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抵抗 と崩壊 ︑そし て微か な曙光 への道 程
伊

藤

昭和と いう時 代に生 きた 作家貴 司山治 展・補 遺

一．まえおき⁝⁝昭和の残映

純

遠い ある 夏の夜 の記 憶が ︑不思 議な 断片と なって 残っ ている ︒今思 うと それは 五歳 くらい
のこ とで ある ︒七月 の夜 の生暖 かく 湿った 空気 の匂い だけが ︑な ぜか記 憶の 奥底に ある︒ そ
の 時私の 家族 は︑食 事の 後で ︑やや 大き めの食 卓を利 用し てピン ポン︵ 今見 るよう な正 式の
も のでは ない ︑狭 いテー ブル ででき るお もちゃ のピ ンポン セット だ︶ に興じ ていた ︒そ の最
中 にだ れ かが ︑ 多分 ラジ オ のニ ュー ス を聞 いた のだ ろ う ︒
﹁ 支那 と 戦争 が始 まっ た ﹂と いっ
た のであ る︒
あ とも 先も ない︑ 幼い 頃のた だそ れだけ の記 憶だ︒ 今思 えばそ れが昭 和十 二年七 月七日 ︑
盧溝橋 事件の 夜のこ とだっ たのだ ろう︒
ただ︑ 戦争 が始 まった ︑と いった のは 父親で はな い︒そ の時父 親は ︑淀橋 警察 署の留 置場
に長 期拘禁 され 家には いな かっ た︒お そら く︑親 戚か知 人か がきて ︑久々 の賑 わいで ピン ポ
ンなど して 幼ない 私はは しゃい でいた のかも しれな い︒
その 後の 戦争の 記憶 は︑ 次第に 激し いもの になる ︒な にしろ ︑吉祥 寺の 自宅は 太平 洋戦争
中米 軍の 本土 爆撃の 重要 ターゲ ット だった 中島 飛行機 武蔵野 工場 ︵当時 日本 最大の 軍用機 工
場︶ から 二キ ロほど しか 離れ ていな いので ある ︒東京 市街 地の焼 夷弾爆 撃に 先立つ 昭和 十九
年 の秋︵ サイ パン からの 本土 空襲は 一九 四四年 十一月 二四 日︑こ の中 島への 爆撃か ら始 まっ
た ︶か らＢ２ ９の 大編隊 は中 島飛 行機工 場に無 数の 一トン 爆弾を 投下 した︒ だか ら︑爆 撃が
始 まる と数十 分は ︑す さまじ い爆 弾の落 下音 ︵風を 切るザ ーッ という ような 轟音 ︶と地 面を
波 打たす 爆発音 が切 れ目無 く続い た︒
そして 疎開 した丹 波山 中で ︑戦争 は突 然終わ った︒ 駐屯 して山 中で穴 掘り ばかり して いた
五十人 の兵 隊の 軍歌と 号令 がある 日突 然静ま り︑ 付近は 無限の 静寂 に包ま れた ︒あの ︑暑い
夏の日 のホッ とした 安堵感 は今 も思い 出すこ とがで きる︒

強制 的に

昭和 と

﹁昭 和 とい う時 代 に生 きた 作 家・ 貴 司山 治展 ﹂
︵平 成 十八 年十 二月 〜 平成 十九 年一 月 徳島
県立 文学 書道館 で開 催︶ のコン テン ツ作り に取り 組ん で︑私 はほ とんど

動乱

の 一時代 だっ た︒ ことに ︑昭和 初年 から昭 和二 十年の 太平洋 戦争 敗戦に 至る 二十

いう 時代 をもう 一度 概観 するこ とを 迫られ た︒ 見直せ ば見直 すほ ど︑そ れは ただご となら ざ
る

年 間は︑ 自ら 奈落 へ駆け 込ん でいく よう に︑国 民挙げ て戦 争と崩 壊に 突進し ていっ た⁝ ⁝幕
末 維新や 戦国 末期 に匹敵 する ︑一 つの体 制が崩 壊し ていく 途方も ない 時代だ った ︒幼い 記憶
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は ︑そ の歴史 の端々 に辛く もひっ かかっ ている ︒

二．
﹁貴司山治﹂とは何だったのか？

貴 司山治 ︵伊 藤好 市︶は 明治 三二年 ︵一 八九九 年︶十 二月 二二日 ︑徳 島県鳴 門村の 高島 に
生 まれ た︒も っと もこの 生ま れた 日の正 確性は 疑わ しい︒ とい うのは ︑母親 が出 生届を 出し
に 行っ たとき ︑実 際は 既に出 生か ら十日 以上 も過ぎ ていて ︑こ のまま では 罰金を 課され ると
注 意さ れ︑ 罰金を 払う のは 馬鹿馬 鹿しい とい うので ︑届 けに行 ったそ の日 を出生 日に してし

