大江健三郎『懐かしい年への手紙』に書き込まれる「義」のありよう
─戦後文学者の意志の継承というモチーフ
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1. はじめに
『懐かしい年への手紙』は 1987年に講談社より書き下ろし作品として発表さ
れた大江健三郎による長篇小説である。1970年代終わりに大江は『同時代ゲー
（1979年）という作品で、語り手「僕」の故郷の村の神話と歴史を、過剰で自
ム』

己増殖的な特徴を持つ語り口により書いた。その後、1980年代に入ると、大江
は、彼自身の似姿と捉えることができる作家の「僕」を語り手とし、その日常的
な生活を平明な語り口により、語り手の読みつつある文学作品からの引用を幾
レイン・ツリー

（ 1982年）、
『新しい
重にも織り交ぜながら主題化する『「雨の木」を聴く女たち』
（ 1983年）といった系列の作品を発表しはじめる。一方『同時代
人よ眼ざめよ』

ゲーム』で書いた谷間の村の神話と歴史に連関する物語は、
『いかに木を殺すか』
（1984年）
（ 1985年）といった作品で、
、
『M ／ Tと森のフシギの物語』
『同時代ゲー

ム』ではごくごく一部にしかみられなかった女性の語り口を織り交ぜた多声的
な語りにより繰り返し語り直されてきた。
こうした 1970年代終わりから 1980年代にかけての大江作品の二つの流れが
どちらも現れているのが、大江自身になぞらえられる語り手の一人称小説であ
り、かつまた村の谷間の神話と歴史がその背景に垣間見える『懐かしい年への
手紙』である。この作品では少年期に出会って以来語り手「僕」のパトロン的存
（「僕」による呼び名は「ギー兄さん」）という人物が、生を
在としてあった「ギー」

送る中で時々に行う様々な事業が「僕」による自己の人生の振り返りとともに語
られていく。語りは物語内容の時間に沿って単線的に行われてはいないが、こ
こでは一旦重要な登場人物であるギーについて書かれたことを時系列順にたど
る形で、梗概を述べておく。
「僕」が戦後世代の新進作家として文壇に認められて間もない頃、ギーは、日
米安保強行採決に反対するデモにおいて乱闘に巻き込まれ、頭に深刻な傷を負
う。その経験をもとに、
「個としての自分のありかを他人に示すことをしたい」
［ 324頁］1と考えたギーは意図を達成するために必要な場所を作ろうとする。こ

の場所は「根拠地」と呼ばれる。ギーはこの根拠地建設の試みに「僕」を何度も誘
うのだが、
「僕」はギーの誘いから距離を置くことを通じて、作家としての自分
の足場を確認し、方向を定める。二人の生の進み行きが平行線を辿り続ける中、
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1
引用元は大江健三郎『 懐かしい年への
『懐
手紙』、講談社、1987 年 10 月。以下、
かしい年への手紙』からの引用は同版
によるものとし、本箇所と同様に引用
部末尾［ ］内に頁数を記す形で典拠を
示す。

根拠地の建設をギーとともに牽引していた繁という女性が死ぬ事件が起きる。
ギーは繁を強姦殺人したかどにより刑に服することとなり、根拠地建設運動は
事実上中止に追い込まれた。
服役後、獄中でダンテの『神曲』を改めて読んだギーは、それにより得た着想
をもとに、
「テン窪」と呼ばれる地を水に沈める計画を立てる。その計画を実行
に移すべく動き始めるギーであったが、彼の試みは何かの契機に溜められた水
が流れ出すことを危惧した流域の人々による抵抗運動に遭う。緊張が高まる中
で、ある夜、反対派に連れ出されたギーはそのまま帰らず、次の日に自分が作
りつつあった溜池に浮かぶ死体となって発見される。この顛末をギーに対する
語りかけの形式で書く「僕」は、終結部において、終生ギーに手紙を書き続ける
ことを「仕事」とすることを宣言する。
『懐かしい年への手紙』は発表当初、
「事故が支配し、出来事ばかりの世界に
あって、人はいかに自分の責任をとりながら生きのびることができるのか」2と
いうテーマを読み取った池内紀や、
「 1980年代において、生きる根拠を求める
《根拠地の思想》の小説」3と作品をまとめた菅野昭正の捉え方に現れるように、
ギーという人物の生を書くことを通じて、同時代に苦悩しつつ生きる人間のあ
りようを書いた小説として受容された向きがあった。他方で同じく作品刊行直
後に発表された書評において島田雅彦は、
「作家が言葉を紡ぎ出す現場を、作家
の回心のプロセスに重ね合わせながら、再現している」4点を評価するなど、本
作における「僕」の語りのありように注目した。
続く 90 年代には固有名をめぐって柄谷行人と小森陽一が異なる立場から現
在まで影響力を持つ論考を発表した。柄谷は、作品を「テクストという主体の自
己実現」5と捉えた上で、そこに固有名が「「内面化」によって一般的なものに解
消されるというヘーゲル的構成」6を読み取っている。一方、小森は、作中にあ
るフィクショナルな人物たちの名が、読み手の読書行為を通じて作品外にある
実在の固有名と結び合わされていくことにより、固有性を付与される過程を作
品中に読み取ろうとした 7。
（１）そ
以降の『懐かしい年への手紙』論は「僕」による語りの特徴を分析し、

こに孕まれる語り得ぬものの残す陥穽やずれを剔抉し、他者性が呼び込まれる
（２）その引用との関わりをもとに作品が既存の作品を
契機を読み取るものと、

どのようにずらし、とりこみ成立しているかを読みこむものに大別されよう。
前者の例として、蘇明仙 8、四方朱子 9、荒木奈美10が、後者の例として、杉里
直人11、安徳軍一 12の先行研究が挙げられる。
以上のように本作に対する先行研究史を概観した上で指摘できるのは、同時
期に大江が書いた諸エッセイと作品との関わりについての検討がなされてこな
かったことである。これは、この時期大江が、同時代の社会状況に強い危機感
を持ち、他の時期に比して盛んにエッセイの執筆や講演等の活動を行っていた
ことを踏まえると、放置すべからざる欠落であろう。
『懐かしい年への手紙』が執筆・発表された 1980年代後半は、1983年に出版

