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恥 かしい話 をひとつ。
今か ら数 年前 の こと 、ある フランス 語の 語学雑 誌に、 フラン スの歌 を紹介
する頁を一 年間、受 け持つこと になった。

フラ ン スの 文学 を学 んだ り、フ ランス語 を教 えたり してい れば、 その背 後
に ある フラ ンス 文 化一 般、日常 生活一 般に ついて の知識も 多少 は身に ついて
く る。 とは 言 って も私 の場合 、それ らは教 室で無 味乾燥 な文法 に少 々色をそ
え るの に 役立 つぐ らい で、 政治・経 済は言 うに 及ばず 、たと えば料 理につ い
てで も歌 につ い てで も、人 に語れ るほど のもの は何も 持って いない 。それ を
フラ ンス の 歌を 紹介 せよと 言わ れたの は、何か 仕事 をさせ てやろ うという 暖
かいお志を別にすれば 、日頃私が浮ついた顔付きをしているせいに違いない 。
反省し ている。
も っと も 歌で も映 画でも 漫画 でも、 ひとつの こと に人よ りも多 少深く通 じ
る よう にな る ため には 、とて も浮つ いた気 持な どでは いられな いの で、そ の
ように し て文 学 に加え ての 余技な がら、 ほとん どその 道の専 門家と も言う べ
き力 量を 備え て いる 人が、 私の まわりに も何人 もい るから 尚のこと 、自信 が
ない ので あ った 。そ んなに 自信 がない のなら お断り したら よさそ うなも のだ
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が、 そ こが また 私の いい 加減な ところ で、目 の前に 小路が 開け るとな ると、
ち ょっ と覗 いて み よう かな、 という気 にな ってし まう。 せっか く言っ て下さ
った のだから、 という思い ももちろん ある。
自 信 がな いの にお 引受 けした のには 、もう ひとつ 理由が あっ た。歌 を選ぶ
のは 私の 任で は なく 、フラ ンク・ ノエル さんと いう フランス 人で、 この人 は
鷲く ばか り にフ ラン ス民謡 をよ く識っ ており 、しか もほと んど玄 人はだ しに
歌が う まい から 、私 のす るべき ことは 歌詞に 日本語 の訳を つけ ること、 そし
て ほん の数 行、 文 法的 にであれ 内容的 にで あれ、 解説をつ ける ことだ け、そ
の 際分 らな い こと があ れば何 でもノ エルさ んに聞 けば良 い、と いう のであっ
た。
それ じゃ あ私 に もで きるかも しれな い、 ちょっ とした通 訳か ゴース トライ
ターみたい なものだか ら、と私 は簡単に考 えてお引 受けした。
やが て ノエ ルさ んの 選ん だシャン ソンの 原稿 が届け られ、 掲載に 先立っ て
行 われ る録 音に 立 会った とき、 私はま った くうれし くなっ てし まった 。第一
に 、それら十二の歌のどれひとつとして私の知っているものはなく 、しかも、

シ ャン ソン と いう 言葉 から私 が予想 してい たも のと全然 違って 、言 うなら ば
ひ どく古めか しく、ひ どく泥臭い 感じのもの ばかりだっ たからで ある。
聞い たこ とも な い歌 に解説 を付ける など 無謀こ の上も ないは なしだ けれど
も、 そこ は それ 、は じめか ら自 分の知 識や見 解を披 露する 点では 匙を投 げて
いた し 、と すれ ば、 なま じ日本 でも多 少は知 られた 歌であ るよ りは、い っそ
誰 も知 る人 のな い もの の方が私 として も気 が楽な のである 。事 実、十 二の歌
の うち のほ と んど は、 そのよ うにフ ランス の風土 に根づ いたま ま半 ば埋もれ
て 、遠 く 日本 まで 流れ て来 るほど の器用さ を持 たなか つたも ののよ うに思 わ
れた。
もと もと 私 は、 日本 で一般 に取り 沙汰さ れてい る軽妙 で洗練 され たフラン
ス文 化 とい うも のに 、あ る疑い の気持 を抱い ていた 。フラ ンスの もので あれ
ば 何で も進 んで い て、何 でもカ ッコよ くて 、何でも 上等だ など という ことが
あるだろうか 、という思いが心のどこかにあった 。同じようにまごついたり 、
ド ジっ たり 、 げん なり した りしても 、それ がフ ランス 人のする こと となる と
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何故 か しゃ れて 見え ると いう風 潮は、 見せる 向うか 見るこ ちら のどち らかに
問題が あると思 っていた。
し かし 私 がか つて フラン スで の最初 の一年 を過ご したデ ィジョ ンとい うと
こ ろは 、 それ とは まっ たく 違った 雰囲気を 持っ ていて 、街並 も人の 表情も ど
こか 暗く 鈍重 な 代り に、そ れこそ ぶった たいて もこ われない ような したた か
さを 感じ さ せて 、私 ははじ めて フラン ス文化 の土台 にふれ たよう に心丈 夫な
気がした ものであ る。
ノ エル さん が うた う歌は 、たと えばそ のディ ジョ ンよりも なお一 、二時 間
ほ ど車 を走 ら せて 、見 渡す限 り眼に 入るの は起伏 する緑 だけと いう ジュラの
山 中に で も分 け入 った とこ ろに、不 意に出 現す る小さ な村な どを背 景とし て
思い浮かべ ながら聴く とよく分 る、そんな 歌が多かっ た。
ごつ ごつ と した 不揃 いの小 石をか ためて 作った 家が数 軒ある ばか りで、ま
だガ ス も引 かれ てい ない ような ところ に、街 で買っ た食料 を持ち 込んで 週末
だ けの 田園 生活 を すると いうの が、デ ィジ ョンのち ょっと 裕福 な勤め 人たち
の 理想 的な 楽し み だっ たが、 一年を 、いや 親代々 そこで 暮らし ている 人々も

