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Abstract

Yaeko Nogami (1885-1985) wrote seven novels called “Kitakarumono” in the 
1940s. “Kitakaru” is an abbreviation for Kitakaruizawa, a place located high 
and north of Karuizawa. In 1928, Hosei University constructed a resort village 
in Kitakaruizawa, and the village was named “Hosei Daigakumura”. Yaeko’s 
husband, Toyoichiro Nogami had an important position in Hosei University, so he 
built a villa at “Hosei Daigakumura” in 1928. Many land owners were teachers 
of Hosei or other universities in the initial stage, and Yaeko enjoyed associating 
with intellectuals in “Hosei Daigakumura”. The name of the village was changed 
from “Hosei Daigakumura” to “Daigakumura” in 1937.

Novels of “Kitakarumono” are placed in a minor position in Yaeko’s works, 
and not much discussed in previous studies. In this article, I analyzed novels of 
“Kitakarumono” which were written in the early postwar period, by comparing 
their contents with facts, that is to say the history of “Daigakumura” and Yaeko’s 
social activities during the wartime. Through the analysis, I show three notable 
features of “Kitakarumono”. 

At first, “Kitakarumono” share nostalgia for the prewar period. Yaeko thought 
that her fulfilling life in “Daigakumura” was lost during the wartime. She had an 
elitist way of thinking, drawing a dichotomous distinction between the educated 
class and the general public, so she could not accept the postwar social leveling. 
Second, in the resort village of “Kitakarumono”, Yaeko gave the educated class 
a central position. Their lifestyle and way of thinking are depicted as an overall 
trend of the village. Third, a female novelist “Kazuko”, the main character who 
reminds readers of Yaeko, is described as a novelist keeping distance from the 
wartime regime. Yaeko herself, cooperated with the wartime regime. In my opinion, 
such representation of Kazuko betrays Yaeko’s desire to avoid responsibility for 
taking part in the war as an intellectual.

Ⅰ．はじめに

　野上弥生子（1885-1985年）は、1940年から1947年までの時期に、浅間山麓の高原に作られ
た、或る別荘村を主要な舞台とする小説を連作した。野上 1は、これらの作品を「北軽もの」と
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呼ぶが、とはいえ作中では、北軽井沢という地名が明示される場合と、されない場合とがある。
野上家は、北軽井沢に1928年に誕生した古い別荘地、大学村に別荘を所有している。大学村が
作られたのは、当時法政大学の学長であった松室致の旧所有地であり、法政大学の関係者に土地
を分譲したため、初期の村民は法政大学の教職員とその家族で占められた。村には「法政大学
村」の名前が付けられたが、1937年に「大学村」へと改称された。野上の夫、野上豊一郎は法
政大学教授として「法政大学村」建設を推進し、野上家の別荘も村の開設と同時に建てられた。
　「北軽もの」には７つの作品があり、このうち6つの作品において、野上を彷彿させる女性作
家「和子」が主人公に設定され、恰も私小説であるかのような印象を与える 2。文芸評論家の瀬
沼茂樹が、「野上彌生子は山荘生活で身辺に起った移り変る出来事を、あれこれと理性的に処理
して寸分の隙がなく、そこに自己の思念をこめて、見事な短編に仕立て、遺憾がなかった」と述
べるように、論者にも、「北軽もの」は野上の実生活に根ざした小説として受けとめられた。続
いて瀬沼は、「しかしこれはいわゆる長い念願の大長編『迷路』のための筆ならしともいえるも
のがあった」（瀬沼1984：167）と述べており、「北軽もの」を、次作『迷路』の準備作業へと解
消させた。瀬沼は野上の著作のなかで、「北軽もの」には重要な位置を与えていないが、こうし
た態度は、先行研究において珍しいものではない。
　従来論じられることが少なかった「北軽もの」ではあるが、本稿では、大学村の歴史、戦時期
から戦後初期にかけての野上の日記の記述、あるいは大学村に関する談話など、事実的な側面を
参照しながら、フィクションである「北軽もの」を読み直してみたい。そのことにより、「北軽
もの」に込められた野上の同時代状況への認識や問題関心を指摘する。本稿が議論の対象にして
いるのは、主に戦後初期に書かれた「北軽もの」であるが、2点ほど問題点を提示しておきたい。
第1に、それらの作品は戦前期へのノスタルジアを共有している。野上の根底には知識人と「一
般」を区別する発想があり、戦時期以降の社会の平準化には、許容しがたい側面があったのだろ
う。戦後初期の「北軽もの」には、対米英蘭戦が既存の社会秩序を変容させたという歴史観が表
明され、失われた戦前期の生活を懐かしむ心情が滲み出ている。
　第2に、「北軽もの」における女性作家和子の表象が、野上の現実の歩みを記録したものでは
ない点に注意を払いたい。戦後初期の「北軽もの」は、戦時体制に非協力的な作家として和子
を描き出すが、野上の対米英蘭戦開戦後の所論、日記の記述は、戦時体制に協力的な姿勢を浮
かび上がらせる。和子は小説上の人物ではあるが、前述の瀬沼評に見られるように、和子と野上
を同一視する論者も少なくない。野上自身も、戦時体制から距離を置く和子の姿が、自画像と
して受け止められることを望んでいたであろう。なお以下の記述において、「大学村」は北軽井
沢に実在する大学村を、「別荘村」は「北軽もの」の舞台である、想像上の別荘地を指すものと
する。

1  以下本稿で「野上」という場合は、野上弥生子を指す。野上豊一郎ほか野上家の人びとについて言及す
る際には、名前もしくはフルネームで提示する。

2  発表順に1941年1月「山姥」『中央公論』第56年第1号、東京：中央公論社、1944年12月「草分」『文
芸』第1巻第2号、東京：河出書房、1946年4月「砂糖」『世界』第4号、東京：岩波書店、1946年11
月「狐」『改造』第27巻第11号、東京：改造社、1947年1月「神様」『新潮』第44巻第1号、東京：新
潮社、1947年2月「転生」『人間』第2巻第2号、東京：鎌倉文庫、1947年5月「鍵」『芸林閒歩』第2
巻第4号、東京：岩波書店、以上7作品である。各作品の執筆時期は「山姥」1940年11月8日より12月
10日、「草分」1944年9月5日より10月6日、「砂糖」1945年9月1日前後より、中断を経て1946年2月
10日執筆再開、2月24日脱稿、「転生」1946年3月25日より4月14日、「狐」1946年7月21日より9月
21日、「神様」1946年10月2日より11月18日、「鍵」1947年2月8日より4月8日。したがって、「転生」
は4番目に執筆されたが、発表は6番目になる。
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Ⅱ．戦前期の大学村

