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  〈文学論争〉私見                  陽羅 義光 

 

 文学論争に就いて、少々。 

  

 外国の文学論争は、よく解らない。 

 ゲーテとシラーのものは、ちょっと解っているつもりだが、論争というよりも、

なにしろ盟友なので、盟友ゆえの不満らしきものがゲーテにあった気がする。 

 

 明治以前も、よく解らない。 

 上田秋成と本居宣長のものは、ちょっと解っているつもりだが、論争というより

も、なにしろライバルなので、ライバルゆえの中傷にちかいものが秋成にあった気

がする。 

 

 それで日本の近代文学、現代文学ということにするが、これらならよく解ってい

るから、ということではない。 

 これらだってよく解らないのだが、解らなくとも、自分の問題と無関係ではない

ので、私見として述べたいのである。 

 

 文学論争に就いては、学術博士で作家の小谷野敦の『現代文学論争』という、詳

細を極めた本が出ている。 

 わたくしは半世紀というもの学者嫌いできているが、詳細を極めるという点にお

いては、学者を畏敬しているつもりである。 

 ただ、詳細を極めたからといって、真実を究めたかというと、そうでないところ

が学者の学者たるゆえんであるとも認識している。 

 

 よってこの拙文では、そんなことはやらない。 

 

 どうせやっても学者にはかなわないし、どうせやっても学者にだって解らない。 

 その論争の渦中にいる者にしか解らないところがある、とかんがえている。 

 文学論争といったって、酒場での仲間うちの議論と本質的には変わらないものだ

し、そうしたものは人間関係や場の雰囲気や、まためいめいの心的状態と無縁では

ないからである。 

 だから、さっきも述べたとおり、解らなくったって、自分の問題と無関係ではな

いので、私見として述べたいのである。 

 つまり、あくまでも自分本位であって、その文学論争の勝ち負けや優劣を云々す

るものではない。 

 



 

    ＊       ＊ 

 

 

 さて、文学論争とひとくちにいっても、大小あり長短あり有名無名あり激烈穏便

ありと、さまざまである。 

 今回わたくしが取り上げたいものは以下のとおりである。 

 

一 坪内逍遥と森鴎外による、ある意味で本質的な〈近代文学〉論争 

 

二 川端康成をめぐる、耕治人の訴訟と、臼井吉見が書いた『事故のてんまつ』事

件における論争。 

   

三 江藤淳のやった数多い文学論争のうち、多くの作家がふりまわされた「フォニ

ィ」論争。 

 

四 倉橋由美子などの小説に関係した（「盗作」「剽窃」「捏造」論争などにも発展

したところの）「模倣」論争。 

 

五 「内向の世代」という名称の是非と、その文学の真価を問う論争。 

 

六 歴史小説や時代小説を書く作家にとって無視できない、森鴎外いうところの

「歴史其儘」と「歴史離れ」に就いての論争。 

 

七 オウム事件もしくは麻原教祖に関して、言葉を寄せた作家、評論家たちの論争 

 

八 笙野頼子が髪の毛を逆立てて、繰り返しやった「純文学」論争。 

 

九 泥試合的な、柳美里の「裁判」に就いての論争。 

 

十 文学団体の存在意義を問う、永山則夫の「文藝家協会・入会拒否」論争。 

 

 以上がわたくしのかんがえる十大文学論争であるが、 

これ全部云々するのはかったるいし、いままですでに語っているものもあるから、

三つに絞ることとする。 

 その三つとは、三、六、八である。 

 これらに就いては、まだあまり云々してはいないからである。 

 

 一に就いては、教科書にも登場するくらいで、あまりにも有名な論争すぎる。 

 その割に、論争の最後は尻切れトンボに終わっていて、面白さに欠ける。 



 わたくしは森鴎外が好きであるから、どうしても森鴎外の肩をもってしまうが、

この論争に於いては、坪内逍遥に理がある。 

 

 二に就いては、わたくしは川端康成が好きであるから、耕治人や（わたくしの遠

縁である）臼井吉見の肩をもちたくはないが、作家というものが道徳人からはほど

遠いということを知っている者なら、ことさら騒ぎたてる問題でもないとかんがえ

ている。 

 川端康成ならずとも、極端な少女嗜好癖の作家は他にもいるし、少女と心中した

いとおもっている老人は、作家以外にもいるにちがいない。 

  