いる のである。
村 に 着く とあ たり は静 まり返 ってい て、 フランス ではパ リと 少数の 大都市
を除 けば どこ も そん なふう だが、 およそ 人影と いう ものが感 じられ ない。 け
れど もそ の うち に、 ふだん は空 家のあ の家に 今日は 街から 人が来 たらし いと
気配 を 感じ てか 、ち らり ほらり と村の 人が顔 を覗か せる。 向い の家のお じさ
、し
、て
、出 て 、 左 手 に は パ イ プ を 握
ん は， いつ の間 に か自 分の門の ところ まで の
り ，右 手で は 太っ たお 腹をゆ っくり と輪を かくよ うにな でてい る。 頭に大黒
帽 のよ う なつ ぶれ た帽 子を のせて いるのは 、し ゃれた つもり か、そ れとも こ
の人 は家 の中 で もい つも帽 子をか ぶって いるの だろう か。そ の彼の 肩越し に
斜め 向う の ちょ っと 引っ込 んだ 家に目 をやると 、さ つきは 確か閉 まってい た
はずの窓が開いていて 、ほとんど黒に近い色の服を着た痩せたおばあさんが 、
鋭い眼付きで身じろぎもせずに 、こちらを窺っている。前の家のおじさんは 、
こ ちら の会 釈 に応 えて わずか に上体 を傾け 、その 反動で 前より も一層 お腹を
突 き出 した が 、し かし それ 以上近づ こうと はせ ず、さ りとて家 に入 ってし ま
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うわ け でも ない 。そ の代 りに、 白っぽ いブラ ウスを 着た十 五、 六の少 女がひ
と り、 何も 言わ ず にこ ちらの 庭木戸を 押し て入っ てきて 、気が つくと もう私
たち のすぐ傍に 、たとえよ うもなくの どかな笑 みを浮かべ て立って いた。
街 か ら来 た週 末だ けの 隣人は 少女に 向かっ て、ま るで赤 子に 対する ような
物言いでそ の両親の様 子を訊ね 、それから 横を向い て、
こ

「ほ んと う に、 こう いうお 子さ んを持 った親 御さん の気持 を思う とねえ …、
この娘、 知恵おく れなの」
と 言っ たが 、 そう 言われ るまで 、私に はその こと が分らな かった 。無口 な
老 人と 、少 女 の他 愛な い笑み と、周 囲の静 けさと は、ほ とんど 区別 し難いほ
ど に揮然と溶 け合ってい るのであっ た。
そん な人 々が 歌 うと すれば、 あるい はそ んな人 々の中に 、ふ だんは ひどく
はに かみ 屋 で引 っ込 み思案 だが 一旦歌 い始める と思 いもか けない 美声を響 か
せる 青 年が いた とし て、 彼がそ のとき ばかり は恥じ らいも せず歌 い続け ると
す れば 、そ れは 、 あのノ エルさ んが歌 った ような、 一種単 調で 物哀し い調べ
に なる ので はな い かと 思われ た。メ ロディ もリズ ムも、 理性的 な五線 譜から

ど こか はみ 出 して まう ような ところ があっ て、 まぎれも なく西 洋音 楽であ る
は ずなのに、 奇妙にも 日本の民謡 と相通じる ものを感じ させる。
こう した 歌は 、 歌詞 にも方 言がまじ って いたり 、分る ようで 分らな いとい
うことがあったけれども 、それは日本の民謡などを聴いていてもそうだから 、
私は初 手から諦め て、無責任 に徹するこ とにしてい た。
そ れに おか し な話 だけれ ども、 こうい う時に 限っ て、いく らノエ ルさん に
質 問し ても 埒 があ かな いので ある。 こちら は何が 分らな いかと いう ことがう
ま く説 明 でき ない し、 向う もまた そのへん を明 瞭に分 析でき ないら しい。 そ
れは そう だろ う 、私 たちが 日本の 民謡の 掛け声 かなん かをフ ランス 人に明 瞭
に説 明し な けれ ばな らなく なっ たら如 何な窮地 に陥 るか、 それを 想像すれ ば
無理もな いことであ る。挙句 の果てに、
「 な ん で も 良 い か ら 適 当 に 書 い と い た ら？ ど う せ 日 本 語 の 歌 詞な んて 、 た い
して重 要じゃな いんだから 」
と 、 いっ たい 御当 人 は日 本語が読 めるの かど うか知 らないが 、勝 手なこ と
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を言う 。
も とも と 彼に とっ て唯一 気に なること は、そ の訳 詞はメ ロディー に乗せ て
歌 える もの で ある かど うかと いうこ とだっ たの だが、そ の答え が「 ノン！ 」
で あると知っ てからは 、一切の関 心を失った 。
そこ で私 はお 言 葉通 り適当 にやらせ てい ただく ことに したけ れども 、そう
いう 勝手 気 儘な 部分 に関し ては 、幸い なこと にどこ からも お叱り を頂く こと
はなかっ た。少く とも私の耳 には届かな かった。
問題 は私にとっ て最も分り やすく思 われる歌か ら発生した のである。
一 年分 の 歌の 中に 『水夫 が戦 争から 帰ると き』と いう歌 があっ た。初 めに
言 った よ うに 、私 は十 二の 歌をひと つも知 らな かった のだが 、この 歌だけ は
初め て聴 いた と きか らとて も馴染 み易く 、一般 的な意 味でフ ランス 的だと い
う気 がし た 。そ れも 道理で 、こ の歌は 日本でも 知る 人は知 ってい る、つま り
ポピ ュ ラー な歌 だっ たの である 。ノエ ルさん に言わ せると 「ボク はあん まり
好きじ やないん だけど、で も有名だか ら」選んだ のだそうで ある。
そ の歌 詞 は、 私の 拙い訳 によ ると次 のような もの になる 。そん な有名な も

の にわ ざわ ざ 頁を 割く ことも ないよ うだが 、な にしろ私 自身が 知ら なかっ た
こ とで は ある し、 後で 少々 細部に こだわ る必要 も出て くると 思われ るので 、
敢えて御眼 を汚させて 頂く。

１ 水夫が戦争 から帰る とき
ひどい靴 にひどい 服
勇敢な水 夫さん あんたどこ からおいで かい？
２ マダム わ たしは戦争 から帰っ てきた
早く白ぶ どう酒をく ださらんか
水夫が通 りすがり に呑むため に
３ 勇敢な水 夫は呑み始 める

-5-

ある誤り

― 日本の小説・フランスの小説 1 ―

呑んで そして歌 い始める
美人 の女将は ためいきつ いた
４ ああ言 っておくれ な 美人 の女将
あんた 白ぶどう 酒が惜しい のかい
水夫が 通りすがり に呑んで いくのが？
５ あたしが 惜しいのは ぶどう酒じ ゃない
そ れはあた しの亭主の 死
だんな あ の人に似て なさる
６ あ あそう言や 美人の女将
あの 頃あんたに やこども が三人
そ して今見り や四人のこ ども

７ あたしは 嘘の手紙 を何度も貰 った
あの人が 死んで葬 られたと
それで再 婚してし まったのさ
８ 勇 敢な水夫は グラスを 干すと
お 礼も言わず 泣きながら
自 分の船に もどってい った

毎 度 のこ とな がら 訳し ていて 気にな ったの は、字 余り、 ある いは字足 らず
ふう にリ ズム の 悪い ところ で、ど うせメ ロディ ーに 合せるわ けでは ないの だ
から どう で もい いと は言う もの の、あ る種の調 子の 良さの ような ものを 出し
たい 気 もし て、 四苦 八苦 した。 訳詞と いうの は妙な もので 、ギク シャク して
い るの はも ちろ ん まず いけれど も、あ まり に日本 語として リズ ムが出 来上っ
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てい る のも 翻訳 らし さと いう独 特の風 味に欠 けるよ うだし 、そ れに何 という
おかみ