貴司山 治

と いっ てみて も︑ あまり 知る人 はい ない︒ 生ま

まった とい うエピ ソー ドが 記録さ れて いる︒ 貴司の 役人 嫌い︑ 公権 力嫌い は既に 親の 代から
始まっ ていた のかも しれな い︒
しか し︑今 ︑こ とあ らため て
れ里 の高島 でさえ ︑知る 人は少 ない︒
ただ ︑その 貴司に も全国 的な有 名人だ った時 期が二 度だ けある ︒
最初 は昭 和三 年〜十 年頃 ︑プロ レタ リア大 衆小 説家と して全 国紙 に連載 小説 を書い たり︑
キン グや講 談倶 楽部な どの大 衆読み 物雑誌 の売れ っ子作 家だっ た時代 である ︒
第 二の時 期は ︑昭 和十六 年〜十 八年頃 である ︒貴 司はプ ロレタ リア文 学の世 界から 転向後 ︑
大 衆時代 小説作 家に転 身し﹁維 新前夜 ﹂を はじめ 多くの 時代小 説を新 聞や大 衆雑誌 に書 いた ︒
し かし ︑その ころ から もう半 世紀 をはる かに 超える 年月が 過ぎ てしま い︑そ れら のこと も

今

と いう時 代に我 々は生 きてい る︒
全 国ブラ ンド

の時 代⁝ ⁝昭和 初年 から二 十年に 至る 戦争と 崩壊の 時代 に含ま れて い

だっ た時期 が両 方と

ほ とん ど忘 れ去ら れた ︒そし て今 更︑貴 司と いう個 人を 回顧し てみて も始 まらな い︑ という
はるか に隔た った

昭和 動乱

ただ一 つ︑ 気が かりな こと がある ︒そ れは︑ 貴司が
も︑ あの

ると いうこ とで ある ︒つま り貴 司は︑ 私に とって は幼 小児の 片々た る記 憶でし かない その 波
瀾万 丈の時 代を︑ 一人の 人間と して生 きたと いうこ とで ある︒
もち ろん ︑貴 司だけ でな く何千 万と いう人 々が この時 代を生 きた ︒ただ ︑貴司 はた またま
小説 書き であ り語り 部だ った ︒そこ で︑時 代と おのれ の生 き様を 文字に 書き 残した ︒今 ︑こ

捨て て

という

と あらた めて 貴司 を回顧 し検 証する とす れば︑ 語り部 とし て︑時 代の 証言者 として のそ の役

鳴門の青年たちを突き動かした時代の風

割 に目を 向けて いくべ きだろ うと思 う︒

三．出郷││

大正 九年 ︑二十 歳の 時に 貴司は 故郷 を捨て て大阪 に出 て行く ︒お そらく

表現 は比 較的 当を得 たも のだ と思う ︒後年 書い た﹁長 編・ 地下鉄 ﹂とい う未 完の小 説の はじ
めの 方で ︑都会 に職 を得て 故郷を 出て行 く青年 を描い ている が ︑出て 行く 港も見 送る家 族も ︑
貴 司をめ ぐる環 境その ままで ある︒ そして ︑その 青年 は││
﹁ ゼニハ ︑モウ カラナ クトモ ヨイ カラ︑ リッパ ナ人ニ ナッテ クダサ イ﹂
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と いう 妹の 手紙に ﹁い つの 間にか 自分が 非常 に堕落 して いるよ うに思 われ ﹂て︑ 船の 欄干
に突っ 伏して 泣くの である ︒
実際貴 司に は︑ 当時病 身の 弟を 含む四 人の家 族が いた︒ さらに は︑ 鳴門の 高島 には夜 ごと
時局 を論じ 夢を 語り 合う仲 間が いた︒ その 筆頭は 福永豊 功と いう独 学の マルキ ストで ︑指 導
者と して のカリ スマ 性もも った 青年で ある ︒この 高島 の青年 たちの 青春 の熱気 渦巻 く雰囲 気
の 一端 は︑ 四 十年 後に 高 島在 住の 郷 土史 研 究家 ・岩 村 武勇 氏に 書き 送 った 貴司 の手 紙 に*書
かれ ている ︒
﹁ ⁝⁝私 と福 永との 交友 は大 正三年 ごろ ︑私が 小学 校を終 わって 米沢 次男な どと つ
き あって 高島 青年 団とい うの をつく り︑ ヤマ ハ︵今 の三島 君の 向かい ︶に カンバ ン
を かけ ︑毎晩 のよ うに寄 り合 って 気勢を あげ ている ころ ︑伊吹 弥一郎 らが 別に実 業
青 年団 という のを 作り ︑福永 はこ の方 のメン バーで した ︒両者 談合 の会を 催し︑ 役
場 の公 会堂 か︑今 の高 橋の 向かい の横 須賀か 元木 の空き 家か︑ で両 者会合 した こと
があり ︑そ の時に 知り 合っ たと思 いま す︒ 二人と も空名 ばか りの青 年団が バカ バカ
しくな り︑ 二人 だけの 交際 とな ったの です ︒三日 に一 度︑や がては 二日 に一度 ︑又
は毎 晩のよ うに ︑互 いに行 った りきた りし ている 間に ︑福永 は十 七歳で 高島塩 田労
働組 合 長と な り︑ 私は 村 役場 書 記補 一年 ︵ 月給 八円 ︶
︑産 業 組合 書記 一 年︵ 同 十五
円 ︶と いう 風 にな り ︑福 永が 長 谷川 如是 閑 の﹁ 我 等 ﹂
﹁ 批判 ﹂な ど を持 って き て私
にみ せ ︑私は 賀川豊 彦の影 響で社 会主義 をお ぼえ ︑河上 博士の ﹁社会 問題研 究 ﹂
︵月
刊 ︶をと って いたの で︑ それ をみせ て﹁ 如是閑 ぐら いでは あかん ﹂と 福永を やっ つ
け たもの です ︒
︵ 十八︑ 九歳︶
そ うこ うする うち ︑大正 九年 ︵二 十歳︶ 八月 末︑私 が出郷 して 大阪へ 行く ことに
な り︵ 福永は ︶そ のセ ンベツ に堺 枯川 訳の﹁ 共産党 宣言 ﹂のの って いる赤 い表紙 の
薄 い 雑誌 ︵ 題号 忘 失 ︶
︑ 大 阪平 民 新聞 ︵一 号 から 十号 迄 **
︶ を 持っ てき て ﹁こ れ を
自分が 持って いては 危険な のであ んたに 上げる ﹂とい って よこし たもの です ︒
﹂
＊ こ の手紙 ︵岩村 武勇氏 宛昭和 四二年 八月二 六日付 け︶ は徳島 文学書 道館収 蔵︒
＊＊ この大 阪平民 新聞の 現物も 徳島 文学書 道館に 収蔵さ れてい る︒

