山崎豊子「船場狂い」に見られる視点
安井

寿枝

番号をつけている。本稿でそれらを示す

1. はじめに

場合、一章の文①は「一①」とする。
く

め

山崎豊子「船場狂い」は、1958 年 7 月『別

①久女は、自分の眼の前を流れて

冊文芸春秋』に発表された作品である。

いる長堀川をゆっくり渡りかけた。

同月には、1 月から 6 月まで『中央公論』

②橋下の鈍色に澱んだ川面には、藁

に連載した「花のれん」により、第 39 回

しべや卵の殻が浮かび、秋の陽の光

直木賞を受賞しており、両作品とも大阪

が、薄い影を落している。

にび いろ

の「船場」を舞台としている。
「船場狂い」

わら

③この長堀川を隔てて北向うが、

せんば

では、船場の周辺で育った中心人物の久

船場といわれる大阪の富商の集まる

女が、船場に執着する様子が描かれ、船

街であった。④船場は、長堀川、西横

場を囲む川が重要な役割を担っている。

堀川、土佐堀川、東横堀川によって、

山崎は、直木賞の受賞のことばで「素材

額縁のように取り囲まれた四角な地

としては、大阪の空と川と人間を書き続

帯で、隣接している街とは、おのお

けたいのです」と述べており 1）、大阪の川

の橋で往来するようになっている。

と人間を素材に創作されたのが「船場狂

⑤この四つの川は、いずれも五間そ

い」である。小説は、素材をもとに構成が

こそこの川幅をもった、何の変哲も

考えられ、多くのことばの中から単語が

ない街中の川に過ぎなかったが、久

選ばれて叙述され、作られるものである。

女にとっては、いつも自分を、遠い

そして、単語が選ばれるときに視点が働

ところへ押しやってしまうとてつも

く。ここでいう「視点」とは、
「ものの見

ない広い川幅に見えた。
（一章）

方・考え方・感じ方」のことである。そ

一①・一②は、作品の世界として、いま、

こで、本稿では、船場と川と作中人物が、

この場で起こっている当面の事態が、直

どのような視点の置かれ方によって叙述

接見ているように叙述されたもの、一

されているのかを分析し、表現の特徴を

③・一④は、作品の世界の全体を広く見

考察したい。そのため、まずは書き出し

通して、舞台を規定するために叙述され

部から視点の置かれ方を見てゆく。

たもの、一⑤は、一①・一②を受けて、当

まちなか

面の事態の背景となる事態が叙述された

2. 書き出し部に見られる視点

もの、に分けられる。
このことから、本作

「船場狂い」の書き出しは、次のように

品では、視点の置かれ方をはじめに三層

なっている。引用文には、各章ごとの文

に分けるのが適切であると考える。本稿
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では、今井文男（1975）の原視点から順

