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国家と戦争と疑惑─ 太宰治『新ハムレツト』論
金ヨンロン

1. はじめに
太宰治の『新ハムレツト』は、1941年7月2日、文藝春秋社から刊行された書下し
小説であり、
「はしがき」と「新ハムレツト」で構成されている。1947年1月20日、鎌
倉文庫の現代文学選23『猿面冠者』に再録される際に、
「はしがき」は「初版序」とし
て載り、
「あとがき」が加えられた。
作者は、
「初版序」で「人物の名前と、だいたいの環境だけを、沙翁の「ハムレツト」
から拝借して、一つの不幸な家庭を書いた。それ以上の、学問的、または政治的な
意味は、みぢんも無い」と述べたが、
「あとがき」では、
「新しいハムレツト型の創造と、
さらにもう一つ、クローヂヤスに依つて近代悪といふものの描写をもくろんだ」も
のとして自作を位置づけた。作者によって否定されていた「政治的な意味」が後に
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小泉浩一郎「「新ハムレット」論」
、
『日本文
学研究：大東文化大学日本文学会編』
、1972

年2月。

覆されたことの意味は、研究史における重要な問題でありつづけた。議論は、大き
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く二つにまとめられよう。

磯貝英夫「新ハムレット」論」
、
『太宰治：一

第一に、作者の「政治的な意味」の否定とテクストの不透明さの原因を戦時中と
いう時代に起因していると見做し、消極的でありながら『新ハムレツト』の同時代に
おける批評性を評価しようとした議論がある。小泉浩一郎1は、
「学問的、または政
治的な意味は、みぢんも無い」という「初版序」の言葉から「色濃い鞜晦の姿勢」を
読み取り、
『新ハムレツト』が「暗黙の時代批判」を行っていると主張した。磯貝英

冊の講座』
、有精堂出版、1983年。
3

勝田真由子「太宰治とロマン主義の背理─
『新ハムレツト』への一視角」
、
『百舌鳥国文』
、
2007年3月。
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夫2も『新ハムレツト』が「戦時下においては、あまりに浮き出すことをはばかった潜

北川透「パロディー、その喜劇への変換─

在的な主題の指示」や「予防的な発言」を有しており、
「おとなへの疑惑を捨てず、

る』
、2008年7月。

それを、当時の戦時風潮にまでひきむすんで、暗に、時代批判をしくんだ」と見な
した。
「家族主義的国家という「なんだか大きい崇高な」ものの欺瞞に最初から最後
まで騙されずに、疑惑を持って生きてきた」というハムレツトへの評価3や、
「政治
の監視の目を逃れるためにも、検閲を欺くためにも」有効であったはずの「名作のパ
ロディーという方法」の強調4などもここに含まれるだろう。
第二に、
「あとがき」における作者の「戦後の発言は鵜呑みできない」という立場

太宰治『新ハムレツト』考」
、
『文学

海を渡

5
鳥居邦朗
（
「新ハムレット」
、
『国文学：解釈と

鑑賞』
、1983年6月）
、城山之信
（
「
『新ハムレッ

ト』論─太宰化の特徴とその意味するもの─」
、

『古典の変容と新生』
、1984年11月）
、鶴谷憲

三
（
「多義的な
〈真実〉─「クローディアスの日
記と「新ハムレット」と─」
、
『
「シェイクスピア」

を読む』
、笠間書院、1993年10月）
など。

に立ち5、
『新ハムレツト』に「政治的な意味」を求めることに懐疑を表明し、宙吊り
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にされた真相や不透明さといったテクストの特徴をより強調した議論がある。山崎

山崎正純「
「新ハムレット」論─表現の虚妄を

正純6は、
「戦争批判のモチーフを強調する事は、もはや作品の正当な解説の域を超
えた所作であった筈」と述べており、富岡幸一郎7も、テクストから「反戦思想や反
時代的精神」だけを読むことは「
「言葉」そのものへ作者の疑いといった性質を見そ
こなうことにもなる」と警戒した。
「メタ言語小説」として『新ハムレツト』を読み、
「
「疑惑」へ向かう」テクストの構造
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見据える眼」
、
『近代文学論集』
、1986年11月。
7
富岡幸一郎「論文題名「新ハムレット」論─

芸術家の仮面」
、
『国文学：解釈と教材の研
究』
、1991年4月。
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渥美孝子「
『おふえりや遺文』と『新ハムレット』

と「メディアとしての噂」の機能を明らかにした渥美孝子8、
「
「劇の事件」といったも

─メタ言語小説の観点から」
、
『東北学院大

のを解決に導くようなものは何一つな」い「バフチンのいう「本物の多次元構造」を

学論集
（人間・言語・情報）
』
、1992年9月。

有するテクスト」と評価した光木正和9、言語の不透明さを強調するために用いられ
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たレーゼ・ドラマの形式を分析した津久井秀一10や頼雲荘11、
『新ハムレツト』の

光木正和「パロディの脱構築
（上）
」
、
『クリティ

シズム』
、1998年12月。
10

津久井秀一「
『新ハムレット』論─
〈演じる者〉

達」
、
『宇大国語論究』
、2002年1月。
11

頼雲荘「太宰治『新ハムレット』論」
、
『国語国
文学研究/熊本大学文学部国語国文学会編』
、
2003年3月。
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「メタフィクションの構造」に注目し、
「唯一の意味を固定しない、モザイクあるいは
アレゴリーとしてテクスト」の特徴を指摘した中村三春12は、作者の意図をくみ取
ることから距離を置き、さらなるテクストの構造分析に向かった例である。
このような二つの議論の流れのなかで、
「政治的な意味」＝同時代に対する批評
性とテクストそのものの分析とが結びついて論じられる可能性を示しつつ、最終的
には前者を否定した李在錫13の議論には注目せねばならない。レーゼ・ドラマの形
式上の特徴を分析した李在錫は、本文中に「噂」として現れる「ノーウエーの侵略準
備」が「
〈危機〉
によって造成された」こと、それに合わせて登場人物の役割が再編成

