終戦期長野 の 山村疎開の諸相
―一石川達 三 「暗 い嘆 きの谷」 を読む――

神 子 島
:.問 題 設 定

「疎開」と聞いて何 をイメー ジす るだろ うか。
農村 に放 り込 まれた都会 っ子、24時 間体制 の集
団行動ゆ えのい じめ、空腹 と食料 の奪 い合 い な

健

とい う小説 を通 して、疎開地 となった温泉郷 の
終戦前後 の諸相 を見 てい く。
石川達 三 (1905‑1985)は 、「蒼颯」 で第一 回

ど、戦後 に出て来 た当事者 の 回想 の多 くには、

芥川賞 (1935年 )を 受賞 した。 日中戦争 の兵士
を描 いた「生 きてゐる兵隊」 (『 中央公論』 1938

疎開 によって10歳 前後 の少年少女が直視せ ざる

年3月 号 )の 発売禁止 などで知 られる一 方、徴

をえなかった人間の負 の側面が語 られる ことが

用 され海軍 の報道班員 となった り、文学報国会

多 い。

の実践部長 なども務 め、十五年戦争 と関わ りの

後 で詳 しく述べ るように資料 として残 りやす

深 い作家の一 人であ った。
戦争末期、長野県芋井村 (現 在 は長野市芋井

いのは学童集団疎 開であ る。その多 くは学校 の
同窓会あ るいは当時 の児童 と受け入れ先地域 の

地区)に 石川 は妻 と二人の子 どもを疎開 させた。

人 々 との戦後 の交流会が編集す る回想録 な ど、

そ の体験 を元 に 「 暗 い 嘆 きの 谷」 (『 文学界』

当事者集団の手 による記録 が多 い。 もしくは市

1949年 3月 〜7月

区町村 で聞 き取 りをした りす ることもある。だ
か ら豊 島区 で作 った資料 に触 れて、「むず か し

してい る。 1949年 11月 に単行本 として出 され、
そ の際作者 は「後書」 をつ け、「この作品 はか

いのは、 まだ生存 されてい る方 も多 い し、公立

な り記録 にちかい もので、殊更な粉飾 は施 さな

の資料館 とい うこともあ って、一方的 に非難す
るような ことは書 けません。 い きお い抽象的 に

か つた」(石 川[1957:242])と 書 い てい る。 ただ
し厳密 な ノン・ フィクションではな く、登場人

書 かざるを得ず、 リアル さ切実 さがでて こない
とい う問題があ ります」 (全 国疎 開学童連絡協

物 の名前 も変えてある し、後 で見 てい くように

議会(編 )[1991:47])と 、あ る疎開体験者が戦後
46年 の時点 でなお述べ てい た。

)と い う少 し長めの短編 を執筆

設定 の変更 も存在する。あ くまで小説である。
彼 のデビュー当時か ら戦後 にかけて文壇で重
要 な流れ を作 って い た「私小説」。その私小説

体験者 の高齢化 による切迫感 か らか、全国疎

に批 判的で社会的な題材 を扱 った作品が石川に

開学童連絡協議会企画 事業部(編 )[2007]な どこ
うした欠点 を克服す るような証言が最近出て き

は多い(松 本[2002])。 「蒼眠」 と「生 きてゐる兵
隊」が ともに典型的である。複数の人 々 をプロ

てはい るが 、学童集団疎開に限定 して考 えて も

ッ トに配 置 して、階層 (階 級 )、 ジ ェ ン ダー、

当事者ゆ えの視 角 の限界 はあ る。 また、縁故疎
開や工場疎 開 など、疎開の他 の側面 は尚更見 え

地域、世代 などの差異 による行動 の違 い、対立
などで ス トー リー を組み立 てるのである。「暗

に くい。本稿 では当事者 か ら少 し離 れた観察者

い嘆 きの谷」 も自分 と家族 の体験 がベースにあ

として作家 の石川達 三が書 い た「暗 い嘆 きの谷」

るが、体験か らは距離 を取 って描かれてお りそ
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の流れに位置づ け られる。

(『

新 生』 1946年 1月 号 )や 、故郷へ 疎 開 した太

れた この作品 は石川達 三の持 ち味が出たかな り

宰治 「冬 の花火」 (『 展望』 1946年 6月 号 )な ど、
知 られてい る作品やその個別研究はあるが、そ

の力作 だが 、 ほ とん ど言及 される ことが ない。

れ も含めて疎開 とい う観点 か ら系統立てた研究

ご く簡単 に触 れた もの として、筆者 の見 た限 り

は見当 た らない。 い うなれば、あ る作家 に疎開

小 田切 [1975]、 久保 田[1978]、 平野[1988]の ほか、

体験 が与 えた意味 を問 う研究 はあ って も、作家
(達 )が 疎開 をどう意味 づ け たかの問 いが 、当

戦後4年 を経 て、終戦前後 を振 り返 って書 か

時評 で少 々取 りあげ られた程度 で ある。作 中に
は名前 の出てこない芋井村 なるモデル と作品 を
突 き合わせた研究な ど無 い。本稿 ではそれを行

事者世代 に限定 されたゆ り[1994]以 外 には見当
たらないのだ。系統 だってい るわけではないが、

あるいはその不在、更 には疎開が山村 に与 えた

荒井他 (編 )[1988]に は、「暗 い嘆 きの谷」 の他、
い くつかの疎開の作品が掲載 されてい る。 しか

影響 を考 えてい きたい。疎開研究 の精度が上が
り細分化 してい く一方 で、分 か りに くくなって

し疎開の利得者 を描 き、地域社会 の変容 をあぶ
りだ した ものは無 い。

いるそれぞれのつ なが りを考 えるのに適 してい

疎開 について大 まかな整理 をしつつ、歴史学

なうことで、山村 にとっての戦時体制 の切迫感、

るか らだ。
この作品では史料 の少 ない縁故疎開 と工場疎
開が詳 しく描 きこまれてい る。それ 自体重要 な

を中心 に疎開の先行研究 を見てお く。疎開 とは
文字通 りに解せば「空襲 ・火災な どの被害 を少
な くするため、集中 してい る人口や建造物 を分

のだが、 この作 品の特徴 は、そ うした諸 々の疎

散す ること」 (F広 辞苑』第6版 )で あ る。十五

開 による戦 時利得者 の存在 を浮 き彫 りにしてい

年戦争期 の疎開 とは、基本的 に建物疎開、工場
疎開、人員疎開の三つ である (そ の他 に各種物

る点 である。従来 の疎開研究 で も農民 と都市住
民 の接触 とい う観点 か ら疎 開 を捉 え、受け入れ
側 である農村 の優位 が強調 されて きた。だが こ
の作品では地域 の顔役 であ る旅館経営者が、間
取引で小金 をため込 む農民 とは大 きく異なる レ
ベ ルで富 を蓄積す る様子が描かれてい る。それ

資 の疎開 もある)。 その 目的 は「防空都市建設」
であ り、反撃 のための戦闘配置であるとい う観
点 か ら、避難ではな く歩兵 の戦闘用語 だ つた
「 疎 開」 とい う語 が 用 い られ た とい う(佐 藤
[1994:3¨

5])。

木造建築中心 で密集 しす ぎて火災

は特 に縁故疎開 と工場疎開 による ところが大 き

に弱 い 日本 の都市 の密度 を疎 にする ことが中心

い。従来 の疎 開研究 の 中では出て くる ことの少
ない こ う した存在 に注 目 しなが ら、「暗 い嘆 き

であ り、法的措置 (=強 制力 を伴 うもの)と し

の谷」 を読 んでいこう。

疎開が最 も早 くか ら進め られたのは当然 で あ っ

‖.先 行研 究

た。 1944年 の1月 ごろか ら、建物疎 開の第一次
地区指定が内務省 か ら出 されてい る とい う(石

そ もそ も疎開を描 い た小説 のまとまった研究
とい うのは私 の調べ た限 り、ゆ り[1994]所 収 の

原[2005])。 ただ し山村 を舞台 にした「暗い嘆 き
の谷」 では建物疎開の描写 はない。長野県内の

「文学 にあ らわれた疎 開」程度 で ある。それ も

建物疎開 に関 しては、板垣 [2008:177… 191]が 詳

ては建物 を取 り壊 して市街地に空地 を作 る建物

佐野美津男 や大江健三郎 など、疎開学童世代 の
作家 に限定 されてい る。当時少な くない数 の作

しく言及 してい る。

家 (特 に徴用 されない高齢 の作家 など)が 疎開

よいのに対 し、戦時体制 を動 かすための物資 を

してお り、例 えば正 宗 白鳥 「罹災者 の悲 しみ」

作 る工場 を守るため の工場疎開では、工場 の移

建物疎開が さしあた り空間 (空 地)を 作 れば
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転先 を確保 する必要があ つた。貧弱 な輸送体制

