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 文学する                        陽羅 義光  

 

 なにせこの表題だから、『絶対文感』にいれるかどうしようか迷ったが、

『絶対文感』はいささか専門的なのに較べ、『ヒラリズム』は、表向きは

ざっくばらん、一般人相手ということになっているので、こっちにする。  

 タイトルは大袈裟で堅苦しくても、あちこちたたいて砕けば、すこし

はわかりやすくなるだろう。  

 「文学する」ということは、「文学で生活する」ことではないので、た

とえ自分がやっても、他人にはなかなか勧められないものである。  

 ちなみに「小説を書く」ということは、「文学する」ということの大き

な一つであるが、「文学する」ということとは、ちと異なる、少なくとも

イコールではない。  

 「小説を書く」ということは、同人誌に書く人はともかくとしても、

「小説で生活をする」ことに繋がるからである。  

 自分では繋がらないと考えていても、結果的に繋がる場合がある。  

 そうして繋がったときから、その人は「文学する」人ではなくなる。  

 そういう人は、世間から小説家とか作家と呼ばれる。  

 逆に、売れない小説家や作家は、「家」を成せないわけで、だから「小

説家」とか「作家」とかいわれるのは変で、「文学者」と呼ばれるのは変

ではない。  

 ただ「文学者」は「文」を取ったら「学者」なので、語感から変だと

いうだけのことである。  

 結果的に小説家とか作家が書く小説が、「○○文学」と呼ばれようとも、

それは大学の先生や文芸評論家が後々定めること（結果論）であって、

本質的には「文学する」世界のまっとうな住人ではない。  

 それでは「文学する」世界の、まっとうな住人が現在どこにいるかと

いうと、それがかなりいるのである。  

 まず、同人誌に書く人がそうである。  

 ただ、書いた小説がだれかに（売れる小説だと）認められるのを期待

して書いている場合は別である。  



 また、生前、本にもならないのに書き続けた、カフカや、本になって

も、売るつもりも売れる見込みもない、プルーストなどが、「文学する」

世界の、まっとうな住人の好例である。  

 日本の場合なら、（大きな仕事をしていて）小説を売る必要がなかった

森鴎外や、（小説を売るということを醜いと考えていた）夏目漱石や、（大

きな資産があって）小説を売るという感覚がなかった志賀直哉や、（『破

戒』を自費出版した）島崎藤村や、（同人誌だけが発表の場だった）梶井

基次郎などであろう。  

 私小説を例にとれば、昔の作家は原稿料を貰ってもたいした額でもな

し、（好むと好まざるに関わらず）「文学する」人だったが、娼婦さなが

らわが身を切り売りする（私小説が商売になってしまった）現代の作家

は「文学する」人ではない。  

 つまり小説は商売になるので、商売にならない詩を書く人のほうが、

はるかに「文学する」人が多い。  

 どうして一文にもならないのに、「文学する」かというと、いわば「芸

術の魅力」のとりこになってしまったからである。  

 魅力の魅は鬼ヘンだから、魅力とは魔力に近い。  

 それなら「文学する」人は、哀れな妄執者かというと、否定はできな

い、かなり近い。  

 「文学する」人は、惨めな捕虜者かというと、否定はできない、かな

り近い。  

 ただ、異性に妄執しているわけでも、敵の捕虜になっているわけでも

ないから、自分も満足し達観している。 いずれにしても、普通の人で

はない。  

 普通の人（もしくは自分は普通の人だと認識している人）は、「文学す

る」なんてことはやめたほうがいい。  

 もっとわかりやすく、ベースボールの話にすると、野球をやることが、

野球の魅力にはまっているからなのか、野球が金儲けになるからなのか

で、傾向がおおきくふたつに別れる。  

 イチローは「野球の芸術家」だが、他の多くのスター選手は「野球の

生活者」とおもわれる。  

 ただ、野球（小説といいかえてもいい）の魅力のとりこになった人が、



