
絶対文感【昔日篇】 

 

 第十九章 後藤明生               陽羅 義光 

 

（定義というほどの大袈裟なものではないから、理屈は省くが）小田切秀雄が名付

けた、「内向の世代」なる作家群がある。 

 わたしが知っている範囲内でいうと、古井由吉、小川国夫、黒井千次、後藤明生、

阿部昭、坂上弘、日野啓三、高井有一。 

 女性作家では、大庭みな子、富岡多恵子、文芸評論家では、秋山駿、柄谷行人あ

たりか。 

 

 わたしの兄ともいうべき世代の作家たちであるから、敬愛の念もあって、よく

（「よく」のレベルではなく「手当りしだい」という形容が当たっているだろう）

読んではきた。 

 それでもこの十数人のなかで、わたしがそれなりに評価している作家は、三分の

一しかいない。 

 古井由吉、小川国夫、富岡多恵子、柄谷行人である。 

 それでも、やはり騙されてきたというおもいは消えない。 

 文学というものは、これでいいのかとかんがえると、これじゃいかんという答し

かでない。 

 それでも、絶対文感という観点から視ると、この四作家は戦後から今日に至る作

家のなかで、特筆すべき存在ではある。 

 過大評価されている者もいるけれども、わたしのイメージでは、黒井千次は芥川

賞選考委員として威張っていた人であり、阿部昭はエッセイに近い私小説を書く人

であり、坂上弘は小出版社の社長として悦にいっている人であり、日野啓三はジャ

ーナリスト気質の抜けなかった人であり、秋山駿と高井有一はカルチャーセンター

講師に甘んじていた人であり、大庭みな子は一種の帰国子（婦）女小説を書く人で

ある。 

 きびしくいうと、それだけにすぎない。 

 

 黒井千次と坂上弘には、かつて理不尽な厭味をいわれたことがあるので、もう再

読する気もないし、再読に価する作品もない。 

 秋山駿と高井有一は、親しかった時期もあったので、つきあいていどに、これか

らも再読するつもり。 

 

 中上健次は、秋山駿を、 

「小林秀雄のエピゴーネン」 

 といっていて、高井有一を、 



「文章がことごとく死んでいる作家」 

 といっている。 

 わたしもそれに似た見解を持っているが、多少は弁護もしたいし。 

 他には、後藤明生の、（小説はいただけないが）文学エッセイは気になる、気に

なってしかたがない。 

 柄谷行人のものよりいいんじゃないか、とおもったこともある。 

 だから、これも再読する。 

 

 どうしてこんなことをいいだしたかというと、「内向」なんてものが、文学にま

つわりだしてから、ろくなことはないからだ。 

 それは「内向の世代」だけのことをいっているのではなく、「近代文学」という

ものが、「内向」を重要視したということがあるであろう。 

 外国に目をやると、二十世紀フランス文学は「内向」が主流で、その代表格がプ

ルーストであろう。 

「偉大なるプルーストの偉大なる『失われし時を求めて』から世界の文学は変った」 

 なぞという仏文学者がいるが、わたしにいわせれば、「変った」のではなく「つ

まらなくなった」のである。 

 それは私見では、映像の影響が多分にあるとおもわれる。 

 バルザックの小説に顕著な、外部の精密な描写が、映像にかなわないとわかった

ときから、作家は内部の精密な描写に腐心してきた。 

 映像では内部は映らないからである。 

 けれども、外部であろうと内部であろうと、作家が精魂込めて、精密に描写すれ

ばするほど、読者の愉しみは奪われていくといった、矛盾が生じるのである。 

 

 わたしは村上龍の『限りなく透明に近いブルー』を鋭く批判した、井上光晴のこ

の言葉に共鳴している。 

 

【セックスに限らず、われわれはすべての現象や観念を主題に、自由に選ぶことが

できるが、それをどのように精密に描写し得ても、人間の心にとって、プラスにも

マイナスにも響かなければ、しゅせんそれはそれだけの絵柄に過ぎない】 

 