か借越 なように も思われて 、気色の良 いもので はない。
も うひ と つ気 にな ったの は「 女将」 という 言葉の ことで ある． これは ふつ
う 高級な料亭 や待合な どの女主人 を指してい う言葉で 、
「ひどい靴にひどい服」
の復 員兵 が「 通 りす がりに 」一杯 ひっか けてい く、 たとえば 赤ちょ うちん か
一膳 飯屋 で 、自 ら客 に給仕 する ひとに 対して 言われ るもの ではな い。言 うな
ら「 … …さ ん」 づけ の「 おかみ さん」 か、あ るいは 現代風 に「 ママ」の 方が
相 応し いだ ろう 。 それ でも何だ か「女 将」 と言っ てみて、 まず いかな と思い
つ つも 最後 ま で変 える 気にな らなか ったの は、先 に言っ たリズ ムの 上の理由
が ひと つ 、そ れと この 物語 ふうのシ ャンソ ンの 女主人 公にあ る風格 をそえ て
やり たい とい う 気が あった せいだ 。スト ーリー のある シャン ソンは そう珍 し
くも ない が 、こ れほ ど存在 感の 濃い人 物像を含 んで いるの は、そ う多くな い
のではな いだろうか 。
そしても うひとつ 、「女将」を 捨てられなかった秘かな理由は、明治・大正
の 芝居 や小 説な ど で眼 にする だけで 、実際 の日常 ではま ったく 口にす る機会

の ない この 言 葉を 、－ 度は使 ってみ たいも のと かねがね 思って いた からで あ
る。
まだ まだ 言え ば きり が無い が、いず れに しても 身にし みて分 ったこ とは、
翻訳 、そ れ も多 少韻 文ふう なも のの難 しさと いうこ とで、 それま では語 調が
ひ

と

どう の 、こ の言 葉の 使い 方はど うのと 、心の 中でぶ つぶつ 言う こともあ った
の だが 、そ れか ら とい うもの、 他人の 訳し た詩句 を見ても 、た だひた すら感
心 する ばか り で、 一言 もケチ が付け られな いよう になっ てしま った 。こんな
に 簡単 で 、さ して 芸術 的と も言え ない数行 にも それな りの苦 労があ るとす れ
ば、名だた る詩人の訳 業など如 何ばかりの ものであろ うか。
チョ コッ と 噛っ てみ ても何 ら経験 という ほどの ものは 身につ かな いが、そ
の分 だ け確 実に 謙虚 には なる。 それと もその 謙虚さ を、俗 に人は 経験と 言っ
ている のであろ うか。
そ うい う わけ で、 訳詞の ほう はまこ とに気持 の整 理のつ かない 状態だっ た
が 、こ れは 毎 度の こと で仕 方なく、 しかし 解説 と称さ れた雑文 の方 は別段 の
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こと も なく て、 どう でも 良いよ うなこ とをチ ョコチ ョコと 書い て提出 した。
とこ ろが、そ れが実はど うでも良く はなかった のである。
何 日か し て、 この 雑誌の 監修 スタッ フのひ とりで あるＩ 先生か らお電 話を
頂 いた 。 私が そえ た文 章に よると 、歌の中 の水 夫とマ ダムの 夫は別 人だと 考
えているよ うだが、あ れは同一 人物ではな いか、と おっしゃる のである。
私は びっ く りし た。 確かに 私は別 人だと ばか り思って いたの だが 、それ が
同一 人 物だ と言 われ ても 、直ぐ には納 得がい かない 。暫ら く時 間を下さ いと
お願い して、私 は一旦受話 器を置いた 。
さ てそ れ から 心を 落着け て歌 詞と向 かい合 ったの だが、 思い込 みとい うの
は 本当 に しぶ とい もの で、 一度出来 上った イメ ージは どうに も改ま ろうと は
して くれ ない 。 まし て問題 は人物 である 。私の 頭の中 には既 にマダ ムの夫 と
水夫の二人 がまったく の別人と して存在を 確立して しまってい たものだか ら 、
それ が ひと つに 重な り合 うのは 、とて も無理 な相談 であっ た。Ｉ 先生が 言わ
れ るの だか ら間 違 いない とは分 ってい るの だが、思 い通り にな らない 自分の
想 像力 の方 もま た 、私 にとっ ては動 かし難 い迫力 を持っ た現実 である 。する

う ちカ ッカ と して きて 、何が 何だか 分らな くな る。少し 頭を冷 やそ うと他 の
こ とを 考 えて 、そ れか らま た考え を元に 戻す。 すると 私の頭 の中の 二人の 男
は、 しば しの 休 息に 力を得 たのか 、前よ りもも っと 明確に分 離して 立って い
るの だっ た 。自 分で 自分が 思い 通りに ならな いとは あのと きのこ とだ。 まっ
たく 、 あの とき のこ とを 忘れな い限り 、教師 たる私 は、教 室で いかに度 し難
く いか に頑 なな 誤 解に 直面した として も、 寛大さ を失うこ とは 許され ないと
いうも のである 。
再 び 電話 に向 かっ たと き、私 はほと んどヤ ケクソ だった 。ど うしても 同一
人物 のよ うに は 読め ません と私が 言った のは、 決して 自説に 固執し てのこ と
では なく 、 むし ろそ の言葉 通り 何とし てもそう は読 めない 悲哀を 訴えたと い
うのが正直なところだったのだが 、はたしてＩ先生は何とお聞きになったか 。
そ うで すか 、 それ も一つ の解釈 かもし れませ んから 、そう 穏やか におっ し
ゃ った が、 し かし 内心 なんと 思われ たか、 数年を 経た今 でも時 点思い 出して
は、 顔から火の 出る思い である。
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もっとも 、そう言ったときの私にはそれなりの言い分が無いではなかった 。
一 旦こ うと 思い 込 んだ らあと はテコで も動 じない という 程に、 だいい ち私の
頭脳 は安定度が 高いわけで もない。
私 はこう思いを めぐらしたの である。なんだって？ この水夫がマダムの夫
だって ？ そん なお かしなこ とがあ るだ ろうか ？ と すれば、 この男 は自分 の
女房 の店 へ 帰っ てき て、他 でも ない女 房に向 かって 、まる で一見 の客み たい
に 白 ブ ド ウ 酒 を 注 文 し た の か ？ そ れ も ，「 水 夫 が 通 り す が り に 呑 む た め に 」
と か 何 と か 言 い な が ら ？ そ し て 暢 気 に 歌な ん か 歌 っ て 、 マ ダ ム が ため い き を
つ く と 、「 あ ん た 白 ブ ド ウ 酒 が 惜 し い の か い ？ 」 な ど と 訊 ね た の か ？ も ち ろ
ん ，冗 談 には 違い ない 。客 に酒を呑 ませて 儲け る人間 が、そ の酒を 惜しん で
ため いき をつ く わけ がない から、 水夫の 言葉が 冗談で あるの は分り きって い
るの だが 、 しか し何 年振り かで 戦争か ら帰って きた 亭主が 女房に 向かって 言
うに し ては 、冗 談も 度が 過ぎる という もの。 いや、 間が抜 けてい るとさ え言
と他人行 儀な言い方 で呼んで いるのであ る。
vous

