
絶対文感・ 内田百閒                     陽羅 義光 

 

 三島由紀夫は『文章読本』の中でオノマトペの節約を奨励している。 

 

【擬音詞は日常会話を生き生きとさせ、それに表現力を与えますが、同時に表現を類型化し卑俗に

します。鴎外はこのような擬音詞の効果を嫌って、その文学は最も擬音詞の少ないものであります。

それが鴎外の文章の格調をどれほど高めているか知れません。大衆小説などにいまだに使われてい

る手法に、「そうですか。アハハ 

ハ・・・・・・」というような笑声の擬音詞があります。いまではそんな手法の子供らしいことは

だれも気づいていることでしょう。「玄関のベルがチリリンと鳴った」「開幕のベルがジリジリジリ

と鳴って、芝居が始った」子供はこういう文章を非常に使いたがります。】 

 

 むろん同感である。私も「擬声語」や「擬音語」を決して使わない。（その定義はともかくとし

て）私も「格調」は文学や文章にとって大切なものだと考えている。そうして格調云々以前に「擬

音語」や「擬声語」の使用は、要するに作者の逃げだと考えている。玄関のベルの音をうまく描写

できないからチリリンとしてしまうのだ。実際は玄関のベルの音はそんな音ではないと解りつつ、

月並みで安易な方向に逃げてしまう。まだトチチリチンとした方が気が利いている。それと日本人

でアハハハなんて爽快に笑うのは、生前の好漢三島由紀夫くらいで、我々貧しい庶民はイッヒリー

ベディッヒと笑う。 

 だからもし使っている拙作があったとしたならば（実際少しはあるのだが、）ついうっかりした

か寝ぼけていたか小便がしたくて焦っていたかのいずれかであろう。 

  

 宮澤賢治や中原中也は、実に見事なオノマトペをその作中に取り入れた。その例として宮澤賢治

の『風の又三郎』の冒頭と、中原中也の詩『サーカス』の一部を紹介する。 

 

【どっどど どどうど どどうど どどう  

 青いくるみも吹きとばせ 

 すっぱいみかんもふきとばせ 

 どっどど どどうど どどうど どどう】 

 

【頭倒さに手を垂れて 

   汚れ木綿の屋蓋のもと 

 ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん】 

 

 こんなオノマトペは天才詩人でもなければ発明でき ない。もし諸君が天才でないならば、使わ

ないほうが賢明である。 

 

 織田作之助はその小説に「擬音語」「擬声語」を多く取り入れた。それは「卑俗」な世界を描く

にあたって、あえて意識的に取り入れた感がある。それに元々織田作之助の文体は「類型化」とは

相反する、個性溢れる独自のものなのだ。「擬音語」「擬声語」の「類型化」なんぞ、どどうと吹き



飛ばしてしまう。代表作『夫婦善哉』の一節を引用してみよう。 

 

【ぼんやりした顔をぬっと突き出して帰ってきたところを、いきなり襟を掴んで突き倒し、馬乗り

になって、ぐいぐい首を締めあげた。「く、く、く、るしい、苦しい、おばはん、何すんねん」と

柳吉は足をばたばたさせた。蝶子は、もう思う存分折檻しなければ気がすまぬと、締めつけ締めつ

け、打つ、撲る、しまいに柳吉は「どうぞ、かんにんしてくれ」と悲鳴をあげた。蝶子はなかなか

手をゆるめなかった。妹が婿養子を迎えると聴いたくらいでやけになる柳吉が、腹立たしいという

より、むしろ可哀相で、蝶子の折檻は痴情めいた。隙を見て柳吉は、ヒーヒー声を立てて階下へ降

り、逃げまわった揚句、便所の中へ隠れてしまった。】 

 

 これは（当時の読者にある種のエネルギーを感じさせた）織田作之助の「絶対文感」である。そ

うして織田作之助の「絶対文感」を徹底化させたのが、野坂昭如の「絶対文感」である。処女作で

あり代表作である『エロ事師たち』の一節を紹介する。 

 