　北軽井沢の土地は海抜1000メートル前後の高原地帯にあり、浅間山のふもとに緩やかな傾斜
地をなしている 3。浅間山噴火による火山灰で覆われたやせた土壌と寒冷な気候は農耕には適さ
ず、長い間原野の状態に置かれていた。1882年、ここに北白川宮が軍馬の育成を目的として牧
場を作るが、しかし北白川宮は1895年に台湾で戦病死し、牧場は閉鎖される 4。牧場用地は民間
に払い下げられ、土地の一部を、法政大学の学長であった松室致が取得した。松室は、現在の地
名でいえば群馬県吾妻郡長野原町に位置する広大な地所を、法政大学の教師たちに開放しようと
考えた。かくして、1928年に文科の教師を中心に、「法政大学村」が作られた。村長は松室で、
村は村議会によって運営された。当時法政大学教授で、予科長を務めていた野上豊一郎が、村議
会の初代議長に選ばれた。北軽井沢の地理について、「北軽もの」3作目の「砂糖」は、軽井沢の
「立体的に北」に位置し、別荘村が「有名な軽井沢から、玩具じみた電車でもう五百尺、のろの
ろ這ひあがつた高原地帯にある」と説明する（野上1981c：281）。この電車は1915年に開通し
た草津軽便鉄道で、北軽井沢駅は当初地蔵川駅という駅名であった。1929年に法政大学村が草
津電鉄株式会社に新しい駅舎を寄付し、駅名は変更された。
　開村1年目には第1区の40区画が造成されており、野上家の別荘もその中に含まれる。2年目
にも第2区40区画が造成され、さらに共同利用施設として「大学村倶楽部」が建てられた。こ
の倶楽部は食堂、大浴場、娯楽室などを備えており、岩波茂雄が寄贈した岩波文庫の書棚も置か
れていた。岩波は、開村後まもなく野上家の別荘を訪問して法政大学村を知り、後に第2区に別
荘を建てている。岩波の勧めにより、安倍能成、津田左右吉、田辺元など法政大学以外の大学教
師や岩波書店の関係者が大学村へと集まった。また、明治女学校で野上の同窓生であった平塚
茂子が、野上家から3区画目の地所を購入したが、夫の平塚廣義は台湾総督府総務長官を務めた
（1932-1936年）内務官僚であり、平塚の媒介で、台湾総督府の関係者「いわゆる台湾組が十軒
余」加入した（野上1982d：296）。平塚茂子は「砂糖」の登場人物、房子のモデルとなり、作中
には、房子が親戚や知人たちに大学村を案内する場面が描かれている。

1927年の夏季休暇中に、豊一郎、弥生子と3人の子どもたちは建設前の大学村を下見に行く。
野上は「北軽もの」2作目の「草分」において、この時の経験を起筆としながら、1931年の人
造湖完成までの村の歴史を描き出した。法政大学村建設の前に、豊一郎は村での理想的な生活
として「健全な、質素な、愉快な共同生活」を掲げ、「居住者すべてがその趣旨を理解して、そ
の点において共同の精神をもって経営してゆく覚悟をしてもらわねばならない」と、松室学長
に進言したという（野上豊一郎1980：90）。「草分」のなかで野上は、豊一郎が掲げた理念から
「愉快」を除いて「知的」を加え、「知的で、健全で、素朴な共同生活を村の憲法」とする（野上
1981b：270）。この憲法は、法政大学村村民に対する豊一郎の希望が叶えられたかのように、別
荘村のすべての村民に受容され、実践される。結末部では、別荘数が100戸以上に増大してもな
お、村民たちは「友だちであるか、親類であるか、もしくば勤め先の仲間同士でないものは殆ん
どなかつた」ことが述べられ、開村時の特徴であった村民の均質性、村民間の平等な関係性が継
承されている（野上1981b：272）。
　このような別荘村の特徴は、戦後初期の「北軽もの」でも繰り返し提示された。「砂糖」では、

3  以下Ⅱ節における大学村の地理、歴史については、社団法人北軽井沢大学村組合編『大学村五十年誌』
を参照した。

4  大学村組合事務所の近くには北軽牧の宮神社という神社があり、建立されたのは1932年、伏見稲荷を
祀っていたが、1947年には北白川宮を新たに祭神とした（社団法人北軽井沢大学村組合編1980：38）。
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「国際的な避暑町の贅沢や華美」で表象される軽井沢に対して、別荘村の生活は「おそろしく不
便で、電話一つない原始生活」だと説明される。和子の同窓生で、銀行重役の夫人である房子
は、軽井沢から北軽井沢に移り、「原始生活」を楽しみながら、「肌合の違ふ教師仲間の奥さんた
ち」と親しく交際する（野上1981c：281-287）。「転生」は、「北軽井沢の高原に散らばつてゐる
小さい山荘の持主」たちが「Ｈ大学」の教師、友人、親類など個人的な繋がりを持ち、「自分た
ちの夏の村」への愛情には「分譲地の新聞広告で寄り集まつた別荘地などには見られない深さが
あつた」という記述で始まる（野上1982b：65）。こうして別荘村とは対照的な「分譲地の新聞
広告で寄り集まつた別荘地」について言及する際に、野上が思い浮かべていたのは、北軽井沢駅
（地蔵川駅）の西側、大学村とは反対側に位置する別荘地であったのかも知れない。
　田口信孝によれば、草津軽便鉄道の開通計画を契機として、地蔵川駅周辺では別荘地の開発が
進められた。1925年頃に作図された「吾妻別荘地平面図」には、3か所の大規模開発地が記載さ
れており、別荘所有者として政治家、華族、実業家など、著名人の名前が並んでいる。これらの
著名人が実際に別荘を建築したのかどうかは不明であるが、別荘地管理組合の規約に関する資料
から、1929年の時点で、別荘地が機能していたことが推察できる（田口2007：18-21）5。野上
もこれらの別荘地について、大学村とは性格が異なる別荘地として言及し、比較しているが、但
し叙述の細部には異同が見られる。「草分」の別荘村では「畳一枚の単価にしても、電燈を引つ
張つて来るにしても、線路向ふの森林地帯に二三軒ある、東京の富豪たちの別荘が支払つた何割
かで済んだ」ため、「組織の生みだす魔術的な力が今更に烈しく和子を驚か」せる（野上1981b：
267）。談話「草分けの頃・戦中・戦後」は、「お金がなくとも貧乏でも、組織しだいでは何でも
出来る」1例として、大学村では初年度から電燈が引かれていたことを挙げながら、「近くの村
にある大きな別荘についてみても、大学村の山荘とは似もつかぬ大きな構えにかかわらず、ただ
個人のひとつの家であるために、電燈はつかず、ずっとランプだったのですから」と述べる（野
上1982d：300）。
　「草分けの頃・戦中・戦後」で野上は、「村には名士なる人達も混っていた」にもかかわらず、
「そういう人もすべて、「おじさま」「おばさま」と対等に呼ばれて、はなはだ民主的だった」と
語る（野上1982d：297）。このような大人たちの呼び方は、「北軽もの」の「鍵」にも描かれて
いる。そこでは、別荘村の村民となった者は「社会的な身分の特権や差異への袂別を覚悟しなけ
ればならない」。男性村民は、「日本の思想界を代表するほどの著名な哲学者も、パスの白キップ
で往復する老学士院会員も、或ひは前大臣、貴族院議員の官僚組も」、村民だけでなく、組合事
務所の職員や「駅前の土地のもの」から、一律に「先生」と呼ばれていた。そして、別荘村の子
どもたちは、大人たちを「一視同仁、「何々山荘の小父様」もしくは「小母様」」と呼んでいた。
「鍵」は、「北軽もの」最後の作品であるが、ここでも村民の均質性、平等な関係性という、「草
分」以来の別荘村の特色が描かれる。別荘村は「仲間の集まり」であるがゆえに、地所の境界も