述している場合とがある。たとえば、一

次配賦視点が配られるという視点論 2）の

⑤の「五間そこそこの川幅」
「何の変哲も

立場から、これらの三層を、素材を見る

ない」
「とてつもない広い川筋」がそれで

目である原視点から、構成をもとに順次

ある。ここでは、すべての評釈表現が中

配賦された視点とする。それを、木村恵

心人物である久女の川に対する捉え方と

3）

子（1982） を参考に、一①・一②を「視

も、
「五間そこそこの川幅」
「何の変哲も

点 A」、一③・一④を「視点 X」、一⑤を「視

ない」が語り手の捉え方、あるいは、久女

点 B」と呼ぶ。それぞれをまとめると次の

以外の作中人物の捉え方とも考えられ

ようになる。

る。

視点 X…作品の世界の全体を広く見通

このように、
「船場狂い」
の書き出しは、

す目。この目を通して叙述されるも

視点 X において「四つの川」で「額縁のよ

の・ことが、構成にもとづいて舞台

うに取り囲まれた」場所にある「富商の

として規定される。

集まる」
「船場」という「大阪」の街を舞台

視点 A…当面の事態を直接見る目。こ

として規定し、視点 B を通した叙述をす

の目を通して叙述されるもの・こと

ることによって、川との関係のもとで中

は、作品の世界で、いま、この場で起

心人物の久女を読み手に提示している。
視点 X・視点 A・視点 B を書き出し部に

こっていることとされる。
視点 B…視点 A から叙述された当面の

まとめることで、この作品が「船場と川

事態の背景を叙述するための目。こ

と久女」の物語であることを簡潔に述べ

の目を通して叙述されるもの・こと

る機能がある 5）。

によって、当面の事態に対する読み
手の理解が深まる。

また、
「船場狂い」では、場所が船場内
か外側かも重要な意味を持っている。そ

さらに、視点 X・視点 A・視点 B を通

こで、立ち位置が明示されている表現を

して叙述される表現には、もの・ことに

本稿では、
「視角表現」とする 6）。たとえば、

対する評価や解釈が見られ、これを本稿

一③の「この長堀川を隔てて北向うが、

4）

せんば

では「評釈表現」とする 。評釈表現が視

船場」がそれである。ここで、
「北側」とせ

点 X に見られる場合、もの・ことに対し

ずに「北向う」としているのは、語り手の

ての語り手の捉え方が叙述されている

立ち位置が船場の南に位置する長堀川を

と考える。語り手の捉え方を叙述するこ

隔てた外側にあることを示している。そ

とで、舞台をより詳細に規定して読み手

して、この立ち位置は、視点 A（一①）にお

に提示することになる。たとえば、一③

ける久女の立ち位置と同じ場所である。

の「大阪の富商の集まる街」や一④の「額

このような場合を西郷竹彦（1971）では、

縁のように取り囲まれた」などがそれで

「外の目と内の目の重なり」というが、本

ある。一方、視点 A や視点 B に評釈表現

稿では「目の重なり」とは考えず、あくま

が見られた場合、語り手のもの・ことに

でも同じ立ち位置に立っているのみであ

対する捉え方を叙述している場合と、作

ると考える。映画であれば、久女が見てい

中人物のもの・ことに対する捉え方を叙

る景色を久女とともに画面に収まるよう
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にカメラが設置されているということで

四章

あり、視点Xに見られる「視角表現」は、
「評

⑪太平洋戦争に入っていて、次第に

釈表現」のように作中人物の内面にまで

出征する男性が多くなっているとは

7）

いえ、早婚の多い商家では、婚期の

入り込まないものと考える 。

遅れた年齢であった。

3. 視点 X と作中人物

⑳瓦町は、もちろん船場内には違いな

「船場狂い」における視点 X は、次のと
おりである。

かったが、東船場の端くれであった。
五章

一章

②久太郎が応召して七カ月目に、大

⑧船場では、気温の寒暖にかかわら

阪最初の空襲を受けて、船場は一夜

ず、四月一日から男女とも袷になり、

のうちに焼き払われてしまった。

あわせ

ながじゅばん

外出には必ず袷長襦袢と袷羽織を着

⑤船場のように太閤秀吉の時代に外

用する。⑨六月一日からは単衣にな

敵を懸念して、意識して街幅を狭く

り、菖蒲節句から帷子、麻長襦袢、絽

した街筋は、焼夷弾に遭うと一たま

羽織、浴 衣は六月十五日から、七月

りもなく焼け広がり、避難の方法も

一日から薄物、紗 の羽織、九月から

むずかしかった。⑥ただ大阪の真ン

単衣、十月から袷という更衣のしき

中を南北に貫く幅二十四間の御堂筋

たりがある。

だけが、多くの市民を救った。

ひとえ

しょうぶ

かたびら

ゆかた

しゃ

たった五間幅ほどの澱んだ何の変

あ

㉑それは船場と隣接する街を、隔て

哲もない川筋が、船場という大阪の

る東横堀川の内側であった。

尊大な街を型造っている。

㉝船場は、空襲とともに跡かたもな
しにせ

くなり、老 舗の人々は四散した。㉞

二章
④男の子は、ぼんぼん。⑤兄弟が沢

そして、そこには伝統も、因襲もな

山ある場合は、兄ぼん、中ぼん、小

い裸一貫の人々が、どやどやと移り

ぼんなどと云われていた。⑥女の子

住んだ。／㉟やがて昔の人々が、ぼ

は、嬢 はん。⑦これも姉妹の多い時

つぼつ、舞いもどる時が来ても、船

は、嬢はん、中嬢はん、妹嬢さんとい

場はもう、昔の船場ではなかった。

う風に呼ばれた。

㊱第一、この一画を船場などと呼ぶ

いと

とう

なかいと

こ い

こともなかった。㊲この一画は××

三章
㊿鰻谷西之町は、船場につぐ商いの

株式会社出張所、△△合同商行など

街 で あ る 島 の 内 の 中 に あ っ た。

という、看板を掲げたブロック建築

文楽座がすぐ側にあり、心斎橋とは

の事務所で埋まった。㊳使用人た

咫尺の間にあり、商いをするところ

ちの木綿の厚司に前垂れは、ジャン

としては一流地であったが、佐野屋

パーがとって変った。㊴『旦那はん』

橋の下を流れている長堀川を隔て

や『御寮人さん』などという船場風

て、船場の外側になっていた。

の呼び名も、いつの間にか、死語に

そば

しせき

あつし

なってしまった。㊵船場は、名ばか
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として見ている。そして、このような特