【翌日、山本山の海苔の缶に、土と共に包装された五カ月の胎児を、スブやんしっかとかかえ、従

うは伴的にゴキ、淀の川原を粛然として歩く。水際にいたって三人靴を脱ぎすて、うわべぬくうて

も、底は冷めたい晩春の水に膝までつかり、「さあスブやん、この先きもうぐっと深いから大丈夫

や、放り込んだらええわ」とゴキにいわれ、スブやんふと悲しさがこみあげ、「ほんまかわいそう

なことしたなあ、折角チンチンつけて勇んでたのに、かんにんしてや」と半ば涙声でつぶやき、思

い切ってポーンと投げる。とたんにゴキ、鋭い声で「敬礼」と号令をかけ、三人そろって見事に挙

手の礼。「パンパカパーンパンカパンカパーン」かつて帝国軍人たりしゴキ、おごそかにラッパの

口真似をひとくさりひびかせる。うららかな陽差しを浴びて、しばらく三人はそのまま立ちつくし、

おのおのくゆらす煙草の煙と、川原の一面の菜の花が、ちいさな生命の終焉を飾っていた。】 

 

 三島由紀夫に真っ向から反論はしないが、これはこれである意味格調が高い。卑俗の格調。パン

ンパカパーンだって、かつての帝国軍人の口真似だから、さすがの三島由紀夫も口と耳を塞ぐに違

いない。 

 

 ちなみに野坂昭如は己の文章をさらに徹底化させ、私の造語では「絶対文感」の権化となった。

人口に膾炙した『火垂るの墓』から引用する。 

 

【夜更けに火が燃えつき、骨を拾うにもくらがりで見当つかず、そのまま穴のかたわらに横たわり、

周囲はおびただしい蛍のむれ、だがもう清太は手にとることもせず、これやったら節子さびしない

やろ、蛍がついてるもんなあ、上ったり下ったりついと横へ走ったり、もうじき蛍もおらんように

なるけど、蛍と一緒に天国へいき。】 

 

 引用はこれまで。うんざりしたからではなく、この兄妹の物語が泣けてたまらんからだ。 

 オノマトペに限らず地の文に台詞を混ぜても卑俗になる。文学なんぞ卑俗の世界を書くものだ。

そんな説もある。卑俗の世界を書くのに卑俗の文章で何が悪い。そんな言い分もある。それでも大

切なのは卑俗の格調。そのためには意識化と徹底化が必要で、それがなされていなければ読めたも



のではない。 

 

 また三島由紀夫は「オノマトペは関西人の作家がよく使う」と、やや地域差別的に述べている。

地の文に台詞を混ぜるのも同様であろう。そこで関東人の作家の例を取りあげたくなった。同人雑

誌「小説と詩と評論」で長く書いてきた美倉健治の「絶対文感」（卑俗の格調）を紹介する。 

 最新作『阿修羅の世界』から。 

 

【それにペンキ屋には品格というものがまったくなかった。作業着などはペンキにまみれてベタベ

タのドロドロで、たかだか焼き魚の定食屋あたりでも入店お断りという具合で、それだけ見窄らし

くて汚いのだ。その上、作業着にはペンキを撒き散らしたような、あの鼻面を摘み捩られるような

何と形容して良いか訳の分からない強烈なシンナーの入り交じった腐敗しくさった臭いを漂わせ

て、俺はこれで食っているんだ。文句あっか！では、それは最早、社会悪としかいいようがないで

はないか。一種の犯罪に値する。そして仲間同士で万年いびりあいしながら互いの足を引っ張り合

うのだ。その様はまるで百鬼夜行の赤鬼、青鬼の子分的存在のボクトツという箸にも棒にもかから

ぬ、間抜けたヒョウロク玉というやつで、閻魔大王には、いつも千切られては投げ付けられるとい

う嫌われ妖怪なのである。】 

 