2
池内紀「絶えざる問いの試み―大江健
三郎『懐かしい年への手紙』
」
『文学界』
第 41 巻第 12 号、1987 年 12 月、322 頁。
3
菅野昭正「根拠地の思想―大江健三郎
『懐かしい年への手紙』をめぐって」
『群
像』第 43 巻 12 号、1988 年 12 月、192 頁。
4
島田雅彦「『懐かしい年への手紙』大江
健三郎―トランスパーソナルな小説空
間」
『新潮』第 84 巻第 12 号、1987 年 12

月、193 頁。

5
柄谷行人「同一性の円環―大江健三郎
と三島由紀夫」
『終焉をめぐって』、講談
社学術文庫、1995 年、142 頁。単行本の

初出は 1990 年。なお、同論考はのちに
加筆された上で「近代文学の終わり」と
改題され、
『定本柄谷行人集〈5〉歴史と
反復』
、岩波書店、2004年に収められた。
6
同上、154 頁。
7
小森陽一「解説『懐かしい年への手紙』
―メタヒストリーとしての小説」大江
健三郎『懐かしい年への手紙』、講談社
文芸文庫、1992 年、597 ‒ 620 頁。

8
蘇明仙「『懐かしい年への手紙』論―自
作 引 用 を 考 え る」
『九 大 日 文』第 2 号、

2003 年、167‒ 179 頁。

9
四方朱子「循環するテクスト―『懐かし
い年への手紙』」
『北海道大学大学院文
学 研 究 科 研 究 論 集』第 5 巻、2005 年、

21‒ 37 頁。

10
荒木奈美「大江健三郎『懐かしい年への
手紙』論―ポール・リクール「物語的自
己同一性」を手がかりとして」
『札幌大
学総合論叢』第35号、2013年、27‒ 43頁。
11
杉里直人「方法としての引用―『懐かし
い年への手紙』はいかに構築されてい
るか」
『比較文学年誌』第 31 号、1995 年、

20 ‒ 41頁。

12
安徳軍一「大江健三郎『懐かしい年への
手 紙』(1987.10) と ダ ン テ『神 曲』と の

交響―ダンテ的想像力に導かれて」
『北
九州大学文学部紀要』第 53 巻、1996 年、
23 ‒ 91 頁。
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（勁草書房、1983 年）を震源とするニュー・アカデミ
された浅田彰の『構造と力』

ズムが活況を呈していた時期である。バブル経済のもとポスト構造主義の思想
的タームが浮薄に記号として消費される中で、戦争の記憶およびそこから戦後
日本社会が紡ぎ出してきた思想的精華が忘却されてしまうことへの危機意識は
戦争体験者の作家・思想家・学者らの間で高まっていた。次節以降論じていく
ように、エッセイからはこうした状況に対して大江もまた危機感を抱いていた
ことがわかる。文学の領野に目を向けるなら、この時期『世界の終りとハード
（1985 年）
（1987 年）といった長篇
、
『ノルウェイの森』
ボイルド・ワンダーランド』

作品を生み、主に若年世代から広範な支持を得ていた村上春樹の作品は、大江
にとって、純文学の領域において戦後文学者たちの達成の継承を危惧させるも
のだった。
本論文は、エッセイとのかかわりから『懐かしい年への手紙』を読むことによ
り、作品が、同時代の思想・純文学の領域における大規模な地殻変動期におい
て、戦後文学者たちの達成を引き継ぎ、独自の仕方で深化させようする大江の
姿勢と結び合っていたものであったものであることを指摘する。これにより、
同時代の状況に対して作品がいかに応答しえたかという視点を先行研究に新た
に付け加えることができよう。
以上の問題意識に基づき、次節より本論文は、大江が7 0年代から作品発表前
後の時期までに書き継いだエッセイ13に現れる大江の同時代の戦後文学・文学
者観とそこから大江が汲み取った「義」という言葉との関わりから『懐かしい年
への手紙』におけるギーの死への道行きを読み直す。なぜ「義」に着目するのか
と言えば、後述するように、この言葉がエッセイと小説双方の重要箇所を架橋

13
この時期のエッセイのうち主要なもの

は『「最 後 の 小 説」』
（講 談 社、1988 年）
にまとめられている。同書収録エッセ

イは『新潮』
『図書』
『世界』
『へるめす』
四誌に 1982 年から 1988 年に発表され

たものである。

するものであると同時に、小説作品の中に、個の想像力と集団の想像力との接
続がいかにありうるかという、大江の戦後文学者論で重要なものとして扱われ
る問いを持ち込んでいるとみられるからだ。
大江は少年期より戦後文学を盛んに摂取し、デビューして日が浅いうちから、
時期に応じて揺らぎをはらみつつも、繰り返し戦後文学の継承者として自己を
位置付けようと試みてきた14。大江にとっての戦後文学に関する思索の一つの
精華として位置付けられるのは、1972年より 73 年にわたって『群像』に発表さ
（講談社、1973 年）であ
れたエッセイがまとめられた著作『同時代としての戦後』

る。大江の戦後文学に関する諸言説を初期から丁寧にたどり直すことは本論文
には難しいが、同時代に書き継がれたエッセイのほか、同著作も適宜参照しつ
つ議論を進めたい。

2. 戦後文学と「義」
本節では、
『懐かしい年への手紙』という作品がいかなる背景のもと書かれた
のかということを、大江自身の言をもとに確認する。
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14