5  田口によれば、「吾妻別荘地平面図」には、「松室致氏経営地蔵川避暑地」の記載があり、松室が「法
政大学村」だけでなく、さらに別の別荘地の開発を進めていたことを伝える。また、大学村建設前の
1926年、俳句結社「枯野」が地蔵川駅周辺に「大講堂」を建築し、「林間俳句学校」を開催するという、
北軽井沢における「画期的文化活動」が行われていた（田口2007：18-21）。これらの興味深い事実に
ついて、本稿では論じないが、野上の言説との矛盾もあり、筆者が改めて北軽井沢の歴史を考察する際
には、検討するべき点だと思われる。自治組織の力の発揮が、原野を避暑地へと作り変え、村の規模を
大きくしていき、さらに疎開組織が機能する基盤となった、というのが大学村に関する野上の基本的な
言説である。北軽井沢駅の東側が「茫漠と何里もつづいた高原地帯で、無人の境」（野上1981b：255）
であった時に、駅の西側には軽井沢ほどの規模ではないにせよ「贅沢や華美」な別荘地が開かれていた
とすれば、「北軽もの」を通して、野上から与えられる北軽井沢のイメージを、修正する必要があるだ
ろう。
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緩やかで、「塀をめぐらしたり、垣根を拵へたりする家は一軒もなく、それこそ、どこの地内で
あらうと出入自在である」（野上1982c：119-121）。日記の記述によれば、野上は知人の所有地
の中を自由に散策しているが、しかしながら、そうした行為が村民共通の習慣であったかどうか
は明らかでない。
　法政大学村の別荘数は、開村から10年目の1937年には200戸を超え、戸数の増加に伴い、法
政大学とは関係のない村民が増加した。そうした現状を踏まえて、村の名称は「大学村」へと変
更された。村の運営は、村議会制度から組合組織に移行し、組合規約、組合員名簿等が新たに作
成された。その際作成された文書の1つに、「大学村よりの御願ひと御注意」があるが、これは
『大学村五十年誌』のなかで、「当時の大学村の実情をつたえる興味深い文書」だと紹介されてい
る（社団法人北軽井沢大学村組合編1980：43）。「大学村よりの御願ひと御注意」によれば、現
在の大学村は規模の拡大により、開村当時の「大家族主義的気風」が薄れ、「個人主義的独善主
義的空気」が漂う。しかし「矢張りインテリ村として建設当時の特有の美風はどこまでも発達さ
せたい」。そのために村民たちが守るべき注意事項が箇条書きで挙げられるが、例えば、午前中並
びに午後10時以降に蓄音機などを高音で鳴らすこと、犬の放し飼い、過度の植物採取などが禁止
事項にされた。なかでも、以下の2項目は、大学村と周辺地域との関係性を示唆する内容となっ
ている。「事務所には山荘監視人が居り又夏期中は長野原町応桑在勤の警官が駅前に出張して治
安が維持されてゐますが、他地方から入込む不良分子があるといけませんから他出時の戸締り等
は一応警戒が必要です」、「山荘の出入の商人は身元調査の上事務所から木造鑑札を携帯させてあ
りますから無鑑札者は一応御注意願ひます」（社団法人北軽井沢大学村組合編1980：49-51）。
　身元調査の実施や「鑑札」携帯の義務といった慣習から、大学村村民と地元住民のあいだに格
差が存在していたことが理解できよう。経済史家で松室致の孫にあたる安藤良雄は、北軽井沢の
住民や事務所職員が「祖父を「閣下」と呼んでいるのが、東京では聞き慣れなかったので珍らし
かった。考えてみれば「村民」の学者方も当時でいえばほとんど皆勅任クラスの教授なので「閣
下」だったわけである」と記している（安藤1980：190）。「大学村よりの御願ひと御注意」によ
れば、「北軽井沢駅前の商店街は大学村付属地として考へられてゐ」た。そこに住み、大学村の
生活を支えている地元の人びとについて、野上の日記には親近感や感謝の言葉が綴られるが、ま
た同時に、彼らを低位のものと見做す記述が少なくない。1936年9月28日の日記では、別荘の
補修、荷物の運搬などの作業を請け負う男性たちについて、「彼らがゐることはもつとも便利で
忠実な下僕を何人ももつてゐると同じである」（野上1987b：179）と書いている。
　そうした発想は「北軽もの」にも反映された。「神様」では、駅前の集落は別荘村の建設と同
時に形成され、住民たちは別荘村の仕事や村民相手の商業で生計を立てていると説明される。し
たがって、駅前集落の経済を左右する別荘村の村民たちは、「特権階級」だと考えられていた。
「もとは夏の季節にはひると、高原電車が着くたびに彼らは目のまへの駅で、新らしく来る人を
待ち受けた。さうして鞄があれば鞄を、重い行李なら行李を、一二台はそんな山の村にも動いて
ゐた自動車を呼んで、丁寧に運びこんでくれたものであつた」（野上1982a：9-10）。このような
駅前の集落の人びとの振舞いは、「奉仕」と表現されるが、1938年6月21日の日記に、「事務所
の人々が駅にみんな出てゐる事も、木村が別荘をすつかり掃除して忠実に待つてゐる事も例年の
通り」と書かれるように、事実を踏まえた記述であろう（野上1987b：601）。
　「大学村よりの御願ひと御注意」の「他地方から入込む不良分子があるといけませんから」の
文言は、村民の中には「不良分子」はいないという想定を示す。「北軽もの」の「鍵」では、別
荘村に生じた多数の空き巣事件が描かれるが、犯人はすべて外部の者であった。大学村内部の人
間に対する信頼感と、その裏返しである外部の人間への警戒感は、法政大学の教員であった井本
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健作の回想記にも見出される。井本は「松室学長の統制下にあった法政大学の教職員が主体」の
大学村を「われわれの村」と呼ぶ。「法政大学村」時代には、村民たちは毎日大学村倶楽部に集
まり、「村の経営に関する事柄もここで談笑の中に決定され」た。「そこには渾然たる融和があっ
た。解放的な明るい村だった」（井本1980：123-127）。このような井本の感慨は、「老人の尚古
癖から、あの頃の村をまるで理想境ででもあったかの如く観じているらしく思われるかも知れな
いが、事実は無論そうではな」い。その1例として、大学村倶楽部の岩波文庫の書棚には、当初
1000冊以上の文庫本が収められていたが、10数年後にはほぼすべての蔵書が失われてしまった
ことを挙げる。文庫本の消失について、「日本一のインテリ村と自他共に許していただけに、私
は横面を張られた感を禁じ得なかった」と述べながらも、「この倶楽部には他村からも自由に出
入が出来るし、又大学村の家にも臨時の泊り客も少くなかった」ので、すべての責任を村民に帰
すことはできないと語る（井本1980：126）。
　野上は、大学村内部の人間関係が「はなはだ民主的」であったと述べるが、先行研究において
も、大学村は「法政大学の教員を中心に、多くの学者たちが山荘を持ち、夏のひとときを過ごし
た」場所であり、なかでも「夏目漱石ゆかりの人々は、大学村のリベラルで自律的、互助的な協
同生活のスタイルを作り出した」と評される（田口：2007：27）。こうして大学村に、学者たち
の「理想郷」を見る発想は、野上の言説にも重なるものだが、しかしこの「民主的」な村は、「大
学村よりの御願ひと御注意」が示すように、入村者の制限や警察の監視のもとに維持されてい
た。村民の間で「民主的」な関係が育まれるなかで、他方、村民と地元の人びとの間には主従関
係に近い、いわば封建的な秩序が保持されていたのである。談話「草分けの頃・戦中・戦後」は、
1976年、1979年に実施されたインタビューであり、『大学村五十年誌』所載分の最終頁には、野
上が速記を訂正、加筆した旨追記されている。したがって、「民主的」であるとはどのような状
況を意味するのか、野上の見解が率直に表されていると理解してよい。
　ここで野上は「民主的」な人間関係を語りながら、考察の対象にしていたのは、自らの交際範
囲に含まれる一部の大学村村民だけで、それ以外の人びとの存在は抜け落ちている。戦前期日本
の1地方で、有産階級、知識階級に属する都市の住民と、田舎の住民の間に格差が存在し、そう
した格差が当事者の間で承認されていたことは、1つの歴史的な状況であり、それを現代の視点
から批判することは妥当ではない。だが、野上は1970年代後半においてもなお、かつて大学村
の村民と地元の人びとの間に横たわっていた不平等な関係性を知りながら、そして自らも地元の
人びとを「下僕」のように扱いながら、大学村が「民主的」な場所であったと語る。すなわち野
上のなかでは、知識階級における「民主的」な人間関係の構築と階層間の格差は、両立する概念
であった。

