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従 兄妹の関係にあ りなが ら､許婚の関係で もある

島崎藤村が フランスか ら帰 国 したのが大正五年

隼太 とおせ んが親 同志 の仲違 いに も関わ らず､お

(191
6)七月で､ これ よ り二年後 に 『新生 』を､

せ んの主導 で 自分た ちの気持を押 し通 そ うとす る｡

すでに記 した よ うに ｢朝 日新 聞｣に連載形式で書

だが､おせ んは隼太 の熱意が冷めた こ とを知 って

き始めた｡途 中に一時中断があ った にせ よ､完結

自立 を決意 し､肉親た ちとも決別す る｡ そ こには

したのはその翌年､大正八年 (1919)である｡ そ

男が原因 となる人生の浮 き沈みに出会 い､振 り回

して次の長篇小説 『夜 明け前 』を ｢中央 公論｣ に

され るつ も りのなし､
女性の姿が浮んで くる｡ ただ

連載開始 したのが昭和四年 (1929)四月である｡

し読者が知 るのは､隼太宛ての手紙 の中で書 き記

つ ま り､ 『新生 』の脱稿後か ら 『夜 明け前 』発表

されたおせ んの決意 で しかないがo この作品 は､

までに十年が ある｡ その間の作家活動 と して多 く

繰 り返すが､純粋な恋愛小説 とは言えなし､
｡ おせ

の評論や紀行文の執筆 の他に短篇小説 の11点を発

ん とい う女性のその後は ど うな るか不 明で あるが､

表 している｡ それ らの うち藤村､ もしくは藤村 の

自立 に至 る直前の姿が措かれている｡

近親者がモデル とな っていると思われ るものは､

『新生 』を経た作家藤村 に とって､打 ちひ しが

『ある女の生涯 』(大正十年 )､ 『子 に送 る手紙 』 れ､未来 に展望を見出 し得ない女性 を描 き出す こ
(大正十三年 )､ 『のび支度 』(大正十 四年 )､

とは不可能であったに違 いない｡ この 『明 日 』は

『熱海土産 』(同年 )､ 『嵐 』 (大正十五年 )､

大正十 四年 (1925)五 月に創刊 された ｢婦 人の 閥｣

『分配 』(昭和二年 )の 6点である｡ これ らの他

の創刊 号と第二 号に連載 された作品である｡ 雑誌

は作者が手紙 で亡 き人に語 りかけ る形式を とって

名か ら して女性向けであろ うC従 って女性 の前向

い る 『貧 しい理学士 (『斎藤先生 』改題 )』(大

きに生 きる姿 を否定す る作品であ ってはな らない｡

正 九年 )､女性を主 人公 とした ものが 4点､『涙 』

ま してや､ これ よ り三年前､藤村 自ら婦人 向けの

(大正九年 )､ 『三 人 』(大正十三年 )､ 『明 日』

雑誌 ｢庭女地｣を主宰 している (註 2 )｡ この点

(大正十 四年 )､ 『食堂 』(大正十五年 )とな っ

か ら して も未来に展望な き女性を描 くことは藤村

て いる｡ (註 1 )

自身 の意 に反す ることにな る｡

この時期に書かれた いずれの作品 も､ 『新生 』

例 えば､ この ｢庭女地｣であるが､ その創刊趣

以前の､つ ま り､小諸時代以降の 自然主義作家 と

意書 には次の ような文章が ある｡先ず ロマ ン ･ロ

して書 いた短篇 の傾 向 とは異な る様相を見せ てい

ランの言葉 を引用 してか ら趣意が述べ られ ている｡

る｡

｢『わた したちの周囲にある空気は重 い､

先ず､その特徴のひ とつ として､恋愛 ものが数
少 な い点である｡香､ない と言 って良いだろ う｡

窓 を開けはなて､

『新生 』以前 には少な くとも1
1点の短篇 が男女間

自由な空 気をそ ゝぎ入れ よ｡ 』
(ロマ ン ･ロラン )

の心 の もつれや性 にまつわ るものが作品のテーマ
とな ってし､
る｡ ところが 『新生 』以後の作品では､

来 るべ き時代の婦人のために と思ふ ものが集

唯一恋愛 ら しきもの と言え るのは 『明 日 』である｡

りま して､未熟なが らその支度を始め ま した｡
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『底 女地 』に集 まる ものは､文聾 に向は うとす

されていないが､ひ とつの人生 を感慨深げに見て

る もの もあ り､哲学や宗教 に行か うとす るもの

いる｡男 と家に振 り回 された人生 であ り､精神病

もあ り､教育 に従 事す る もの もあ りま して､志

を病 んで異郷の地で死んで しま う｡ 『涙 』に して

す ところは必ず しも一様 ではあ りませ ん｡ しか

も人生 を振 り返 って も良い よ うな年齢 にな った女

し､互 に取 る道 こそ異なれ､同 じ婦人の限 ざめ

性 に仕え る下女 (同様 に若 くはな し､)の視点で書

を期待 します｡｣

かれた ものであるが､多様 な人生 に理 解を示す女

(註 3 )