さら に驚く べき こと に︑こ のよ うな高 島の 青年た ちのコ ミュ ニティ を背 景とし て︑極 めて
ユニ ーク な政治 綱領 を掲 げて衆 議院 議員に 立候補 する 人物ま で現 れる︒ 当時高 島の 青年た ち
のた めの ﹁八 珍クラ ブ﹂ という 奇妙 な名前 の一 種の文 化クラ ブが あった ︒た まり場 の事務 所
があ り︑ 雑誌 を共同 購入 して 回覧し たりし てい たらし い︒ そして そのス ポン サーが 高島 塩田
の 開祖で ある 篠原 家の血 筋の 弥︵わ たる ︶氏だ った︒ 前掲 の貴司 の岩 村氏へ の手紙 では ││
﹁ ⁝⁝ 八珍ク ラブ の何よ りの 文化 史的意 義は 大正九 年五月 十日 の第十 四回 衆院総 選
挙 に際 し︑篠 原弥 氏を 立候補 せし めたこ とで す︒⁝ ⁝篠 原氏は ﹁満 二十一 歳以上 の
男 女に選 挙被 選挙権 を与え よ﹂と いうス ローガ ンをう たって 立候補 しまし た ︒
﹂
この 立 候 補 自体 は 素 封 家の 道 楽 とも 売 名 行 為と も 取 り ざた さ れ て 周囲 は 戸 惑 った ら し い
が︑そ の立 候補 スロー ガン の開明 性は 相当な もの である ︒男子 普通 選挙制 の成 立に先 んずる
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こ と五 年︑ 女性参 政権 にい たって は敗 戦後Ｇ ＨＱ指 令で 漸く認 められ たの だから 時代 に先行
するこ と二十 五年と いうこ とにな る︒
このよ うな さま ざまな エピ ソー ドを見 るにつ け︑ 私は︑ 大正後 半か ら昭和 初期 という 時代
を我 々はも う一 度見 直す必 要が 有りは しな いかと 感じる ︒戦 前の日 本と いうと ︑専制 とフ ァ
シズ ムの 暗い時 代と おおざ っぱ に要約 して しまい がち だけれ ども︑ 一色 に見て しま うと︑ そ
の時 代に 生きた 人々 の思 いを見 落と すこと になる ︒大 正時代 の再 評価は ︑戦後 ︑実 証的研 究
が大 幅に 進ん だが︑ それ らのこ とを 実際の 村や 里の青 年たち の思 いとし てつ かみ直 す必要 が
ある だろう ︒

夢

近代 国家

に

の 風が 吹き 込ん で い

高 島とい う︑ 都会 を遠く 離れ た島里 にも ︑新た な人間 観︑ 新たな 思想 ︑自由 主義︑ 民主 主
義 ︵ 民本 主義 ︶
︑ 社 会主 義︑ そ して 豊か な 生活 と文 化を 渇 望す る
た のだ︒
明 治時 代の 辛酸を 脱し て︑ 日本は ︑豊か で近 代的︑ 民主 的な立 憲君主 制の
なれる ので はない か︑ とい う夢が 人々 をとら えた︑ そう いう時 代が 実際に あった ので はない

て ︑一 抹の後 ろめ たさを 抱きな がら ︑当時 とし ては東 京より もナ ウイと い

捨て ︑夢 を 語り 合っ

か︒⁝ ⁝実 はこ の夢は ︑昭 和に 入って 急激に どん でん返 しを くらい ︑いわ ば全 否定さ れるに
近い結 末を迎 えるけ れど ︒

捨て

とも か く︑ 貴司 は この よ うな 時代 の 風を 背に 受け て ︑生 まれ 里を
た仲 間を
われ た﹁阪 神間モ ダニズ ム﹂の 花咲 く大阪 へ出て 行った のであ る︒

四．不稔に終わった﹁芸術大衆化論争﹂

鳴門 を出て 四年 間の 新聞記 者生 活をす ごした 大阪 は︑貴 司自 身が﹁ 第二の 故郷 ﹂とい って
いるよ うに ︑多く の語る べきエ ピソー ドがあ る︒す なはち ││
①鳴 門塩 田争議 で重 要な 指導的 役割 を果た した 共産党 系労組 全国 組織﹁ 労働 組合
評議 会﹂ は当 時大阪 に本 部があ り︑ 貴司 は直接 本部を 訪れ たり時 には 会議を 傍聴し