大江が 20 代後半の頃に発表したエッセ

イ「戦後文学をどう受けとめたか」
（
『群

像』第 18 巻 第 2 号、1963 年 2 月。参 照

元は『厳粛な綱渡り』
、講談社文芸文庫、
「戦後文学を継承した
1991 年）には、

とファンファーレを吹きならしたい」

（ 255 頁）という記述がみられ、作家と

してのキャリアの初期から、戦後文学
につらなる存在として自己を規定しよ
うとしていたさまが読み取れる。

『懐かしい年への手紙』が発刊されたのは、1987年 10月だが、この前後の時
期、大江は『世界』や『新潮』等の文芸誌において、同時代の社会と文学の状況
に関する自己の認識を盛んに語っている。なかでも、
「戦後文学から新しい文化
の理論を通過して」15というエッセイにおいては、明瞭な議論を展開している。
このエッセイを大江は、
「日本の文学は、いま崩壊しつつあるのではないか?」16
という問いかけから始める。ここで用いられる「文学」という言葉で示されるの
は一般的な文学総体ではない。大江はまず文学の役割を「過去と未来をふくみ
こんだ同時代と、そこに生きる人間のモデルをつくり出すこと」17と規定し、日

15
『世 界』第 492 号、1986 年 9 月。参 照 元
は大江健三郎『「最後の小説」
』
、講談社、
1988 年。
16
大江健三郎『「最後の小説」』、講談社、
1988 年、217 頁。
17
同上、221 頁。

本における近代・現代の文学を見渡した時、この役割を果たし得たのが、戦後
文学であるとする。大江が同エッセイで「崩壊しつつある」としたのは、この戦
後文学および、その問題系を引き継ぐ少数の同時代の純文学である。
大江は戦後文学の達成として大きく二つのことを挙げている。第一に、それ
が「近代化の過程で日本、日本人がアジアと国内の弱い部分に対してどういう
ことをしたか、その行きづまりがどのように顕在化しつつ敗戦に向ったか、そ
の国家的な死を超えて、日本人にどのような再生がありうるかを、想像力にお
いて検証するものだった」18こと。第二に、それが「絶対的な権力として神格化
されていた天皇制を相対化すること、それも日本人の意識の深層にまでおおい
かぶさっている天皇制の呪縛から解き放つこと」19に取り組んだこと。
以上のように戦後文学の達成を確認した上で、大江は、
「戦後文学の達成した、
日本および日本人の現実と文化への喚起力のレベルを、日本文学が失いつつあ
る」20とする。それでは、それは具体的に、同時代の文学の動向のどのような側
面に見いだせるか。これに関しては、同年3月に発表された「戦後文学から今日
の窮境まで」21に詳しい。

18
同上、224 頁。
19
同上、225 頁。
20
同上、226 頁。
21
『世 界』第 486 号、1987 年 3 月。参 照 元
は大江健三郎『「最後の小説」
』
、講談社、
1988 年。

ここで大江は、戦後文学者たちの「ひとりの個としての人間をとらえて、そこ
4

に社会、政治状況から、コスモロジーの反映までを統合して、ひとつのモデルと
4

4

4

4

4

4

4

4

4

`

して提出」22しようとする「能動的な姿勢」23こそが日本の近代および現代文学
を刷新したとする。そして、執筆当時において若い世代の注目を集めていた村
上春樹の文学を、それと対照的なものとした。大江は村上の文学の特質を、
「社
会に対して、あるいは個人生活のもっとも身近な環境に対してすらも、いっさ
4

4

4

4

4

4

「戦
い能動的な姿勢をとらぬという覚悟からなりたっています」24とした上で、

22
大江健三郎『「最後の小説」』、講談社、
1988 年、207 頁。
23
同上、同頁。
24
同上、208 頁。

後文学者たちの能動的な姿勢に立つそれぞれの仕事から、ほぼ三十年をへだて
て、それとはまったく対照的に受動的な姿勢に立つ作家が、今日の文学状況を
端的に表現している」25とする。そして、村上の文学が「今日から明日にかけて
の日本、日本人のモデルを提示するものであるかといえば、やはりそれはそう
ではないのではないでしょうか」26と論じるのである。

25
同上、同頁。
26
同上、209 頁。

それでは、以上のような現状認識との関連で捉えようとした時『懐かしい年
への手紙』は、いかなる形で読みうるだろうか。そのことを検討する上で、ユダ
ヤ・キリスト教的概念である「義」について、戦後文学者の姿勢と結びつけて
語った大江の「ポスト戦後世代と正義」27というエッセイは重要である。次節で

27
初 出 は『世 界』第 496 号、1987 年 1 月。
参照元は大江健三郎『「最後の小説」』、
講談社、1988 年。
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詳述するように、
「義」という言葉は作品と同時代の大江の戦後文学者観をつな
ぐ符牒として機能しているからだ。まずは当該エッセイをみていきたい。
大江は高校生であった頃、短い期間であるが、聖書を読む会に所属していた。
その会で大江は、
「義」という概念に触れたとしている。
「義」は息子のイサクを
生贄としたアブラハムに対し神エホバが感得するものとして提示されていた。
これを知った大江は、
「自分自身が父親に殺される立場なら、いたしかたなく父
親にしたがうはずだが、自分の子供についてもそうできるだろうか」28という問

28
大江健三郎『「最後の小説」』、講談社、
1988 年、242 頁。

いを抱く。そして、
「生と死の判断については自分の外側のどのような規準にも
たよらぬことにしたい、生と死の根本的な判断をする際に、頭上からエホバか
アッラーの使者の声が響いて来るという状態に入ることはすまい」29という考え

29
同上、244 頁。

にいたり、
「義」を学ぶことから逃避することになった。
「義」について知ることで自覚的に決定するにいたったこうした態度の背景と
して、大江は、
「1945年夏の敗戦の日を境として、天皇陛下が死ねとおおせられ
たら、という根本的な世界観が消滅し、生死については自分で判断するという
時代がやって来た、それが「戦後」だ、民主主義の世の中だ、という思い」30が

