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徳永直えの追懐(その2)
首

藤

直7郎

H部落のT家は部落有数の農家であり'道路から二〇米ばかり入
り込む私道の正面に'中門と呼称される農家としては豪荘な長屋門
があってその向って左側が十畳ほどの養蚕部屋になっていたが当時
はすでに養蚕はしていなかった｡

いま手許にある'熊太市｢日太談義社｣発行の｢日太談義｣の昭

‑

登米と｣と

十畳ほどの養蚕部屋はちO･んと片付け､人が住める様に工夫をLt

現れ'東京に於ても二三回会ったがその後の消息はきかない｡

信もまた徳永と同じ‑登米から妻を得て'しばしば小宅の茶の間に

その他の日太談義はいまは小生の手許から紛失している｡西堀重

居を写真入りで東京の新聞に投稿している｡

四枚の原稿を書いている｡また'手許にないが'徳永の疎開先の住

表題し(取材作及び妻となった二人の女性｣と副題してやはり十三

ほどの原稿を書き､仝じ年の十月号に｢続･簡水面

｣と表題し(故人が第二のふるさと北国の城下町｣と副超して十枚

和三十三年四月号に'熊本市生れの西堀重信が､｢徳永直‑登米と
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徳永親子を待っていたのである.頑丈な木柱はl種の風格があり前

面に広い庭と井泉を眺め､徳永はこゝに終戦を越えた十1月までの

疎開生活を送るのである｡そして道代､街子は徒歩で約四十数分を

要する登米小学校に通ったのである｡

徳永がなぜ二度(疎開で三度)ほどしか来町しなかつたこの不便

な登米に疎開したのだらうか､勿論それは亡妻トシヲの生地であり､

そして結婚式も挙げた登米に心をひかれたであろうことは充分に察
知出来るのである｡

昭和二十年の前半は､戦争の惨禍は言語に絶Lt室国到る処にその

傷跡をとどめ'都会の人々は何びとを問はず田舎に疎開しなければ

ならなかった｡いわゆる強制疎開である｡徳永もそれに迷って各知

友に連絡したのであろう'その第一の候補地が'相馬御風氏が住ん

でいられる糸魚川のほとりであった｡御風氏からもその話はあつた

と'徳永からの便りがあつたが､いまそれををするハガキはない.

小生と伊藤政雄は大変苦心して徳永親子の安全且つ執筆にも都合の

よい疎開先を探したのである｡事実登米の隣町にも二'三ヶ所爆弾

が投下され､橋梁の損傷や'負傷者が出たほどである｡当時果して

会

費

(金曜)

｢〇〇〇円

入り正面)

(通称立町'東芝ストアーより北へ

午後四時半 文学碑前集合⁚献酒･献花･作品塑訊
午後六時
総会･｢徳永直を偲ぶ｣懇談会
場 所 黒髪校区社協会館(坪井四丁目)

二月十五日

何処が安全かは誰びともこれを保監することは出来なかったo

一
一

回直忌
3永宗

第徳孟
〒

よてこれを物語っているであろう｡

云いつけ通りおのれたちの生活を守った｡｢妻よねむれ｣の行文が

家からの援助はあったにしろ'道代街子は甲斐々々しく､父親宙の

翌日から徳永親子のきゝやかな疎開生活がはじまる｡人の好い大

になっており'こゝが地名とはうらはらに失業者の群れている白山

角の書店のはそい通りをしばらく行‑と'そこら1帯が窪地みたい

らだらとキ‑シタン坂を上ると竹早町の電車通りに出る｡向う側の

当時首藤は､小石川区者荷谷町に間借りをしており'そこからだ

舎であった伝通院前の二等局小石川郵便局がその職場である｡当時

首藤は昭和三年東京に職を得て上京した｡震災に遇って仮りの庁

に書いて員つたのだが'太字で実に素晴らしいものであった｡

の機関紙｢太陽のない衝｣を発行していたo題字はナツプの誰れか

首藤たち五'六人の活動家たちはこゝの細胞となって'ガ‑版刷り

御殿町である'即ち徳永の｢太牌のない街｣の大きな舞台である.