 四に就いては、倉橋由美子の文学を、わたくしは高く評価してはいないので、ど

うでもいい。 

 もし『パルタイ』などの倉橋由美子の小説が、ビュトールの模倣だったにしても、

ビュトールの小説自体が面白くもなんともないので、やはりどうでもいい。 

 ただそれでも、小説というものに独創なんかないとゲーテもいっているし、その

小説が模倣かどうかよりも、どう上手に模倣したか、どう下手に模倣したかを問う

べきであろう。 

 

 五に就いては、わたくしはあちこちで言及しているから、もういいだろう。 

 だいたい「内向の世代」とよばれた作家群とそのシンパのなかで、わたくしが意

識したのは、 

 小川国夫の小説と、 

 後藤明生の評論と、 

 古井由吉の言説くらいで、 

 その他黒井千次、坂上弘、加賀乙彦、日野啓三、高井有一、阿部昭、柴田翔、真

継伸彦、宮原昭夫、森内俊雄、三木卓、秋山駿、中野孝次、森真紀子、大庭みな子

などなどを、わたくしはあまり意識したことがないので、もうこれ以上はいいたく

はない。 

 

 七に就いては、エッセイのみならず拙作（長篇小説）『愚家族』でも云々したか

ら、これ以上いうこともあるまい。 

 なにはともあれ、麻原教祖を過大評価したのは、優れた思想家でもある吉本隆明

の、数少ない大きなミスである。 

 

 九に就いては、やはり何度か云々した。 

 柳美里にどんな理屈があろうとも、またどんな私小説作家弁護論があろうとも、

あるいはどんな私小説危機説を唱えようと、さらに原告側に作者とのどんな因縁が

あろうとも、加えてその作品がいくらレベルの高いものであるにせよ、断固として

いえるのは、小説には人を傷つけていい権利なんかない、ということである。 



 こうしたばあい、かならず作者は、モデルに対して侮辱する意図がなかったと自

己弁護するのだが、結果的に傷つけたのなら、それはまず自分の文章技術を反省す

べきなのである。 

 

 十に就いては、『絶対文感』の永山則夫の章で述べたばかりである。 

 しかし、二、三、言い残したことはある。 

 わたくしは、永山則夫の「文藝家協会」入会の推薦者（秋山駿と加賀乙彦）が、

入会拒否されたときにどうして辞めなかったのか不思議だと書いたが、このふたり

は桐山襲（１９４９～１９９２）に、どうやら依頼されたのだということである。 

 その依頼を受けた安易さが、辞表を書く重さに繋がるわけはない。 

 なるほど桐山襲なら、仕掛人としては最適の作家で、この騒ぎを予期していた可

能性もある。 

 あと、入会委員の河野多恵子が「そんな人が入ってきたら、わたし怖いわよ」と

いったらしいが、わたくしがその場にいたら、「そんなことをいう、あんたのほう

が怖い」といったに違ない。 

 もうひとつ、わたくしの「弟分」だと巷でいわれている見沢知廉（１９５９～２

００５）は、文藝家協会にすんなり入っているが、これは永山と同じ殺人者ではあ

っても、刑期を終えた者ならいいということらしい。 

 詭弁にもほどがある。 

 

 

     ＊    ＊ 

 

 

 それではひとつずつやるが、学者風にしつこくやっても莫迦莫迦しいとおもわれ

るのがオチだから、できるだけ簡潔にやりたい。 

 

 まずは、江藤淳のやった数多い文学論争のうち、多くの作家がふりまわされた「フ

ォニィ」論争。 

 

 江藤淳が「フォニィ」だと槍玉にあげた作家は、 

 辻邦生、 

 加賀乙彦、 

 小川国夫、 

 丸谷才一である。 

 対象作品は具体例が示されていないが、発言前後から推定して、 

 辻邦生は『背教者ユリアヌス』、 

 加賀乙彦は『帰らざる夏』、 

 小川国夫は『或る聖書』、 



 丸谷才一は『たった一人の反乱』あたりか。 

 いずれも作者としては、渾身の長篇である。 

 

