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昭和20年代における中間小説
―その文学的位置づけと変遷―

丸 山 倫 世

中間小説は、昭和22年ごろ、既存の文学から脱却し、多くの読者を獲得しうる新しい文

学を実現するという問題意識から誕生した。中間小説は徐々に普及し、多くの読者を獲得し

ていった。その結果昭和20年代後半になると、文学的枠組みが次第にあいまいになり、至

るところで中間小説的な小説が氾濫するようになる。このように昭和20年代から30年代に

かけて中間小説は隆盛をきわめた。しかしその一方で、中間小説は批評家たちによって、商

業的事情の産物にすぎず、当初掲げられた理念は実現しておらず、したがって文学的価値は

ないと批判され続けた。だが、中間小説をめぐるこれら一連の議論で用いられた語や概念は、

あいまいかつ恣意的に運用されており、そのため「中間小説とはなにか」という概念も明確

に規定されなかった。そのような不毛な議論がかわされた背景には、当時の文学者に広く共

有されていた危機感が反映されていると考えられよう。本稿の目的は、昭和20年代の中間

小説の位置づけをめぐる言説を批判的に検討し、日本近代文学においてこの議論がもつ意味

を明らかにすることである。

はじめに

戦後、昭和20年代から30年代にかけて、『小説新潮』や『オール讀物』などに掲載された

丹羽文雄、舟橋聖一、石坂洋次郎、石川達三らの小説は、多くの読者を獲得し、広く受容され

た。こうした一連の小説群は中間小説と呼ばれたが、中間小説をめぐっては作家や批評家から

さまざまな言説が提出され、議論がかわされた。本稿では、この中間小説をめぐる昭和20年

代の言説を取り上げる。その言説を批判的に検討することで、日本近代文学が抱えてきた問題

の一側面を明らかにするのが、筆者の掲げる最終的な目的である。

中間小説という語や概念は、もはや廃れて久しい。したがって、なぜ本稿で中間小説とそれ

をめぐる議論をいまこの時期に取り上げるのか、まずその意義について説明したい。端的に言

えば、中間小説をめぐる言説や議論が昭和20年代から30年代における日本近代文学の問題を

如実に物語っており、しかもこうした言説や議論が、昭和2年の「谷崎芥川論争 1）」から、昭

和36年から37年にかけての「純文学変質論争 2）」、そして平成の「笙野大塚論争 3）」に至る

まで、くり返し提起されてきた課題に通底する問題意識を抱えているからである。つまり、中

間小説をめぐる言説や議論は、日本近代文学における種々の論争の変奏であると言えよう。し

たがって、中間小説をめぐる議論は、一見過去の一時的な現象にすぎないかのように見えるが、
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じっさいには今日の日本文学が抱える問題と接続しているのである。

後述するように、中間小説という名称は、戦後になって用いられるようになった、いわば新

語である。しかし「中間小説とは何か」という概念規定はきわめて不明瞭であった。たとえば

昭和24年、中村光夫は揶揄的な意味あいをこめて、中間小説を「純文学と大衆文学との間、

藝術性があつて面白い小説 4）」と表現している。この中村の表現は中間小説に対する代表的な

認識と言えるが、ここで中村は「純文学」「大衆文学」「藝術性」「面白い」の定義を明らかに

せず、暗黙の了解としている。こうした概念規定において用いる語に対する一種の無頓着さは、

中村に限らず中間小説をめぐる言説におおむね共通している。また、仮に「藝術性」を、言語

表現の豊かさ、構成の確かさ、作品におけるテーマの独自性、「面白さ」を読者を楽しませる

に足る語りの上手さなどと一般的な言葉に置き換えるにしても、そもそも「藝術性があつて面

白い」ということは、小説に対して求められる望ましいあり方であるにすぎないとも言える。

新語である中間小説の概念規定としては、非常に漠然としている。

どのような小説を中間小説とするかも論者や時期によって異なっており、つねに普遍性を欠

いてきた。たとえば中村光夫が「純文学と大衆文学との間、藝術性があつて面白い小説」と中

間小説の概念規定を文学的枠組みや小説の内容に求める一方で、中村真一郎は小説が掲載され

た雑誌の区分を問題にしている5）。すなわち、『オール讀物』『小説新潮』『別册文藝春秋』『小

説公園』『日本小説』などの、いわゆる「中間小説誌」と呼ばれる特定の雑誌に掲載された小

説を中間小説とみなす規定方法である。むろんこれには異論もあり6）、また、そもそも雑誌の

区分が無効であることを示唆する見解も提出されている7）。このように概念規定が共有されな

いままになされた議論が、あいまいなままに終始せざるを得なかったのは、当然の帰結であろ

う。

ここで注目すべきは、中間小説という新たな名称、文学的区分を与えられた小説群が広く受

容される一方で、中間小説の概念規定ばかりに焦点が合わされ、これをめぐってあいまいで恣

意的な議論がかわされるという状況それ自体がはらむ問題性に、論者たちがきわめて無自覚で

あったことである。なぜ明確な定義なしに新たな文学的区分を設け、それをめぐって議論がな

されたのか。当たり前であるはずの「藝術性があつて面白い」という概念規定が提唱されねば

ならず、それが論点として認識され、昭和20年代から30年代にかけて中間小説をめぐる議論

がかわされたという現象の意味を探ることが、本稿における筆者の問題意識である。

しかし、中間小説研究における関心は、中間小説の全盛期から今日に至るまで、おおむね

「中間小説とは何か」という問いに向けられてきた。現在、昭和20年代から30年代における

中間小説論がもつ奇妙さやいびつさには、ほとんど注意が払われていない。今日の中間小説研

究は作家論やメディア論が中心になっており、中間小説という新語や「藝術性があつて面白い」

という概念規定がはらんでいた日本近代文学の本質的問題は、もはや前提として自明視されて

いる。たとえば小嶋洋輔は遠藤周作の中間小説を論じているが、ここで中間小説は『遠藤周作
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文学全集』の編纂の基準に漏れたもの、すなわち従来の研究が見てこなかったものと規定され

ている8）。また小嶋は安岡章太郎の中間小説について、いわゆる「中間小説誌」との関係をふ

まえながら、「純文学」と「純文学以外の仕事」という枠組みでとらえている9）。こうした試

みは、作家論とメディア論との複合的視座から中間小説をみるという点において興味深く、優

れた研究である。しかし一方で、「純文学」という語を定義せずに用いていることからわかる

ように、議論は当時の中間小説をめぐる言説がもつあいまいさや恣意性を捨象して行われてい

る。管見に入った限りでは、中間小説とこれをとりまく言説が示唆する日本近代文学の本質的

問題を主題にした学術研究は、ほとんどないように思われる10）。

すでに述べたとおり、中間小説をめぐる言説や議論は、端的に言えば日本近代文学における

種々の論争の変奏であり、今日の日本文学がかかえる問題と接続しうる。したがって、なぜ語

や概念の定義をあいまいで恣意的な状態のままにしてでも、中間小説について議論されなけれ

ばならなかったのか、という問題を明らかにすることができれば、従来の中間小説研究に対し

て批判的枠組みとなるような、新しい視座を示すことができると期待される。

とはいえ、紙幅の制限上、本稿において中間小説と中間小説論が陥った状況が示す文学的意

味の全容を解明するのは困難であり、研究の範囲を限定せざるを得ない。当時の言説は膨大に

あり、中間小説に直接言及したもの、間接的に言及したもの、中間小説の背景として見落とす

ことのできないものが混在している。そのため、まずは本格的な議論の前段階として、中間小

説をとりまく言説の整理を行わなければならない。中間小説は当時どのような意図と背景をもっ

て生み出され、認識され、受容され、あるいは批判されたのだろうか。その変遷について、中

間小説とみなされた小説やいわゆる「中間小説誌」だけでなく、中間小説をめぐる同時代の言

説に注目することで、中間小説を作家や批評家がどのように認識していたのかを俯瞰し、批判

的に検討したい。

本稿では、中間小説が誕生し、昭和30年代の全盛期に至るまでの、黎明期と発展期にあた

る昭和20年代を取り上げる。今日の中間小説研究において昭和20年代が問題とされることは

少ないが、一方で「中間小説と中間小説論が陥った状況が、日本近代文学において何を示唆し

ているか」という本稿の問題意識を明らかにするにあたっては、避けることのできない時期で

もある。そのため本稿では、昭和20年代の中間小説に対する認識とその背景を、作家、批評

家、また出版ジャーナリズム上の事情から解明することを目的とする。研究の具体的な方法と

しては、中間小説をめぐる同時代の批評、座談会、雑誌の編集後記を中心に取り上げ、そこに

認められる作家や批評家の中間小説に対する認識を考察する。これによって、昭和20年代の

中間小説とそれをとりまく言説において、「藝術性があつて面白い」小説の創出がつねに意識

されていた一方で、作家と批評家が徐々に対立を深めていったことを明らかにする。

なお本稿では引用にあたり、原則として旧字は新字に改めたが、仮名遣いは原文のままとし

た。ルビはすべて省略した。下線は引用者が施したものである。
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1 中間小説の誕生とその背景