【昨日を悔やまず 明日を希まず】 

 がわたしの人生訓であるけれども、つまらんものをつまらんとおもいつつも、い

っぱい読んできてしまったことに、忸怩たるおもいでいる。 

 これからは「外向」の文学だけを、大いに再読していきたい。 

 

 でもとりあえず、後藤明生（１９３２～１９９９）は大学の先輩、学部の先輩で

もあるし、一応やっておきたい。 

 小説の代表作は『私的生活』『挟み撃ち』『笑い地獄』『夢かたり』『吉野大夫』



あたりであろうか。 

 とにかくどれもつまらない。 

 最近も傑作短篇とのふれこみでアンソロジーに収録されている『十七枚の写真』

を読んだが、読めたものではなかった。 

 

 古井由吉は大江健三郎との対談のなかで、こんなことをいっている。 

 

【私は内向の世代の一人といわれていますが、内向の世代というのは七〇年ごろ出

てきた一群の作家たちで、当時、「難解」という非難を向けられた】 

 

 だれから向けられたのか。 

 もし読者というなら、すくなくともわたしは「難解」とかんじたことはなかった。 

 苦痛をかんじつつ読み続けてきたわけであるが、「難解」だったから苦痛だった

のではなく、「つまらない」から苦痛なのであった。 

 

 講談社に「文芸文庫」というシリーズの出版物があって、文庫なのにめっぽう価

格が高く、どういうコンセプトで選定しているかもかいもく解らないものであるし、

読まねばよかったと反省することも多々あるけれど、じつに読みやすいという理由

だけで、わたしはずいぶん購入し、お金がないときは図書館で借りて、ほぼ全册を

読了している。 

 そこに「内向の世代／初期アンソロジー」という、いいかげんな編集の一冊があ

り、つまらない六つの小説が収録されている。 

 後藤明生『私的生活』 

 黒井千次『闇の船』 

 阿部昭『鵠沼西海岸』『日日の友』 

 坂上弘『ある秋の出来事』 

 古井由吉『円陣を組む女たち』 

  

 それで、『私的生活』より引用する。 

 どこを引用しても、つまらないのであるが、しかたないから冒頭にする。 

 

【八時まで、だいたい三十分単位で続けられる幾種類かの子供用テレビ番組を見終

った長男の泰男が、何回も妻 

に叱られたあげく、ようやく寝たあとであるから、時刻は八時半くらいであったと

考えられる。わたしはいつものとおり、日曜日のその時間にやっている幕末ものの

テレビ番組を見ながら、金、土と二日風邪のために休んだ会社のことを、漠然と考

えていたようだ。 

 だから、ダイニングキッチンに置いてある電話が鳴ったとき、そこで夕飯の後片

づけをしていた妻がまず出たのは、ごく当然のことといえる。受話器を取りあげて



からも、ごく自然に応対している妻の声がきこえた。そしてわたしが、テレビの画

面から目を離さないまま、電話の主は誰であろうかとちらりと考えてみたのも、ま

た自然だ】 

 

 この電話の主は、ある夫人であるが、それはともかく、「わたし」が「八時半」

を導きだすために、長男やテレビを引っぱりだすのも安易なら、「当然」「自然」

の行為を、これみよがしに書くのもいただけない。 

 これまで、冒頭に呻吟刻苦してきた先人を、莫迦にしているといってよい、この

ふやけた文章（絶対文感）は、困ったものである。 

 

 先ほど書いたが、後藤明生には、わたしが気になる文学エッセイが、膨大といっ

ていいくらいある。 

 そのなかに『私的生活』に就いての文章もあるから、作者の自己弁護に協力する

おもいで、これも引用する。 

 

「『私的生活』後記」より。 

 

【わたしは「笑い」というものを、小説の中心において考えてきた】 

 

「笑い」を書くなら、まずその文章そのものに「笑い」がなければならない。 

 

「わが著書を語る」より。 

 

【現代人の「住い」としての団地は、まだ小説の形で本格的に追求はされていない

ようです。単なるテレビドラマ的背景、あるいは風俗としてではなく、現代の象徴

としての団地というものを通して、「個」としての現代人を追いつめてみよう】 

 

