山城正忠「九年母」論─群衆は飼い馴らせる存在か

※

「九年母」の本文は初出『ホトトギス』明
治44年6月号による。

小河 淳寛

1 「沖縄文学」の小説の「始まり」
現在の沖縄県に当たる地域が琉球から琉球藩となったのが明治 5 年、琉球藩
が沖縄県となったのが明治 12 年のことであった。この歴史的な区切りをもと
に、沖縄県または明治時代以前の、琉球王国の統治地域における「前近代の方言
「沖縄文
文学」が「琉球文学」1、それ以後の文学が「沖縄文学」2と呼ばれている。
学」は沖縄県が設置されて以降の、その地域で発生した「沖縄県の近代文学、な
かでも普通語（標準語）による文学を指すもの」3というのが一応の区分である。
その一方で「沖縄文学」の定義には歴史、地域、文化的な「特殊性」を基準とした
文学 4という説、明確な基準を用いないことを歓待し、
「規定することはそもそ
も不可能」5という説もあり、諸説分かれている。
しかし「沖縄文学」において小説の「始まり」とされる作品が明治 44 年 6 月に
『ホトトギス』に掲載された山城正忠「九年母」である点は、その歴史的な状況に
よってほぼ定説とされている。明治期における沖縄の「散文文学の未成熟と「共
通語」の一般化されていない状況」は沖縄出身作家の登場、彼らの表現の獲得と
いう行程を遅らせた。書かれた作品も日本本土の文学の「稚拙」な模倣に留ま
り6、沖縄現地での発表媒体も、明治期は新聞の短いスペースに限られ7、題材も
山城以前までは身辺の描写に留まっていた 8。
「九年母」に伴う「始まり」とはこ
のような状況の上で中央の文芸誌に掲載され、
「この時期の小説でもっともすぐ
れていて、まがりなりにも一応の水準に達した唯一のもの」9という意味での
「始まり」である。この条件を踏まえた上でまずは作品の内容を確認したい。
（那覇に当た
「九年母」は日清戦争期の沖縄を舞台とした短編であり、
「 N 町」
（首里に当たる）での戦争の現地への影響と人々の様子が描かれる。
る）や「 S 町」

町の様子が展開する一方、N 町にある漆器商の松田家では、家を間借りして元
遊女と同棲する宮崎出身の小学校校長が国民教育を熱心に行う傍らで清の密使
を騙り、親清派の老人から財産を詐取する事件が起こる。事件は校長が大金を
隠す様子を松田家長男の政一が目撃し、その情報を刑事探偵の横田に話したこ
とによって発覚する。校長は本土に送還、元遊女は遊廓に戻り、被害者の老人
は人々の憎悪の対象となり罵声が浴びせられる、というやや不明瞭な結末で幕
を閉じる。
やまのじょうはじめ

作中の詐取事件には鹿児島出身の小学校校長山城一が親清派の一派である頑
よ し む ら ちょうめい

やまのじょう

固党の中心人物、義村朝明から清の密使を騙って莫大な金額を詐取した「山城
事件」10という実在の事件が下敷きにされている。この事件の情報は現地の新
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1
池宮正治「琉球文学の概観」
（
『沖縄文学
全集第 20 巻』所収 国書刊行会 1991 ）
2
（池宮正治『池
池宮正治「琉球文学総論」
宮正治著作集一 琉球文学総論』所収 笠
間書院 2015 ）
3
註 1 に同じ。
4
（
『沖
新庄郁夫「漂う沖縄文学のために」
縄文学という企て 葛藤する言語・身
体・記 憶』所 収（イ ン パ ク ト 出 版 会
2003 ）所収）
5
大城貞俊『〈シリーズ・知の津梁〉琉球大
学ブックレット一「沖縄文学」への招待』
（琉球大学 2015 ）
6
岡本恵徳「近代の沖縄における文学活
動」
（国書刊行会『沖縄文学全集第 20 巻
文学史』所収 1991（初出 岩波書店『文
学』1972 年 4 月））
7
（沖
『沖縄県史第六巻各論編五 文化 下』
縄県 1975)
明治二六年に沖縄初の新聞『琉球新報』
が創刊され、日清戦期後の明治三十年
代から琉歌、和歌、漢詩の発表が紙面
で盛んになった。しかし新体詩や革新
短歌の発表は明治 30 年代後半からと遅
れ、小 説 の 発 表 は 明 治 41 年 代 以 降 に
なって初めて現れる。戦前、特に明治
大正期の「沖縄文学」では詩歌が表現の
中心であり、山城正忠も同時代の沖縄
出身作家の多くも歌人としての活動を
行っていた。
8
『沖縄近代文芸作品集』
（沖縄タイムス
社 1991 ）。
「九年母」前年の作、上里八蔵「心の響」
（『琉球新報』1910 年 2 月 6 日～11 日、15
日掲載）は沖縄の知識人青年の友人関
（『沖縄毎
係、上間常三郎「わからない」
日新聞』1910 年 2 月 23 日、24 日、28 日
掲載）は那覇で中等教育を受ける学生
が故郷の寒村へ戻った風景、といった
身近な題材を描いている。

聞記事が明治 31 年以降のものしか残存していないこともあり現在は不明瞭な
部分も多いが11、山城事件は作品に重要な視点を与えたとされる。本作は日本
人と沖縄の人間の間に起きた詐取事件と戦時下の沖縄の人間模様を描くことで
初めて「沖縄の安定も混乱も、ひとえに本土と関わっている」という「対本土認
識」を示したことが評価された12。
しかし本作の重要性が説かれる一方で先行研究は少なく、山城の他の作品も
「九年母」を含め
ほぼ省みられておらず、研究史は依然として浅い。そもそも、
た戦前の「沖縄文学」作品の「多くがまだ闇の中」にあり「死骸と化している」13
と言われるほどに顧みられていないのが現状である。本作の考察もこの状況か
ら始められなければならない。
本作の先行研究も主に作品の「対本土認識」に注目している。詳しくは後述す
るが、本浜秀彦は中国的な要素の多い「琉球」が日本的な「沖縄」に変容する過
程14を、黒沢亜理子は日本に翻弄、利用される無力な沖縄の姿を読んだ15。浦田
義和も二者の論を踏まえ、日本に少年と老人が騙される小説だと論じている16。
先行論はいずれも日清戦争を通じて日本という外部から、琉球または沖縄に降
りかかる暴力を見出していると言えるだろう。
しかし沖縄対日本という構図で本作の読みを決定づけるのは時期尚早であろ
う。この視点は確かに日本の支配、権力を照射する点では有効である。だが照
屋信治が言うように、沖縄内部の人々や思想の具体的な形、または沖縄内部で
の対立や抑圧といった要素を見落とす欠点が伴うことに留意する必要がある17。
外部対沖縄という構図への偏りが「沖縄文学」とされる他の作品の研究にも現
れる問題であることは、東峰夫「オキナワの少年」の論考で既に指摘した18。
そこで本稿は先行論の視点の問題点を指摘した上で、本作の「沖縄」の内部的
な要素を分析することで「九年母」において見落とされてきた作品の新たな側
面とその画期性を見出したい。さらに、明治末期の沖縄では青年層が琉球、沖
縄の特異性や個性に着目した上で琉球の文化を否定し日本の文化を称揚しなが
ら進行してゆく日本化に疑問を呈し、独自の方針を模索していた思潮があった
ことも見逃せないだろう。
、
「琉球」
、
「日本」
、
「清」を「九
また論考に入るにあたり、本稿で用いる「沖縄」
年母」の作品内に登場する場所として定義し、史実、実在のそれらと区別して扱
うことを断っておく。ただし、史実と作品内部の場所は全く無関係なものとし
て区別されるのではなく、歴史的な影響関係にあるものする。即ち、本稿は作
「沖
品内の「沖縄」が当時の歴史的文脈からどのような影響を受けて形成され、
縄」と史実の沖縄との相違、そして「沖縄」が独自に持つ要素を見出すことを目
的とするものである。