30
同上、同頁。

あったと述べる。このように大江はキリスト教的な「神」について思考する中で、
天皇にも考えを及ぼす。また、続けて大江は、
『ハックルベリィ・フィンの冒険』
を読む中であえて神に逆らい自分の中の正義を貫く主人公ハックの姿に影響を
受けたことにも言及しながら、
「自分自身の決定によるよりほかの所に「義、
righteousness 」の根拠がある［中略］と認めねばならない状態は避けたい」31と

31
同上、248 頁。

付け加える。
こうした17歳時点での大江の決意は、その後戦後文学者らの行ってきた仕事
により励ましを受けたという。たとえば大江は大岡昇平の『俘虜記』を挙げなが
ら、手榴弾自殺を検討しながらも、俘虜になることを選択する語り手の判断の
描出に関し、
「そこにも人間の個を超えた存在は決して暗示されず、事故・手ち
がい・偶然に容易に生死を左右されるレヴェルで、大岡はつねに個としての決
断によって状況に対処するのです。そこには戦後文学者の、大戦の経験の仕方
の原型ともいうべきかたちがあります。しかもそのかたちを戦後も一貫して
持続することが、戦後文学者の創作の基本態度であったのでした」32と述べる。

32
同上、250 頁。

大江が「人間の個を超えた存在」、つまり神に帰依することなく、したがって信
仰を持たない者であり続けるのは、こうした戦後文学者の生き方に影響を受け
たがゆえである。
以上のように大江はキリスト教的な文脈で「神との正しい関係」33を示すとさ
れる「義」という言葉を戦後文学者らの個としての実践から読み換え、自己を超
えたものによらずに自分自身を基準として、よいもの・正しいものを、責任意
識をもって判断し、その判断に従って行動することを指し示すために用いよう
としている。
大江の用いる「義」について言及する先行論は、管見の限り笠井潔による大江
（講談社、1988年）に対する書評 34のみで
の同時代エッセイ集『「最後の小説」』
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33
『岩波 哲学・思想事典』
、1998年、300 頁。
項目執筆者は宮本久雄。なお、項目「義」
のキリスト教の文脈における概念史の
欄を参照している。
34
笠井潔「書評 大江健三郎著『「最後の
小説」』 文学の衰退と「義」の行方」
『文
学界』第 42 巻第 8 号、1988 年 8 月、262 ‒

263頁。

ある。同評は分量の制限もあってか、
「義」と個との連関を等閑視してしまって
いるように見受けられる。本論文では、
『同時代としての戦後』に所収される戦
後文学者論にみられるように、70年代以降、戦後文学者を論じる文脈で大江が
個と個を超えた超越的なものとの関係を論じてきたことを踏まえ、
「義」と個と
の連関を重視する。そして、
「個の人間として、人間を超えた・天上なるものと
は無関係に、なんとか自力で守りぬこうとした「義、righteousness」
」を以下、議
論の便宜上〈個人の義〉と指し示すことにしたい。
神の概念と不可分な形で出会われた「義」という言葉を、
「天上なるものとは
無関係」なありようを名指すのに用いることになる顛末がエッセイで語られる
ことで、語り手の創造的な語の転用が浮かび上がる。それでは、他の語を用い
てもよかったところあえて「義」という語を用い続けるこうした転用にはどの
ような意味がこめられているのだろうか。
この問いに応じるためには戦後文学者について考察を深める過程で、大江が
神という概念をどのように定位していたかを考慮にいれる必要がある。エッセ
イ「野間宏・救済にいたる全体性」35において、大江は「ひとりの個人にすぎぬ作
家の想像力を、いかにして全体化するか、それが永遠の課題」36と述べた上でこ
の限界に応対するために、一部の戦後文学者は小説に「「神」の視点をみちびき
いれ」37てきたとする。ここでいう「神」とは大江によれば「ある民族の集団的想
像力に根ざす」38ものであり、神の視点を導きいれた作家たちは、それを手がか
りにすることで、
「自分の「個」を超え、集団的想像力とのあいだの通路を切りひ
らき、自分の想像力を全体化しようと」39してきた。

35
『群像』第 27 巻第 1 号、1972 年 1 月。参照
元は大江健三郎『同時代としての戦後』
、
講談社文芸文庫、1993年。
36
大江健三郎『同時代としての戦後』、講
談社文芸文庫、1993 年、27 頁。
37
同上、同頁。
38
同上、同頁。
39
同上、同頁。

つまり、戦後文学者とそれを受けた大江にとって、
「義」という言葉は「神との
正しい関係」というもともとの意味だけでなく、それをはみでて、神の寄って来
るところの集団的想像力との正しい関係をも含意していると言えよう。
「義」と
いう言葉の転用には、個を超えた天上的なものは退けても、神を描くことを通
じて戦後文学者が達成しようとした試み―個の想像力と集団的な想像力とを接
続しようとする試み―は引き継ごうとする大江の意志がみられるのではないだ
ろうか。
以上の分析をもとにすれば、本論文が名指した〈個人の義〉は、個の想像力を、
個に徹して突き詰めることの中で、集団的な想像力への回路を開くことはいか
に可能かという問題意識を背景としつつ大江のエッセイ中で現れていると考え
られる。
それでは、以上論じてきたような「義」に関する議論やその背景にある個の想
像力と集団的想像力の接続可能性に関わる問題意識は『懐かしい年への手紙』
といかにして切り結ぶのだろうか。
「義」という言葉に着目して両者の関連を
探った上、作品の読み直しを進めていきたい。