 江藤淳のいうところの「フォニィ」とは、 

【空っぽでみせかけだけで、インチキでもっともらしい】 

 ということらしい。 

 また、 

【内に燃えさかる真の火を持たぬまま文を書き詩を作る人間は、つねにフォニィで

ある】 

 ともいっている。 

 そこで、慌て者は、「内に燃えさかる真の火」云々を書くのは私小説だから、江

藤淳はとうとう「私小説讃美派」に転向したとかんがえたものである。 

 そういえば江藤淳が書いた小説（『一族再会』など）は私小説で、江藤淳の『成

熟と喪失』は小島信夫の私小説『抱擁家族』のことを論じたものだ、なんてことを

いいだすしまつである。 

  

 江藤淳の鑑識眼を疑わざるをえないのは、そんなことではなく、たびたび「フォ

ニィ」を連発しながら、「フォニィ」の権化というべき、田中康夫の、 

『なんとなくクルスタル』 

 を絶讃したことである。 

  

 わたくしは四人の「フォニィ」作家の力作は、「内に燃えさかる真の火を持って

書かれた文」だとかんがえている。 

 そうでなければ長篇など書けるものではない。 

「空っぽ」でも「インチキ」でもないとかんがえている。 

 けれども、再読に値しないのは、「フォニィ」だからではなく、あくまでも結果

的に、「虚仮威し」の作品になってしまっているからで、いくら作者が「内に燃え

さかる真の火を持って」書いても、火の原料に不純物が混じっていては、こういう

作品になってしまうという例証でもある。 

 

 わたくしなぞも、これはまずいという作品を書いてしまったばあい、原因を探る

と、かならずそこに行き当たる。 

 そういう作品は大凡、依頼されたか、示唆されたか、感化されたか、他人の思惑

が搦んでいるか、個人の思惑が強すぎるか、いささかの邪念や、煩悩まじりの意気

込みで書かれたものが多い。 

  

 

 つづいて、歴史小説や時代小説を書く作家にとって無視できない、森鴎外いうと

ころの「歴史其儘」と「歴史離れ」に就いての論争。 



  

 大岡昇平は江藤淳とはちがう意味で、論争好きで困った作家である。 

 ちがう意味というのは、江藤淳が個人的嗜好によって論争する傾向があるのに、

大岡昇平の論難は信念というものから発する傾向があり、その信念は「一見正論」

を打ち出すものであり、それが困ったというのである。 

 なぜなら「一見正論」が即ち文学の正道とはいえないからで、問題があろうがな

かろうが、作品の善し悪しとは、ほとんど無関係だからである。 

 

 大岡昇平が最初、歴史小説に就いて論難した相手は井上靖である。 

『蒼き狼』 

（これはチンギスハーンの生涯を書いたものである） 

 は虚構が多く、けしからんというわけである。 

 もちろん井上靖も反駁したけれども、大岡昇平の「一見正論」にたじたじとなっ

ていた。 

 だが、歴史小説も小説である以上、虚構があるのは当然で、もし虚構のないもの

を書いたなら、それは歴史小説ではなく「研究」か「伝記」である。 

 

 じっさい大岡昇平は『蒼き狼』に対抗する作品として、またマルクス主義歴史学

の立場に立っての歴史小説として、短篇、 

『将門記』や、 

『天誅組』を書いたが、これらはあきらかに歴史小説というよりも、「史伝」であ

った。 

 大岡昇平の「一見正論」に倣うならば、私小説も虚構を徹底的に廃した「自伝」

でなければならず、そんなものはありえないから困ったもんだということである。 

 

 仮に私小説作家が、「自伝」を書こうとする。 

 けれども、そうなると記憶がそこまで正確だと自信のある者にしか書けず、そう

いう自信なんかそれこそ自信過剰でしかない。 

 仮に歴史小説作家が、「史伝」を書こうとする。 

 けれども、資料が正確で真実であると盲信する作家にしか書けず、もし書いたの

ちに、その元になった資料が虚構であったとしたなら、その作品は徒労という結果

の産物になってしまう。 

  