え るだ ろう 。し か もこう した科 白を言 い合 うのに、 この男 女は 互いに 相手の
ことを

し かし 水 夫は 、マ ダム が以前 は三人 の子持 ちであ ったと いうこ とを知 って
い るで は ない か、 つま り二 人は見 かけほ どには 赤の他 人では ないの だ、と い
う意 見も ある だ ろう 。たし かに、 彼らは 本当の 初対 面という のでは ないか も
しれ ない 。 が、 だか らと言 って 夫婦だ という ことに もなら ないの ではあ るま
いか 。 前に 一、 二度 立ち 寄った ことが あるの かもし れない 。そ れに四人 目の
子 ども だっ て、 あ あそ れは隣の 子がた また ま遊び に来てい るだ けで… 、とい
う こと だっ て 無い とは 限らな いのだ 。少く とも、 前半の 二人の 不自 然さを帳
消 しにするほ どの説得力 があるとは 思われな い。
それ より も、 マ ダム 自身が「 だんな 、あ の人に 似てなさ る」 と言っ ている
のだ から 、 それ を信 じたら 良い のでは ないだろ うか 。それ じゃあ 水夫はな ぜ
泣 き な が ら 船 へ 帰 っ て 行 っ た ん だ っ て ？ さ あ ， も ら い 泣 き でも し た ん じ ゃ な
い でし ょう かね え 、身に つまさ れて。 本当 に戦争と いうの は、 平和に 暮らし
て いる 名も 無 い庶 民を 、思い もかけ ない悲 劇に巻 き込む もので すから ねえ。
アレ 、ひょっと して、こ れもまた反 戦の歌のひ とつだった でしょう か？
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というわ けで 、「夫を戦争に 奪われ、再婚してもなお通りすがりの水夫に愛
す る男 の面 影を 追 う女 の切な さ云々」 と私 が、こ れこそ 蛇足以 外の何 もので
もな い文章で述 べたところ の図式が出 来上った のであった 。
ま ったく 、
「 有 ら ず も が な 」 と は こ の こ と で 、も し も 私 が 付 け 加 え て つ ま ら
ぬこ とを 書い た りし なけれ ば、日 本語の 歌詞自 体で はとりた てて問 題は起 き
なか った に 違い ない 。だか ら、 私が犯 した誤 ちは正 確には 誤訳と いうこ とで
はな く て、 Ｉ先 生が 言わ れたよ うに解 釈上の 誤ちな のだが 、し かし翻訳 とい
う 作業 とま った く 無関 係かと言 えば、 そう とも断 定しきれ ない ように 思われ
る 。今のようにたかだか二十数行の歌詞ならともかく、小説などの場合には 、
状 況の 把 握が 不正 確で あっ たり、不 完全で あっ たりす ること によっ て、文 章
のご く細 かい 部 分の ニュア ンスに 狂いの 生ずる ことは あるだ ろう。 そうい う
時、 表面 的 な訳 文そ のもの はあ ながち 誤りとは 言え ないに しても 、やはり 正
しい 翻 訳と は言 えな いは ずだ。 それど ころか 、時と しては 副詞の 一つ二 つを
す っ飛 ばす より も ずっと 重大な ことに なり かねない 。つく づく 翻訳と いうの
は 難し いも のだ と 思う が、こ ういう ことは 私より も私の 周囲の 先輩の 方がは

るか によく知っ ているので 、これ以上 言うこと は差し控え ることに する。
そ れよりも問 題は私自 身の誤解の 成行である 。
この よう に屍 理 屈を こねた からと言 って 、私が いつま でもそ の「解 釈」に
固執 した か と言 えば 、そう では ない。 Ｉ先生 からお 電話の あった 時点で 、私
の頭 は 自分 の誤 りに 関し てすで に観念 してし まって いたの では ないかと も思
う 。し かし 気持 が 、あ るいは想 像力が それ につい ていけな かっ たので ある。
本当は、こういうたぐいの誤解は 、あるとき電光石火のごとくひらめいて、
あ あ 、 そ う か あ ！ と 膝 で も 叩 き た い 程 の 思 い で納 得 す る の が 実 に 感 動 的 で 良
いの だが 、な に しろ この時 は、最 初に与 えられ た決定 的なチ ャンス を逃し て
しまった後なものだから 、あとはネチネチと恨みがましく 、もうひとつの「解
釈」に馴 染んでいく ほかない のであった 。
そ れは まっ た く、 私とし てもあ まり経 験のな いよう な苦々 しくも 腹立た し
い 我れ と我 が 精神 にと っての 苦役だ ったが 、しか しその 緩慢な プロセ スのお
か げで 、私 は それ まで あま り深く考 えてみ なか ったこ とを、改 めて 考えて み
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る機会 を得たので あった。
第 一に 考 えた こと は、幾 つか の不合理 な点に もか かわら ず、水夫 がもと 亭
主 であ ると い うこ とが 可能に なるの は何故 か、 というこ とであ る。 まった く
白 紙で 二 人の 会話 を辿 る限 り、第 ５節まで は、 彼が夫 自身で あるこ とを想 定
させ る要 因は 皆 無で あるば かりか 、むし ろそれ と逆 の方向に 作用す る科白 ば
かり が並 ん でい る。 それに 続く ３節に も、そ れにつ いての 決定的 な反証 はな
い。 ど のよ うに も解 釈で きる表 現ばか りであ る。む しろ、 どう にも取れ ると
い うそ の自 由を 重 要視 している という 趣き さえ感 じられる 。そ うでは ないだ
ろ うか 、も し 二人 が夫 婦であ ったと いうこ とを説 得する 気があ るの なら、あ
る いは 少 くと も明 言す る気 があるの なら、 ほん のひと 言、何 か決定 的な言 葉
を添 える だけ で よか っただ ろう。 しかし それを しない という ことは 、する 気
がないとい うことで、 それはつ まり、する 必要がな いというこ とである。
なぜ 必 要が ない のだ ろう か。ほん のひと 言い ってく れても よさそ うなの に
（ 私み たい な 読者 もい る の だか ら 、) そ れを 故意に も黙否 を続 ける のは何 故だ
ろ う か ？ 黙 否 ば か り か 、 そ の 反 対 の ア リバ イば か り を 並 べ た て る のは 何故 だ