1-1 中間小説という名称

中間小説という名称はいつごろから流通しはじめたのだろうか。前田愛は、新居格が昭和9

年9月に「中間文学」という語を用いていたことを指摘している。「新居は〈中間文学〉とい

う新造語に託して、なしくずし的な大衆化の兆しを見せはじめた〈純文学〉の危機的状況に向

けて手きびしい警告を発した11）」。高見順もまた、古沢元が昭和16年8月に、「中間文学者」

という語を俗化した文学を発表する大衆読物作家という意味で用いていたことを紹介してい

る12）。ただし、本稿で問題とするところの中間小説という名称が流通する直接的な契機となっ

たのは、瀬沼茂樹らが支持するとおり13）、昭和22年、雑誌『新風』4月号に掲載された座談

会「新文學への展望―懸賞小説選者を囲んで―」における久米正雄の発言と考えるのが妥当で

あろう。

文学青年に話題が及んだとき、久米は次のように語った。「もうちよつと筋のある、ちやん

とした、いわゆる、ぼくのことばで、�中間小説�と称しているのですが、悪いことばだけれ

ど、つまり林房雄の書くこのごろの小説は、ぼくは代表的な中間小説だと思つているのですが、

［…］つまりポーからオーヘンリーくらいまでの間を狙つている。『読物小説』だな14）」。さら

に久米は続けて、林の主張はストーリー性にあると論じている。このとき久米が林のどの小説

を念頭に置いていたかは不明であり、そのため中間小説の概念を実作から明確に規定すること

は難しいが、ともかく久米が中間小説の根幹を、小説のストーリー性に求めていることは読み

取れる。

この屈折した、必ずしも好意的とは言えない久米の発言によって誕生した中間小説という名

称に、林房雄は反発した。中間小説という語が流通しはじめた昭和24年、林は「私の狙つて

ゐるのは中間ではなく中央であつて、即ち世界小説の本道である15）」と述べ、中間小説の概念

について以下のようにつづけた。

中間小説といふのは、日本現代文学の畸形な分裂が生んだ畸形な言葉である。あまりに

独善的な「純文学」とあまりに俗悪な「大衆読物」とが左右に分裂して、小説らしい小説

が殆ど絶滅しようとしてゐる現状にあき足らず、多くの作家が小説復興の努力をはじめた

が、日本の文壇常識と編集者常識はこの努力をまだ正当に評価できず、作者自身もまだ腰

がきまらず、絶えず右と左に動揺して、中央小説ならぬ中間小説を書いてゐる。故に、攻

撃者は皮肉な意味で、擁護者は若干の自嘲をこめて、中間小説といふ言葉を流行させるこ

とになつたのだ。中間小説といふやうな厭らしい言葉は早くなくしてしまはねばならぬ。

だが、それがなくなるのは、現在中間小説を書いてゐる作家達の努力が実を結んで、日本
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に近代小説の王道が開けた時である16）。

林がここで表明しているのは、中間小説という名称への不満もさることながら、既成文学に対

する危機意識と現状打破への意気込みである。ここでは「純文学」と「大衆読物」の両方が攻

撃対象にされているが、林がとくに問題にしているのは「純文学」に分類される、いわゆる身

辺雑記的な「私小説」であろう。久米が『新風』の座談会で中間小説という名称を生み出した

のと同じ時期、林は志賀直哉や宇野浩二を槍玉にあげ、頻繁に「私小説」批判を展開してい

る17）。

林の言葉から汲み取れる認識で重要な点がふたつある。ひとつは現在日本の文学が「純文学」

と「大衆読物」に分裂し、かつて存在したはずの「小説らしい小説」は絶滅しつつあると林が

認識していること。そしてもうひとつは、林が志す「中央小説」は実現に至っておらず、あく

までも未だ理念のままにとどまっていると、当の林自身が考えていることである。つまり、当

初久米が認識していた中間小説像と現実に流通した中間小説は乖離しており、林にはそれが中

央小説という理念と中間小説という実作への分裂として映ったと言えるのではないだろうか。

以上が中間小説という語の黎明期における言説である。しかし、久米は「ポーからオーヘン

リーくらいまでの間」という例をあげてはいるものの、ポーやオー・ヘンリーの具体的にどの

ような点を中間小説の特徴としてとらえているのかは不明である。同様に林も、「中央小説」

と「中間小説」の差異を明らかにしていない。また、なぜ「純文学」が独善的なのか、なぜ

「大衆読物」が俗悪なのかについても十分な説明が欠如している。そのため、両者とも文脈や

ニュアンスから汲み取る以外にその概念を理解するすべがなく、本来議論がうまく成立するは

ずがない。それにもかかわらず、なぜ議論をかわす必要があったのか。同時期の言説を引き続

き見ていきたい。

1-2 昭和22年前後に創刊された雑誌の編集意図

終戦後まもなく膨大な数の雑誌が創刊ないし復刊された。とりわけ昭和22年前後は、いわ

ゆる「中間小説誌」が多く創刊された時期でもある。最初の「中間小説誌」とされる『日本小

説』が昭和22年5月に大地書房から創刊され、のちに代表的な「中間小説誌」となる『小説

新潮』も同じく昭和22年9月に創刊された。これに先立つ昭和21年12月には、やはり代表

的「中間小説誌」とされた『別册文藝春秋』が創刊されている。ここではまず『日本小説』と

『小説新潮』に注目し、雑誌の編集意図を探りたい。

久米によって「中間小説」という名称が生み出された翌月、昭和22年5月創刊の『日本小

説』に掲載された小説は以下のとおりである。高見順『深淵』、丹羽文雄『人間模様』、林房雄

『母の肖像画』、太宰治『女神』、関伊之助『裸婦』、林芙美子『肺が歌ふ―放浪記第三部―』。

小説の執筆者は一見してわかるように、いわゆる流行作家を並べた格好である。関伊之助を除
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き、主に同人雑誌を出発点として『新潮』などの「文藝誌」を拠点に活動したような、当時の

文学界の区分に従えば「純文学」から出発したとされる作家ばかりである。関伊之助は川口松

太郎の変名で、彼のみが『キング』『週刊朝日』『講談�楽部』といった「娯楽雑誌」に作品を

発表した「大衆文学」の作家である。

『日本小説』を編集した和田芳恵は、その意図について編集後記で武田麟太郎の言葉を借り、

次のように述べている。

「かねて、私は小説藝術の正しい通俗性を信じ、それを実行にうつしたいと考へてゐた。

高い根柢を持つ小説を狭い実験室から解放して、手をのべてゐる多数の所有にしたいから

であつた。独り合点の個人主義に立つ無味乾燥を、何か高踏的な藝術性とはきちがへてゐ

る態度を打ち破るのが、行き詰まりに行き詰まつてゐる小説を救ふ唯一の方法であると思

ふ。その意味で、低劣な常識にだけ媚びた通俗小説が、それらが対象とする読者層にさへ

嫌厭されはじめた今日、小説の本道は自ら拓かれ直す機縁に会してゐると云へるだらう。」

と死んだ武田麟太郎氏が述べたのは昭和十三年の夏であつた。現在も教へられるところが

ある言葉であらう18）。

引用された武田の言葉からは、和田の『日本小説』がある問題意識を抱いていたことがわかる。

すなわち、これまで狭小な読者層のみに向けて書かれてきた小説の悪弊を正し、武田の言葉を

借りるならば「正しい通俗性」を備えた小説を幅広い読者に普及させたいという意図である。

川口松太郎を変名で起用した背景には、そうした狙いの一端がうかがえる。

昭和22年9月創刊の『小説新潮』もまた、『日本小説』に似た編集意図をもっていたようだ。

創刊号に掲載された小説は、里見弴『砂手本』、舟橋聖一『あしのうら』、長谷川伸『満月』、

邦枝完二『続橘や』、石川達三『風雪』である。大家やいわゆる流行作家と並べて、股旅物

の名手として知られる長谷川伸を起用しているという点に、『日本小説』との類似が認められ

る。

目次に付された「創刊の言葉」には、次のように編集の意図が述べられている。「本誌の念

願とするところは、小説文学を今日の水準より一層高め、その領土を広く開拓して、通俗に堕

せず、高踏に流れず、娯楽としての小説に新生面を開くと共に、近代小説の使命たる人生の教

師としての役割をもまた十分に果さんとする点にある19）」。『小説新潮』もまた、和田が『日本

小説』の編集後記で示したものと同様の意図をもっていると言える。この編集意図は翌 10月

号でより明確に、かつ踏み込んで述べられている。「大衆文学とか純文学とかいふ言葉はもう

なくしていゝと考へる。大衆文学が、読者の弱点に投ずる事によつて読者に媚びる事はもちろ

んよくない。同時に、純文学が、高踏をてらつて、ただ一部の、文学青年の感興に訴え得れば

足れりとするのもよくない20）」。和田は引用部に続けて、近ごろ盛んな身辺雑記的な「私小説」
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批判に賛同している。ここではまだ中間小説ということばは用いられていないが、林房雄がこ

