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純文学と大衆小説の狭間

――現代文学における｢終わり｣の比較――

前 川 裕 ✉ y-maekawa@nifty.com

私の小説家としてのデビューは遅く、

2013年、第15回｢日本ミステリー文学大賞新

人賞｣を受賞し、作家デビューした。その

後、九編の長編小説やいくつかの短編小説を

発表してきたが、研究論文に関しては、

2012年に書いた研究論文｢事実という虚構―

―In Cold Bloodの周辺をめぐって｣という論

文を最後にほとんど書いていない。

そんな人間がまっとうな研究者の顔をし

て、はたして｢日本近現代文学の諸相｣を語っ

ていいものかという疑問あるいは躊躇は当

然のようにあるが、確かに私は小説家デ

ビューする前は、日本の近現代文学と西洋文

学を比較する研究をしていた。それなら

ば、現在の私の特異な立場を生かして、あ

くまでも｢私の場合｣という条件付きで何か

を語ることはできるかも知れない。

私の特異な立場というのは、私が単に作

家と大学教授という二足のわらじを履いて

いるという意味だけではない。私は現在で

も大学に勤め、小説も書いているわけだ

が、こういう場合、たいていはいわゆる純

文学作家であることが普通なのだ。私のよ

うにエンターテインメント系の作家、少し

古くなってしまった言葉を使えば、大衆作

家が大学でアカデミックな研究者としても

活動しているのは、日本の大学ではかなり

異例である。だとすれば、そういう特異な

立場から、純文学と大衆小説の狭間について

述べ、日本の近現代文学の諸相についてある

種の光を当てることはできるだろう。

私のデビュー作、�クリーピー�は昨年度

黒沢清監督によって、�クリーピー ․ 偽りの隣

人�というタイトルで映画化された。この作品

は韓国語にも翻訳され、映画は韓国でも上映

されたと聞く。日本でも、出演俳優が西島秀

俊さんや竹内結子さん、あるいは香川照之さ

んなどの人気俳優だったために、それなりの

話題になったが、黒沢監督は海外でも大変評

価の高い監督で、2015年には�岸辺の旅�で第

68回カンヌ国際映画祭 ․ ｢ある視点｣部門の監督

賞を受賞している。今年も、カンヌの｢ある視

点｣部門で彼の新作が上映されているらしい。

そういう海外での黒沢監督の高い評価の

おかげもあって、私の原作も現在、韓国語以

外にフランス語、スペイン語、中国語、ベ

トナム語などの５カ国語に翻訳され、また

そのオファーを受けている。韓国語に関し

ては、この二年間のうちに�クリーピー�の

他に�死屍累々の夜�と�クリーピー�の続編

�クリーピー ․ スクリーチ�がCHANGHAE出版

から刊行された。このエッセイでは�クリー



純文学と大衆小説の狭間  15

ピー�と�死屍累々の夜�を紹介しながら、私

の研究者としての履歴がこれらの作品にど

う投影されているかに触れ、日本の近現代文

学の現況について、純文学と大衆文学という

視座から、若干の私見を述べてみたいと思う。

日本の文学界において、純文学と大衆文

学という言葉はいささか古めかしい分類法

になっており、その距離が縮まりつつあるの

は確かである。日本国内の文学賞で最も有名

なものは芥川賞と直木賞だが、芥川賞は純文

学作家に対する新人賞、直木賞は中堅以上の

大衆文学作家に対する賞だと一般には考えら

れている。こういう賞の設定の仕方自体は、

純文学と大衆文学の厳然とした区別が制度的

には今でも存在していることを示している。

しかし、1998年には、大衆作家と考えられ

ていた花村
はなむら

萬
まん

月
げつ

が�ゲルマニウムの夜�で芥川

賞を受賞した。もちろん、これらの文学賞は

人に対してではなく作品に対して与えられ

るものだから、その作家が本来はどちらの

領域に属するのかなど問題ではないとも言

える。だが、同時に花村の芥川賞受賞は純文

学と大衆文学という境界が次第に曖昧になり

つつある証左とも考えられるだろう。

一般には大衆小説のほうが純文学小説より

も売れると考えられがちだが、皮肉なことに

両方とも売れなくなってきているという意味

では、その差はやはり縮まっている。もちろ

ん、私も今風に言えば、エンターテインメン

ト系の作家だから、自分の作品が売れる、売

れないが気になるのは当然である。

日本では出版不況と言われて久しく、そ

の状況はいまだに続いている。デビュー当

時、私は出版社の編集者にさえ名前を覚えて

もらうのに苦労したが、ある編集者が別の

編集者に私を紹介する際、｢クリーピーの前

川さんです｣と紹介した。私の名前よりは、

作品名のほうが有名だったから、これも致

し方なかったのかも知れない。

しかし、中には言い間違えて｢クリーピー

な前川さんです｣と言う人もいたから、日本語

の助詞はつくづく微妙だと思い知らされたこ

とがある。また、やはりデビュー当時、｢そこ

そこに売れる作家にはなりたい｣と言ったとこ

ろ、ある編集者から｢前川さん、そういう作家

は今いないんですよ。売れる作家と売れない

作家しかいません｣と言われてしまった。