中村三春「中村三春のテクスト文芸学(第8

されていくことをテクストの重要な展開として指摘した。また、
「1941年頃の日本

回)太宰治『新ハムレット』の「愛は言葉だ」
：

の「公私」
」に関する歴史的文脈から「
「公的」なことは「私的」なことの犠牲の上でし

パラドクシカル・デカダンス(2)」
、
『iichiko』
、
2014年春。
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か成り立たない」背景を説明することで、テクストの構造と同時代のコンテクスト
が有機的に説明される展開を予想させた。それにもかかわらず、議論は「
「新王」と

李在錫「
「ポーズ
（POSE）
」考─太宰治『新ハ

して象徴される「近代悪」を通した時代批判、軍国主義戦争批判として解釈する傾

ムレット』の場合
（2）
─「演技」
「公私」の問題

向が一方で準拠化してある」ことを批判し、
「問題は、善悪、真偽などの区別が決し
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るのなら、それは小説ではない」と断言するところで終わっている。

を論じつつ─」
、
『九大日文』
、2004年4月。

問題提起にとどまっているものの、歴史的時

て自明なものとして姿を現さない」ことであり、
「小説自体が事実の直接的な鏡とな

間の政治性はすでに指摘されている。服部

ここから本稿は出発する。つまり、研究史において詳細に検討されてきた真実の

康喜
（
「悲劇としての「新ハムレット」
（上）─

不確かさや出来事の不透明さによって「疑惑」を誘うテクストの特徴とレーゼ・ドラ

思念
（意識）と存在の弁証劇」
、
『活水日文』
、
2004年1月）
は、
「作家自身が当面の関心にお

いて作品と向き合う共時的な位相と、作家の
まさに変化しつつある関心において作品に
向き合う通時的な位相とを厳密に分別して
考察する必要」を問いながら、
「敗戦という
圧倒的な事実と東京裁判へと向かう占領体
制の強化および戦争責任という社会的心理
的要因を視野におさめ」たうえで「あとがき」
を理解せねばならないと主張した。戦後の
文脈の重要性は、小泉浩一郎
（
「太宰治と歴

史小説」
、
『資料と研究』
、2005年3月）によっ
ても繰り返し強調された。
15
日高昭二「声の戦争」
、
『太宰治全集5月報4』
、
1998年8月、筑摩書房。

マという形式を、歴史的時間における「政治的な意味」の側面から読み直すことで
ある。とりわけ、本稿では、
『新ハムレツト』が初版時の1941年と再録時の1947年
という二つの歴史的時間を刻印したテクストであることを重視する14。また、レーゼ・
ドラマの形式を帯びていても『新ハムレツト』が書かれた小説である以上、繰り返し
読むことが可能であり、実際に1941年と1947年に2度、作者によって再読への催
促が行われていることにも注目する。
日高昭二15は、
「昭和十年代の太宰治のテクスト」が「新体制」を構成する要素で
ある「ボイス／ボリュームに逆らうことを可能にする声／対話」という構造を作り出
しており、それは「
「新体制」という掛け声に対する違和」を表したという重要な指
摘をしている。まさに同時代に対する読者の「違和」─本稿の言葉でいうと「疑惑」
─を作り上げる過程を、二つの歴史的時間にまたがる『新ハムレツト』の再読によっ
て浮き彫りにすることが、本稿の目的なのである。
長引いた日中戦争の最中、対英米戦の開始の間際に書かれた太宰治の『新ハムレ
ツト』は、繰り返しテクストを読むことで「疑惑」を増幅させていく読者を要望し、
その読みを同時代の問題に接続することが求められていた。テクストに刻まれた歴
史的時間のなかで「疑惑」の内実を位置付ける際に、いままで読まれてこなかった『新
ハムレツト』の二つのキーワード、
「国家」と「戦争」が新たに浮上してくるはずである。
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2. 再読を促す小説
最初に「初版序」と「あとがき」が含まれた再録版に、戦時中から戦後へ至る歴史
的時間の推移に伴う読者への再読の要求と作者の再読の過程が刻まれていること
から確認しておこう。作者は、
「初版序」で「おひまのある読者だけ、なるべくなら
再読してみて下さい」と述べており、
「あとがき」では、
「クローヂヤス」の造形こそ「私

