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清水幾太郎における文体の変遷

１　清水の文体への着目

　本稿のテーマは清水幾太郎の文体である。戦前から戦中、そして戦後の長きに渡ってジャーナ

リズムの世界で活躍した彼の思想の変遷は多くの論者によって論じられてきた。しかし、岩波新

書のロングセラー『論文の書き方』（1959）の著者としても知られる彼の文章の特徴（文体）に

ついては、それを考察の中心に置いた論稿はこれまでなかった。

　『清水幾太郎著作集』全19巻（講談社）の刊行が始まったのは清水の死から４年後（1992）で

ある。そのパンフレットには井上ひさし、外山滋比古、林健太郎、吉本隆明の４名が推薦文を寄

せていた。その中で、外山のものが私には特に印象に残っている。他の３名が清水の思想につい

て語っているのに対して、彼は清水の文体について語っていたからである。

　「知的散文が確立していないために明治以来のわが国の思想、社会科学はつねに晦渋、難解な

表現につきまとわれなければならなかった。とりわけ海外の学問、文化をのべる日本語は外国語

を読むよりも難しい。その桎梏を解き放ち、明晰、端麗な文章で観念と思索を表現できることを

示したのが清水幾太郎である。はじめて文体が思想となった。近代日本文化にとって特筆すべき

貢献である」（外山, 1992）。

　日本語で書かれた近代の社会科学の本が「外国語を読むよりも難しい」と外山が嘆いたのは、

彼の外国語の読解力が高かったことを差し引いて考えても、大袈裟とはいえないところがある。

社会科学の本店は西欧で、日本の社会科学はその支店のようなものであったから、日本の社会科

学者たちは苦労して外国語で書かれた本を読み、それを翻訳し、そこから学んだ概念や理論を

使って日本語で論文を書いた。たとえば社会科学の最も基本的な概念は「社会」であるが、これ

がそもそも西欧語の翻訳の必要上作られた和製漢語であることはよく知られている（柳父, 1988）。

新しい日本語は半分外国語のようなものであるから、当然、読みにくかった。

　概念の問題に加えて、西欧語と日本語の構文の違いもあった。主語を明示する西欧語と、主語

をしばしば省略する日本語。肯定文か否定文かが最初にわかる西欧語と文末まで待たないとわか

らない日本語。関係代名詞を多用する西欧語とそれに相当するもののない日本語。そのため西欧

語で書かれた文章を正確に日本語に翻訳しようとすると、いわゆる「直訳調」のギクシャクとし
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た文章にならざるを得なかった。

　翻訳の問題とは別に、当時の日本語の文章は文語体から口語体への移行（言文一致運動）の渦

中にあったが、アカデミックな世界ではその移行の速度は緩慢だったことも社会科学の本の読み

にくさの一因である。たとえ「話すように書く」としても、社会科学者の多くは大学教授であっ

たから、日常の会話ではなく、教壇や演壇で話すように書かれた文章、つまり講義口調ないし演

説口調の文章、別の言い方をすれば、重々しく偉そうな文章になる傾向があった。

　外山は『著作集』第19巻の月報「知的散文の創造」の中で、清水の文章の特徴としてセンテン

スが短いこと、文と文の間が論理的な接続詞でしっかりと連結していること、同じ概念の別の言

葉での置き換え（欧米語ではヴァリエーションの技法としてよく使われる）をしない、といった

ことを挙げている（外山, 1993）。ただし、これは外山の発見ではなく、清水自身が『論文の書き

方』の中で自覚的に述べていることである。『論文の書き方』は清水の文体について考察しよう

とする者にとって必読文献である。

　ところが『著作集』に『論文の書き方』は収められていない。版権の問題があったのかもしれ

ない。しかし、『論文の書き方』と同じくらいよく売れた『本はどう読むか』（1972年）も収めら

れていないことから考えて、版権の事情だけではないだろう。『著作集』の責任編集者は清水禮

子（清水の一人娘）だが、彼女の編集方針は父親の学者としての業績を中心としたもので、文章

論（『論文の書き方』）や読書論（『本はどう読むか』）は一種の「ハウツーもの」で「余技的なも

の」と彼女には見えたのかもしれない。

　もし清水幾太郎自身が『著作集』の責任編集者だったら……、という仮定は非現実的なもので

はない。実は、清水の死に先立つ数か月前、新評論から清水自身が編集した『清水幾太郎集』全

11巻の出版が企画されていた。『著作集』同様にパンフレットが作られ、第一回配本（５月25日）

は第６巻『現代思想』、第二回配本（６月）は第７巻『倫理学ノート』ということまで決まって

いた。この企画が実現直前で頓挫したのは、清水の健康状態の悪化ということのほかに、清水禮

子の意向も働いていたらしい。父親の著作集を出すのなら、全集に近いものをもっと大きな出版

社から出したいと彼女は考えていたのである。彼女の考えは実現した。しかし、『著作集』には『清

水幾太郎集』には入ることになっていた『私の文章作法』（1971）という著作が入っていない。

この『私の文章作法』についての解題を清水はパンフレットに書いていた。

　「『文体の改善とは、思想の改善のことである』（ニーチェ）。間の抜けた話であるが、文筆生活

に入って何年か経って、私は初めてニーチェの言葉の意味が判った。『改善』を云々する前に、

抑々言葉に身を託さねば思考というものは成り立ちはしない。文章によって思考は漸く可能にな

るものである。それなのに、戦後の国語教育には『作文』の時間が殆ど無い。そういう憤りから、

『論文の書き方』（岩波新書）が生まれた。これは『永遠のベストセラー』などと言われているが、

『私の文章作法』は、その姉妹篇である。『論文の書き方』は、私の信じる根本原則を述べたもの
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で、時に哲学的である。そのためであろう、多くの読者から、もっと具体的なことを知りたい、