この表現は現在の文学状況を象徴的に言

い表している言葉なのかも知れない。やや

乱暴な言い方をすれば、純文学であれ、大衆

文学であれ、売れる作家はごく限られていて、

純文学では村上
むらかみ

春樹
はるき

、大衆文学では東野
ひがしの

圭
けい

吾
ご

など一部の売れっ子作家を除けば、あとは

ほとんどが｢売れない作家｣として分類され

るということだろう。

私の作品�クリーピー�はサイコホラーとか、サ

イコミステリーと呼ばれており、ジャンル的

には明らかに私は大衆作家ということにな

る。しかし、奇妙なことに私の読書歴で言え

ば、私は実は大衆小説、特にミステリーと呼

ばれる現代小説をあまり読んだことがないの

だ。そういうミステリー系で私が読んでいた

のは、もう随分古いものになってしまった

が、江戸川
えどがわ

乱歩
らんぽ

や横溝
よこみぞ

正史
せいし

の探偵小説である。

日本で推理小説という言葉が使われるよ

うになったのは戦後のことで、私が子供の

頃、普通に読んでいたものは戦前なら探偵小

説と呼ばれていたものだったのだ。大学生

時代は、社会派推理小説の巨匠であった松本
まつもと

清
せい

張
ちょう

のものは読んだ記憶があるが、研究

者になってからは、私はただひたすら純文
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学系の作品を読み続けていた。

そのためか、近年、大衆作家になって、

逆に、私は自分の作風が随分、純文学作品か

ら影響を受けていることに気づき始めた。

これは複数の編集者から言われることだ

が、私の文体は大衆作家としてはかなり変

わっているらしいのだ。私自身は、それ程

にも思わないのだが、私はいわば純文学の

雰囲気を漂わせながら、純文学的な文体でサ

イコホラーを書いているというような印象

を持つ編集者がいるのは事実である。この

ことを自分で分析してみると、純文学に対

する、私の研究者としての視点が影響して

いるような気がしてくるのだ。

私は研究者としては、近代文学の｢終わり｣

(エンディング)という問題に関心があっ

た。近代小説における終わりの問題と聞く

と、すぐに思い浮かぶのが、フランク ․

カーモードの名著、�終りの意識 ․ 虚構理論

の研究�(岡本靖正訳、国文社、1991)(原題

The Sense of an Ending in Modern Fiction: 

Studies in the Theory of Fiction)である。

この本の中で、カーモードは近現代小説の

エンディングの問題をアリストテレースの

言うペリペテイア(peripeteia)と関連させて

論述している。ペリペテイア とはアリスト

テレースがギリシャ悲劇の作劇法として用

いた概念で、�アリストテレース詩学 ․ ホ

ラーティウス詩論�(岩波文庫、松本仁助 ․ 岡

道男訳)の日本語訳では｢逆転｣と訳されてい

る。岩波文庫の定義に従えば、｢これまでと

は反対の方向へ転じる、行為の転換(メタボ

レー)｣(同書 ․ 47ページ)ということになる。

平たく言えば、登場人物のある行為に

よって筋が大きく転換し、最初は予想もし

なかった方向に流れ始めることを指してい

るのだ。もちろん、｢逆転｣はエンディングと

イコールではないが、カーモードはこの点

について実に興味深いことを述べている。

ところでペリペテイアは、終りに対する

われわれの確信の上に成り立っている。そ

れは、あとに調和を伴った、予期された結末

の非実現である。われわれの予期を裏切る興

味は、明らかに思いがけぬ、しかも教示的な

筋道を辿って発見
ディスカバリー

あるいは認知
レコグニッション

に到着したい

というわれわれの願望とかかわっている。

それは、そもそもわれわれの側に発見ある

いは認知に到達したくない気持があるなどと

いうこととは、まったく無縁である。(�終

わりの意識 ․ 虚構理論の研究�、30ページ)

この難解な言い回しを平たく言い直す

と、｢逆転｣というのは、当然、予想されて

いる終わりとの関係において成立している

のだから、その齟齬
そご

が大きければ大きいほど、

｢認知｣(アリストテレースの言うアナグノー

リシス)の衝撃は大きくなり、作品として優

れているということになるのだろう。カー

モードは｢大ざっぱに言えば、既成の約束事
コンヴェンションズ

にもっとも固執するのは通俗小説であり、

懐疑的な学者 ․ 知識人が�大�小説と呼ぶ作品

は既成の約束事に変化を与えようとする｣(同

書、30ページ)とも述べている。ここでカー

モードは、｢通俗小説｣つまり｢大衆小説｣の

例として、フランスの推理作家ジョルジョ ․

シムノンの｢メグレ警視シリーズ｣を挙げて

いる(同書、32ページ)が、それ以降はロブ

＝グリエ、カミュ、ドストエフスキーとい

う生粋の純文学の作品分析を行い、果てはヨ

ハネ黙示録や終末論にまで結び付く難解な議

論を展開させている。従って、カーモードが
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｢メグレ警視シリーズ｣に言及しているのは