9
註6に同じ。
10
『沖縄大百科事典下巻』
（沖縄タイムス
社 1983）
11
『沖縄県史第一六巻資料編 六 新聞集成
（政治経済Ⅰ）』
（琉球政府 1967））
「未曾有の戦災を蒙った沖縄現地には、
かつて沖縄で発行された新聞の現物は
ほとんど全く残ってはいない。現在国
会図書館所蔵のものが、両新聞（『琉球
、
『沖 縄 毎 日 新 聞』
新 報』
（明 26 年 創 刊）
（明 41 年創刊））ともそれぞれ一部ずつ
あるだけである」という事情がある。な
お、現存資料にも欠落が多く、特に大正
中期から昭和初期にかけての現地の新
聞資料のほとんどは残っていない。
12
（沖縄
仲程昌憲「沖縄近代小説の道程」
タイムス社『沖縄近代文芸作品集』所収
1991）
13
註12に同じ。
14
本浜秀彦「オキナワ的身体とは何か―
（1911）にみる近代イ
山城正忠「九年母」
メージと身体感覚、あるいは「身体の近
代」―」
（
『沖縄キリスト教学院大学論集』
第3号2007）
15
（岡本
黒澤亜里子「九年母 作品解説」
恵徳、高橋敏夫編『沖縄文学選―日本文
学のエッジから』所収 勉誠出版 2003）
16
浦田義和「山城正忠「九年母」論―「遊
（
『社会文学』
女」表象の意味するもの―」
40号 2014）
17
照屋信治『近代沖縄教育と「沖縄人」意
識の行方―沖縄県教育会機関誌『琉球
教育』
『沖縄教育』の研究―』序章（渓水
社 2014）
18
拙稿「東峰夫「オキナワの少年」論」―
「オキナワ」内部の差異性―」
（全国大学
国語国文学会『文学・語学』217号 2017）
拙論では本来外部から抑圧される「オ
キナワ」の象徴とされていた主人公の
少年をむしろ「オキナワ」の内部に生じ
た差異とする観点から論じた。
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2

先行論の読みとその限界

「九年母」は「ほぼ主要な登場人物と等距離を保った」19、人物と状況を三人称
で俯瞰的な視点から説明する語りによって構成されている。山城の前年の小説
（『新潮』12 巻 2 号 1910 ）
（『新文藝』八月号 1910 ）の語
、
「石敢当」
「鶴岡という男」

りがいずれも「私」による一人称で構成されているのとは異なった形式である。
まずは本作の語りに対する先行論の視点とその盲点に注目したい。
（明治 44 年 6 月 21 日）や複数の文芸誌で批評され
本作は発表当時、
『国民新聞』
（『国民新聞』）ことへの興味に留ま
た20。批評は概ね「作者自らが琉球人である」

り、作品評価も具体性を欠き、批判的なものが多かった。特に「作中の人物が一
人としてハッキリした個性を帯びていない」21、
「単なる写生文」22と、人物や作
品内容の印象の薄さが批判の主な理由とされている。また本作の批評は沖縄で
「九年母」の如きも
も『沖縄毎日新聞』紙上で行われたが、記者の山城翠香には「
亦からきし評するに足らざるもの」23、伊波月城には「何だか内容がからっぽで
ある様な感じがする」24と批判的な評価が下されている。さらに山城翠香は「主
人公たる可き政一」と、政一を主人公と見なしながらもその「性格が不明瞭」で
ある点を批判している。つまり、いずれの評価も主人公や人物の個性といった、
一般的な小説の読みで中心と見なされることが多い要素が判然としないことを

19
註16に同じ。
20
『白樺』明治44年7月号）
・
「小説と戯曲」
（
『早稲田文学』明治
「六月の文壇概観」
（
・白石実三「雑誌月評」
（『文
44 年 7 月号）
・扁舟生「机上
章世界』明治 44 年 7 月号）
書架―六月の雑誌」
（『創作』明治 44 年 7
月号）
・宮本生「六月の小説」
（『ホトトギ
ス』明治44年7月号）
21
註20「六月の文壇概観」
22
註20「六月の小説」
23
（『沖縄毎日新聞』
山城翠香「机上余瀝」
明治44年6月20日）
24
（
『沖縄毎日新聞』明
伊波月城「閑是非」
治44年6月28日）

批判点にしていることが窺える。
一方近年に本作を論じた本浜は政一が親と校長に所作と髪型を注意される
」が、
点に注目し、沖縄の人々がそれまでに持っていた「琉球的＝中国的身体」
「「沖縄＝日本的身体」に組みかえられていく」過程を読んだ。その結果、沖縄か
「「日本」」という日常」へ収束すると論じ
ら「琉球的＝中国的」要素が排除され、
た25。黒澤亜理子は、校長には気を許さないが、結局は刑事探偵の親しげな態