圧倒的に先行研究がぶ厚 いのはやは り学童集

の中で設備 を移すばか りでな く、工場 を動 かす

団疎開である。証言 の多 さだけではな く、星田

管理者や熟練労働者 などの移動 と居住先 も併 せ

[1994]、

て必要 だつたわ けであ る。重要産業、特 に航空
機産業 の工場 などか ら工場疎開を進めてい った

(編 )F資 料 で語 る学童疎開の記録』(1)〜 (5)な

行政資料 や学校側 に残 された資料 の掘 り起 こ

が、疎開先 で壕 を掘 って作 られた地下工場 でま

し、整理が一通 り行 なわれ、かな り全体像が見

ともな生産ので きる ことは まれであ った。

えて きたとい える。逆 にい えば これ以 降の研究

ちなみに、地方産業 の興隆 目的や軍需工場 の
分散 のための地方へ の移転 は、1935年 前後 か ら

は地域 史 などでのかな り細 かい話が中心 になっ
てい る。配給、農村社会 といった疎開 を取 り囲

ある程度進 め られてい る。 こうした長期的 な軍

む状況 に留意 しなが ら、従来 の疎開研究 の視角

事 生産拠点の地方分散 を「工場移転」、空襲が

の 意味 と限界 を整理 した黒川 [2006]や 、板垣
[2008]の よ うに地域 にお け る戦時体制 の変化ヘ

間近 に迫 るか、実際 に空襲 を受 けて行 なわれる

逸見 [1998]、 全国疎 開学童連絡協議会
ど、

緊急 の工場 の移動 を「工場疎開」 とここでは呼
んでお く。む ろん両者 の境 はそれほどハ ッキ リ

の 日配 りのある優れた研究 などを除 くと、重箱

してい るわけではない。工場疎開の実態 は疎開
の中で もわかってい ない点が多 いので今後 の解

の研究 は、疎開 と密接 な関係 にある配給 の問題
を大 きく取 り上げてい るが 、 これは戦時末期 の

明が待 たれるが 、「暗 い嘆 きの谷」 に工場疎 開

社会変容 を、モ ノとヒ トの移動 の両面か ら捉 え

の話が出て くる ことは重要である

る試 み とい える。 こ うした試 みは、 (当 事者 の

(1)。

の隅 をつつ くものにな りがちであ る。 この二つ

へ 移動 させるもので あ り、学童疎開でお馴染 み

語 りを重視す る立場 であ る として も)当 事者 に
は見 えなか った社会的背景へ切 り込 んでい くた

で あ る。学童疎 開 は、「少国民」 を空襲 か ら守

めに必要であ り、小説 を扱 う本稿 にも参考 とな

り (防 空 の足手 まとい を地 方へ 送 り)、

った。

人員疎開 は人を都市 か ら人口密度 の低 い地域

しっか

りと教育 を続 けさせ る (将 来 の戦争 の担 い手 と

以上が疎開研究 の大 まかな現状 なのだが、全

して育てる)た めにも行 なわれる必 要があつた。

国疎 開学童連絡協議会(編 )[1991:36]に 拠 れば、

学童疎開は一般 に縁故疎 開、集団疎開、残留学
童 と三つ に分類 される。残留者は疎開 とは関係

防空総本部 の調査 による1944年 12月 末現在 の東
京都35区

なさそ うだが 、後述 の通 り学童疎開の実態 を考

開34万 7780人 (34%)、 縁故疎 開32万 2887人

えるためには不可欠である。 ちなみに作家 の疎

(31%)、 残留学童32万 7033人

開の様 な個人的な移動 も少なか らずあったわけ

調査 主体 によリバ ラつ きがあ り数字には諸説あ

で、それが一般的な人員疎開、普通縁故 を頼 つ

るが 、重要なのはこの時期、集団疎開、縁故疎

ていた。本稿 との関連 で言 えば、板垣 [2008:69‑

開、残留組 がほぼ三分 されてい ることである。
だが集団疎開の評判 の悪 さも手伝 い、45年 に入

71]は 、戦時 における地方社 会 の不平等 を考察

す る中で、縁故疎開が しば しば都市 に残 るより
食糧事情 が悪化 した ことを示 してい る点 で重要
である。 また、ほ とん ど知 られてい ないが学童

(当

時)の 学童疎開の状況 は、集団疎

(32%)で あ った。

ると縁故疎開 に切 り替 える人が増 えてい く。学
校 レベ ルで行 われる集団疎開 に対 して、縁故疎
開や残留者 の記録 ・資料が残 りに くいか らであ

以外 (地 方 に縁故 の ない妊産婦 など)の 集団疎

る(ゆ り[1994])。

開 も存在 した ことが飯 田[2002]に よって指摘 さ
れてい るが 、実態が ほとんど分 かつてい ない。

東京都 では対象学年 の約 三分 の二が疎開 に行
って しまったわけであるか ら、疎開 とい う政策
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は残留学童へ も何 らかの影響 を与 えたであろう
ことは想像 に難 くない。残留組が多 くは健康上

期、長野市周辺 の人 々は初 めて空襲 の恐怖 を直

の理由 (疎 開生 活 に耐 えられない)も しくは経
済上の理 由 (毎 月10円 の食費負担 が 困難 )か ら

多 くに とつて、戦争 における直接的暴力行使 が
かな り「遠 い」世界 の ものであ った と見 えな く

都市 に残 ったこともあ り、一番危険な場所 に残

もない。 むろん、その一 回で犠牲 となった人が

ったはず の彼 らが 「人並みに疎開さえ出来なか

い る事実 は「遠 い」 などとい う考 えが幻想 だっ

った」(宮 原[1984:91])と 一種 の劣等感 をもった
のではないか とい う指摘 もある。

たことを示 してい る。 また これか ら見てい く通

縁故疎開や工場疎開 など、 史料 が不在 である
ならばそ こは歴 史研究が手 を出 しようが無 いの

いこの村 にも押 し寄せてお り、総動員体制 はこ
の本州内陸の一 山村 にまで確実 に及 んでい たわ

は当然 として、様 々 な疎開がそれぞれにもった

けである。

接体験す る。 この事実 か ら、 この地域 の人々の

り、戦争 の様 々な影響 はよ くわか りす ぎる くら

意味 を文学 などのテキス トを通 して考 える こと

信州長野。本州最奥 の地 として国体護持 の最

イクシ ヨ

ン)を 読 み解 く中で、長野 の一 山村 に疎 開が ど

後 の砦、天皇 の移転先 たる巨大地下壕 が松代町
ほか に建設 された地 。芋井村 に もい わゆ る

んな影響 を及 ぼ した と石川が考 えたのか、主要
な登場人物 の広 田 とい う戦時利得者が、疎開の

「松代大本営」関連施設が存在 した。「暗い嘆 き
の谷」 の作品中 に何度 もガソ リンカー (軌 道 )

諸側面 を貫 く存在 として描 かれてい るとい う点
に注 目しつつ見 てい きたい。実態が まだまだ分

の トンネルが出て くる。そ の トンネルが 「チ」
号倉庫 と呼 ばれる松代地下壕関連施設 の一 つ な

か らない縁故疎 開や 工場疎 開 を、学童疎 開 と

のだ。石油不足 の折、1944年

の枠組 みではな く)並 列的 に考察 す るため
の一 つの試 み と言 える。

し、1945年 時点 では トンネル しか残 ってい ない。
この鉄道、長野駅 の南側す ぐの南長野駅か ら裾

その際、疎開の中で もあま り知 られてい ない

花 口駅 まで7.4kmの 鉄道 を営 業 してい た善光寺

は可能である。記録 ではな く小説

(フ

(別

(う

1月

に営業 を休止

側面 に光 を当 てて論 じる以上、独善的 なテキス

白馬電鉄 (通 称 「善 白鉄道」)で あ った。

ト解釈 を避 け るためにも、歴史研究 を積極的 に
参照 してい く。以上、疎開 についての基本的な

営業停止後 2ケ 月 ほ どの 間で諸設備 は撤去 さ
れ、 レー ルや橋 げ たは払 い下げ られた。「買 い

事項 と先行研究 を抑 えた上で、作品の舞台 とな

取 られた レールはイン ドネシアのセ レベ ス島で
当時建設中の鉄道 に輸送 された ことになってい

つた長野県芋井村 とい う一農村が敗戦前後 の 日
本 において どの ように位置づ け られるのかを確
認 してお きたい。

るが、確 かなことは定 かではない」(駒 沢[1998:
1051)と い う話 も。大東亜共栄圏内 での経済協

力 とい えば聞 こえはいいが、山間 の7.4kmに 過
Ⅲ。長野 県お よび 芋井村 の位 置 づ け
1945年 8月 13日 月曜 日、長野が空襲 され、47名