同人として毎号投稿していた｢新人詩歌｣の○氏の並々ならぬ斡旋

タブロイド版四頁である｡町一帯が失業者で溢れ'おおむねその

日暮しの低所得者である｡首藤たちは周辺にある会社や個人の祐福

のたまものである｡｢新人詩歌｣は後'首藤の手によって僅ばかり

の期間編集発行さかることになったのだが'廃刊に当って｢新人詩

な家から三'四日ほどかかつて寄付を集め､無量院の和尚の好意に

に於て居住地運動をする様になって

キに依り'蔵首された徳永が'七'八人の同僚と設立したのだと云

を通って郵便局え通勤していた.博文館(後共同印刷)

のストライ

首藤は毎日下宿先の小石川区宮下町十二番地の○氏方からこの林町

委員宅などえ押しかけたりして'同志はつぎつぎに検挙され'細胞

ない街｣が十数号を重ねるころであった｡当時米よこせ運動で方面

少年少女を対象にした｢長uAのコドモ｣を発行したのはすでに･｢‑

が出来ない｡また首藤の発案でピオニール組織の足がかりとして'

地'共働印刷生産組合に依稜したのである｡

う事は'後日｢太陽のない衝｣

はついに潰滅した｡

｢太陽のない街｣を発行していた折'首藤ら同志二人ほどで'当

の太元である徳永氏に何か掌篇小

説の様なものを書いて世貝いたいと思ったからだった｡面識のある蘭

あることとまた｢太陽のない街｣

時大塚に住んでいた徳永直氏宅を訪れた.徳永の夫人が登米出身で

に'そして数ヶ月後入党していたのである｡

不在で'日太髪の美しいトシヲきんが玄醇に現れた｡四十五年もす

った｡訪問時間が午後の八時を過ぎていたためもあつたが徳永氏は

首藤はそれまでは勿論徳永氏に遇った事も夫人に会った事‑なか

東印刷の同志が案内したのである｡

やは‑全協加盟の失業者同盟に入ってその活動に従った｡

僅かな伝手をえて小石川区役所の臨時雇い人夫となった｡その後

職を得て僅か三ヶ年ほどで失業の憂き目に遇ったのである｡

l年余りはどの非合法活動ののち､ついに検挙され'郵便局は栽首｡

いた'全協加盟'日本通信労働細合に入り'またしばらくして共青

職を得て7年余りの後首藤はひそかに当時ご‑T部に結成されて

｢太陽のない街｣が登場していたのである.

から､関東印刷の同志からその事をきいた｡すでに雑誌｢戦旗｣に

よゎ'同寺院で｢失業者慰安の夕べ｣を開催したことは忘れること

歌同人集｣出版の計画があり'その印刷を'小石川区林町五十九番
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ぎた今日でも眼に浮ぶo

然し徳永氏不在のためつい原稿の依頼は出来なかった｡

優し‑妻を追悼
徳永直
｢妻よねむれ｣
｢宮城文学夜話｣より転載

(河北新報五三年二月一八日付夕刊

妻の出生地で構想
徳永直の長編小説｢妻よねむれ｣は'宮太百合子の｢播州平野｣
と並んで'戦後初期の民主主義文学運動を代表する作品の1つとさ
れている.｢妻･Liねむれ｣は次の享っな書き出しで始まる｡

｢トシヲ､いまおれたち親子はお前の故郷に疎開してきている｡
宮城県丁郡丁町字H部落'ここは山ン中だがやはりT町の1部で'
お前の生れ育ったT町から一里も離れているが'裏の山にのぼると'

かつては仙台侯の支藩で､明治の初期までは米穀の集散地として殿
賑をきわめたという城下町が青い田圃をへだててよくみえる｡げんー

にお前のうんだ町子はT町の国民学校五年に'道代はT町の高等女
学校一年に'まいにらここから通っているんだ‑｣

宮城県丁郡丁町字H部落とは'同県鷲米郡草米町針田地区を指す｡

″の遺骨を抱き'片手に二女'三女

徳水は'昭和二十年七月十日'東京からここに､亡くなってまだ四
十九日忌も過ぎない妻ートシヲ

の手を引いて疎開して来たのだった｡やがて敗戦を迎えるが'徳永

は'現在の同町小島東針田二三㌧高橋勝義さん方に間借りLt帰
京する同年十一月末まで住む｡

徳永親子が疎開'住んでいた長屋門'
今は物置として使われている

(河北新報提供)