野球（小説といいかえてもいい）を金儲けの手段にする人よりも、優秀

かとなると、あながちそうともいえないのが、やっかいなところなのだ。  

 例えば、野球の魅力のとりこになった草野球の選手は、野球を金儲け

の手段にするプロ野球選手よりも、ベースボールプレイヤーとして優秀

とはいえない。  

 例えば、小説の魅力のとりこになった同人誌の作家が、小説を金儲け

の手段とする流行作家よりも、小説家として優秀とはいえないし、魅力

的な小説を書いているともいえない。  

 それではいったい、「文学する」その「文学」とはなんなのだろう。  

 その正体を知らずして、「文学する」ということもないのではないか。 

 そんな前提条件を定めて、ちょいと解説してみようか。  

 まず「広辞苑」でも、ネットでも、だいたいおなじ事をいっている。  

 「文学」とは、言語表現による芸術作品のこと、及びそれらを研究す

る学問のこと。  

 ただ「広辞苑」では、学問が先にきて、芸術はあとにきている。  

 この「学問」があるので、話は簡単ではない、曖昧になっている。  

 それなら「文芸」を検索してみると、おおよそ＝「文学」だってこと

になっている。  

 それも曖昧、例えば、「文学博士」とはいうけれど「文芸博士」とはい

わない、「文芸評論家」とはいうけれど「文学評論家」とはいわない。  

 ただ一般に、文学作品・文芸作品というと、詩歌、小説、戯曲、評論、

随筆などを想定する。  

 ただ、どうしても「文学」という言葉は学問クサイ、学問は結果論な

んだけれども。  

 というのは、芸術作品は、絵画でも音楽でも、「享受」する者が必要で、

（この「享受」とは美学でいうところのものだが）「享受」のない芸術作

品はありえないわけだ。  

 文学についていえば、書かれただけでは文学ではなく、テキスト〈テ

クスト〉（資料とか原文）として残っていて、「享受」（されてはじめて文

学となる。  

 そしてその「享受」は、むろん、文学博士だけがするものではない。  

 そんな意味もあって、陽羅義光は二十年前から「文学」とはいわずに、



カタカナで「ブンガク」といっている。  

 ただし内実からいうと、「文学」よりも「文芸」のほうが現実に即して

いるとおもわれる。  

 「文学」は literature の訳語だが、それはほとんどの人が明治時代に

作られた言葉だとおもいこんでる。  

 けれども、それより二百五十年前に、伊藤仁斎という学者が「文学」

という言葉をつかっている。  

 そして伊藤は、「一に詩広く、文学は人情を道ふ（正道とする）もので

ある」と、まるで、坪内逍遥の『小説神髄』とおなじことをいっている。  

 以上は、日本における「文学」というものの曖昧さを云々したわけだ

が、この実情は、日本を世界にうつしても、つまり「世界文学」という

視野でかんがえてもおなじことで、というか、なおさら曖昧になる。  

 それでなにをいいたいかというと、けっきょく、「私の文学観」という

ものしかないのではないか、その「私の文学観」が「あなたの文学観」

であり、「一般の文学観」になることもあるが、そうならなくてもいいん

じゃないかとおもわれる。  

 要するに、さきほどいった「享受」者の立場として考えるなら、テキ

ストありきなわけで、あなたが作品を「享受」して、あなたが「これが

ブンガクだ」と感じるものがブンガクであっていい。  

 じっさい、いろんな人がいろんなことをいっているので、人間の数だ

け（享受する人間という意味だが）ブンガクはあるんだろうとおもわれ

る。  

「詩こそ最高の文学だ」という詩人もいるし、「どんな作品でも詩がなけ

れば文学として成立しない」といっている作家もいるし、「俳句や短歌は

文学として二流のジャンルだ」という学者もいるし、「小説は文学から遠

くはなれたもののほうが小説らしい」という評論家もいるんだ。  

 かくのごとく、ややこしく曖昧なわけで、それではシンプルにどうか

んがえるかというと、あえてひとくちでいって、ブンガクは言霊、ほん