の犠牲者が確認 されて い る。午前 6時 10分 ごろ
の上 田飛行場へ の攻撃 を皮切 りに、夕方 まで 5

ぎない地元民 の足 を奪 ってまでイン ドネシアに
運ばねばならない当時 の 日本 の鉄鋼、燃料事情
と、それにかかる輸送等 の コス ト、44年 ともな

回 にわた リグ ラマ ンの攻撃 が繰 り返 された(長

れば海上輸送の リス クも大 きい。壮大 なる非効
率の社会構造 の一端 をイメー ジさせ る。

野空襲 を語 り継 ぐ会(編 )[1995])。 芋井村 には爆

この トンネルは作品内では弾薬庫 とされてい

弾 は落ちず に済 んだ。
翌 日にはポツダム宣言が受諾 される戦争最末

るが、松代 「チ」号倉庫 として、天皇が松代 に
移転す る際、天皇 ・皇后以外 の皇族 の移転先 と
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して整備 が計 画 され た場所 なのであ る。実 際 の

でつ なが っているかを示唆 してい ると言 える。

ところ 、 トン ネル を利用す るに して も居住用 の
建 造物 を作 る段 階 には至 らず 、 45年 7月 26日 に

Ⅳ.学 童集 団疎 開

工 事命令 が 出 て い るが工 事 は文字通 り手付 か ず

さて、 ようや く石川達 三「暗い嘆 きの谷」 に

で終 戦 を迎 えた。皇族 用 の 移転 地 となる位 で あ

入る。 この物語 の舞台 となるのが、長野市 の中

るか ら、相 当 に安 全 な地域 と見 られて い た こ と

心か ら車 で20分 ほどの芋井村 にある温泉郷 の と

が改 め てわか る(日 垣 [1994])(青 木 [1992])。

ある旅館 である。作品中には「穏雅 の温泉部落」

「松代大本営」関連施設や皇族 の移転 は最高

と記述 されてい るが、モデルは善光寺温泉郷 で

度 の機密事項 で あ ったか ら、「暗 い嘆 きの谷」

ある。ただ し裾花 とい う地名 も同村内に存在 し、

の 中では トンネルが皇族用 の ものだった とは書

そちらにも温泉郷があ った。

かれてい ない。つ まりほ とんどの住民 も石川達
三 も知 らなかったわけである。 また、松代地下

旅館 の主人、広田尚正 は頭山満 の 門下 を自称
し、陸軍中将 の長勇 の知 り合 い だとも言 う、国

壕建設 で酷使 された ことが知 られる強制連行 さ

士風か政治 ゴロ とも呼 び うる男 である。芋井地

れた朝鮮人労働者 も、作品内には描 かれてい な
い。工事 が実 質的 に進 まなかったため、芋井村

区戦後五十年誌編集委員会(編 )[1999]に よると、
広田 には竹内廣正 とい うモ デルが実在 し、その

には朝鮮 人労働者 は来なかったのだろ う。 しか
し日垣 [1994]が 指摘 してい るが 、そ もそ も善 白

経歴 は作中の広田 とほとんど一致す る。地元 の

鉄道 の建設 自体が朝鮮人労働者

(こ

の場合 は、

裕福 な百姓が地道 に源泉 を掘 り当てたのを聞 き
つ けた上田市出身 (=よ そ者)の 広 田。法律 に

「 自主 的」渡航者 )の 存在 とそ の搾取抜 きには

暗 い地元 の人間を ヨソに、顔 の利 く県庁 に掘 削

あ りえない もので あ ったことは確認 してお きた

工事 の許可 を得 てやって来 て、独占的に温泉 を

い。「満州事変」 の勃発直後、31年 10月 か ら約3

開発す る。開業 してか らは長野の各官庁 の役人
を接待 し、戦時統制が強 まるにつ れその コネを

ケ月間、善 白鉄道工事争議 が起 きてい る。建設
(請 負 )会 社 の賃金未払 い な どに対 して闘争 を

くりひろげたのが朝鮮 人労働者中心 の全協

(日

活 か して物資 を集める。市街 か ら近 い割 に人目
につ かない山奥 であ るため、物資不足 に喘 いで

本労働組合全国協議会 )土 木 で あ った(長 野県

い る市民 に隠れて宴会 をや るの に丁 度 いい の

(編 )[1990:261])。

だ。食料 の多い農村 で もぜ いた く品である肉や

これか ら具体的 に分析 してい く作品その もの

酒 を当時 集 め られるのは顔役 で なければ難 し

には、セ レベ ス島の レール も朝鮮人労働者 も出

い。石川 は作品の中心 にこの竹内 を据 える こと

ては来ない。 だが この作品の描 いた時空間が大
日本帝国のアジアヘ の侵略 を含 み込 んだ場 であ

で、戦意高揚 の叫 ばれる中で疲弊 してい く疎開

ったことは今 日の視点 として抑 えてお く必要が

者集団 に対 して、宿主の立場 や軍 との コネを使
って私腹 を肥や してい く存在 を描 き出 し、戦時

ある。 もっともそ うした ものの不在 は、作者石

末期 の一農村 を通 して大 日本帝国の崩壊 を象徴

川 の主体的 な視点の と り方 の問題以上 に彼 の知
りえた当時 の資料 (や ロ コ ミ情報 )の 限界 によ

的 に表現するとい う意図があ つた と言 える。

る ところが大 きい。 この「暗 い嘆 きの谷」 は、

人がや って くる。1944年 の冬 の初 め、12月 ごろ

その限界 を抑 えた上で読 めば、長野 の一 山村 と
い うロー カルな場 の描写 に徹 しなが ら、終戦前

である。派手 な遊楽地か ら疎 開地 となってい く
裾花温泉。「そ うして明 るい歓楽 の谷間 は、や

後 のその ロー カルな場 が外部 とどのよ うな位相

が て 暗 い 嘆 きの 谷 間 にな って行 った」 (石 川
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そんな温泉旅館 に東京都下谷区の疎開学童57

[1978:226‑227])。

この温泉郷 に実際 に疎開 して きたのは、足立

子供 をだ しに してせ しめた餅 のほ とんどを、教
師が 自分 の分 として大量 に くすね、東京 の家族

区立梅 島第一 国民学校 の生徒 たちである。石川
はそれを下谷区の学校 に変 えてい る。終戦後 た

へ と送 ったのだ。 ただ し語 り手 はこうも付け加

かだか4年 、 モ デルを特定 させ ない ための配慮

れ ども、宿 の主人 もまた学童配給 の米塩 に手 を

もあ っただろ う。比較的貧 しい層が多い共通点

つ けてい た」 (石 川[1978:228])。 結局 は最 も弱

があ り、東京大空襲 の被害が よ り大 きか った下

い立場 の子供が しわ寄せ を受ける。

える。「宿 の主人の批難 はその通 りで あ ったけ

谷区 (現 在 の台東区の一部 )の 学校 にする こと

ちなみに この ような学芸会 とい った形 での交

で、後述す るように劇的 な効果 を狙 ったのか も

流会 は広 く行 なわれていたようで、不足す る食

しれない。 また、梅 島第一 国民学校 が第一次 の

料 を補 うための一つの方策 であ ると同時 に、先
生 と地元 の顔役 との「顔 つ なぎ」 の場 として機

疎開 を完了 したのは、東京都 か らの集団疎開が
ピー クだった44年 8月 で あ る。 これを冬 (お そ
らく12月 )に 変 えたのは、暗 い イメー ジの冬 か

能 していたようである。数十 〜百数十名 の生徒
を連れ、大量 の配給 の管理 の権限 を握 ってい る

ら疎開生活 を始 める設定 にする とともに、終戦

先 生 とつ なが りを作 る ことは、受け入れ側 にも

までの様 々 な出来事 の密度 (速 度 )を よ り高め
て、「暗 い嘆 きの谷」 の印象 を強 めるためだっ

メリッ トがあつたはずである。

たのか もしれない。今 となってはその脚色がな

また学芸会 には、単純 な「珍 しもの見 た さ」
や「都会 のにおい」へ の好奇心 か ら興味 を示 し

くて も十分狙 い は達成 で きたのではないか と思

た大人 もいたか もしれない。東京都 の学校 の集

うが、戦後数十年 の間 に作 られてい く疎開 を語
る型の様 な ものが全 く存在 しない中で石川な り

団疎 開が 決 まった44年 7月 と、受 け入 れが始 ま
った8月 の 『信濃毎 日新聞』 (以 下、『信毎』 と

に手探 りでやっていた結果 なのだろ う。

略記)を 見 ると、1日 4面 のみ となった紙面 の中

前述 の通 り、作品内の学童 たちは貧 しい層 の
多 い下谷区か ら来 てい る設定 になってい る (実

で疎開関係 の記事が頻繁 に見受け られる。受け
入れ県 が力 を入れてい た ことが窺 える。「疎 開

際 の 下谷 区 の学童集団疎 開 は福 島県へ 向 か っ
た)。 親 はたい した仕送 りが で きない。「衣料 の

児童 に通 じて優 れてい る点 は国語 の読 みぶ りで

補給 はほ とんど言 うに足 らず、食物 に豆糟入 り
の砕け米 や大豆入 りの玄米 を配給 されてい る始

何 ともいわれぬ うま味があ りまた図画習字音楽
等 も特 に眼 につ く、中には先 生 も驚 くような者
も相当居 る」。 これは F信 毎』 1944年 7月 14日 、