 なるほど、意図はわかるが、団地が現代の象徴のひとつとは、考え過ぎである。 

 わたしも長く団地住いをしてきたが、あくまでも「仮の宿」であり、「終の住処」

でない団地は、象徴というよりも表層であろう。 

 

「なぜ日常の細部に固執するか」より。 

 

【確かにわたしはこれまでの小説の上で、一人の男の生活の細部にこだわり続けた。

しかしそれは、かつて「私小説」が現実全体の森の外に（あるいは上に）、もう一

つの小宇宙を造り出し、そこの主人公である「私」の人間像を鮮明に描き出すこと

に成功した形で、一人の個人を表現するための方法としてではない。わたしの場合

の個人は、どうしても森全体から離れられない一本の樹に過ぎないからだ】 

 



「一人の男の生活の細部にこだわり続ける」のは、べつだん読者にとってもわるい

ことではない。 

 けれども、つまらぬ男の、つまらぬ生活の細部にこだわり続けられても、迷惑で

ある。 

 そういうことは、小説ではなく、日記でやってもらいたい。 

 わたしは何度もいってきているが、小説とは３Ｍである。 

 すなわち、【ものがたり】【もののあはれ】【ものごころ】である。 

 それらを、絶対文感で書く。 

 後藤明生は「現代」ということにこだわり、「現代現代」と繰り返しいい続けて

いるが、「現代」ということはあまり考える必要はない。 

 現代人が書けば、すべからく現代小説になるし、それは、歴史小説を書いても例

外ではない。 

 ３Ｍ皆無の小説は、たぶん小説ではない。 

 ちなみに、後藤明生が大切にしている「私小説」の世界にも、３Ｍ全有の小説は

沢山ある。 

 

 それでもここにおいて、わたしたちが（すくなくともわたしが）気にしたいのは、

後藤明生はまちがいなく、懸命に小説のこと、文学のことを考えているという事実

である。 

 つまりじつに「意識的」な作家なのである。 

 むろん、つまらぬ細部を描写しつづけるのも「意識的」な作業なのである。 

 わたしもわかいころは、小説の価値は作者がどれだけ「意識的」になてるかだ、

とかんがえてきて、【意識化】【徹底化】【異化】を自分に課してきた。 

 ただ問題は（これが問題なのであるてれど）、どう意識化し、どう徹底化し、ど

う異化するか、そこなのである。 

 

 後藤明生が「内向の世代」の作家たちの中で、小川国夫、古井由吉と並んで、じ

つに「意識的」な作家である証拠に、わたしは後藤明生の文学エッセイのなかで、

秀逸なものをいくつか引用してみたい。 

 とおもったが、難解なものが多いので、地下鉄でサリンにやられて以来の「飛蚊

症」が、最近悪化しているわたしには、難解で且つ細かい活字本の再読は無理だ。 

 そこでいま手元にある文章から選ぶとする。 

 これなら何度も読んでいて、半分は暗記もしているから、引用しやすい。 

 

「現代にとって文学とは何か」より。 

 

【すべての人間は、一人の例外もなく、その人間の属した時代の〈現代人〉として

生き、その時代における〈現代人〉として死ぬ。あるいは死んだ。そしてまた、死

ぬはずである。当然といえば当然の話だ。しかし、現代にとって文学とは何かを考



えるならば、〈文学〉にとってもまた〈現代〉とはそのようなものであることを、

考えずにはいられないだろう】 

 

【要するに、私小説は、近代日本における最も必然的な文学様式だった。上半身は

〈エゴ〉にめざめさせられながら、下半身は〈家〉〈天皇制〉〈義理〉〈人情〉か

ら未解決のままだった時代において、私小説は最も実践的、理想的な自己解放運動

だったといえる】 

 

【さて戦後批評家たちは私小説の破産を宣告した。しかしその後出現した戦後文学

の〈神〉とは何だろう？ 〈戦争〉だろうか？ 確かに戦後文学における〈戦争〉

は他者へ語りかける媒介となり得た。しかしいずれもその書き手たちは〈戦争〉か

らの復員兵だった】 

 