文例を挙げて貰いたい、話し言葉にも触れて下さい……という要望が寄せられた。私は、これら

の要望に応えようとして本書を編んだ」（清水, 1988）。

　ここで『私の文章作法』は『論文の書き方』の姉妹篇と位置付けられている。本当は、『論文

の書き方』を入れたいところであったのだろうが、現役の岩波新書のため入れることができな

かったのだろう。清水は「社会学者」という肩書で紹介されることが多いが、実は、自分のこと

をしばしば「売文業者」と呼ぶことを好んだ。ここには、謙遜というよりも、「学者」という権

威的なものに対する反発、そして何より文章のプロとしての矜持が見て取れる。そもそも自分の

文章に並々ならぬ自信がなければ『論文の書き方』や『私の文章作法』というタイトルの本が書

けるはずがない。『文章作法』の類の本を書いた作家や文学者は少なくないが、社会科学者で『文

章作法』を書いたのは清水くらいではなかろうか。清水は自身で編んだ『作品集』９冊の中に『私

の文章作法』をどうしても入れたかった。しかし、この父親の遺志を娘は受け継がなかったのだ。

　補足すると、『論文の書き方』には『私の文章作法』の他にもう一冊姉妹篇がある。『日本語の

技術─私の文章作法』（ゴマ書房、1977）である。その「まえがき」で清水はこう書いている。「本

書の内容の大部分は、旧著『私の文章作法』（潮出版社、昭和四十六年）に含まれているが、或

る事情で、ある時期から、この本が姿を消し、誰かのお世辞によると、『幻の名著』になってしまっ

た。それが、今度、新しく上本されることになったので、これを機会に、新しい数章を書き加え、

また、全面的に改定した」（清水, 1977, p.5）。

　『論文の書き方』（1959）、『私の文章作法』（1971）、『日本語の技術─私の文章作法』（1977）、

この文章論三姉妹には無論のこと共通点が多いが、相違点も見逃せない。新たに書き加えられた

章についてはもちろんだが、執筆のスタイルの違いも重要である。『論文の書き方』は短期間で

一気に書き上げたものである。それに対して『私の文章作法』は一話ずつ（全部で三十話ある）

を『週刊言論』（潮出版社）という雑誌の記者に向かって清水が話をして同誌に連載し、連載終

了後に単行本として出版したものである。そのため「です・ます」調で書かれている。『日本語

の技術』は、『私の文章作法』と文体を合わせるため、新たに書き加えた章は「眼前にいる相手

に話しかけるようなポーズで」（清水, 1977, p.5）書かれている。

　出版時期の違いも重要である。『論文の書き方』が書かれたのは進歩的文化人にして平和活動

家だった彼の最後の時期である。安保闘争の敗北後、彼は運動の前線を離れ、書斎の人となって

いく。『私の文章作法』が書かれたのは学習院大学を定年まで９年を残して退職した彼が私設の

「清水研究室」で『倫理学ノート』の執筆に没頭していた時期である。そして『日本語の技術』

が出版されたのは、「清水研究室」での月例の勉強会「清水研究室談話会」のシリーズテーマが

「戦後を疑う」に切り替わる前年である。進歩的文化人から保守の論客へと変貌していった彼の

節目の時期に３冊の文章論は対応しているわけで、本稿のテーマである清水の文体の形成と変容
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は、おのずと（ただし決してストレートにではなく）彼の思想の変遷と関連しているであろうこ

とが予想される。

２　戦前の清水の文体：三木清の模倣とそこからの離脱

　『論文の書き方』は「短文から始めよう」（第一章）に始まり、「誰かの真似をしよう」（第二章）

が次に来る。これが『私の文章作法』になると、「すべては真似から始まる」（第一話）と「模倣」

の勧めが最初に来る（『日本語の技術』も同じ）。「短文から始めよう」に相当する内容は『私の

文章作法』からは消えてしまった。おそらくわざわざ「短文から始めよう」と言わなくても、文

章の実践は短文から始まるのが普通だからだろう。これに対して「誰かの真似をしよう」という

のは、「思った通りに書け」という国語教育における支配的言説に対抗するために、真っ先に言

うべきことだったのだろう。

　「他人の書いた文章に好き嫌いのある人なら、文章を書くということに縁がある、と私は申し

ました。しかし、この縁を生かして、本当に立派な文章が書けるようになるのには、作家でもよ

い、学者でもよい、自分の好きな文体の所有者の文章を徹底的に真似ることです。実際に、その

人の文章と瓜二つのような文章を何篇も書いてみることです。これが文章修業の本道で、それ以

外に道はありません（清水. 1971＝1995. pp.12-13）。

　清水の文章論は自身の経験に基づくものである。とすれば、清水の文体は誰の真似から始まっ

たのであろうか。それは三木清であった。

　初めて活字になった清水の文章は、彼が大学２年生のときに日本社会学会の機関誌『社会学雑

誌』59号（1929.3）の「社会学文献摘要」欄に載ったトマス・エリオット「社会的行為の分析に

於ける精神病理学的名称の適用」という論文（『ケルン社会学四季雑誌』第７巻第１号所収）の

紹介記事である。本文部分は25字×39行で1000字ほどのものだが、同じ号には当時、東大社会学

研究室の副手をしていた米林富雄が英語の文献を紹介していることから、学部生での執筆は異例

でなかったかと思われる。その記念すべき清水の最初の活字になった文章は以下のようなもので

あった。

　「ひとが社会をその具体的なる在り方に於てみる限り彼は広き意味に於て行為する所の存在と

しての人間を従つて人間の行為を問はねばならぬであらう。而も更に人間が本来社会的なる存在

として採られけつして単なる個人として採られぬ以上、人間の行為は当然社会的なる在り方に於

て存在する。（中略）ひとにしてもしも人間に於て常態的なるものと変態的なるものとの対立が

相対的なる事に、乃ち所謂常態なるひとに於て変態的なるものが多くみとめられる事に注意し、

常態的といはれ、変態的といはるる事が常に時間と空間との関係に於て、その周囲の社会との関

係に於て然るのであり、従つて精神病的といふもそれ自ら精神病的といはるべきに非ずして却つ

てそは社会の通念に矛盾せるものに対する社会的判断である事を観取するならば、更に又所謂
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人々の社会行為なるものが人間の変態的なる特徴を屡々示す事を省みるならば、ひとは社会的行