左翼 系

の こと だけで なく ︑船場 の金 持ちで 超趣 味人の 江原金 兵衛

たり したこ ともあ った らしい こと︒
② そうい う

氏 との交 際を通 してグ ルメと 写真趣 味を叩 き込ま れた こと︒

い りび た り ︑ そ この 生徒 で 金兵 衛 氏の 義妹 に 当た る茨 木 の地

③ その 金兵衛 氏が 講師 をして いた 大阪割 烹学 校に文 化部 記者の 取材と いう には深
入 り に過 ぎ るほ ど

阪神間 モダニ ズム

とい う切り 口で ︑谷

主の娘 奇二恵 津子と 恋に落 ち結婚 するに 至るこ と⁝⁝ などな どで ある︒
これら は今 回の 企画展 示で は割愛 した が︑正 に

崎潤 一 郎の ﹁細 雪 ﹂も かく や とい う面 白 いモ チ ーフ が展 開で き るか もし れな い ︒*そ れは そ
れとし て│ │
＊ 大阪時 代周 辺のこ とにつ いて は徳島 文学 書道館 紀要﹁ 水脈 ﹂２０ ０８年 掲載 の拙
稿﹁﹁貴司 山治﹂ はなぜ ﹁きし ・やま じ﹂か ﹂で触 れた︒
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大 正十 五年 ︑貴 司は 心密か に社会 主義に 連なる 大衆作 家を志 して ︑第 二の 故郷大 阪を去 り ︑
東京へ いく︒ そこで 大衆的 な読み 物作家 として の日々 を過 ごす中 で││
﹁⁝ ⁝ ﹁新 恋愛 行 ﹂
︵東 京時 事 新報 の 懸賞 入選 作 ︶以 来二 ︑ 三年 の間 に ずる ずる
と普 通 の大 衆 作家 にな り かけ た時 ︑
﹁こ れ では いか ん ﹂と 煩悶 し ︑評 議会 に 原稿 料
の一 部を寄 付する ことか ら ︑私の 初一念︵労働 運動や 社会主 義を助 けたい という 志 ︶
の実 践がは じまっ たので ある︒
︵そ して 昭和 三年三 月十 五日の 共産 党や 左翼労 働組合 に対 する全 国的 大検挙 のあ
と⁝ ⁝︶
⁝ ⁝四 月 十日 す ぎに 東京 大 森の 自宅 に 帰る と︑ す ぐに 辛 くも 検挙 を 逃れ た野 田
︵ 野田 律太・ 評議 会委員 長︶ が訪 ねてき て﹁ 東京の ︵三 ・一五 検挙で の︶ やられ 方
は 大阪以 上で ︑評 議会 ︑労 農党 ︑無 産青年 同盟の 三団体 が解 散させ られた ﹂と 話し ︑
﹁ ぼく は何 もする こと がな くなっ て︑ 暇で困 る﹂ という ︒そ の頃 ︑プロ レタ リア大
衆文学 の創 造とい うこ とを 考えて いた 私は ︑労働 者の組 織が 潰滅状 態とな って いる
時︑そ の恢 復に 何らか の意 味で 役に立 つ労 働者の ため の読み 物を︑ プロ レタリ ア大
衆小 説 とし て 書い てみ よ うと 考え 始 めて いた ︒ それ で ︑
﹁そ れ なら 今ま で あん たの
労働 運動の 経験で 未組織 の工場 に労働 組合を つくる やり方 を ︑
小説 として 書くか ら ︑
その 話をし て下さ い ︒材料 費とし て百円 あげま しょう ﹂と提 案した ︒かれ は喜ん で ︑
小説 のタ ネと なるよ うな 話をい ろい ろし た︒そ して︑ 左翼 組合の オル グない し共産
党 員が︑ 未組 織工場 へも ぐり こんで ︑い かにそ この 労働者 の階級 意識 を目ざ めさ せ

掲載

サ イトは 下記
web

て 行く か とい う 実例 を︑ 五 つも 七 つも 私に 話 した ⁝⁝ ﹂
︵ 遺稿 ﹁ 私の 文学 史 ﹂第 五

﹁私 の文学 史﹂

章 第二節 か* ら︶
＊

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/bungakusi/bun1/framepage.htm
とい うよ う な経 緯で ︑ 貴司 のプ ロ レタ リ ア文 学の 代 表作 とな る﹁ ゴ ー・ スト ップ ﹂ が*書
かれる ことに なる︒
＊﹁ゴ ー・ス トップ ﹂復刻 全文は 下記 サイト に掲載

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/go-stop/gostop-honbun/gostop1.htm

また 復刻本 刊行︑ 詳細は 下記サ イト参 照

正統

社会主 義者 とは非 常に違 って いた︒ 貴司 は社会 主義的

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/syokai/gostop.htm
ただ ︑貴 司の 姿勢は 当時 の