主 人の ことばに下女は涙す る｡ そ して関東大震災
姪 との関係が生 じた頃は女性‑の復讐故に結婚

を期 に食堂経営を息子にゆず る女性が措かれた『
食

す まい と考 えていたが､ この時 点に至 っては全 く

堂 』｡ これ らいずれの作品を見て も､様 々な辛苦

異な ってお り､ フェミニスムを目指 していると言 っ

が あろ うとも､ とにか く生 きた人達 を藤村 は否定

て よい｡ だが 作家 と して小説 の中で新 しい女性

す ることな く受け入れてい る｡

を措 くに して も､ 『三 人 』とい う作品では生 き生

小諸時代 の同僚 を指 し､
た 『貧 しい理撃士 』に し

きと働 く姿を指 し､
てはし､
ない｡雑誌の仕事 を して

て も､否定す るどころか尊敬 の念 を持 ちなが ら語

いた葉子が温泉地に保養 に来 るO その地で女学校

註 5)
りかけ る｡違 う同僚 を措 いた 『水彩書家 』 (

に教師 と して勤務す る得子 と桃子､それに責子の

は､小諸時代の作品であるが､当時 の藤村 自らの

三 人は東京で共 に学んだ同 じ学校 の卒業生である｡

姿が投影 され ているが故に､苦 しみに満 ちている｡

彼女た ちの話題にあが るのは友人た ちの動向であ

夫婦間の不信が描 かれてし､
ることは先 に述べたが､

り､今後結婚す るか否かである｡ しか しそれぞれ

克服の仕方につ いて掘 り下げの程 度が不足 してい

話 も結論 を出 さない｡ ところが小諸時代に書かれ

る｡ この問題 に苦慮 してし､
る若 し､
作者 の嬰が浮ん

た短篇 『老嬢 』 (註 4 )では逆 である｡男を信 じ

で くる｡ ところが 『貧 しい理尊王 』では過去が語

ない女教師が愛を拒絶 し行方を くらます｡次に友

られなが ら､静かな落 ち着 きの うちに人生 を見つ

人の前に姿を現 した ときには子供を産み､狂 って

めている もの とな っている｡

しま う｡学を身 につけた女性 の不運を措 いた もの

すなわ ち も うひ とつの特徴が､上 に述べ てきた

′

である｡ 女性は結婚 しなければ､不運 であ り､ひ

よ うに精神的な苦 しみを直哉 にテ ーマ として扱 っ

と りでは生 きていけな いと解す ることもで きる し､

ていな い点である｡言わは､余裕 を持 ちなが ら様

男 に愛 され ることを望む女性 こそが良 しとされ る

様 な人生 を見つめ よ うとしているのである｡

とも解す ことがで きる｡藤村夫婦が結婚四年 日を

この視線 は藤村 の子供た ちに も及ぶ｡従 って､

迎 えた時である｡先に触れた よ うに妻 に不信を抱

彼 らの未来 に展望 を持 っていな いに して も､子供

いていた時期であることを考 えれば､上 に記 した

た ちに対す る思いを描 いた一連 の作品に､わずか

よ うな解釈は成立す る｡だが今や､ 『新生 』に よ

で も触れてお く必要があろ う｡ 『のび支度 』では

って異性 に対す る視点が変わ ったが故に 『老 嬢 』

一 人前の女性の体 とな るべ く娘 の初 潮を迎 えて も

の よ うな作品は書けない と言え よ う｡

性 に まつわ る出来 ごとを想定す ることはなし､
｡母

また藤村 自身の犯 した行為が故 に婚期を逸 した

親 の いな し､
家庭での父親の思 し､
が措かれている｡

姪 こま子 のために も､結婚 を した女性 の運 ･不運

思 いがけず手 に入 った大金を子供た ちのため に用

を小説 の中に描 き出すわけに もし､
かないであろ う｡

意立 てる父親 の嬰が措かれ ている 『分配 』. そ し

む しろ､結婚せず とも､女性ひ と りで生 きるがた

て子供た ち と共 にあ った 自らの生活 を描 き出 して

めに､つ ま り新 しい女 として生 きるがために､激

いるが､その内容は表題か らは到底予想だ に もで

励す るかの よ うな作品 とす る必要があ ったか もし

きな い作品 『嵐 』がある｡

れない｡
同 じ女性 を描 くに して も過去 を振 り返 ることの
で きる､つ ま りそれ相応の人生 を生 きた女性た ち

I
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を主 人 公に した場合は ど うか｡藤村が悲 しい人生

