
絶対文感【附録篇】 

 

  美的小説                       陽羅 義光 

 

 内容ではない。 

 

 書店や図書館で、まず冒頭の一頁を開いたときに、その文章その内容ではなく、見た目

の、さしずめ第六感というもので、読んでみたい小説、読みたくない小説を、分別すると

きがある。 

 

 見た目である。 

 

 あんがいそれが、選ぶポイントになっている人もいる。 

 すくなくとも、わたくしはその一人である。 

 その見た目、それはその人の美意識が左右している。 

  

 活字である。 

 

 手書き原稿なら、その筆跡に魅力を感じたり、不快感を覚えたりするだろうが、本は活

字であるから、その活字の字面を見て、美的か非美的か、感性的判断をする。 

 

 理性ではない。 

 

 なかには理性的判断で、もしくは嗜好的判断で選ぶ人もいる。 

 

 好き嫌いである。 

 

 たとえば、漢字は好きではない、カタカナは好きではない、ひらがなが好きだから、ひ

らがなの多い字面を選ぶ。 

 これは感性というよりも、常習的嗜好であるから、好きでないものは読まないことにし

よう、という理性が働いている。 

  

 嗜好か。 

 

 嗜好も美意識というものであって、めいめい異なった美意識である。 

 

 共通を求める。 

 

 その美意識に、人間共通のものがありはしないか、というのが、今回のテーマでもある。 

 

 個人ではない。 

 



 個人の嗜好というものとはまた別に、あるいは重なることもあろうが、客観的且つ本質

的な美しさ（醜さ）というものがあるはずである。 

  

 理屈はいい。 

 

 あれこれ理屈をいっても意味がないから、これから具体的な例文を引用して、検討して

みたい。 

 

 十名である。 

 

 きりがないから、十名の小説家に絞るが、その十名もみなわたくしの大好きな小説家と

する。 

 

 贔屓は度外視する。 

 

 しかもその小説家に就いては、順番をつけられないくらいに好んでいる小説家であって、

なぜならそうすれば依怙贔屓、贔屓の引き倒し、またはその逆の、余計な思惑は不要だか

らである。 

 

 それがいい。 

 

 いまのところは、それが最もいい方法だとおもわれるのでそうするが、とりあえずその

十名の小説家を順不同で列記する。 

 

 岩野泡鳴 

 葉山嘉樹 

 志賀直哉 

 梶井基次郎 

 横光利一  

 太宰治 

 吉行淳之介 

 埴谷雄高 

 池波正太郎 

 藤沢周平 

 

 以上の十名である。 

 

 あとはどの小説にするかだが、それも（前記の理由で）わたくしの大好きな小説とする。 

 

『耽溺』 

『セメント樽の中の手紙』 

『和解』 



『檸檬』 

『機械』 

『晩年』 

『夕暮れまで』 

『死霊』 

『剣客商売』 

『蝉しぐれ』   

  

 冒頭がいい。 

 

 たしかに主旨の上からは、冒頭がいいのだが、それでは説明しにくいものもありそうな

ので、できるだけ冒頭を使うが、あえて冒頭に絞ることはしない。 

 

 それでは書き出した順番で。 

 

 

 岩野泡鳴『耽溺』 

 

【僕はその夕がた、あたまの労れを癒しに、井筒屋へ行った。それも、角の立たない様に

わざと裏から行った。 

『あら、先生！』と、第一にお貞婆さんが見つけて、立って来た。『こんなむさ苦しいと

ころからお出んでもー』 

『なアに、僕は遠慮がないからー』 

『まア、お這入りなさって下さい。』 

『失敬します』と、僕は台どころの板敷きからあがって、大きな囲炉裏のそばへ坐った。】 

 

 岩野泡鳴は、『耽溺』以降は、会話を「」にしたが、やはり『』は、シンプルではなく、

重くて美的ではない。 

 評論家の書く文章が、非美的なのは、どうしても著作を『』で表示せざるをえないから

で、それならそれで別の手法をつかって、美的にするしかない。 

 