 いわゆる職人作家が自分の職業を揶揄罵倒した文章である。ひどい悪文だが面白くて味があって

もっと引用したくなる。「何と形容して良いか訳の分からない」と書きつつ、あれやこれや形容し

ている。「ボクトツ」が、「赤鬼、青鬼の子分的存在」だったとは初めて知った。 

 

 美倉健治がもし意識化と徹底化のできる作家だったなら、野坂昭如に匹敵する世界を築けるだろ

うが、いくら個性の援護があっても意識化と徹底化は誰にでもできることではないのだ。 

 

 三島由紀夫の言う「卑俗表現」の作家は限りなくいるから、例もこの場で限りなく出せるのだが、

切りがないからもう一人だけ大物を取りあげてお仕舞いにしよう。 

おそらく三島由紀夫はこの作家を嫌いか、評価していないか、そのどちらかかその両方であろうと

推察される。 

 島崎藤村である。あの名作『破戒』でも「はははは」「へへへへ」の連発である。詩人のなごり

で「ああ」なんていうのも地の文に出てくる。元々文章が極めて下手な（不器用というほうが正確

かも知れない）作家なのに、オノマトペの連発では読めたものではない。 

 そのはずである。けれども私は島崎藤村の小説をじっくり読んだ時代がある。繰り返し読んだ『破

戒』はもちろん、『家』『新生』『夜明け前』。この不器用な書き方（「絶対文感」）がまた好ましく、

そのテーマにもひきずりこまれた。小説は上手い下手ではなく、作家の志だと考え、今でもそう考

えている。三島由紀夫が推奨するコクトーやラディゲなんかよりはずっと面白い。 

 それでも現在の私に示唆を与えてくれる作品群ではないので再読をする気はないが、北村透谷が

書かれていたので夢中で読んだ『春』の一節を、悪文の例としてここに取りあげる。 

 

【肉と脂の煮える強い香気は、間もなく岸本の鼻を衝いた。楼上には種々な客がある。手酌でちび

りちびりやっている職人体の男もある。丁度岸本と同年配位な三人ばかりの書生の組もある。そこ



ここから起つ湯気と、煙と、客の話声と、飲食する音と、その間にまじる女中の笑声と、こうごち

ゃごちゃした光景の中で、岸本は隅の方の場処に牛鍋を控えた。やがてジリジリ音がして来た。葱

も柔く甘そうに煮えた。それを嗅ぐと、妙に泣きたいような心地になって、胸が塞えて来た。わざ

わざ食いに来たほど気は進まなかった。酒も上燗ではあったが、口の故か、不味い。その熱いやつ

を無理に口に含んで、顔を顰めながらグッと飲んでやる。日頃、三四杯もやれば直に外部に発しる

方の彼が、その日に限って紅くも成らない。飲んでも、飲んでも、酔わなかった。終には身体がブ

ルブル震えて来た。】 

 

 現在の日本の文学界にも「描写崇拝者」が少なからずいるが、私に言わせれば彼らはバルザック

の長編くらい古い。古すぎて論じる気にもならない。  

 

 さていよいよ我が内田百間であるが、もう情け無いほど「子供らしい」。雨は「ざあざあ」降る

し、人は「ぐうぐう」寝る。織田作之助の「大人らしい」オノマトペや島崎藤村の「不器用な」オ

ノマトペは許せても、この「子供らしい」オノマトペは許せそうもない。何と言っても、意識化の

イの字もない。 

 私の好きな短編（文庫本で四頁半の）『冥途』や（文庫本で十頁の）『件（くだん）』でもそうで

あるが、ここではさらに極端な例を取り上げる。（文庫本で二頁半の）『蘭綾王入陣曲』の冒頭の一

節。 

 

【飛んでもない調子のところから、いきなり笛がぴいと鳴りわたり、箏が心もとない爪音で、ぼろ

んぼろんと這い回る様な音をたてた。時時太鼓が、どんどんどんと鳴った。みんな勝手のちがった

ところで、思いもかけない時に鳴り出すので、どう云う気持ちでいればいいのか、解らなかった。 

 そのうちに笙が、ひゅうひゅうと鳴り始めた。音が続いていて、その間に、微かに節らしいもの

を追う事が出来るから、少しは安心して聴いていられるけれども、一体、お芽出度いのだか、物悲

しいのだか、見当がつかなかった。氏神様のお祭りのようでもあり、神道の家のお葬いのようにも

思われた。】 

 