この 『嵐 』は大正十五年 (1926)9月 1日付け

を叙述 す る 『ある女の生涯 』では性の暗 さは強調

の雑誌 ｢改造｣に掲載 された もので､後に 『嵐 』

‑
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と題 された短篇小説集 に所収 されて発行 された(註

家庭 で子供たちが成長 し､巣立 ちを始め る様 を父

6 )｡ なお先 に挙 げた 『涙 』と 『分配 』は所収 さ

親が暖か い眼で見てし､
る様子が措かれ ている｡ に

れ ていない｡ さらに ｢定本版藤村文庫｣ の第八篇

も拘 らず､ 『嵐 』とい う表題がつけ られ ているが

『春待つ宿 』と題 された小説集に所収 され て再 度

これ につ いて考 えてみた い｡

出版 された (註 7 )｡ この小説集 に ｢附記｣が付

この作品の中で ｢嵐｣ とい う単語が表題 を除 い

されている｡

て五 回登場 している｡先ず 最初は兄妹けんか の後
である｡

｢この二 部の小説集は大正九年か ら昭和二年 の
頃‑かけて､お よそ七年はか りの間に書 いた も

｢『末 ち ゃんのお蔭で､僕が父 さんに叱 られ る｡』

の｡七年 とし､
‑ば 自分等の生涯 に取 りさ う短 い

その時､次郎 は子供 ら LL､
大 野を揚げ て泣 き
出 して しまった｡

月 日で もない｡ それ よ り以前にわた しは航海記
｢海‑｣を書 き､長篇 『圧 覚 』を も書 き終 り､

私は家の内を見廻 した｡丁度町 では米騒動以

三年 の備 蔚西の旅 を振 り返 って見て 『備 蘭西紀

来 の不思議 な沈黙が しば ら くあた りを支 配 した

行 』 (別 名､ エ トランゼ‑ )に着手す る頃は鋳

後 であった｡市内電車従 業員の罷業の噂 も博 は

朝後 の 自分の心 もだ いぶ落 ち着 いて来た｡一方

っ て来 る頃だ｡植木坂の上 を通 る電車 も稀だっ

か ら言‑ば菖 時わた しは母な き四人の子供等が

た｡た まに通 る電車 は町 の空 に悲壮 な音 を立 て

養育のため多 くの時 と精 力 とを費 してゐた頃で

て､窪 い谷の下 にあ るや うな私の家の四畳半の

はあったが､ 自分一個 としてはそれ までの激 し

窓 まで物凄 く響け て来 てゐた｡

い精神の動揺 も沈 ま り､殊 に麻布飯倉の方に移

『家の内 も､外 も､嵐だ｡ 』

り住 んでか らは大 に心 を安 んず ることが 出来て､

と私は 自分 に言った｡｣

(註 9 )

あの谷蔭 のや うな飯倉の昏居で先づ筆 を執った
次が家 を変 えることを強 く意識 した ときであ る｡
‑･
･
‑ ‑(略 )‑ ‑ ‑

｢『子供で も大 き くなった ら｡ 』

『嵐 』､ これは大正十五年 にな って九月波 の

長 いこと待 ちに待ったその 日が､漸 く私 の と

｢改造｣誌上 に鍍 表 した.思時わた しは五十五
歳｡ 自分等の先輩や知 人の中には最早故人 とな

ころへやっ て来 るや うになった｡ しか しその 日

った人達 もす くな くな く､折柄の初秋 の軌 も身

が乗 る頃 には､私は も う動けな し､
や うな 人にな

に しみ､周囲をふ りかえっ て見る度 に深省を畿

っ て しまふか と思ふ ほ ど､そんなに長 く坐 り縛

せ しめ るや うな こ とばか り｡その 自分の心持は

けた 自分 を子供等 の側 に見出 した｡

作の中に もあ らほれ てゐ るか と思ふ｡意外 な反

『強 い嵐が来 た ものだ｡ 』
と私は考へた｡｣

響 を世間 に喚 び起 こ したの もまた この作であっ

(註 lo)

たが､一 つ には文撃上 の作品に注意す る男女の
読 者 の範囲が 日に月に接 大 されて行った謹 按 と
も言って見 ることが出来 よ う｡

この父親が過去 を振 り返 ってみた ときに も登場
す る｡

‑･
･
‑･
･(略 )‑‑ ‑

た ゞこの作､ 『嵐 』が世界大戦後の新 しくあわ

｢私は子供等 に出 して見せた足 を しまっ て､何

た ゞLL､
空気の中で､ ｢義子風塵間｣ と昔 の人

気 な く自分の掌 を眺めた｡ いつで も自分 の掌を

の詩の句 にあるや うな心持で書 し､
た ものであ る

見てゐる と､ 自分の頓を見 るや うな気のす るの
いまい ま
が私の癖 だ｡忌 々 しいことはか りが胸 に浮んで
うじ
来 た｡私は この四畳半の天井か ら樺山な姐 の落