｢既成の約束事｣を守る｢大衆小説｣の代表例と

してそれを挙げただけで、彼の関心が純文

学作品にあるのは、明らかである。

ここで、再びペリペテイアの話に戻る

と、つまり、ペリペテイアとはエンディング

とイコールではないが、両者は常にXとYの関

数のような関係として成立しているとは言え

る。このように、カーモードは近代小説の終わ

りという問題をアリストテレースの言うペリ

ペテイアと関連させて分析しているわけだ

が、私がカーモードの理論を使って分析を試み

た作家に、三島
みしま

由紀夫
ゆきお

がいる。もちろん、

カーモード自身がこの本の中で三島の小説を

扱っているわけではない。しかし、三島の小説

の終わり方は、カーモードの理論を当てはめる

と、とても面白いことが分かってくるのだ。

三島は1970年に｢盾の会｣会員と共に市ヶ

谷にある自衛隊基地を襲い、総監を人質にし

て憲法改正を訴えて、自衛隊員の前で演説し

た後に、割腹自殺を遂げている。この死に

方があまりにも異常だったため、三島研究

は作品研究よりはどちらかと言うと、彼の

政治行動に行きがちだが、彼の作品自体は、

そういう右翼的な政治性を感じさせるもの

は、�憂国�や�英霊の声�などごく一部の作

品に限られている。他は物語性の強い、いわ

ば芸術至上主義的な作品がほとんどなのだ。

私は彼の政治行動よりは作品のほうに関

心があり、三島の政治性はうわべだけで、

その本質はある種の仏教的なニヒリズムだ

と考えている。しかし、ここでは三島論を

展開するのが目的ではないので、このこと

にこれ以上ここで触れることはせずに、

カーモード風に言えば、三島の小説の｢終り

の意識｣について述べようと思う。

三島の小説のエンディングで一番有名なも

のは、彼が最後に書いた四部作�豊饒の海�の最

後の一巻�天人五衰�のラストシーンだろう。こ

のラストシーンで読者が圧倒的に驚くことは、

この大作の物語の軸となっている出来事自体の

客観的実在が否定されてしまうことだ。

第一巻の�春の雪�で松枝清顕
まつがえきよあき

と綾
あや

倉
くら

聡子
さとこ

の

大悲恋が描かれており、この悲恋の中で清顕

は病死し、聡子は現世を絶って僧門に入る。この

�豊饒の海�という四部作は、平安時代の�浜松

中納言物語�を下敷きにした輪廻転生の物語と

言われていて、清顕の友人であった本多繁邦
ほんだしげくに

がその後清顕の生まれ変わり(胸の黒子がその

証と考えられている)と考えられる人間の人生

を目撃するという形で、物語は展開する。

つまり、本多は物語の本筋のストーリー

の中の登場人物というよりは、いわばseer

(見る人)、能の構成で言えば、シテの語りに

耳を傾けるワキのような存在として、描か

れている。その本多が最後の巻である�天人

五衰�ラストで、歳を取った聡子が門跡とし

て過ごしている月修寺という寺を訪問し、

60年ぶりに聡子と再会する場面でこの小説

は終わりになるのだ。

ところが、聡子は松枝清顕という人物な

ど知らないと語り、�春の雪�で描かれてい

る事件そのものを否定する。普通ならば、

あるいは一般のミステリー小説なら、それ

は聡子が嘘を吐
つ

いているとかいろいろと推

測ができる場面なのだろうが、三島の筆致

はそういう推測を一切拒否しているような

印象を与え、読者にも聡子が本当にそう主張

しているとしか思えないのだ。本多が月修

寺の庭で｢記憶もなければ何もないところ

へ、自分は来てしまった｣(�天人五衰�―新潮
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文庫、303ページ)と、呆然とするところ