 題材が題材だけに「擬音語」のオンパレードである。最悪である。けれどもこの「子供らしい」

感じは、「大人らしい」ものでは決してないが、子供に還っていく「老人らしい」とぼけた感じが

して憎めない。そうだ。この憎めなさも独自のユーモアと相俟って、内田百間の「絶対文感」であ

る。またこの文中の「心もとない」「勝手のちがった」「思いもかけない」「見当がつかない」とい

う人生に対する戸惑いと怖れも、「子供らしい」且つ「老人らしい」内田百間独特の感覚である。 

  

 赤瀬川原平は、「要するに子供のまま大きくなって、そのまま死んでしまった人」と内田百間を

称する。さらに内田百間の文章を読んで、「これ、自分の文章じゃないか」とまで思う。 

 実際は、赤瀬川原平（尾辻克彦）の文章は、内田百間のものではない。深沢七郎の「絶対文感」

に似ている。つまりそれだけ内田百間の文章に吸い込まれてしまうという、不思議な例証である。

だいたい内田百間には（「百鬼園随筆」はさておいても）代表作とか名作、力作、傑作と呼べる小

説はひとつもない。それなのにどれを読んでも魅力的な内田百間そのものであるという不思議。 

 百間という筆名も不思議に思われるむきもあるが、これは郷里岡山の百間川からとったもので、



実はちっとも不思議ではない。不思議なのは百間川を検索してもやはり「門」の中は「月」ではな

く「日」である事。月と日は月とスッポンほども違うのに（喩えの悪さは棚に上げて）何たる堕落

であるか。 

 岡山の人に訊いたら、百間川の名称は両堤の幅が百間もあるところからきており、門の中は日で

あったとのこと。そうなると内田百間が（己は「日」ではなく「月」なのだと）自分に対する揶揄

から造語したのかも知れない。 

 

 それはともかく内田百間の不思議の最大のものは、何といってもその「絶対文感」である。 

 内田百間は明治四十四年に二十二歳で夏目漱石門下となっている。そうして夏目漱石死去の翌年、

大正六年に 

「漱石全集」編纂にあたって原稿整理や校正の業務に携わっている。このとき二十八歳。 

 内田百間がこの業務に携われた一番の理由は、おそらく作家としては夏目漱石門下中、最も売れ

なかったからであろう。その当時芥川龍之介は、内田百間に関してこう書いている。 

 

【あの六篇の小品を読むと、文壇離れのした心もちがする。作者が文壇の塵分の中に、我々同様呼

吸していたら、到底あんな夢の話は書かなかったろうと云う気がする。つまり僕にはあの小品が、

現在の文壇の流行なぞに、囚われて居らぬ所が面白いのである。】 

 

【天下の書肆皆新作家の新作品を市に出さんとする時に当り、内田百間氏を顧みざる何故ぞや。僕

は佐藤春夫氏と共に、「冥途」を再び世に行わしめんとせしも、今に至って微力その効を奏せず。

内田百間氏の作品は多少俳味を交えたれども、その夢幻的なる特色は人後に落つる 

ものにあらず。こは恐らくは前記の諸氏も僕と声を同じうすべし。内田百間氏は今早稲田ホテルに

在り。誰か同氏を訪うて作品を乞うものなき乎。】 

 

 現在だったら引く手数多であるはずだが、それにしてもいつの時代でも、見る目のある編集者、

出版社、文芸評論家は極々少ない。 

 