為の説明に於て精神病理学的概念を適用する事の意義の益々深まり行くを見逃さぬであらう」

（清水, 1929, pp.81-82）。

　丁寧に読めば論旨は追えるものの相当にもって回った文章である。「明晰で、端麗な文章」と

はとてもいえない。しかし、外山に言わせると、「はじめての仕事が訳ではなく要約であったこ

とは、清水文体の生成にとって大きな意味をもっているように思われる。（中略）要約はこの場合、

広い意味における翻訳であった。ただ、在来の翻訳スタイルを持ち込めないきびしい制約（注：

字数制限のこと）を受ける仕事である。これに若いころから育んできた文章感覚も手伝って、い

わゆる翻訳文体と決別しなくてはならなくなり、新しいスタイルの誕生となったのはひとつの幸

運であった」（外山, 1993, p.4）ということになる。実際、「紹介批評」の清水の文章は回を追う

につれ読みやすいものになっていった。たとえば、『社会学雑誌』76号（1930.8）に載ったエミー

ル・ウィレムスの「知り合ひ」という論文（『ケルン社会学四季雑誌』第８巻第４号所収）の「紹

介批評」は次のようなものである。

　「知り合ひは接触（Der Kontakt）に属するけれども単なる接触と同じものではなくそれ独自

の性格を以ってこれを越ゆるものである。併し知り合ひは必ず言語文字を媒介とすることに由っ

てのみ行はれる。がこの媒介のあるのみで知り合ひは成立せず、常に結合への意志が双方に存在

することを必須とする。

　知り合ひと云ふ作用は大体次ぎの四つの類型に分たれる。

　一、範疇的　二、状況的、三、目的合理的、四、同情的

　第一のものは一つの社会的「範疇」（集団又は層）への共通なる所属を意味する。軍人、僧侶、

官吏などはその服装に由り、百姓、プロレタリアは服装以外のものにより、夫夫自己と同じ集団

又層に属することを知り、ここに知り合ひとなる。右のもの以外の社会成員も何等かの標徴に由

つて大体その所属団体が了解せられ知り合ひとなり得る。併し社会的地位の高まる程他のものと

知り合ひになるとする心の動きを感ずることが少なくなる。第二のものは……（以下略）」（清水, 

1930. p.102）。

　これは読みやすい。短いセンテンスの積み重ねで、要所で論理的接続詞が使われ、抽象的説明

と具体例のバランスがよく、「一」「二」「三」「四」とテンポよく記述されている。ここには早く

も清水らしい文体の特徴が垣間見られる。初回のときの持って回った感じはすでになくなってい

る。

　清水自身は初回の文章に三木清の影響を見ている。それは書き出しの「ひとが社会を」のとこ

ろにすでに見て取れるという。「『ひとが社会を……。』私がこう書いただけで、或る年齢のイン

テリであれば、これが三木清（1898-1945年）の真似だということに気がつくであろう。私の見

聞の範囲では、『ひと』という日本語をこういう風に使ったのは、三木清が最初であるようである。
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これはドイツ語のman 或いはフランス語の on という不定人称代名詞をわざわざ訳したものであ

る。元来、『世間では』というほどの弱くて曖昧な意味の言葉であるから、多くの翻訳者はこれ

に特定の訳語を与えて来なかったようである。ところが、三木清は、翻訳ではなく、初めから日

本文を書いているのに、背後にman や on を忍ばせて、『ひとは……』と書くのである。『ひとは

社会を……』と私が書いたのは明らかに、彼の影響である。それから、私の紹介の文章を読んで

行くと、『……ではなくて、却って……』という表現が方々に出てくる。これも三木清がドイツ

語の……nichit……, sondern……をモデルにして発明した（？）日本語であると思う」（清水, 

1959, pp.39-40）。

　当時、三木清は論壇のスター的存在だった。アカデミズムとジャーナリズムが高いレベルで交

わる場所に彼は立っていた（岩波書店が彼にその場所を提供していた）。清水は自伝『わが人生

の断片』の中でこう書いている。「私にとって、三木清の時代は、大正十四年の『思想』に載っ

た彼のパスカルに関する何篇かの文章で予告され、昭和二年の同誌に載った「人間学のマルクス

的形態」や「マルクス主義と唯物論」などによって決定的なものになった。この経験は、恐らく、

同じ世代の多くの学生に共通のものであろう。」（清水. 1975＝1993, p.215）。三木の文章は、時代

の思想であるマルクス主義（社会科学としては史的唯物論）に惹かれながらも、その危険性故に

そこに真っ直ぐには飛び込めずにいる知的な青年たちに、マルクス主義との適切な距離の取り方

の手本（哲学の伝統の中にマルクス主義を位置づける）を示した。

　しかし、奇妙なことだが、清水は『論文の書き方』の中で、三木清の文体は好きではなかった

と告白している。「私の不満は、彼の文章がどうもモタモタしていることにあった。スピードが

ないというか、テンポが遅いというか、いかにも持って廻ったという感じがする。歯切れが悪い

のである。これは我慢ならぬ、と私は感じていた。（中略）しかし、それにも拘らず、彼の思想

は強く私の心を捕えていた。彼の文体は受け容れられなかったが、彼の思想には飛びついた」（清

水, 1959, p.41）。文体＝思想、文章のスタイルは思考のスタイルでもあるという見方は分かりや

すい。しかし、例外もあるということか。いや、例外というよりも、文体＝思想というのは中級

者レベルまでの話で、文章力や思考力が上級者レベルになると、文体と思想は必ずしも表裏一体

のものではなくなってきて、文体Ａで思想Ｂを表現したり、反対に文体Ｂで思想Ａを表現したり

という操作が可能になる、ということではないだろうか。

　三木清の文体は好きではなかったものの、その影響は『社会と個人─社会学成立史』上巻

（1935）でもまだ見られた。この本は1933年３月に社会学研究室の副手を解任されて大学との縁

が切れた清水が、自宅に籠って、書き上げたものである。「社会と個人」という社会学にとって

の根本問題の視点から考察された社会学成立史で、非常にアカデミックな内容で、もし大学との

縁が切れていなければこれで博士号が取れたであろう。「沢山の誤植があることが私を陰気にさ

せていた。（中略）誤植に加えて、文体の失敗が私を陰気にさせていた。柄にもなく、アカデミッ
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クな調子で書こうと意識したのが悪かった。どの頁にも、濃淡のない、鉛のような文字が並んで