といふ に とゞめ る｡｣

(註 8 )

どの よ うな精神状態 で この作品に臨んだかは この

ちた ことを思ひ出 した｡ それが私の机 の側‑ も
落 ち､畳 の上へ も落 ち､掃 いて も掃 いて も落 ち

｢附記｣で理解で きよ う｡

ただ

先 に も記 したが､ この 『嵐 』では母親 のいな し､

て来 る音の した こ とを思ひ 出 した｡何 が腐 り欄
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れたか と薄気味悪 くなっ て､二階の部屋か ら床

子は子 』でな く､ 『自分 は 自分､子供等は子供

板を引 きへが して見 ると､鼠 の死骸が二つ まで

等 』で もな く､ほんた うに 『私達 』‑の道 が見

そ こか ら出て束 て､その一つは小 さな動物の骸
さ
骨 で も見るや うに白 く喋れ てゐた ことを思ひ出

えは じめた｡｣

(註 13)

(引用中の傍点は引用者 に よる )

した｡私は恐ろ しくなった｡何か斯 う自分の こ
とを形 にあ らは して見せつけ るや うな ものが､
しか もそれ まで知 らず にゐた 自分の直 ぐ頭の上

引用 した順 に 1か ら 5の番 号を仮 に付け る｡
1の ｢
嵐 ｣は､ ｢家の内 も､外 も｣ とあ る点か

ら､ ｢外｣は社会 の様相を示 してお り､直接 的に

にあった ことを思ひ 出 した｡
その時 になって見ると､過 ぐる七年 を私は嵐

はス トライキ とた まに通 る電車の騒音であ り､沈

の中に坐 りつ ゞけ て来 たや うな気 もす る｡私の

静化 してし､る米騒動 も含 めて良いだろ う｡ ｢内｣

か らだ にある もので､何一つその痕跡 を とゞめ

は言 うまで もな く家庭 内であ り､そ こには子供た

ない ものはない｡髪はめっ き り白 くな り､坐 り
だ こ
併月
割 ま豆のや うに堅 く､腰は腐って しまひ さ う

ちの喧嘩が ある｡子供た ちに振 り回 され るかの よ

に重かった｡｣

(註 11)

うな父親 の生活状態 と言え よ う｡
2の ｢嵐｣につ いて｡ 1の ｢嵐｣の部分 よ りい
くらか後に次の よ うな一節が ある｡

長男の居 る木 曽に旅 を して帰 った後の場面 に も
使われ る｡

｢この病弱な私が､兎 も角 も住居 を移 さ うと思
ひ立つ までに漕 ぎつけた｡ 私は何 か漸 う眼 に見

｢しか し､漸 ういふ旅疲れ も自然 とぬけ て行っ

えな いものが群が り起っ て来 るや うな心持 で､

た｡ そ して､そ こか ら私が身 を起 した頃には､

本棚がは りに 自分の蔵 書の しまっ てある四畳半

過 ぐる七年 の間椅 きに碍 いて来 たや うな寂 しい

の押入を もあけ て見た｡ いよい よこの家を去 ら

嵐 の跡を見直 さ うとす る心 を起 した｡ こんな心

うと心を きめてか らは､ 押入の中なぞ も､ まる

持 は､ あの太 郎の家を見 るまでは私に起 らなか

で物置のや うになっ てゐた｡世界 を家 とす る巡

った ことだ｡｣

檀 者のや うな心であちこち と提げ廻った古 い鞄

(註 1
2)

‑
そ して最後は次男 を木 曽に居 る長男の元に送 り
出す ときに使われ る｡

その外 閲の旅 の形 見が､ まだそこに嘩 って

ゐた｡
『子供で も大 き くなった ら｡ 』
私はそればか りを願っ て来たや うな ものだ｡

｢『大 都市は墓地です｡ 人間はそ こには生活 し
てゐないのです｡ 』

あの愛宕 下の宿屋 の方 で､太 郎 と次郎の二 人だ
けを側に置 いた頃は､ まだそれで も自由が きい

これは 日頃私の胸を往った り来た りす る､ あ

た｡腰巾着附 きで も何 で も自分の行 きた し､とこ

るす ぐれた萎 縮家の言葉だ｡ あの子供等 の よく

ろ‑ 出掛け られた｡末子 を引取 り､三郎 を引取

遊 び に行った島津山の上 か ら､芝麻布方面 に連
な り揖 く人家の屋根 を望 んだ時の曾ての 自分の

りす る うちに､眼 には見えな くて も降 り積 る雪
うず
のや うな重 い ものが､次第 に深 くこの私 を理 め

心持 を も思ひ合 はせ､私は さ ういふ 自分 自身 の

た｡｣

立つ位置 さへ もが‑

(註 1
4)