ろう か？ 得体 のしれぬ 悪意さえ感 じられるで はないか。
た し かに 必要 がな いの だ。何 故か。 それ は既に全 員がそ れと 知って いるか
らで ある 。全 員 が、 もう初 めから そうに 違いな いと 決めこん でいる からで あ
る。
この シ ャン ソン を楽 しむ 人々の 精神の 深層に は、あ る型が 存在し ている 。
そ の型 とい うの は ひと つの簡略 なスト ーリ ーであ って、戦 争に 行って 長い間
不 在で あっ た 夫が 、あ る日見 る影も ない姿 で戻っ てくる と、彼 の戦 死を信じ
た 妻は、既に 再婚してし まっていた 、という ものである 。
そう した スト ー リー の原型と でも言 うべ きもの は、もち ろん これひ とつに
限ら れて い るわ けで はなく 、ほ かにも 数多く存 在し ている に違い ない。そ れ
らの 型 の各 々を 、人 は幼 いとき から世 間話や ら三文 小説の 切れ端 やら、 ある
い は今 の場 合の よ うにポ ピュラ ー・ソ ング や、現代 流に言 えば テレビ ・ドラ
マ など で繰 り 返し 見聞 きする ことに よって 、頭に 叩き込 んでい く。そ してい
つ か、 ちょ う ど成 長す るに 応じてい つの間 にか 社交的 な挨拶の やり とりを 覚
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えるように 、あるいは日常的な身ぶり手ぶりを自分のものにしていくように 、
精 神的 なと いう よ りは むしろ 肉体的な と言 った方 が良い 、それ ほど無 意識的
な行 動原則とし て修得して しまうので はないだ ろうか。
そ の よう にし て一 人前 になる と、向 うから 見知っ た人が 来れ ば無意 識のう
ちに 笑顔 を作 っ たり 手を差 し出し たりす るのと 同じ ように、 簡単な 一言半 句
をも微妙に 反応しないでは 受け入れられなくなる 。
「 水夫 が 戦 争 か ら 帰 る 」 と
か 、「ひどい靴 にひどい服」と か言われると、心の中に眼に見えないほどの電
磁 波が さや さや と 作用 して、し かし適 確に 、ある 特定のス トー リーを 受け入
れるべ く磁場を 作る。
初 め から 知っ てい る、 と私が 言った のは、 そのよ うな集 団的 訓練を受 けた
後は 、と いう こ とで 、なに も人は 生まれ ながら にして 、この 水夫は マダム の
夫で ある こ とを 知っ ている とい うので はない。 そう ではな くて、 たとえこ の
歌を 初 めて きい たと して も、そ ういう ふうに 精神に ある磁 場を作 りつつ 聴く
よ うに なる とい う こと、 そして そのよ うに 聴かれる ために この 歌はあ る、と
いうこ となので ある。

頭 の中 に そう いう 磁場 を作る 能力は 、決し て限定 された 一部の 人にの み備
わ って い るも ので はあ るま い。と いうの も、こ れは取 り分け て知的 でもな ん
でもない 、ごくありふれたポピュラー・ソングである。誰もが分る歌である 。
しか し、 誰 もが とい うのは 厳密に は誰の こと を言って いるの だろ うか。 人
間なら ば誰もが、 ということ だろうか。 でも私には 分らなか った。
そ れは 言う ま でも なく、 先に言 ったよ うな行 動原 則を身に つけた 人なら ば
誰 もが 、と い うこ とだ 。小さ い時か ら幾つ もの原 型を頭 に叩き 込ま れ、それ
に 対す る 然る べき 反応 を習 い覚え 、いつの 間に か無意 識的に 行動で きるよ う
に教 育さ れた 人 とい うこと である 。そし てそれ がフラ ンス人 である という こ
とな ので あ る。 それ も国籍 や血 統によ ってフラ ンス 人なの ではな く、文化 的
にフラン ス人である というこ となのだ。
そ のよ うな フ ラン ス人で あれば 、この 歌を然 るべき 先入観 をもっ て聴く こ
と がで きる 。 誰も が、 初めか ら、そ れと（ つまり 水夫が 夫であ ると） 知って
いて 楽しむこと ができる のである。
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ひと つ の文 化 という のは 、つま るとこ ろ約束 ごとの 集積で はない か、と 最
近 考え るよ うに な って いる。 それも一 つや 二つの 約束で はない 、無数 の約束
の 複合 であ る 。し かも それら の約束 は一見 して それと分 るよう なも のでは な
く 、ほ と んど 無意 識に なっ てしま うほどに 、あ るいは それこ そが本 来的な も
のだ と勘 違い し てし まうほ どに、 良く修 練され 、体 得された ものだ 。人は そ
れに つい て 語る こと が少い が、 それは 故意に 語らな いとい うより も、そ れに
ついて意 識的に考 えることが ほとんど無 いからであ る。
考 えな いに も かか わらず 、それ に従っ て行動 し、 従わない 者を野 蛮人、 田
舎 者と して は っき り区 別する 。いわ ゆる洗 練され た人が 時に陰 険だ と批難さ
れ るこ と があ るの も、 そう いう理由 による のだ ろう。 洗練さ れた人 間は自 ら
の行 動の ルー ル を明 らかに しない ために 、ルー ルを知 らない 人間か ら裏が あ
ると思われるのだが 、それは陰険だからなのではなくて、それを当然なこと 、
説明 す るま でも ない こと と思っ ている からな のであ る。裏 がある のは事 実だ
が、彼 は彼なり に純真でな いわけでも ない。
た とえ ば 小説 など につい ても 、それ は同じこ とで ある。 詩とか シャンソ ン

と かい った （ 二つ を一 緒にす るとは 何たる こと かとお叱 りを頂 くか もしれ な
い が） 軽 やか なも のは 私は どうも 苦手で 、その 代り言 葉が錯 綜して 何とも 腰
の重 い小 説に は つい ついの めりこ んで、 その挙 句自 分でも何 が何だ か分ら な
い慌惚とした状態に陥るのを好むという変な癖を持っているのだが 、今回も 、
件の シ ャン ソン から 出発 して、 結局、 話は小 説の周 辺にと ぐろ を巻くこ とに
なりそ うである 。
小 説に つ いて 語る とき、 ふた 言目に は出て くるの が、小 説は形 式も内 容も
ま った く 自由 だと いう こと である 。何を書 こう が、ど う書こ うが、 小説家 に
はす べて が許 さ れて いると 言う。 しかし 、それ は真実 ではな い。小 説も、 他
の一 切の 文 化的 現象 と同様 に、 無数の 約束があ って 、小説 家はそ の約束に が
んじ が らめ にな って 四苦 八苦し ている ものだ という ことを 、私は 近頃に なっ
て うす うす 感じ る ように なって きた。 ただ し、四苦 八苦し てい るとい うこと
を 小説 家自 身 がど の程 度に自 覚して いるか 、それ は一概 に言え ること ではな
い 。案外、がんじがらめになればなるほど本人の気持は楽かもしれないから 、
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奇妙と 言えば奇妙 である。
確か に、理論 上は何を書 くのも自由 である。
しかし、なんのかの言っても、小説もまた他の一切の人間的活動と同じく 、
他 者に 掬 い取 られ るこ とに よって 、言い変 える ならば 、それ を為し た人間 の
手を 離れ 、彼 の もの でなく なるこ とによ って、 初め てその存 在を成 就する も
ので ある こ とは 否定 できな い。 言わば キャッ チ・ボ ールの ような 性格を どこ
かに持っているのであって 、投げたボールは何らかのかたちで返して欲しい 。
ひ どい 悪球 であ る にし ろ悪口で あるに しろ 、やは り投げ返 され ること を予測
してい るのであ る。
相 手 側に つい て言 うな らば、 一応ま ともな ポール なら、 これ を投げ返 すこ
とが 要求 され て いる 。それ を、投 げ返す ことを せず、 祇めた り噛っ たり、 た
だ眺 めて い るだ けだ とした ら、 キャッ チ・ボー ルは 成立し ないし 、ボール は
ポー ル とし ての 存在 をま っとう するこ とがで きない 。小説 につい て言う なら
ば 、こ うい う犬 か 赤ん坊 みたい な読み 手は 、いまだ 小説読 みと して一 人前に
な って いな いと い うこ とであ る。一 人前の 小説読 みと言 っても 、学者 や評論