いる」（清水, 1975＝1993, p.273）。そこには明らかに三木清の文体の影響が見て取れる。清水が

その呪縛から解放されるのは、「社会と個人」の問題を歴史的・マクロ的なアプローチではなく、

発達的・ミクロ的なアプローチによって考察した『青年の世界』（1937）や『社会的人間論』（1940）

をフリーの売文業者として書くことによってであった。

３　戦後の清水の文体：太宰治をモデルとし大学教授を反モデルとする

　「進歩的文化人にして平和活動家」としての「清水幾太郎の時代」は「戦争と平和に関する日

本の科学者の声明」（1948.12）の起草に始まり、安保闘争の敗北（1960.6）をもって終わる。こ

の「清水幾太郎の時代」の始まる頃、清水は深刻なスランプに陥っていた。

　「スタイルが崩れ、失われる。書けそうでいて、どうしても、書けない。楽に書いていたとい

う過去があるだけに、もう自分は駄目なのではないかと思われてくる。（中略）危機は何度もあっ

たが、本当に自分というものを使い果たしてしまったという気持ちで、書こうにも書けないとい

う苦しみに悩んだのは、一九四八年から一九五〇年にかけてのことである」（清水, 1959, pp.131-

132）。清水に必要な新しい文体、戦前の文体や戦中の文体とも違う戦後の文体は、「平和問題談

話会」とのかかわりの中で作り上げられた。「現在の私のスタイルというものがあるなら、それ

は講和の問題や、これに関する発言の中から生まれたもので、あの当時は、まったく作文のイロ

ハというような点で苦労したと覚えている」（清水, 1959, p.133）。

　では、「現在の私のスタイル」と清水がいう文体はどのようなもので、そしてそのモデルとなっ

たのは誰の文体なのであろうか。『展望』1950年１月号に載った清水の「庶民」という論文はこ

のことを考える上で大きなヒントを与えてくれる。この論文のテーマは庶民とは何かということ

である。社会の大部分を構成する一般の人々は、国民、臣民、人民などさまざまな名称で呼ばれ

る。庶民もその一つであるが、他の名称と比較するとその特徴として、（１）組織を欠いている

こと、（２）私的・日常的なものであること、（３）ありのままの人間であること、（４）古くか

ら存在すること、の４点をあげることが出来るとした上で。「庶民は、無理をせぬ、背伸びをせぬ、

正直な、日常の人間の姿であるとすれば、この自然な世界のうちで人間が何を考へ、欲し、行ふ

か、これはやはり吾々にとつて一つの小さい鍵であらう」（清水, 1950＝1992. vol.8, p.291）と述

べている。ここまでは従来の清水の文体である。問題はここからだ。ここでガラリと文章の調子

が変わる。

　「思えば、私は沢山の文章を書き、幾度か演壇で叫びもした。さういふ場合、迂闊な私は相手

の読者や聴衆を何時の間にか、これも実は抽象の結果にほかならぬが、完全な合理的存在に見立

ててゐる。純粋な理性に向つて呼びかけてゐるつもりである。さうでない場合は相手を、国民、

臣民、人民、何にせよ、完全な公共的存在に見立てて、これに向つて訴へてゐる。合理的存在か
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公共的存在か。つまり相手を庶民でないものと考へてゐるのである。併し以上は私の迂闊で済む。