末」。栄養状況の悪 い中で正 月 を迎える ことと
なり、引率の三人の先生は学芸会 を開 くことに

軽井沢第一 国民学校 の校長、清水誠一の「疎開
学童 の現状 (下 )」 とい う記事 で ある。 まだ集

する。近所 の人たちを招待す るかわ りに「児童
の慰安 のために餅 を五切れず つ御持参願 いた

団疎開が始 まる前、縁故疎開の生徒 について書
かれたものである。縁故疎開では地元 の子 と一

い」 と。そ して学芸会は成功 したのだが、宿の
主広田は教員の行動 に憤 ってこう家族 に話す。

緒 に授 業 を受ける。別荘地軽井沢 に縁故疎開で
来 るとい うことは、別荘 を所有 してい る上流層

「あいつ等 は一体何 だ。〔
中略〕百姓共か ら五切
れずつの餅 を持 って来 させて、あの人数ならば

の子 どもが 中心 になる。清水 も指摘 してい るよ

一人当た り五切れは食わせ られる筈 じゃ。 とこ
ろが、子供 たちに聞いて見 ろ、二切れ位 しか食

たち中心 なので、その「疎開学童 の現状」には、
明 らかに階層的・文化的偏 りがある。

わされては居 らん」(石 川[1978:227])。 つ まり

清水 はこの文 の締 め くくり近 くで次 の様 に述

うに「その家庭が概 して知識階級 であ る」 生徒
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民族 の指導者 たる大国民 の底力 を培 うものであ

上が る)。 学校側 の費用 が 多 く、寮 (宿 舎 )に
入るのは一部 である。長野 のケースではないが、

る。 〔中略〕 か くて今 や疎 開児童 は国民 として

品川区の学童集団疎開 を受 け入れた東京都南多

の底力 を強力 に影響 され、土地 の子供 は国民 と
しての洗練 された境地 を影響 されて、 この一大

摩郡恩方村 (現 八王子市 )に ある寺 に残 されて

交響楽が全 く自然 の生活 の中に□調 にかつ力強
く奏 されつつ あ るのである」 (□ は判読不能箇

月約230円 を 自治体 か ら支払 う とあ る。 一 人当
た り月4円 ほどしかない (食 費 は別)。 予算 は同

所 )。 長野 の 自然 の持 つ底力 と東京 の洗練、都
市 と地方 のステ ロ タイプを利用 しつつ協働 でそ

じなので他 の受け入れ地域 で も大差ないはず で

べ る。「 この地方 の 自然 の生 活 こそ大 東 亜十億

い た契約書 には、計58名 の受 け入 れに対 し1ケ

あ る。農業県長野 で も、44年 末 ごろ、米 1升

れを乗 り越 えてい くとい う論理 を構成す る。軽
井沢 に来 る疎開者 は「都市」住民 イメー ジの典

0.5円 の公定価格 に対 して闇値 が 3円 (県 平均 )、

型 として もってこいである。集団疎開に先行す
る時点 での縁故疎 開 にお いて、 こうしたイメー

554])。

ジが説得力 をもって語 られる。そ こによ り雑多
な層 か らなる集 団疎開の学童がや って きたわけ
で あ る。 むろんそ う した イメー ジは崩 れて い
く。
作品世界 に戻 ろ う。 1945年 の2月 。硫黄島で
の戦闘が始 まってい た。石川本人が モデル とな
ってい る新聞記者 白石が、疎開先 を探 しに旅館
にやって くる。 この 白石 に限 らず、東京へ の空
襲が悪化す る中で家族 での疎開先 を探 しにやっ
て くる人が増 えて きてい る。親類 を頼 らず旅館
に探 しに来る以上、大抵 はそれな りの支払 を想
定 してい る「上客」 であ る。子供 たちの施設 の
使 い方 は荒 つぼ く、風呂場 は風が落ち、一般 の
宿泊客 か ら文句 が出る。「多少 の米 や麦 は学童
配給 か ら削 り取 ることは出来 て も、実際に採算
は合 わなか った。 〔中略〕学童 をその宿舎 か ら
追 い出 し、無料 で住 んで い る先生たちを別荘 か
ら追 い出せば、相当数 の疎開家族 を入れる こと
が出来 る」 (石 川[1978:231])。 広 田 はそ うい う
腹づ もりであ った。
東京都 (編 )[1996]に よれば、疎 開児童 には、
一人当た リー ケ月40円 の経費がかかる計算 とな
ってい る。維持費20円

ち国庫負担 10円 、都

(う

負担 10円 )と 、食費20円

(う

保護者負担 10円 )で あ つた
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ち国庫負担 10円 、

(あ

とで食費が多少

以後間値 は上が る一方 だった(長 野県(編 )[1990:
芋井村 は 山村 ではあるが、非農業従事

者 も多い長野市 の隣であ るか ら市内か らの買出
し客 も少な くない。物価 は全県平均 よ り下では
ないだろ う。
広 田の宿 では善意 によって、特別 な料金等抜
きで先生だけは別棟 (別 荘 )に 寝泊 りしていた。
こうした状況 ではおそ らく赤字 を累積 し続ける
はず であ り、余程 の慈善家 かつ財産家 でなけれ
ば耐 えられない。 むろん貧乏 な生徒 が多 い学校
であれ ば「袖 の下」 も期待は出来 ない。疎開の
システムが いかに善意 に依存 していたかが覗 え
る。 この状況 に不満 を持 った広 田は、教員 の不
祥事 につ け込 んで学童達 を追 い出 してい く。
裾花温泉 に この児童 を引率 して きたのは、既
に触 れた とお り3名 。内一 人 は宗森 とみ枝 とい
う独身の女性教員 であった。若 い男性 が兵士 に
なってい ることが普通 で あ る以上、女性教員 は
多 くなる。家族 と離 れる疎開へ の引率 となれば、
既婚者 よ りも独身の教師が選ばれやす く、実際
に引率者 に女性の独 身教師 は多かった。
作品中の若 い女性教員宗森 は、同僚 の教員 で
妻子 を東京 に残す矢 島 の子供 を妊娠 して しま
う。生徒 の間です ら話題 になっていたその二人
の仲 は、す ぐ旅館や集落 の人にも知 られる こと
となる。他 の問題 も含め、弱みにつ け込 む形で
広田は学校側 に宿 か らの退去 を要求。替 わ りの
場所が見 つか り次第転居す ることとなった。実