25
註14に同じ。

度に気を許して情報を話し、校長の逮捕に利用される政一の姿は沖縄を象徴し
「琉球人／沖縄人」という「少年」は、日本という国の「大
ていると述べている。
人の力」の前では「徹底して無力な存在」だという26。つまり彼らは作品の中心
を詐取事件の関係者である政一、奥島老人、校長に見ていると言えるだろう。政
一を主人公と見なし、彼らの個性の薄さに不満を抱いていることから、同時代
評も事件とその関係者を作品の中心と見なしている点では共通している。まず
は先行論の読みを確認するため、詐取事件に沿って作品の内容を追ってみよう。
本作では松田家の出来事と、S 町と N 町の出来事を交互に展開する形で戦時
下の状況が述べられていく。ある日の夜に詐取の証拠を目撃した政一が横田に
その事を告げたことで校長は数日後に逮捕、長崎に送還され、彼が囲っていた
元遊女の人形お鶴は「再び遊女としてある楼にあらわれた」と経緯が語られる。
ここで物語が終わっていれば本作は事件の経緯と犯人のその後について記した
上での解決、という整然とした物語構成で完結しただろう。しかし奇妙なこと
に、物語はここで完結していない。この後の結末部に登場するのは校長でも松
田家でもなく、被害者である老人と彼を迫害する人々である。
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26
註15に同じ。

校長とお鶴の経緯を述べた後、詐欺被害者である老人の後日談が挿入され
る。彼は事件後、町の美少年をだまして家に連れ込み、
「「若衆あそび」―男色―
をやるという噂」が広まったことで人々から「朝敵」と見なされ憎悪の対象にさ
れたという。場面は老人の家の前に移り、
「畜生！」
「白髪の若衆！」
「謀反人！」
といった罵詈雑言が「黒山のような人々の口」から家に閉じこもる老人に浴びせ
られる。そして人々が「一様に、閉めきった謎のような黒い扉を仰いだ」という
一文で本作は結末を迎える。
確かに詐取事件を本作の中心要素とする読みは本作の構成から見ても妥当で
あろう。それは先述の三者（校長の名は細川茂）に加えて、松田家の家族（良平
（父）たま（母）おと（長女）つる女（二女）
）と雇われた職工（樽金、鶴壽）、使用人
めしたきおんな

（蒲鶴（下男）
、かま（厨 女）
）
、校長が同棲する元遊女（人形お鶴（本名「うし」）に刑

事探偵の横田を加えた、松田家と事件に関係する者だけが固有名を持つ点から
も言える。
しかし結末部が固有名を持つ事件の関係者ではなく無名の人々が中心となっ
て展開する点と、彼らが出現するために結末部が不明瞭になっている点から、
本作の中心要素を詐取事件のみと断定するには早いと思われる。それでは詐取
事件を中心とする読解の問題点を指摘したい。
まずは本浜らが中心と見なした政一、老人、校長の 3 人が作品全体に渡る中
心人物とは言い難い点を指摘できる。政一を改めて観察すれば、夜中に校長が
詐取した紙幣を隠す様子を目撃する場面から、横田に秘密を話すまでの間だけ
語りの中心となる人物に過ぎない事が分かる。校長と老人も簡単な経歴と言動
が示されるだけで、政一と同様に物語全体に登場するわけではない。同時に人
物の個性や性格を裏付けるであろう人物の言動の理由、動機を説明する箇所も
老人の、私塾が「新時代の潮流」のためにつぶれ、自らの学問も存在も忘れられ
のろ

たため「新しい代と人を呪」うに至った経緯と、政一が夜中に起きた理由（「夜深
に小便がしたくてならない」）
、覗きを秘密にした理由（「両親の叱責を受くるか
ら」）が簡素に見られるだけである。

また事件関係者のみが持つ固有名についても、固有名とはそれを持つ対象の
唯一性を示す、というのが一般的な認識であるために読者の心理は無名の人物
より彼らを重視しがちだが、本作の場合はこの見解を改める必要があるだろ
う。固有名はしばしば一般名詞的にも用いられ、一つの固有名が複数の対象を
示したり、一匹の犬に対して他にも複数存在する犬という同じ種類の動物と区
別するために名をつけるように、名づけた対象を同じ種類の他のものと区別す
る機能も持っている27。上記の通り、本作に決定的な中心人物はいないため、本

27
清塚邦彦「固有名の意味」
（東北大学『文
化』54 号 1990）
・出原健一「認知意味論
から見た固有名の意味性」
（信州大学『人
文科学論集文化コミュニケーション学
科編』31号 1997）

作において固有名が人物の固有性、唯一性を保障すると無条件に肯定するのが
適当な判断とは言い難い。
続いて結末部における不明瞭な点について考えたい。第一に、人々の敵意が
詐欺師の校長ではなく、人々と同じ沖縄の人間で被害者の老人に向けられる不
条理な点が挙げられる。なぜ結末部では詐欺事件の加害者ではなく被害者に
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罵声が浴びせられていて、さらに老人に罵声を浴びせるのが事件の部外者であ
る町の人々なのだろうか。
第二に先行論の読みに沿えば、以前から老人が「狂人」扱いされていたこと、
老人が詐欺師相手であっても「支那へ軍資金を出」す計画に加担したことが人々
に批判されているように見える。だが実際に彼らが反応を強く示したのは詐取
事件よりも中傷めいた男色の噂に対してである。この点は人々が単に事件の影
響を示すためだけに用意された、沖縄の風景を示すだけの存在ではなく、独自
の行動理由を持った存在として老人の迫害に至った事を示す端緒だと考えるこ
とができる。
第三に、結末部では詐取事件の関係者から物語の中心が町の人々に移行し、
最後は彼らが「閉めきった謎のような黒い扉」を仰ぐ、という比喩の伴う表現で
締めくくられる点に謎が残る。ここからは小説の中心が事件から無名の町の
人々に移り、事件だけが小説の中心要素とは限らない可能性が認められる。そ
れに加え、町の人々が向かう老人の家の扉に抽象的な表現が付加される点も見
逃せない。この抽象性についても「当時の沖縄社会の混迷」を示す28、と指摘さ

28

註15に同じ。

れる以上の考察が必要なのではないか。
以上の問題に加えて、結末部の老人と人々の関係には「沖縄」対外部という構
図だけで片づけることのできない要素、即ち「沖縄」の内部で人々が対立し、排
除しあう構図が認められるはずである。この構図の中心にいるのは、まさに老
人を排斥する不特定多数の無名の人々であり、彼らの分析が「沖縄」における内
部的な問題の追究に不可欠であると言えるだろう。
次章では無名の人物を分析し、従来の読みを踏まえた上で本作の全体的な構
造を改めて検討したい。