あの婁 術家の言草ではな

いが､いつ の間にか墓地 のや うな気 の して来 た

つ ま り､ こ うである｡ いつかは家 を越そ うと考

こ とを胸 に浮べ て見た｡過 ぐる七年の さび しい

えては し､
たが､四 人の子供た ち と寝起 きを共 に し

嵐は､それほど私の生活を行き詰った ものと した｡

て生活 を してきた｡ この子供た ちを育 ててし､
るが

私が見直 さ うと思っ て来たの も､その墓地だ｡

ために､足 に板が生 えたか の よ うにな り､他 に移

そ して､その墓地か ら起 き上が る時が､ ど うや

ることな ど考え も しなか った｡だが子供た ちがそ

ら､ 自分のや うな ものに もやっ て釆たかのや う

れぞれ成長 して､手狭 にな った この借屋か ら出る

に思ほれた｡ その時 になっ て見ると､ 『父は父､

ことを考 えは じめたのであ る｡
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｢賓に些 細な ことか ら､私は今の家を住み重 く

思ふや うになったのであ るが､その底 には､何

m‑3
日常的な生活の中で ｢嵐｣を全身 に受け留めな

か しら自分で も動かず にゐ られない心の要求に

が らも､作家 としての藤村が試みた ことは童話 を

迫 られ てゐた｡七年住 んで見れば揮山だ｡ そん

書 くことであ った｡ フランスか らの帰 国一年 後 に

な気持か ら､兎角心 も落 ち着かなかった｡｣

『幼 きものに 』(大正六年 )､大正九年 に 『ふ る

(註 15)

さと 』､大正十三年 に 『を さな ものがた り』がそ
れぞれ出版 されたO昭和十五年 には 『力餅 』を著

引 っ越 しを促す ものが ｢強 い嵐｣である｡

わ し出版 している｡ (註 16)しか しこの作品は除

3の ｢
嵐 ｣は､ この父親 を精神的 に も肉体的 に

外 してお きたい｡理 由は 『夜 明け前 』以後 の作品
だか ら｡

も傷つけ る ｢忌 々 しし､
こと｣である｡
4の ｢嵐 ｣には ｢寂 しい｣ とい う形容詞がつ い

『新生 』の中で フランス滞在 中の岸本が 日本に

ているが､ その ｢嵐 の跡 を見直｣す気拝 にな った

残 した子供た ちの ことを思 い出す場面が しば しは

のである｡ そ して 5の ｢嵐｣ も､ 3の ｢嵐｣ と同

ある｡第一次大戦中､戦火を逸れ るため に リモー

様 である｡だが､その ｢嵐 の跡｣は､人間の生 き

ジ ュに滞在 した ときの ことである｡岸本 は田舎の

生 き した生活 の場 ではな く､ ｢墓地｣ と思わせ る

子供た ち と接触す る｡

こ とにな った｡単に防御の姿勢で雛 を外敵か ら守
るか の よ うに して子供 をかば ってきた｡そ こには

｢
『お出｡丁度 あなた方 と同し､
年く
･らゐな子供

本来 の生活､つ ま り､積極的 に生 を生 きる姿勢は

を小父 さん も閲の方 に残 して置 いて来 ま したo

な い｡子供た ちの 自立が始 まる今､ これ までの生

この小父 さんはそんなに可恐 い ものでは有 りま

活 スタイルは変わ るのである｡ そ して父親 自身 も

せ ん よ｡ 』

子供たちをか は うだけの生活か ら解放 され､子供

漸 う岸本は言っ て､それか ら三 人の小 娘 に歌

た ち と共 に 自己の生 を積極的 に生 きることを考 え

を所望 したo ′{トア と稀‑ る方言で出来 た小唄

たのである｡ この ことが ｢ほんた うに 『私達 』へ

のあることを彼 は宿 の主婦か らも聞 き､一
中年 の

の道 ｣なのである｡

‑ ドワアルか らも聞 いて居 た｡新 の岸本 の所望

｢嵐｣に し､くつかの意味が込め られているのは

は歌好 きな小娘達 を悦はせた｡遠 く泉太 や繁か

今 まで辿 って きた ことで理解 で きよ う｡ どの意味

ら離れ て来て居 る旅 の空で､無邪気な子供 の 口

の ｢嵐｣を とって も､主 人公た る父親 に様 々に現

唇か ら悌蘭西の田舎 の俗謡 を聞 いた時 は､思は

実的 な影響 を与える ものである｡

ず岸本は涙が迫った｡』

(註 1
7)