｜研究論文｜西岡宇行
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3.『神曲』引用に現れる「義」とギー
前節でまとめた「ポスト戦後世代と正義」というエッセイには『懐かしい年へ
の手紙』において引かれる『神曲』の一部への言及がある。
このところ毎日原典と英語の対照のダンテの『神曲』を読んでいるのですが、
「天堂篇」の第十八歌で、現世で正義を行なった魂たちが天空に文字を描きだ
し、それが最後に鷲の姿となる、という木星天のところで、ラテン語の言葉の
はじめのくだりがDILIGITE IUSTITAM, 英訳ではLove righteousness, と
いうことになっているのを見て、
「創世記」のあの一節をくっきり思い出したの
です。僕にとってキリスト教の「義、righteousness」とは、天空の鷲のように
高みにあるきびしい存在として、遠く思い描かれてきたのだったと思います。
40

40
大江健三郎『「最後の小説」』
、講談社、
1988 年、248 頁。下線は引用者による。

（righteousness）が含まれる『神曲』の
ここで引かれている、英訳した時に「義」

『懐かし
一節（“DILIGITE IUSTITAM”＝“Love righteousness”（義を愛せよ））は、
い年への手紙 』終盤において重要な役割を果たしていた。根拠地運動の最中
に繁という女性の死に関わり、刑に服したギーは、刑期終了後再び一人で根拠
地を作るべく、今度はテン窪と呼ばれる自己所有の窪地を水に沈める計画を進
める。その最中に癌におかされていると判明したギーは手術を受けることにな
る。手術前に彼はフレッチェーロという学者の『神曲』論を読む。
フレッチェーロは「天堂」の言葉がね、イメージをつくる道具じゃない、とい
うんだよ。むしろアンチ・イメージをなしている、というんだ。
「白い眉の上の
真珠」という言葉など、実際、具体的なイメージとしてはなにもあらわさない
わけね。DILIGITE IUSTITAM, QUI IUDICATISTERAMという文字が、
鷲のかたちになって天に懸かるところも、同じ例として引いてあった。確かに
それは、こちらにイメージを伝えるというよりは、このラテン語の句自体が実
在だからね。何かを表明する記号じゃなくて、それ自体が実在。その実在とし
ての詩の言葉の、天国での究極にあるのが、
《日やそのほかのすべての星を動
かす愛に。》という、Kちゃんもいっていた結びの行の、愛 L’amor という言葉
だとフレッチェーロはいうわけだ。L’amorという一語が、この詩の実質として
天と地を結ぶ。作者と読み手をつなぎもする、という結論でね。じつはそれが
自分には、よくわからぬふうだったんだよ……
［456–457頁、下線引用者］

ここに現れる “DILIGITE IUSTITAM” 41（義を愛せよ）という言葉は、
「何かを
表明する記号じゃなくて、それ自体が実在」とされている。ギーは、この後、手
（Paradiso）で使用されている言葉につき、
「Paradiso
術を通じて『神曲』
「天堂篇」

の言葉は実体だと、なにかを代理してあらわすというのじゃなく、それ自体が
［458頁］と述べ、そうした気
詩の実体だと、一挙にわかった気がしたんだ……」

づきを、極めて個人的な夢から得た事情を語る。
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41
ここでもこれ以下でもこの文言を『懐
かしい年への手紙』初版の原文ままで
引用するが、実際にはこの文言のうち
英語の justice 、日本語の義を意味する
“ IUSTITAM ” に当たる部分は、この記
述の背景となっている Freccero, John.

Dante: The Poetics of Conversion.
Cambridge: Harvard University Press,
1986. Print. で、“ IUSTITIAM ”（ 213 ）
となっている。

自分の見た夢は、Paradisoそのものの夢じゃなくてね、テン窪の人造湖の
夢なんだよ。水がいっぱいにたまっていて、そこに小さな舟を浮べてね。ボー
トならこの前から、実際に準備してあるんだ…… 夢で小舟に乗っていて、そ
の自分の合図で、堰堤が爆破される。川下の反対派が惧れたとおりにね。そこ
で真黒い水ともども、自分が鉄砲水になって突き出す。その黒ぐろとしてまっ
すぐな線が、つまり自分の生涯の実体でね、世界じゅうのあらゆる人々への批
評なんだよ。愛とはまさに逆の…… そう考えて、すべてを理解した感じで眼
がさめた。
［458頁］
（ Paradiso）の詩句に対するフレッチェーロの解
ギーはこのように、
「天堂篇」

釈を、自己の進める根拠地のプロジェクトに関わる夢から「理解」する。
それでは、こうしたギーのありようは前節までの議論との関係において、ど
のように位置付けられるのだろうか。ギーは、
「天堂篇」を繰り返し理解しよう
と努めつつも、それを宗教的な意味内容において理解しようとするのではな
い。また、作中で参照されるフレッチェーロという学者の言葉どおりに理解す
るのでもない。
「天堂篇」の詩句が「実在」であるという解釈を、引き受けて自
己のイメージに回収した上で、夢の中で神的世界のモデル（テン窪）を破壊し、
かつフレッチェーロの「実在」を「実体」として読み換えて初めて理解する。
（義）が含まれる個所が「実体」であり「批評」であるのだとしたら、
“IUSTITAM”
（義）という言葉の通常の意味内容を離れた、個人にとって
それは “IUSTITAM”

の “ IUSTITAM（
” 義）というテクストの経験のありように他ならない。そして、
これを通じてギーは『神曲』を自己の個人的な行動のレベルにも引きつけてい
くのである。ここでギーは、神の義と〈個人の義〉との葛藤の中で、
〈個人の義〉
への道を見出そうとする人物として書かれていると捉えられるのではないだ
ろうか。
ギーを戦後文学者と結びつける傍証は、このシーンに関わって他にもいくつ
か見出せる。まず、ギーが「生涯の実体」を「批評」と言い換える点について述べ
る。大江は雑誌『群像』の企画で行われた柄谷行人との対談「戦後の文学の認識
と方法」で、戦後の「批評」の動きについて談じる文脈の中で中野重治の評論に
ついて触れたのち、中野に限らず、戦後文学者たちが「哲学から政治すべてにつ
いて全面的に責任をとって、新しいリプレゼンテーションをしてやろう、新しい
表現のスタイルを達成してやろうとしている」42と述べている。ここからは大