16
同時代において正宗白鳥
（
「空想と現実」
、
『日
本評論』
、1941年9月）は、太宰が「国王に好

感が寄せられてゐるやうだ」と述べていた。

たちを苦しめて来た悪人」であったにもかかわらず、
「文壇の評論の大半は、クロー

正宗白鳥のみならず、
『新ハムレツト』が刊

ヂヤスのこの新型の悪を見のがし、正宗白鳥なども、このクローヂヤスに作者が同

行されてから戦後に再録されるまでの間、

情してゐるとさへ解されてゐたやうである」と同時代評16を批判したうえで、
「この
たび、ひろく読者に、再吟味を願ふ所以である」と繰り返し読者に再読を要求して
いた。
また、前述したように、
「政治的な意味」がないという「初版序」と「近代悪」を描
いたという「あとがき」との間では、作者が語る『新ハムレツト』の主題が明らかに
変更されており、読者に読みの修正を促していた。ここで留意すべきなのは、最初
に『新ハムレツト』を「再読」し、
「再吟味」したのは作者自身であり、それは「初版序」
の末尾に記された「昭和十六年、初夏」から「あとがき」の末尾に記載された「昭和
二十年冬」までの間に行われたということだ。執筆当初には明確でなかったかもし
れない小説を読み直すことで、新たな意味を見出した作者から読者へと再読の勧誘
が行われたのである。1941年に一度読んだ『新ハムレツト』を1947年に再び読む同
時代の読者は、作者とその間の時間を共有していたであろう。そしていま現在の読
者は、戦後の再録版を通して小説の作者に意図の書き直しを促した歴史的時間を
想像しながら再読をせねばならなくなる。
そしてこのような再読を可能にする形式は、まさに一回の上演で終わることなく、
繰り返し読むことを可能にする小説にほかならない。
「初版序」で作者は、
『新ハム
レツト』が「戯曲」でない、
「LESEDRAMA ふうの、小説」であることを語った。再読、
すなわち時間の政治性に左右される読書行為そのものを意識した作者は、そもそも
読むための戯曲であるレーゼ・ドラマという形式を取り入れながら、さらに「小説」
であることを強調したのである。
以下、再録版の構成に刻まれている歴史的時間を考慮に入れた読者の再読を再
現するにあたって、もう一度再録版の構成をまとめてみると、①1941年の初版の「は
しがき」＝「初版序」
、②1941年の初版から一部書き直された1947年の「新ハムレツ
ト」
、③1947年の再録版の「あとがき」になる。この構成が要求する読みと歴史的時
間との関係を可視化するため、本稿では次のような順序で議論を進める。第3 節では、
「新ハムレツト」の最後の場面まで読んだ読者が「初版序」の催促にしたがって再
び最初に戻り、第4 節では、そのことで得られた「疑惑」をもって全体を読み直し、
第5節では、さらに増幅した「疑惑」を1941年という歴史的時間のなかで位置づける。
そのうえで、最後に書き直された「新ハムレツト」と追加された「あとがき」とともに
1947年の時点における過去の時間
（1941年）
の再読の意味を問う。その際、
『新ハム
レツト』の最後の場面においてクローヂヤスに対する「疑惑」の主体として現れた
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少なくとも「あとがき」で作者が表明した「も
くろ」み通りの批評は見当たらない。

ハムレツトの意味と「新しいハムレツト型の創造」と「近代悪」としての「クローヂ
ヤス」の描写を目指したという「あとがき」の問題とに焦点を合わせるため、登場人
物のなかでとりわけハムレツトとクローヂヤスに限定した読みを行うことにする。

3. 再読と「疑惑」
最後の第九章でハムレツト
（王子）
に会ったクローヂヤス
（王）
は、
「はじまりました
よ。戦争が、はじまりましたよ」と告げる。クローヂヤスは、戦争の発端を説明し
ながら、戦争の雰囲気を高揚する起爆剤として、ポローニヤス
（侍従長）
の息子でハ
ムレツトと同じく23歳の青年、レヤチーズの死を知らせる。
「一兵といへども祖国
の船に寄せつけじと、レヤチーズは死ぬる覚悟、ヘラクレスの如く泰然自若たるも
のがあつたといふ」
（傍点引用者）
この文章からも明らかなように、クローヂヤスが
0

0

0

あたかも直接に見ていたかのように話す内容は、聞き伝えられた一つの噂にすぎ
ない。
王。
「
〔前略〕
（レヤチーズは、引用者）
惜しい男だ。父に似ぬ、まことの忠臣、いや、
0

0

父の名を恥づかしめぬ天晴れの勇者です。
〔中略〕レヤチーズは、尊い犠牲にな
つてくれました。父子そろつて、いや、レヤチーズの霊は必ず手厚く祭つてや
0

0

（ 318、傍点引用者）
らう。それが国王としてのわしの義務だ。」
17

ここまですべての場面に居合わせてきた読者は、第八章を通してクローヂヤスが

石川巧
（
「方法としてのレーゼ・ドラマ」
、
『日

ポローニヤスを殺したことも、そのことが王妃によって発覚したこともすでに知っ

ラマが「普段は地の文やト書きに吸収され

ている。したがって、上記のクローヂヤスの発話内容を疑うことができる。
「父に似

てしまいがちな非音声的部分をできる限り

ぬ、まことの忠臣」という表現は、ポローニヤスとの争いの場面を想起させるため、
「い

本近代文学』
、1994年10月）は、レーゼ・ド

台詞化し、集団の中で無意識裡にされてし
まっている領域を発話行為のレベルに引き
上げようとする方法」であることを指摘し、
この形式によって「それまでの受け身の姿

や」と慌ただしく修正され、また「父子そろつて」という父のポローニヤスが死んだ
ことを失言してしまった後も、
「いや」といって言い直されている。

勢を逃れ、聞き手として能動的な意味を担っ

しかし、そのことを知らないハムレツトは、王の言動を観察してさらなる不信を

ていく」読者の役割の拡大が可能になった

抱くようになる。ハムレツトより先に読者は、王の秘密を知り、王の言葉を疑いは

と指摘した。李在錫
（注13に同じ）
は、
『新ハ
ムレツト』が「ト書きを排除することによっ
て発話に制約または指示性を廃止すること
であり、それによって読者の自由な読書行

じめているといえよう。だが、読者は、
『新ハムレツト』がト書きも地の文もなく組
み合わせられた登場人物の対話のみで構成された「LESEDRAMA

ふうの、小説」

為─読書の乱脈を招来する側面をももつ」

であるが故に17、ハムレツトの発話として書かれた文章に頼ってのみ、王の表情や

と指摘した。

行動を読み取ることができる。
「ポローニヤスは、どうしてゐますか？ あの人の胸
中にも、悲痛なものがあるでせうね」というハムレツトの質問に、クローヂヤスは次
のように答える。
王。
「それは、もちろんの事です。わしは、充分になぐさめてやるつもりで居
ります。さて、王妃は、いつたい、どうしたのでせう。
〔中略〕けふの布告の式
には、王妃も列席してないと、具合がわるい。やつぱり、こんな時には、ポロー
ニヤスがゐないと不便ですね。」
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ハム。
「では、ポローニヤスは？
へ出発したのですか？