 それと「まア」なども、非美的である。 

 カタカナが非美的なのに、カタカナとひらがなをくっつけてつかうと、元も子もなく、

俗っぽさしかかんじられない。 

 里見惇（「とん」はたしか弓へんのはずだがパソコンに文字がない）の小説が、ひどく

俗っぽくかんじられるのは、ひらがなとカタカナをくっつける使い方を多用するせいであ

る。 

 同じ「白樺派」の志賀直哉というお手本があるのに、こんなふうな文章を書きつづけて

きたのは、美的センスの欠如としかいえない。 

 明治初期の作家にはこのやりかたが多く、その踏襲は古臭くもある。 

 

 それと「僕」であるが、大江健三郎や村上春樹なども「僕」をつかっているが、「僕」



という漢字が、どうにも非美的である。 

 それは〈線〉が多いからで、線の多い漢字、たとえば「嫌」とか「鎌」とかも、非美的

である。 

「僕」を使うなら、ひらがなで「ぼく」のほうがいい。 

 

 

 葉山嘉樹『セメント樽の中の手紙』 

 

【彼はシャヴルで、セメン枡にセメントを量り込んだ。そして枡から舟へセメントを空け

ると又すぐ此樽を空けにかかった。 

「だが待てよ。セメント樽から箱が出るって法はねえぞ」 

 彼は小箱を拾って、腹かけの丼の中へ投げ込んだ。箱は軽かった。 

「軽い処を見ると、金も入っていねえようだな」 

 彼は、考える間もなく次の樽を空け、次の枡を量らねばならなかった。 

 ミキサーはやがて空廻りを始めた。コンクリがすんで、終業時間になった。 

 彼は、ミキサーに引いてあるゴムホースの水で、一と先ず顔や手を洗った。】 

 

 これは、内容の点でしかたないのであるが、カタカナ文字の多用は、非美的である。 

 それは素人作家に多く、葉山嘉樹の小説は、そんな素人的なところにも魅力があるのだ

から、非美的だからといって、作品の価値がさがるわけでもない。 

 坂口安吾の小説もカタカナが多用されるが、やはり非美的である。 

 もっとも坂口安吾は、美的なんぞくそくらえという作家であるから、それはそれで文句

はない。 

 

 翻訳本が非美的なのも、そのせいである。 

 あの人名や地名などのカタカナがどうしようもないなら、ほかの部分には極力カタカナ

は使わないほうがいい。 

 カタカナを使うばあいは、バランスをかんがえて、すくなめに使うといい。 

 

 

 志賀直哉『和解』 

 

【この七月三十一は昨年生まれて五十六日目に死んだ最初の児の一周忌に当っていた。自

分は墓参りの為め我孫子から久し振りで上京した。 

 上野から麻布の家へ電話をかけた。出て来た女中に母を呼び出して貰った。 

「お祖母さんは如何ですか」と云った。 

「お元気ですけど未だお出掛けになるのは少し早いので、お墓へは今朝私が出て来ました」

と母が答えた。 

「そうですか。僕もこれから青山へ行く心算です」 

 二人は一寸黙った。 

「今日は青山だけですか？」と母が云った。 

「友達の所へも寄る心算です」と答えた。 



 母は云いにくそうに少し小声になって、 

「今日はお父さんお在宅なの…」と云った。】 

 

 志賀直哉の小説は、美的なものが大半である。 

 こういう作家は、この時代には皆無で、尾崎一雄などが、その文体に魅了されたのはよ

くわかる。 

 それだけではなく、私見では、シンプルで風通しのいい、美的な字面にも魅了されたの

である。 

 

 むずかしい漢字をつかわないのがいい。 

 表現もシンプルだから、余計に風通しがいい。 

「云う」は、「言う」をつかう作家が多いが、「言」はやはり線が多くて、非美的である。 

 そういえば、この「非」も「美」も、非美的である。 

 

 このごろは「いう」とひらがなが一般的だが、「いった」とやると「行った」「逝った」

「入った」があり、紛らわしいばあいは、使わないほうがいい。 

 それでも会話の後は、「云った」か「いった」がいい。 

 