 評論家はもとより、作家たるもの、「一見正論」なんか吐くものではない。 

 なぜなら、「一見正論」なんか通用しない世界を書くのが作家であるからである。 

 

 大岡昇平は、歴史小説の「歴史離れ」を、潔癖家ゆえにあたまごなしに批判する

のではなく、その「離れ方」を批判すべきだったのだ。  

 前章で書いたが、たとえば司馬遼太郎の「離れ方」である。   



 司馬遼太郎が歴史上の人物を扱っていながら、史実を化粧したり装飾したり、マ

イナスイメージを与えるところは割愛したり縮小したりして書くという、その「離

れ方」である。 

 

 わたくしは歴史小説でも、現代の作家が書く以上は現代小説だとかんがえている

ので、「歴史其継」なんてことも、いわんやマルクス主義歴史学なんてことも、つ

まらんとおもう。 

 それでも、長年かけて、史実はしっかりと学び、読むべき資料は総てきっちりと

読んでから、書くことにしている。 

 というのは、読者が作者よりも史実をよく知っているということがあるので、そ

ういう読者を裏切る書き方はできないということである。 

 それだけ勉強し努力しても、かつてわたくしは、読者からの史実ミスの指摘を受

けて、おそれいりましたと平身低頭、改訂版を出したこともある。 

 

 それでも歴史小説を書いていて楽しいのは、どんなに探しても資料が残っていな

い部分があって、その部分は作家の想像力にかかっているからである。 

 たとえばこんな会話を交わしたとあっても、たとえばこんな女と関係をもったと

あっても、具体的な資料が残っていないかぎりは、その具体的な会話もその具体的

な関係も、推察で創ることが可能だからである。 

 そうして、歴史小説であるからこそ、ほかの小説では表せない（広義の意味での）

思想も表せるからである。 

 

 

 それでは最後に、笙野頼子が髪の毛を逆立てて、繰り返しやった「純文学」論争。 

 

 もちろん「純文学」論争は、それ以前にいくつもあって、それは大正時代末期に

「純文学」という言葉が生まれてからずっとあるのだが、横光利一が「純粋小説」

をいいだしてから、余計にややこしくなった。 

 この『純粋小説論』はわたくしも高く評価する論であるが、ひとくちでいって、

「通俗文学」と「純文学」の折衷を、「純粋小説」とよんで推奨したのである。 

 もうすこし解りやすくいうと、読んで面白く且つ文学性の高い小説ということで、

たしかドストエフスキーの『罪と罰』などが、見本にされていたと記憶している。 

 けれども横光利一自身の創作的試みは、残念ながら成功しなかった。 

 

 日本では長い間、私小説＝純文学という観念があって、それが一部払拭されたの

は、敗戦後であって、それには多くの文藝評論家や作家による、「私小説否定論」

があったのである。 

 けれども相変わらず私小説は生きつづけ、柄谷行人が「現代に私小説なんかない」

といっても、じっさいにあるのだからしかたがなかった。 



 ただ私見では、戦前の私小説と戦後の私小説は、根本的に異質なものである。 

 そのひとつのポイントは、戦後民主主義時代における私小説は、どうしても甘え

と自虐の産物か、同人誌作家や作家の卵の試作品（自分史小説）になってしまうと

いうことである。 

 

 それでは現代において「純文学」はなにかというと、正確に定義できている学者

はいない。 

 それは当たり前で、言葉というものは生き物であるから、ときとして病気になっ

たり、ときとして変貌したり、ときとして死んだふりなどして、ついには亡くなっ

たりするからである。 

 だいたい「純文学」という呼称にもともと無理があるわけで、文学に「純」も「不

純」もないし、また「純文学」だからといって、いくら出来がわるくとも、出来の

よい「大衆文学」よりも高位に立つということも妙な話ではある。 

 それなら、「純文学」なんて曖昧な呼称はやめて、「優れた文学」と「劣った文学」

があるか、「面白い小説」と「つまらない小説」があるか、「好きな作品」と「嫌い

な作品」があるか、そんなことでいいのではないかという意見も多くでてくる。 

 