彼はここで'二十年近‑連れ添った亡き妻の不幸な生い立ちから病

川に疎開する予定だったそうです｡それを私と､亡‑なった彼の奥

さんのいとこに当たる伊藤政雄さんがこっちに変えさせたのです｡

っている首藤直‑郎さんが'徳永について詳しいと聞き､訪ねてみ

同町寺池桜小路で｢蔑々洞｣の看板を掲げ､書画'骨とう品を扱

ています｡だから私たちの働きかけは､ちょっとした誘い水だった

三回忌には'奥さんに代わって施主側の代表としてここにやって来

のもここですLtまた彼の奥さんの養い親だったおばあちO･んの十

ものがあったはずですけれども‑｡例えば'二人が結婚式を挙げた

もちろん'徳永きんには'それ以前にもっと強くこの町に引かれる

た｡首藤さんは徳永の九つ下だが､戦前からの知り合いで'彼の小

昭和1 6年に妻の祖母の1 3回忌でやって来た徳永直

(中央)と当時の登米町の文学青年たち(右端が首藤

I

t二反の小作のほか荷馬車引きで暮ら

″を産んで間もなく病気で亡‑なった｡

徳永の実家は農家だがt

実家で.トシオ

同町の大きな商店の二男坊に嫁いだが'入籍しないうちに離縁され'

を作って家産の1切を失ってしまった｡また､けトシヲ″の母は'

小学校を建築した親方の孫娘だが'親方はこの仕事では‑大な借金

十五歳'トシヲが二十歳の時だったo
"トシヲ 〟は'明治時代の代表的洋式建築物として現存する登米

を追うようにやって来て結婚したのだった｡大正十三年､徳永が二

震災に遭って一時帰京,公立登米病院で働いていた:トシヲ″の後

彼を連れ出したo彼はここで.トシヲ″を見初め'その後'関東大

回開かれる在京登米入会に｢暇つぶしに遊びに行ってみないか｣と

徳永の同僚にたまたま登来町出身者がおり'そのころ年に三三

った｡

上京､女中奉公をしながら夜学の看護学校に入り､派出看護婦にな

たため小さい時から子守に出され苦労したo小学校を卒業してすぐ

動に飛び込んでいった｡"トシオ″は登米町の出身で'家が没落し

徳永は熊太県の出身で'東京で印刷工として働きながら'労働運

と思っています｡｣

｢徳永さんは初め'歌人の相馬御風先生のお誘いで新潟県の糸魚

よく似た生いたち

Iつ一つをついきのうのことのように思い出して語って‑れた.

でしばしば足を運んだという北上川の堤防の辺りを案内しながらt

直一郎さん)一河北新報提供

説に･dたびたび登場する｡首藤きんは'徳永の疎開先や'彼が好ん

構想を練り､その1部を書き進めるのだ｡

気で亡くなるまでを'優しい雪情を込めて描いた｢妻よねむれ｣の

(4
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しを立てるという貧しい家で'彼は小学六年の二学期から印刷工場
の見習工になった｡よ‑似た生い立ち'境遇が二人をしっかりと結