【生きているわたしを、ぐいぐい押し込んで来る現実。のど輪、内がけ、外がけ、

その他ありとあらゆる攻め手によってわたしを窮地に追いこんで来るもの。それが

ほかならぬ、わたしにとっての現代であるが、その現代との無限運動的な問いのく

り返し。現代におけるわたしの文学とは、そのような形をしていると言えるだろう】 

  

 人間を窮地に追いこんで来るものは、人間として生まれたという宿命であり、よ

ってそのことは〈文学〉以前の問題であると考えるわたしは、むろん後藤明生の被

害妄想的なこだわりかたに賛同はできないが、後藤明生の文学エッセイの絶対文感、

後藤明生の小説よりも、百倍いいのではないか。 

  

 よってもうひとつ、おまけ。 

「最も衝撃的な青年の孤独」より。 

 

【生まれることは、出会うことである。生きることは、関係することである。死ぬ

ことは、別れることである。つまりわれわれは皆、あるときに出会い、関係を持ち、

やがて別れるわけであるが、孤独というものをわれわれが意識するのは、まだ「関

係」の段階においてである。その「関係」の中でなんらかの形で自己実現をしよう

とする場合であり、その自己実現の欲求が何らかの形で挫折したときわれわれは、

結局自分は一人なのだという、当たり前のことにようやく気がつく】 

 

【青年がはじめて愛をおぼえた女性の前で、自己の肉体と精神との分裂の有様を、

どうしても表現することのできないときに意識される孤独感ほど、衝撃的なものは

ない。そのとき青年の前には、どうにも踏み越えることができない、異なった「性」

が横たわっている。この異なった「性」は理解されようとして用いられる、いかな

る「ことば」をも無効にしてしまう】 

 



【すなわち男性の場合は、はじめて「愛」をおぼえたひとりの女性の前で自己表現

の欲求にかられたとき、はじめて自分と全世界との間に横たわる不条理を知ること

になるわけだ】 

 

 この自意識過剰な見解にも同調はできないのは、わたしの場合は、青年ではなく、

幼年に近い少年の時代に、すでに人間の孤独を意識し、世界の不条理を知ったから

である。 

 だいたい、青年時代だなんて、おそすぎやしないか。 

 だいたい、おぼえた「愛」なんて、まともな青年なら、まがいものと認識できる

もんじゃないのか。 

  

 まあかように、被害妄想的で自意識過剰的な文学エッセイではあるが、短文であ

りながら、読みごたえは十分にあるし、考えさせられもする。 

 これ以上蛇足的にいう必要は無い。 

 ご本人が、自分の文学エッセイに就いて、謙遜気味にこう的確に書いているから

である。 

 

【例えば、ここには、食べ物や酒や、いわゆる趣味事に属する文章は何も見当たら

ない。ヤボといえば、まったくヤボな話である。芸が無いといえば、そうもいえよ

うが、わざわざそうしたのではなく、結果的にそうなったのであるから、これがわ

たしの現実ということであろう。それにわたしは、いまのところ、いってみれば隠

し芸的な、風雅な随筆など書けるとは思っていないし、むしろ散文に徹したい気持

である。まだまだ徹し切れない憾みの方が、いまのところは大きい】 

 

【例えばマッチ棒一本についても、三枚分考えることもできれば、三百枚分考える

こともできるわけだ。そういう意味でわたしは、たとえ三枚の原稿といえども、す

でに結論が出てしまっていることは、書かないように努めたつもりである。原稿用

紙に向ってはじめて考えはじめ、いまだ暗闇の迷路の中にしかない何ものかを、何

とか発見すべく悪戦苦闘した。当然の結果としてわたしは疲労したが、満足をおぼ

えたのも、そのためだったといえるだろう。肩に力の入り過ぎた部分は、そのよう

にして流されたわたしの汗と受取っていただけたら、幸甚である】 

 

 きみ、後藤明生の文学エッセイは、おすすめですよ。 

 