Ⅲ．戦時期の野上弥生子

　野上は、能について講義するため文部省からヨーロッパに派遣された夫の豊一郎に同行し、
1938年11月より約1年間欧米を旅行した。「草分けの頃・戦中・戦後」によれば、野上は「世
界大戦がはじまった当時、野上とともにヨーロッパにいて、いわば戦火に追われて逃げ帰った有
様で、東京へ戻るとまもなく神田が空襲にあいました。スペイン滞在中に、あの内乱のあとを眼
にして、機械化した戦争のてっていした破壊ぶりを知らされた私は、東京が消滅するのも時間の
問題だと思ったので、逃げこみ場を用意するため、身一つで大学村の様子を見に来たきり、もう
帰れなくなって、四年間、そのまま疎開生活となったのでした」（野上1982d：301）。一見破綻
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の無い文章のように見えるかも知れないが、この2つのセンテンスにはかなり脚色が施されてい
る。野上がアメリカ経由で帰国したのは、1939年11月であったが、神田の空襲について日記に
記述されるのは、1944年12月12日である 6。この日が大学村での疎開生活の初日で、終戦後も
大学村に住みつづけた野上は、1948年9月にようやく東京に戻る。したがって、野上の「四年
間」は、1944年12月から1948年9月までの4年間を指すが、上記の文脈に「四年間」が置かれ
れば、通常読者は、対米英蘭戦開戦の1941年から敗戦までの4年間であったと考えるのではな
かろうか。
　恐らく、意図的に触れられていない1939年から1944年の疎開までの5年間、野上は、原稿執
筆のほか、講演、座談会、ラジオ出演や朗読原稿の執筆など、多岐にわたる作家活動を続けてい
た。1942年7月13日の日記に「日本の名で現在やつてゐることを肯定することは出来ない」と
書いており（野上1987c：500）、野上は対米英蘭戦を心情では否定しながらも、総力戦体制に参
与していく。日記には、大日本婦人会の審議員や生活文化研究委員就任についての記述があり、
他方、日本出版文化協会の雑誌委員、文部省唱歌「母の歌」作詞等の仕事は記録されていない
（山田2001：291、古庄編2011：177-183）。にもかかわらず、戦時期の野上について、「戦時下
北軽井沢の山荘で時局と切り結ぶことのない生活を送り、それゆえ歴史を冷静に眺めることので
きた稀有な作家だった」（尾形2003：5）、「時代の奔流から注意深く身をひき、山にこもり自然
に没入して読書に沈潜した」（小俣2001：133）、「女性作家らが戦争協力・翼賛協力にかり立て
られるなかで、沈黙を守り、抵抗の姿勢を保った」（鈴木編・著・解説1998：173）、このように
高い評価がなされている。
　しかしながら、関口すみ子の研究は、戦時期の野上が「第一線の「評論家」・「女流評論家」」（関
口2013：65）として活躍し、「女性動員の旗振り役を立派に務めている」（関口2013：78）側面
に光をあてた。関口は、戦時期の野上の評論を、日中戦争開始後の「戦時」、対米英蘭戦開戦後
の「戦中」に分けて論じている。「戦時」期の言説では『婦人公論』の「題言」を取り上げ、「慎
重に、日中戦争突入・戦火拡大への反対を表現」したと指摘する（関口2013：68）。しかし「戦
中」期の作品「婦道」には、戦争「協力」の姿勢が明確である（関口2013：79）。「婦道」は大
日本婦人会の機関誌『日本婦人』創刊号（1942年11月発行）に、大政翼賛会文化部長高橋健二
の文章と同じ頁に並んでいる。そこでは、「私たち日本の婦人」の役割として、隣組の活動、勤
労奉仕のほか、「共栄圏内の国々の婦人たち」の指導が掲げられた（野上1991b：98-99）。野上
の論調は対米英蘭戦開戦を契機として変化し、関口はそこに「息子をはじめ身内を守る決意」、
「生きるために必要なことをする決断をした可能性」（関口2013：86-87）を読み取る。
　結局野上は、1945年2月下旬まで原稿執筆を続けた。単行本出版数は1942年には6冊を数え、
1940年代を通して最大になった。これは当時の出版界が享受していた戦時景気の影響であろう
（佐藤2013：141-151）。1942年6月16日の日記には、岩波書店から受け取った当月分の印税が
「九百円からあつた」と書かれている（野上1987c：485）。野上は、戦争がもたらした機会を十
分利用していたのである。対米英蘭戦期に公表された最後の仕事として、日記には、1945年1月
19日のラジオ朗読原稿の脱稿、1月22日の日本文学報国会から依頼された「野村望東尼の歌の揮
毫」が記される。後者について、「画を松園が描くとの事故、書いて見ようかと考へてゐる」（野
上1987d：511）とあり、上村松園との共同制作への深い関心を示している。疎開後にも原稿の
依頼は来ていたので、「今月はこれで三四百円の仕事をもするわけになる。疎かいしてゐて、こ