 話を戻すと、夏目漱石の作品に最も近づいた内田百間が、その影響を受けないわけがない。その

とおり強く受けた。実際、内田百間の『漱石雑記帖』や『私の「漱石」と「龍之介」』に収められ

たエッセイを読むと、その事情もよく呑み込める。 

 けれどもこれが摩訶不思議なことに、夏目漱石の『夢十夜』から強い影響を受けたのである。正

確には（『草枕』も『三四郎』も『門』も『心』も『明暗』も関係なく）、ただ一途に『夢十夜』の

みから強い影響を受けたのである。 

 従って内田百間の「絶対文感」から漂ってくる気配は『夢十夜』が内包する、人生や人間に対す

る怖れと同質のものである。夢に仮託されたその心象である。 

 ここにまず『夢十夜』を引用する。折角だから、第一夜から順番に一節ずつ。オノマトペの多さ

にご注目。 

 

【そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を

前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空



を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。 

「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気が付いた。】 

【ぐっと束を握って、赤い鞘を向へ払ったら、冷たい刃が一度に暗い部屋で光った。凄いものが手

元から、すうすうと逃げて行く様に思われる。そうして、悉く切先へ集まって、殺気を一点に籠め

ている。自分はこの鋭い刃が、無念にも針の頭の様に縮められて、九寸五分の先へ来て已を得ず尖

っているのを見て、忽ちぐさりと遣り度なった。身体の血が右の手首の方へ流れて来て、握ってい

る束がにちゃにちゃする。唇が震えた。】 

【「御前がおれを殺したのは今から丁度百年前だね」 

 自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、

一人の盲目を殺したと云う自覚が、忽然として頭の中に起った。おれは人殺しであったんだなと始

めて気が附いた途端に、背中の子が急に石地蔵の様に重くなった。】 

  

 もうやめた。切りがないというよりも、賢明な読者には充分体感されたはずだからである。 

 夏目漱石の「絶対文感」は後日書くとして、内田百間の「絶対文感」から『夢十夜』を極めて連

想させる文章のみ取りあげる。まずは『花火』の末尾。 

 

【十年昔だか二十年昔だかわからない、どこかの辻でこの女に行き会い、振り返ってこの白い襟足

を見た事があった。ああ、あの女だったと私が思い出す途端に、女がいきなり追っかけて来て、私

のうなじにしがみついた。 

「浮気者浮気者浮気者」と云った。 

 私は足が萎えて逃げられない。身を悶えながら、顔を振り向けて後を見ると、最早女もだれもい

なかった。それのに、目に見えないものが私のうなじを掴み締めていて、私は身動きもできない。

助けを呼ぼうと思っても、咽喉がつかえて声も出なかった。】（参考文献によると「それのに」は岡

山方言で「それなのに」の意だそうだ。） 

 続いて『とほぼえ』の末尾。 

 

【自分の顔が引き攣って縮まって、半分程になった気がした。 

 それでは、墓地へ帰ろうか、と云う様な気持になってみる。 

 明かりの陰になっている上り框のうしろの障子がすうと開いた。 

 何か声がした様だが、聞き取れない。亭主が振り向いて、もう一度こっちへ振り返った顔を見た

ら、夢中で外へ飛び出した。 

 息切れが苦しくなった。気がついたら、来る時の四ツ辻を通り越して、その先の墓地の道を歩い

ている。】 

 

 次に『道連』の末尾。 

 

【「ああ」と私は思わず声を出しかけて、咽喉がつまっているので苦しみ悶えた。忘れられない昔

の言葉を、私の声で道連が云うのを聞いたら、苦しかったその頃が懐しくて、私は思わず兄さんと

云いながら道連に取り縋ろうとした。すると、今まで私と並んで歩いていた道連が、急にいなくな

ってしまった。それと同時に、私は自分のからだが俄に重くなって、最早一足も動かれなかった。】 



  

 以上、感じ取れる者には感じ取れたはずだ。 

 時として傍若無人、時として無手勝流、時として唯我独尊の印象を与える内田百間の文章である

が、意識化や徹底化が全くなされていない訳ではない。例えば夏目漱石でも使用している「・・・・・・」

等のケイ類や「？」などの符号類を内田百間は使用しない。そうしてそういう夾雑物（おそらく内

田百間はそう考えたであろう）を使用しなくてもいい文章にしている。但しこれらは、意識化徹底

化というよりも、内田百間の嗜好と思われてならない。 

 