42
『群像』第 51 巻第 10 号、1996 年 10 月、
367 頁。

江にとって戦後文学者の表現活動が「批評」ととらえられるものだったことがわ
かる。神に通じうるキリスト教的世界の表象としての煉獄島モデルを破壊した
ギーの「生涯の実体」たる黒い水を「批評」とする小説中のタームにはこのよう
に、戦後文学者の、既存のリプレゼンテーションをはねのける姿勢が託されてい
ると読めるのである。また、ギーが黒い鉄砲水となって突き出るこの部分は、
やはりエッセイ中で自己自身について自己自身で判断する究極の形態として
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2 11

位置付けられる自死のモチーフ43や水というモチーフ44など、大江が戦後文学
及び戦後文学者を論じる文脈で繰り返し言及するモチーフのアマルガムのよう
なシーンとなっていることが看取される。
以上より、本論文は、ギーの夢の中のヴィジョンに戦後文学者たちのありよう
から大江が読み取った〈個人の義〉が託されているという読みを前提に、この夢
に関わる部分をより詳細に読み直したい。その際、重要な参照点となるのは、
第 2節で提示した個と集団との関係に関わる問いであろう。

4.〈個人の義〉の出所
先回りして述べるのであれば、本論文の見立てでは、
『懐かしい年への手紙』
は〈個人の義〉が生まれてくる過程を描こうとしており、そこからは〈個人の義〉
の個人性を問い直し、その複数の出所を開示していく方向性が読みとれる。第
2 節でエッセイにおける「義」という語の使用について論じる中で読み取られた
個の想像力と集団的な想像力との接続がいかにありうるかという問いに、大江
は小説執筆を通じて取り組もうとしていると考えられる。
まず“IUSTITAM”（義）という言葉が現れてくる夢をギーがみるにいたる直接
的な理由を作品に即してまとめておこう。手がかりとなるのは、ギーが安保闘
争で傷を受けた記憶が語られる箇所と考えられる。
ギーは「僕」が「訪中・日本文学団」に参加して東京を離れた「安保闘争」の折、
「僕」の妻・オユーサンのことを心配して東京に出る。そこで「乱入する暴漢ど
も」に頭を砕かれたギーは、
「こんなに痛い、当の痛みの極点でポキンと死ぬの
［ 314頁］。このことによって、ギーは
ならば、人生は無意味だという気がした」

「自分自身をはっきり現実世界に押し出してやろう」という「新しい方向付けの
［317頁］
。これが根拠地運動ということになっている。
考え方を始めた」

暴漢に殴られてからのギーの描写は断片的だが、彼はここで、
『神曲』
「煉獄
（作中では「浄火」という名称が用いられている）における「いまある怒りを無
篇」

意味なものに感じさせる箇所」を思い浮かべようとする。しかし、
「さらに血を
流している自分には問題の箇所を思い浮べて確認することができないんだね。
なにより怒りにさえぎられて。あすこのところだ、とはよくわかっているのに、
［ 314 頁］という。代わ
その具体的な中身はスルリとすりぬけてしまうんだよ」

りにギーの頭に去来するのは、
「地獄篇」の第 7 歌である。ここでギーは、
「自分
は他人どもの攻撃に対し怒りを昇華する人間を思い描いて、そこへ同化しよう
とつとめながら、じつは沼のなかで泥まみれになって怒っている者のイメージ
［ 315頁］という。こうした中でギーが想起したのは
にとらえられていたんだ。」

「今我黒き泥水のなかに鬱すと、かれらこの聖歌によりて喉に嗽す、これ全き言
［ 315頁］という文言が含まれる部分である。
にてものいふ能はざればなり」

それまでギーが繰り返し読み、かつ少年期の「僕」に教えるなど、愛着を持って
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43
大江健三郎『同時代としての戦後』、講
談社文芸文庫、1993 年、226‒227 頁を
参照。なお、参照部分が含まれるのは
「島尾敏尾・
「崩れ」について」
（初出：
『群
像』第 27 巻第 9 号、1972 年 9 月）。
44
上掲した『同時代としての戦後』におけ
る「野間宏・救済にいたる全体性」中の
「大岡昇平・死者の多面的な証言」
34頁、
中の39頁および「埴谷雄高・夢と思索的
想像力」中の86頁を参照。なお、初出は
この順に、
『群像』第 27 巻第 1 号（1972 年
1月）、同第2号（同年2月）、同第3号（同年
3月）。

いたのは主に『神曲』の「煉獄篇」
・
「天堂篇」であり、そのなかの魂の救済に関す
る宗教的な構想だった。しかし、ここにきて、ギーは救い難く傷ついたことを
きっかけに、救われることのない地獄の亡者たちに自己のありようを重ねてい
く。ここには、ギーがダンテから暴力のイメージを受け取っていく解釈の過程が
示されているといってよいだろう。ギーは、暴力により大きな傷を得た。その
傷は、
「傷口から痛みの蒸気が全身へ噴き出して、そのエネルギーが怒りにかた
［314頁］というギーの語
ちを変えもするんだよ。それも徹底的に高い効率で！」

りに現れるように、怒りと強く結び付けられる。怒りが傷口から噴出するもの
であるとしたら、その傷口がふさがらない限り、ギーは憤怒をどこかに持ち続
ける人物となる。そして、ギー自身により傷に対して与えられる「頭蓋はついに
［317頁］という規定は、憤怒から逃れる
恢復しきることがないはずの傷つき方」