家 など と いう 偉 い人 の こと を言 っ てい るの ではな い。あ なた よりも はるか にI
も のを知らな い、ふつ うの読み手 のことを言 っているの だが。
そこ で、 せっ か くの ボール 遊びなら 面白 くしょ うじや ないか という 気が、
当然 なが ら 起こ って きて、 その ための 技術も 磨けば 規則も 作ろう という こと
にな る 。投 球も 、た だ打 ち易い ばかり ではつ まらな いから 、ち ょっとや そっ
と では 打て ない よ うに 、できる だけ相 手の 意表を ついたも のを と、苦 心する
ことに なる。
こ う して 一人 前に なっ た小説 読みの 精神に は、経 験がも たら したとこ ろの
無数 の約 束や 規 則が 、複雑 な網の 目を構 成して いると 考えて 良い。 そして 、
人並 の運 動 能力 とあ る程度 の経 験を持 った人が ひと つの投 球に対 して無意 識
に身 構 える 、そ れと 同じ ように 、一言 半句の 言葉に 対して も頭の 中の神 経網
が即座 に準備態 勢をとるよ うになるの である。
い っぽ う 書く 側の 人間に して も、も ともとボ ール 遊びが 大好き だからこ そ
そ うい う仕 儀 に立 ち至 った のであろ うから 、喜 々とし て身榊え る相 手を前 に
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して 、 彼と 共有 する 幾多 の約束 に順応 して行 動しな いこと は難 しい。 妙な言
い方か もしれな いけれども 、人情とし て難しい 。
こ うし て 出来 上る 規則や 約束 が、た とえば 馴染み の原型 的なス トーリ ーで
あ った り 、常 套的 な言 い回 しであ ったりす るの だろう 。キャ ッチ・ ボール に
限ら ず、 テニ ス でも バレー ・ボー ルでも 、およ そボ ール遊び が大好 きな人 と
同様に、物 語的運動神経は ごく些細な動きをも見逃さない。そして 、「水夫が
戦争から帰 る」と言われて 第一段階の大把みな予測を立て 、「ひどい服にひど
い 靴」 と聞 いて も う身 構える。 彼はも うそ の時、 来たるべ きも のを十 分に知
りぬい ているの である。
さて、そのように考えた上で 、あらためてフランス文学を見回してみると ，
私の ごく 僅か な 知識 のなか にさえ も、件 のシャ ンソン の兄弟 か従妹 かと言 い
たいような 例が幾つか あること に改めて気 づく。
たと え ばモ ーパ ッサ ンの 『帰郷』 という 短編 。最初 の情景 描写の あと、 物
語はこ うして動 き始める。

入口でつづ りものをし ていた小 娘が、いき なり呼んだ 。
「かあちゃ ん！」
「なんだ よ？」
「あの 人、また 来たよ」
朝 から 母 娘は 気が かりで なら なかっ た。一人 の男 が家の まわり をうろつ い
ている のである。そ れも、乞食 みたいな風態の、年とった男なのだ 。（青柳瑞
穂 訳）
海 で死 んだ と 思わ れてい た漁師 の夫が 帰って きたと き、女 房は再 婚して い
て 、新 たに 赤 ん坊 が増 えてい るとこ ろまで 同じで ある。 クラシ ック・ ガルニ
エ 版の 編者 は 、こ の主 題が フランス 各地方 に見 られる ことを指 摘し 、例の シ
ャンソンを 引用してい る。
『帰郷』 Le Retour
と い う表題にこ だわるとす れば、シ ャンソン自 体いくつ
かの異稿 を持ってい て 、
『水兵の帰還』 Le Retour du marin
の 題名で知 られてい
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るもの もある。
そ して ま たマ ルグ リット ・デ ュラス原 作の映 画『 かくも 長き不在 』は、 シ
ャ ンソ ンの 中 のマ ダム と同じ くカフ ェのマ ダム である女 主人公 の前 に、一 人
の まぎ れ もな い浮 浪者 が現 われる 話である 。こ の映画 を見た とき、 まだ十 代
であ っ た 私 は 、 如何 に 夫 に 似 て いる と は 言 え 、 こ ん なに も 惨' めた ら し い 男 に
心を 寄せ る 女主 人公 には何 とも 感』情 移入し 難いと 思った ものだ が、フ ラン
ス文 化 に慣 れた 人間 は、 むしろ その乞 食みた いな風 態によ って 物語感覚 を刺
激され 、画面に ある情感の ヴェールを かけるこ とができた のであろう 。
事 情に 疎 い日 本人 の私で さえ 、すぐ にも類 型を見 つけら れるの だから 、お
そ らく 他 にい くら でも ある のだろう 。それ も、 女性雑 誌の続 き読み 物とか 大
衆向け娯楽 映画では、 もうお馴 染みの主題 であるのに 違いない。
そう言え ば大仏次郎 の『帰郷 』
（仏訳題名 Le Retour au pays
） も 、日本の復
員兵が妻の 再婚を知るとい う出だしだが 、『鞍馬天狗』の執筆にあたってアレ
ク サン ドル ・デ ュ マなど 十九世 紀フラ ンス 大衆小説 の豊か な読 書経験 を駆使
したと 言われるこの作 家が 、
『 帰 郷 』の 着 想 に 際 し て 、 フ ラ ン スで は 一 般 的 な