6  空襲について「一度もしんから怖ろしと思ふ念ひはしないですんだ。ただ夜中十二時過ぎ、二時過ぎと
二度もサイレンが鳴る度に起きるので、殆んどまる寝の有様で過した。（筆者註、疎開が急に決まった
ので）日本橋と神田の火事のあとを見に行くひまがなかつたのは、残念である」（野上1987d：468）。
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んな自由な生活をしながら、毎月のもの入り以上の収入があれば申分なしといふべきであらう」
と、疎開生活に満足の意が表される（野上1987d：514）。このとき執筆していた原稿は、雑誌の
廃刊等が重なり、公表されていない。野上は1944年12月までは東京と北軽井沢を行き来してお
り、仕事を中断したのは、1945年2月から敗戦までのおよそ半年間であった。「戦時下北軽井沢
の山荘で時局と切り結ぶことのない生活を送り」、「沈黙を守り、抵抗の姿勢を保った」等の、事
実と異なる野上像が形成された要因には、戦後に書かれた作品、談話等の影響が考えられる。
　戦後最初に出版された『山荘記』の著者紹介欄には、「文學博士野上豊一郎氏夫人、小説、翻
訳、に著書多く、大日本婦人會審議員の要職にあつた。主なる小説集は‥」と説明される（野上
1945：31）。だが、1946年2月に出版された『続山荘記』では「大日本婦人會審議員の要職にあ
つた」の部分が消されている（野上1946：31）。これが出版社の判断であったのか、それとも野
上の要望なのかは不明だが、こうして一部分を削除することにより、野上の戦時期の活動が隠蔽
された。『山荘記』は、疎開中の日記に加筆修正した著作であるが、好評だったらしく、『続山荘
記』と合本したうえ、さらに頁数を増やして、1953年に別の出版社から再販された。再販に際
して、野上は「あとがき」を書き下ろすが、ここでも、欧米旅行の見聞、厭戦の心情を述べなが
ら、「或る婦人雑誌に毎月のせていたほんの二枚の随想さえ、ペンを曲げないためには中止しな
ければならなかつた」と書いている（野上1953：227）。『婦人公論』巻頭言のことであろうが、
野上が担当していたのは、欧米旅行中を除いて、1937年9月号から1941年12月号まであった 7。
それでは、1942年以降に発表した「婦道」等の諸作品では「ペンを曲げ」ず、本気で女性たち
に戦争協力を説いていたと理解してもよいのだろうか。
　先行研究では触れられていないが、戦時体制への抵抗者というイメージ形成には、戦後初期の
「北軽もの」も貢献したと思われる。そこでは、和子の作家活動、作家としての側面が描写され
ることは少ない。「砂糖」の和子については、大学教師の妻という点のみが記された。「転生」で
は、和子がイギリス文学の素養に富むことは説明されるが、作家であるとは明示されていない。
「鍵」は、「和子はなんべんも机から離れて」、「机仕事をじやまされた」等の記述により、文筆
業に携わっていることを示唆するに留まる（野上1982c：126）。ところが「神様」には、和子の
作家としての側面が挿入され、和子の戦時体制への批判的な姿勢に焦点があてられた。1944年
1月28日から30日まで、『朝日新聞』に野上の論評「人口疎開と学童の問題」が掲載されたが、
1月28日の日記の記述によれば、朝日新聞社側が元の原稿を勝手に改竄し、掲載したという 8

（野上1987d：203）。この事件は、「神様」では、和子が「終にアメリカまで敵にしてしまつた
時、一番に考へたのは、学校の小さい生徒たちをすぐにも都市から田舎へ移すことであった」。
「和子は『学童と疎開』といふ題名で、新聞紙に三日つづけて書いた。それには、検閲の鬼の眼
をくぐる甘味をつけないわけにはいかなかつたが、同じ砂糖菓子でも、金平糖の角だけはかつき
り突きださせておいた。ところが発表されたのを見ると、それが悉く削られ、当りさはりのな
いまるい飴玉になつてゐた。彼女はもうなにも書かうとは思はなかつた」と脚色された（野上
1982a：31-32）。
　ここで野上は、先ず和子が執筆した「学童と疎開」が、公表前には、より先鋭的な体制批判を
含んでいたこと、次いで、和子が無断修正に反発し、戦時体制下での執筆活動への意欲を消失さ
せたことを記している。「転生」「鍵」は、和子の作家活動の描写を抑えており、戦時下で和子が、