 ちなみに「・・・・・・」の多い作家は誰よりも堀辰雄である。代表作『菜穂子』から引用して

みよう。 

 

【菜穂子はその間、うつけたようになり切った夫の顔を見守っていた。彼女は何んとはなしに無心

なほほえみらしいものを浮かべた。ひょっとしたら夫がいまにもその瞬間の彼女の心の内が分かっ

て、「もう二三日このホテルにこのまま居ないか。そうして誰にも分からないように二人でこっそ

り暮らそう。・・・・・・」そんな事を云い出しそうな気がしたからであった。が、夫は何か或考

えを払いのけでもするように頭を振りながら、何も云わずに、それまで手にしていた時計を徐かに

衣嚢にしまっただけだった。もう自分は帰らなければならないと云う事をそれで知らせるよう

に。・・・・・・】 

 

 この調子で「・・・・・・」はバランス良く小説全体に取り込まれている。本の頁を開いて「・・・・・・」

の入っていない事は稀である。 

 堀辰雄も実に特徴のある「絶対文感」の作家である。何よりも言葉の選択。織田作之助や野坂昭

如や美倉健治の使う言葉は、彼の頭の中の辞書にはない。三島由紀夫は「自分の気に入った言葉だ

けでもって、美しい花籠を編みます。」と堀辰雄を褒め称えている。 

 二十代の頃に『風立ちぬ』を夢中で読み、（同じ結核患者の親しみも含め）こんな作品を書きた

いと念じたことがあって、苦心して『百合乃』という短編を書き上げたが、今では私は堀辰雄も真

似してはいけない作家に数えている。いや堀辰雄の姿勢は作家というよりも抒情詩人に似ている。

作家にとって大切なのは、その作品に「詩」を籠めることであり、その「詩」とは抒情詩はもちろ

ん詩人の仕事とはまったく無縁のものと考えているからである。 

 「・・・・・・」はいかにも抒情詩人が使いたがるけれども（すまん、私もかつては使いたがっ

た）余韻というプラス面よりも逃亡というマイナス面の方が多い。 

 

 最後に私の大好物である『サラサーテの盤』を紹介しようとしたものの、所収の本がなぜか手元

にない。いくらいいかげんな私でもこればかりは納得できない。お化けのしわざに違いない。図書

館に行く時間もないので、友人の作家畠山拓に持ってきてもらった。 

 そしたら彼は新作原稿を二本見せて、上目遣いに「本を貸すかわりにこれを読んでもらえないか」

と言う。図書館にも行けぬこの超多忙の私に言う台詞であろうか。まるで『サラサーテの盤』の世

界そのもの。身震いする恐怖に、映画『ツィゴイネルワイゼン』を想いだした。 

 

 『サラサーテの盤』を原作とする『ツィゴイネルワイゼン』は、鈴木清順監督が一九八〇年に撮



った代表作である。私にとっては今までに観た三万本の映画の中でも間違いなくベストテンに入る、

思い出深い衝撃的な作品であった。原作を超える映画はめったにないものであるが、私の知る限り

この映画だけは原作を超えた。大好物を超えたのだからどう形容してよいか判らぬが、もしかする

と私の大好物は焼き餃子や煮タマゴではなく、焼きゴキブリや煮毛虫等のゲテモノだったのかとい

う、目からウロコが落ちる感じかな。 

 とにもかくにも『サラサーテの盤』の冒頭。 

 