ことのできない人物として自己を位置づけることに通じる。憤怒の中でギーが
「地獄篇」の一節を想起したことを考慮にいれるなら、ここでギーは救われるこ
とのない地獄の亡者の側にある者としてその後の生を生き続けるしかない存在
となったと考えられよう。そうした自己規定が、天堂にいたる道である煉獄の

45

島を模した風景を破壊する夢に現れるような『神曲』のヴィジョンからの離脱に

なものに対してすらも異議申し立てを

通じている。
その後第一の根拠地運動の中で繁が死んだ事件についても、ギーの関与の度
合いは必ずしも明瞭ではないものの、同様にギーは拭いさることのできない罪
を背負った人物として自己を位置づける。以上の検討をもとにすれば、ギーの
終結部での「批評」は、暴力により毀損された恢復不能な身体と拭いさることの
できない罪を持つ存在の側から、そうした存在を救いへと包摂し得ない『神曲』
の構想に対する異議申し立てと読むことができよう45。
以上のようにギーの過去の経験の延長線上に〈個人の義〉が位置づけられると
予備的に分析した上で本論文がこれまでの議論との関わりで注目したいのは、
こうしたギー自身の体験が〈個人の義〉に通ずる過程に、
「僕」や「僕」の息子達が
間接的に関わってあるように描かれていることである。そのような記述には一
見ギー単体で領有されるものと読み取れるような〈個人の義〉が複数の出所か
らよって来るものであることを示し、それを共同性に開こうとする方向性が読
み取れる46。ここには、第 2 節で論じた「義」という言葉の背景にある問題意識
―個の想像力と集団的な想像力との間の接続可能性―に対して大江が試みよう
とした応答の一端をみることが出来るのではないかと考えられる。
「僕」によればギーが堰堤を壊す夢をみるもととなった、
『神曲』
「天堂篇」の一
節に惹きつけられたのは、
「僕」が夢の中で見た当該の一節を、ギーに話したか
らとされていたのだった。一見作品をいたずらに複雑にするようなこうした
「僕」とギーとのやりとりはなぜ細かく書き込まれているのだろうか。その意味
を問うために、すでにこれまでに言及した部分も含まれるが、以下「僕」の夢に
関係する部分を詳しく検討したい。
第一部冒頭に置かれた出獄後のギーに会いに行くエピソードの後に、大雪の

大江は他の人間たちのみならず天上的
辞さず、平等に相対する人物をデモク
ラット（民主主義者）と呼び、貴賤を問
わず人が裁かれる終末を「誰でもがデ

モクラットたる人間でなければならぬ」

（『同時代としての戦後』、89 頁。参照
部分が含まれるのはエッセイ「武田泰

淳・滅亡にはじまる」で、初出は『群像』

第 27 巻 第 4 号、1972 年 4 月）世 界 と す

る。そして、
「敗戦の現実に立ち、終末
観的ヴィジョン・黙示録的認識を、そ
の存在の核心におくようにして、仕事
を始めた人々こそを戦後文学者と呼び
たい」
（同頁）と述べる。こうした点で

もギーには戦後文学者像が託されてい
るといえよう。
46
この時期の大江における個人の複数性
についてはこれまで指摘されてきてい
ない。しかし、80 年代以降晩年にいた

るまで大江が私小説的な「私」の解体に

取り組んでいったことは知られている。
これについては、大江健三郎「「後期の

仕事（レイトワーク）
」の現場から」
（
『群

像』第 65 巻第 1 号、2010 年 1 月）を参照
ありたい。最晩年の著作ではこうした
大江の方法的主題の延長上に、
「私」と

発する個人が「私ら」に支えられて成る、
相互依存的な個の成立関係が見出せ
る。これについては、拙稿「大江健三

郎『晩年様式集』に描出される「私」と

「私ら」との関係」
（『言語情報科学』第

18 巻、2020 年）を参照。本論文の「個

人」に関する議論はこうした研究の流
れも見据えつつ提起するものである。
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中で何とか松山に帰り着いた「僕」の家族は、ホテルに泊まることになる。
「僕」
はベッドが足りないことから、二人の息子の間に寝そべり、二人の寝息を聞き
ながら夢を見た。この夢は「僕」によれば、
「いったんその夢の総体を見てしまう
［130頁］であり、かつま
ならば、僕の生の意味はすっかり納得されるはずの夢」

た、
「これまでに書き・現に書いている、将来に書くはずのすべての小説の内容」
［ 130 頁］がつくされている夢の、前段階としての性格を持つものである。
「僕」

はその夢について、ギーから教えられた夢と明瞭に切り分けられない形の記憶
を、その際に得た転倒した時間感覚とともに次のように語る。
ギー兄さんはヒカリの誕生の前から、すでにその夢のことを歌っているダン
テの詩句を教えてくれるようであったではないか？ 若い頃の、少女のように
見えることのあった、はにかみにみちた微笑とともに口を開いて。きみとヒカ
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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`

4

4

4

4

4

4

4

4

`

4

リさんの願ひと思ひとは宛然一様に動く輪のごとく、はや愛に廻らさる／日
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

やそのほかのすべての星を動かす愛に。
［130頁］

ここで着目したいのは、
「僕」の記憶の中のギーが知的な障害のある「僕」の息
子ヒカリの「誕生の前」に「すでにその夢のことを歌っているダンテの詩句を教
えてくれるようであった」とある点である。本来、記憶の中のギーの語りには
「ヒカリさん」が現れているため、その教えが与えられるのは、ヒカリの誕生後
こそふさわしい。しかし、
「僕」の記憶の中のギーは、それを誕生の前に語った
という。引用部にみられるギーがダンテの詩句に付け足した「きみとヒカリさ
んの」という語句は「これまでに書き・現に書いている、将来に書くはずのすべ
ての小説の内容が」
「つくされている」夢を「僕」とヒカリとの関係から秩序付け
るよう「僕」に対して要請している。
『懐かしい年への手紙』第 2 部では丁寧に作
家「僕」のキャリアが紐解かれており、そこから「僕」が書いた小説にはヒカリの
誕生前に書かれたものもいくつも含まれていることが読み取れるのだから、
「僕」によるギーを介した自己の人生全体の捉え直しが、ここで行われている。
そして、そうした「究極の夢」の具体的な実相を「僕」に伝達した存在として、
ギーはここで、
「僕」－ヒカリ関係に縫い合わされる。同時にまた、ヒカリは
「僕」－ギー関係を通じてその誕生の前からすでに「僕」に抱かれていた夢に現
れていくのである。
その後、
「僕」は記憶の中のギーから聞かされた詩句を、ギーの手術前日に「僕
は夢のなかでその詩句をヒカリと自分とに結びつけていて、つまりは自分流に
［445頁］と語る。こ
捩じ曲げる仕方で、それでもよく理解しているようだった」