りで、もぬけの殻だった。
船場の位置関係に関する内容は、書き出
し部の一③・一④に加えて、三㊿・三

別な場所である船場に対して、一 では、
「尊大な街」という捉え方をしている。一

・四⑳・五㉑である。これらの評釈表現

は、物理的には「たった五間幅」の「何

に注目すると、
「2. 書き出し部に見られ

の変哲もない川筋」であるが、心理的に

る視点」で触れた一③の「大阪の富商の

は「尊大な街」という捉え方を示してい

集まる街」と一④の「額縁のように取り

る。ここで見られる「尊大な」という評釈

囲まれた」
、三 の「商いをするところと

表現は、作中人物の行動からもうかがう

しては一流地であった」、四⑳の「もちろ

ことができる。さらに、同じ評釈表現が

ん船場内には違いなかったが、東船場の

一⑤・一 の視点 B を通した叙述にも見

端くれであった」が見られる。一③・一

られる。一⑤で見られる評釈表現の「何

④は、
「船場」という街を、四つの川で「額

の変哲もない」を、久女の川に対する捉

縁のように取り囲まれた」
「大阪の富商

え方であると考えるのであれば、久女は

の集まる街」として、舞台の規定を行っ

川に対して、物理的には「何の変哲もな

ている。そして、この街は、戦前の作中

い」川であるということを理解している

人物にとって、船場の外側の土地と区別

が、心理的に「とてつもない広い川筋」に

される特別な場所である。たとえば、一

感じてしまうということである。また、

章に登場する船場の御寮人さんは、久女

一 は一章の最後に叙述されており、
「い

が船場内の人物ではないと知ると、
「急

つも船場という尊大な街から足蹴のよう

に狐のような白い顔を、冷たく権高に構

にされながら、かえってそれが、船場へ

え」とあり、二章に登場する久女の母親

の強い執着になって行った」とある。こ

は、
「久女の家の近所の子供には、あの子

こで重要なのは、
「足蹴のようにされな

きつね

けんだか

あしげ

と云うくせに、船場の ‶ お子〟といった」

がら」という評釈表現であり、
久女にとっ

とあり、四章に登場する見合い相手の母

て、自分を足蹴のようにするからこそ船

親は、
「古い暖簾を持っている今 橋の菓

場が執着の対象となっているということ

いまばし

子問屋から嫁いで来ているだけに、権高

である。つまり、一章の視点 X において、

ではあったが品の良い静かな顔だちをし

戦前の船場は、
「尊大な街」として特別な

ていた」とある。さらに、二章に登場する

場所という舞台の規定がなされており、

船場の子女で占められる聖徳高女に関

とくに久女にとっては、自身を「足蹴に

連して、入学したいという久女に対して

するような」場所であるということが視

両親は、
「聖徳高女に行きたいと聞いた

点 B において印象付けられるようになっ

だけで晴れがましく思い」とあり、聖徳

ている。そして、それを示す出来事が一

高女の新しい教頭は、
「久女は、この教頭

章の視点 A である。

も、自分と同じように、船場という土地
どうけい

一方、三

や四⑳で行われる場所に対

に、一種の劣等感と異様な憧憬を持って

する捉え方は、作中人物の中に異なる捉

いると、見て取った」とされる。このよう

え方をしている者がいる。
「鰻谷西之町」

に、戦前の作中人物は船場を特別な場所

を語り手は「一流地」と捉えているが、久
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女は船場内ではないことを不服と捉えて