｢附記｣で藤村 自身が記す よ うに ｢精神の動揺 ｣
が いや されたのである｡姪 こま子 との関係､ さら

幼 い子供た ちを 日､
本に残 してきた父親 の望郷の

に告 白 した ことに よって生 じた ｢動 揺 ｣である｡

思 いであ る. パ リに戻 ってアベ ラ‑ル と‑.
ロイ‑

この ｢動 揺｣の中にあ って､子供た ちの父親 であ

ズの ことを考えた後 に岸本 自身が情熱 を傾 け る人

りなが ら､母親 の役 目を し､成長を見守 る中で､

に最早 出会 うことはな し､と寂 しい思い もす る｡ こ

つ ま り､ 日々の雑事 とも言 うべ きものに時間 を費

の後 に次の よ うな叙述が ある｡

す こ とで､精神的な破綻を まぬかれたのである｡
｢時間｣が ことを解決 した とも言え るが､ ここで

｢其 晩､岸本は遅 く部屋の寝墓に上っ た｡枕 に

は単にそれだけの意味ではない｡ この七年間は次

就 く前 に も､床 の上 に半 は身を起 して居 て､若

の飛躍 とまでは いかなし､
に して も､作家藤村 の人

し､
時分の友達の ことや､ 自分の青年時代 の こと

生 での新 たな飛躍を約束す る意味でのエネルギー

を思ひ出 した｡ あの早 くこの世を去った 青木に

を貯えた時期 と言 えまいか｡言わは､ 『新生 』に

別れた時か ら数 ‑ ると､やがて二十年近 くも飴

よって獲得 した精神世界 を よ り深め るために､現

計 に生 き延びた 自分の生涯を胸 に浮べ て 見たC

実的 な様 々な事象､つ ま り ｢嵐｣が必要だ ったの

彼 は唯持っ て生 まれた ま ゝの幼 い心 でそ の 日ま

であ る｡

で勤 し､
て来た と考‑て居た｡気がつ いて 見 ると､
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ど うや らその心 も失 はれかけ て居た｡

話や体験 したエ ピソー ドな どをお りまぜ て､帰国

『左様だ｡何 よ りも先づ 自分は幼 い心 に立 ち錆

後子供た ちに語 りかけ る形式で書かれ ている｡

らねばな らない｡ 』

『ふ るさと 』は 『新生 』の執筆中に書かれた もの

と言っ て見た｡ 旅 に来 てその晩ほ ど､彼 は 自

や､その後に書かれた ものが集められて出版された｡

分の若かった 日の心 持に鋳 っ て行った ことは無

内容は､藤村 自身が幼い頃木曽で知 ったことを中心

かった ｡｣

に した もので､習俗や生活習慣が措かれ てし､
る｡

(註 18)