で、この壮大な四部作は終わりになる。

私はかつて、このラストについてスタン

フォード大学で講演したことがある。その

とき、中国文学を専攻するアメリカ人の教授

から、｢最後に来て、実はみんな夢でしたと

いう終わり方は、中国文学ではよくある。

日本文学と中国文学の関係は深いから、三島

は中国文学のそういう終わり方を模倣した

のではないか｣という趣旨の質問を受けた。

確かに、三島は日本文学や西洋文学だけでな

く、中国文学にも通じていたが、私はそのア

メリカ人教授の意見には賛成できなかった。

三島の小説のラストはけっして｢みんな

夢でした｣というような夢物語という印象を

与えるものではなく、妙に現実的な印象を

残すのだ。三島は一般には想像力の作家と考

えられているが、創作方法はかなり現実的

である。例えば、作品に登場する地名は実在

する物が多く、実際にその場所に行って取材

し、現地の風景を小説の中にかなり細かく書

き込む。だから、物語自体は現実的な様相を

帯びながら展開し、幻想的な作品を読んでい

るという印象はあまりない。

ところが、最後になって、一気に物語の根幹

になるような事実を否定するのだ。それは幼い

子供が積み上げた積み木を最後に突然崩してし

まう行為に似ている。実は�豊饒の海�は、仏教

の唯識論の影響を受けていると言われていて、

三島自身が松山
まつやま

俊太郎
しゅんたろう

という仏教哲学者から唯

識論について教えてもらったと語っている。

私は偶然、この学者に会ったことがあり、

本人から聞いたのだが、松山氏によれば唯識

論について教えたと言ってもほんの短い会話

を交わしただけで、｢何故三島さんが私のこと

をあんな風に言ってくれたのか不思議だ｣と

言っていた。だから、それは案外、三島特有

の他人に対する気遣いの一種であったのかも

知れない。それはともかく、唯識論というの

は、ごく平たく言えば、｢物事が実在するか否

かは、認識の問題に過ぎない｣という仏教の考

え方である。そういう考え方は、門跡となっ

た聡子の言葉｢それも心々ですさかい｣(新潮文

庫、302ページ)にも表現されているのだ。

�豊饒の海�のラストを読むと、読者は妙

に現実的な形而上的な虚無の空間に投げ込ま

れるように感じる。｢現実的な｣(realistic)と

いう言葉と｢形而上的な｣(metaphysical)とい

う言葉はある意味では反対語の関係にあり、

相互に矛盾するものであることは分かって

いるが、あえてそういう表現を使いたくな

るような終わり方なのである。このラスト

に、アリストテレースの言う｢逆転｣や｢認知｣

という概念を当てはめると、このラストが

｢逆転｣の｢認知｣であることはとりあえず認

め る に し て も 、 ペ リ ペ テ イ ア が ど こ

で 起 っ たかを言うのはなかなか難しい。と

言うのも、アリストテレースの言う｢逆転｣と

は、あくまでも｢行為の転換｣であるからだ。

聡子がこのラストシーンで言うように、

清顕と聡子の恋が存在しなかったと言うな

ら、｢逆転｣は�春の雪�の物語が進行していた

ときすでに起っていたとも言えるし、ある

いは、｢逆転｣が｢行為｣について言う言葉であ

ることにこだわれば、ここで起っているこ

とは認識の問題に過ぎず、｢逆転｣はどこに

おいても起っていないとも言えるわけだ。

カーモードも現代小説で｢ペリペテイア

が最初の文からすでに始まっているように

思われる小説がある｣(�終わりの意識 ․ 虚構

理論の研究�、31ページ)ことを認めてい

る。しかし、これはロブ＝グリエなどの

ヌーボー ․ ロマンの小説を念頭に置いたもの
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で、三島のような仏教的唯識論の分析とはあ