洗たくに苦労

びつけたのだろうか｡徳永は〝トシヲ″と結婚した翌年から,創作
を発表するようになる｡

炊事へ

碑 建 設 は 立 ち 消 え

｢ちょうど今ごろの風景です｡それにしても'徳永さんが亡くな

った後で'彼の文学碑を建てよぅと話が起こり'1部で寄金まで集

小説に'東京に残った勤労動員の学生として出てくる長男のF幸

めましたが'実現できなかったのは戎念です｡｣

″(岩手大農学部教授徳永光1氏)が'｢父の評価が定まっ

た後でよいと思います｡その時になったら'私の方からお願いしま

1さん

ぐらいの所にある｡米山町との境にある山村｡高橋さん万は長屋門

す｣と辞退したこともあって'文学碑の話は立ち消えになった｡

徳永の疎開先の針田地区は'町の中心部から南西'徒歩で四十分

のある大きな農家｡今は菖唾として使っているその長ug門の左側に､

徳永の文学碑は'昨年二月､彼の古里の熊本市に建った｡その話

の旅

史

徳永親子が住んでいた部屋があった｡十年ほど前に亡くなった勝義

へ

青

を伝えながら'首藤きんは｢先を越されましたなあ｣と悔しそうだった｡

諏訪湖

村

〟湖水の東南に当って,頁夏でも雪をかぶっている八ヶ岳,北東

中

さんの祖父噴きんが首藤きんと親しかったことから'養蚕部屋を改
造して提供したという｡

墳さんの妻かつみきんにも思い出話を聞いた｡
｢徳永さんは私より二つ上で'やもめ暮らしが大変に苦労のよう

は裏山へ入って薪の拾い集めです｡午後からは机に向かって原稿を

でした｡子供たちにご飯を食べさせると掃除'洗た‑です｡その後

書いていましたが'時たま外に出て来て'裏山を借景にした庭をあ

ので'あまり山が多いと､くべつがわからぬようなものである｡

によって霧ヶ峰などの雪,･Uんでているのが'めじるしみたいなも

東京から‑る下‑列車は東の万の山ひだからこつ然として姿をあ

発している天竜けい谷にそいながら'また山ひだに消えてゆく｡

らわし'北へはしってこんどは西へまわり'潮水からその水源を

帰京する前に､二人の娘さんと北上川の堤防を散歩する場面を徳

っまり汽車線路は'南側の一部をのこして'湖辺の約四分の三ほ

永は'｢妻よねむれ｣

｢湯がかげつてきたせいか'川風がさむくなってきた｡日根牛山

にいえば上諏訪へ

なる山々｣の冒頭部分のl節であるO

このドキュメント風の作品は､

下諏訪'岡谷である｡

が紫色に澄んでみえるO重畳する北上山脈の遠いいただきには雪が

徳永直の戦後版｢太陽のない街｣とも呼ばれる未完の大作｢静か

堤防に立つと'傍らの首藤さんがうなずいた.

あるようだが'また風がでるのかも知れない｡‑｣

どをうかいするうち二二つの駅と三つの都市をつないでいた｡噸

の結びの章に書いている｡

たちがやって来て'ウメモド与の実をついばんでい‑｡

太‑て大きなドゥダンが'真っ赤に燃えるようだった｡晴折小鳥

かずにながめていました｣
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ここ諏訪湖畔が舞台となっている｡岡谷市郊外川岸村の東京電気｢

〝私〃は,単なる現地視察ではなく共産党のオルグとしての役目

力したりするのが私の役目であったotとル役目〃と言っているから

を負っていたと考えられる｡かって｢太陽のない街｣の自己批判に

体をくわしく知らぬために'正確に描きだせないでいること〃(岩

おいて･〟この鞄争を指導した'当時非合法だった月表共産党の実

波文庫｢太陽のない街｣解説)を第1の欠点として挙げた彼が'｢

にリンゴの赤く実った白田があり'湖までの平地は狭くすでに冬の

仕度を撃えっ〜あったo城に備えつけの望遠鏡で諏訪湖とそれをと

ったo岡谷駅で国鉄バスを降り'そこからしばらく天竜川に沿って

り巻‑山々を眺めた｡そして'やはり岡谷まで行かねばならぬと思

下り･再び上流へ歩き'釜口という諏訪尚が天竜川に流れ落ちる所

を経て湖畔に出た｡

｢村にきた文工隊｣

｢争議
二九五〇年一月)

(1九四九年五月)

｢静かなる山々｣の先行作品というか､習作というか'とにか‑

(同年七月)

下書きみたいな作品に｢川岸工場から｣

のある村風景｣

〟工場地帯へ行って若い労働者諸君と生活をともにしたりするよ

がある｡

うなことなしには書けなかった〃とその死の床=九五八竺月)
でさえ語った徳永直は､｢村にきた文工隊｣の冒頭に次のように述
べる,〝四九年の八月はじめ'私は長野県上伊那郡F村のある農家
に三晩とまった.七月中旬東京をでて'同県諏訪郡川岸村'東芝川
岸工場女子寮に五晩とまり'工場周辺の農家に十晩とまって'ここ
へきたが,F村では'ここの青年会主催の文芸講演会に出たり'ほ
かの村をまわっている川岸労組の文工隊と､ここでおちあって'協