けれども相手が庶民であることを知つた時の私の態度は、到底迂闊などといふことでは済まされ

ぬ。相手が公共的事柄に背を向けがちな、日々の欲求に気を奪はれるか、市井に投げ出された限

りの人間であると知つた途端に、私はその相手を見下してゐる。自らは指導者を以て任じ、『先

進諸国では……』などと、外国の例を引き、而も外国の庶民でなく、聖書の言葉や行為を盾にと

つて相手を戒める。誠に思ひ上がつた振舞と評するよりほかはない。

　それも自分が完全な合理的存在か公共的存在であるなら或る程度まで許されるであらうが、私

自身が庶民なのである。もとより微賎の生まれであって、庶民の哀歓は、本当のところ、一々こ

の胸に堪へるのである。自らそれを知りながら、或いは知つてゐるためか、却つてこれを知らぬ

様子で文章を書き演壇に立つてゐるのである。書いたり喋つたりする時に、自分が庶民であるこ

とを忘れるという滑稽な習慣は、何時の頃から、また如何なる原因から固定してしまつたのであ

らうか。恐らくはこれは成り上がつた独裁者というものの心理であるに相違ない。だが、このよ

うな愚痴は、何と言つても、読者に興味のない話である。私は、さきに若干の規定を与えた庶民

の観念を、更めて他の見地から明らかにしようと思う」（清水 1950＝1992. vol.8, pp.291-292）。

　どうだろう、いきなり楽屋裏を晒すようなこのぶっちゃけた調子は。「私自身が庶民なのであ

る」と告白することで、それまでの庶民についての冷静で分析的な語りは、一転して、懺悔のよ

うな自己語りに変わる。しかもそれは独り言ではなく、読者を引っ張り込んでの対話になってい

る。「私」（著者）と読者の距離はいっぺんに縮まる。読者はこれから明らかにされようとしてい

る庶民の新しい（清水独自の）観念がどんなものなのか、俄然、興味がわくだろう。第３章の文

体の「破調」はもちろん計算されたものである。読者の関心をグイと引き寄せるための技法であ

る。

　実は、この技法は「庶民」で初めて使われたものではない。「庶民」が発表される１年前に出

た『私の読書と人生』（1949）の中ですでに試みられていた。この作品は三木清の「読書遍歴」

という文章を意識して書かれたものである。「私は本書を書き綴る時、何時もこの文章が念頭に

あつた。あの文章は、三木清が、正に読むべき書物を、選ばれた時期に、而も正しい方法を以て

読んだことを告げてゐる。だが、私の場合は、手当たり次第の書物を、時を選ばずに、而も専ら

焦燥を方法として読んで来たに過ぎぬ」（清水, 1949＝1992, vol.6. p.362）。人が自分の人生を語る

とき、必然的な要素を強調するタイプと偶然的要素を強調するタイプに分かれるように思うが、

ここでは三木は前者、清水は後者である（と清水は見ている）。しかし、偶然的な要素を強調す

る場合でも、人生を物語として語る以上、選択された諸要素はバラバラのままでなく、因果関係

の連鎖（ストーリー）で繋ぎ合わされることになり、物語としての一貫性を帯びざるを得ない。

そこには多少の無理が働く。その重ねてきた無理が、第４章「虚栄心のままに」の第２節「荒川

放水路」で「破綻」をきたすのである。高校生の清水が丸善で購入したばかりのゾンバルト編『社



25

清水幾太郎における文体の変遷

会学』（原書）を持って本所の自宅からほど近い荒川放水路に出かける場面である。

　「愚かな私は辞書を持参しなかつた。そして辞書の代りに余計な感傷を持参したのである。ド

イツ語は中学の四年間に勉強したとはいへ、所詮高等学校一年生の力であつてみれば、辞書もな

しに理解することなど出来る筈のものではない。抑々荒川放水路へ出かける必要が何処にあるか。

気障である。ああ、厭味である。私が今まで続けて来た叙述は、凡てこれ一片の虚偽に過ぎない。

私は人生問題に一対する自分の無関心とか、人生問題に関する書物は気障であるとか、社会学を

選んだ途端に人生問題は解決したとか、如何にも体裁のよいことばかりを書き連ねて来たが、こ

れ等はみな嘘である。私の内部には、青年の感傷が歪んだ表情で蠢いてゐたと言ふほかはない。

それは率直な表現の機会を奪はれた結果、ひねくれて、はぐらかされて、今ここに現はれてゐる。

私は社会学を介してこの感傷を表現し、またこれに酔つてゐたのである。社会学は科学であり、

科学としての客観的な、或は非人間的な性質を持つてゐる。この性質があつてこそ、社会学は人

生にとつて何物かである。だが正にこの一点こそ私に無関係なものであつた。私は感傷的な人生

論の代用品として社会学を、と言ふより、その文献を愛撫してゐたのである」（清水, 1949＝

1992, vol.6, p.396）。

　見事な「破調」である。「私が今まで続けて来た叙述は、凡てこれ一片の虚偽に過ぎない」と

いう告白は、「私自身が庶民なのである」という告白以上にショッキングである。下手をすれば

「ふざけるな！」と卓袱台をひっくりかえすような読者の怒りを買いかねない。しかしこの「破

調」も計算されたもの、一種のレトリックである。正直に自己開示をした「私」（著者）と読者

の関係はより親密なものになるだろう。自伝という「私」語りの作品で試されたこの「破調」（突

然の自己開示）という技法を、評論の分野に応用したのが「庶民」だったのである。

　一体、清水はこの技法を誰に学んだのだろう。それは太宰治である、というのが本稿の仮説で

ある。太宰の第一創作集『晩年』（1936）に収められている「道化の華」という小説を見てみよう。

主人公は女と心中を図って自分だけ助かった大庭葉蔵（晩年の作品『人間失格』の主人公と同姓

同名）。葉蔵の中学以来の友人飛騨、葉蔵の親戚で三歳年下の小菅、葉蔵が入院している療養所

の看護婦の真野、これが主要な登場人物で、大庭が自殺を図った理由をめぐってあれこれ会話が

交わされる。三人称の形式で書かれた小説だが、作者（太宰）が随所で顔を出してまるで映画の

弁士のように饒舌な解説を加えるところが特徴である。たとえば、こんな調子だ。

　「なにもかもさらけ出す。ほんたうは、僕はこの小説の一齣一齣の描寫の間に、僕といふ男の

顏を出させて、言はでものことをひとくさり述べさせたのにも、ずるい考へがあつてのことなの

だ。僕は、それを讀者に氣づかせずに、あの僕でもつて、こつそり特異なニユアンスを作品にも

りたかつたのである。それは日本にまだないハイカラな作風であると自惚れてゐた。しかし、敗

北した。いや、僕はこの敗北の告白をも、この小説のプランのなかにかぞへてゐた筈である。で

きれば僕は、もすこしあとでそれを言ひたかつた。いや、この言葉をさへ、僕ははじめから用意
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してゐたやうな氣がする。ああ、もう僕を信ずるな。僕の言ふことをひとことも信ずるな」（太宰, 