とうは（言魂）と書きたい、そういうものだということである。  

 意味は、言語によって、作者の魂を表出するもの、かな。  

 二千六百年前の女性詩人にサッフォーというひとがいて、その人の詩

は、ブンガクが「ことだま」であるとの証明とおもわれる。  



【ただの息にすぎないが、わたしの使う言葉には、永遠の命が宿ってい

る】  

 それはだれかが頭でこねくりまわして導き出すものではなく、世界と

日本の、詩、小説、戯曲、評論、随筆などを読み続けてきて、わかるも

のなんだろう  

 世界文学でいうと、シェークスピアやゲーテやトルストイやドストエ

フスキーやランボーの作品、日本文学でいうと、西行や芭蕉や夏目漱石

や宮沢賢治や太宰治の作品に「ことだま」を格別強く感じる。  

 だから小説観もおなじことで、「私の小説観」しかありえない。  

 どんなに偉い文学博士がああだこうだといっても、妥協したり納得し

たりする必要はない。  

 世界の場合だと収拾がつかないので、日本の話にするが、小説は今日、

novel の訳語として定着しているものの、もともとは中国において、「民

間の伝説俗説の記録」などというものを意味した。  

 日本では、明治の初期までは、「荒唐無稽の物語」（滝沢馬琴の『南総

里見八犬伝』など）を意味したわけである。  

 その「小説」を「文学」であるとの意思表示をしたのは、坪内逍遥で、

【小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ】。  

 ただ残念ながら逍遥はテキストを提示できなかった。  

 それをやったのは二葉亭四迷、『浮雲』という作品で、これが日本の近

代小説の始まりといわれている。その四迷が、「文学は男子一生の事業と

するに足らず」なんていっているんで困っちゃうんだがね。  

 尤も、四迷は逍遥に示唆されて、三遊亭円朝の『怪談牡丹燈籠』を、

言文一致の文体の参考にした。  

 だから、近代文学の起点は、四迷ではなく円朝だとする学者もいる。  

 前後して紅葉、鏡花らの硯友社、露伴、鴎外、そして夏目漱石の高踏

派がでて、芥川、佐藤春夫の理知派、荷風、谷崎の耽美派、そして志賀

直哉、武者小路実篤らの白樺派、前後して独歩、藤村、秋声、白鳥らの

自然主義の時代があって、花袋から始まり葛西、嘉村、秋江でピークに

なる私小説、小林多喜二、葉山嘉樹らのプロレタリア文学、横光、川端

らの新感覚派があって、新新感覚派とでもいうべき梶井基次郎、堀辰雄

らの四季派、それから安吾、太宰、織田作らの無頼派、前後して、内田



百間、井伏鱒二、石川淳、三島由紀夫、埴谷雄高らの超個性派、椎名麟

三、野間宏、武田泰淳、大岡昇平らの戦後派、吉行淳之介、安岡章太郎、

小島信夫らの第三の新人、安倍公房、石原慎太郎、開高健、大江健三郎

らの時代があって、そして反近代派の深沢七郎がでて、古井由吉、小川

国夫らの内向の世代、それから個人的な好みはさておいて、中上健次、

ふたりの村上とくる、女性の作家では、一葉をはじめ、野上弥生子、宮

本百合子、林芙美子、宇野千代、岡本かの子、円地文子、有吉佐和子、

大庭みな子、倉橋由美子ら、個人的な好みはさておいて、最近ではふた

りの川上が目立つが、以上の間、中里介山、松本清張、井上靖、司馬遼

太郎という、スケールの大きな小説家がいるわけだが、それなら『浮雲』

は大昔の小説かというと、そんなことはない。  

 大正時代の私小説も面白いし、漱石や太宰は現代文学としても通用す

る、まったく古びていない。  

 派も主義も、享受する側にとっては、関係ない。  

 派や主義で、その作家その作品が好きになるわけでもない。  

 例えば（一次二次はさておいて）戦後派でも、椎名麟三は好きだが野

間宏は好きじゃない、という人もいるだろうし、その逆の人もいるにち

がいない。  

 また、私小説の葛西善蔵が好きだが、反私小説の石川淳も好きだとい

う人もいるだろう。  

 明治時代の小説を、平成時代の小説と同じ感覚で享受する読者も少な

くはないだろう。  

 ただ、表層的なものはあるわけで、例えばよくいわれるが、スマホが