 

 梶井基次郎『檸檬』 

 

【えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた。焦燥と云おうか、嫌悪と云

おうかー酒を飲んだあとに宿酔があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期

がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖カタルや神

経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけ

ないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節

も辛抱がならなくなった。】 

 

 梶井基次郎の小説は、内容はすべて美的だが、見た目は、どちらかというと非美的であ

る。 

「ー」を多用して、使い方もうまいが、夾雑物という感は免れない。 

「…」などもそうだが、ケイはどうしても非美的である。 

 堀辰雄は「…」を多用するが、それを美的とかんちがいしている節がある。 

 まだ三島由紀夫の「＊」の多用のほうが、気がきいている。 

 

 

 横光利一『機械』 

 

【初めの間は私は私の家の主人が狂人ではないのかとときどき思った。観察しているとま

だ三つにもならない彼の子供が彼を嫌がるからと云って、親父を嫌がる法があるかと云っ

て怒っている。畳の上をよちよち歩いているその子供がぱったり倒れると、いきなり自分

の細君を殴りつけながらお前が番をしていて子供を倒すと云うことがあるかと云う。見て



いるとまるで喜劇だが本人がそれで正気だから、反対にこれは狂人ではないかと思うのだ。】 

 

 横光利一は、表現を多様化した作家なので、こうしたものばかりではなく、『春は馬車

に乗って』など美的な小説も多いが、この行替えを二度か三度しかやらない方法論は、非

美的である。 

 これがまた、センテンスが長いとなると最悪である。 

 谷崎潤一郎の小説が、内容は美的なのに、見た目が非美的なのは、行替えのすくなさと、

センテンスの長さである。 

 谷崎潤一郎は、絵を描くのが苦手だったはず。 

 

 非美的と知りつつ、わたくしもときどき『機械』パターンを使うのは、同人誌に発表す

るばあいは、こうすると掲載料が五千円とか一万円分、安くなるからである。 

『機械』発表時は、押しも押されぬ有名作家だった横光利一に、そんな発想はあろうはず

もないが、梶井基次郎は生涯「同人誌作家」といってよく、経費のことが頭にあっても不

思議ではない。 

 

 

 太宰治『晩年』 

 

【  葉 

      

     撰ばれてあることの 

     恍惚と不安と 

     二つわれにあり 

      ヴェルレエヌ 

 

 死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてであ

る。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織りこめられていた。これは夏に着

る着物であろう。夏まで生きていようと思った。 

 

 ノラもまた考えた。廊下へ出てうしろの扉をぱたんとしめたときに考えた。帰ろうかし

ら。 

 

 私がわるいことをしないで帰ったら、妻は笑顔をもって迎えた。】 

 

 太宰治の小説の大半は、天才的に美的である。 

 この行間の空けかた、また行替えのセンス、そして漢字とひらがなとカタカナのバラン

スは、計算したというよりも、先天的にうまい。 

 だから『機械』と同じくぎっしり書いても、ぎっしり感はすくなく、字面に風が吹いて

いる。 

 センテンスが短いのも、美的にうつる。 

『晩年』は、この最初の一頁を開いただけで、読みたくなるし、買いたくなる美的な字面



のお手本である。 

 

 

 吉行淳之介『夕暮れまで』 

 

【座席から杉子は動こうとせず、 

「ここ、どこなの」 

 と、言う。 

「知っているくせに。きみはシートに獅噛みついているじゃないか」 

「だから、厭よ」 

「部屋だけ、覗いてみよう」 

 そうすればどうなるか、好奇心が動いたらしい。杉子は、車から降りた。 

 仲間の若い男が触れようとしない杉子の躯に、佐々は近寄っていった。そういう中年男

の厚かましさを待ち受けていたようなところが、杉子にはあった。 

 薄い皮をゆっくり剥いでゆくように、佐々は杉子の躯に触れていった。乳房を露わにす

るまでに、数時間かかった…。】 

 