 それでも元々は文壇や出版ジャーナリズムから出ている言葉なので、そこいらが

「純文学」という呼称はやめようと決議でもしないかぎり、なかなか死語にはなら

ない。 

 じっさい出版ジャーナリズムと文壇は、つぎからつぎへと分類用語を連発し、小

説だけに限っても、 

「私小説」 

「自伝小説」 

「自分史小説」 

「家庭小説」 

「大衆小説」 

「時代小説」 

「歴史小説」 

「剣豪小説」 

「伝奇小説」 

「推理小説」 

「探偵小説」 

「捕物小説」 

「警察小説」 

「エンターテインメント小説」 

「オカルト小説」 

「スリラー小説」 

「サスペンス小説」 



「ファンタジー小説」 

「サラリーマン小説」 

「ポルノ小説」 

「ケイタイ小説」 

「ＳＦ小説」 

「ＳＭ小説」 

「恋愛小説」 

「愛欲小説」 

「花柳小説」 

「経済小説」 

「政治小説」 

「戦争小説」 

「青春小説」 

「思想小説」 

「哲学小説」 

「冒険小説」 

「幻想小説」 

「怪奇小説」 

 などなど、とりとめもないが、つまりは本を出す側の都合、小説を論じる側の都

合であって、畢竟「商業主義」のなせるわざである。 

 

 分類なんてそんなものだから、そんなものだと解っていたなら、笙野頼子だって、

髪の毛を逆立てるのも無意味だとおもったはずであるが。 

 

 発端は、（小谷野敦の受け売りだが）笙野頼子は、「純文学は面白くない」「純文

学は不要である」という風潮に怒りはじめたとのこと。 

 ごぞんじのとおり笙野頼子は自称純文学作家としては多作であり、代表作は、 

『タイムスリップ・コンビナート』 

『幽界森娘異聞』 

『水晶内制度』 

『金毘羅』あたりか。 

 もし笙野頼子が正真正銘の純文学作家だとしたなら、「純文学は面白くない」と

いわれてもしかたがない。 

 よくこういう本を出版者は出すなあと、わたくしは以前から不思議におもってい

た。 

 要するに、笙野頼子のブチキレ方が面白く、その面白さをもって、一般にはとも

かくとしても、文学専門家や文学愛好家にある程度売れるか話題にされるだろうと

の魂胆であろう。 

 穿った見方をすれば、繰り返される笙野頼子のブチキレも、編集者とのお約束で



あった気がする。 

 そうでなければ、文学界という狭い世界で、踊っているか踊らされている感があ

った。 

 笙野頼子自身がタレント（純文学）作家なのだから、純文学の価値を云々できる

立場なのか疑問である。 

 

 どんな論争が繰り返されたのかを、あえて引用しないのは、支離滅裂なものだか

らで、だいたいにおいて、純文学の定義もろくにできない連中が純文学批判するの

もおこがましければ、作家が自ら純文学作家だと認識した上で、純文学に否定的な

意見にはすべて毒づくという姿勢もまともではない。 

 作家は作家であって、それだけで充分とおもわれるが、さらに「純」をつける、

そんな肩書きは、莫迦な編集者と阿呆な文藝評論家にまかせておけばいいのである。 

  

 仮に純文学が「不要である」としても、それは勲章だとかんがえればいいので、

純文学が必要なら、不必要になったら滅びるし、純文学が本来不要なら、純文学は

永遠であろう。 

 正宗白鳥は、「滅びるならそれはそれでよし」といったが、わたくしも同意見で、

もし滅びるなら、滅びる純文学の最後の砦となればいいだけのことである。 

 

 わたくしなぞも、もし「純文学作家」とよばれたら、なんとなく嬉しいし、「通

俗作家」とよばれたら、なんとなく口惜しいが、純文学を書こうとして書いている

わけではないし、通俗小説を書こうとして書いているわけではない。 

 あくまでも自分の小説を書き、もしくは書きたいと希い、自分の文学を追求し、

もしくは追求したいと希っているのであって、それ以上でもそれ以下でもない。 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

   

 