あったら『君の名は』の世界は成立しないとか、パソコンがあったら『武

蔵野』は書かれていないとか。  

 これは高橋源一郎も最近いっていて、陽羅義光はいうだけでなく『文

学百年論』というものを書いている。  

 ようするに小説は百年、世界的に見ると三百年くらいは、ほとんど変

わっていないんじゃないか。  

 小説は人間のことを書くので、人間がそう簡単には変わらないのと同

じで変わらない。  

 だからアンチロマンなんかが流行ったり、散文詩といってもいい小説



や、日本でも筋のない小説ってことで、小川国夫とか有能な作家が書い

てきたけれども、やはり百年単位で小説の世界を見ていくと正道でない、

わるくいえば邪道というか、消える運命にある。  

 まあ井上光晴にいわせると、「小説とは何か」の定義は千を越えるらし

いから、これも自分勝手な定義だってかまわないわけで。  

 さて長くなったので、そろそろ結論めいたことをいわないとね  

 小説は３Ｍ、つまり「ものがたり」「もののあはれ」「ものごころ」  

 その内実を説明すると大論文になってしまうので、やめておくが、と

にかく書く、読む、それを毎日続けていると、それが五年か十年か、鈍

い人でも五十年やれば、なにか見えてくるものがあるはずで、その見え

てきたものは、他人とちがってもいい。  

 ちょいといいわすれたので、話がもどるかもしれないが、森鴎外の有

名な言葉に、「小説は、なにを、どう書いてもよい」とある。  

 この「なに」と「どう」が大変で大切なんで、それでみんな苦労して

いるわけである。  

 だから「小説作法」「文章教室」「文芸読本」などが、功なり名を遂げ

た小説家によって書かれる。  

 おもいつくだけでも、谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫、丹羽文雄、

八木義徳、伊藤桂一、丸谷才一、井上光晴、井上ひさしのものがあり、

外国のものはむろんそれ以上ある。  

 全作家協会の初代会長だった丹羽文雄は、この会の講演でこういった、

【小説とは自分の問題を書くものである】。  

 この「自分の問題」とは、テーマといってもいいしいわなくてもいい

んだが、「自分の問題」とは私小説という意味ではなく、いま自分が抱え

ている問題、恋愛、友情、親子、仕事、生死という大きなものから、自

分のペットがどうしたとか自分の好きなタレントがどうしたとかのこと

でもあるわけで、太宰治ではないが、自分のニキビの問題で一編の小説

を書いてる。  

 ただこの「自分の問題」を書いたときに、自分の文章が書ける、自分

の文章がいわば文体になるわけだ。  

 文体とは、style の訳語だが、最近ではフランス語でエクリチュール

とよくいわれる。  



 これはスタイルよりもエクリチュールのほうが「文体」の意味すると

ころに近いからだとおもわれる。  

 陽羅は、ＨＰに『絶対文感』を連載しているが、この【絶対文感】と

は、一ページ読めば、その作者がわかる、作者独自の文体や使用語彙や

用法のことであり、また作者ならではのリズムやセンスやオリジナリテ

ィ、またそれを読みとる「享受」の力のことである。  

 日本ではさっき話した二葉亭四迷が言文一致の新しい文体を発明した

わけだが、明治の初期は、まだ翻訳ものよりも漢語の影響が強く、それ

を駆使した魅力の小説が人気があった、森鴎外とか幸田露伴はその筆頭。 

 方言をうまく使った文体では、織田作之助、野坂昭如、深沢七郎がい

る。  

 翻訳調では、以前は、芥川龍之介、佐藤春夫などが目立っていたが戦

後は、大岡昇平、大江健三郎、村上春樹などか。  

 そうそう使用語彙の特徴だけでも、特徴的な作家も多く例えば、芥川

龍之介の「畢竟」「のみならず」、村上春樹の「些か」「やれやれ」、西村

賢太の「結句」「はな」など。  

 これは語彙という意味でのみならず、大袈裟かもしれないが、作者の

文学思想が垣間見られる。  

 文体をつくりやすいのは、私小説だな、なにせ一人称だから。  