3

島を揺るがす無名の〈群衆〉
改めて無名の人物に着目すると、彼らは結末部に突然現れるのではなく、詐

取事件と並行して物語の各所に現れていたことが見えてくる。
「歴々の士族や、
「わけのわかった官吏や、民間の先覚者、新しい教育を受け
N 町 S 町の儒学者」
た若い衆」といった形で、彼らには誰一人として特定的な人格や個性が付与さ
れることはない。彼らはその行動と姿が描写されるだけに終始する、再登場す
ることもない存在である。よって彼らには通常の一個人に焦点を当てた人物分
析が通用しないため、前置きが数点必要となる。
本稿では彼らを個別的な区分を持たない群衆として考えたい。エリアス・カ
ネッティによると、群衆とは何らかの恐怖を感じることを発端として形成され
る、人々が日常で持っている個人としての差異が互いに密着、同一化すること

29

で無化された状態だと言われる29。群衆が形成される目的は恐怖を克服するこ

（法政大学出版局 1971）
衆と権力（上）』

とにあり、そのために「敵」や「生贄」が設けられ、排除されることによって日常
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『群
エリアス・カネッティ（岩田行一訳）

の秩序が取り戻される30。本作では戦争によって恐怖し、同じ沖縄の人間であ
る老人を「朝敵」として排除する人々の姿が現れているため、カネッティらの群
衆観を手がかりに彼らを分析する事が適切だと判断できるだろう。

30

（筑
今村仁司『群衆―モンスターの誕生』
摩書房 1996）

日常の危機に際して流動的になった群

また彼らの本土出身者と現地出身者との区別を徴兵に基づいて行う。史実に
おいて作品の舞台である「明治 27 年」の時点では沖縄県で徴兵令は施行されて
おらず、施行は日清戦後の明治 31 年からであった31。そのため本作に登場する
「出征軍人の家族や親類」
、そして初代鍋島直
「兵隊」
、
「練兵場」で訓練する人々、
彬より当時の奈良原繁まで県外出身者が占める「県令」は本土出身者32だと判断

集が「排除されるべき第三者」を設け、
全員の暴力を集中させることで流動状
態を解消し、固定的群集となる。そして、
元々の状態への回帰であれ別のもので
あれ群衆は「日常」の再建に向かうこと
が論じられる。
31

近藤健一郎「沖縄における徴兵令施行

する。
以上の条件を踏まえ、上記の本土出身者を除いた、不特定多数で無名の「沖
縄」の住民を一様に〈群衆〉と定義して分析を行うことにしたい。
作中で〈群衆〉が最初に現れるのは戦争初期である。彼らの間には「支那には、
「支那の全滅を予言」する
いくら日本人がつとめてもかてない」と言う黒党と、
白党による「新旧両時代の衝突」が生じている。そこへ「頑固党の総大将」であ
る奥島老人が突然町に現れ、
「私は、唐の子孫やから、大和に勝たせたくはねぇ
らん」と言って仲間を集めようとするが、白党はもちろん、黒党からも「狂人」
扱いされ、拒絶される。この様子からは〈群衆〉がある秩序下にあることが窺え、

（北海道大学『北海道大学教育
と教育」
学部紀要』1994）

徴兵は明治 28 年に「国民精神ヲ注入」

（「明治 28 年 9 月 19 日付閣議請議文」）す
るため、小学校教員に限定して六週間

期限で行われた後、明治 31 年から沖縄
の青年男子全てを対象とし、九州に配
属する内容に移行した。
32

（琉球新報社
真境名安興「沖縄現代史」

『真境名安興全集第二巻』所収 1993（初

出『沖縄日報』1937～1939連載（残存資
料が半数のため年月日不詳））

この秩序については白党と黒党の分派から考えることができる。
史実における白党と黒党の分派は明治五年の琉球藩設置に伴う琉球王国内部
の対立に始まる。明治 19 年の報告では、明治政府からの琉清関係断絶命令に反
対し、琉球王国の維持を最優先として清への脱走嘆願などを行った者たちを亀

33

後田多敦『琉球救国運動

抗日の思想

と行動』
（出版舎 Mugen 2010）

川党（後に黒党）、日清間での中立を求めた一派が白党と呼ばれた33。日清戦争

34

（清への専属を希望）
、
「頑
直前の明治 27 年の報告では、琉球の思想派閥が「黒党」

・近藤健一郎「日清戦
県史』第14巻所収）

（
『沖縄
一木喜徳郎『一木書記官取調書』

（日清両属を希望しつつ清寄り）
（日本専属を希望しつつ琉球藩へ
、
「開化党」
固党」

争直前の沖縄教育政策―『一木書記官

の復藩を希望）の三つに分かれているとある34。だがどの党派も琉球王国の復活

学』第48号 1996）

取調書』
（1894 年）を中心に―（『南島史

を目的とする点では一致しているとされた。
史実の報告にある派閥を作中の党と等号で結びはしないが、この場面で「唐」
への帰属意識を表明した老人がどの党派からも拒絶されている以上、
〈群衆〉は
（「清」）の人間ではなく「琉球」の人間だ
白党黒党に関わらず、自分たちが「唐」
ウチナワ

には「琉球」―
という認識を共通して持っていると言えるだろう。つまり
〈群衆〉
さ

き

「針の尖頭」への帰属意識が共有されており、この時点での彼らは「琉球」という
共同体の秩序の下にいる点で一致しているのである。
しかし戦争が進み、清兵が島を占領するという風説が広がる場面において、
「琉球」の秩序に亀裂が生じる。
町で金持といわれる家では、早くも家財をたゝんで遠く山原辺に難をさけ
た。よく街上で琉球産のちんちくりんな赤い駄馬の白い木鞍のうえに、がら
くたをつんで、クバの葉でこさえた笠をかぶった馬方が鞭をあてゝ急ぐの
や、金蒔絵の唐長持を二人がかりでかついで行くのやらを見た。そのあと
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から駕籠にのった老人、赤子をおぶった若い男女が続いた。同時に遊廓で
はゴロツキがあばれ出し、墓の上では密会や逢引がさかんに行われた。
役所では、時の県令××氏の命令で、役人は誰れでも白木の鞘の日本刀を
買わねばならなかった。それに中学師範の教員生徒間には、
「琉球組」とい
うのが団結され、警官看守の間にもいろ／＼の名前の隊が出来て、朝から
晩まで竹刀の音が、道場の硝子窓にゆらいだ。
この場面では戦争被害を連想させる風説が〈群衆〉を動揺させている様が克