1936＝1988, vol. pp.142-143）。

　「どだいこの小説は面白くない。姿勢だけのものである。こんな小説なら、いちまい書くも百

枚書くもおなじだ。しかしそのことは始めから覺悟してゐた。書いてゐるうちに、なにかひとつ

ぐらゐ、むきなものが出るだらうと樂觀してゐた。僕はきざだ。きざではあるが、なにかひとつ

ぐらゐ、いいとこがあるまいか。僕はおのれの調子づいた臭い文章に絶望しつつ、なにかひとつ

ぐらゐなにかひとつぐらゐとそればかりを、あちこちひつくりかへして搜した。そのうちに、僕

はじりじり硬直をはじめた。くたばつたのだ。ああ、小説は無心に書くに限る！」（太宰, 1936＝

1988, vol. p.158）。

　清水の「庶民」や『私の読書と人生』に見られる「破調」のレトリックと太宰の「道化の華」

の文体の類似は偶然だろうか。そうではない。これは清水が太宰の文体を模倣した結果である。

清水は三木清の文体を模倣したときのようには太宰の文体の模倣について直接的には語っていな

い。しかし、その根拠となる文章を２つ提示することができる。

　一つは、1951年に創元社から出た『太宰治作品集』の付録に清水が書いた「太宰治と私」であ

る。1948年６月11日の太宰の告別式に太宰とは面識のなかった清水が弔問に訪れ、それをありが

たく思った亀井勝一郎が清水にその推薦文を依頼したのである。

　「太宰君が死んだ時、家内、子供、友人が私に向つて口を揃へて言つたことがある。それは、

第一に、私は、太宰君が身を投じた、あの川の少し下流に住んでゐる。第二に、太宰君と同じや

うに、毎日、お酒ばかり飲んでゐる。第三に、太宰君と同じやうに、原稿が書けない書けないと

苦しんでゐる。第四に、太宰君と同じやうに、自宅の近所に仕事部屋を持つてゐる。第五に、大

体同じ年齢である。併し、ただ一つ違ふのは、私の傍には若い女の人がゐないといふ点で、若し、

この上、若い女の人が現はれたら、私はあの川の下流に身を投げるよりほかはない、といふ話で

あつた。とにかく、私は太宰君の作品を読む度に、隅から隅までよく判るだけでなく、ひとごと

ではないぞ、といふ気がしてならなかつた。交際がなかつたのに、私が彼の告別式へ出かけて行

つたのも、きつと、そのためであらう。河盛好蔵氏に言はせると、太宰君は不良少年で、私は優

等生、といふことになるさうであるが、併し、太宰君を読む人と、私を読む人とは、かなりの程

度まで、重なり合つてゐるのではないかと思ふ」（清水. 1951, p.300）。

　太宰が亡くなったのが1948年（38歳）で、清水が亡くなったのが1988年（81歳）であるために

うっかりしやすいが、２人は同世代なのである（清水が1907年生まれ、太宰は1909年生まれ）。

清水は太宰の作品の熱烈な読者であった。また、小説と評論とジャンルは違うけれども、同じ売

文業者として「太宰君を読む人と、私を読む人とは、かなりの程度まで、重なり合つてゐるので

はないかと思ふ」と清水が考えている点も興味深い。筆者は以前、別稿（大久保, 2006）でこの

点について考察したことがある。しかし、そのときは両者の文体の類似という点までは考えが及
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ばなかった。