の作品論が成るまではと‑にその感は強いことだろう｡

諏訪湖附近の信濃路にはまだまだ未練がある｡｢静かなる山々｣

(赤彦)

信濃路はいつ春にならん夕づく日入りてしまらく責なる空のいろ

っただいだい色に輝いていたことを思い出す｡

冷え込みであった｡金峰山に沈んだ太陽のあとが'しばらく透き通

第‑回孟宗忌が行われたt九七八年二月1五日は'その冬1番の

き因縁を感じたりしたD

療養生活に入ったのであったo〃という妄が目にとまったo奇し

｢敗戦の日から｣の中で､〝諏訪町の妻の実家の離れの毒に移り

｢近代文学｣創刊のころ﹄という本をいただいたoその小田切秀雄

小田切秀雄先生に雑誌詔永直研究﹄を全三冊送ったお返しに﹃

あった｡

走せていだ｡湖面に義光の一筋を残して周囲の山々は闇のかなたに

畔道路を'下り列車の時間を気にしながら上諏訪の駅へタクシーを

赤彦の歌のように湖面氷結まではいたらぬが'冷えびえとした湖

に留意していたかを物語るものでもあったD

静かなる山々｣を書くにあたって'共産党の指導ということにいか

押して行く繭の荷車に山の湖の夕照さむ‑片明りせり

上諏訪の駅に降りたo諏訪氏の居城であった高島城に登ったo眼下

島木赤彦の歌である｡あれやこれや想い浮べながら､私は中央線

夕焼空焦げきはまれる下にして氷らんとする湖の静けさ

学であり'映画化されては多くの観客の涙をさそった｡

て君臨した土地であり'山太茂実の｢あ〜野麦峠｣は感動の記録文

東電川添工場｣がと‑に中心となるDこのあたりは片告製糸がかっ
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中野重治が亡‑なったことを偶然テレビのスイッチを入れて知っ

かっだのに‑‑｣とお小言を頂戴した｡

｢歴史の証人｣を亡くしたものである｡

原泉)宛に｢

徳永直の研究についてはへ欠かせない中野だったが､その意味で
は惜しい

として弔電を送った｡

早速'中村青史きんと相談してマサノ夫人(女優

一九六四年(昭和三九年)部分核停条約問題で､志賀義雄等と共

直の会｣

敗戦後の1九払八年(暗和廿三年)の秋頃だったか､中野が共産

に共産党の規律を破って'除名された中野の言動とf部の作品につ

た｡

がついて行ったことを覚えている｡

党の参議院議員文教常任委員として釆熊､熊本商業高校の視察に私

す｡

昌

秋

(1九七九･八･二五)

葉

た作品です｡未完となっていますが'短篇のかたちを構成していま

f望別のf九五七年四月から半在闇'｢新日本文学｣誌上に連載し

最近'二つの歴史｣を読みましたoこの小説は､直が死去する

千

｢一つの歴史｣を読んで

った徳永と中野の御両人'どんな話をしていることだろうか｡

いては'苦々し‑思ったものだが'今頃三途の川で二一年振りで会

校長室で一緒にお茶1杯飲んで外に出たoその後の予定を聞くと
｢徳永が弟とうまく行っていない様子だからそのことで話に行vJ
と云うので'市電に乗って水道町で別れた｡

中野重治が熊太に来たのは'恐らくその時が最初にして最後だっ

のことであるo

｢徳永｣は勿論徳永直のことで'弟と云うのは当時中職人町で理

た'と当時京陵中学勤務の吉良敏雄さんも証言している｡

髪店をやっていた.すぐの弟秋雄さん(故人)

徳永直文学碑廷立では､吉良さんの手で中野に趣意書を送ったが'
早速五千円をカンパして‑れた｡
｢文学碑建立に寄せて｣と云うパンフレットを作るためにへ徳永

田舎から東京に出た小川五平が'印刷工になり'そこの職場の労

だが'代筆で｢その時軌でない｣と云う意味のハガキを寄せて来たo

であることは'読むとすぐわか‑ます.年譜には二九二1年(大

働者に働きかけて労働組合をつくる‑そんな筋です｡主人公が直

正十f年)に上京､小石川の博文館印刷所の植字工となるO出版従

この博文館は'｢太陽のない衝｣の舞台となった共同印刷の前身

業員組合の創立に参加し'博文館支部責任者となる｣とあります｡

かって'非合法時代東京で中野としばしば交渉を持った先輩S氏

だと､解説にあります｡直は二四年と二六年の二回にわたる共同印

(熊本市在住)