7  『婦人公論』巻頭言の担当を辞めた経緯については、日記に記載がないため、野上が主張するように自
発的なものであったのか、それとも中央公論社側の都合であったのかは不明である。

8  日記の記述は、「アマクはしてあつても金平糖の角だけは鋭く残してあつたのに、それがすつかり削ら
れ、普通のアメ玉になつた型也」で、「神様」では、きわめて類似した表現が使われている。
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作家活動そのものを控えていたかのような印象を与える。そして「神様」では、和子の戦時体制
への批判的な姿勢を描き出す。かくして、「北軽もの」の和子は、北軽井沢に隠遁して作家活動
を自主的に制限した、戦時体制に非協力的な作家という位置を確立する。野上は、和子の「口に
こそ出されないが、自分の憎み否定してゐる戦争」（野上1982b：100）への心情を繰り返し提示
する。野上も、厭戦的な心情は持っていたが、しかし「神様」の和子とは異なり、野上には自発
的に執筆活動を中断する意志はなかった。読者によっては、戦時期の和子の生活は、作者の生活
をモデルにしたと考えるであろうし、本稿で引用した評者は、和子を野上と見做したうえで批評
している。戦時期の野上が、和子と同様に戦時体制に迎合せず、体制協力もしていない、そのよ
うに戦後の読者が考えてくれたならば、それは、野上には望ましいことであったに違いない。
　戦後初期の「北軽もの」とは対照的に、1941年1月に発表された「北軽もの」第1作の「山
姥」は、先ず冒頭で、和子が作家であり、執筆のために別荘村に独居中であることを示す。した
がって、「山姥」から順に「北軽もの」を読み続ける読者には、予め和子が作家であることが了
解されている 9。さらに「山姥」の冒頭部は、和子が「問題にもならないへぼ作家」だと宣言する。
駅前の新聞取次店の主人は「商売柄東京の新聞を二三種も読み、みそつ歯の娘娘したおかみさん
にも「主婦の友」を買はせてゐるが、彼女の小説なんぞ、新聞にも雑誌にも載つたのを見たこと
がなかつた」と記し、こうして和子を時流から外れた作家へと位置付けた。執筆中の作品は「一
年あまり駈け廻つて来た外国の旅行記」で、これは明らかに時局とは無関係な内容である（野上
1981a：169-170）。また、『主婦の友』の誌名を出すことで、和子が「通俗」作家ではなく、い
わゆる「高尚」な雑誌の執筆者であることを示唆する。「山姥」と並行しながら、野上が欧米旅
行記を執筆していたのは事実であるが、しかし「北軽もの」における和子の描写は作為的なもの
であり、野上に都合のよい側面が選択されている。
　「神様」は、男性村民が姿を消した別荘村で、女性たちが疎開組織を作り、協力して越冬し、
敗戦を迎えるまでの物語である。疎開組織の目的は、「多くの疎開地に現れてゐる食べものやそ
の他の物資をめぐつての忌はしい奪ひあひや角づきあひ」（野上1982a：21）の回避に置かれ、
組合事務所の男性職員が集めた物資は、各家庭に公平に販売された。「神様」の疎開組織は、同
時代の公的な組織、すなわち隣組や防空団に対置されるものであり、和子は「防空団長の呶鳴り
声と、隣組のうるささ」という東京での「苦がい経験」に抗する感情から、別荘村の疎開組織の
運営に力を注ぐ。疎開組織は、和子が「とてもうまく行つて、私たち自慢なの」と語るように、
すべてが順調に進み、トラブル等は描写されない。こうしていわば理想的な疎開生活が実現され
たのは「村の伝統的な組織の効果」であったと述べられる（野上1982a：35）。別荘村の生活は、
戦後になっても「正しく分け、正しく取ることで睦じく暮らしてゐられる」ものとなり、和子は
夫への手紙のなかで、「議会では日本の建て直しで大騒ぎの様子ですが、一度私たちの村に見学
に来させたいものです」と、別荘村を、戦後の社会的な混乱を超越した場所として誇示する（野
上1982a：60）。
　「神様」脱稿後、野上は日記に「「狐」ほどではないが、とにかくこの土地と疎開仲間のすがた
は描き終へたつもりであり、戦争をバックにした一つの集団生活のユーモラスで皮肉なすがたは
よむものをたのしませるだらう」（野上1987e：359）と記す。『群像』（1947年4月発行）の「創
作合評会」は、宮本百合子の「二つの庭」と比較しながら「神様」を取り上げている。評者は青
野季吉、伊藤整、中野好夫で、野上の予測に反して、作品への評価はきわめて低く、与えられた

9  「北軽もの」のうち、「山姥」「草分」「砂糖」「狐」「神様」「転生」を収録した単行本、『草分』が1947
年小山書店より刊行された。また中央公論社発行の野上弥生子選集第6巻『狐』（1951年）にも、同じ
6作品が収録された。
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スペースも小さい。青野は「退屈」、伊藤は「全部讀まなかつた」、中野は「自分の別荘地帯のプ
チブル生活を實に安易にいゝ気持で畫いて、自分だけは好い子になつて除けておいて、日本人の
缺點を非常にイージーゴーイングに批判ばかりしている」、「いちばん不愉快」な作品だと述べ
た（青野・伊藤・中野1947：82）。中野は、和子を野上と見做しており、和子についての肯定的
な記述を自画自賛と捉えたのだろう。「自分だけは好い子になつて除けておいて」という箇所は、
戦時中から、心中では戦時体制には批判的で、かつ敗戦を確信していたという、和子の態度を指
すであろう。
　大学村では、1944年10月6日に野上家を含む9世帯が疎開会を結成するが、「神様」の疎開組
織とは異なり、そこには男性も含まれていた（野上1987d：416）。疎開者の数は東京大空襲以
後増加し、最大時には300人を超えた（社団法人北軽井沢大学村組合編1980：67）。談話「草分
けの頃・戦中・戦後」において野上は、疎開組織は「ほんの話しあいで訳なく出来あがった」の
であり、その背景に「私たち大学村がそのなりたちからもっていた伝統的な風土」を挙げる（野
上1982d：302）。しかし実際に組織を機能させるためには、「金がすべてを決定した。マキ木炭、
室
むろ