の時期しきりに展開していた「私小説」批判と軌を一にしているのは注目すべきであろう。

興味深いことに、『日本小説』や『小説新潮』に共通する編集意図は、のちに「中間小説誌」

とされた雑誌のみに限られたものではない。「純文学」を掲載する「文藝誌」として扱われる

『文學界』は昭和22年6月に復刊されたが、その編集後記で亀井勝一郎は、従来の「純文学」

の読者の少なさ、読者層の狭さに触れ、次のように述べた。「純文学と大衆文学といふ従来の

曖昧な独善的な枠は撤去するつもりである。探偵小説でもユーモア小説でも、小説なら掲載し

たい21）」。亀井の問題意識の一端に、「純文学」を受容する共同体の狭小さがあったであろう

ことは想像に難くない。亀井はこの問題を解決するために、「純文学」と「大衆文学」という

枠組みを撤廃し、従来の「文藝誌」で扱う小説の幅を拡張しようとしているのである。

「大衆文学」を掲載する「娯楽小説誌」もまた同様の認識、すなわち既成文学に対する不満

と新しい文学の創出を目指していたようだ。『オール讀物』の戦時中の誌名を継承して昭和23

年1月に再刊された『文藝讀物』で、大佛次郎は次のように述べた。「戦争で過去の大衆物は

自滅した。また、それでよい。大衆文学の名称をこゝで消して了つて、小説をもつと自由な目

で見ることから新しく出発しよう。云ふまでもなく、純文学と云ふ古風な名目も一緒に取消す

ことである。この区別を、背負つて歩いてゐる間は、文学も、いつまでも行き止りである22）」。

菊池寛も大佛と同様の、しかし「純文学」に対してより厳しい見解を示している。「日本では、

大衆文学と純文学とは、かくぜんと別れてゐるが、元来文学にそう云ふ区別があるわけはなく、

文学には優れた文学と劣つた文学があるだけである。純文学として発表されるのにも、劣悪な

ものがあり、大衆文学と称されるものの中にも、優秀なものがある23）」。大佛や菊池が執筆し、

編集するのは基本的に「大衆文学」であり、したがって『文學界』の亀井勝一郎とは正反対の

立場だが、しかし既存の文学の枠組みを解体し、新しい文学を創出しようという点において、

彼らは本質的に同じ問題意識を抱えていると言えよう。

以上のように、昭和22年前後に創刊された雑誌の編集意図を眺めてみると、そこには「文

藝誌」や「娯楽小説誌」、新しく設けられた「中間小説誌」という枠組みを超えて、ある特定

の文学を志向する共通した認識が読み取れる。すなわち、長年「純文学」において支配的であっ

た、狭小な読者のみに向けて書かれてきた「私小説」から脱出し、より広い読者を獲得し得る、

それでいて低俗でない新しい文学を創出しようとする試みである。中間小説という語の発信者

とも言える久米正雄や林房雄が、成立するはずのない議論をかわさなければならなかったのは、

こうした問題意識が広く共有されていたからではないだろうか。

しかし一方で昭和22年前後の雑誌における言説には、久米や林と同様の問題が認められる。

すなわち、問題意識を提示する際に用いられる語の概念規定が、非常にあいまいであるという

点である。「純文学」「大衆文学」という枠組みは万人が共有できる枠組みとして前提化されて

おり、またしばしば用いられる「通俗」「高踏」「藝術」といった語もきわめて恣意的に運用さ
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れている。ただし逆説的に考えれば、こうした概念規定を置いてでも提出しなければならない

ほどの一種の強い危機意識が、当時の論者にはあったと言うことができるかもしれない。

1-3 文藝復興期以来の問題意識

言うまでもなく、「私小説」からの脱出と新しい文学の創出を目指す意識は、昭和22年になっ

て突然噴出したものではない。こうした意識は「谷崎芥川論争」のときから、遅くとも文藝復

興期、すなわち昭和10年前後には胚胎していた。和田芳恵が『日本小説』の編集意図を、わ

ざわざ昭和13年の武田麟太郎の言葉を用いて説明していることからも、その連続性は容易に

察せられる。以下、ごく簡単にではあるが、昭和10年前後の文藝復興期における問題意識を

確認しておきたい。

繁栄を誇ったプロレタリア文学が昭和8年を境に勢いを失った結果、いわゆる既成文壇に復

活の気配がただよいはじめた。昭和8年11月、今後の文学のあり方を検討すべく催された

「文藝復興座談会」と題する座談会の席上で、菊池寛は今後の文学に要求される課題に関連し

て次のように述べた。「日本では通俗小説と純文学の距離が非常に離れすぎて居る。英国の小

説は日本の純文学と通俗小説との間のやうな物が沢山あると思ふ24）」。後年に中間小説と称さ

れることになる「純文学と通俗小説の間」という概念の萌芽は、この時点ですでに認められる。

菊池の主張は、外国文学を「輸入」することに失敗した結果、日本近代文学において「藝術性

があつて面白い」という小説として望ましいあり方が、「純文学」と「通俗小説」に分裂して

しまったという文学状況を示唆している。この状況が、のちに中村光夫が『風俗小説論』で論

じた、日本近代文学の成立と展開にも関係していることは言うまでもない。この座談会に代表

されるように、当時「純文学」と「通俗小説」ないし「大衆文学」との対立は盛んに議論され

た。

昭和10年4月、文藝復興期における最重要言説のひとつである横光利一の『純粋小説論』

が発表された。『純粋小説論』についてはすでに多くの研究が積み重ねられているため、本稿

では中間小説にかかわる部分の要旨を紹介するにとどめる。

「もし文藝復興といふべきことがあるものなら、純文学にして通俗小説、このこと以外に、

文藝復興は絶対に有り得ない、と今も私は思つてゐる25）」という冒頭の一文における「純文学」

と「通俗小説」とは何を指しているのか。横光は「純文学」とは「日常性」（「必然性」もしく

は「普遍性」）の集中から生じるものであり、日本の「純文学」は「日記を書く随筆趣味」の

延長線上にあるとしている。したがって横光の指す「純文学」とは、自然主義文学以来主流で

あった、いわゆる身辺雑記的な「私小説」と考えてよいだろう。横光はこうした「私小説」が

日本近代文学の主流となってきたことを「小説本来の本格的なリアリズムの発展を、いちじる

しく遅らせてしまつた26）」と批判する。横光が『純粋小説論』を発表した背景に、いわゆる

「文壇」という閉鎖的な環境の中でしか成立し得ない「私小説」の行き詰まりがあったことは、
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すでに多くの論者が指摘するところである27）。ただし、『純粋小説論』における「通俗小説」