もう、此の城にゐないのですか？

どこか

叔父さん、そんなに顔色を変へてどうしたのです。」

王。
「どうもしやしません。このデンマーク国、興廃の大事な朝に、ポローニ
ヤス一個人の身の上などは、問題になりません。さうでせう？

わしは、はっ

きり言ひますが、ポローニヤスは、いまこの城にゐないのです。あれは不忠の
臣です。もつとくはしい事情は、いまは、言ふべき時ではない。いづれ、よい
機会に、堂々と、包みかくさず発表します。
」
ハム。
「何か、あつたな？

ゆうべ、何かあつたな？

叔父さんの、あわてか

たは、戦争の興奮ばかりでも無いやうだ。僕も、うつかり、レヤチーズの壮烈
な最後に熱狂し、身辺の悶着を忘れてゐた。叔父さんは、御自分のうしろ暗さを、
こんどの戦争で、ごまかさうとしてゐるのかも知れぬ。案外、これは、─」
（319 – 320、傍線引用者）

ハムレツトは、
「やつぱり、こんな時には、ポローニヤスがゐないと不便ですね」
というクローヂヤスの言葉からポローニヤスの不在に気づき、つづけて質問を投げ
かけた後、クローヂヤスの反応を見て「叔父さん、そんなに顔色を変へてどうした
のです」と疑いはじめる。それから「叔父さんの、あわてかたは、戦争の興奮ばかり
でも無いやうだ」という結論に至り、
「御自分のうしろ暗さを、こんどの戦争で、ご
まかさうとしてゐるのかも知れぬ」と疑いの視線を戦争そのものへまで向かわせ、
「案
外、これは、─」といいかける。このように「顔色」や「あわてかた」などといった
ハムレツトが捉えたクローヂヤスの言動に助けられながら、読者はハムレツトとと
もにクローヂヤスへの疑いを分かち合い、戦争が出現した状況にも疑いをもちはじ
めるのである。
それから「デンマーク国の名誉、といふ最高の旗じるし一つのために戦へ！」と叫
ぶクローヂヤスに向かってハムレツトは最後の台詞、
「信じられない。僕の疑惑は、
僕が死ぬまで持ちつづける」を残して『新ハムレツト』は閉じられる。そして戦争の
勃発、王の言葉と戦争そのものへの「疑惑」を露わにしたハムレツトと、その「疑惑」
を共有している読者が残る。ここで獲得した「疑惑」をもって読者が「初版序」の指
示通りに再び冒頭から読み始めるのであれば、一読の際よりさらなる「疑惑」をテク
ストの隅々にまで向かわせることができよう。繰り返し読む行為は、細部の記憶によっ
てある言葉の反復やそれらの矛盾を明らかにすることを可能にするからである。と
りわけ、最後の場面から冒頭に戻ることで読者は、一読だけで発見することの難し
い呼応を見附けることができるかもしれない。
上記の引用の傍線部に注意しよう。王妃の不在が、クローヂヤスを「具合がわるい」
状況にし、疑いをもって迫ってくるハムレツトの言葉を回避するために、クローヂ
ヤスは、
「このデンマーク国」に話を転換させ、
「いまは、言ふべき時ではない」と戦
時状況を強調することで出来事の真実を述べることから逃げようとする。しかし、
これらのクローヂヤスの言葉は、戦争が勃発した最後の章ではじめて発せられたわ
けではない。次のような冒頭のクローヂヤスの言説に戻ることでそれは明らかになる。
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王。
「皆も疲れたらうね。御苦労でした。先王が、まことに突然、亡くなつて、
その涙も乾かぬうちに、わしのやうな者が位を継ぎ、また此の度はガーツルード
と新婚の式を行ひ、わしとしても具合の悪い事でしたが、すべて此のデンマーク
の為です。皆とも充分に相談の上で、いろいろ取りきめた事ですから、地下の兄、
先王も、皆の私心無き憂国の情にめんじて、わしたちを許してくれるだらうと思
ふ。まことに此の頃のデンマークは、ノーウエーとも不仲であり、いつ戦争が起
るかも知れず、王位は、一日も空けて置く事が出来なかつたのです。
〔中略〕か
ねて令徳の誉高いガーツルードどのが、一生わしの傍にゐて、国の為、わしの力
になつてくれる事になりましたので、もはや王城の基礎も確固たり、デンマーク
（189、傍線引用者）
も安泰と思ひます。

傍線部のみを比較することで、クローヂヤスが最初に発した言葉を最後において
再び反復していたことが確認できる。また、
『新ハムレツト』の冒頭に漂う戦争への
危機感が末尾において戦争の勃発として現れ、王の言葉から始まってハムレツトの
疑惑で終るということ、この二つが呼応する形でテクストを織りなしていることも
分かる。
このようにして冒頭の発話内容から「疑惑」をもつようになった読者は、その分析
を迫られる。冒頭では、第一に、クローヂヤスの王位継承に至る一連の出来事が列
挙されている。突然、先王は死に、その弟であるクローヂヤスは王妃
（先王の妻）
のガー
ツルードと急いで結婚し、王位を継いだ。
「具合の悪い事」とまとめられるような、
この王位継承の過程を表す文章は、
「此のデンマークの為」という言葉で閉じられて
いる。第二に、国家の危機的状況が語られる。
「ノーウエー」との間に「いつ戦争が
起るかも知れ」ない「此の頃のデンマーク」の現状がさらにクローヂヤスの王位継承
を急がせた要因とされている。第三に、クローヂヤスが国王の座につくために不可
欠であった王妃との婚姻が、
「デンマーク」の「安泰」と結びついて説明される。
このように図式化してみると、クローヂヤスが自らの王位継承を正当化しようと
する度、
「デンマーク」という言葉が現れることが明らかになる。つまり、クローヂ
ヤスの王位継承をめぐる出来事の正当性は、
「デンマーク」という国家の名を繰り返
すことでその真偽を疑わせる余地を与えない彼の言語的戦略によって不可視化され、
また不問に付されていたのだ。
以上、最後と最初の場面を通して読者が如何にして「疑惑」を持ち得るのか、そ
れをもって如何に『新ハムレツト』を疑いながら読み直すことが可能なのかを考察
したうえで、次に全体の読みを進めていきたい。