まりかみ合ってこないように思われるの

だ。ヌーボー ․ ロマンは、アンチロマン(反

小説)と呼ばれることもあり、大きく言うと

通常のプロットの否定という概念を含むも

ので、三島の作品のように通常の意味でき

ちんとしたプロットを持つ小説とは、対局

の位置にあるとも言える。

アリストテレースの考えは、西洋の演劇な

ど近代的な作劇法に多くの影響を与えたと言わ

れている。しかし、何しろ紀元前300年前後に生

きていた人間だから、アリストテレースの見解と

言っても、メモあるいは講義ノートの類
たぐ

いを後

世の学者が再現して、推測を書いた部分も多い

らしい。従って、岩波文庫の飜訳を読んでも、

私自身よく分からない部分も多々あるのだ。

アリストテレースは｢認知のもっともす

ぐれているのは、�オイディプス王�におけ

る認知のように、それが逆転と同時に生じ

る場合である｣(岩波文庫、48ページ)と述べ

ているが、三島の�豊饒の海�は、むしろ、｢逆

転｣と｢認知｣が時間的にズレている効果を

狙ったものであるとも言える。しかし、�豊

饒の海�のように、第一巻の�春の雪�で描か

れていることすべてを否定するのであれ

ば、行為も出来事も存在しなかったことに

なり、それを通常の意味での筋の｢逆転｣と呼

んでいいものか、確かに難しい問題が生じ

る。ただ、私はミステリー小説を書く人間と

して、｢逆転｣と｢認知｣をどこに位置づけるか

はかなり意識しており、それは三島作品の

影響と言えなくはないように思われる。

�豊饒の海�のようなラストは、大衆文学

という視点からは許容されにくいものであ

るのは容易に想像がつくだろう。日本でもエ

ンターテインメント系の編集者は｢オープン ․

エンディング｣という言葉を使って、そうい

う作品の終わり方を否定的に捉えているよう

だ。私も自分の作品について｢それでは、純

文学みたいなオープン ․ エンディングになっ

ちゃいますよ｣と言われたことがある。特に、

ミステリーと呼ばれるジャンルの場合、理

論的な説明が必要不可欠であって、最後に

なって、結局、何が何だか分からなくなっ

たというのでは、商品としては欠陥商品で

あると言われても、仕方がないのだ。

しかし、私の作品のラストには、こうい

うオープン ․ エンディング的雰囲気が漂って

いるのは確かなようである。もちろん、サ

イコホラーと言っても、大きな括りではミ

ステリーというジャンルに分類されるわけ

だから、私もある程度説明可能な状況で物語

を終わらせようとは努力はする。それにも

拘わらず、若干、オープン ․ エンディング的

な臭いがするのは、やはり三島作品の影響

ではないかと自分では思っている。

韓国同様、日本もネット社会で、�クリー

ピー�は映画化された影響もあって、かなり多

くのコメントが一般の読者から様々なサイトに

寄せられている。この作品は、ごく大雑把に言

えば、何の変哲もない愛想のいい隣人と思われ

ていた人物が、実は連続殺人犯であって、主人

公がこの男のために次々と奇怪な事件に巻き込

まれ、恐ろしい恐怖に直面するという話であ

る。もちろん、ネット上では好意的な評価も数

多くあり、それはそれで私の執筆意欲を増して

くれ、ありがたいことだと思っている。

しかし、中には当然批判的な意見もあ

り、特にラストに関して｢すっきりしない｣｢もっ

とすっきりと終わらせて欲しかった｣という

趣旨の発言が目立つように感じる。どうやら

一部の読者は、犯人がきちんと処罰されな
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かったことが不満なようだ。｢すっきりしな