は、菊池寛の『真珠夫人』に代表されるようなそれと完全には一致しない。横光が「通俗小説」

の概念の根底としてあげるのは、ドストエフスキー、トルストイ、スタンダール、バルザック

といった大家の小説にしばしば認められる「遇
ママ

然」（「一時性」もしくは「特殊性」）である。

そして横光にとって『罪と罰』をはじめとする彼らの、まさに「遇然」と「一般妥当とされる

理智の批判に耐え得て来た思想性と、それに適当したリアリテイ28）」を備えた小説こそが、

「純文学」にして「通俗小説」であるところの「純粋小説」なのである。

以上のような文藝復興期における問題意識は、昭和22年前後においても認められる。この

時期林房雄がくり返し「私小説」批判を展開したことはすでに述べた。「私小説」批判は林に

限ったものではなく、丹羽文雄、舟橋聖一、坂口安吾らも論じている。昭和22年の初頭、身

辺雑記的な「私小説」を脱却して、新しい小説の創出を目指すべきだという議論がしばしばか

わされた。正宗白鳥は昭和22年3月、「「本格小説」と「私小説」とは対立したものゝやうに

思はれ、折に触れては論評の題目になつてゐる。そして、「本格小説」が小説の正道であると

いふのが、大抵の評論家の常識になつてゐるやうである29）」と述べている。正宗によれば「本

格小説」とは「私小説」と対立するもので、小説の王道である。仮に当時の論者の語をそのま

ま用いるならば、「本格小説」とは林房雄が目指した「中央小説」や、昭和22年前後に創刊さ

れた雑誌の編集意図に認められた新しい文学と、ほとんど同義か少なくとも概念として共有し

うる部分が大きいように思われる。中間小説という名称が誕生し、のちの「中間小説誌」が次々

に創刊されたこの時期に、「私小説」批判と新しい文学の創出が企図されたということは留意

すべきであろう。むろん、こうした企図がいわゆる「戦後派文学」にとって自明の課題のひと

つであったことは、すでに多くの論者の指摘するところであるため30）、これ以上の言及は避

ける。しかし、「中間小説誌」の編集意図が戦後文学と同じ問題意識から出発していたことは、

中間小説の先行研究において意外に見落とされている。

ここまでの議論をまとめておきたい。本節ではまず、中間小説という名称が昭和22年に久

米正雄によって消極的な形で生み出されたことを確認した。中間小説という発想の背景には

「私小説」からの脱却と新しい文学の創出という理念が、「文藝誌」「娯楽小説誌」「中間小説誌」

という枠組みを超えて共有されていた。つまり、この時期の文学には同一の問題意識から出発

していたという側面があったことが読み取れる。こうした一種の危機感は、文藝復興期におけ

る近代日本の「通俗小説」と「純文学」のあいだの大きな隔たりに対する問題意識を継承して

いると察せられる。ただし、この時期からすでに中間小説をめぐる言説には概念規定のあいま

いな点が多く、それゆえに議論が成立しないまま空転している側面がある。とはいえ、新しい

文学を創出する必要性が、多くの作家や批評家によってしきりに表明されていたことは注目す

べきであろう。
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2 中間小説の定着と認識の分裂

2-1 中間小説の定着と認識

中間小説という名称は、昭和24年前後にはある程度定着しているようである。『文藝首都』

の昭和23年10月号において、浅見淵が藤原審爾について「こゝいらで引締めないと、中間小

説の作家に顛落してしまふ危険がある31）」と評している。また、『文藝往来』昭和24年1月創

刊号には、「中間小説―一九四九年の文學界―」と題した中村光夫の詳細な中間小説論が掲載

されている。本稿の冒頭でも引用したが、中村はここで中間小説について、「純文学と大衆文

学との間、芸術性があつて面白い小説 32）」としながらも、それが理想論にすぎないと暗にほ

のめかしている。すでに指摘したとおり、ここで中村が用いた語について明確な定義はなされ

ていない。それゆえ、明確な定義のない語で形容された中間小説の輪郭は、当然ぼやけたまま

である。

一方で、この時期の中間小説に対する批評において、同一の主旨をもった言説が散見される。

それは中間小説が売り上げを獲得することに特化した小説であって、文学的価値がないという

指摘である。中間小説に言及した批評家の多くが、中間小説の流通初期にあたるこの段階で、

中間小説が商業ジャーナリズムの産物にすぎず、いわゆる「純文学」作家が水準を下げて余技

的に書いたものであるとみなしている。中村は前掲の中間小説論において、現状の中間小説は

決して文学ではないと断じた33）。平田次三郎は中村のこの見解に全面的に同意し、「中間小説

は、不況に喘ぐジャーナリズムの、背に腹はかへられぬ商法の産物であることだけは、誰しも、

就中作家は、とくと了承してをく必要がある34）」と、中間小説の氾濫に釘を差している。した

がって、「藝術性があつて面白い小説」という中村の形容が、文脈上はなかば揶揄的なもので

あったように、実態としては商業ジャーナリズム上の産物にすぎず、文学的に無価値であると

いうのが、昭和24年前後の中間小説に対する批評家の共通理解であるとみなしてよいだろう。

とするならば、「私小説」からの脱却と新しい文学の創出という課題が、実作としての中間小

説では果たされていない、と当時の批評家は認識していたと言えるのではないだろうか。

この時期、具体的にはどのような小説が中間小説と呼ばれたのかという問題についても、多

少の検討を試みたい。昭和37年、福田宏年は中間小説と「風俗小説 35）」はほぼ同一のものと

考えてまちがいないと述べているが 36）、昭和24年前後においてもすでに批評家は同様の見解

を示している。先述の平田次三郎は「中間小説のうち、最も幅をきかしてゐる「肉体文学」と

いふ代物を見るがよい37）」と述べ、当時田村泰次郎が『肉体の門』などで戦後の性風俗を描

いて話題になった「風俗小説」の一派と、中間小説とを同一視している。

また、伊藤整は「風俗小説」と中間小説を並置して、次のように論じた。「小説が悪しきも

のとしてでなく学校や家庭に入り得る戦後の日本では、文壇小説を読みまたは書くことは必ず
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しも破倫でも逃亡でもないとする通念がやや一般化し、［…］この通念の上に依存するのが所

謂風俗小説または中間小説と言われている一群の作風であつて、洋次郎、達三、聖一、文雄、

友一郎、泰次郎のある型の作品が代表している38）」。伊藤の指摘するとおり、石坂洋次郎、石

川達三、舟橋聖一、丹羽文雄、井上友一郎、田村泰次郎らが発表した小説に対しては「風俗小

説」との批評がしばしば加えられたが、一方で彼らはいわゆる中間小説誌とされた『小説新潮』

や『オール讀物』『別册文藝春秋』に頻繁に登場した。具体的には、『小説新潮』昭和23年

1月号から連載された石坂洋次郎の『石中先生行状記』や、舟橋聖一の『雪夫人絵図』などが

有名である。

このように中間小説と「風俗小説」を同類視する一方で、中間小説の範疇で個別の作品を論

じる例は、この時期にはほとんど見られない。管見に入った限りでは、昭和25年2月から

『オール讀物』ではじまった創作合評が、文藝誌や新聞の文藝時評に限定すれば昭和25年12

月に臼井吉見が井伏鱒二の『兎小舎の客人』を「「オール読物」や「週刊朝日」に載つても、

場所違いという感じはなく、ほかの中間小説と並んで読者に楽しまれるのではないか 39）」と

評したのが最初であろう。中間小説の具体例が示されないだけではなく、作家自身がそもそも

実作としての中間小説は存在しないとみなしたケースもある。昭和25年8月、高見順は座談

会で中間小説について意見を求められ、「主張としては面白いけれども、実際そんなものはな

いんじやないですか。［…］中間小説論というのは、 日本の文学は詰らぬ、も少し、百万

人に読まれる小説を書く必要がある。それが中間小説だ、という議論でしような 40）」と答え

ている。

以上のようにみる限り、昭和24年前後には中間小説の概念が一応の成立をみたものの、「風

俗小説」と同類視され、実作に対して積極的な区別はほとんど加えられなかったと考えるのが

妥当であろう。この時期の中間小説は、概念上のみで議論されることがほとんどであった。名

称の誕生当初からあいまいな概念規定の上に成立していた中間小説は、批評においても定義の

あいまいな語によって形容され、きわめて恣意的に議論されていたのである。それでもなお中

間小説が論題になりつづけたのは、ちょうど高見が述べたように、少なくとも作家側には「日

本の文学は詰らぬ、も少し、百万人に読まれる小説を書く必要がある」という年来の問題意識

があったからであろう。

2-2 作家と批評家の乖離

批評家が中間小説という概念に対して、「藝術性があつて面白い小説」という揶揄的な認識

を示し、かつ現実の作品には文学的価値はないと否定的な評価を下す一方で、小説家はそもそ

も自らを中間小説作家と自認すらしていなかった。すでに確認したとおり、林房雄は中間小説

という消極的な名称を拒み、「中央小説」を名乗った。また当然ではあるが、批評家が与えた

商業ジャーナリズム上の産物という評価を作家自身が受け入れることはなかった。従来の研究
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において初期の中間小説とされることの多い石坂洋次郎『石中先生行状記』の単行本（昭和