中に分けて、上女中は夏になっても

おり、船場の御寮人さんは鰻谷に住んで

浴衣に帯を結ばせて、簡単服を着せ

いる久女を冷たくあしらう。
「瓦町」を語

なかった。
／㊹久女は、
真っ白になっ

り手は「東船場の端くれ」と捉えているが、

た白髪頭をきれいに鬢つけでなで付

久女は船場内であることに何よりも価値

け、四季の変り目ごとには、船場風

があると捉えており、瓦町に住んでいる

の大げさな更衣をした。

ゆかた

びん

ころもがえ

船場の御寮人さんも権高に構えている。こ

視点 X では、舞台である船場が「尊大な街」

こから、久女を含む戦前の女性たちが、語

から「もぬけの殻」に変っているが、視点

り手と異なった捉え方から、船場を特別

B の久女にとってのみ変らずに「特別な場

な場所と捉えている様子が読みとれる。

所」を維持している。そして、周辺人物は

そのほか、船場の伝統的な習慣に関す

そのような久女を次のように捉えている。
うじがみ まい

る内容が一⑧・一⑨・二④・二⑤・二

㊺月の一日、十五日には、氏 神詣 り

⑥・二⑦・四⑪、戦時中の内容が五②・

をして、その帰りには、きまって円

五⑤・五⑥、戦後の内容が五㉝・五㉞・

山小間物店へ寄ったが、気持よく迎

五㉟・五㊱・五㊲・五㊳・五㊴・五㊵で

えられなかった。㊻それは、久女が、

ある。一章および二章における、伝統的

息子の清一夫婦に向ってでも、まる

な習慣に関する内容は、
「尊大な街」を強

で、もう、何十年も前から船場に生

調するものとなっており、久女以外の作

まれ、育って来たようなもの云いや、

中人物もその習慣に則って船場と周辺地

態度をするからだった。㊼その上、

域を区別している。

帰り際になると、必ず、清一の嫁に

注目されるのは、戦後の船場に対する

佐野屋橋の橋際まで送らせ、
／
「ほん

捉え方である。それは、五㊵に集約され

なら、わては川を渡って、船場へ帰

ており、
「船場は、名ばかりで、もぬけの

りまっさ」／と、思い入れたっぷり

殻だった」とされていることである。戦

で、ちゃら、ちゃら、橋を渡って行く

後の船場は、一章に舞台として規定され

からだった。㊽そんな久女であった

ていた特別な場所ではなく、五章の最後

から、隣近所の人から、
〝船場狂い〟

に「もぬけの殻」として再規定されてい

と陰口をたたかれているのを、知ら

るのである。しかし、直後の視点 B では、

なかった。

特別な場所ではなくなった船場に、久女

周辺人物にとって船場は、視点 X で再規

が変らずに執着している様子が描かれて

定されているように特別な場所ではな

いる。

い。にもかかわらず、久女は船場に住ん

五章

でいる自分自身を特別な人物であるよう

㊶しかし、久女は、店員たちに、し

に振舞っている。このように、視点 X で

つこく自分を御寮人さんと呼ばせ

再規定された舞台のうえで、久女のみが

た。㊷若い店員たちには、本人の名

規定とは異なる振舞いをしていることが

前の下に『どん』を付けて呼んだ。㊸

不調和となり、滑稽さが表現されている

たった二人の女中も、上女中と下女

のである。
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ろとしては一流地であったが、佐野

4.「川」と視角表現

屋橋の下を流れている長堀川を隔て

一章の視点 X において、船場は四つの

て、船場の外側になっていた。
（視点

X）

川に囲まれた尊大な街という舞台の規定
がなされており、四つの川が特別な場所

四章

を形作る役割を持っていることが見てと

③自分の生まれた処が、土佐堀川を

れた。そこで、次に、川に関する叙述に注

隔てた堂島中町、次に嫁いだ処が、

目し、視角表現から久女の立ち位置を考

西横堀川を隔てた京町堀西詰、三番

察する。

目に後家の頑張りで店を構えた処
が、長堀川を隔てた鰻谷西之町、ま
るで自分の生涯は、船場を取り囲ん

4.1 「隔てる」
「船場狂い」において、川は船場と周辺

で流れる四辺の川ぶちを、ぐるぐる

の土地を分かつ境界として描かれてい

廻って、それだけで終ってしまいそ

る。船場内に移り住むことを「生涯の念

うな不安な予感がした。
（視点 B）

願」としている久女にとって、川は自分

五章

と船場を隔てるものであり、川や橋には