い｣というのは、読者の側に解釈が委ねられ

ているオープン ․ エンディングに対する不満

の声でもあると私は受け取っており、これが

いいか悪いかという議論は今は置くとして、

このことはまさに現在、私が純文学と大衆小

説の狭間にいることの証左とも感じている。

�死屍累々の夜�は｢フェイク ․ ドキュメン

タリー｣と呼ばれているジャンルに入る。あ

るいは、mock documentaryを縮めて、｢モキュ

メンタリー｣(mockumentary)と呼ばれること

もあるようである。｢木裏事件｣という架空の

事件を設定して、それがいかにも実際にあっ

た事件のように読者に信じ込ませるため、あ

るジャーナリストが過去に起ったその事件を

再構成するという設定で、物語は進行する。

一流大学を卒業し、大学で教鞭を執った

ことさえある木裏というインテリの男が、

暴力団組長の娘と結婚して周辺の人々を驚か

せるが、この結婚には悲劇が待ち受けてい

る。木裏は妻を絞殺し、刑務所に入ることに

なるのだが、木裏は何故妻を殺害したのか、

その動機については黙秘し、明らかにされ

ることはない。木裏は出所後、実家の家業で

あった旅館を継ぐが、やがてそれを売春組織

に変え、東京に出てこの組織を発展させなが

ら、次々に凶悪な犯罪に手を染め、何人もの

人々を殺害していく。｢死屍累々｣とはまさに

｢死体が積み重なっていく｣という意味だ。

最後は、警察に追われた木裏が、九州の

鹿児島市にある洞窟で、一緒に逃走していた

売春組織の女性たちと集団自殺するのだが、

どういうわけか昔から木裏の家で下働きを

していた中学生の少女だけが、生き残る。

こう書くと随分突飛なストーリーに聞こ

えると思うが、私はこれを実際にあった事件

と読者に思い込ませるために、ところどころ

に関係者のインタビューを挿入するなど、い

ろいろと工夫をしている。実際、ネットなど

のコメントを読むと、｢本当にあった事件か

と思って、思わずネットで調べてしまった｣

というコメントも多く、その意味では私の目

論見はある程度成功したと言えるだろう。

しかし、私は特に｢フェイク ․ ドキュメン

タリー｣の手法に詳しかったわけではなく、

むしろこの作品は、｢ノンフィクション ․ ノヴェル｣ 

(nonfiction novel)と呼ばれている、トル ー

マン ․ カポーティの�冷血�(In Cold Blood)の

影響を受けている。カポーティ自身が｢ノン

フィクション ․ ノヴェル｣と命名し、｢まが

う事なき事実の｣(immaculately factual)とい

う宣伝文句で発表されたこの作品は、日本で

も大変話題を呼んだ。佐木隆三
さきりゅうぞう

がこの作品の

影響を受けて、1963年に日本で実際に起った

西口
にしぐち

彰
あきら

事件を取材して、�復讐するは我にあり�

を1975年に書き、直木賞を受賞している。

カポーティの�冷血�も実際に起ったク

ラッター家殺人事件を取材しており、ノンフィ

クション ․ ノヴェルと呼ばれるこれらの作品

は、｢フェイク ․ ドキュメンタリー｣とは外

観の類似だけで、その制作プロセスはむし

ろ、正反対である。事実の再現を目指すこと

と、虚構を事実らしく見せることは根本的

に異なるのだ。ただ、私は自分の作品が現

実に起った様々な凶悪事件の影響を受けてい

ることは分かっており、作品で描かれてい

ることができるだけ本当らしく見えること

にはこだわっていた。

もちろん、�死屍累々の夜�を書くとき、

はっきりと�冷血�を意識していたわけではな

い。自分の書く作品が｢フェイク ․ ドキュメン
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タリー｣というジャンルに分類されるだろう

ことはぼんやりと意識していたが、それ故、

�冷血�とは制作プロセスがまるで逆であるこ

とは分かっていた。ところが、私は�死屍

累々の夜�が�日本経済新聞�で野崎六
のざきろく

助
すけ

によっ

て書評され、｢いうなれば和製�冷血だ�｣(�日本

経済新聞�、2015年7月2日夕刊)と書かれてい

るのを知り、大いに驚くと同時に、何となく

嬉しくもあり、また自分の内心を言い当てら

れたような複雑な気持になった。プロセスは

違っても、｢事実らしさ｣にこだわるという点

では、そのプロセスの違いもそれほど大きな

意味がないようにさえ思われてきたのだ。

実際、�冷血�が逆にすべて真実かという

と、必ずしもそうは言えず、それはそれで

また多くの議論があり、｢事実とは何か｣につ

いてのさまざまな議論が専門家の間では行わ

れている。しかし、私はここでも�冷血�の

エンディングにこだわって、若干の私見を

述べたいと思う。�ロリータ�で有名な作家

のウラジーミル ․ ナボコフが�冷血�のエン

ディングを批判したのは有名だが、何故ナボ

コフは批判したのか。これについては、モ

ズード ․ ザバラザデー(Masu’d  Zavarazadeh)

がThe Mythopoeic Reality: The Postwar 

American Nonfiction Novel (Urbana Chicago 

London: University of Illinois Press, 1976)

の中で、大変興味深い洞察を示している。

サバラザデーは、イギリスの文芸評論家

トニー ․ タナーとナボコフの見解を紹介して

いる。タナーは｢もしこの本が�普通の小説�

だとしたら、このエンディングはひどく

安っぽく、センチメンタルなものに思われた

ことであろう｣(同書、124ページ、筆者の拙

訳による)と述べ、ナボコフは｢私はトルーマ

ン ․ カポーティのいくつかの作品、特に�冷血

�が好きだ。あのひどくセンチメンタルで、

虚偽で不可能なエンディングを除けば｣(同書

124ページ、筆者の拙訳による)と語ってい

る。二人とも、sentimentalという言葉を使っ

ており、ナボコフはさらにfalseという言葉を

使っていることに注目すべきだろう。

�冷血�のラストは、ＫＢＩの捜査官アル

ヴィン ․ デューイが殺されたナンシー ․ ク

ラッターの元級友で、すでに大学生になっ

ているスーザン ․ キッドウエルに、たまた

ま墓参りに行った共同墓地で邂逅する場面で

終わる。確かに、このラストはそれまでの

ドキュメンタリータッチに比べて、妙に物

語風で、普通の小説の終わり方とあまり変わ

らない雰囲気になっている。このエンディ

ングがfalseであるならば、カポーティが｢紛

う事なき事実の｣と宣言した謳い文句も｢虚偽｣

ということになり、これは結局、中途半端

な小説だということにもなりかねない。た

だ、こういう意見に対して、ザバラザデー

は次のように述べているのだ。

私の意見では、�冷血�のエンディングの

虚偽性は、ノーマン ․ メイラーの�夜の軍隊�

をも含む、他のノンフィクション ․ ノヴェ

ルと同様、ある特定の作家の技術的なまずさ

という問題を遥かに越えているということ

なのだ。それは｢構成上の｣というより｢存在

論上の｣問題であり、ノンフィクション ․ ノ

ヴェルの終わり方という重要問題と結び付

いている。そういうナラティブのエンディ

ングというのは、何であれ、ある程度｢虚偽

を含む｣ものとなる。というのも、エンディ

ングとはノンフィクション ․ ノヴェルがその

動きを辿っている途切れることのない人生の

流れに、独善的かつ人工的に、しかし不可避
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的に、媒体を押しつけることだからであ

る。(同書、124ページ。筆者の拙訳による)