4. 増幅する「疑惑」
読み返せば、
『新ハムレツト』の表の舞台には、二つの噂が広まっていた。現王は
先王を殺していまの王妃とともに王座を獲得した。先王の亡霊が現れて王子のハム
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レツトに復讐を訴え、ハムレツトは乱心したという噂がその一つである。もう一つは、
ハムレツトが侍従長のポローニヤスの娘であるオフヰリヤを妊娠させたというので
ある。
一つ目の噂は、外国の大学にいるハムレツトの学友、ホレーショーからハムレツ
トへ伝わった。ホレーショーは、噂を「根拠」のない「はしたない民の噂に過ぎ」な
いと捉える一方で、
「デンマークの国中にひろがり、外国の大学にゐる僕たちの耳
にまではひつて来てゐる」ことは「ただ笑つてすます訳にもいかない」といい、
「大い
に取りしまりの必要」があると忠告した。おそらく噂が新王の正当性を保障する言
説構造を揺るがすものとして拡散していくことへの警戒が噂の「取りしまり」として
現れたのであろう。だが、ハムレツトは、この噂を「冗談」として回避しようとして
いた。それを伝えたホレーショーには、
「少し冗談が過ぎたやうだね」と述べ、後に
ポローニヤスがその噂に「信ずべき節」があるといった際にも「ははん、ホレーショー、
僕たちが冗談に疑つて遊んでゐたら、それが、本当だつてさ」と笑った。
冒頭の分析で確認したクローヂヤスの王位継承をめぐる「具合の悪い事」への疑
いが表出した形にほかならぬ一つ目の噂が、最後まで真偽の分からない言説として
作用するのに対し、二つ目の噂の場合は、最初から事実として明かされている点で
性格が異なる。むしろ、それは、次のような噂の機能を説明する役割のために設け
られたのかもしれない。ポローニヤスがハムレツトにオフヰリヤの話を持ち出した
際のことである。ハムレツトが一つ目の噂の話だと勘違いしたことに対してポロー
ニヤスは、
「なるほど、いやな噂が、もう一つあつた。此の際に、そのはうだけを騒
ぎ立て、ご自分の不仕鱈な噂のはうは二の次にしようとなさる。ご自分の悪事を言
はれたくないばかりに、やたらに他人の噂を大事件のやうに言ひふらし、困つたこ

18
無論、ポローニヤス自身、二つ目の噂に起

とさ等と言つて思案投首、なるほど聡明な御態度です」と憤激する。このポローニ

因する一家の没落を防ぐため、一つ目の噂

ヤスの洞察は、ある噂を打ち消すために別の噂を持ち出して拡散させるという方法、

の利用を試みている。噂の真実を確かめる

しかもそれが自身の不利な状況を打開するためのものであることに対する暴露であっ

トの間で駆け引きをしている。

劇中劇を仕組み、クローヂヤスとハムレツ

たのではないか18。
クローヂヤスは、一つ目の噂に対してはホレーショーのように「取締り」を考えて

19
王はポローニヤスに「このまま、わしが自ら

おり19、二つ目に関しては、
「どんなひどい噂だつて、六箇月経つたら忘れられ」る

を責めて不徳を嘆いているだけでは、いよ

ことを案じて「オフヰリヤが、しばらく田舎へ引き籠つたら、それで万事が解決」だ

いよ噂も勢いを得て、とりかえしのつかぬ

と述べていた。それにこのような噂の「取締り」と忘却という方法に加えて、表の舞

噂の取締りに就いて、君と相談してみたい

台を流れる噂を打ち消すための戦略としての新たな噂を作り出しているのである。
ポローニヤスが暴露したその方法である。
新たな噂とは、冒頭のクローヂヤスの言説にすでに現れた、いまのデンマークを
「ノーウエーとも不仲であり、いつ戦争が起るかも知れ」ない状況だと駆り立てるこ
とである。それは、如何にして広まったか。まず、ホレーショーはハムレツトに「先
王の幽霊が毎晩あらはれて、かたきをとつておくれつて頼むんださうですよ」と噂
を伝えていた。
「ださうです」という伝聞を表す文型は、噂を伝達する基本文型とい
える。今度王妃はホレ－ショーに、
「デンマークは今、あぶない時なのださうです。ノー
0

ウエーでは、もう国境に兵隊を繰り出してゐるといふ噂さへあるぢやありませんか」
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事態に立ちいたるかも知れぬと思い、この
と考えていたところでした」と述べた。