際 にあった として もこうした出来事 は当事者間
の語 りでは証言 で きないであろう。以上 の退去

い。破壊 の現場 か らの距離感 が よ く出てい る。

理 由が石川 の創作 か事実 に基 づ くのか不 明 だ

て、45年 の3月 とはどのような月であ つたのか。

が、モデル となった梅 島第一の第一次疎開組 は

日本 では3月 とい えば年度末 で あ り、県庁、警

温泉宿 を出て、寺 に分宿 した第二次疎 開組 に合
流 した ことは確 か らしい(芋 井地区戦後 五十 年

察、税務署、軍 などの宴会が増 える。広田の旅
館 には書 き入れ時である。役人や軍人が一升瓶

誌編集委員会(編 )[1999:12])。

や鶏 を手 に温泉郷へ やって きて、転勤 だ栄転 だ

長野 の、少な くとも広 田の周辺 の人々 にとっ

時恰 も3月 上旬 で あ った。45年 3月 9日 深夜 か

とい う話 で盛 り上が る。「東京 が焼野 ケ原 にな

ら翌 日にかけて、言 わず と知 れた東京大 空襲 を

ろ うと沖縄 が 占領 されようと日本 が滅亡 の危機

迎 える。足立区 とい うモデルを下谷区 に石川が

に瀕 して居 ろ うと、役人や軍人 は宴会 をや らな

変 えたのは、 この有名 な空襲の被 害 を受けた地

くては済 まないのであ った」(石 川[1978:234])。

域 にする ことで話 を展開させやす くしたのだろ

そ うした機会 に乗 じて広 田は統制物資 を手 に

う。退去 を命 じられたが まだ移転先が決 まる前、

入 れるための コネを着実 に大 きくしてい くので

東京 で罹災 した矢 島先生の妻子が逃げ延びて く

ある。その ような世界が眼 の前 で展開 されてい

る。「東京 の大空襲 を眼 の あ た りに見 た人か ら

るの を眺める子 どもたち。「疎 開の学童 は東京

話 を聞 くのは、部落 の人たちにとってこれが最
初 であ ったか ら、宿 の主人は矢島夫人を帳場へ

の家 を焼かれて帰 る術 もな く、親 の消息す らも
知 れない者 があるとい うのに、 この温泉宿 を追

女将 の〕君枝やその四人の子供 たち
招 じ入れ、〔

われて行 こう としていた。栄養 の悪 い疲 れた顔

や女中まで集 まって彼女 の話 を聞 いた。夜空か

をした子供 たちは、川岸 の桜 並木 の土手 にふ と

ら降 って来 る焼夷弾 のはな し、累 々たる死体 の

ころ手 をして五人七人 と並び、硝子戸越 しに宴

はな し」(石 川[1978:232]〔 〕内 は引用者注)。

会場 をながめ、料理 の皿 を持 って廊下 を往 き来

いたが、報道統制 のため詳 しい話 はなかなか入

する女中の姿 を見送 っていた」(石 川[1978:234‑
235])。 宴会 に打 ち興 じる人 々 とそれ を見 つ め

ってこない空襲 の様子。 それをこの 山村 の人々
が詳 しく知 るには何 よ り「ロ コ ミ」 が重要な手

る子供 たちの対比 は、権力者 との距離 による理
不尽 なまでの不平等 を描 き出 してい る。そ して

段 だったことが窺 える。物資 。人員の移動 を厳
しく統制 していた当時 の 日本 であるが、空襲 で

宿主 の打算 で学童 が追 い出 されてい くのだが、

ラジオで「相当の被害あ り」 と伝 えられては

焼け出 され、罹 災証明が出れば配給 の保障 され
た移動がで きた。 身寄 りを頼 って長野へ 入 って

「暗 い嘆 きの谷」 の真骨頂 はここか ら先、学童
集団疎開以外 の疎開 を細 か く描 きこんでいると
ころにある。

くる人 も少 な くなか っただろ う。東京 の人間に
とっては、焼 け出 されればその後の居場所があ

V.温 泉郷 へ の工 場疎 開

るか悩 み、そ うでな くともいつ 自分 の家が焼け
るか も知れぬ恐怖 で過 ご した3月 で あ った。 し

学校側 が退去 を要求 され、 この温泉郷か らさ
らに30分 ほ ど山奥 にある寺院へ と移 るのが3月

か し宿 の 人が矢 島夫 人 の話 を聞 きたが つたの

31日 。それに よつてこの温泉宿 の様子 が 変 わる。

は、空襲 の話 もさる ことなが ら、夫人 はまだ知
らぬ夫 の不倫が今後 どうなるのか とい うゴシッ

変化 の一つが空襲 を避 けてやって くる縁故疎開
の人々であるが 、それについては後 ほど述べ る。

プの興味 も大 きな要素 で あ った。所詮 は村 の

もう一つの大切 な変化、温泉郷 にまで入 り込 ん
で くる工場疎開 を見てお きたい。他 に比べ て実

人 々 に とって東京 の 空襲 な ど他 人事 で しか な
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態 の よくわかってい ない工場疎開のことが描 か
れてい るとい うこと自体、非常 に重 要 である。
この3月 末 ごろ、陸軍 の将校 が宿 に来 た際、

与 えた損失 は、爆撃 の直接効果 よ り邊かに大な
るものがあった」 と、空襲 の当事者 たるアメリ
カ合衆国戦略爆撃調査団[1972:107]か ら総括 さ

彼 を盛装で出迎 えた広田は「この温泉場か ら多
量 に噴出す るメタ ン瓦斯 を軍 に於 いて工業上の

れる有様 だった。

用途 に使 うな らば、資源活用 の上か ら甚 だ有意

相当 の資金が投入 され、大規模 なもの ともなれ

義」 であ ることを説 く。生徒 たちの受け入 れ先

ば周辺住民 の立 ち退 きを要求 して行 なわれる。
これは長野 へ の機能移転 の集大成 ともい える

航空機 の様 な最優先産業 の工場疎 開の場合、

は決 まったが まだ出て行 く前か ら、彼 らが寝泊
りする大部屋 の儲 けを最大限にす る使 い道 を算

「松代地下壕」 と共通す るような性格 を持 つ強

段 していたのである。当時エ ネルギーの枯渇 し

制的なものである。終戦直後 の書類焼却 なども

か けてい た 日本が まさにワラにもすがる思 いで

あ り実態が分か ってい ない もの も多 いが、大規

温泉 のメタンガス まで利用 しようとしたわけで
ある。そ うして広 田は以前 か ら当た りをつ けて

模 な ものであれば幾 らか証言なども出やす いわ
けだ。 だが作品中の温泉宿 の一例 の様 なマ イナ

い た、「メタン瓦斯 を使 って注射薬 のアンプル

ー なケースは一層謎 だらけである。分か らない

を造 る」 工場 を営業す る男性 を呼 び寄せた。 し

部分 は多 いが、概ね次の ように説明で きるだろ

か し「広 田 は部屋 の賃貸料や瓦斯 の使用料 を、

う。

前 の話 し合 い の時 よ り三倍 ぐらい多 く要求 し」

注射薬 のアンプル (=医 薬品)と い えば、兵
器 ほ どの緊急度 はないが、本土決戦 も意識 した

結局物別 れで話 は終 った。
ここには工場疎開 をめ ぐる興味深 いエ ピソー

(石 川[1978:235])、

軍 にとつては必 要な物資 であ る。 よって航空機

先 で もあ った。諏訪湖周辺、昭和恐慌 で打撃 を

産業の様 に軍命 によつて疎 開 を強行 しは しない
が、工場主が 自主的 に疎開先 を見つ けて移 って

受けた製糸工場 の跡地 に精密機械工場が移 った

くれれば、 いつ空襲 されるともわか らぬ東京 に

ことは有名 であ る。その早期 の移転 は資材 も運

工場 があるよりもよいので移転 の許可 は下ろせ

搬手段 も充分 でそれ な りの成果 を上 げ るのだ

る。

ドが窺 える。長野県 は工場疎開の一大受 け入 れ

が、「疎 開」 とい う言葉が定着 し出 し、本格的

温泉宿 の側 として も儲 け にならぬ学童 を追 い

な空襲が確実 になって きた44年 過 ぎになる と、

出す ことは決めたが、大部屋 を埋める団体 の上

生産性の低下 を覚悟 の上で工場疎開が行 なわれ

客 などを期待 で きる状況 ではない。 む しろ工場

る。 しか も重要産業 ほ ど疎開の対象 となること
か ら航空機産業 の工場疎開が優先 され、長野 に

として貸 し出 して しまえば安定 した儲 け を得 ら
れる上に、将校 に断 じて見せたように軍へ の協

も多 く来 た。米軍 は44年 以 降の 日本本土空襲 に

力 とい う名 日で利得 を正 当化 した上で、地域で

当たって航空機関連施設や航空機産業 を最初の

の 自 らの権威 を強めることもで きる。国士気取

目標 としたので、 日本側 も日の付 け所 は間違 っ
てい なかった。 しか し空襲 を前提 とした防空 の

りの広田の思惑 に ピタッと当てはまったわけだ
が、彼 の強欲が、移転先 を見 つ け ることが 困難

限界 は明 らかだった。運搬手段 や新 たな工場 の

であろ うと相手 の足下 を見 たために失敗 したの

受け入れ先、あるいは労働力 の調達、 もしくは

であ った。 むろんそれ も軍の強制ではないか ら

移動 に伴 う宿泊先、繊細 な技術 の移転可能性。

こそ万一交渉が決裂 して もやむを得 ない とい う

具体的 な裏 づ けのない工場疎開の乱発 はむ しろ

計算あ ってのことだろ う。

逆効果 で あ り、「 この疎 開が航空機生産 の上 に
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とい うのは広 田は間 もな く「次 の手」 を打 っ

て別 の移転話 をまとめたか らである。電気通信
会社 に勤 めていた長男 の コネで、その会社 の下

備 を手許 に残 したままで即金 で十万円 を受 け取
の 中でひともうけ」
っていた広田が まさに「混舌し

請け工場 が メタンガスを燃料 (動 力)に して部
品を作 るとい う話 であ る。その工場 を経営す る

したのは確 かである。居住者 も追 い出 されず に

荒川 さんが5月 の初 めに この温泉 にやつて くる。
「風 呂場 の隣 にある娯楽室 を改造 して機械 を据
えつ け、疎開学童 の居 た広間 を職工や女工の居
室にす るとい う計画であ った」(石 川[1978:262])。