㉑それは船場と隣接する街を、隔て

「隔てる」という言葉が多用されている。

る東横堀川の内側であった。
（視点

その叙述は次のとおりである。下線は本

X）

稿筆者による。

㉔小さい時からいつも、この川筋の

一章

外側をぐるぐる廻り、何度とはなく
せんぼう

③ こ の 長 堀 川 を 隔 て て 北 向 う が、

橋際に立って、船場を羨望していた

船場といわれる大阪の富商の集まる

久女が、六十一歳になって、はじめ

街であった。
（視点 X）

て船場を隔てる川を渡ることが出来

せんば

二章

きた

たのだった。
（視点 B）

① 一 度 は、土 佐 堀 川 を 隔 て て、北

一 ③・ 二 ①・ 三 ①・ 三

船 場と向い合った肥後橋の橋際で

て」、三⑧は「橋を隔てて」
、四③は「川を

あった。
（視点 B）

隔てた」、五㉑・五㉔は
「隔てる川」
となっ

せんば

は「 川 を 隔 て

ている。

三章
①二度目に久女が、西横堀川を隔て

一③は、
「この長堀川を隔てて北向う

て船場と隣接する京町堀にたったの

が、船場」とあることから、立ち位置は

は、女学校を卒業してから五年目の

船場の外側にある。二①は、久女が船場

二十三歳の時であった。
（視点 B）

から「足 蹴 のようにされながら、かえっ

⑧この嫁ぎ先がまた、京町橋一つを

てそれが、船場への強い執着に」なった

隔てて、船場と向い合う京町堀で

場所であり、三⑧は、
「久女には、大阪城

あった。
（視点 B）

の外濠のように、船場という街を取り巻

そば

あし げ

そと ぼり

ちょうしょう

文楽座がすぐ側にあり、心斎橋と

く川が、自分を嘲笑しているように思え

は咫尺の間にあり、商いをするとこ

た」場所である。それぞれ、
「北船場と向

しせき
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い合った」
「船場と向い合う」とあること

四章までは、船場とその外側に位置する

から、立ち位置は船場の外側にある。三

久女、五章は、船場内に位置する久女と

①は久女の嫁ぎ先の位置を、三 は移転

いう構成になっている。

先の位置を説明している。四③は生家か
ら移転先までを、船場との位置関係から

4.2 「渡る」

総括し、
「まるで自分の生涯は、船場を取

次に、川や橋とともに多用される言葉

り囲んで流れる四辺の川ぶちを、ぐるぐ

が「渡る」である。
その叙述は次のとおり

る廻って、それだけで終ってしまいそう

である。

な不安な予感がした」というように、久

一章

女の悲壮感が描かれている。そして、こ

①久女は、自分の眼の前を流れてい

の四③の前には、
「①長堀川に懸ってい

る長堀川をゆっくりと渡りかけた。

る佐野屋橋の橋詰で、兼松鋳物問屋の御

（視点 A）

寮人さんから、／「あ、ほんなら、橋向う

⑥五十四歳の久女は、この川幅に

でっか」／と云われて以来、久女の船場

懸った橋を渡って、
船場へ移り住み、

への思いは、以前にも増して執念のよう

御寮人さん（奥さん）御家はん（女隠

に凝り固まった。②後妻で三カ月ほど前

居）と呼ばれてみることが、生涯の

かか

ごりょうん

お

え

に、船場へ嫁入りして来た御寮人さんで

念願であった。
（視点 B）

も、船場の人ということだけで、あんな

㊼「いいえ、結構だす、わてとこは、

見下げたものの云い方をするものかと、

佐野屋橋を渡って、向う側の南へ

久女は胸につかえた。」と一章の出来事

入ったとこだすよって」
（視点 A）

を受けた視点 B を通した叙述が行われて
いる。このように、一章から四章までの
久女の立ち位置は、すべて船場の外側に
配置されている。

久女は、佐野屋橋を渡ってから、
たたず

橋際に佇んでいた。
（視点 A）
二章
⑳船場と堂島の間を流れる土佐堀川

一方、五㉑では「東横堀川の内側」とい

に懸っている肥後橋を渡り切ると、

うように、久女は船場内に立つこととな

久女はいきなり、母親の袂をひき千

る。五⑳では、
「久女は、三つ紋の黒紋付

切れるほどきつく摑んだ。
（視点 A）

きを着て、招待客を送り出すと、独りで、

つか

三章

大手橋の橋際に立っていた」とあり、五

⑥この父親の意見を聞いた途端、久

㉒・㉓では、