十歳の藤村が上京 の旅 に出て､中仙道 の沓掛か ら
ここに至 っては単 な る望郷の思 いで 自らの子供

乗合馬車に乗 ったエ ピソー ドで終 ってし､
る｡

た ちを偲んだのでは な し､
ことは明 らかである｡生

『を さな ものがた り』は 『ふ る さと 』の後を受

きることの支え とす るために ｢幼 い心｣に戻 るこ

けて､十歳 に して始 まった東京 での生活で知 った

とを必要 としたので あ る｡姪 との関係は帰 国後一

ことが らや創作 した童話がお りまぜ られ ている｡

年 以上 も経た後に､ これ まで論述 して きた よ うな

これ らの一連 の童話は三 人の男 の子 と一 人の女

結果 をみた｡だが帰 国 した時点では､ この ｢幼 い

の子を対象 に して､実は藤村 の子供た ちであるが､

心 を得 ることが 自 らの生の支え とな ると考 えてい

藤村 自身の幼 い頃か ら中年時代 までをなぞるよ う

た として よい｡そ してその幼 きものの視点を獲得

に しなが ら､様 々な教訓 を含め て措かれている｡

す るため に､童話 を書 し､
た と､ と りあえず ここで

果た して藤村は これ らの創作活動 を通 じて ｢幼 し､

は仮定 してお く｡む ろん藤村 自身は この点を明 ら

心｣ に もどることがで きたろ うか｡

か に していなし､
｡童 話 を書 くことにつ いては次の

藤村が二十 九歳の ときである｡ 『雲 』と題 した
一文を発表す る｡その中に次の よ うな部分があるO

よ うに している｡
｢私の童話を書 くや うになった動機は､外 国の

｢顧九は雲 に就 きて吾心 を寄すべ き横合少なか

旅 の寂 しさか ら来 た｡私は遠 く自分か ら離れ て

らざ りき｡ 土佐の古書には殿上 の光柴 あ るさま､

居 る子供達のた め に と思って､何かの紙のほ じ

貴族 の生涯の長閑 さ､狩野派の山水書 には神韻

に旅の話で も書 きつけて送 ら うと思ひ ま したが､

か ぎ りな きの趣､ または怖書の 自在 と超逸 との

巴里にある問はそれ も果たせ なかった｡ あの頃

意義､ これ らを示す に古代の書 家が多 く用ゐた

の私は まだそれ を一 冊の本に まとめて世に公に

るも雲な りき.寺 院の荘 厳を飾 り､重 層 の神聖

しよ うとし､
ふ考 えす らも持たなかった｡図へ掠

を飾 るがために､むか しよ り建 築､彫刻の上 に

っ て来て子供達‑ の土産の 『幼 きものに 』が出

象 りた るものは多 くこの雲な りき｡織物の意 匠､

来たO あ ゝいふ ものが人に頚 まれ るや うに成っ

染 物の模様､陶器の書､漆器の蒔給､数ふれは

たのは､ 自分なが ら不思議な くらゐであるが､

雲個が美術家の作品に上 りて､常 に吾心 を引け

あの旅 の話を書 いて居 る うちに私は童話 に興味

る もの少な しとは言ひがた し｡ これを詩文の巻

を持つや うに成っ て行った｡｣

巻 に もとむれば､ 自然 の眺 に､ 人事の比愉 に､

(註 19)

詩 人が想像 と観 想 とを彩 るほ雲 な り｡ 美術家が
パ リに居 る問に､ それを果たす ことは不可能で

自然 とわれ との問に立 ちて､捉 へがた き雲煩 の

あ ったろ う｡子供た ちのために書 くとして も､子

趣 を見やす き聾 術の上 に新 し､或は筆 に､或は

供た ち と共 に居 るこま子､ さらには こま子 との問

撃 に､教ふ る ところ多か りしか ど､雲の智謁 に

に生 まれた子供の こ とさえ も思い浮ぶはず であろ

就 きて吾心 に合持せ しこ とは極 めて遅 くったな

う｡その思 いが 自分 の内面 で整理 されていな し､
限

か りき｡山水篭の堺 を謹 む までは､われは空 を

り､子供た ちのた め に まとまった ものを書 く余裕

仰 ぎつ ゝおぼろげな る感興 に満 足 した りしな りO

はなか ったろ うし､ ま して ｢幼 し､
心｣につ いての

常 時雲煩は知 らざる問の言葉 もて綴 りな した る

考 え もま とまってほ いなか った はずである｡

詩歌の ごとか りしのみ｡ われは ラスキ ンの通縛

さて帰 国後 に書 いた 『幼 きものに 』は藤村 が 日
本 を発 って帰 国す る までに知 った外 国の種 々の童
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を問 きて､始めて心 を雲 に懐け ぬ｡
つ ぎてさまざまの疑問はわが胸 中に往 きか よひ

た りO集 を撃 はむ と思‑ る ものが､始 め て指 を

あ る｡ これ らの こ とか ら見 て､常 に藤村が さ らに

新 しき聖 器 に梱 れ､旋律､加絃､長 短の旋 法 な

小説 家 と して模索 しなが ら も､ 努力 と前進 を良 し

どにつ き､ おのづ と心 に幼稚な る疑 惑 を抱 くが

と し､心がけ､ 目指 して いた のは明 らかで あ る｡

ごと くに､一つ はわが思想 の単 調を破 らむ と思

従 って童 話を書 くとい うこ ともこの例外 とは言

‑ る心 よ り､一 つ は春潮 の ご と くに湧 き くる 自

え な い｡藤村 流の考 え方で試みたのであ る｡ ｢幼

然の愛慕 よ り､一 つ は又た楽 し哀 しき人の世 の

い心 ｣を獲得す るために｡ む ろん､ この点につ い

謎 の解 きて解 き難 き頃熟 を皆 す るの願 ひ よ りし

ての成果 は不明であ る と して も､試 みた こ とを強

て､心 は空行 く雲煩 の限 り無 きさまに向ひ､近

調 して良 いだろ う. パ リで決意 した こ とを具体的

世書 家論 の著者が未だ くは しくは説 き及は ぎ り

に創作活動 の中で試みたの で あ る｡ (以下 次 号 )

(受理

し春雲､秋雲､暁 雲 ､暮雲 のけ じめな どにつ き､
註

汲め ば汲むほ ど､味‑ ば味ふ ほ ど､ 言ふべか ら
ざる興味の溢れ出づ るを覚 えぬ｡｣

1988.8.9 )

(註 20)