【宵の口は閉め切った雨戸を外から叩く様にがたがた云わしていた風がいつの間にかやんで、気が

ついて見ると家のまわりに何の物音もしない。しんしんと静まり返った儘、もっと静かな所へ次第

に沈み込んで行く様な気配である。机に肱を突いて何を考えていると云う事もない。纏まりのない

事に頭の中が段段鋭くなって気持ちが澄んで来る様で、しかし目蓋は重たい。坐っている頭の上の

屋根の棟の天辺で小さな固い音がした。瓦の上を小石が転がっていると思った。ころころと云う音

が次第に速くなってひさしに近づいた瞬間、はっとして身ぶるいがした。ひさしをすべって庭の土

に落ちたと思ったら、落ちた音を聞くか聞かないかに総身の毛が一本立ちになる様な気がした。気

を落ちつけていたが、座のまわりが引き締まる様でじっとしていられないから立って茶の間へ行こ

うとした。物音を聞いて向こうから襖を開けた家内が、あっと云った。 

「まっさおな顔をして、どうしたのです」】 

 

 要するに死んだ友人の妻が、旦那が貸したはずのサラサーテのレコードを返してくれと云ってく

るだけの話なのだが、これがどういう訳かオソロシイ。妻もオソロシイし文章もオソロシイ。「絶

対文感」である。これも才能という他はないが、もし内田百間が己の文章を意識化徹底化していた

なら、その文章は総て名文になっていただろう。そうして内田百間が夏目漱石の『夢十夜』のみで

はなく、『心』からも『明暗』からも影響を受けたならば、遥かに大きな作家になっていたに違い

ない。けれども逆にそれを自ら拒んだのが、内田百間の心髄ともいえる。 

 

 さて畠山拓との約束により二本の原稿を読まねばならなくなった。こんなことはもう百回目くら

いなので慣れてはいるけれども慣れたくはない。 

 今夜も徹夜かと肩を落として読み始めたが、これがなかなか見事な小説で、特に『驢馬と女』は、

もしかすると今まで読んだ（読まされた）百篇以上の彼の短編の中でベストかもしれない。睡魔は

吹き飛び一気に読んでしまった。 

 畠山拓も四十年以上書いてきている。魅惑的な骨子は特有であっても、変幻自在の作家だから文

体も変化してきている。けれども最近は定着した感がある。畠山拓の「絶対文感」を『驢馬と女』

から引用してみる。 

 

【何故こうなったのか解らない。美しい女がいた。温かな蕎麦餅のように食欲をそそる。私を食べ

て・・・・・・。麻由美との関係は誰にも知られてはいない。ふたりの秘密なのだった。しかし、

ある時、麻由美の夫は知る。秘密を覗いてしまう。夫婦の間にどんなやり取りがあったのか。麻由

美は話そうとはしない。私は聞き出そうとはしない。 

 秘密を知ることは良いことだろうか。秘密を知ることは必要なことなのか。 

「三娘子の秘密を知った趙はなんとか、三娘子を懲らしめようと考えた。良い方法を思いついた」



と、そこで私は何杯目かの老酒のグラスを飲み干した。 

 少し調子が出てきた。舌が滑らかになってゆく。老酒が脳の毛細血管に流れ始めたようだ。物語

が「私と麻由美の秘密」のような気がした。 

「どんな方法で趙は三娘子を懲らしめたと思う」 

「解らないわ。どんな風ですか」 

「旅人と同じような目にあわせた」 

「魔法の蕎麦餅を食べさせたのね」 

「そうなのだ」】 

 

 私はこの文体をむろん誉めて「粗筋文体」と称ぶが、それは逃亡ではなく拡散を防ぐ集約なのだ。

イメージの集約。加えてスピード感の達成。 

 なお畠山拓は「？」や「！」を使わない。それも彼の美学なのだ。けれども更なる文章の意識化

と徹底化が必要である。「懲らしめたと思う」云々の台詞は、「？」をつけないのなら「懲らしめた

か解るかい」とした方がいい。また少なくとも「よう」は要らない。「懲らしめようと考えた」は

「懲らしめたいと考えた」の方が意味的にも正解である。 

 

 この章は予定より長くなった。私の思い入れのせいではない。次章で手を抜こうという下心があ

るからだ。手を抜く相手は夏目漱石か志賀直哉である。つまり手を抜くというよりも手を焼くが本

音である。 

 

  