社会 主義に 少し でも 興味を 持って もら えれば それで いい ではな いか ︑と考 えて

な いろ い ろな 活動 を 一般 の人 々 に面 白 おか しく 物語 っ て楽 しん でも ら うこ とが 主眼 で ︑ 副
産 物とし て

い た︒ だから ︑貴 司は 社会主 義を 既に理 解し ている インテ リな ど相手 ではな く︑ 大衆読 み物
に しか 接し ていな いた くさん の人 々こそ 語り かける 値打 ちのあ る読者 層な のだと 確信し てい
た︒
したが って ﹁ゴ ー・ス トッ プ﹂も 面白 さを狙 った 波瀾万 丈の物 語と して書 かれて いた ︒│
│東 京下町 の硝 子工場 に︑ 帝大 出の社 会主義 者が 潜入し ︑そ こに働 いてい る人 々のう っ積 し
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た 不満 を手 がかり に労 働組 合を組 織し ︑スト ライキ にま で展開 する過 程を 描く︒ 恋あ り涙あ
り暴力 あり殺 人あり ︑そして 神出鬼 没の英 雄あり の ︑今でい えば劇 画小説 といっ たとこ ろだ ︒
ところ がこ の﹁ ゴー・ スト ップ ﹂は正 統派社 会主 義者に は非常 に評 判が悪 く︑ 貴司は 批判
と非 難 の矢 面に 立 つこ とに な り︑ 数次 に 及ぶ ﹁ 芸術 大衆 化論 争 ﹂ が
* 展 開さ れ る︒ 当時 プロ
レタ リア 文学の 中心 組織は ﹁日 本プロ レタ リア作 家同 盟﹂だ ったが ︑そ の幹部 の面 々が最 も
非難 した のは︑ 実力 行動 主義の 英雄 鳥羽に ついて だっ た︒確 かに 鳥羽は 人間業 と思 えない 神
出鬼 没で 争議 団を支 援し ︑経営 者に 雇われ て組 合に暴 力的介 入を 繰り返 す暴 力団の 親分を 刺
殺 するの に始 まり︑ 警官 に追 い詰め られ て飛び 込んだ 隅田 川では 偶然鳴 門塩 田争議 の時 の知
り 合いの 船に 助け 上げら れる ︒かと 思え ば︑見 も知 らぬ銀 座のバ ーの 美女か らすご いセ ック

批 判者た ちは︑ こう いう人 物設 定はき わめて 不自

ス サー ビスを うけ ︑挙げ 句巨 額の 逃走資 金を恵 まれ ︑最後 は取 り囲む 警官隊 にピ ストル を放
っ てい ずれへ とも なく 去って いく ⁝⁝︒
然 だしテ ロ肯 定の描 き方も けしか らん︑ という のであ る︒
＊
貴司を 被告 とした い わゆる ﹁芸術 大衆 化論争 ﹂につ いて は︑拙 稿﹁プ ロレ タ
リア文 学と 貴司山 治︱︱ ﹁私 の文学 史﹂ をめぐ って﹂ 第五 章﹁芸 術大衆 化論 争とは 何
だった のか﹂ 参照
掲 載サイ ト下記

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/tuite/
正統 社会 主義者 はも っぱ ら﹁社 会主 義﹂の 本義で 大衆 を教化 し︑目 覚め て運動 に付 き従っ
てく る選 ばれ た人々 を大 切にし ょう とした ︒例 えば昭 和五年 の作 家同盟 第二 回大会 ﹁芸術 大
衆化 に関す る決議 ﹂で は││
﹁ 我々の 芸術 は⁝ ⁝プロ レタ リアー トの 独裁を 目標 として 進み つつあ る日本 の革 命

・筆者注︶ のイ デオ ロギ ーを 内容 とす る⁝ ⁝そ の点 に関 して は何

的 プロ レタリ アー ト︵こ れは 検閲 を考慮 して 間接的 な表 現にな ってい るが 当時の 日
本 共産 党を 意味 する

ら の妥 協も 許され ない ︒芸術 大衆 化の 唯一の 目的 は︑広 汎な労 働者 及び農 民大 衆の
中に︑ この革 命的イ デオロ ギーを 浸透せ しめる ことに 外なら ない ⁝﹂
︑一
︑の
︑役割だ ︑とま で極 言す
と述べ られ てい て︑共 産党 の考え 方を 教え込 むこ とが芸 術の唯
るので ある︒ さらに ︑
﹁前衛 の活 動を理 解させ ︑それ への注 目を呼 び起こ すよう な作品 ⁝⁝﹂
﹁⁝ ⁝﹃ 面白さ ﹄と は︑ 題材の ︑深 く印象 され ねばな らぬ 点が︑ 如何に 力強 く︑正
確に 読者の 関心を つかん だかと いうこ と以 外にな い⁝⁝ ﹂
と作 品の質 ︑面白 さに まで極 めて生 硬な政 治主義 的美学 を強制 してい る︒
貴 司は後 年︑ 自叙 伝的な 遺稿 ﹁私の 文学 史﹂の 中で︑ つら い現実 を飛 び越え ていく 英雄 ︑
偶 然に 支えら れて 飛躍す るス トー リーと いうも のが 大衆読 みもの には 必須だ と述 べてい る︒
現 実の つらい 有様 をた だその 通り ありの まま に書い ても︑ そん なしん どい話 はだ れも面 白み
を 感じな い︑と いう わけで ある︒
この﹁ 芸術 大衆化 論争 ﹂は ︑もし これ が正統 な文学 論争 として 深化さ れて いれば ︑日 本の
近代文 学に 深く 絡む私 小説 の袋小 路│ │日本 の近 代文学 の伝統 にた いする 興味 深い論 議に発
展し ていっ たか もしれ ない ︒し かし︑ この論 争も 昭和十 年ま で四次 にわた って 繰り返 され た
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も のの ︑次 第に貴 司と 徳永 直の個 人的 言い争 いのよ うな ものに なり︑ やが て弾圧 と戦 時体制
の大波 の中に 埋没し てしま った︒
貴司は 早い 時点 で衆寡 敵せ ず︑ 批判に 答えて 英雄 鳥羽の 行動な どを ごく当 たり 前の話 に書
き直 したつ まら ない 改訂版 ︵貴 司が入 獄し ていた ので徳 永直 がリラ イト した︶ を承認 し︑ そ
れが 何故か 戦後の 三一書 房版で も維持 されて いる︒
＊ こ の︑ 初版 と 改訂 戦後 版の 異 動は 作品 の本 質 の上 でも 非常 に 重大 だと 思わ れ るの で︑ 今回
初版 に戻し た復刻 版を刊 行した ︒