35

註31に同じ。

カネッティによると「逃走群衆」は人々
が同じ脅威から同じ方向に逃走する
人々を均一化し、抱擁する直線的な動
きだが、群衆が違う方向に逃げ、周囲の

明に現れている。市井の〈群衆〉は戦火から各々の方法で逃走または逃避するパ

者を障害と見なすようになると散逸的

ニック状態に陥り、一方で公的機関は「清」という敵を想定し、人々の結束を促

状態へ移行する。

で互いを排除しようとするパニックの

してパニックを防ごうとしている35。
史実では黒党頑固党の一部が清の「黄色い軍艦」の来襲と清の勝利を祈願し
たようだが36、作中にそのような姿は「『黄いろ軍艦』が大和うちまかち、私なん
かは唐の三仕官なられる」と語る老人以外には一切現れていない。
「人々の眼に
は、幻灯や絵で見せられた惨憺たる戦争の光景がおそろしく浮ぶ」ばかりで、
「人々」に以前のような立場の違いはない。
〈群衆〉は戦争の接近を前に、それま

36

西里喜行「幻の黄色い軍艦と大田朝敷」

（第 一 書 房『太 田 朝 敷 選 集 中 巻』所 収

1995）
当時の機密文書から、政府も清の艦隊
来襲へ対策を講じていたことが確認さ
れている。

でに持っていた思想面での差異を失い、恐怖する点で一致しているのである。
このパニックからは〈群衆〉の共有していた「琉球」の秩序が失われ、無秩序状態
に至った事を確認することができるだろう。
だが先に述べた通り、結末部において〈群衆〉は奥島老人に罵声を浴びせるこ
とで彼を拒絶した際と同じような一致を見せていた。この姿は彼らが再び「琉
球」の秩序に戻ったことを意味するのだろうか。この問題に迫るため、
〈群衆〉の
パニックから結末部までの間の姿に注目し、彼らの推移を考察したい。
風説の後の「沖縄」では〈群衆〉の代わりに、練兵場で「毎日のように実弾射撃
や発火演習」が行われ、神社には「毎日出征軍人の家族や親類のもの」が集まり、
「さかんに武運長久を祈」る風景が展開する。黒党や頑固党の姿がこの風景にも
この後にも一切現れないことからも、この場面は戦時下の風景を示すだけでな
く、
「沖縄」が「清」という「敵」に向かう「日本」の領地として位置付けられてい
る傾向の強さを示していると考えることができるだろう。この位置付けの裏に
作用しているのは、情報である。
戦争初期から「沖縄」には「目ざましい情報は、ほとんど日々の新聞をうず
め」、
「内地からくる船では便毎に戦争に関する書だの雑誌だの」が送られてい
た。一方で「ほとんど毎晩のように、
「戦争幻灯会」
」がひらかれ、
「戦争の起った
わけ」が人々に教え込まれている。新聞、雑誌、本といった個人で見聞するメ
ディア情報が人々へ与える影響も大きいだろうが、当時の沖縄の小学校就学率
は 20 %台であり37、この状況は人々の標準語で書かれたメディア情報の受容率
の低さに直結するだろう。従って、今回は幻灯という集団で受容する視覚的な
メディアに注目し、情報と〈群衆〉の関係を考えたい。
日本における幻灯の利用は明治 20、30 年代に最流行期を迎え、日清、日露
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37

註17「第一章 日清戦争後における沖縄
教育論の形成」

戦争期には各地で「教育幻灯会」が開かれていた。幻灯会では既に新聞などで

38

伝わっていた情報を集団的に再確認する効果があり38、就学率が低く、琉球語

大久保遼「明治期の幻燈会における知

話者が大半を占めた当時の沖縄の場合、幻灯会が人々にとって情報を新たに入

2009 ）

手する場としての意味合いが強かったと考えることができるだろう。戦争幻灯
会にあったのは映像を媒介として「日本人」としての「集合的な感情の高揚」を

覚 統 御 の 技 法」
（
『映 像 学 通 巻 83 号』

39

岩本憲二「幻燈から映画へ―明治・大正

促す効果であり、幻灯会の弁士は「観客を煽動し、感激させる媒介者」でもあっ

期における社会教化と民衆娯楽論」
（
『早

た39。作中では校長が「幻灯の絵解」を「よくまわらぬ琉球語」で行っており、ま

輯第3分冊 2000）
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さに弁士の役割を担っている。この点からも本作では当時流行し、人々に情報
伝達、精神的高揚をさせる幻灯を〈群衆〉が「日本」化される手段として象徴的
に、他のメディアよりも優先して取り上げられていると言えるだろう。
風説でパニックを起こす〈群衆〉の眼には幻灯で見た「戦争の光景」が浮かび、
松田家の主人が日本の勝利を予言しながら「おまえらはみんな幻灯で見たでは
ないか、支那の軍艦がまっ赤にやけて沈むところなんかを」と言うように、幻灯
会の参加者は広い年齢層に渡り、その影響は〈群衆〉の心理に深く及んでいるこ
とが確認できる。つまり〈群衆〉はパニックに陥った後、
「日本」からの情報操作
によって「日本」化に至ったことが確認できるのである。この過程を踏まえ、改
めて結末部を考察してみたい。
まずは老人が「朝敵」として排斥された理由だが、
〈群衆〉が「琉球」の秩序にい
（清）への帰属意識を表明した老人は「狂人」と蔑視、拒絶され
た時点では、
「唐」

るに留まっていた。その後パニックに陥った〈群衆〉にとって「清」は逃げ惑う恐
怖、脅威の源となったが、
「日本」化によって「清」は、排除すべき「朝敵」へと変
化したためである。校長に対する態度もこの観点から説明することができる。
「日本」化した〈群衆〉にとって、彼が行った行為は「清」に対する詐欺であった
のだから、同じ「日本人」である校長が批判の対象になるなどあり得なかったの
である。つまり〈群衆〉は事件の影響を受けたことによってではなく、
「日本」化
を経た「日本人」としての思想に基づいて老人の迫害に至ったのである。
〈群衆〉に注目した結果浮上してくるのは、本作には詐取事件と〈群衆〉の動向
という二つの物語が存在し、双方が事件の進行、
「琉球」からの「日本」化という
展開をそれぞれ持った構造である。そのため、焦点をどちらに当てて読むかで
作品は異なる様相を見せる。詐取事件を中心とした場合、本作は一般的な小説
と同様に固有名を持った人物が中心の作品として読まれ、
〈群集〉は後景化し、
あたかも事件の付随物、時代状況を説明するだけの背景のように映る。この作
用が働くことで先行論のように、事件の関係者の姿が直接「沖縄」や「日本」を象
徴しているかのように読まれることになる。そして〈群衆〉を中心として読んだ
場合は分析の通り、戦時下における〈群衆〉の「日本」化という出来事が前景化
し、詐取事件はその時期に起きた小さな出来事の一つとして後景化する。それ
ではこれらの物語の先にある、
〈群衆〉が老人を排除する結末は何を意味するの
だろうか。
本作が二つの物語を有するという見解からすると、本作の結末部は二つの物
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語が交差する地点だと言えよう。日清戦争が史実において沖縄の日本の一地方
化の大きな契機となったように40、
〈群衆〉の行動はその歴史を象徴するが、本
稿の分析を踏まえるともう一つの構図が浮上する。双方の物語に共通している
「沖縄」へ与える影響という点か
のはいずれも「沖縄」で展開している点であり、