と今朝電話で話をしたが｢早‑中野に会っとけば良

永の作品からしか伺うすべがなくなってしまった｡

秋雄さん既に逝き､中野は最早語らず'直と弟とのいきさつは徳

と古い交流のある中野に特に秋雄さんとの話の模様など寄稿を頼ん
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｢一つの歴史｣に出てくる職場と登場人物は､当然｢太陽のない

刷のストライキに参加し､そして7九二八年に執筆を始めていますo

の記憶しなどはもっともっと多くの人に読んでもらえる作品のはず

円とか'｢失業都市東京｣も初版太だと八千円はしている｡｢最初

のである｡ここにあげているものの他で'｢赤い恋以上｣一万二千

だが､これも無いo研究者だけが値をつり上げているのではないと

街｣のイメージと重なっていると思われます｡しかし､それから二

十八年後の､しかも太平洋戦争後に直が書いたこの作品は'小説と

て作品が与えられないとは､一体どういうことなのか｡選集でもい

1

!四九八番

五CO円

五〇〇円

1'f1700円

七〇〇円

｢八CO円

二､五CO円

二､五〇〇円

三､〇〇〇円

二､000円

二､五cc円

二､五〇0円

四､CO0円

五､cc〇円

1111uOUE:

四､五CO円

四､五CO円

こ､COO円

七､五cc円

七､0cc円

二､cc〇円

( S 生 )

思う｡徳永直ファンはこれから急増するのではないか｡それに対し

い ､ 千 秋 の 思 い で 待 つ の み ｡

いうよりも直の若い日の回想記といった感じを受けましたo当時'

のせいか'筆の勢いにシャープさを欠き'描写や文体も戦前のプロ

三一版

熊本市某古寺店での値段
失業都市東京

三和書房

初四初二初初初再初初七初初20初初初
版版版版版版版版版版版版版版版版版

熊太

昭昭昭昭昭昭昭阻昭昭晒昭昭昭昭昭昭昭昭昭

直は胃と腸がガンにおかされ'かなりの重症であったようですoそ
レタリア文学の類型から脱け出ていないように思われます｡主人公
のまわりをうろつ‑刑事の描き方も牧歌的だLt田舎からぼっと出
てきたばかりの青年労働者の〟教育〃によって海千山千の印刷工た

はたらく人々

費明記
逆流に立つ男
八年制

ちが階級的に自覚していく‑だりも'ずいぶんと甘い｡

それにもかかわらず'私はこの作品に魅力を感じます｡
労働者ひとり一人の描き方の克明さ､印刷工場や住んでい

梅と桜

る下町の雰囲気の伝え万のうまさ'それが笑に生き生きしています.
むろん'直自身が仕事に打ちこんだ職場の描写と云ってしまえば'

はたらくf家

村に来た文工隊

あぶら照り

小さい記録

光をかかぐる人々

小説勉強

風

東京の片隅
結婚記

それは当然かも知れません｡しかし直は'｢太陽のない衝｣とはち
かった愛情を抱きながら､これを書いたのではないでしょうか｡直

(徳永直遺稿集｢fつの歴史｣･新読書出版部･昭三十三年七月

の肌の暖かみが伝わって‑る作品です｡

発行｡奥付の年譜は津田孝が編んだもの)0

高嶺の花の直作品
徳永直の太は'いまや超貴重太である｡新本で入手できるのは｢

静かなる山々
徳永直短篇選集 徳 永 直 研 究 会 刊
徳永直論 久保田義夫
徳永直研究 第2号

太陽のない街｣の新潮社文庫太'新月太文庫太だけである｡岩波文
庫の｢太陽のない街｣は絶版だLt復刻太の｢太傷のない街｣が近
ごろ古書店に安い値で出ている｡三､四年前までは'東京から送っ
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(〇九六三)旦･三八八六

振替

徳永直研究

市坪井四IT一八高光万

電話

てくる古書目録に注文すれば'たいてい手に入ったし､値もまあま

郷粁

あであった｡それがこのように高価となりしかも入手困難となった
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