なかなか難解な表現ですぐには意味が分か

りにくいが、あえて簡単に言えば、ノンフィ

クション ․ ノヴェルというものは、もともと事

実を辿るものだから、そこにナラティブとし

ての終わりを付けることは、どんな書き方を

したところで、自然な流れが断ち切られること

になり、不自然にならざるを得ないというこ

とだろう。ノンフィクション ․ ノヴェルという

媒体はオープン ․ エンディングを前提としてい

るということでもあるのかも知れない。実

際、ザバラザデーは、この部分の論述の中で

open-endednessという言葉も使っている。

�冷血�のエンディングを批判したタナー

はアメリカ文学の権威として知られる大文

学学者であり、ナボコフは有名作家なのだ

から、とても一般読者とは言いがたい人た

ちである。従って、その二人が一般の読者

から見れば｢すっきりしない終わり方｣に見

えるオープン ․ エンディングに好意的である

のは分からないではない。

つまり�冷血�はノンフィクション ․ ノ

ヴェルの持つオープン ․ エンディングの特性

を破って、無理に人為的なエンディングを

持 ち 込 んだために 、 ch e apなあるい は

sentimentalな結末になったと二人は批判して

いるとも取れるのだ。しかし、ザバラザ

デーは若干、カポーティに同情的でそれは

作家個人の技術上の問題ではなく、ノンフィ

クション ․ ノヴェルの構造上の、あるいは存

在に拘わる問題(ontological problem)だから、

仕方がないと言っているようにも聞こえる。

ここで私は再び、純文学と大衆小説の狭間と

いう、テーマに立ち返りたいと思う。�冷血�は

アメリカでも日本でも大ベストセラーになった

作品だから、日本的な区分法を当てはめて大衆

小説ではないと言い切ることに多少の抵抗があ

ることは認める。それにしてもこの作品がサス

ペンスであるとは言えても、いわゆるミステ

リー小説ではないことは確かだろう。

犯人は始めから分かっている状態で物語

は始まる。もちろん、近頃のミステリーは

必ずしも犯人を当てるものではないものも

多数あり、始めから犯人が分かっているか

らと言って、ミステリーではないとは言え

ない。東野圭吾の�容疑者Ｘの献身�などそ

の代表的な例で、推理の眼目は完全犯罪を崩

すプロセスにある。しかし、�冷血�では、

一見、伏線に見えることが最後まで読んで

も一向回収されることはなく、結局、何故

なのか分からないこともいくつかある。

あるいは、冒頭で示される描写の中に唐

突に出てくる｢結局、六人の命を奪うことに

なった四発の銃弾｣(原文からの筆者の拙訳に

よる)という表現.は、ミステリーによくあ

る伏線に見えて、その意味が判明してみる

と、やはり通常のミステリーの伏線とは違

うと感じざるを得ない。

殺されたクラッター家の人々は四人なの

だが、あとの二人はどうやらその事件で死刑

を執行された犯人のペリーとディックを指

しているようなのだ。何かのトリックや勘

違いと言った論理の説明から逸脱するこうい

う記述方式は、やはりミステリーの常道で言

えば反則と言っていいのかも知れない。

カポーティは 当時 、 流 行作 家 として

ニューヨークの社交界で勇名を馳せ、テレ

ビなどにたびたび登場するマスコミの寵児

でもあった。従って、やはり一般の読者の

反応を意識していたのは間違いない。一般読

者にとって、ノンフィクション ․ ノヴェル
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に纏わる論争などどうでもよく、やはり納