24年4月刊行）には、次のようなあとがきが記されている。「小説家・石中先生なる人物が郷

里の津軽に疎開して、そこで見聞した地方生活の義理人情をあれこれと描いた体裁のこの連作

は、題材は大衆に親しみ易い卑近なものを選び、精神は低俗に陥らないやう心がけて書かれた

筈である41）」。石坂がここで表明しているのは、『小説新潮』昭和22年10月号に掲載された雑

誌の編集方針と同様の執筆意図である。こうした点において、昭和24年前後には作家と批評

家の認識に乖離が認められる。

批評家によって中間小説と同類視されていた「風俗小説」に目を移すと、この時期には作家

と批評家の対立が目立つ。いわゆる「風俗小説論争」がその代表例と言えよう。「風俗小説論

争」は主に丹羽文雄と中村光夫のあいだでかわされた論争だが、論争と呼べるほどの明確な論

点は存在しなかった。臼井吉見や中村光夫が「風俗小説」を誹謗した結果、丹羽は最近小説家

と批評家のあいだに軋轢や対立が生じていると批判し、これに対して中村は丹羽の態度を非難

した上でふたたび「風俗小説」を攻撃した。最終的には昭和24年12月、『文學界』誌上で

「批評家と作家の溝」と題した座談会で討論が行われたが、批評精神の欠如を非難する批評家

と、現実の素描を重視する作家の主張は平行線をたどった。結局「風俗小説論争」とは、延々

と繰り返される丹羽と中村の対立によって、作家と批評家の認識の大きなズレが露呈したとい

う結果がすべてであった。

一連の論争を経て、昭和25年に中村光夫は『風俗小説論』を発表して近代リアリズムの成

立から崩壊までを論じた上で、今日の「風俗小説」を批判した。『風俗小説論』はあまりにも

有名であるため詳細に立ち入ることは避けるが、島崎藤村の『破戒』が胚胎していた日本近代

文学の萌芽、端的に言えば「外国文学の正常な輸入」の可能性が、田山花袋の『蒲団』によっ

て摘まれてしまったという中村の指摘は、中間小説の誕生と決して無関係ではあるまい。これ

をもって「風俗小説論争」は終結したとみなすのが一般的だが、注目すべきは『風俗小説論』

の単行本に付された中村のあとがきである。中村は「丹羽との論争で、一番痛感したのは、お

互の話がまつたく通じないと云ふことです。「小説」または「リアリズム」というやうな極く

初歩の概念さへ食ひちがつてゐるところに、正当な論争が成り立つ筈はないのです 42）」と執

筆動機を明かしているが、この中村の嘆き、すなわち作家と批評家の文学認識の激しい乖離こ

そが「風俗小説論争」のすべてであり、ここに昭和24年前後の文学の一断面が表れていると

言える。

本節における議論を振り返っておきたい。昭和24年前後に中間小説が定着したとき、いく

ら「藝術性があつて面白い小説」という理念を掲げたところで、中間小説は作家と商業ジャー

ナリズムの経済活動上の産物にすぎず、文学的価値はないという見解を批評家は示した。一方、

林房雄の「中央小説」発言、石坂洋次郎の『石中先生行状記』の執筆意図、風俗小説論争を見

ればわかるとおり、「風俗小説」や中間小説とみなされた小説の作家は、こうした批評家の見
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解に反発している。ここで留意すべきは、昭和22年前後の時点では本質的に同じ問題意識を

抱えていたはずの作家と批評家のあいだで、文学に対する認識に明確な分裂が生じていること

であろう。「私小説」からの脱却と小説としての新しい文学の創出という課題に対する解答と

しての中間小説を、作家は支持し、批評家は拒んだ。とはいえ、この時点では作家と批評家の

あいだに生じた認識の分裂は、あくまでも認識上の分裂にすぎない。しかし次節で論じるよう

に、昭和26年前後、そして昭和28年前後になると、この分裂は中間小説の隆盛と日本近代文

学における勢力図の変化、そして「文藝誌」の方向転換という形で前景化していく。したがっ

て、昭和24年前後は中間小説が定着した時期であると同時に、日本近代文学の一大転換点へ

の過渡期であったと位置づけることができるだろう。この過渡期に「初歩の概念さへ食ひちが

つて」おり、「正当な論争が成り立つ筈はない」状況においてもなお、「風俗小説」や中間小説

が議論されつづけたのは、作家や批評家が抱く文藝復興期以来の危機意識が、きわめて重大で

あったことを意味するのではないだろうか。

3 中間小説の隆盛と文学の転換

3-1 中間小説の隆盛と批判

戦後の日本文学を席巻し、たびたび批判を浴びた「風俗小説」は、昭和26年ごろになると

すっかり衰退した。昭和26年5月に荒正人は「現象的には風俗小説がさかんであるが、すで

にその文学的生命は終エンに達している43）」と予見し、中村光夫もまた「風俗小説は明らかに

衰退の徴を示しています 44）」と断じた。これは必ずしも批評家の一方的な評価とは限らず、

「風俗小説」の旗手と目されていた丹羽文雄が、『歪曲と羞恥』や『幸福への距離』で実験小説

的な作風への転換を試みたことからも、じっさいに「風俗小説」の勢いが衰えたことが察せら

れる。

「風俗小説」の衰退と入れ替わりになるような形で隆盛を見せたのが、中間小説と総称され

る作品群である。昭和25年から『小説新潮』『オール讀物』は頁数が倍増し、それまで100頁

程度であったものが200頁程度にまで膨れ上がった。当然掲載作品数も大幅に増加している。

この傾向はしばらく続き、昭和28年ごろにはそれぞれ250頁ないし300頁程度にまで至った。

中間小説の隆盛は、雑誌の頁数や作品数の増加という数的膨張だけではなく、中間小説の概

念をめぐる議論や、個別の小説への積極的な批評という形でも現れた。『オール讀物』昭和25

年2月号からは12月号まで掲載された創作合評はその先駆的存在であろう。この創作合評は

作家と批評家が『オール讀物』の掲載作を中心に論じるものである。初回に編集部が「読者の

立場で前号新春小説まつりの読後感をおねがひいたします 45）」と依頼したとおり素朴な批評

で、中間小説とみなされうる作品に対する非難はほとんど見当たらない。ただし、「純文学」

と「大衆文学」のあり方や、今後の中間小説の方向性については毎回のように議論された。た
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とえば昭和25年4月、田村泰次郎が高見順と、『オール讀物』に掲載されている小説の発展が