五．プロレタリア文学崩壊後の﹁文学案内 ﹂
﹁地下鉄﹂の仕事

立憲 政治︑ 民主 主義 ︵民本 主義 ︶社会 主義と いっ た夢が 人々 の心を 沸き立 たせ た時代 は︑
しか し︑ご く短 かっ た︒大 正デ モクラ シー を象徴 する 吉野作 造の論 文﹁ 憲政の 本義 を説い て
其有 終の 美を済 すの 途を 論ず﹂ が中 央公論 誌上に 発表 された のが 大正五 年だが ︑そ れから 十
年余 ︑昭和 二年に なると 時代は 急変す る ︒田中 義一内 閣によ って普 通選挙 実施 と引き 替えに ︑

は捕ま り拷問 される のが当 たり前 ︑とい う流れ が顕在 化す る︒

治 安維持 法改 悪︑三 ・一 五事 件︑中 国山 東半島 出兵と いう 政治の 画期的 右旋 回がな され る︒
こ れ以降 ︑ 左翼
後 知恵で はなく ︑同時 代にす でにこ の重大 な時 代の岐 路を見 通した 人もい た︒
戦 後読 売新聞 社主 にも なった 自由 主義ジ ャーナ リス ト馬場 恒吾 は︑当 時出版 され た﹁政 界
人 物風景 ﹂
︵ 中央公 論社 一九三 一刊︶ のなか で││
﹁現内 閣を 組織し てい る田 中︵義 一︶ 首相及 びそ の閣僚 は︑ 彼等自 身では その やっ
ている こと が何 である かを 知ら ぬであ ろう ︒しか し我々 は恐 れる︒ 彼等 の行為 は︑
過去 五十年 間に わたっ て日 本人 が努力 して 築きあ げ来 る立憲 政治に 一つ の区切 りを
つけ︑ 日本 の政治 的発展 に方向 転換を なさし めるも のでは ないか ︒
﹂
﹁我 々は 自由な 明る い政 治を持 つ方 法とし て︑ 議会の 発展 に希望 をつな いで きた︒
然る に普 通選 挙の実 施を 一段階 とし て︑ 現在の 政府は 反動 政治の 幕を きって おとし
た︒ 明る い政 治は暗 い政 治に 方向転 換し た︒我 々は これよ り︑も っと も陰鬱 にし て

にいえ ば昭 和九年 に崩壊 し

危 険なる ︑絶 望的 にして 不愉 快なる 時代 を経過 せね ばなら ぬか の予感 におそ われ て
いる ︒
﹂

年表 的

と 述べて おり︑ 時世は 正にそ の予 言の通 りに進 行して いった ︒
こ のよ うな 時代の 趨勢 の中で ︑プ ロレタ リア 文学は

た︒こ の年 の二月 に︑ 二度 目の長 期拘 留で杉 並警察 署に 留置さ れて いた貴 司の留 守宅 でひら
かれた 拡大 中央 委員会 によ る悲鳴 のよ うな解 散声 明を残 して︑ プロ レタリ ア作 家同盟 は消滅
する︒ 曰く│ │
﹁⁝ 我が同 盟の 活動 的作家 たち は︑ ⁝機関 誌発 行の擁 護︑同 盟費 の納入 ︑組織 活動
遂行 等の 一切の 義務 を放 棄する こと によっ て︑ 絶対多 数を 以てそ れへの 不信 を表明
しつ つあ り⁝過 去の 極左 的欠陥 の克 服を 以てし ても︑ 従来 の形式 はも はや作 家をつ
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な ぎと め得な い︒⁝ して見 れば︑ かかる 組織の 維持は 意味を もたぬ ︒⁝ ⁝﹂
貴司は このプ ロレタ リア文 学終末 期前後 ︑
ほとん ど運動 体とし ての組 織も失 われた 時代に ︑
最後の 抵抗 とも いうべ き二 つの 仕事を してい る︒ 一つは 文学 愛好者 のため の良 心的な 雑誌と
いう 狙いの ﹁文 学案 内﹂刊 行で あり︑ もう 一つは 昭和七 年に 起こっ た東 京地下 鉄のス トラ イ
キ︵ いわ ゆるモ グラ 争議︶ をそ の関係 者か ら取材 して 長編小 説にま とめ ようと いう 仕事だ っ
た︒
後 者の 地下 鉄 争議 の調 査 と小 説 化の 仕事 は ︑戦 後執 筆 され た﹁ 一九 三 三年 ﹂ と* いう 小説
に その一 端が 書かれ てい るが ︑東京 の下 町︑花 川戸の 大き な倉庫 に付属 した 一室を 借り ︑モ
グ ラ争議 をリ ード しクビ にな った共 産党 員たち を探 し出し ︑面接 して 詳細な 話を聞 くと いう
形 で実 行され たよ うだ︒ この 時取 材に協 力した 人々 の中に は後 に画家 柳瀬正 夢夫 人とな った