 でも田山花袋とか葛西善蔵とか、私小説の最初の頃は「私」ではなく

「彼」だった。  

 「彼」＝「私」なんだが、「彼」の方が客観的な視点をつくりやすかっ

た。  

 私小説の文体的な極北は、嘉村磯多と瀧井孝作かな。嘉村は、お経を

読むふうな文体をつくり、瀧井は俳人でもあったので、ある意味で俳文

的な文体をつくった。  

 瀧井は長く芥川賞の選考委員をつとめたが、口癖は、「文章は上手にた

いた米粒のように言葉が立っていなければならない」というもの。  

 自分史小説と私小説との違いの大きなひとつは、文体があるかどうか

である。  

 多くの作家が優れた文体の見本として、志賀直哉をとりあげ、文学傾

向の違う芥川や谷崎も、志賀の文体にはかなわないといっている。  



 それでは志賀の文体のどこがすばらしいのか、ひとつにリズムという

ことがあるとおもわれる。それは精神のリズムとよぶべきもので、志賀

自身こう書いている。【芸術上で内容とか形式とかいうが、響いてくるも

のはそんなものを超絶したもので、それはリズムだと思う。このリズム

が弱いものは、いくらうまく形式ができていても、いくら偉そうな内容

をもったものでも、本当のものではない】  

 詩は韻律が大切、戯曲は言律が大切、小説は散律が大切、とおもわれ

る。  

 なお、外国の小説の翻訳の文体というものは、作者と翻訳者の合作と

いうかんじだとおもわれる。  

 これは詩だが、ポオは『エルドラド』で「シャドー」とうたったが、

阿部保の訳（これは名訳だが）「影よ」と翻訳している。  

 「シャドー」と「影よ」では響きがちがう。  

 ちなみにポオは近代短編小説の生みの親といわれている。  

 【物語で書く文章の一つ一つは、唯一の効果を狙ってそれに収斂され

たものでなければならない】という原則を作って書いた。  

 ただし、短編と長編では書き方も変わってくる場合が多い気がする。  

 ヘミングウェイなども、翻訳されると、いくらうまく訳しても、新聞

社のマニュアルを参考にしたといわれる、あの原書（テキスト）のハー

ドボイルド感というのか、固茹で玉子感はなかなか日本語では出しにく

い。  

 視点に関しては、ごぞんじのように、一人称、二人称、三人称、無人

称とあるが、これは読者としては一人称が読みやすい。  

 ただ一人称では例えば恋人やライバルの登場人物などの、心理が書け

ない、こうおもっているだろうという主人公の側だけからのものになる。 

 最近は二人称が脚光を浴びはじめているが、小説の面白さを追求する

となると、三人称かな。  

 ただ、三人称は視点の設定が狂うとわけがわからなくなるから、構成

とかもよく考えなければならない。  

 まあ、三人称で三角関係といけば、ドラマが生まれて、小説としては

読み応えがあるのは当たり前か。  

 視点でいうと、やはり話題になるのが志賀直哉の『暗夜行路』。  



 これは時任謙作という主人公の視点でずっと書かれているんだが、最

後の二十分の一くらいは主人公の奥さんの視点で書かれている。  

 志賀は無意識にそうなったといっているが、主人公に対する奥さんの

おもいを書くために、意識的にそうしたとおもわれる。  

 そういう意味では『暗夜行路』は私小説という枠からはみでている。  

 さて陽羅は、文体や視点を中心とした、小説の書き方の自分なりの方

法として「小説三化」といっている。  

「異化」「意識化」「徹底化」の三化。  

 これができていれば、うまく書けたといっていいかとおもわれる。  

 この三化も説明すれば三時間はかかるので、ＨＰをごらんくださいと

言う他はない。  

 ただ、この三化が見事になされていて、芥川賞ももらっているのだが、

ちっとも面白くない作品があるんだから、困ったものだ。  

 理論と実践のギャップは、永遠に謎である。  

 その代表は、磯崎憲一郎の『終の住処』（ついのすみか）。  

 これは主人公が「彼」であと「妻」「娘」としか書かない。  

 「女」がでてくるが「黒いストッキングの女」「サングラスの女」、つ

まり地名のＫとかＹとかもそうだが、具体性がないと、読者の共感を得