望ましく、これによって水準の低い読者を引き上げることができる、一方「純文学」は観念的

すぎて読者層も狭いという主旨の議論をかわしている46）。この議論にみる小説への認識は、昭

和22年前後の雑誌の編集方針に見られた、狭小な読者のみに向けて書かれた「私小説」から

の脱却と新しい文学の創出という、ある意味において前向きな問題意識に類似している。

ただし、批判の対象が「私小説」から当時散見された観念的文学に変化していることは、留

意すべきであろう。田村と高見のあいだでこのやりとりが行われたころ、「純文学」では三島

由紀夫、武田泰淳らが活躍していたが、一方で野間宏や梅崎春生ら観念的な傾向を持つ大部分

の第一次戦後派は低調と批判されていた。昭和22年前後に問題視された「私小説」はその後

も厳しい批判を受け、上林暁が「私小説といふものは、風俗小説などの作家よりも腕のない作

家の書くものだといふやうな言い分」「私小説が日本の文学を損つてゐると考へがちな偏見」47）

を糾弾していることから、昭和26年前後にはすでに「私小説」からの脱却が現に図られつつ

あるという認識が広まっている様子が逆説的に読み取れる。じっさい昭和27年1月、臼井吉

見は昭和26年の日本近代文学を回顧して、「私小説や風俗小説をふくめて、自然主義的なリア

リズム小説の敗退が決定的になった48）」と述べている。臼井の指摘する自然主義的リアリズ

ム小説の敗退は、堀田善衛の『広場の孤独』、野間宏の『真空地帯』など十分に社会生活と取

り組んだ、従来の「私小説」に欠如していた社会性を備えた小説の登場によって、より印象づ

けられている。

『オール讀物』の創作合評は、その根拠地が「中間小説誌」であるという点で、中間小説に

とってはいわば「身内」による批評であったが、昭和26年になると、『図書新聞』や『全国出

版新聞』『日本読書新聞』などで次々に中間小説を中心とした文藝時評が書かれ、また「文藝

誌」においても言及が増えるようになった。しかしその内容はきわめて否定的である。たとえ

ば『図書新聞』に掲載された匿名批評は、「中間小説誌」の常連作家には概して見るべきもの

が少ないと述べ、「マンネリズム化した筆の慣れと義理にも意慾というものゝ片鱗さえ見出し

かねる彼等の作品に、若し「中間小説」の本領があるのだとしたら、その読者こそ憐れという

べきだろう49）」と辛辣な評価を下している。中間小説時評は昭和27年以降も主として新聞に

広まり、瀬沼茂樹や浅見淵が積極的に中間小説に言及した。だが中間小説の評価は決して芳し

いとは言えず、「あまりにも表面的」「個性的作品に乏しい」「批評精神やモラルが欠如してい

る」といった、かつて「風俗小説」に対して押された烙印が、そのまま中間小説にも向けられ

ており、中間小説はひとときの娯楽を提供するのみの「読物」にすぎないとみなされた。まさ

に文学的価値が認められていない状態である。さらに、中間小説に託された理念自体がそもそ

も無理のあるものであったと指摘する声もある。十返肇は「「純文学の藝術性と大衆文学の娯

楽性を兼備する真の小説」［…］は作家の理想観念の中に宿るだけの代物 50）」にすぎず、実現

性に乏しいと論じている。
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こうした中間小説作家が自己の創作活動に抱く肯定的な認識と、批評家の中間小説への否定

的態度との対立は、昭和24年前後の構図と酷似している。昭和24年前後の構図とは、第2節

で述べたとおり、「私小説」からの脱却と新しい文学の創出という問題への解答として中間小

説を提示した作家と、中間小説は文学を何ら発展させない、あるいはそもそも存在しないとし

てこの解答を拒絶する批評家との対立である。この対立構造は、昭和26年前後に至ってもな

お、変奏しながら続いていると言えるのではないだろうか。

3-2 文学の変質と文藝誌の方針転換

昭和28年前後は、いわゆる「純文学」においても大きな転換点を迎えた時期でもある。『新

潮』昭和26年12月号では同人雑誌の短篇特集が組まれたが、これに対して浅見淵は「純文学」

的作品はわずか一篇ほどしかなく、新人作家は無自覚に「ただ漫然と、中間小説的な興味中心

のものを覘ってペンを執っていることも事実である51）」と評し、『新潮』の同人雑誌特集に新

人の縮図を見ている。すなわち、新人の中間小説志向である。

この傾向がもっとも鮮明な形で現れたのが、第28回芥川賞（昭和27年下半期）であろう。

この回は五味康祐の『喪神』（『新潮』昭和27年12月号）と松本清張の『或る「小倉日記」伝』

（『三田文学』昭和27年9月号）が受賞した。言うまでもなく、のちに五味は剣豪小説を牽引

し、清張は推理小説や歴史小説を中心に幅広く活動した。とりわけ清張は、昭和30年代にお

ける代表的な中間小説作家のひとりとして注目すべき存在と言える。

ここで松本清張が芥川賞受賞に至った経緯と、この回の芥川賞に対する批評家の反応を簡単

に見ておきたい。清張は昭和26年、『週刊朝日』の「百万人の小説」に処女作『西郷札』を応

募し三等入選、同年3月の『週刊朝日 春季増刊号』に掲載され、これが第25回直木賞（昭

和26年上半期）候補になった。その後『記憶』（のち『火の記憶』と改題）を経て、『三田文

学』の性格にふさわしいものを意識して『或る「小倉日記」伝』を執筆した。『或る「小倉日

記」伝』は当初第28回直木賞の候補に挙がったが、小島政二郎と永井龍男の主張によって芥

川賞に回され、受賞に至った52）。この経緯において注目すべきは、清張が最初「大衆文学」か

ら出発して直木賞候補になり、その後『三田文学』を意識して書いた『或る「小倉日記」伝』

が当初は直木賞の候補にあげられながら、途中で「純文学」に与えられる芥川賞に回されたと

いう点である。この有名な経緯からは、いわゆる「文壇」自身が設けた「純文学」と「大衆文

学」の枠組みのあいまいさとゆらぎが透けて見える。

この回の芥川賞の選評は賛否両論である。佐藤春夫が「あまりに単色になりすぎた文壇的小

説に対する輸血」として強く推し、川端康成も推薦した。坂口安吾も文章を評価した。一方、

舟橋聖一は「授賞ときまつた二作については、私一個としては何ンらの感銘もない」と答え、

石川達三は「私は「小倉日記」に光つたものを感じ得ない。これは私小説の系統に属するもの

で、その系列を辿つて来た選者には高く認められるのであらうかとも思つた」と批判した。宇

昭和20年代における中間小説

187



野浩二は「どうしても選べ、となれば、力の弱い物であり、芥川賞に価する程のものでもない

が、まず、『或る「小倉日記」伝』か、と、私は、思った」と消極的な選を下した。丹羽文雄

は『喪神』に否定的な一方で、『或る「小倉日記」伝』は肯定的に評価した53）。

五味と清張の芥川賞受賞に、批評家からは疑問と批判が噴出した。発表直後には、「新講談」

風の『喪神』や「私小説」風の『或る「小倉日記」伝』には何ら新しい期待も感じられず、選

者の混迷が感じられるという主旨の匿名の文藝時評 54）が提出された。ほかにも高山毅は『喪

神』を「新講談」か「大衆文学」としかみられないとし、芥川賞受賞に疑義を呈した。『或る

「小倉日記」伝』についても同様で、文学精神や実験の欠如をあげ、「純文学」よりも「大衆文

学」的だと述べた上で、芥川賞としては場違いだと批判している55）。結局その年の暮れに至る

まで第28回芥川賞の選は延々と議論の対象となったが、こうした議論に共通しているのは、

『喪神』と『或る「小倉日記」伝』という受賞作それ自体よりもむしろ、この2作を選んだ作

家の選考に批判が向けられているという点である。この物議を醸した選考には、相変わらずど

のような点を「純文学」とみなしているのか、その概念規定はあいまいなままではあるものの、

作家たちの「純文学」観の変化が表れているように思われる。

第28回芥川賞の発表からまもなく、「純文学」と「大衆文学」、あるいは「純文学」と中間

小説の区別があいまいになっているという論が次々に発表されるようになった。たとえば昭和

28年4月、斎藤兵衛は「文藝雑誌と中間読物の雑誌の筆者がほとんど共通で、［…］純文学と

大衆文学の区別など曖昧にぼやけてくるのは当然 56）」と論じ、同28年7月、坂口安吾もまた、

「純文学雑誌」や「綜合雑誌」には高級小説が、その下に「中間小説誌」や「読物雑誌」があっ

て低俗な小説があるという区別は、もはや認められないと述べている57）。こうした文学領域の

枠組みの崩壊が指摘されたのは昭和28年が最初ではなく、前年の昭和27年3月には、浅見淵

が「純文学」と「中間小説」との垣がなくなったという感想を漏らしている58）。

翌昭和29年になると、「純文学」と「大衆文学」、あるいは「純文学」と中間小説という文

学領域の枠組みの崩壊は、「純文学」の根拠地であったはずの「文藝誌」の編集方針の転換と

いう形でさらに前景化していく。昭和29年4月、奥野健男は『文學界』5月号の読後感につ

いて、『文學界』が「文藝読物雑誌」になってしまったと述べた59）。奥野は「中間小説誌」と

いう語こそ用いていないが、ここで指摘されているのは『文學界』の中間小説誌化にほかなら

ない。『文學界』の変化については本多顕彰も「百万人の文芸雑誌」というコピーに触れて、

「百万人でなくても、せめて十万人の文芸雑誌にする必要を感じたとしても責めるわけにはい

かぬ60）」と雑誌の商業的問題から誌面を改変したとみなしている。こうした文藝誌の変化は

『文學界』に限ったことでも、また一時的なものでもなかった。昭和29年11月、須賀明は

「中間小説誌」の売り上げの高さにふれながら、一方で「小説が文学であるためには、たゞ面

白いだけの、売り物買い物意識だけでも困つたものだ61）」と批判した。

このように俯瞰してみると、昭和29年は「文藝誌」に中間小説的な作品が掲載されるばか
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りか、それが雑誌の前面に押し出されるという形で、文学的枠組みの崩壊がさらに進んだ年で