 さてこれは、『絶対文感【付録篇】』で書くべきであろうし、多少は触れてもい

るのだが、小説の題名に就いて、すこし書いておく。 

 というのは、もうお役目終了と、あとはつれづれなるままに、後藤明生の文学エ

ッセイを再読していたら、題名に就いてこう書かれていたから、それを糸口に、ま

た書きたくなってきたのである。 



 

「無名氏の話」より。 

 

【小説の題名とはそもそも何だろう？ 

 おそらく解答はそれぞれの作者にあるであろうが、題名とは作者がすでに書き終

わった作品を見る〈眼〉だ、というふうにいえるかも知れない。またいい換えれば、

そもそも一つの発見である作品に対する、作者自身の再発見であるとも考えられる。

再発見されたものへの、命名である】 

 

「題名も作品の重要な一部である」という意見があって、わたしもそれに賛成だが、

その理由の一つは、後藤明生のこの意見におおむね賛成だからである。 

 でも他の理由もあって、それは単純なことだが、読者の立場に立ってみれば、題

名に惹き付けられ読みたくなる、ということもあるからである。 

 まだ他にも理由があって、それはこれから述べることのなかに、きっと含まれる

だろうから、重複は避ける。 

 

 私事で恐縮だが、わたしは小説の題名が上手いとよくいわれる。 

 何十年もコピーライターをやってきたからだろう、という人がいるが、開高健は

コピーは上手いけれど、小説の題名は上手いほうではないから、コピーライター

云々は正解ではないかもしれない。 

 それならボキャブラリーが多いせいだとなるが、多すぎるとかえって大江健三郎

風に懲り過ぎた題名になって、みっともないとはいわないがすくなくともセンスが

ないことになる。 

 それなら日本語のセンスがよいということかとなるが、そこまではうぬぼれやで

もない。 

 ようするに、小説を書くことと同じくらいの時間をかけて、あれこれ悩むからだ

というところに落ちつきそうである。 

 いったいに、同人誌の小説の題名は、大半がへたくそである。 

 それは大手出版社の、センスある編集者の協力が得られない、ということもある

けれど、〈売り物〉でないんだからいいや、っていう甘えもあるんだな、きっと。 

  

 まず、【長い題名はやめる】。 

 わたしの好きな小説に、いうだけで五秒はかかる題名があるが、例えば文学仲間

と文学談義をしていて、いくら好きでもその題名をいうのがかったるいから、その

小説は話題にしない、ということになる。 

 川上未映子は好きな作家だが、『わたくし率 イン 歯ー、または世界』はいく

らなんでも長過ぎる。 

 同じ川上なら、好きな作家ではないが、『神様』『龍宮』『真鶴』の川上弘美の

ほうが賢い。 



 それと、【カタカナタイトルはやめる】。 

 日本語で書くのなら日本語にすべき、というのは常識であるが、そういうことよ

りも、日本の作家がカタカナタイトルを使うと、作家そのもの、小説そのものが安

っぽいイメージになるからである。 

 たとえば、わたしが芥川賞の選考委員なら、『スティル・ライフ』というタイト

ルだけで、池澤夏樹には芥川賞をあげないはずである。 

 それから、【意味不明の観念語はやめる】。 

 書いた本人だけが解っている、ということは、読者はわからんだろうという、エ

ラソウな姿勢で、読者を小馬鹿にしたものだから。 

 藤枝静男は、そんなつもりはないであろうが、『欣求浄土』『田神有楽』などは

いただけない。 

 大庭みな子にも、凄い漢字四文字のタイトルがあったが、このパソコンではでて

こない文字である。 

 もっとも、わたし自身、わかいころは、長い題名も、カタカナタイトルも、意味

不明の観念語表題も、使ったことがある。 

 それであんがい、悦にいっていたことがある。 

 忸怩たるおもいだが、悦にいっていた自分の阿呆さかげんに気づいたのだから、

長生きはするもんだ。 

 

 さて、明治以降の小説の題名で、わたしなりに、これはいけるというベスト５０

プラスαを、順不同で書き出してみようかな。 

 ざっとおもいついたままだから、後でもっといい題名を思い出すかもしれないの

だがね。 

 