 吉行淳之介のばあいは、意識的に美的なのである。 

 使用語彙の選択も意識的で、「身体」は「躯」（わたくしのパソコンでは出ないがメの

部分は口三つである） 

「嫌」は「厭」。 

「嫌」が、線が多いから厭なのかどうかは、確認できていないが、「云う」でなく「言う」

をつかっているところをみると、線が多いということは意識してはいない。 

 漢字の選択と配置にも気を使っていて、漢字が多く重なってしまうところは、あえてひ

らがなを使ったりしている。  

 また「！」や「？」がないのは、記号というものが、非美的であることを、判っていた

からである。 

 そのかわり「？」を使いたくなるところは、「？」を使わなくとも、問う会話にしてい

るか、「と聞いた」と書けばいいのであって、そういうことも実行している。 

 

 ちなみに「聞く」も線が多く、わたくしは近作ではひらがなにしている。 

 ただ「書く」だけは、わたくしが「かく」と書くと、あたまを「掻く」とおもう読者が

いるので、しかたなしに使っている。 

 

  

 埴谷雄高『死霊』 

 

【ーまあ、まあ、何処へですの？ 与志さん！ 

 と、彼女は断崖から跳びおりる決心でもしたふうに、きっぱりと彼の背後から呼びかけ

た。三輪与志は、正面の石段上に立ち止った。 

 ー友達のところへです。 

 と、彼は眼も上げずに、低く答えた。津田夫人は、石畳の上に跳びあがった。 



 ーなあんですって？ それづらいのことが、そんなに急ぐ理由になるんですの？ どう

して、みなと一緒に帰ってはいけないんです？ 私は、もう、歯にものを着せずいいます

が、貴方は、いったい…。 

 ー僕には、いろんな用があります。 

 と、三輪与志は相手を遮るようにぽつんと云った。】 

 

 会話を「」にせずに「ー」としているのは、シンプルで、美的ではある。 

「ー」も、こういう使い方をすると逆に美的になる。 

 その位置が、決まっているからだといえる。 

 小川国夫も会話は「ー」としているが、小川国夫のばあいは、余白の美をかんじさせる

小説が多く、やはり絵を描く人なんだなあとおもわせる。 

 

 埴谷雄高でさえも「！」を使うが、たとえば『死霊』では、「！」を使いたいなら、大

江健三郎風にゴシック活字をつかったほうが、作品的には似合うはずである。 

 美的かどうかは別としても、 

 プロレタリア詩人やアバンギャルド詩人やダダイスト詩人などが、詩でゴシックをつか

ったりしているが、わたくしは最初みたとき、これは美的だと魅了された。 

 けれども慣れてしまうと、美的でもなんでもなくなるものである。 

 ゴシック活字をへたに使うと、虚仮威しにしかならない。 

 

 むかしは小栗虫太郎ら、いまは平野啓一郎らの書くゴシックロマンは、漢字愛好家には

美的にうつるはずだが、それは「美的変態」とよんだほうがいい。 

 もっとも、変態であれ、美的なら、非美的よりはましなのであるが。 

 

  

 池波正太郎『剣客商売』 

 

【小兵衛の恩師・辻平右衛門は、それを、 

「愚なことじゃ」 

 きっぱりと、いいきったものだが、 

（われらには、辻先生ほどには到達しきれぬ） 

 いつも、小兵衛はおもっている。 

 まして、波切八郎のように、一道場の主ともなれば、平生、自分の相手をする者は何れ

も自分より劣った者たちばかりということになる。 

 となれば尚更に、おのれの力量の極限を、 

「真剣によって試したい」 

 と、おもいつめる。 

 波切八郎も、秋山小兵衛ならば、自分の遺恨によって勝負を申し入れたのではないこと

が、 

（わかってもらえよう） 

 そう考えたにちがいない。 

 つまり、小兵衛ほどの剣客ならば、自分の一命を捨てても、 



（悔いるところはない） 

 わけで、念願の真剣勝負の相手に、はじめて巡り合ったということなのだ。】 

 