得の行く結末を望むのは当然であり、それ

が得られなければ、彼らは逆に酷評の嵐を

浴びせかけてくるかも知れないのだ。もし

カポーティがタナーやナボコフが絶賛する

ようなエンディングを書いていたら、その

何十倍もの一般読者が不満を唱えたこともあ

り得るだろう。この二つのまったく異なる

欲求のバランスをどうやって取るかが、実

作者の感覚で言うと一番難しい所なのだ。

私の作品�死屍累々の夜�は、もともと虚

構の出来事をできるだけ事実に見せようと

するもので、出発点が�冷血�とは根本的に

異なる。ただ、｢和製�冷血�｣という表現が

適切かどうかともかく、現象的には似た雰

囲気の作品になっているのは、私も否定で

きないと思っている。

また、この作品に対するネット上の批判に

は、｢木裏の殺人の動機がよく分からない｣と書

いている人も少なくない。しかし、�冷血�のよ

うにノンフィクションと宣言するにしても、�死

屍累々の夜�のようにノンフィクションを装う

のであれ、常に書き手にあるのは、｢事実とは

永遠に曖昧なものだ｣という意識なのだ。

�冷血�も最後まで読んでも、ペリーと

ディックが何故クラッター家の4人を殺した

のか、完全には納得できない。それどころ

か、In Cold Bloodというタイトルの意味さ

えよくわからなくなってしまうのだ。とい

うのも、In Cold Bloodとは、本来｢冷酷に｣

とか｢計算づくで｣という意味なのだが、カ

ポーティの書き方は、ペリーの内面的感情

がディックとの心理的葛藤によって爆発し

たことによってこの殺戮行為が引き起こさ

れたことを示唆しており、｢冷酷に｣とか｢計

算づくで｣という言葉が必ずしも適切とは思

えない。このタイトルの邦訳を私が考える

としたら、�冷たき血をもって�くらいが、

一番しっくりくるように思われるのだが、

In Cold Bloodにそういうニュアンスがある

のか、私にははっきりしない。

しかし、そういう曖昧さこそが、事実と

いう言葉が胚胎
はいたい

する薄気味の悪さであり、

それを浮き彫りにすることこそが私たち書

き手の目的だとも言えるのだ。従って、私

自身は｢木裏の殺人の動機が分からない｣とい

う批判はそれほど意外ではなく、想定内の

批判であると受け止めている。

ここで日本文学の歴史を振り返ってみる

と、明治、大正、昭和という長い期間にわ

たって、自然主義の全盛時代があった。し

かし、日本の自然主義は西洋の科学主義に基

づいたnaturalismとはだいぶ違って、私小説

と深く結び付いていた。その結果、主人公

＝作者自身という妙な等式が成立していた。

つまり、小説の中で出てくる｢私｣とはまさ

に作者のことであり、書かれている内容も事実

であり、また事実でなければならないと考え

られていたのである。逆に言うと、嘘を書く作

家は二流であり、当時の意識で言えば、純文学

作家よりは遥かに劣る存在と考えられていた大

衆作家とみなされたわけだ。その結果、夏目漱
なつめそう

石
せき

や森
もり

鴎外
おうがい

さえも、長い間｢クロウト作家｣で

はないと考えられていた時代があった。

文芸評論家の伊藤
いとう

整
せい

は、�近代日本人の発

想の諸形式�の中で、このことを取り上げて

次のように述べている

――それと同時に、一九四五年以前の文壇

通念のなかでは、夏目漱
なつめそう

石
せき

と森
もり

鴎外
おうがい

はクロウ

ト作家とは見なされなかった。鴎外は、史伝

という、小説とは純粋に見なされないもので
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立派なものを書き残した文学者であり、明治

文壇の先駆者として�即興詩人�によって一世

をセンチメンタリズムでうるおした飜訳の大

家である。夏目漱石で見るべき作品は、その

直接自伝である�道草�のみで、他はユーモア

小説かディレッタントの書斎小説である。

――伊藤整�近代日本人の発想の諸形式�

(岩波文庫、７ページ)。

漱石の�道草�だけが評価が高いのは、漱

石の作品の中ではいわばエッセイのような

印象を与える作品で、本当のことが書かれて

いるように見えるからだろう。こうして見

ると、歴史的には、純文学作家と大衆作家と

いう区分さえ大きな変遷を辿ったことが分か

り、これはかなり興味深い事実である。

しかし、私の見るところ、純文学と大衆

文学という区別は今後ますます実体的意味を

失っていくことは間違いないと思う。私は

ＳＮＳなどが飛び交うネット社会には批判

的な人間で、私自身はツイッターもフェイ

スブックもやらないが、そんな私でも文学

に与えるネット社会の影響は認めざるを得

ない。文学作品を読んでその感想を自由にＳ

ＮＳに上げる、いわば素人評論家は純文学と

大衆文学の区別などほとんど意識せずに、

思った通りの感想を書いているわけであっ

て、我々作家も編集者も商業ベースに乗って

本を売ろうとする限り、そういう感想を無

視できないことは確かである。

専門家の評価が高い作品が、一般読者にも

受け入れられるとは限らず、かと言って一般

読者から人気が高い作品が文学的に優れてい

るとは必ずしも言えない。我々エンターテイ

ンメント系作家は、このバランスをどう取る

か日々苦労しているのかも知れない。おそら

く、純文学系とみなされている作家は、こう

いう意識が比較的薄いとは言えるだろうが、

まったくそんなことは気にしない純文学作家

も少なくなっているのは間違いない。

｢日本近現代文学の諸相｣ということで言

えば、文学市場の著しい縮小と共に、大衆小

説と純文学という差異も縮小し、文学あるい

は小説という形式そのものの生き残りを掛

けて、さまざまな形で読者への呼びかけが

なされているのが現状であろう。面白くな

い作品が淘汰されていくのは、いつの時代

でも同じだが、やや大袈裟な言い方をすれ

ば、現代は個々の作品の面白さが問われて

いるだけでなく、小説というジャンル自体

の面白さが問われており、その混沌状況の

中で、作家たちは孤独な打開策を模索してい

るのが現状だと思われるのだ。

(本エッセイは、韓国外大で行われたシン

ポジウム｢日本近現代文学の諸相 ․ 比較文学文

化の視点から｣の草稿に、加筆修正を加えた

ものです。)
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