あったと言えるだろう。つまり、中間小説化が作品や新人という限定的な範囲にとどまらず、

雑誌というきわめて広範な領域に及んだと批評家の目には映ったのである。

また、この時期には従来とは異なった様相も認められる。それは文藝復興期以来、とりわけ

昭和22年前後から共有されてきたはずの、既存文学からの脱却と新たな文学の創出という問

題意識が、表面的にはそれとわかる形で示されることが少なくなったということである。浅見

淵は、新人が「ただ漫然と、中間小説的な興味中心のものを覘ってペンを執って」おり、端的

に言えば既存の中間小説を模範としていると指摘している。批評も同様に、すでに実作として

存在している中間小説への批判や、文学的枠組みの崩壊が優先的論題とされ、文藝復興期、あ

るいは昭和22年前後以来共有されてきた問題意識は、置き去りにされているように思われる。

本節を振り返り、議論を整理しておこう。昭和26年前後になると、「風俗小説」にかわって

中間小説が隆盛した。この隆盛は、批評家が中間小説を黙殺できなくなったことからもわかる

ように、文学内での存在感を増したという意味において、質的な繁栄をともなっていたと言え

る。さらに昭和28年前後に至ると、「純文学」と中間小説という文学的枠組みが崩壊しはじめ

た。これは最初、いわゆる「純文学」の新人の中間小説志向という形ではじまったが、五味康

祐と松本清張の芥川賞受賞によって、選考した作家、ひいては「文壇」内部の「純文学」観の

変化としても顕在化した。こうした「純文学」の変質は、作家ないし作品単位にとどまらず、

「文藝誌」の「中間小説誌」化という形でも現れた。したがって昭和20年代の後半には、中間

小説の繁栄と「純文学」の変質というふたつの現象が背中合わせとなって存在していたと言う

ことができる。

この現象の背景に、「私小説」からの脱却と新しい文学の創出という、日本近代文学が抱え

る課題の解決を見ることはできない。本節で確認したとおり、昭和26年前後には、「私小説」

からの脱却という問題は、社会性を備えた「純文学」の登場によって一応の達成を見た。しか

し昭和22年前後にそもそも問題とされた「私小説」の狭小さは、いわゆる「戦後派文学」を

もってしてもなお解決されず、広範な読者は獲得できなかったと批評家に認識されていた。村

松剛は「在来の文学たとえば自然主義文学の視野の狭さは論外としても、新しくそれの否定者

として起つた戦後派文学の生硬さは、これ又ひいき目にも否定しようがなかった62）」と述べ

ている。一方で中間小説もまた、その名称を作家自身が拒絶している。一部の作家からは、そ

もそも中間小説とは実作をともなわない理念にすぎず、実作としては未だに存在しないという

意見が提出されるに至った。とはいえ、作家たちのあいだでは引き続き、既存文学の狭小さか

らの脱却と新しい文学の創出という課題は掲げ続けられていた。こうした作家の姿勢とは対照

的に、批評家にとって中間小説は娯楽性を追求するのみの「読物」にすぎず、文学的価値は認

められないとしか映らなかった。批評家にとっての中間小説は、昭和24年前後に中村光夫が

規定して以来、相変わらず「風俗小説」の欠点を拡大再生産したような、商業ジャーナリズム
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上の産物にすぎなかったのである。

昭和28年前後に至ると、新人、芥川賞、「文藝誌」の変化に見られるように、「純文学」と

いう枠組みは変質して、中間小説との境界が不明瞭になってしまう。むろんこれは批評家の見

方であって、「純文学」の中間小説化とは単純に純文学の「読物」化を意味するにすぎない。

ただし昭和28年前後の現象がこれまでと異なるのは、中間小説が「純文学」の領域を浸潤し

はじめたと批評家が認識している点である。当時「純文学」という枠組みを構成していたのは、

「文藝誌」や芥川賞のような文学賞であった。一方、中間小説はこれまで「風俗小説」や「通

俗小説」の同義語、ないしはそれらの欠点を拡大再生産した「読物」とみなされ、「文壇」に

とっては一種の外敵であった。その中間小説が、「純文学」の内部にも実作として生じている

のである。また、この時期には年来の問題意識の後退と実作としての中間小説の前景化も認め

られた。したがって昭和20年代の終わりには、身辺雑記的「私小説」からの脱却と新たな文

学の創出という問題意識をめぐる、作家による解答としての中間小説と、批評家によるこれの

拒否という対立構造がより具体化する一方で、実作が前景化するあまり、年来の問題意識が置

き去りにされた側面があると言えるだろう。

おわりに

筆者の問題意識は、中間小説とこれをめぐる一連の言説が陥った状況から、日本近代文学が

抱えてきた問題の一側面を明らかにすることである。これを実現するために、本稿では今日に

おいてもなお未整理のまま放置されている、中間小説をめぐる言説の整理を試みた。具体的に

は、中間小説の黎明期と発展期にあたる昭和20年代をめぐって、同時代の雑誌の編集方針や

作家の意図、批評家の言説を分析し、中間小説がどのように認識されてきたのか、その変遷と

背景を批判的に検討することを論文の目的とした。

昭和22年4月に久米正雄が林房雄の小説を指して用いた「中間小説」という名称は、そも

そも好意的な意味合いをもたず、またこの時点では明確な概念既定も行われていなかった。中

間小説というレッテルを貼られた格好の林房雄は反発し、本来の意図が純文学と大衆文学の

「中央」をいくことにあったことを明かした。しかし同時に林は、自身の提唱する「中央小説」

が未だに理念にとどまっており実現を見ていないことを認識していた。一方、昭和22年前後

に創刊ないし復刊された雑誌は、「文藝誌」「娯楽小説誌」「中間小説誌」といった枠組みを超

えて、共通したある問題意識を抱えていた。すなわち、狭小な読者に向けて書かれ、社会性の

欠如した「私小説」からの脱却と、多くの読者を獲得しうる新しい文学の創出である。この問

題意識は少なくとも昭和10年前後の文藝復興期以来のものだが、昭和22年前後においては、

文学全体が解決すべき問題として共有されていた。この昭和22年前後の文学状況からは、「な

ぜ中間小説という名称を用いなければならなかったのか」という問いに対するひとつの答えが
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浮かび上がってくる。日本近代文学の多くは、批判に耐えうる思想性やこれを納得させるに足

るリアリティと、読者を喜ばせるストーリー上の意外性を兼備していなかったと多くの作家や

批評家から考えられてきた。これは一部の論者にとって、「純文学」と「大衆文学」への分裂

として映っていた。この文藝復興期以来の問題への解答として、戦後の新しい文学の創出の機

運の中で改めて提示されたのが、中間小説であったのだ。

中間小説という名称が定着した昭和24年前後になると、中間小説とは売り上げを獲得する

ための商業ジャーナリズム上の産物であって、「純文学」作家が水準を下げて余技的に書いた

ものにすぎず、文学的には無価値だという認識が批評家のあいだで共有されるようになる。こ

の時期、中間小説は「風俗小説」としばしば同類視されたが、作家が問題への解答として提示

した小説と批評家の現実認識とは大きく乖離していた。作家は「私小説」からの脱却と新しい

文学の創出を図って「風俗小説」や中間小説を発表したが、批評家にとってそれは問題を解決

しうるものとは受け入れられなかったのである。したがって、昭和22年前後には文学全体で

共有されていた問題意識が、作家と批評家のあいだで乖離し、対立していったのが昭和24年

前後の中間小説をめぐる言説の特徴と言える。

こうした対立は昭和26年前後においてもなお、「私小説からの脱却」という命題を「既存文

学の狭小さからの脱却」と変奏して続いていた。しかし昭和28年前後に至って、「純文学」に

変質の兆しが認められるようになる。それは最初新人作家の中間小説志向として現れ、次いで

五味康祐と松本清張の芥川賞受賞によって前景化した。つまり、従来であれば中間小説とみな

される小説が、「純文学」領域の内側に芽生えたのである。さらにこの傾向は、「純文学」と中

間小説の境界の消失、「文藝誌」の「中間小説誌」化といったより広範な領域に至ることで、

決定的なものになったと見える。とはいえ、やはり多くの批評家は中間小説を相変わらず「読

物」とみなして文学的価値を認めていない。狭小な「私小説」からの脱却と新しい文学の創出

という戦後掲げられた課題は、結局昭和20年代のうちには解決をみなかったと言わざるをえ

ない。昭和22年前後に林房雄や和田芳恵らが掲げた中間小説は、作家と批評家のあいだで分

裂、対立し、本来の意味では現出しなかったのである。

しかしここで真に問題とすべきは、本稿の冒頭でも述べたとおり、一連の議論に用いられた

語や概念が、きわめてあいまいに、恣意的に運用され、正当に成立するはずのない議論が延々

と繰り返されてきたという点である。問題提起の当初は、語や概念の定義をあいまいにしたま

までも、ともかく議論を行わなければならないという危機意識があったのかもしれない。とこ

ろが、昭和20年代後半、とりわけ昭和28年前後には、その問題意識さえもが置き去りにされ

て、ひたすら眼前の中間小説に、相変わらず語や概念の定義があいまいな状態で取り組むとい

う、本末転倒でじつに空虚な状況が立ち現れてくる。しかし一方で、この空虚さこそが、今日

に至るまで日本近代文学が抱えてきた問題の根本的原因を象徴しているのではないだろうか。

福田宏年が指摘したように、中間小説の最盛期は本稿で扱わなかった昭和30年であって 63）、
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この時期になると中間小説作家のあり方や、中間小説をめぐる批評のあり方も異なってくる。