（傍点引用者）
と「デンマーク」にまつわる噂を同じく「ださうです」という伝聞の形
式で語っている。それは、ハムレツトによっても「いま、デンマークは、むづかしい
時らしいからね。ノーウエーとも、いつ戦争が起るか、わかつたものぢやない」と「ら
しい」という推測や推量を表す表現をもって繰り返されていた。現王の正当性に亀
裂を入れる噂が「ださうです」をもって伝わっていくことに対抗して冒頭の現王が
作り出した危機言説も王妃や王子によって「ださうです」
「らしい」をもって再び広がっ
ていくのである。伝聞、推測、推量を表す表現が絡まって噂に新たな噂を対峙させる。
つまり、
「デンマーク」の危機状況、戦争が迫ってきているという噂は、クローヂヤ
スの創り出した言説を反復することによって成立した、まさに「ハムレツト王家の者」
が「民」へと広めていったものとして浮かび上がってくるのである。それは「民の噂」
を打ち消すための噂なのだ。
問題は、噂を打ち消すための新たな噂が、やがては現実の戦争を出現させてしまっ
たことにあろう。まさに「冗談から駒が出た」ように、クローヂヤスがすべての「疑惑」
を払拭しようとして作り上げた冒頭の危機言説は、
「疑惑」の拡散にしたがって、し
まいには実際の「戦争」に乗り出す結果をもたらしたのだ。噂の「取締り」に失敗し、
王位の存立を脅かす周りの「疑惑」が浮かび上がってきた際、ポローニヤスを殺し
たクローヂヤスの選択は、唐突な戦争の布告であった。
クローヂヤスは、
「デンマーク」と「正義」という思考の停止をもたらす言葉を挿
入しながら、レヤチーズという青年の死を「赤心」に祭り上げて戦時の雰囲気を作り
上げるために利用し、
「霊」を「手厚く祭」ることでさらなる犠牲を要求する。一方で、
「不忠の臣」として分類されたポローニヤスの「一個人の身の上」は、
「デンマーク」
という枠組みから排除された。このように編まれているクローヂヤスの言説において、
いったい「デンマーク」とは何を指すのであろうか。ハムレツトの「疑惑」は、
「デンマー
ク」
、そして「戦争」に向かう。
20
本文中の噂と区別するために、本稿で言説
の一形式として捉える噂は「噂」と表記する。

「疑惑」をもって行った再読の過程をまとめてみよう。真偽が不分明な言説、
「噂」20
が流れる。
「噂」を無視しても構わない情報として否認しようとする「冗談」があり、
「噂」の真偽を明確にしようとする意志としての「疑惑」がある。
「疑惑」は、真偽の
解明を要求する。王の正当性、王座を脅かすような表側の噂も、その噂を収め、
国民の関心を外に向かわせるために作り上げられた戦争の危機を醸成する裏側の
噂も、すべて真偽が明確でない「噂」であった。前者は、まさに真偽が明確ではな
い言説であるが故に取締りの対象になったが、後者は戦争のために駆り立てられる。
そして最初に「噂」を「冗談」と捉えようとしたハムレツトが、やがてその態度を変
更して「疑惑」へと立ち向かったのだ。

5. 1 9 4 1 年と「疑惑」
「初版序」による再読の催促とそれにしたがった再読の過程によって国家と戦争
にまで「疑惑」を増幅してきた読者は、
『新ハムレツト』に刻まれた一つ目の歴史的

121

時間、1941年という時間のなかでテクストを如何に位置づけるであろうか。1941年、
国家の正当性、すなわち日本の戦争の正当性を揺るがすような言説は、すべて流言
飛語や造言飛語、デマとして取締りの対象になり、それを強化するための法の再整
備が行われていた。法の統制に頼ってもなお「聖戦」に対する国民の疑惑が増幅し
ていく際、体制の不安は、さらなる戦争を用意する。
具体的にみていこう。長引いた日中戦争の責任者でもある近衛文麿は、1940年7月、
第二次内閣を成立させた。九月には日独伊三国同盟に調印し、10月には大政翼賛会
発会式を行っている。1941年1月には、
「戦陣訓」が布達された。
『新ハムレツト』が
書かれる最中である1941年3月に治安維持法が全面改正され、刑法が改正
（
「安寧
秩序に対する罪」を新設）
され、国防法案法が公布された。このような法制度の整備
とともに、4月に日ソ中立条約が調印され、日米交渉が開始された。6月、独ソ戦が
始まった後、7月に『新ハムレツト』は発行された。次に法改正が行われた3月の記事
を引用する。
第七十六議会の一つの大きな特色として看過すべからざるは、刑事立法の画期
的な前進である、国家総動員法や臨時措置法の罰則の強化は、経済統制強化の
線に沿つた刑事政策のあらはれに過ぎないが、本来の刑事立法が第七十六議会
を一線として、飛躍的に発展したことは、我法制史上においてもいまだ嘗て見
ないところである、緊迫せる内外の諸情勢が、国家をしてその法益を擁護する
に厳罰を以てせしめ、違反者に臨むに強権を以てせしめるに至つたことは、万
已むを得ないことであらうが、かくの如き刑罰法令の強化徹底は、これが運用
に当たる者にして一歩方向を誤れば、不測の災厄を醸す結果となる（成立法案
の時局的意義（6）／断罪の強化徹底、運用に善処要望さる／国防保安法
維持法改正

刑法改正

属違警罪処分令中改正

軍機保護法改正
兵役法の改正

軍法会議法の改正

治安

陸海軍軍人軍

議員の任期延長法）
21（傍線引用者）

「第七十六議会」で成立した「刑事立法の画期的な前進」は、傍線のように緊迫し
た情勢によるものとして「已むを得ないこと」とされながら、その運用の誤りがもた
らす結果にも警戒の念が示されている。傍線部に注目しよう。ここから危機状況と
いう認識が新たな体制を黙認していることを確認せねばならない。しかし、ここで
予感せられた憂慮は直ちに現実となり、つづく「国家機密の指定

便宜上、各省が

行う 衆院国防保安法委員会」22という記事は、
「国家機密」が任意に管理されてい
ることを示す。
「運用の万全期す 国防保安・改正治維両法」23と約束されたことは、
「漏すな国の機密 国防保安法あすから実施」24と実際に改正法が施行された5月か
ら早速「思想の隔離病舎 予防拘禁所長決る」25、
「デマあの手この手 “これは内証”
に耳をかす勿れ 警視庁が重ねて警告」26といったさらなる厳しい抑圧の状況に陥る。
「国際情勢を繞る街のデマ絶滅