40

（琉球
『沖縄県史 第二巻各論編一 政治』

・近藤健一郎「日清戦争後の
政府 1970）

沖縄における「風俗改良」運動の実態」

（『南島史学』第44号 1994）

ら考えた場合、N 町 S 町といった中心地で多数の人々よって形成される〈群衆〉
の行動が詐取事件の影響力を上回るのは言うまでもない。よって、結末部では
〈群衆〉の物語が前景化し、詐取事件即ち個人の物語が後退し、排除されている
構図を認めることができる。つまり本作は〈群衆〉という無名で不特定の存在が
個人の物語と物語世界への影響力を上回るという、一般的な小説の価値観を覆
す構造を有していると言えるだろう。
これで本作における〈群衆〉の重要性を浮上させることはできたが、彼らが結
末部で向かう「謎のような黒い扉」についてはまだ不明瞭だ。本作の語りが比喩
「人形のような色
を用いる箇所は少なく、用いられる場合も「絵のような実景」
の白い」
「ウメントウ（紙雛のこと）のように坐った」とのように例える対象と例
えの意味が明瞭であるのに対して「謎のような」という比喩だけが不明瞭なの
は注目に値する。彼らが老人を排除し、その姿が「日本」化を示すだけであれば
このような例えが付加される必要はなく単に「老人の家の扉」と表現すればい
いはずだ。つまりこの表現には本作が歴史の再現として、単純に「日本」化をな
ぞるだけには留まらない可能性が認められるのである。
この問題をめぐっては、彼らの行動を説明し、その行く先を「謎のような」と
表現した語りを含めて考える必要があるだろう。本作の語りは先に述べたよう
に、人物と状況全てに距離を置いた俯瞰的な位置にある。だが語りを仔細に観
察すると、特に〈群衆〉の説明において俯瞰的な説明を逸して、彼らの本来的、
所与の要素である「個性」を主張する点が確認できる。この主張に関しては作品
発表当時の沖縄の思潮との関連からより深く考えることができると思われる。
次節では当時の沖縄の思潮を踏まえながら改めて本作の語りに注目し、
〈群
衆〉にどのような「個性」が語りによって付加され、それを〈群衆〉が体現してい
るか、またはそれに矛盾しているかを検討し、改めて〈群衆〉が本作においてい
かなる問題性を有しているかを考えたい。

4 「個性」は〈群衆〉を飼い馴らせるか
明治 44 年 4 月に沖縄の土地制度の調査のために現地を訪れた京都帝国大学助
教授河上肇は、糸満に「個人主義的家族」を、沖縄に薩摩藩の長期支配による国
家信奉の薄さを発見し、歴史上の「偉人」の多くは「国家的結合の薄弱なる所よ
、
「個人主義」が登場する期待を講演「新
り生ずる」事を根拠に、沖縄から「偉人」
時代来る」で述べた41。つまり河上は沖縄に別地域の国家主義信奉とは異なる
性質を発見し、それを肯定したのだ。しかしこの講演で河上は日本への同化を
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41

（岩波書店 1983）住
『河上肇全集五・六』

（岩波書店 1994）
・
谷一彦『日本の意識』

（早
三田剛史「河上肇の沖縄への影響」
稲 田 大 学『早 稲 田 経 済 学 研 究』47 号

1998）

優先する『琉球新報』から「侮辱」
「非国民的精神の鼓吹者」と批判された42。そ
の一方で、山城正忠と同世代の記者が中心の『沖縄毎日新聞』では詳しい講演内
容の掲載、擁護が行われた43。
河上の主張した沖縄独自の性質は、彼を擁護した『沖縄毎日新聞』を中心とす
る若い世代に影響を与えたと考えられる。河上と交流し、現地の案内をした伊
波普猷は同年に出版した『古琉球』の初版で明治政府の沖縄に対する政策の批
ユ ニ ー ク ネ ス

「無雙絶倫」即
判と「沖縄人」の「他の人によっては決して自己を発現せざる所」
ち「個性」の強調を行った44。弟の月城も先に挙げた「九年母」の批評で「作者の
個性が現はれていない」点と、作品に「琉球人に特有なる鋭敏なる感覚」がない
、琉球の文化を自
点を批判した45。彼の言う「個性」とは「自己の立って居る処」
覚し、復興させることから生じる自己意識とされる46。伊波兄弟の「個性」には
明らかに河上の影響が見られ、
「個性」という沖縄の固有性を追究しようとした
形跡が確認できる。その上、山城正忠自身も翌年『沖縄毎日新聞』に発表した琉
球王朝末期を舞台とした「戯曲 冠船」の序文で「そのころに於ける琉球民族の
「琉
立場、並に両属政策の眞相」を「具体的に語らしめん」という方向性を示し、
球民族」のあり方を描こうとしている47。
このように、明治 40 年代の沖縄では青年世代に沖縄独自の「個性」という問

42

「非国民的精神の鼓吹者再び演壇に現れ
『琉球新報』明治44年4月8日）
んとす」
（
43

『沖縄毎日新聞』は明治 44 年 4 月 5 日～ 7
日、9 日にかけて講演内容、河上を擁護

する記事を掲載した。その後も 4 月9日

～ 19日に「矛盾と調和」を、4 月15日～5
月 2 日に「日本独特の国家主義」を連載

した。
44

三笘利幸「伊波普猷と「同化」の暴力─
（九州国
1910年前後の思想を考える─」
際大学教養学会『教養研究』17号 2010）
伊波の現代への主張は初版のみに見ら
れ、重版では削除された。
45