この 主題をどの 程度意識し ていたか、 興味ある ところだ。
こ の よう に言 い出 すと 、文学 研究で 言う ところの 源泉と か先 行作品 などの
方法 が思 い浮 か ぶの だが、 私が考 えてい るのは そう いうこと ではな い。そ の
よう に個 々 の作 品の 間に共 通す る主題 とか関 係とい ったも のでは なくて 、そ
のよ う な小 さな 型を 無数 に修得 し、そ れらを 融合さ せた後 に出 来上る一 つの
巨 大な 小説 像の こ とな のである 。ある いは 、小さ な規則、 小さ な約束 を積み
重 ねた 挙句 に 完成 され るエチ ケット の体系 のよう なもの だと言 って も良いか
もしれない 。この体系を完壁にマスターすると 、人はかえって自由になって、
どん な状 況に も 臨機 応変に 対応で きるよ うにな る。し かしだ からと 言って 、
無数 の約 束 に縛 られ ている こと に変り はなく、 また 約束自 体が人 為的なも の
であるこ とにも変り はない。
そのようにして存在する小説像とか小説感覚は 、エチケットと同じように 、
か なり 地域 差 のあ るも のであ る。こ こでは 優雅な 物腰も あちら では奇 妙に映
る 。こ ちら で は当 然な お世 辞も謙遜 も、向 うで は通じ ずに誤解 を招 く。肝 心
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なの は 相手 に対 する 思い やりで す、な どと言 って、 それも 確か にその 通りに
は 違い ない けれ ど も、 それば かりでな いこ とも事 実であ る。小 説もま た、何
を 書く のも 自 由、 と言 い切っ て決し て間違 いで はないの だが、 ひと つ観点 を
変 えてみると 、暗黙の 了解でがん じがらめの 代物なので ある。
さて 、そ うし た 小説 的土壌 のような もの が定ま ると、 今度は それを ふまえ
た上 での 個 々の 作品 の働き が問 題にな る。一 旦枠を はめら れたあ とで、 思う
存分 の あば れ方 をし よう という わけだ 。ある いは、 思いも かけ ぬ鎮まり 方、
深まり 方を見せ ようという わけである 。
と なる と これ はま ことに 単純 な力学 の問題 で、力 を大き く発揮 させる ため
に は抵 抗 を大 きく する こと が必要に なる。 話は おおよ そこう なるだ ろうと 、
作者 と読 者の 間 には 一応の 了解が ついて いるか ら、そ うは簡 単に問 屋がお ろ
して なる も のか と、 作者の 方で は読者 をじらす 。読 者の方 でも承 知の上で 、
最後 の 感動 をよ り大 きく するた めに、 じらさ れるの を喜ぶ のであ る。そ れは
ちょうど、相撲で早々と勝負をつけてしまわずに「みあって，みあってえ！ 」
と 、時 間を 稼い で 力を ためこ むのと 同じ理 屈だ。 相撲に しても 、最後 には取

組 むこ とが 分 って いる から良 いよう なもの の、 ものを知 らぬ外 国人 が、あ れ
は 戦う 気 がな いの では ない か、ひ ょっと したら 勝負は 流れる のでは ないか 、
と心配しな がら見てい たら、面 白さも半減 するだろ う。
こと は精 神 エネ ルギ ーの力 学の問 題であ る。 力学だか ら、エ チケ ットと 違
って 、 その 原則 は地 球上 のどの 地点で も働い ている 。ひと 頃大 流行した やく
ざ 映画 など は、 最 も日 本的なも ののひ とつ だと思 われるが 、そ の感動 盛り上
げ 機の 仕組 み はす こぶ る簡単 なもの だ。健 さん演 ずる主 人公が 悪役 の非道に
耐 えて 耐 えぬ くの も、 最後 の大乱 闘での気 持の 発散を 可能な 限り盛 り上げ る
ため の、 いわ ば テコ でしか ない。 暴力は やめろ 、そう 言い置 いて死 んだ親 分
の教 えを 守 るの だと 、主人 公は 頬をひ きつらせ て言 うけれ ども、 その言葉 を
本当 に 信じ てい る観 客な ど一人 もいな い。最 後に男 一匹撲 り込み に行く 彼の
背 中に 「よ お～ し ！」と 一声か ける、 その 声が思い 切り太 くな るよう に、お
なかに 力をため こんでいる のだ。
仕 組 みは 簡単 で、 原則 は初級 力学だ から、 その機 械を利 用する ことは 簡単
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この 上 ない 。た だし 、そ れには ある程 度の手 ほどき も必要 であ る。ど の把手
を どの 方向 に押 す べき か、あ るいば引 くべ きか、 その結 果どこ に働き が現わ
れる か、その程 度のことは 知らなくて はならな い。
種を明かせば単純至極なやくざ映画にしても 、たとえばここに、外国人か、
ある いは 鬼と 桃 太郎 が最後 には仲 良しに なると いう 昔ばなし で純粋 培養さ れ
た若者がい て、映画の前半 で 、「なるほど、暴力はいけない。暴力を抑える の
は勇 気 のい るこ とだ 」と 大いに 感動し てしま ったと したら どう だろう。 最後
に なっ て足 場を 失 い、 ズッコケ ルこと 間違 いなし である。 ずい ぶん馬 鹿げた
話 のよ うに 思 われ るか もしれ ないが 、しか し外国 小説の 話など して いると、
こ ういう誤解 というのも ままあるこ となのであ る。
さて 、コ ツが 分 って しまうと 、あと は精 神エネ ルギーを なる べく大 きく、
なる べく 効 率よ く解 放、発 散さ せるの が肝要と いう ことに なる。 そのため に
は多 少 の嘘 も不 合理 もい たし方 ない。 大筋の 了解さ えつい ていれ ば、嘘 は嘘
な り、 不合 理は 不 合理な りに、 かえっ て遊 びにもな る。そ の遊 びこそ が、不
合理こ そが見ど ころになる 。

そ もそ も 考え てみ れば 、スト ーリー 展開の 面白さ にとっ て、嘘 や不合 理は
不 可欠 の もの でさ えあ る。 ことの ついで に健さ んに再 度ご登 場いた だくと す
れば 、し ばら く 前に 『しあ わせの 黄色い ハンカ チ』 という映 画が話 題にな っ
た時 のこ と 。こ の映 画を見 たあ る頭の 良い、 と言う ことは つまり 批判精 神の
旺盛 な 女性 がこ んな こと を言っ た。夫 が刑務 所から 出てく るの を何年も 待っ
ひと

て いる 地味 な妻 が 、そ の心の証 しとし て黄 色いハ ンカチを 屋根 の上に 満艦飾
の よう に飾 る のは 、確 かにハ ツとは させる けれど 、でも あの女 にあ んな才覚
が ある の かし らと いう 気が して、 不自然な 感じ がする 。それ がもし 桃井か お
り演ずるところの脇役の女なら 、さもありなんとうなづけるのだけれど 、と 。
この 指摘 は 私が 考え もしな かった ことで 、それ だけに おおい に感 心してし
まっ た のだ が、 しか し同 時に、 これこ そが小 説なの だとも 思った のだっ た。
つまり 、地味な妻が彼女らしく一枚のハンカチを遠慮がちに示したとしても 、
あれほ どの感動 の噴出は起 こり得ない 。
ま た 逆に 満鑑 飾に した のが派 手な脇 役の女 だった として も、少 しも意 外で