断乎、体刑で取締る」27という記事では、
「特に

独ソ開戦以来」の「激変する国際政局に幻惑されて最近根も葉もない流説が横行す
る傾きがあ」ることを指摘しながら、
「今回取締方針に大転回をなし、戦時下の人心
を攪乱する流言飛語をなすものについては、第七十六議会を通過した改正刑法の
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21
『朝日新聞』、1941年3月8日、東京、朝刊、
2頁。

22
『朝日新聞』、1941年2月4日、東京、朝刊、
1頁。

23
『朝日新聞』
、1941年4月13日、東京、朝刊、
2頁。

24
『朝日新聞』
、1941年5月10日、東京、夕刊、
3頁。

25
『朝日新聞』
、1941年5月16日、東京、夕刊、
2頁。

26
『朝日新聞』
、1941年5月17日、東京、夕刊、
2頁。

27
『朝日新聞』
、1941年6月26日、東京、朝刊、
5頁。

「安寧秩序に関する罪」により断乎七年以下の懲役または禁錮の重刑をもつて臨む
ことになり、二十五日午後警察署の特高主任を召集してこの方針を伝達、デマ取締
りの第一線までこの趣旨を徹底せしめた」ことが告げられた。6月の独ソ戦開始後の
28
『読売新聞』
、1941年6月4日、朝刊、2頁。
29
『読売新聞』
、1941年6月26日、夕刊、2頁。

情勢に伴って、改正された法をもって戦時下における取締りがさらに強化されたの
であり、それは、周知の通り、敗戦まで止まることなく拡張していく。
「国府強化へ
一筋道 断乎デマを斥けよ 国府全国宣伝会議席上、土橋少将力説す」28、
「デマは
断乎厳罰 独ソ開戦に市民よ口に御注意」29と戦争はもはや言葉との戦いになり、
「国
府強化」という旗印のもとで、国民には言葉の取締りと「厳罰」が科せられた。法の
改正から運用まで瞬く間の出来事は、
『新ハムレツト』の執筆時期に行われたこと
である。
出来事の真相は、緊迫した情勢によって隠れてしまい、国家体制が権力を維持す
るために、体制を脅かすような「噂」はデマや流言蜚語、ひいては国家機密として法
的制裁をもって抑圧される。抑圧しきれなかった際には、実際の戦争を出現させる
ことしか選択肢が残らない。国際情勢という「噂」を抑圧と弾圧の根拠として措定
したために、その情勢を出現させるという論理の到達点として戦争があったわけで
ある。
つまり、
『新ハムレツト』における危機を増長する言説と「デンマーク」という言葉
が向かう方向、それらの言葉が無化した論理は、1941年の日本における徹底的な言
論弾圧によって戦争を可能にする新体制の論理でもあったのだ。
「噂」という形式が
国家の言説を疑わせる契機として作用する。そのことは、取り締られる対象になる
その「噂」こそ出来事の真偽に近づいているといい換えられる。
いままで読んできたように、登場人物のそれぞれの発話の連続体を読む過程のな
0

0

かで生成される「疑惑」は、個々の発話を読む行為を反復する間の時間の経過によっ
て創られる読者の意識にほかならなかった。そして宙吊りにされた真実、発話の連
続体は、言説の連続体のなかで進行する戦争を可能にするムード、
「新体制」に対
する読者の「疑惑」を徐々に増幅させる一つの運動になっていた。このようにして「新
体制」が形成されていく過程、
「新体制」を指示する言説が重ねられていく過程その
ものに対する読者の「疑惑」は、1941年という歴史的時間の再読によって生まれて
いくはずである。
そして、
『新ハムレツト』の読書行為によってハムレツトとともに「疑惑」をもつ
ことに鍛練された読者が、同時代の言説に対しても「疑惑」の視線を向けた際、
『新
30
1938年、戦場から帰ってきた石川達三の「生

ハムレツト』はまさに1941年に対する「噂」として機能しはじめるであろう。
「噂」は、

きてゐる兵隊」を掲載した『中央公論』が発

真偽の不分明な言説であるが故に、常に「疑惑」を生み出す可能性を有し、他の「噂」

禁になり、石川達三や編集長らは新聞紙法

に亀裂を入れることを可能にするからである。このように『新ハムレツト』は、1941

違反の罪で起訴された。まさに小説そのも
のが、戦争に関する造言飛語とみなされた
この事件に関しては、河原理子
（
『戦争と検

閲─石川達三を読み直す』
、岩波書店、2015
年）
が詳しく検討している。

年における戦争の正当性を保障する言説
（
「噂」
）
に亀裂を入れる「噂」として機能す
ることが期待されたのではないか。そもそも虚構言語から成り立つ小説が戦争を批
判的に捉える際、そのまま造言飛語と見なされることは起り得る30。そうしたなかで、
「噂」を「疑惑」にして繰り返し読み直す読者を要請するテクストは、読者の読みに
テクストの意味を委ねるという冒険を試みたのだ。
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6. まとめにかえて：1 9 4 7 年と過去の再読
『新ハムレツト』の読者が再読を通して「疑惑」を生成する過程を再現し、その読
みが1941年の現実に対する「疑惑」を生み出す可能性について考察してきた。
「初
版序」で要求された「再読」を行い、
「初版序」と初版の「新ハムレツト」が書かれた
時間である1941年のなかで読みを進めてきたのである。そのうえで、修正された「新
ハムレツト」と「あとがき」が加えられた再録版の時間、
『新ハムレツト』に刻印され
た二つ目の歴史的時間である1947年の問題を最後に議論したい。
「あとがき」は、1941年には「悪」として確定し難い人物として描かれたクローヂ
ヤスを、
「近代悪」として読み返そうとしている戦後の作者の姿を見せてくれる。戦
争が終わった後の作者は、
「クローヂヤス」の造形こそ「私たちを苦しめて来た悪人」
であると判断し、
『新ハムレツト』を「新しいハムレツト型の創造」と「クローヂヤス」
という「近代悪」の「描写」を意図しているものとして捉えようとした。
このように戦後の時間が刻まれた「あとがき」における作者の読み直しは、
「新ハ
ムレツト」における本文の書き直しと呼応している。再録版には、クローヂヤスの
台詞に「わしは、殺した。
」という言葉が書き足された31。出来事の真相、言葉の真
偽を確定しないように注意深く書かれた「新ハムレツト」に、
「わしは、殺した。
」と