切りのほかは渋ぶりぬいてゐたのに、ジヤガイモも二十五俵前後は集め、その他ネギ、にんじ
ん、ごぼう、大根、白菜も、共同で一括に買ひ求める事になつた」（野上1987d：418）と日記に
書かれるように、会員から集めた運営資金、組合事務所の「事務員を、特別の給与で動員」（野
上1982d：301）することが必要であった 10。にもかかわらず、野上は疎開生活が順調に進んだ
要因に、村民たちの精神的なつながり、「当時の一致協力」（野上1982d：301）をことさらに強
調しており、公的な言説において「金がすべてを決定した」側面には触れていない。
　さらに野上は、大学村の周辺に住んでいた異民族の人びとが、村民たちの疎開生活を根底で
支えていたことにも、あまり触れようとはしない。大学村では、1945年5月より、家庭菜園の
土起しが「鮮人を使用」して開始され（野上1987e：46）、野上家にも5月28日に「朝鮮人たち
がまへの鉄塔の下をおこしに来てくれ」た（野上1987e：57）。あるいは、買出しの途上で見か
けた朝鮮人たちの姿や、牛肉を売りに来たことなどが、日記や『山荘記』には記されている。戦
後初期にはタタール人の商人の夫婦が、野上の別荘にさまざまな嗜好品を届けていた。彼らとの
交流は延べ6年間に渡って続けられ、日記の記述からは、夫婦が田辺元宅など、大学村の他の家
庭も得意先にしていたことが窺える。男性をモデルにして、1946年に「トルコ人」（野上1981e）
という短い随筆が書かれ、「転生」では、別荘村の女性村民が「トルコ人の闇屋から一罐三千円
の蜂蜜を買つた」と語るが（野上1982b：102）、これはタタール人夫婦との交流から生まれた言
葉であろう 11。この言葉を除けば、「北軽もの」には、タタール人夫婦との交流を想起させる記述
はなく、また朝鮮の人びとの「使用」等については、何も書かれていない 12。彼らの存在は、「別

10  例えば1945年10月19日、「事務所がジヤガイモ百五十俵を田代の方で買ひつけたが、トラック代その
他で一俵二百円になるので三万円の金が要る。それにつき明日午前うちで世話人会をひらくことにな
る」（野上1987e：132）、このような日記の記述を読むと、資金が集まったからこそ、疎開組織を維持
できたのではないかと思わざるを得ない。この点については、先行研究でも「金がすべてを決定した」
を引用し、野上の「指導下の冬季疎開会が、設立趣旨のように「薪一本、木炭一片」を分かち合うなど
というつつましい助け合いをやったわけではないようである」（古庄編2011：199）との指摘がある。

11  タタール人男性に初めて出会った1945年10月1日、野上は「こんな下等な連中がずいぶんはいり込ん
でゐるらしい」と、いかにも野上らしい感想を日記に記している（野上1987e：121）。しかし訪問が重
なるにつれ野上の態度は変化し、両者の間には「単なる金銭のやりとりだけでない関係が築かれていっ
たようである」（福田2020：65）。タタール人夫婦について、日記に最後に記述されるのは1951年7月
25日、「めづらしくトルコ人夫妻来る。リプトン紅茶一カン。二百ほど安い」（野上1988b：100）。

12  1945年11月2日の日記には、「朝鮮人がまた牛肉を売りに来た。うちに直接売りに来たのははじめてで
あるから三百目買つてやる。武者の家にゐる男さうな。それなら今後もらくにレンラクがつく」（野上
1987e：140）とある。「武者」は、大学村組合事務所の関係者の1人。大学村村民岩田美智子氏の「私
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荘村をつくりあげた共同協力の精神」（野上1982a：21）を主張するには馴染まない側面である
がゆえに、省略されたのだろう。

Ⅳ．戦後初期の「北軽もの」

　談話「草分けの頃・戦中・戦後」では、疎開生活のプライベートな側面について、明らかに事
実とは異なる内容が語られた。他の疎開者たちが庭を開墾して畑に変えていくなかで、「戦争が
十年、二十年つづくはずはない」と確信していた野上は、敷地内の「亭々とした立派な森」を「馬
鈴薯や南瓜のため」に伐り倒すことはせず、その代りに「家のまえの送電塔の下のわずかな空地
をたがやしてみたりしたが、ものになりませんでした」と述べる（野上1982d：302-303）。日記
の記述に「朝鮮人たちがまへの鉄塔の下をおこしに来てくれ」（野上1987e：57）とあるように、
野上家の畑は「まへの鉄塔の下」の土地、あるいは親戚の所有地に作られており、庭を畑に転用
しなかった点に限れば、野上の語りに間違いはない。しかしながら、「正子（筆者註、次男茂吉
郎夫人）が来てまへの畑の大根をいつしよに抜き、キャベツも抜く。大根は肩を出してゐるのだ
け六十余本ぬく」（野上1987e：146）といった農作業を行いながら、他方、「鮮人に高いおこし
代を払つて、それほど収穫的でもない畑作りをするよりは」地元の農家を利用したほうが経済的
ではないかとも考えており（野上1987e：84）、食糧を確保するための効率的な手段に意識的で
あった。
　「草分けの頃・戦中・戦後」において野上は、自らの戦争認識の正しさと、農作業に意欲的な
疎開者たちとの生活態度の相違を示唆しようとしている。野上は「北軽もの」では別荘村村民の、
大学村に関する談話では大学村村民の均質性を語りながらも、現実には、知識階級とそうではな
い者とを区別していた。「知的」な話題を持たない女性村民には関心をもたず、心のなかでは「コ
ンナバカな女たちとの交際がなければ山は天国なのだが」（野上1987a：380）と考える。女性
村民たちは「村の女の会」を結成し、村民間の交流を目的として、編み物や料理の講習会、子ど
もの勉強会、村民全員が参加する運動会などを開催していたが、野上は大学村倶楽部での交際や
「村の女の会」の活動を出来る限り避けようとした。「村の女の会」発足時、1929年8月19日の
日記に「自分の趣味としては斯んなことは我慢ならないものである」（野上1986：425）、1937