たとえば、中間小説しか書くことのできない作家と、純文学と中間小説を書き分けようとする

作家 64）との二極化現象が見られるようになる。また、批評家からは中間小説の特徴としてス

トーリー・テリングや物語の面白さが指摘され、しかもそれが一部には好意的に受容されるよ

うになる。とするならば、昭和20年代に解決されずに終わった問題にもまた、新たな展開を

みることが、あるいはできるかもしれない。この点は、本稿の趣旨上ほとんど扱うことのでき

なかった中間小説の作品分析とあわせ、今後の課題としたい。

【注】

1）昭和2年に谷崎潤一郎と芥川龍之介のあいだでかわされた、いわゆる「話の筋の面白さ」をめぐる論

争である。谷崎は『改造』昭和2年2月号から『饒舌録』を連載し、事実に取材したものや写実的なも

のよりも、虚構性に富んだものが好ましいと主張した。これに対して芥川は、『改造』昭和2年4月号

から『文藝的な、あまりに文藝的な』を連載し、詩的精神の深浅を訴えて谷崎に反駁した。

2）昭和36年から37年にかけて、平野謙を中心に一大論争となった。中心的な論題は、「純文学」とは

歴史的概念にすぎず、中間小説の隆盛によりいわゆる「私小説」では時代に適応できなくなった、その

上で新たな文学理念をどのように構築していくかという点である。

3）平成10年、大塚英志が売り上げの少ない「純文学」は商品的価値として劣ると主張したのに対し、

笙野頼子が売り上げのみで文学を評価するのは危険であるとして猛反発した。

4）中村光夫「中間小説―一九四九年の文学界―」『文藝往来』1（1）、鎌倉文庫、昭和24年1月、34頁。

5）中村真一郎「中間小説と作家」『群像』12（3）、講談社、昭和32年3月、142頁。

6）たとえば『新潮』の匿名批評「文學きのうきょう」には、「同一作家が、純文藝誌に書いたものと、

中間小説誌に書いたものとを比較すれば、中間小説とは何ぞやという問いに対する答えが出るものと簡

単に考えた筆者の予想は完全にくつがえされ、はたと困つた」とある（「文學きのうきょう」『新潮』51

（2）、新潮社、昭和29年2月、50頁）。

7）たとえば昭和32年、原田義人は、当時売上が低迷していた『新潮』『文學界』『群像』『文藝』などに、

「中間小説誌に接近することで苦境からの脱出を試みようとする傾向がある」と指摘し、雑誌の区分が

無効であることを示唆した。原田義人「文芸時評 4月号」『日本読書新聞』892、昭和32年3月25日

付。

8）小嶋洋輔「遠藤周作「中間小説」論 書き分けを行う作家」『千葉大学人文研究』36、千葉大学文

学部、平成19年3月、49-50頁。

9）小嶋洋輔「安岡章太郎の書き分け戦略―「中間小説誌」との関連を中心に―」『語文論叢』29、千葉

大学文学部日本文化学会、平成26年7月1日、37-38頁。

10）日本近代文学の本質的問題という点においては、前田愛が「昭和初期の読者意識」「読者論小史」

（『近代読者の成立』（有精堂、昭和48年11月）所収）で、昭和初期から昭和20年代の言説を、読者の

存在に着目して整理してみせたのは周知のとおりである。したがって前田論文には本稿における論考の

枠組みと共通する点があるが、本稿では中間小説をめぐる言説からのアプローチを試みたい。

11）前田愛『近代読者の成立』有精堂、昭和48年11月、268頁。

12）高見順『昭和文学盛衰史』2、文藝春秋新社、昭和33年11月、268頁。

13）瀬沼茂樹「中間小説」日本近代文学館・小田切進編『日本近代文学大事典』4、講談社、昭和52年1

月、282頁。

14）丹羽文雄他「新文学への展望―懸賞小説選者を囲んで―」『新風』2（4）、大阪新聞社東京支社、昭和

22年4月、18頁。

15）林房雄「中間小説私論」日本文藝家協会編『現代小説代表選集』4、光文社、昭和24年8月、1頁。

16）林房雄、前掲書、1-2頁。
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17）たとえば、林房雄他「小説に就て」『文學界』10（1）、文學界社、昭和22年6月、2-14頁。伊藤整他

「本格小説論」『文學会議』3、大日本雄弁会講談社、昭和22年12月、200-211頁。

18）「編集後記」『日本小説』1（1）、大地書房、昭和22年5月、108頁。
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25）横光利一「純粋小説論」『改造』17（4）、改造社、昭和10年4月、302頁。

26）横光利一、前掲書、307頁。

27）代表的なものとして、中村光夫「近代リアリズムの崩壊―横光・武田・丹羽―」『風俗小説論』河出

書房、昭和25年6月。

28）横光利一、前掲書、304頁。

29）正宗白鳥「文藝時評（三）」『潮流』2（3）、昭和22年3月、吉田書房、96頁。

30）本多秋五は戦後文学の特質の一つとして、「在来の日本的リアリズムと私小説の揚棄、正確にはそれ

の希願」をあげている（本多秋五『物語戦後文学史』完結編、新潮社、昭和40年6月、320頁）。

31）浅見淵「文藝時評」『文藝首都』16（10）、新太陽社、昭和23年10月、62頁。

32）注4に同じ。

33）中村光夫「中間小説―一九四九年の文学界―」『文藝往来』1（1）、鎌倉文庫、昭和24年1月、34-38

頁。

34）平田次三郎「やるせなき忿懣」『近代文學』4（7）、近代文學社、昭和24年7月、29頁。

35）本稿の主眼はあくまでも中間小説にあるため、ここで風俗小説について独自の定義を与えることは避

ける。風俗小説は本来、当世の社会風俗を描写した小説を指す。しかし風俗小説というレッテルは往々
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【2014年9月5日受付,10月30日受理】

Ch�kansh�setsuintheFirstPostwarDecade:
LiteraryPositionsandTransitions

MARUYAMAMichiyo

Around1947,ch�kansh�setsu（lit.・middlebrow・or・intermediate・novels）werebornoutofa

probl�matiquethatsoughttoovercomeconventionalliteratureandtorealizeanewliteraturethat

couldattractmorereaders.Ch�kansh�setsugraduallybecamepopularandfoundmanyreaders.

Asaresult,bythemid-1950s,itsliteraryframeworkgraduallybecameambiguous,leadingtoa

floodofch�kansh�setsu-stylenovels.Itwasthusthatch�kansh�setsuflourishedinthefirsttwo

decadesaftertheSecondWorldWar.However,literarycriticshadcriticizedch�kansh�setsuasa

mereoutgrowthofcommercialactivitythatfailedtoachievewriters・philosophicalideals;hence,it

waslackinginliterarymerit.Nevertheless,thewordsandconceptsinthesediscoursesonch�kan

sh�setsuwereusedinanobscureandarbitrarymanner.Therefore,theconceptofch�kansh�setsu

wasnotclearlydefined.Itcanbeassumedthatsuchbarrendiscussionsreflectedasenseofcrisis

thatwasprevalentamongwritersatthetime.Thispaperseekstoclarifythepointofthesediscus-

sionsinmodernJapaneseliteraturethroughacriticalanalysisofcontemporarydiscoursesonthe

positionofch�kansh�setsuinthefirstpostwardecade.
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