住 んだ。
工場疎開の多 くは、一般的な話 としてはさし
たる成果 を上げず に終 った。近代工業 の工場 を
移転す ることに対す るあまりに楽観的で杜撰 な

今度 は話が まとまり、設備の使用料 や ガスの利

見込 みがあったわけである。そ もそ も設備移転
のための大量 の建築資材 と建設労働力が つ ぎ込

用代 をあわせて毎月数千円の収入 となるとのこ

まれて初めて移転が で きるわけで、軍需生産の

と。手間がかかる上 に数百円単位 の収 入 しか得
られない学童疎 開 よ り明 らかに利幅が大 きい。

増強 と緊迫す る食糧 の増産 とい う二つ の至上命
題が叫 ばれてい る中でエ ネルギーが建設業 に振

そ して工場 をつ くる工事 が始 まる。

り向けられることの非効率 は明白だった。 しか

この温泉郷 の工 場疎 開 の話 は しか しまだ続
く。沖縄戦 の組織的抵抗が終 わ りを告げる寸前
の6月 20日 ごろ、広 田は 「長男 が つ とめて居 た
関係 で川崎 の電気通信機 の会社 に、温泉 の本館
一棟 に玄関 までつ けて述べ二百二十坪 の建物 を
現金十万円で売 り渡 した」 とい うのだ。 この引
用 の直後 の一段 落 に非常 に興味深 い記述があ

し物や人が動 くよ りも容易 に (し か もこの場合
は先 に)カ ネは動 いたわ けであ る。広田の様 な
人間が実際に多数 いた可能性 もあるだろ う。
この「ひともうけ」 の締 め くくりとして、広
田は縁故疎開者が多数住 む別荘の方 も軍 に売 り
渡す契約 をす る。45年 の8月 上旬である。広 田

る。「長野県 一 体 は軍が最後 の拠点 とたのむ と

は疎開者 に対 して移転 (立 ち退 き)要 求 を出す。
行 き場 の無 い弱者 を躊躇 な く犠牲 にして、 自分

ころであ り、大本営 もここに移 る予定 であ ると

の得 られる利益 を最大化 しようとする姿勢 が窺

い うので、会社 としては軍 の半 ば強制的な要望

える。 しか し東京 も焼 け、最早 ここ以外 に住む

にしたが つたわけであ った。広 田は広田で、実

べ き場所 を持 たぬ住民 たちはそれを「黙殺」す

際 に工場が作 られる 日は来 ない ことを予定 し、

る。疎開者 は別荘 を明け渡す ことな く敗戦 を迎

敗戦 を予見 しなが らこの混乱 の 中でひともうけ
す るつ もりであ った」 (石 川 [1978:269])。 この

えてい る (結 局引 き渡せ なかった この別荘 の件

本館 は縁故疎開者 の うち二家族が住 んでい るの

に関 しては、広田が軍 か ら金 を受け取 ったのか
記述 は無 い)。 弱 い立場 で あるがゆえ常 に広 田

に加 え、荒川 さんの工場 の工員が住 む予定 であ

の言 い分 を聞か ざるを得 ない縁故疎開者 である

ったが 、その元請 の大資本が入 って くる。 しか
も軍 の半強制措置 に伴 うのであれば住人 は反対

か らこそ、その弱 みの根本 である宿 (=そ れが
なければ広 田の言 い分 を聞 く根拠 が無 い)に 関

の しようがない。

しては開 き直 って抵抗 で きたのである。その縁

一番興味深 いの は「終戦 を予見 しなが ら」 の

故疎開の人 々について見 てい くことに しよう。

部分 であ る。 これはあ くまで語 り手が広 田の行
動 を解釈 してみせた ものであ る。情勢 を全 く知
らぬ まま日本 が勝 つ と大言壮語 を吐 く広 田が、

Ⅵ.縁 故疎 開 の人 々 と本 土決 戦体制

そ こ までの予見 を してい たか どうか は怪 しい。

疎 開の本格化 と東京大 空襲で、人口約 170万
人の長野県 に10万 か ら20万 人 ともいわれる人々

ただ し実際 に工事 の始 まる前 に終戦 を迎 え、設

が来た といわれる。一大農業県 とはい え、戦時

25

の人手不足 で食糧 生産にも余裕 はない。 しか も
「政府 に とつて、人員疎 開 は都市 に居住す る必
要のない者 だけを地方へ 退去 させ ることを目的
とした施策 であ り、都市 に残 って生 産に寄与す
べ き人 々 に対 しては、そのまま都市 に残 るよう

ろは東京大空襲 で実際 に家 を失 った り、東京が
本当 に危 ない と認識 して初めて疎開に踏み切 る
ケースが多かった。そ うした疎開者が来て間 も
ない4月 上旬

(お

そ らく4日

)、

「また して も帳場

の ラジオは空襲警報 をつ たえた。 〔中略〕伊豆

要求 してい たのである」 と飯 田[2002:107]は 指
摘 してい る。つ ま り労働力 としては当てになら

半島か ら山梨地区 に向 った B二 十九 の数機 は、

ない人間だか ら疎開の対象 となるのが実態 であ

むかってい ると言 った。その放送 の言葉が終 る

った。 しか し受 け入 れ側 は彼等 を労働力 として
期待す る ことが多 く、そのギャップか ら来る不

か終 らない うちに、山々 にか こまれた この暗 い
谷底 に飛行 機 の爆 音 が き こ えて きた」 (石 川

平が 『長野県史』所収 の諸資料 などにも散見 さ

[1978:245])。

そのまま真直 に北進 して南信濃 を越え北信 濃 に

ラジオか ら流れて くる情報 が リアルタイムで

れる。
決 まった頃か ら広 田 の宿 に も縁故疎 開 の 人 々

地域 につ ながって くる様子が表 れている。当時
の 日本 の運輸体制 を鉄道 とともに支 えていた海

(実 際 の ところは宿 の客 )が 来始 めるが 、そ の

運。米軍 はそれを封鎖す るために海上へ の機雷

人 々 を見渡す と正 に戦時下 の労働動員 か ら排除

投下 を計画的 に実施 した。 日本海封鎖 の一貫 と

された人 々が集 まっている。象徴的 なのが宮 中

して新潟にかな りの機雷が この時期 B29か ら投

御歌所 の坂本先生。 70代 の老人 で 、息子 の嫁

下 されたが、長野 はその通 り道 であった。空襲

(実 は先 生の愛人 )と 三人の孫 と一緒 に別荘 の

か ら逃げて長野 に疎開 して きた多 くの人 々。都

中 で も最上 の 建物 、貴賓館 に泊 まる先 生 は 、

市 に残 るよ り邊 かに安全 ではあ って も、 B29の

「暗 い嘆 きの谷」 の中で も、学童達 の退去が

「県庁 か ら差 し回 した知事専用 の 自動車 に乗 っ
てやって来 た」 (石 川 [1978:236])。

芋井地区戦

後五十 年誌編集委員会(編 )[1999]に 依 る とこの
坂本先生 のモデルは、 F明 治天皇御製集』 の編
纂者、千葉胤明であ った。

轟音 におびえる点では同 じであ つた。長野県下
の空襲 は1944年 12月 9日 、上 田市 の小県蚕業学
校付近が攻撃 されたのが最初 であ つたが、45年
4月 時点 ではまだ空襲 による死 者 はい なか った。
しか し疎開者 にとって一番戦争 の実感 を覚 え

ほかに、四谷 で薬局 を開いていた朝倉 さん一

るのは、全 く他人事 ではない東京 の空襲 の情報

家 の妻 と娘 二 人、そ して石川達三をモデル とし
た新聞記者 の 自石 さんの妻 と幼 い子 ども3人 。

であ った。や は りここは現地住民 との決定的 な

広 田の遠縁加藤 一家。若 い画家 の佐野夫妻。三
村夫人 とい う中年女性。都会 の若 い女性が入 っ
て くる と、「近処 の 山 々の農夫 たちは通 りすが

違 いであ る。夫 (父 )や 親類、友 人などを東京
に残 し、 しか も自分達 の「タケノコ生活」 の切
札 で ある家財 の多 くが残 ってい る。連 日の空襲
でこの温泉へ の疎開者が残 して きた家 も次 々 と