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/1933/1933-honbun.htm

小説 ﹁一 九三三 年﹂は 下記サ イトに 掲載

松 岡朝子 さんや 戦後婦 人運 動のリ ーダー になっ た松崎 浜子さ んが含 まれて いる︒
＊

この取 材ノ ート は四百 頁に 及び︑ 今︑ 合本と なっ て保存 されて おり ︑ＤＶ Ｄ出 版とし て公

*
(

)

２ ０１ １年１ 月︑不 二出版 株 か ら﹁貴 司山治 全日記 ﹂とと もに刊 行予定 ︒

開する 予定で あるい る︒
＊

昭和九 年十月 ・中 央公論

この 取材に 基づい て構想 された 小説﹁ 長編・ 地下鉄 ﹂は ││
第一 章﹁出 郷﹂
昭 和九年 十一月 ・文化 集団

昭和 十年三 月・文 学評論

昭和 十年二 月・文 学評論

第二 章﹁労 働者第 一課 ﹂
第 三章﹁ 青服︵ 前 ︶
﹂
第 三章︵ 続 ︶
﹁ 青服︵ 後 ︶
﹂

これ も前記 ＤＶ Ｄ版に 収載の 予定︒

ま でが作 品とな ってい るが︑ これ 以降は ない︒
＊

*

前者の ﹁文 学案内 ﹂は 昭和 十年七 月創 刊され ︑昭和 十二 年四月 ︑貴 司が三 度目の 長期 拘留
で不在 の中︑ 遂に資 金尽き 二十二 冊を刊 行し て終わ った︒

(

)

＊雑誌 ﹁文学 案内﹂ は二〇 〇五年 秋︑ 不二出 版 株 から復 刻刊行 されて いる

﹁文 学 案内 ﹂は ︑ 作家 同 盟解 散後 の 孤立 した 事態 の 中で 転向 を声 明 し ︑
﹁⁝ ⁝ とに かく 何
程か の作 家とし て自 分を 生かし て行 くため に︑合 法的 な範囲 にま ではっ きりと 自分 の文学 上
の 仕事 を退 却 させ るこ と に考 え をき めた ﹂
︵ 昭和 九年 三月 二 十六 日の 日記 ︶ とい う前 提で 用
心し なが ら始 めた仕 事だ った ︒寄稿 者や協 力者 は作家 同盟 以来の 中野重 治や 徳永直 ︑江 口渙
と いった 人々 の名 も見え るが ︑それ 以外 ︑志賀 直哉や 徳田 秋声な ど幅 広い人 々が登 場し てい
る ︒直 接社会 主義 に言及 する よう なテー マも慎 重に 避けら れてい る︒ ただ︑ 働く ものの 立場
に 立つ文 学︑と いう枠 だけが 残さ れた︒
元 来 貴司 はジ ャ ーナ リ スト ︑啓 蒙 家と いう 側面 を 強く 持っ てい る ︒
﹁ 文 学案 内﹂ はそ の 性
格が良 く反 映して いて ︑創 作だけ でな く︑イ ンタビ ュー 記事と か紹 介︑解 説記事 など が非常
に多い ︑正 に文 学入門 者へ の案内 ・情 報雑誌 とい った趣 もある ︒中 国や朝 鮮の 小説や 文学事
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情 を毎 号のよ うに載 せてい るのも 大きな 特徴で ある︒
その最 たる もの が昭和 十一 年九月 の魯 迅の寄 稿﹁忘 却の 記念の ため に﹂で あろう ︒こ れは
当時上 海に 住ん でいた かっ ての 作家同 盟メン バー 鹿地互 に頼 んで寄 稿して もら ったも ののよ
うで ︑鹿地 の翻 訳に よって 掲載 されて いる ︒それ は︑魯 迅周 辺の何 人も の青年 作家が 蒋介 石
のテ ロル によっ て虐 殺され ると いう危 機的 な状況 の中 に生き 続ける 魯迅 の︑ほ とん ど鬼気 迫
る思 いを綴 った文 章であ る︒そ の終わ りの部 分は ││
﹁年 老い たも ののた めに 記念を 書く ので はなく ︑この 三十 年の間 に︑ 却って 私はあ
ま たの青 年の 血を眼 にし ︑そ れは層 層と 積み重 なっ て来て ︑私を 埋め て息も つけ な
く してし まい ︑私 はただ この ような 筆墨 を用 いて幾 句かの 文章 を書く こと が出来 る
ば かりだ ︒⁝⁝ ﹂
︵ 鹿地互 訳︶
と いう 悲痛な 言葉 で締 めくく られ ている ︒そ れは究 極の状 況に 追い詰 められ つつ あった 貴
司 の思い と一 脈通じ るもの があっ たかも 知れな い︒
昭和十 二年 にはい ると 貴司 は拘禁 され ︑一年 留置場 に放 置され る︒ あげく が検事 局の 取り
調べで
﹁⁝ ⁝文学 案内 の仕 事が全 部共 産主義 の啓 蒙運動 とい うこと にな った︒ ⁝⁝自 分も