- 18 -

ある誤り

― 日本の小説・フランスの小説 1 ―

ないばかりか 、彼女に関しては既にエネルギーが発散してしまっているので 、
何 のこ とは ない の であ る。そ んな具合 に不 自然や 不合理 は、小 説にと って欠
かせ ない薬味な のだ。
そ の 薬味 をた っぷ りと 、言っ てみれ ばニラ レバ妙 めふう にた っぷり と使っ
て出来上ったの が 、『水夫が戦争か ら帰るとき』というシャンソンだと言えな
いだ ろう か 。そ して あらゆ る感 覚的楽 しみは 、分る 人にし か分る まいと いう
排他 性 をも その 刺激 剤と して利 用する のが常 である ので、 私の ように「 ええ
っ！ 水夫 が夫？ どう してそう なるの ？」 と、間 の抜けた 驚き 方をす る者も
あるに違いないと、予めそれをも計算に入れた面白さと相成ったわけである 。
じ つに文化と は、何とも 意地の悪い ものではな いか。
さて 、こ のシ ャ ンソ ンひとつ でこり ごり したと いうわけ では ないの だが、
最近 そう し た文 化の 底意地 の悪 さとで も言った もの が、と ても気 になるよ う
にな っ てき た。 小説 につ いて言 うなら ば、決 して字 づらに 現われ ないと ころ
で 、書 き手 と読 み 手が共 有して いる暗 黙の 了解の数 々、そ の集 積とし てのあ
る隠れ た、しか し巨大な小 説像のこと である。

そ の小 説 像は 、直 接的 なかた ちで把 えるこ とはで きない のだが 、しか し個
々 の作 品 はど こか でそ れに つなが ってお り、そ の断片 として 存在し ていて 、
それ を感 じさ せ 、そ れを彷 彿とさ せるこ とで「 小説 」になる 。その ような 小
説像 があ る ので はな いか、 と思 うのだ 。その ような 小説像 にから めとら れ、
がん じ がら めに なり つつ も、小 説たち はそれ に支え られ、 生か されてい るの
ではあ るまいか 。
と 言う と 、こ んな 反論が もう 聞こえ てくる ようだ 。云わ く、そ ういう 既成
の 小説 像 ・小 説概 念も 存在 するか もしれな い。 しかし それは 次元の 低い問 題
だ。 いわ ゆる 大 衆小 説に見 られる 現象に すぎな いので はない か。も っと高 度
に芸 術的 な 作家 や作 品は、 そう したも のとは無 関係 である に違い ない。彼 ら
が目 指 して いる 新し い主 題、新 しい文 体の探 求には 、そん な型に はまっ た低
俗スト ーリーは 影響を及ぼ すわけがな い、と。
本 当に そ うな のだ ろうか 。も し本当 にその通 りで あるの ならば 、私とし て
は 言う こと は ない 。た ぶん 低俗なの は私ひ とり で、物 ごとの核 心を 見通す 眼
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を持 っ てい ない か、 やぶ にらみ である のだろ う。そ れも大 いに あり得 ること
である 。
し かし も しそ うで ないと した ら、ひ とが小 説を読 みなが ら、心 の臭深 く、
琴 線と か 何と か言 われ てい るあた りで、ひ そや かに戦 くもの があっ て、ひ と
りひ とり が自 分 の内 なるそ の戦き に耳を 傾けな がら 、何とも 言いよ うがな く
甘美 な思 い に駆 られ 、それ が後 めたい ほどに 甘美で あるも のだか ら、そ れに
つい て は敢 えて 口に しよ うとし ない、 あるい はほん の一言 か二 言しか触 れな
い とし たら 、そ し て何 も言わず に、し かし お互い どうし共 有し ている ことを
確 信し てい る よう な何 かがあ るのだ とした ら、そ れを知 らない で同 じ小説を
読 んでいる私 は、いった い何を読ん でいるのだ ろうか。
そし てま た、 一 人の 物書きと して成 長す るまで の少年期 ・青 年期に 、ほと
んど 数え き れな いほ どの臭 みや 癖を身 にまとわ りつ かせ、 その挙 句、身も 心
もが ん じが らめ にな った のを感 じてい る前衛 作家が 、それ を振り 捨て打 ちこ
わ すた めに 捨て 身 の暴力 に身を 委ねて いる とき、そ れが何 に対 する反 逆なの
か 感じ とる こと が でき ないと したら 、それ は家庭 内暴力 の息子 が母親 に向か

っ て振 り上 げ るこ ぶし を、新 奇なダ ンスだ と感 心して眺 めるの と同 じほど に
空 しいことだ と、思わ ずにはいら れないので ある。
人が 大声 あげ て 言う ことに は嘘が多 いと いうこ とを、 近頃痛 感して いる。
人の 言う こ とに は裏 がある 。裏 の裏が ある。 その肝 心な裏 のこと を人は あま
り語ら ない。
し かし 語ら な いこ とをも って嘘 だとか 意地が 悪い とか言う のも、 また正 当
で はな いの か もし れな い。自 らそれ を知ら ずにい るとい うこと もあ る。また
知 って い ても 、と うて い把 握し切 れないも ので もある 。いや 、知ら ずに、 無
意識 のま まど っ ぷり と浸り 込んで いると いうの が、案 外もっ とも自 然な生 き
方なのだろ う。
これ ま でフ ラン ス小 説に ついて 考えてき て、 個々の 作品の 背景と してあ る
小 説像 のよ うな も のを感 じるよ うにな った のは、だ から、 それ なりの 進歩だ
と 考え ても 良 いの かも しれな い。し かし、 そうし た小説 共同体 の外部 からフ
ラ ンス 小説 に 近づ いて いっ た私にと って、 その 小説像 の予感は 、す でにそ れ
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だけで もうある挫 折感なしに 受けとめ られないも のであるこ とも事実で ある 。
そ して それ は同 時 に、 私の周 辺に、も うひ とつの 妖怪の ように 存在し ている
らし い日本の小 説像のこと も考えさせ ずにはお かないのだ 。
い ず れに もせ よ、 実体 を捉え がたい ものの 影にお びえる ばか りの私 にして
みれ ば、 まる で あの シャン ソンの 水夫の ように 、遠 い国での 戦いに 刀折れ 矢
尽き て帰 っ てみ ると 、生涯 の伴 侶たる べきひ とは既 に再婚 してい て、も はや

「ふ らん す手帖 」 号）
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身を 落 着け る場 所も 無か ったと 、そん なこと にもな りそう な気 がして、 心配
である 。

（ 初出 一九八 三年
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