りに眼 をみはって眺めた。派手 な空色の洋服、
焦茶色 のオー ヴア、踵の高 い靴、赤 く塗 った爪

焼 かれ、 もしくは運搬途中で荷物 が焼かれた り

の色」(石 川[1978:239])。 「そ うして裾花温泉 の

線 が向け られる。「家 を焼 かれ家財 を焼 かれた

部落 に東京 の風俗が色彩 を加 え、疎開者部落 と

人々 にとつては、 この温泉 の疎開地が もはや疎

しての体裁がそろ って来 た」(石 川[1978:2461)。

開 などとい うものではな くて、戦争 の情勢が何
とかならない限 りは もうどうして も動 くことの

主に別荘 に宿泊す る疎開者 は、本館 に生徒 た
ちが いた として も来 られたのだが、結局 の とこ
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する ことも多 く、無事 に届 く人間には嫉 みの視

出来ない ものになって きた」(石 川[1978:250])。

タケノ コ生活 などと古 い言葉 を使 ったが、家
財道具な どを切 り売 りして食 いつ な ぐ生活 はむ

― ンが変化 した ことが加瀬 [1995]に よって指摘
されてい る。 つ ま り流通 に回る農産物 には、生

ろん終戦前 か らあったわけである。 しか も居住

産者 の思惑が少なか らず影響 していた。

地 に生活基盤 のない疎開者 ともなればその危機

物資供給 の減少 と同時に流通事情 の悪化が都

感 は大 きい。学童集団疎開は地域か らの配慮 も

市部 の食糧難 を強め、統制 の網 か らこぼれる生

あ るが 、個 々人 の疎開 ともなればそんなものは
ない。親類 。縁故が当てにならなければ配給 と

産者 の思惑 と絡 み合 う。そ こに入 り込む買出 し

各自で集 める闇物資 のみが頼 りである。戦時 の
農村 とい う強力 な紐帯 を持 つ コ ミュニテ ィに対

い ものではなかった。生存 を確保す るための個
人、あるいは大規模 な需要 を満 たすため、軍需

して「集団疎開 は一応 マ ッスの状態 で対外的 な

工場や軍 もヤ ミ取引 を行 なった。それは統制へ

処理 をするのに反 して、縁故疎開者 は どこまで

の裏切 りである。 しか し43年 ごろか ら終戦 まで

も個人で重圧の中に身 を浸 さなければならなか
ったのであ る」(ゆ り[1994:22])。 よ く指摘 され

の状況 は、そ うしたヤ ミ取引者が農山漁村 か ら
食糧 を都会 に持 ち込 まなければ消費地へ の流通

る通 り、人員疎開 とは戦時下 (末 期 )の 都市生

が滞 って しまう程 に悪化 してい く。特 に貴重品

活者 と農村 生活者 との「交流」 であ り、受け入

となったガソ リンを割 り当て られ、 トラックを

れる側 で あ る と同時 に 自給力 の あ る農村側が

持 つ軍や軍需工場 による「流通」の力 は大 きく、

「上 に立 つ」 生 活 とい う側面 をもった。疎 開者

それ抜 きには生産が成 り立 たぬ「間の構造化」

たちは コ ミュニ テ ィにとってのよそ者 として互
い に似 た境遇 にあって も、「元来 は赤 の他人 で

とまで言 われる(赤 澤 [1989:179])。 事態 がそ こ
まで行 って しまった この 頃の ことを考 えれば、

あ り、疎開生活 が終 った ら再 び赤 の他人になっ

食糧生産地に消費者 =人 を少 しで も集め、食糧

て しまうことを予定 して い た。 〔中略 〕従 って

統制 を容易 にするとい う側面 も疎開にはあった

その付 き合 い は表面的であ りお座 な りなものに

と言 える。 もっとも疎開に行 った人 々がその分

過 ぎなか った」(石 川[1978:251‑252])。 嫌 で も濃

た くさんの食事 を口に出来 たか どうかは地域 に

密 な人 間関係 を常時保 たなければならぬ学童集

よって差があ るが。

(=ヤ ミ流通 )は 本来統制当局か ら見 て望 ま し

団疎開 と異 な り、縁故疎開の大人たちはあ らか

頼 みの綱 の もう一方 の配給 に関 して も色 々 と

じめお互 い に距離 を取 ることで摩擦 を避 けてい

問題があ った。広 田の宿 か ら配給所 までは山を

たわけである。その結果 ば らばらな「個人」 と

登 って40分 。都会の女性が毎 日行 くには きつい

して コ ミュニテ ィに向 わざるを得 ないわけであ

作業 である。その運搬 を宿が買 って出るが、 し

った。

っか りと「運搬代」 の 中間搾取がある。それ と

戦争 も終盤 に差 しかかると、外地か らの食糧

は別 に正式 にお礼 を払 っているのだが、立場 の

供給が減少す る とい う問題 は もちろんあ った

弱 い客側 は文句 を言 えない。時 には食料 の仕込

が、44年 ごろ までは内地 での米、麦、芋 の生 産

みを手伝 わ される こともある (お 偉方 の坂本先
生一家 は呼 び出されない)。

量 は特 に減少 してい なかった。農家 の 自家消費
分 を除けばほぼ完全に管理 された米か ら、痛 み
やす い ため統制が実質上 な く比較的 自由 に売買

おまけに、最初 か ら自給 自足生活が前提 され
てい ない大都市 では、配給 は主食 の米 (麦 、豆 )

で きる疏菜 (生 鮮野菜 )ま で、農家 の生 産品目
によって統制 の度合 いが異なる。統制 の変化や

類 だけでな く疏菜 にも及ぶが、農家 の多 い長野

ヤ ミ価格 などに合 わせて農家 の生 産 。売却 パ タ

た。農工協力中央会に よる疎開受 け入れの調査

県下 の 町村 の大部分 では疏菜 の配給 は なか っ
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り上 げて都会人か ら財物 を搾 り取 った」 (石 川

によれば、「大都市 同様配給 の ある もの と漠然
と考 えてい た疎開者 たちはいず れ も困惑 してい

[1978:260‑261])。

る」ので、当然間のマーケ ッ トが広が つてい く。

者石川 の農民へ の敵意が感 じられる。下層の農

東京大 空襲後 の罹災者 の流入で、県下 の「所謂
闇値段 は大都市 との差 は殆 どな」 い とまで書 か

民 は食料以外の何 もの も持 たず、間取引で生 ま

れてい る(長 野県(編 )[1991:225‑227])。

にした とい うような場合 もあ ったか らだ。

そ うなる と疎開者 だけでな く、長野市周辺 に
元 か ら少 なか らず いた非農業生活者 も苦 しくな

ただ この記述 には、都市生活

れて初 めて 自給品ではない消費財 をまともに手
直接的 な形で民衆 の関心 (欲 望 )を つかむは
ず の貨幣す ら当てにならな くなった状況 におい
て、 もはや現地 の人々は「 日本 の勝利 よ りも財

る。44年 末頃、上田市 のあた りでは既 に食料品
の間物価が公定価格 の10倍 前後 になっていたよ

産 の安全 よ りも、ただ生 きて行 けさえすればよ

うだ (長 野市 のデ ー タは見 当 た らなか った)。

かった。 〔中略〕政府 をも軍部 をも頼 ろ う とし

45年 半 ばには疎開者が増加す る一方 で供給量が

ない一種 の虚無的な気持 ちで、ひたす らに今 日
の 安全 をたの しん で い るので あ った」 (石 川

一層低下 した。温泉宿 で小麦粉 を取引す る作品
中の一場面。「『 どの位 でゆず って下 さる ?』 /

[1978:268])と 、文字通 り即物的 な生 命維持 の レ

す る と爺 さんは無情 な顔 を して、/『 お らあ、

ベ ルに関心 を集中させてい る状況 であつた。少

金は要 らねえ』/と 言 った。/『 お金が要 らな

な くとも石川達 三の目には、終戦前 にこのよう

い って、じゃあ、どうすれ ばいいの』/『 そ う、

なエ ゴイズム丸出 しのアナーキー な空間が映 っ

な。何 か 着物 で も貰 うべ か な』」 (石 川 [1978:

ていた とい えよう。一方 で、経済が縮小再生産

247]、

/は 改行 の意

)。

されてい くにも拘 らず裕福 になってい く存在 と

い くらカネが あ って もモ ノが買 えず、物 々交

して広 田が い る。生存 のための物資 には事欠か

換 の世界 にな りつつあ った。 もはや通貨が流通
手段 としての 機能 を半 ば失 いつつ あ ったわ け

ない広田は、農民達 とは異 な リカネをしっか り

だ。 カネが完全 に流通 しな くな ったわけで もな

安泰 に してい くので あ る。配給 品の購 入ほか、

い し、買出 しの人が少ない 山奥 に行 くほど交換

軍、官 との取引 にはカネは不可欠だったか らで

の レー トも低 くて済 んだようだが 、物 々交換 の

ある。結局 は真 の無秩序 ではな く、戦時体制 の
枠 を破 らぬ範囲での虚無 とエ ゴイズムの浸透 と

世界 になればなるほど生活 のための衣食住 の現

とため込み地域 における 自 らの優越的 な地位 を

物 を握 る人間が強 い。住 を握 る広田が強 いの は
見 て きた通 りであ り、食 を握 る農民 も強 い。衣

い える。

は軍需工場 以外 での生産はご く僅 かになってお

白石 は頻繁 に妻子 のい る長野 を訪 れる。軍人 た

り以前 か らの手持 ち量が モ ノをい ったので、現

ちはこの時期 に至 って も温泉宿 に来 ては宴会 に

地 の非農業民 を含 めた俸給者階層 の頼 みの綱 は
そ こ しかなか った。それは戦時下 の農村 におい

打 ち興 じる。「 そ うい う軍人達 の乱 れた姿 を、
い細 い気持 ちで眺めてい た。
疎 開 の夫人 たちは′

て、衣服が都市以上 に不足 していた ことも背景

次第 に彼女 たちは 日本へ の期待 を失 っていた」

にある(板 垣 [2008:1‑3])。 だとすれば、それが焼

(石 川[1978:270])。

けて しまった場合 の彼 らの立場 は非常 に弱 い も
のだった。「彼等 は争 うて都会地 か ら農村 へ 流
れ こみ 、農家 に殺到 して米 を求 め よ う とした。
農民 は 日々 に悪辣 にな り貪欲 にな り、値段 を釣
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7月

以 降、事態 の急変 を嗅 ぎ取 り、新聞記者

戦意 の喪失が窺 える。

8月 7日 に再 び来 た 白石。「来 て見 る とこの温

泉部落では、広島が攻撃 を受 けた とい うことさ
えも様 に知 ってはいなかった。 まして原子爆弾
が何 であるか も知 りはしない」(石 川[1978:275])

と語 り手 は述べ る。 ただ し『信毎』 を見て も新
型爆弾 のことが記載 されてい るのは8月 8日 であ

ら人 々が立 ち直 ってい く。漠然 と した希望 を持

るか ら、 これはやむを得 まい。新聞記者 の様 な

って多 くの 人が混乱 の真 っ只 中 の 東京 へ 帰 って

報道関係者が得 る情報 と、発表 される情報 との
内容的 。時間的ギャップを知 る ことので きるエ

い く。 しか し戦時下 の「都市 に居住す る必要 の

ピソー ドで ある。 このギヤップに対 して作者石
川 は憤 ってお り、それ は半 ば「無知 なる民 衆」
に向け られてい るようではあるが、実 の ところ

9月 、 10月 と次 第 に敗 戦 の 精神 的 シ ヨッ クか

ない者」 の象徴 だった坂本先生は、宮中御歌所
の廃上 で「その職 を失 い、その名誉 をうしない、
戦災に家 も家財 もことごと く失 いつ くして、今
ではこの温泉部落に仮寓す る貧 しい一人の隠居

「愚民観」 か ら国民 に実情 を知 らせ ず に、結果

にす ぎなか った」(石 川[1978:286])。 最後 まで

みず か らも冷静 な現 実認識 を不可能 として しま

この地に残 った疎開者 として石川 はこの老人 を

った権力 に対す る、「生 きて ゐる兵隊」 以 来 一

ラス トシー ンに配置す る。馬鹿騒 ぎした軍人達

貫 した怒 りだ った。

とは対照的 に淡 々 と振舞 い続ける老人の記述が
却 って、個人の意思 を超 えた とどめ ようのない

そ うした中で敗戦 を迎 えた この温泉郷。一般
的な8。 15イ メー ジに近 い シーン も出て くるが 、
あま り今 日では出てこない終戦 イメー ジを作品

旧権威 の没落 を印象的 に表 してい るとい える。

か ら見 て、本稿 の結 びへ と進 んで いこ う。「そ

Ⅶ 。ま とめ

の翌十六 日か ら、裾花温泉 には異様 な風 景 が見
られた。午後 はや い うちに三台 の軍用 自動車 が

「暗 い嘆 きの谷」 において、石川 は都市 (=
疎開者)と 農村 (=農 民 )の 対立 とい う図式 に

釣橋 のむこ うに止 まった と思 う と、三人の兵隊
が酒 とビール と缶詰 とを宿 の玄関 には こびこん

家族 )が そ うである疎開
者 の 目線 か ら現地の人々 を冷ややかに描 いてい

だ。更 に豚肉の大 きな塊 をかついで橋 をわたっ

るともい える。 しか し作品 に盛 り込 まれた具体

て来 た。それか ら十七、八人の軍人 たちの大宴
会が夜更 けまでつづ い た。 〔中略〕次 の 日は県

的なエ ピソー ドはそ うした図式 を裏切 る多様 な
相 を見せて くれる。そ して様 々 なエ ピソー ドを

庁 の大宴会であ った。県 の役人達 も明 日はどう

東京 の様子 や戦局 とあ わせて配置す ることで、

なるかわか らない 身 の上で ある。 〔中略〕それ

疎開地 をとりまく社会空間 を私 たちに見せて く

はまるで戦 いが大勝利 をもって終 ったような景

れる。

乗 って、 自分 自身

(の

気 の よい宴 会 で あ った」 (石 川 [1978:280])。
様 々な宴会が20日 まで続 いた とい う。 自暴 自棄

を石川は個性的な存在 としては書 き分けない。

ゆえ とはい え、「大勝利」 を思 わせ る宴会 とは

同時期 の小説 での子 ど もの描写 と比 較す れば、

いかにも軽薄 であ る。住民 =一 般国民 たちの冷

子供 の主 体性 を捉 えな い とい う意味 で太 宰治

ややかな目線 を無視 した振舞 い。それを眼 にす
る人たちに終戦前 か ら醸成 されていた軍人達ヘ

「美男子 と煙草」 (『 日本小説』 1948年 3月 )と 共

た とえば学童集団疎開。集団であ る生徒 たち

の不信感 は決定的 なもの とな り、軍 の権威 が地

通 してい る。 どうに も救 い よ うのない現状 と、
そ こでの感覚 を描 くとい う点 で志賀直哉 「灰色

に落ち、様 々 な軍需物資 が略奪 される。当然広

の 月」 (『 世界』 1946年 1月 )と 共通す る リア リ

田 も、軍が工事用 にこの村 に運び込 んだ大量 の

ズム とも言 える。彼 らは子供 たちを焼 け跡 の

物資 をため こんだ。大量 であるがゆえに人夫 を

「解放」 といった空 間 と結 び付 け は しない。 し

雇 って運 んでお り、戦時中に金 をため込 んだ強

か しなが ら太宰や志 賀 と異 な り、子 どもたちが
どのような空間の中で絶望的 な状況へ追 い込 ま

みを早速利用 したのだ(石 川[1978:281])。
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れてい ったのか、そのカラクリを石川 は描 き出
してい る点 は重要である。 ほ とんど加害者 とい

軍 人 たちの狂 乱 、工 場疎 開、間 の 氾濫。疎 開
者 の 流入 に よる コ ミュ ニ テ イの 変化。弱者 が し

う意識す らない大人 たちの都合、行為 に振 り回

わ寄 せ を受 け、その裏 で利益 を得 る一 部 の顔役。

されるのである。

学童 を追 い 出 し利益 の 多 い縁故疎 開者 を呼 び入

ここには当事者 たる (元 )こ どもの視点 の語

れ 、 工 場疎 開 で さ らに儲 け る広 田が、 この 地域

り (=戦 後 の疎開の語 りの 中心 )の 中で告発 さ

にお け る疎 開 の諸相 を貫 く存在 と して位 置 づ け

れて きた、加害者 としての子 ども、例 えば上級

られて い る こ とを見 て きた。十五年戦争 の歴 史

生 に よる下 級生 の い じめ とい った ものはない

化 の 進行 は一 方 で 、例 えば疎 開 の 客観化 に よる

うひ とつ の い じめ、地元 の子 による都会 っ
子へ のい じめに関 しては本稿で は扱 えなかった

専 門的 な諸研 究 を生 み出すが 、細 分化 された も

が、縁故疎開の子 どもについての部分 で描写 さ

る。専 門的 な研 究 をふ まえつつ 、時空 間 の広 が

れて い る)。 だが 、そ うした語 りの 中では よ く

りの 描 き こ まれ た小 説 の テ ク ス トを読 む こ と

見 えて こない、宿 と教員側 のや り取 りや東京 と

が、 当時 の状 況 に切 り込 む新 たな視座 を投 げか

長野 の距離感、戦況 の変化 に地域が どう振 り回
されるのか といったことが描 き出されてい るの

け て くれ る こ との一 例 を示 せ た とす るな らば、

(も

の 相 互 の つ なが りが 見 え に く くな りが ちで あ

本論 は一応 の 成功 とい う こ とになろ う。

だ。それが この作品の強みになってい る。
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