註24に同じ。
46

仲程昌徳『伊波月城―琉球の文芸復興

を夢みた熱情家』
（リブロポート 1988）

題が共有され、各方面から模索されていた事が窺えるのである。この思潮を踏

47

まえて作品に戻ろう。

明治45年3月10日～3月26日掲載）

本作の語りの俯瞰的な位置からの逸脱とその主張については浦田義和が琉球
、
の色町の解説などにあると指摘している。
「女も色を売るのみが能ではない」
「悲痛な夜の墓場を背景にして流れる恋の歌は、涙のでるほど哀れにきこえた」
、つまり
と解説される色町の特異性、文化性の主張から浦田は「作者の怒り」
「日本への対抗」を見ている48。
浦田が指摘した箇所以外にも、特に〈群衆〉の形容に語りによる彼らの規定が

（
『沖縄毎日新聞』
山城正忠「戯曲 冠船」
山城と『沖縄毎日新聞』との関係につい

ては拙稿「山城正忠「手紙『淡路町』の
女」注釈」
（東海大学研究と注釈の会『東
海大学日本語・日本文学
第6号 2018）で述べた。

研究と注釈』

48

註16に同じ。

見られる。語りは〈群衆〉を「とりわけ昔から丸腰で、武器を知らない琉球の
人々」、
「どこから見ても太平の民である」と形容し、彼らに「狂人」と扱われた
「へんちきな姿」と形容
老人に対しては、その服装を「実に珍無類の絵であった」
している。ここには語りが〈群衆〉を肯定しつつ、老人の批判に加担している傾
向が認められる。白党黒党についても黒党を「架空小説の筋書で養われた頭」で
清の勝利を説いていると説明するのに対し、白党の人々は「わけのわかッた官
吏や、民間の先覚者」とされ、黒党への皮肉と、白党を肯定する傾向が窺える。
また、史実では戦時中に組織的な活動のあったはずの親清派の動きが老人一人
のみに表象されている点からも、本作の語りには「琉球」と白党に寄りつつ、黒
党に批判的な傾向が認められるだろう。
ここには既に日清戦争から 16 年が経過し、沖縄の日本化が決定的となった時
点から作品が書かれ、当時を回想することで日本寄りの視点が現れているとも
〈群衆〉が至った「日本」
言えるだろう。だが、語りが白党の「日本」寄りの態度、
化という結果を全肯定しているとも、作品が過去の再現だけに終始していると
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も言い難い。その根拠として、語りの「日本」への肯定を覆す要素を結末部にお
ける〈群衆〉の形容から認めることができる。
いずれも海浜の赤い日光でやきつけられて、特有の琉球色をおびた、木彫
のようなたくましい多くの顔が、一様に、閉めきった謎のような黒い扉を
仰いだ。─
「日本」化した〈群衆〉に「日本」的な要素を見るのではなく、
「特有の琉球色」を
見ている以上、この場面には〈群衆〉が依然として「琉球」に帰属しているとい
う語りの規定を読むことができるだろう。ここには語りが〈群衆〉の「日本」化
を批判的な観点から見つめている可能性が現れているのである。当時沖縄の青
年たちに模索されていた「個性」を踏まえて考えると、本作の語りはあくまで
も「琉球」固有の文化、歴史を根拠とした「特有の琉球色」という「個性」に基づ
いて〈群衆〉の「日本」化を批判する意図を持っていると言えるだろう。本作の
語りには〈群衆〉を「沖縄」または「琉球」の象徴にすると共に、彼らにとって「個
性」が所与のものである事を主張し、未来で彼らが「個性」を自覚したり、それ
に基づいた主体性を持つような希望を託した意図が認められるのである。そ
れ故に〈群衆〉が向かう扉は単なる扉ではなく「謎のような黒い扉」となり、彼ら
の未来は「日本」化だけに限定されない不明瞭なものにされたと考えることが
できる。
歴史的な状況と〈群衆〉の動向からすれば本作には「日本」化の再現ではなく、
それがいかなる過程で行われたかを「個性」に基づいた観点から「沖縄」という
仮想空間で問い直し、
「日本」化とは異なる未来の可能性を模索した試みが認め
られるだろう。
しかし語りが「特有の琉球色」を持っていると主張する〈群衆〉は既に論じた
通り、
「日本」化し、
「琉球」の秩序へ回帰することはなかった。この齟齬は、単
に外部から支配される「沖縄」への「皮肉」49や「山城なりの視線や批評」50といっ
た指摘では捉えきれない問題を含んでいる。つまりこの結末部には、
〈群衆〉を

49
註16に同じ。
50
註15に同じ。

「琉球」の内部に規定しようとする語りと、仮想された「沖縄」という空間でさえ
もその意図に反して「日本」化した〈群衆〉の間に生じる齟齬が現れており、この
齟齬には〈群衆〉が本来的に「琉球」に帰属しているという前提の綻びが現れて
いるのである。さらにこの齟齬によって〈群衆〉が語りの希望する未来を実現す
る可能性も否定されてしまう。それでは〈群衆〉とはいかなる存在であり、なぜ
理想的な未来をも否定するのか。その理由は彼らの行動原理にあり、その作用
は既にこれまでの分析で現れていた。
結末部の〈群衆〉に注目すると、彼らは「青日笠、深編笠、島下駄、革草履、結
髪、ザンギリといったような、いろんな階級の人々」と形容されている。その服
装はいずれも伝統的なものだが、髪型は伝統的な「結髪」
、新時代の「ザンギリ」
とで分かれている。当時の沖縄の人々にとって結髪は守旧派、断髪は開化派を
明示するものであり、断髪という行為自体に大きな思想性が伴っていた51。つ
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51

伊波普猷『沖縄歴史物語』
（沖縄タイム
ス社『伊波普猷選集中巻』
（1961）所収

1946）

まり「日本」化を経ても〈群衆〉の姿には依然として白党黒党に対立していた時
と同様に「琉球」または「清」的な要素が残っているのだ。しかし彼らは老人と
いう「敵」へ向かうことで一致している。つまり彼らは自分達の持つ要素ではな
く、老人または「清」という「敵」によって団結しているのである。
先に論じたように、本作の〈群衆〉の混乱は「清」という外部からの恐怖によっ
て引き起こされていた。そして彼らの「日本」化も〈群衆〉自ら行った選択では
なく、情報操作をされて至った結果であった。つまり〈群衆〉は自律的に行動し
ているのではなく、いずれの場合も他律的な要因によって行動させられている
のである。
語りが主張するように、彼らが「琉球色」を有し、本来「琉球」に帰属している
のであればこの過程で何らかの抵抗があるはずだが、彼らはむしろ「うてやこ
てきがいしん