「㉒久女は、やっと念願がか

女は、その小柄な体に怒りを一杯、

なって、船場の人になっていたのだった。

ふくらませ、
／
「お父はんは男のくせ

／㉓この日ほど、久女にとって船場を

に、肥後橋を渡って、船場へ入って

囲繞する川幅が狭く見えたことはなかっ

商いをするような商人になりたい思

た」としている。つまり、久女の立ち位置

いはれしまへんか。わては、女でも、

は、久女が境界を超えたことの表現とし

あの川を渡って船場の御寮人さんと

て、初めて船場内に配置されることにな

云われるようになりたい思うてまん

る。
このように、
「船場狂い」は、一章から

ねん――」
と詰ったが、
（略）
（視点 A）

いじょう
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なじ

分かる。一 「渡ってから」は、そのお茶

四章
そして、今度の船場入りは、どな

のお稽古からの帰り道で、今度は船場内

い無理しても、向い側の船場と、こ

から外側へと橋を渡り終わってから橋

つな

ちらを繋 いでいる橋を、りっぱに

際に佇んでいる様子が分かる。二⑳「渡

渡ってみせるのやと、独りで気負い

り切ると」は、夏祭りの帰りで、船場内か

たった。
（視点 A）

ら外側へと橋を渡り終わっている。これ
ら視点 A を通した久女の実際の行動の

五章
㉔小さい時からいつも、この川筋の

叙述からは、船場内から外側へは橋を渡

外側をぐるぐる廻り、何度となく橋

り終わるという行動が描写されている

際に立って、船場を羨望していた久

が、外側から船場内へは橋を渡り終わる

女が、六十一歳になって、はじめて

という描写はなされていないことが分か

船場を隔てる川を渡ることが出来た

る。さらに、一 では「渡ってから」
、二⑳

のだった。
（視点 B）

では「渡り切ると」のように、橋を渡り終

㊼その上、帰り際になると、必ず、

えるという同じ行動について、表現が異

清一の嫁に佐野屋橋の橋際まで送

なっている。二⑳は、久女が船場を「尊大

らせ、／「ほんなら、わては川を渡っ

な街」と初めて意識した場面であり、久

て、船場へ帰りまっさ」／と、思い入

女にとって川が「境界」へと変わった瞬

れたっぷりで、ちゃら、ちゃら、橋を

間である。そのため、
「渡り切る」という

渡って行くからだった。
（視点 B）

表現で強調していると思われる。

ここで用いられている「渡る」には、久女

外側から船場内へと橋を渡り終えると

が実際に橋を渡っている様子を描写し

いうことは、久女の念願である「船場への

たものと、
「境界を越える」という意味で

境界を超える」ということであるため、た

用いられたものがある。一①・一 ・二

とえ、お茶のお稽古や夏祭りで船場内へ

⑳・五㊼（渡って行く）が前者で、一⑥・

入ったとしても、外側から船場内へは、そ

一㊼・三⑥・四 ・五㉔・五㊼（渡って）

の橋を渡り終えるような描写はなされな

が後者である。実際の行動の描写は、視

かったと考えられる。そして、五㊼の物語

点 A を通して叙述された地の文に多く、

のおわりで初めて、実際の動作として外

「境界を越える」という描写は、視点 A を

側から船場内へと橋を渡り終えるのであ

通した久女の発話部分か、視点 B を通し

る。しかし、この表現は、
「渡って行く」と

た叙述になされている。そして、行動の

なっている。地の文に用いられる「行く」

描写には、一①「渡りかけた」
・一 「渡っ

と「来る」では、
「ごんぎつね」の「兵十は

てから」
・二⑳「渡り切ると」
・五㊼「渡っ

かけよってきました」がしばしば問題と

て行く」という叙述がなされ、
「渡る」と

なる。西郷（1968）は、
「場面の形象の相

いう動作の状態が示されている。一①

関関係は、
（中略）兵十の視角から構成さ

「渡りかけた」は、お茶のお稽古のために、

れているのです。したがって、ここはうた

外側から船場内へと橋を渡るところであ

れて、たおれたごんの視角から「かけよっ

り、まだ橋を渡り終わっていない様子が

て」くる兵十のすがたをみているところ
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ではありません。読者も兵十とともにご
んの方へかけよっていくところなので