号
86

陰鬱 にして 危険︑ 絶望 的にし て不 愉

頁
45

文 学 案内 社 の 仕 事 で 実刑 に 問 わ れ たと し て も ︑ 今の 日 本 で は 仕方 の な い こ とだ ろ

関西大 学国文 学会紀 要﹁国 文学﹂

う ︒﹂
︵昭 和十三 年五月 四日の 日記 ︶
*
＊

と 覚悟せ ざる を得な いと ころ までい く︒こ の︑ 正に

快 ︵ 前掲 の 馬場 恒吾 の 言葉 ︶な 状 況は ︑
﹁ 愛染 ﹂ と
* いう 小説 に も書 かれ てい る が︑ 貴司 は

小説 ﹁愛染 ﹂は 小説集 ﹁丹波 アリラ ン﹂に 掲載︑ 詳細は 下記

結 局︑ かって の知 友で今 は右 翼に 転じて 羽振り のい い高級 官僚 にわた りをつ けて ︑なん とか
起 訴猶予 となる ︒
＊

http://www1.parkcity.ne.jp/k-ito/syokai/ariran.htm
世に出 てみ れば ︑既に 日中 戦争は 始ま ってお り︑ 文学案 内社は 跡形 もなく ︑世 の中の 空気
も色 もすっ かり 変わっ てし まっ ている ︒貴 司はこ れ以降 ︑も うあの プロレ タリ ア文学 の世 界
に立ち 戻る ことは なかっ た︒
二十 年ほ ど昔︑ 鳴門 高島 で灯が つい た夢の 一つが ︑こ こで終 わった ︒一 つの時 代が 終わっ
たの だ⁝⁝ つらい 終わり 方だと 思え るけれ ど︒

六．その後のこと││敗戦と微かな曙光

その 後︑貴 司は 昭和十 六年 から ほんの 数年︑ 大衆 時代小 説作 家とし てもて はや される 時期

開 拓農民

とし て移住 する︒

を迎 える︒ しか しそ れも戦 争と 敗戦と いう 大波の 中に 呑みこ まれて しま う︒も はや原 稿で 食
う場 所も無 くなり ︑敗戦 直前に は総て を捨て て丹波 山中 に

この 丹波 での︑ 敗戦 直後 の混乱 を極 めた状 況から ﹁丹 波アリ ラン ﹂とい う小説 が発 想され
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る ︒貴 司の 作品を ﹁プ ロレ タリア 文学 ﹂と﹁ それ以 外﹂ に二大 別した とき ︑前者 の代 表作が

﹁丹 波ア リラ ン﹂ と それ にい たる 崩壊 期の いく つか の作 品 は﹁ 小説 集・ 丹波 アリ ラン ﹂と

﹁ゴ ー・ ス トッ プ﹂ で ︑
﹁そ れ以 外 ﹂の 代表 作 がこ の﹁ 丹波 ア リラ ン﹂ にな る と私 は思 って
いる︒
＊
して 最近一 冊の本 にまと め刊行 した︒

疵物

で ある ︒開 発 営団 の小 役人 は ﹁ナ マコ ﹂
﹁ ブタ ﹂と まで 形 容さ

小説 ﹁丹 波アリ ラン ﹂に 登場す る人 間たち は︑ま るで チェホ フの 小説の 人物の よう に︑み
ん など こか お かし い
れ る無能 ︑無 神経︑ 強欲 ︑ゴ マスリ の肉 塊でし かない オッ サンだ し︑飯 場を 営む朝 鮮人 は傲
慢 と卑屈 をな いま ぜたイ ヤな 男だ︒ 夫を 戦場に 取ら れた寡 婦は半 ば狂 乱し︑ その息 子は 草を
食 んで いる飼 い牛 の舌を カマ で切 り払い ︑牛は 小屋 にこも って 血まみ れで呻 いて いる︒ 飢え
を しの ぐため に今 まで 何かと 助け 合って きた 一番気 心の通 じあ えた開 拓の 同輩も ︑今は 終戦
利 権に目 の色 を変え て別人 のよう になっ ている ︒
要する にこ の小説 で目 に付 くのは ︑深 い人間 不信と 苛立 ちであ る︒ それは ︑あの 一九 三三
年以来 の崩壊 の歴史 の中で 増殖さ れて きた抜 き差し ならぬ 人間観 であろ う︒
ただ ︑
﹁丹 波 アリ ラン ﹂ には ︑そ の 不信 を越 え よう とす る微 か な曙 光の よう な もの が感 じ
られ る︒ それは 一人 の朝鮮 人親 方によ って 暗喩さ れる ︒その 男は︑ 究極 の飢え にさ らされ な
がら 決し て盗み もし よう とせず ⁝⁝ いや︑ 根っか らそ んなこ とも できぬ お人好 しで ︑昨日 か
ら何 も食 って いない とい うのに 照れ たよう な微 笑みを 浮かべ てい る︒作 者は ︑この どん底 に
落 とし込 まれ た一人 の朝 鮮人 の微笑 に︑ 初めて 人間の 尊厳 を感じ ︑人間 不信 を恢復 する 微か
な 予兆を 思うの である ︒
実 は︑ 貴司の 文学 の基調 には ︑こ の弱者 への共 感が いつも 底流し てい る︒多 くの 作品の 根
底 に⁝⁝ このモ ティー フが底 流し ている ︒
本 当は ︑貴 司にと って ﹁唯物 弁証 法的創 作方 法﹂も ﹁社 会主義 リアリ ズム ﹂も実 はどう で
もよか った のかも しれ ない ︒貴司 が本 当にモ ティー フと したか った のは弱 者への 共感 と︑そ

小訂
2009/10/5

れを通 しての 人間回 復︑人 間連帯 の夢だ った のでは ないだ ろうか ︒
︵二〇 〇七． 二．二 八︶
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