られにくい。  

 『暗夜行路』が時任謙作でなく、「彼」なら、『人間失格』が大庭葉蔵

でなくて「彼」なら、『智恵子抄』が「妻抄」なら、これほど読まれては

こないとかんがえる。  

 どんな言葉を使ってもいいのだけれど、どんな言葉といわれても、苦

労するというひとのために、それならこういう言葉は使わない方がいい

という逆転の発想、それが「未使用十箇条」。  

 不必要という意味だが、これもＨＰを見て貰ったほうがいい。  

 ちなみに、これが完璧になされているのが多和田葉子なんだが、多和

田の小説は優れているとは思うが、お世辞にも面白くない。  

 ということは、「未使用十箇条」を守っても、（作品としてはレベルア

ップするけれども）読んで面白い作品になるとはかぎらないということ

だ。  

 もしかすると（いやおそらく）タイトルの付け方も、（編集者とか他人



に作ってもらったのなら別だが）【絶対文感】なのだ。  

 コピーライターでもないのにあれこれタイトルを工夫する作家、奇抜

にして売らんかなのコンタンありありの作家、内容のつまらなさ希薄さ

をせめてタイトルでなんとかしようという作家、そうした作家の作るタ

イトルは、そのときだけは面白くても時と共に色褪せる。  

 だから、『限りなく透明に近いブルー』とか『天井から降る哀しい音』

とか、気の利いたものができないときには、漢字二文字にするといい。  

 これはこっそり教える内緒の話だが、どういうわけか、日本文学の傑

作の大半は漢字二文字である。  

 浮雲、平凡、舞姫、草枕、行人、道草、明暗、破戒、新生、蒲団、耽

溺、煤煙、運命、途上、河童、和解、友情、黒髪、疑惑、縮図、細雪、

雪国、上海、機械、旅愁、微笑、黒猫、檸檬、蒼穹、野火、桜島、晩年、

津軽、斜陽、満願、野狐、世相、潮騒、音楽、死霊、幽霊、海市、廃市、

驟雨、暗室、冨士、猟銃、闘牛、静物、飼育、箱男、沈黙、妻隠、荒魂、

月山、群棲、珠玉、等々、まだいっぱいある。  

 余談だが、小説はテーマが必要といわれる。  

 テーマ（trema）はドイツ語であるが、テーマパークは和製語である。  

 テーマパークの反対は、テーマのない公園だから、やはりテーマパー

クのほうへ人は行く。  

 ただ、テーマは大切だが、テーマ小説は、そのテーマに関心のないひ

とには、つまらない。  

 きちんとノートをとって、あらかじめ意識的に書く人が多いだろうが、

たまに無意識的に書く、いわば無手勝流の人がいて、困るが、このやり

かたもやっぱり意識的なんだろうとおもわれる。  

 書いているうちに、横道にそれたり、脇役が主人公になったり、短編

のつもりが長編になったり、これも小説を書く悦びのひとつにちがいな

い。  

 ただ作者としての一番の悦びは、創作世界にはまりこんでいる没我の

または白昼夢の（悪夢もあるが）感覚であって、それは（たぶん錯覚で

あろうが）セックスの悦びに似ている。  

 それで、できふできは別として、我が子（作品）ができるなら、さら

に似ている。  



 つまり、作品完成後は、創作中の悦びではないもの、自責の念も無力

感も重荷意識も含めて、それでも生まれた子は可愛いという、可愛いな

らもうひとり兄弟を作ってあげようという、可愛くないならもうひとり

こんどは可愛い子を作ろうという、そうしたもので、あんがい一般的と

いう範疇で他愛のないものである。  

 そんならホンモノの子を作ったほうがいいわけで、ということは、毒

にも薬にもならない、非現実的反現実的なことを、血と汗と涙と液をつ

かって、せっせとやっていることになる。  

 やっぱり、他人にはお勧めできない行為である。  

 それでも娼婦よろしく、やればやるほど金になるなら、他に金を稼ぐ

手段を持たない者には勧めてもよいが、娼婦の稼ぎの確実性に較べれば

万分の一だよと、ひとこと添えてあげる必要がある。  

 漱石が、小説を売るのは卑しく醜い行為であると考えたとき、こうし

たことを考えていたはずである、そうでなければそんな言葉がでてくる

はずがない。  

   

 