　もう１つの証拠は、『私の文章作法』の中にある。「太宰治の小説など、私たちはスラスラと一

気に読んで、しかも深い感銘を受けるものが多いのですが、そういう、いかにも軽く書かれてい

るものほど、作者にしてみれば、材料をどう並べるかについて綿密な計算があるのです。ガッシ

リした骨格があるのです。スラスラと一気に読んで、面白いという感じを持つだけで、計算や骨

格に気が付かないうちは、いくら太宰治の全集を読んでも、文章はなかなか上達しないでしょう。

（中略）文章の修業という立場から言えば、論文を書こうとする人でも、知的散文を書こうとす

る人でも、先ず、小説家に学ばねばならないと思うのです」（清水, 1971＝1995, pp.161-162）。「小

説家に学ばねばならない」と清水は言う。そして学ぶべき「立派な小説家」の例として太宰治の

名があげられている。夏目漱石でもなく、森鴎外でもなく、志賀直哉でもなく、太宰治である。

たまたま太宰の名前があがったわけでなく、そこには清水が太宰の文章に学んだという経験があ

るからに違いない。

　ところで、引用した一節の後には、真似をしてはいけない例として「大学教授の書く論文」が

あげられている。「これに反して、大学教授諸君の書く論文の多くは、どこにも計算などあった

ものではありません。文章の上で苦労や工夫をするのを恥とでも考えているのでしょう。どんな

書き方でも、正しいことは正しいという信念、途中で退屈するのは、退屈する方が馬鹿だという

態度なのでしょう。あの真似だけはしない方がよいと思います」（清水, 1971＝1995, p.162）。モ

デルとしての小説家と反モデルとしての大学教授。これは『論文の書き方』には見られなかった

構図である。大学教授の書く論文を反モデルの例としてあげることは『論文の書き方』というタ

イトルと折り合いが悪かったのだろう。なにしろ大学教授は論文の生産者の代表であるわけだか

ら。加えて、当時、清水は「平和問題談話会」の幹事的存在であり、その主要なメンバーは東大・

京大の教授たちであった。

　「大学教授」らとの共同作業（「平和問題談話会」は何度か声明を発表したが、それらはすべて

清水が起草したものである）は清水には非常にストレスフルなものだったようで、３冊目の自伝

『わが人生の断片』の中で引用された当時の彼の日記には彼らに対する嫌悪が見て取れる。「何も

彼も判り切ったことを一々議論せねばならぬバカらしさ。つくづく厭になる。早く軽薄な jour-

nalist に戻らう。田舎者は嫌いだ」「夕方より起草の会。田舎者多く、イライラするのみ」（清水, 

1975＝1993, vol.14, p.341）。「田舎者」という言葉は、東京大学であれ京都大学であれ、地方出身

で刻苦勉励して学問的立身出世を果たし、いまや世間とは隔絶した場所にいる大学教授たちに向

けられた言葉である（大久保, 2004）。先に引用した「庶民」の中で、清水は庶民を見下している

自分自身を批判していたが、これは自己批判であると同時に、一般に大学教授たちへ向けられた

批判でもあった。そして自分の内部の庶民性を自覚しているという点において、清水はそれに無

自覚な他の大学教授たちと自分との差異化を図ったのである（大久保. 2007）。太宰治の文体の模



28

倣はそうした差異化の戦略の一環であったと見ることができる。「現在の私のスタイルというも

のがあるなら、それは講和の問題や、これに関する発言の中から生まれたもの」という『論文の

書き方』の中の記述には清水にしかわからない皮肉が込められていたのである。

４　論壇復帰後の清水の文体：会話的文体が増える

　清水は1969年３月末をもって学習院大学を退職した。最終講義（１月18日）で、清水は自分の

一生を一冊の書物に喩えた。それは四章構成で、第一章は少年、生徒、学生としての約20年間。

第二章はジャーナリストとしての約20年間。第三章は学習院大学教授としての（約ではなく正確

に）20年間。そして、「私の第四章が、どのくらい長いものになるか、どのくらいの短いものに

なるか、豊かなものになるか、貧しいものになるか、私には判りません。誰にも判らないでしょ

う。しかし、私は、第四章を書きはじめようと思います」（清水, 1969＝1993, vol.11, p.293）と講

義を締めくくった（実際、第四章も約20年間となった）。この最終講義は『中央公論』３月号に「で

す・ます」調の話し言葉のまま掲載されたが、これは清水の人生の第四章の文体を象徴するもの

である。すわなち「話し言葉」で書かれた文章が非常に多くなるのである。

　一例をあげよう。保守の論客として論壇に再登場した清水の主要な舞台の一つは文藝春秋のオ

ピニオン誌『諸君！』であるが、その創刊号（1959年７月）に清水の「戦後史をどうみるか」と

いう文章が載っている。

　「乱暴に単純化して言えば、世の中には、思想的な問題を書いたり喋ったりして妻子を養って

いる人々と、セールスマンとかパン屋とかクリーニング屋とかいう仕事で妻子を養っている人々

と、二種類の人間がいるということになります。前者は、もちろん、極めて少数ですが、自分た

ちの意見を発表するという特権と機会とを持っているために、とかく、後者の意見の全体まで代

表するように見える。（中略）前者にとっては、思想というものが、純粋というか、孤立というか、

そういう類のものでしょうが、後者にとっては、思想が問題になるとしても、暮らし方という大

きな濁ったもののうちに含まれている。前者では、考え方が、まるで節操のように、変わらない

のが美徳になっていますが、後者では、社会や経済の変化に伴う暮らし方の変化中で考え方も変

わるのが自然でしょう。敗戦直後の混乱期が去ってゆくのにつれて。前者は、次第に用途の怪し

くなった思想にいよいよしがみつくことによって、後者との距離が日増しに大きくなり始めたの

ではないでしょうか」（清水, 1969＝1993, vol.17, pp.293-294）。

　「です・ます」調で書かれているのは、これが書下ろしではなく、インタビューに答えて語っ

たことを文章化したものだからである。ちなみに引用したのは、「戦後の急激な経済、社会情勢

の変化が戦後についての論争の原因であろう、というご指摘がありましたが、その根底にあった

双方の立場はどのようなものだったのでしょうか」という質問への回答の一部である。

　もう１つ例をあげよう。『中央公論』1978年６月号に掲載された「戦後を疑う」である。これ
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を収めた評論集『戦後を疑う』（1980）は、その文庫版の「あとがき」によれば、「正直のところ、

最近の私の著書の中で、こんなに広く売れた本はないし、またこんなに読者から反響のあった本

はない」（清水, 1985, p.282）とのことである。

　「最近、本談話会の幹事諸君は、二つの決定を行いました。第一の決定によれば、本談話会は、

当分の間、『戦後を疑う』というテーマで、各方面の方々のお話を伺うことになったそうであり

ます。戦後三十数年、教育の問題にしろ、防衛の問題にしろ、根本から疑ってかからねばならぬ

事柄が続出しておりますので、誠に時宜を得たテーマであると思います。ところが、第二の決定

は、その一番バッターは私であるというのです。思うに、私が最初のスピーカーに選ばれました

のは、私が本談話会における最年長者であり、『戦後』と対比される『戦前』も少し知っている

ためでありましょう。甚だ気の重い仕事ではありますが、何分にも、私の研究室を会場として開

かれている談話会でありますので、止むを得ず、お引き受けすることにしました」（清水, 1978＝

1993, vol.17. p.7）。

　最初に出てくる「本談話会」とは「清水研究室談話会」のことである。この会のこと（成立事

情や毎回のスピーカーやテーマ）については清水最晩年の著作である『「社交学」ノート』（1986）

に詳しく書かれている。インタビューへの回答が「対話」「対談」であるとすれば、談話会での

スピーチは少数の聴衆に向かって行う「講演」である。

　『論文の書き方』の中で、清水は「話すように書くな」と書いていた。その理由は会話と文章

の違いという点にある。「この区別をごく簡単に述べれば、話し言葉には沢山の味方がいるのに

対し、書き言葉は孤軍奮闘だということになる」（清水, 1951, pp.66-67）。清水は話し言葉の特徴

をいくつかあげているが、とくに「（目の前に）相手がいる」という点が重要である。

　「相手がいるということは、第一に、相手を知っていることを含んでいる。相手の素性、性格、

考え方などを知っていることを含んでいる。それは、第二に、自分と相手の間との間に一定の関

係があることを含んでいる。相手は教師、隣人、上役、友人……である。（中略）多くの場合、

会話における双方の役割は初めから決まっている。自分と相手との間で話し言葉を相互的に使用

するのは、こうした関係の内部の事柄であり、それ自ら、この関係を維持して行くものである。

第三に、こちらが話せば、相手はこれに反応を示す。大きく頷いたり、不愉快そうな顔をしたり

する。相手がそういう反応を示してくれると、こちらは、更に続けて喋る必要がなくなったと感

じたり、証拠を挙げて話す労力が省略されたと思ったりする」（清水, 1951, p.67）。

　他にも、話し言葉の特徴として、会話がなされているときの状況の共有や、表情や身振りといっ

た非言語的なコミュニケーションの併用、相手の主張の一部分を軽く否定しながら相互の一致や

同意を確認し合うという（遊びとしての）社交の原則などがあげられている。そして、沢山の味

方がいる話し言葉というものは、別の見方からすれば、言葉の自由な活動を妨げることもある「紐

付きの言葉」である、と述べられている。
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　では、なぜ、清水は人生の第四章において「話すように書くな」という自ら設定したハードル