 さっき余白の美といったが、それを最もかんじさせるのは、池波正太郎の小説である。 

 この徹底した行替えの手法は、原稿料の「水増し」の思惑と、読者に読みやすくという

配慮と、字面の風通しという美的効果と、一石三鳥をねらったものではないかとおもわれ

る。 

 池波正太郎の小説は、どの頁を開いても、白い部分が半分近くあり、美的である。 

 この白い部分と活字の黒い部分の比率が、黄金分割ならさらに素晴らしい。 

 これは、半分半分でもバランスがわるく、詩的に一行の末字が揃いすぎていてもつまら

なく、活字の行の凸凹の、微妙なバランスも考慮すると、さらに美的になる。 

 

 おもえば池波正太郎も絵が上手であり、みわたしてみると、絵の上手な作家はみな美的

である。 

 

 

 藤沢周平『蝉しぐれ』 

 

【そのぼんやりした耳に逸平の怒号がひびき、すぐに首のあたりがすっと軽くなって、文

四郎はばたばたと男たちが走り去る足音を聞いた。気がつくと顔を地面につけて倒れてい

た。 

「大丈夫か」 

 のぞきこんでいる逸平が言った。文四郎は起き直って地面にあぐらをかくと、大丈夫だ

と言った。蹴られた脇腹が痛み、また鼻血が出ているらしく顔がぬるぬるしたが、意識は

はっきりしている。 

「与之助を見てくれ」 

「やつは大丈夫だ。起き上がった」 

 与之助はだいぶ殴られたり蹴られたりしたらしく、立つことは立ったものの、ふらふら

と身体が揺れていた。文四郎がそばに行くと、与之助は蚊が鳴くような声で、ひどい目に

あったよと言った。 

「やつらは何と言ったんだ」 

「葛西塾に行くのは生意気だと言うんだよ」 

「やっぱりな」 

 文四郎と逸平は、暗い中で顔を見合わせた。 

「こうなったら意地でも江戸で学問して、やつらを見返してやるしかないぞ、与之助」 

 そうしろ、と逸平もはげました。 

「歩けるか」 

「一人じゃ無理だ」 

 与之助が情けない声で言った。 

「よし、送って行こう」】 

 

 藤沢周平も美的な小説を書く作家のひとりで、それは風通しという部分ではなく、語彙



の使用方法によく顕われている。 

 凡庸な作家なら「バタバタ」「ヌルヌル」「フラフラ」とやるところを必ずひらがなに

しているし、時代小説とはいえ、矢鱈と漢字を使わずに、「ひびく」「やつら」「はげま

す」と漢字を使っても不思議でないところまで、バランスをかんがえてひらがなにして、

美的効果の配慮をしている。 

 池波正太郎や藤沢周平など、人気流行作家でもこうした配慮がうまくできるのは、本来

美的感覚が備わっているからである。 

 いまをときめく佐伯泰英の時代小説は、なによりも風通しがわるく、美的からはほど遠

いが、それでも「！」「？」などの記号やカタカナをたまにしか使っていないのは、さす

がである。 

 

 いろいろ理屈を並べたが、見た目というのは、基本的に感覚である。 

（自慢にもならないが、という言い種は結句、自慢をしていることなのだが）わたくしが

その感覚を磨いてこられたのは、デザイン会社で四十年働いてきたことと無関係ではない。 

 デザインにもあれこれ理屈はあるのだが、最終的には感覚である。 

 わたくしはその関係で沢山の本のカバーデザインもやってきたが、最近は素人デザイン

が多く、本が届くと、カバーデザインを見ただけで、出版社はもとより、作者のセンスが

解ってしまう。 

 デザインのセンスと文章のセンスも、けっして無関係ではないのである。 

 

 以上だが、美的な字面なんてと莫迦にしてはいけない。 

 小説は絵画ではないから、見た目は評価の対象にはならないが、見た目だって美的なほ

うがいいに決まっている。 

  

 ここにあげた十名の作家のうち、合格は五名である。 

 

 志賀直哉 

 太宰治 

 吉行淳之介 

 池波正太郎 

 藤沢周平 

 

 確率五十％はすごい。 

 もし、大好きな小説家という基準で選択しなかったら、確率は一％になるはずだ。 

 

 

 