の中で、久女だけがそのことに気づいて
おらず、これが皮肉として描かれており、

す」としており、このことから、
「くる」は

「船場狂い」と呼ばれているのである。こ

移動を表す動作の到着点に、
「いく」は動

のような皮肉を効果的に表現する手段と

作の出発点に立ち位置があることが分か

して、以上のような視点の置かれ方が大

る。よって、五㊼「渡って行く」の立ち位

きな役割をもっていることが示されたの

置は、
「橋を渡る」という動作の出発点と

ではないだろうか。

なる船場の外側に配置されており、橋を
渡って行く久女を背中から見送っている

※本稿で「船場狂い」
を引用するにあたっ

ものとなっている。この直前には、
「ほん

ては、新潮社発行『山崎豊子全集 1 暖

なら、わては川を渡って、船場へ帰りまっ

簾

さ」という久女の発話がある。ここで使

した。年譜は、新潮社山崎プロジェク

われている「渡る」は、
「境界を越える」と

ト室編（2015）および河出書房新社発

いう意味であり、久女はわざわざそれを

行『現代の文学39

述べている。また、その描写は「思い入れ

年初版）を参照した。

花のれん』
（2003 年初版）を使用

山崎豊子集』
（1965

たっぷりで、ちゃら、ちゃら、」と叙述され
ている。この叙述は、評釈表現であり、周

注

辺人物からの久女に対する捉え方を叙述

1）新潮社山崎プロジェクト室編（2015）

している。このような表現がなされるこ

による。

とによって、
「3. 視点 X と作中人物」で述

2）今井（1975）は、
「あらゆる表現は場に

べた、久女の滑稽さが表現されている。中

おいてなされる」とし、
「ことばは、そ

心人物である久女を、周辺人物が船場の

ういう場のなかで、対象をみつめる主

外側の立ち位置から見るという叙述がな

体の頭を通じてひらめき出る。このひ

されることによって、
「船場狂い」という

らめきは、反省（Reﬂexion）によって

皮肉が効果的に表現されている。

おこる」とする。そして、
「レフするは
たらきが表現主体によるのは当然であ

5. おわりに

るが、その主体のもともと持っている

「4. 川と視角表現」で見たように、船場

視点を原視点とすると、ref a、b、c を

を囲む四つの川は境界の役割を担ってい

生むそれぞれちがった視点は、原視点

た。そして、境界を超えるという念願が叶

から分けられたもの、すなわち、配賦

い、船場内に移り住むことができた久女

視点としなくてはなるまい」とする。

は、それだけを見れば成功者に見える。し

3）木村（1982）は、今井（1975）を受けて、

かし、久女が移り住んだ戦後の船場は、

「無限大の距離を持ち、作品世界全体

「3. 視点 X と作中人物」で見たように「も

を見通す」という「視点 X」
、
「当面の事

ぬけの殻」と再規定されており、境界を

態を直接見る」という「視点 A」
、
「当面

越えて船場に移り住むことは、戦後にお

の事態との関連で背面の事態を見る」

いて成功とはいえない。そして、作中人物

という「視点 B」を設けている。
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4）中島一裕（2001）では、
「評釈語」を「表
現主体の評釈対象に対して主観的なと
らえ方を言表する」ものである「主観

中島一裕（2001）
「評釈の表現について」
『国語表現研究 13』国語表現研究会
野村眞木夫（2000）
『日本語のテクスト―

的評価」と、
「より知的に客観化された

関係・効果・様相―』ひつじ書房

とらえ方を言表する」ものである「客
観的解釈」に分類するが、本稿では区
別を設けずに「評釈表現」とする。

謝辞 本稿は、2014 年 3 月に行われた第
33 回表現学会近畿例会において口頭発

5）
「船場狂い」の創作メモには、久女が四

表したものである。中島一裕先生をはじ

つの川の外側を移動する様子が手書き

め、会場にお越し下さった先生方に御教

で図示されている。

示を賜り、加筆を行った。
さらに、編集委

6）西郷竹彦（1968）は、
「視角というのは
「見る角度」のこと。どちら側から、だ

員会の先生方にも査読を通して御教示を
賜った。ここに感謝を述べる。

れの側から見たように書いてあるか。
どこからかいてあるか、ということで
す」とする。

7）野村眞木夫（2000）では、描出表現を
特徴づける「補助的な表現」として、
「A
時間・場所・方向の表現」
「B モダ
リティの表現」
「C 非再帰的な「自分」
の表現」をあげている。本稿で扱う「視
角表現」は、ここでいう「A

時間・場

所・方向の表現」にあたる。
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