を引き下げて、「話し言葉」で書かれた文章を多く発表するようになったのだろう。

　一つには、『倫理学ノート』の執筆に多くの時間とエネルギーを注いでいたためだろう。『倫理

学ノート』は『思想』1968年11月号から1972年４月号まで断続的に19回に渡って連載され、1972

年11月に単行本として出版されるにあたっては「余白」と題する長い（400字詰め原稿用紙換算

約60枚）後記と、173点の引用文献リストおよび人名索引が付けられた。また、雑誌掲載時のタ

イトルのうち半分近くが改められた。雑誌掲載終了から単行本化までの期間が７ヵ月というのは

清水の著作の中で最長である。「余白」を含めて20章の構成は、『倫理学ノート』と並ぶ清水のア

カデミックな著作の最高峰である『現代思想』（1966）の場合と大きく異なっている。『現代思想』

は「第一章 二十世紀初頭」、「第二章 一九三〇年代」、「第三章 一九六〇年代」の３章構成で、各

章はさらに３つの節に、その３つの節はさらに３つの項にという「3-3-3」という一種幾何学的な

構成になっている。これは『社会心理学』（1959）の「4-3-3」という構成と類似している。この

幾何学的構成は執筆を開始する時点で「設計図」（といういい方を『論文の書き方』では使って

いる）がしっかりと出来上がっていたことを示している。これに対して『倫理学ノート』は20の

章が、「ゆきあたりばったり」といういい方は適切でないかもしれないが、「どこに向かおうとし

ているのだろう」という興味ないしは不安を抱かせる配列になっている。清水自身「序文」の中

で「本書は、倫理学のための予備的なノートである。どこから見ても、全く体系的でないし、思

想史的と呼ぶためにも、時間的順序が狂い過ぎている。倫理学の諸問題を中心とする思索の放浪

記のようなものである。それを目指して到達した成果というより、そこへ自然にたどり着いた結

果である」（清水, 1972＝1993, vol.13, p.5）と述べている。『著作集』19巻の「目録」で確認すると、

『倫理学ノート』連載の期間中に清水はごく短めの原稿（エッセーのようなもの）の執筆、翻訳、

そして対談や座談しかしていない。

　「話し言葉」で書かれた文章が多くなったもう一つの理由は、『倫理学ノート』の執筆に伴う「孤

独」のためだろう。『「社交学」ノート』の中で、清水はその孤独について書いている。「原稿を

書いている途中、ボールペンを擱いた瞬間、私は、何と表現したらよいか判らない暗い感情に襲

われました。それが何度もありました。この感情は、『物足りなさ』のようでもあり、『空しさ』

のようでもあり、『憂鬱』のようでもあり、『淋しさ』のようでもありましたが、とにかく、生ま

れて初めて知る厭な気分でした。（中略）一体全体、この感情は何なのか。何と名づけたらよい

のか。それを考えた揚句、図らずも、私は『孤独』という言葉にぶつかりました。ああ、これが

『孤独』というものなのかも知れない。しかし、不思議なもので、自分の曖昧な気持を仮に『孤独』

と呼んでみた時、私は自分の気持が俄に恐ろしいものに感じられて来ました」（清水, 1986. pp.32-

33）。この「孤独」の感覚は、学習院大学の退職（役割喪失）と『倫理学ノート』執筆の持続す

る精神的緊張から生まれた一種の鬱状態ではなかったかと思われるが、ちょうどそのタイミング
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で卒業生や出版関係者たちの間から談話会の企画が生まれ、大学退職から半年後の1969年９月に

「清水研究室談話会」がスタートすることになったのである。それは清水を孤独から救済した。

「書く」ことと「話す」こと、孤独と社交のバランスを清水は回復した。

　『「社交学」ノート』には、「戦後を疑う」シリーズが1978年１月から1982年１月まで続いた後、

談話会が一旦中断したと書かれている。再開後のことは書かれていない。おそらく社交からは離

れる内容だからだろう。「清水研究室」の助手をしていた伊東冬美が『中央公論』1988年10月号

（つまり清水の死後）に寄稿した「清水研究室の十四年」によれば、1978年ごろから談話会は軍

事問題のテーマを扱うようになり、出席者の顔触れも変わったそうである（伊東, 1988）。それは

「軍事科学研究会」と呼ばれ、そこでの研究成果は清水と軍事科学研究会の共著として1980年５

月に『日本よ国家たれ』というタイトルで自費出版され、その第一部「新しい戦後」は「核の選

択─日本よ国家たれ」と改題されて『諸君！』７月号に転載され大きな反響（その多くは拒絶反

応であった）を呼ぶことになった。改題は「編集部の鋭いセンスとポリシー」によるものであっ

たが（清水, 1980, pp254-253）、その提案を承諾したのは清水自身である。それは「紐付きの言葉」

であった。

　『論文の書き方』で清水は、「強い言葉」を使うことを戒めていた。「無暗に激しい言葉を用い

ると、言葉が相手の心の内部へ入りこむ前に爆発してしまう。言葉は相手の心の内部へ静かに

入って、入ってから爆発を遂げた方がよいのである。いや、爆発を遂げるのは、言葉そのもので

はなく、言葉に託されている観念なのであるから、言葉は慎ましいものに限る」（清水, 1959, p.76）。

「核の選択─日本よ国家たれ」は『著作集』に収められるにあたって、編集責任者の清水禮子の

判断で、初出の「新しい戦後」というタイトルに戻された。
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