の「僕」の語りを受けてギーは改めて「よくわからぬふうだった」とする「僕」の
（ L’amor ）という単語について再考する。この事情につい
引いた引用部の「愛」

ては前節で述べたとおりである。
こうした進み行きに現れているのは、天堂の詩句をめぐるギーと「僕」との
間の詩句の伝達、受け止め、解釈および再解釈の連鎖である。夢の中のギーの
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言葉をきっかけに家族の関係を基盤とした、およそ宗教的普遍性とは遠い詩句
に対する個人的な解釈を行う「僕」は、それをギーに差し戻すことで、結果的に
は改めてギーに、詩句の再解釈を促し、続く解釈の連鎖の中から、最終的にギー
の〈個人の義〉に基づく「批評」としての自死という夢が現れてくるように書か
れている。
ギーの〈個人の義〉は、ダンテのモデルとも、ギーの死の直前までギーの構想
を『神曲』との関わりから捉えようとする「僕」の解釈とも真っ向から反対する
形で現れる。しかしその表出自体は、
「僕」の幼少期から積み重ねられてきた
「僕」とギーとの間の『神曲』を解釈する親密な関係や、
「僕」と二人の息子たちと
の間の関係を基盤としている。同様に、ギーに関わる複数の人々―谷間で連絡
係を引き受ける複数の女たちなど―とギーの間にもまた〈個人の義〉に通ずる複
数のやりとりがありえ、
「僕」が夢の中で幻視したように、ギーという個人は、複
数の人々の中にそれぞれの想像力と不可分な形で複数いることが想定できるの
ではないだろうか。
他者の中にいる複数化した自己の声を引き受けることの中から〈個人の義〉
が生じてくる以上の進み行きからは、エッセイの中で提示された〈個人の義〉の
個人性を問い直す方向性が読み取れよう。大江は個の想像力と集団の想像力と
の接続を思考する可能性を、個人なるものの再定位の中に求めようとしたので
はなかったか。ここには、同時代に高まりつつあった、戦争の記憶およびそこ
から戦後日本社会が紡ぎ出してきた思想的精華が忘却されてしまうことへの危
機意識に対して、大江が自身の文学的な仕事の上になしえた一つの応答を読み
取ることができよう。

おわりに
ギーと周辺住民との対立が解消されえず、ギーが殺されてしまう進みゆきを
みる限り、物語内においてギーの想像力は集団に共有可能なものとしてついに
開かれえなかったように読める。その意味で、作品は個人の想像力と集団の想
像力とをいかに接続させるかという問いに対して最終的な解答を差し出し得て
はいない。しかし、そうした試みが不徹底に終わる地点から、
「僕」の仕事が始
まるように描かれていることには注意をうながしたい。
ギー兄さんよ、その懐かしい年のなかの、いつまでも循環する時に生きるわ
れわれへ向けて、僕は幾通も幾通も、手紙を書く。この手紙に始まり、それが
あなたのいなくなった現世で、僕が生の終りまで書きつづけてゆくはずの、こ
れからの仕事となろう。
［471頁］

この引用部が含まれる章の題名が「懐かしい年への手紙」とされていることや、
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「僕」が明らかに作家・大江健三郎になぞらえられるように書かれていることは、
『懐かしい年への手紙』という作品を、作品中に書かれた物語内容の後に「僕」が
書いたことを示唆していよう。作品中に電話や手紙、噂など「僕」にギーに関す
る情報を運んだメディアや情報が伝達されてきた過程が執拗に書き込まれてい
ることは、
「僕」が過去にあった様々なやりとりの記録を掘り起こしたり、その記
憶を手繰り寄せたりした上で、作品を執筆したことを示している。それはまた、
ギーの死につながったとみられるギー
〈個人の義〉の出所を、自分たちの中に確
認し、その責任を分有しようとする作業でもあったのではないだろうか。
そして、本論文が主張してきたように、この作品におけるギーの行動に戦後
文学者の意志の継承という主題が託されているものとして読むのだとすれば、
ギーを宛先としながら、読み手に対しても送り出される『懐かしい年への手紙』
には、戦後文学者が個々それぞれに有していた〈個人の義〉を読み手と分有しよ
うとする方向性が見て取れる。
アジア・太平洋戦争の終結から 75 年以上もの時が経ち、戦争を体験しない世
代が社会の中核を担うようになって久しい。戦前戦中の出来事に対する反省の
中で人々が紡ぎだしてきた個々に独自な思想や言葉を、個として、また、集団
として引き継ぐことの重要性と不可能性は年々増している。こうした状況下に
おいて、自らが戦後文学者から受け取った想像力を分有するために、現在およ
び未来の読者に宛てて差し出された『懐かしい年への手紙』は、今日において戦
争の記憶を継承するという困難な試みに向かう人々に連なり、彼らが自己に固
有の文脈の中で戦争を想起し、想起することを通じて得た想像力を自分の言葉
で他者に伝達していくことを励ますテクストと言えよう。本作を現在時におい
て読み直す意義は、テクストのこうした面に求められると考えられる。
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