『舞姫』森鴎外 

『追儺』森鴎外 

『浮雲』二葉亭四迷 

『平凡』二葉亭四迷 

『草枕』夏目漱石 

『行人』夏目漱石 

『道草』夏目漱石 

『明暗』夏目漱石 

『破戒』島崎藤村 

『新生』島崎藤村 

『蒲団』田山花袋 

『黒髪』近松秋江 

『耽溺』岩野泡鳴 

『冥土』内田百間 

『和解』志賀直哉 



『剃刀』志賀直哉 

『芋粥』芥川龍之介 

『河童』芥川龍之介 

『歯車』芥川龍之介 

『機械』横光利一 

『寝園』横光利一 

『旅愁』横光利一 

『雪国』川端康成 

『禽獣』川端康成 

『女坂』円地文子 

『地上』島田清次郎 

『赤蛙』島木健作 

『檸檬』梶井基次郎 

『交尾』梶井基次郎 

『刺青』谷崎潤一郎 

『細雪』谷崎潤一郎 

『一個』永井龍男 

『満願』太宰治 

『桜桃』太宰治 

『斜陽』太宰治 

『野狐』田中英光 

『晩菊』林芙美子 

『澪標』外村繁 

『野火』大岡昇平 

『事件』大岡昇平 

『桜島』梅崎春生 

『幻化』梅崎春生 

『死霊』埴谷雄高 

『富士』武田泰淳 

『普賢』石川淳 

『蒼茫』石川達三 

『猟銃』井上靖 

『闘牛』井上靖 

『喪神』五味康祐 

『海市』福永武彦 

『廃市』福永武彦 

『箱男』安部公房 

『飼育』大江健三郎 

『禁色』三島由紀夫 



『潮騒』三島由紀夫 

『音楽』三島由紀夫 

『変容』伊藤整 

『沈黙』遠藤周作 

『暗室』吉之淳之介 

『地唄』有吉佐和子 

『氷点』三浦綾子 

『舷燈』阿川弘之 

『月山』森敦 

『逸民』小川国夫 

『軽蔑』中上健次 

 

 なんだ、ぜんぶ、漢字二文字じゃないの、と呆れることなかれ。 

 それが、シンプルで、センスがよくて、読みやすく、呼びやすい。 

 ただ、歴史小説で（文芸評論にもあるが）漢字二文字の『義経』『実朝』『信長』

『芭蕉』など、これらは安易すぎるなあ。 

 

 漢字四文字もわるくはないものの、『金色夜叉』『暗夜行路』『人生劇場』『無

限抱擁』『人間失格』など、かっこうはいいが、かっこうつけすぎで、おおげさな

かんじがする。 

 

 漢字一文字もかなりあるが、『雁』『門』『春』『烏』『鮎』など、殺風景で味

気ないかんじがする。 

 

 漢字ばかりで、硬すぎるとおもうひとや、内容を説明したがる人は、よく真ん中

に「の」を入れる。 

『痴人の愛』『新樹の言葉』『夏の闇』『夢の島』などという調子だが、「の」の

前の漢字と後の漢字のイメージが似通っていて、つまらない題名である。 

 そういう場合は、前後をひっくりかえすといい。 

『愛の痴人』『言葉の新樹』『闇の夏』『島の夢』などのほうが、新鮮な香りがし、

すくなくとも説明っぽさは消える。 

 わたしにも「の」をいれた題名の小説がいくつかあって、そのなかでも（出版社

の社長の案に押し切られてしまった）『道元の風』には、いまでも後悔をしている。 

『風の道元』なら、まだましだったが、わたしは『道元雪月花』を主張した。 

 ううむ、これも、いまおもうと、かっこつけすぎかな。 

 

 いくつかの文学賞の選考委員を長くやってくると、本や小説の題名を見ただけで

作者の力量がわかる。 

 作品や本の内容が、おもしろい、つまらない、うまい、へた、ということではな



く、だから授賞に価する、価しないということでもなく、作者の力量が、自分でも

不思議なくらい、わかるのである。 

 それがはずれる確率は、１％程度である。 

 