31
山口浩行
（
「
「新ハムレット」考」
、
『稿本近代

文学』
、1987年12月）は、再録の際にクロー

ヂヤスの台詞に「わしは、殺した。
」という
言葉が加筆されることで「クローヂヤスは
先王暗殺を告白したことになる」と理解した。

いう言葉が現れ、
「クローヂヤス」を「近代悪」として「再吟味」することを要求する

だが、中村三春（注12に同じ）は、
「わしは、

作者の「あとがき」が加えられたことが、1947年の再録版を手にした読者の読みに

なったとは言いがたい」
「結局、兄王殺しに

強く作用するであろうことは疑えない。そしてこのような作者の読み直しと書き直

ついては、初版でも再録版でも曖昧なまま

しは、まさに1947年において、
『新ハムレツト』が「噂」になり、再び読者に「疑惑」

殺した。
」の挿入について、
「完全に明確に

であると言うべき」と主張した。

をもたせることを促すために行われたはずである。
1947年の時間から振り返ってみると、周知の通り、1941年において『新ハムレツト』
というテクストは「噂」として機能することができなかった。デマや流言造語などと
して弾圧を受けもしなかったが、
「疑惑」を生み出すことで戦争を防ぐこともできな
かったからだ。現実では、さらなる戦争の勃発、1941年12月の対英米戦から敗戦ま
でつづく戦争があっただけである。そして、戦争が終わった。1945年12月、GHQ
は近衛文麿、木戸幸一ら9人の逮捕を命じており、ほかでもなく1941年の「新体制」

32

を主導していた近衛は服毒自殺した。大元帥であった天皇は責任を問われないまま、

1945年冬、天皇制のコンテクストに関しては、

新生への道を準備していた。まさに「あとがき」が書かれた「昭和二十年冬」の出来

拙稿「
〈断絶〉と
〈連続〉のせめぎ合い─太宰

事であった32。

2014年5月）
を参照していただきたい。

再録版が発行される前年、1946年5月3日、東京裁判は始まっていた。新憲法が
施行されたのは、1年後の同じ日付、1947年5月3日である。その間に『新ハムレツト』
の再録版が発行されたのである。国際法違反、戦争の真相が次第に明らかになり、
戦争の正当性が問われる最中、新しい日本が新しい法制度
（象徴天皇制を含む）の
下で再び建設されようとする。戦後の作者が期待した「新しいハムレツト型の創造」
が、
「クローヂヤス」という「近代悪」を凝視し、
「疑惑」をもつ読者の生成を指すの
であれば、二度と「近代悪」にだまされないような読書
（
「再吟味」
）
の過程は、責任の
所在を曖昧にすることを前提に再び「無責任の体系」が生まれようとしたこの歴史

124

治『パンドラの匣』論─」
（
『日本近代文学』
、

的時間において極めて重要な意味をもつといわざるをえない。
1941年からの時間を共有する作者と読者は、国の名前
（本文中の「デンマーク」と
現実の「日本」や「お国」など）
を反復することで意味の無化、思考の停止を要求した
体制がさらなる戦争に走り、戦争に負けた後では、その責任の所在を空白にしてい
た事実を見つめなければならない。殺し、殺された現実があるにも拘わらず、決し
て「わしは、殺した。
」
（クローヂヤス）
という言葉を誰も発しない。1947年、新憲法
のもとで新しい日本が再び提唱される時、そのスローガンそのものに「疑惑」を持ち
得る主体、いまなお国家の言説に亀裂を入れる読者の創造を、1947年における『新
ハムレツト』という一つの「噂」は求めているのではないか。国家と戦争に対する疑
いをもちつづけることができなかった故に如何なる戦争がもたらされたかを再考す
ることが小説テクストの再読によって要請されているのだ。
ここに至って『新ハムレツト』が予めある「政治的な意味」を有するテクストでは
なく、歴史的時間における読みの過程こそが「政治的な意味」を生成していくこ
とを強調してもよいだろう。本稿では、
『新ハムレツト』の再録版に刻まれた二つの
歴史的時間においてテクストがその位置や意味を変更しながら読まれる可能性を
確認した。いまもなお「噂」として機能することを読者に訴えかけるテクストとして
『新ハムレツト』は存在する。それを「冗談」にしてしまうか、
「疑惑」として追及して
いくのか、読者は問われているのだ。
『新ハムレツト』の設定では、人物や場所のみが存在し、時間は説明されない。
「初
版序」でも「過去」という言葉が唯一時間を表している。最後に繰り返すが、王の言
葉から始まり、ハムレツトの疑惑で終り、また、戦争の危機を語る言葉から始まって、
戦争が実際に起こるところで終る。この時間は、読書行為が行われる時間の政治性
に基づいて読み返される。繰り返し、読み返される。

＊本文引用は、
『太宰治全集 5 』
（ 1998年、筑摩書房）に拠った。
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