らせや清兵を」という「歌を唄ってるうちにおのずから敵愾心を起させる」軍歌
の流行に乗り、積極的に「清」を排除しようとしている。つまり〈群衆〉の行動原
理は全て他律的なものであり、彼らが生来的に「琉球色」を持ち、それに基づい
て行動しているとは言い難いのである。
また〈群衆〉の行動原理は、
「日本」化が彼らにとって必然的な結果である事も
否定する。本作には現れていないが、日清戦時の沖縄には黒党頑固党による抗
日運動、琉球救国運動が一定の支持を受けながら行われ、沖縄の情勢を日本化
以外に左右し得る「もう一つの可能性」52が存在した。そして作中の「日本」化

52

註33 ・註51に同じ。

も、
「沖縄」が既に「日本」の領地として位置づけられ、
「日本」が戦況を有利に運
び、
「日本」側にとって都合のいい情報を〈群衆〉に送ることができた故の結果で
あった。即ち戦争の状況次第では「琉球」の「清」化、または「琉球」の秩序再建
もあり得たと言えるだろう。
〈群衆〉の「日本」化とは戦争のパワーバランスの結
果至った偶発的な結果なのである。
しかし同時に、
〈群衆〉にとって「琉球色」が本質的な要素ではない以上、彼ら
の「琉球」への回帰またはそれに基づいた未来も偶発的な事象だと判断せざる
を得ない。従って、
「琉球」が〈群衆〉にとっては本来的な要素で「日本」が外部的
な要素という対立の自明性も成立しない。即ち「琉球色」または「個性」という
固有性、アイデンティティーは〈群衆〉の行動に対して後付けされた人為的な要
素でしかない事が明らかになるのだ。彼らは自らの「日本」化によって「日本」
と「日本人」の人為性どころか、
「沖縄人」
「琉球人」
、そして「沖縄」
「琉球」とい
う存在の人為性までをも示してしまうのである。
「九年母」というテクストは〈群衆〉という存在の重要性を認め彼らに希望を
託しながらも、群衆論に通じる形でその性質を仔細に表した故に、仮想空間で
ある「沖縄」でさえもその非制御性を露呈させ、語りにとって理想的な未来を否
定する。このテクスト内の自己矛盾を乗り越え、
〈群衆〉と「個性」とに折り合い
をつける有効な対策は、残念ながらテクスト内に発見されることはない。この
点に関しては他の山城の作品、戦前の「沖縄文学」研究において継続的に考察さ
れるべき問題であろう。

｜研究論文｜小河 淳寛
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本作の〈群衆〉の非制御性は本作の 14 年前に発表された H・G ウェルズ「透明
人間」で登場する、それまでの探偵役であった探偵や科学者といった個人を差
し置いて透明人間を殺害する「〈個〉を凌駕」し、
「小説にとって容易に飼い馴ら
すこと」のできない群衆の姿にも重なる53。
「透明人間」の場合は最終的に「小説を、再び〈個〉の領域に取り戻そうとする」
群衆への抵抗が指摘されるが54、
「九年母」の場合、
〈群衆〉の可能性と非制御性
を表すに留まっている。これが「九年母」というテクストの限界でもあるが、当
時模索されていた「個性」がいち早く文学テクスト上で実践され、それが個人で
はなく〈群衆〉という集団的存在に託された実験性とその上で発生した語りと

53

伊藤正範「 The Invisible Man における

モダン時代の群衆」
（東北大学『 SHIRON

（試論）』49 号 2014 ）。
54

註53に同じ。
「The Invisible Man」の連
載版、初版は透明人間の死で幕を閉じ
るが、第二版では浮浪者 Marvel の後日

談が加筆され、彼個人の「人間性や生の
脈動感が宿っ」た結末に変更された点
を論拠としている。

〈群衆〉との齟齬は改めて「沖縄文学」史における先駆的な例として評価される
べきであろう。そして本稿で明らかになったテクスト内の矛盾は、以後の「沖縄
文学」にも重大な問いを投げかけ続けるはずである。

おわりに
河上肇の舌禍事件以降、
「異なる存在を許容しない、画一化の論理が幅をきか
す社会」としての傾向を強めていった日本において、沖縄は日本との「一致して
いる点」探しの研究対象となっても「一致していない点」
、即ち沖縄の「個性」に
関する研究が深く行われることはなかったと言われる。この状況に対して、主
に戦後の研究は日本の「単一国家論の神話をうち砕くほどの真実、すなはち「琉
球王国像」を掲示」することの重要性を説き55、
「沖縄文学」研究も概ね「沖縄」と

55

高良倉吉『琉球王国』
（岩波書店 1993）

いう存在の模索を前提に行われている。
「九年母」の場合も「日本」に対して「個性」を伴う「沖縄」
「琉球」像を対置させ
る意図が認められた。しかしその希望を託されたはずの〈群衆〉に引き起こされ
たテクスト内の矛盾は沖縄の内部と外部との関係を自明視した従来の「沖縄文
学」研究の方法からは無視された特異性であり、本土の文学の模倣に終始して
いたと言われる当時の「沖縄文学」にも収まらない画期性を持つと言えるだろ
う。特に〈群衆〉への着目とその意義は大正中期に隆盛する、
「
「天才」や「英雄」
と対置」され、
「自己も他個も平等な自由行為を要求する」とされる「民衆」に関
する思潮56と関連付けられるかもしれず、同じ大正期の「沖縄文学」史で重要作
品とされる社会思想色の強い池宮城積宝「奥間巡査」との関係も考察されるべ
きであろう。
本作の〈群衆〉は、当時の沖縄の青年たち、戦後の研究者たちの模索する「個
性」や「沖縄」や「琉球」が、対立しているはずの「単一国家論の神話」と同様の構
造を持つ面を反射する。
「沖縄文学」の研究では改めて、自らの前提としている
「沖縄」や「琉球」がいかなる定義、論理から構成されているかを省察する必要が
あるのではないだろうか。
ただでさえ戦前の「沖縄文学」は顧みられないか、読まれたとしても画一的な
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56

清松大「〈国民〉から〈民衆〉へ─永井荷
風「父の恩」の日露戦後空間─」
（
『日本
近代文学』第99集 2018）

観点から読まれるに留まっている。また戦前の「個性」に対する試みが挫折し、
追究されることはなかったと結論付けるにも、戦前の「沖縄文学」史の研究によ
る裏付けはあまりにも不足している。
「九年母」において単に「小説の始まり」と
説明で片づけることのできない面が明らかになったように、作品単位、作家単
位で詳細に行われる研究によって戦前の「沖縄文学」は改めて考察される必要
があるはずである。ただしそこで模索され、求められる「沖縄」や「琉球」の死角
に生じる存在、たとえば〈群衆〉のようなものたちをも踏まえた上での研究が行
われなければならないだろう。

｜研究論文｜小河 淳寛
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