1)ここに挙げた各短篇小説の初出を次に記すo

諸時代 の ことであ る｡ ｢この稿 (『雲 』の こと‑

』 ｢新潮｣ 大正10年 7月
』 ｢新潮｣ 大正13年 1月
Fのび支度 』
｢
新潮｣ 大正14年 1月

引 用老註 )を革す る頃 は､す でに千 曲川 のスケ ッ

F熱海土産

Fある女の生涯

F子に送 る手紙

こ うして雲 の観察､記錠 を試 み るのである. 小

』

』
』

｢
女性｣ 大正14年 1月

チを始 めかけ てゐた ｡｣ (註 21)その 『千 曲川 の

F嵐

ス ケ ッチ 』は後 に加筆 ､書 き変 えな ど して出版 さ

F分配

れた こ とは周知 の事実 であ る｡ この書 の再版 の際

F貧 しい理学士 』 ｢
太陽｣ 大正 9年 4月

(昭 和十一年 )に付 け加 え られた ｢奥書｣では次

』
｢解 放 ｣
F三人 』
｢改造｣
F明日 』
｢
婦人の国｣
F食堂 』 ｢
福岡日日新聞｣

｢改造｣ 大正15年 9月

｢中央公論｣ 昭和 2年 8月

F涙

の よ うに語 られ てい る｡
｢自分の第四 の詩集 を出 した頃､わ た しは もっ

大正 9年 6月
大正13年 4月
大正13年 5月
大正15年12月

21日から翌年 1月 9 日までの13日間にわ

と事 物 を正 しく見 るこ とを撃は うと思ひたっ た｡

た り連載｡

この心 か らの要求はか な りはげ しかったので､
そのため にわた しは三年近 くも黙 して暮すや う

2) 大正1
1
年 4月 1日付けで創刊号が発刊され翌年 1

にな り､ し､
つ始め る と もな くこんな スケ ッチを

月の第十号で廃刊となった0日指すところは本論で

始 め､ これを手 帳に書 きつ け ることを 自分の 日

引用 した文章で理解できよう｡

課 のや うに した｡｣

(註 22)

3) 初出はF庭女地 ･愛言
責者募集趣意召 』大正1
1
年3

月｡
F藤村全集第九巻 』
筑摩書房ー昭和 53年ー P.539

藤村 は次な る飛躍 のために新た な る試み を見 出
し､実行 した のであ る｡ そ もそ も小諸 を訪れ､ そ

太陽｣ 9巻 6号ー明治36年 6月｡
4) 初出は ｢

こに滞 在 した の も藤村 の試み であ る｡ 『千 曲川 の

5) 初出は ｢
明星｣ 3号ー明治36年｡
6) 昭和 2年 1月 1日付けで新潮社か ら出版｡

スケ ッチ 』の序の部 分 で言 っている｡

7) 昭和1
3年 9月 1日付けで発行さよ
し
た｡

｢
『もつ と自分 を新 鮮 に､ そ して簡素 にす るこ

8)F藤村全集第十巻 』
筑摩書房ー昭和53年t

とはな し､
か｡ 』

P.52
0‑ 5
21

これは私が都合の空気の中か ら脱 け出 して､

F海‑ 』は大正 6年 4月か ら翌年 4月まで 6回に渡

あの山閥へ行った時 の心 であっ た｡｣ (註 23)

って分載 したものと東京朝 日新聞に大正 5年 9月 5

藤村 は思 し､
立 った こ と､ これぞ とい うことを実

賓業之日本社から大正 7年 7月に刊行された｡

日か ら11月19日まで連載 した ものが収録 されている｡
行す るのであ る｡上 に記 した よ うに詩 人か ら小説

F寝 覚 』はー先にも記 したがtF新生 』の前篇のみ

衣‑ と転身す るのに用意周到 に ことを運 んだので

をこの題で刊行 したことがある｡
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Fエ トランゼ‑ 』は大正 9年 9月25日か ら翌年 1

F をさな ものがた り 』は研究社か ら大正 1
3年 12

月12日までに8
2回に渡 って連載 された もの と大正 10

月に刊行 された第三童話集｡

年1
0月か ら翌1
1
年 4月まで1
0回に渡 って連載 された

F力餅 』は著者 白痴による ｢
藤村童話叢書｣の

ものが収録 されー大正1
1
年 9月に春陽堂か ら刊行さ

第‑箱 として昭和 1
5
年11月に研究社か ら出版 さ

れ六二｡

れた ｡

9) F藤村全集第十巻 』
筑摩喜房ー昭和 5
3
年 ーP.
1
0

1
7
)F藤村全集第七巻 』筑摩書房ー昭和 5
3年ーf
:1
91

1
0) 間上 tP.2
4

34
1
8
) 同上 tP.2

7
ll
) 同上 ､P.26‑ 2

1
9)F藤村全集第九巻 』筑摩書房ー昭和 5
3
年一己1
08

1
2) 同上 ーP.44

2
0)F藤村全集第十巻 』筑摩喜房ー昭和 5
3
年tP.
25
3

0‑ 5
1
1
3) 同上 ーP.5

‑ P.25
4

4
1
4
) 同上 ーP.1

)間上 t P.5
1
7
21

15
) 同上 ーP.5

3
年一己5
8
7
22)F藤村全集第五巻 』筑摩書房ー昭和 5

1
6)F幼 きものに 』は大正 6年 4月に賓業之 日本社か

2
3
) 同上 ー E3

ら刊行 された第一童話集｡
Fふ るさと 』も同社か ら大正 9年 1
2月に刊行 され
た第二童話集｡
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