年8月16日の日記には「朝井本夫人が運動会に誘ひに来る。今年はもう出ないで済むものとの
み考へてゐたので腹が立つて泣き度くなる。この山の神連のバカバカしいサークルに引つ張りこ
まれる事を考へると、山の楽しさも美しさも一瞬にけし飛ぶおもひである」とあり、運動会後の
感想として「一般的に云つて教養も趣味もある筈の家庭の主婦がそろつてゐてこの程度なのだと
思ふと吉屋先生（筆者註、吉屋信子であろう）の作品が受けるのがよく分かる」と書いている（野
上1987b：398）。
　井本夫人とは、Ⅱ節で引用した法政大学教員井本健作の夫人である。井本健作は、回想記のな
かで大学村倶楽部という交流の場と、そこで醸成された村民の融和を誇り、また「村の女の会」
の意義も認めていた。しかし野上は、「草分」の別荘村の憲法で「愉快」と「知的」を置き換え
たように、「北軽もの」の別荘村の特色として、先ず知識階級の存在を前面にうちだした。そし

の山荘日記」にも、「先日人夫より買った牛肉」（1945年8月27日）「人夫が肉を持って来る」（9月9
日）の記述があり、疎開生活中の食糧事情が窺える（社団法人北軽井沢大学村組合編1999：20）。なお、
1966年1月に発表された小説「鈴蘭」（初出は『世界』第242号）では、農家が飼育する牛を勝手に殺し、
その肉を別荘村の疎開者たちに売りに来る、近くの鉱山で働く朝鮮人坑夫の集団が描かれている。
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て大学村では、一部の男性知識人との談話、知識階級に属する一部の家庭との交際にのみ関心を
もっていた。1929年7月26日、完成間近の大学村倶楽部を見学して、日記には「私たちが山の
家に暮らさうとする生活には、これ等の設備は無関係である。しかし一般の人々には斯んなもの
も必要かもしれない」という印象が記された（野上1986：406）。このように野上は、「私たち」
知識人と「一般」を二項対立的に捉えていた。井本と野上の回想は、「法政大学村」への郷愁を
共有しながらも、その対象にはずれが生じている。
　戦争の進展とともに、豊一郎をはじめとする大学教師たちが任地を離れ、大学村に長期滞在
することは難しくなった。大学村から知識人の姿は消え、疎開していたのは「一般」村民のみ
であった 13。1945年5月31日の日記によれば、野上は自宅ホールの壁の絵を取り換え、「しか
しこのピエロの絵を美しがり、たのしんで見てくれるやうな友だちは、今のところこの山には
一人もゐないのは、心淋しいことである」と考えている（野上1987e：60）。野上家の別荘の隣
りは谷川徹三一家の別荘で、野上は徹三夫人多喜子とも親しくしていた。谷川家の人びとは大
学村には疎開せず、野上が谷川多喜子に再会できたのは、1947年の夏であった。その時の「知
的」な会話について、8月7日の日記には、「久しぶりにアベさんの話、博物舘の話、百合子さん
の話、湯浅さんの話。この山のこの近くのレディ連とは決して出ない話である」と書かれる（野
上1987e：517）。他方、疎開仲間である女性たちとの交際は、「明日中鉢さんに午後からうたひ
に行くことの話。ヒマでなにか遊び事を考へてゐる人たちのおつきあひは全く困るのであるが」
と感じていた（野上1987e：492）14。また谷川多喜子宛書簡（1947年8月29日付）では、疎開
中の女性村民たちとの交際について、「彼らとの接触は私によい教訓を与へました。大衆といふ
ものを見せてくれたこと。世間といふものを示してくれた事で」と書いているが（野上1991a：
603）、ここでの「大衆」は「一般」を書き換えたものであろう。
　「北軽もの」においても、女性村民は軽視されがちである。「神様」では、「女ばかり、二十人
近く集まつた」（野上1982a：22）疎開者のうち名前が記されるのは、和子と、和子と親しい「す
ま子」の2人だけで、他の女性は一律に「奥さん」と表記される。すま子は、和子の夫の教え子
である英語教師佐々木の妻で、前作「狐」の脇役でもあり、「荻窪を出たすま子」と説明されて
いた（野上1981d：333）15。和子は「佐々木の妻にふさはしい学識と教養を備へてゐる上に、母
校の共済会の仕事をした経験をもつてゐる」（野上1982a：22）すま子を、疎開組織の会計係に
指名する。ここでは、和子、すま子のように「学識と教養」を持つ女性のみが名前を与えられ、
性格描写がなされる。「転生」の別荘村は、「この村の午前は回教徒のラマダンにも類する神聖な
もので、読書か、瞑想か、執筆か、秋の新学期の講義つくりかに当てられる。息子の大学生たち
でも机を離れられない」（野上1982b：73）と説明されており、別荘村の村民は、大学教師と大
学生すなわち男性知識人によって表象された。
　大学村で最初の夏季休暇を過ごすおよそ1年前、『ディヴィッド・コパフィールド』を読んだ
感想として、野上は1927年9月25日の日記に「最も美しい家庭生活といふものは、家族のよい
メンバーと快適な家と、快適な周囲―自然的にも人事的にも―貴重な数人の友人と、それからよ
い召使を条件とする」と書く（野上1986：166）。野上が理想とする家庭生活は、戦前期の大学
村で実現されたと思われる。だが、戦時期以後、日本社会の変容は大学村にも影響を及ぼし、野
上の大学村での生活も変化しはじめる。関心を共有する男性知識人たちと交流する機会もなく、

13  「法政大学騒動」の結果、1934年に豊一郎は法政大学を辞職させられるが、1941年に文学部教授とし
て復職、疎開中は正月などを除き、豊一郎は東京、野上は大学村に別れて住んでいた。

14「うたひ」とは謡曲のことである。
15「荻窪」とは、現在の東京女子大学を指すと思われる。
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生活物資の入手には工夫が必要となり、「快適な周囲」の環境は失われる。このような経験を経
て創作された戦後初期の「北軽もの」には、戦前期の生活へのノスタルジアとともに、戦時期、
とりわけ対米英蘭戦開戦後に生じた社会の平準化に対する違和感が描かれる。
　「北軽もの」の3作目で、かつ戦後の第1作「砂糖」は、和子の女学校の同窓生房子が、台湾の
銀行に赴任する夫に同行したものの、内地に引き揚げる際に客船が空爆されて亡くなる、という
話である。「まだ戦争まへで、ガソリンには心配はなかつた」（野上1981c：282）時期には、ド
ライブも容易に愉しむことが出来たが、「戦争」後の生活は、「なにもない、かもないの物資の窮
乏」に至る。そうした状況が、植民地台湾に砂糖を「取りに行く」ことを房子に決心させる（野
上1981c：291）16。「転生」では、別荘村の新しい村民になった「日本の唯一の貴族学校なる修
学院」（野上1982b：67）の教師小島が、皇室や貴族の崇拝者でありながら、戦時中に不敬罪で
学校を解雇され、戦後は民主主義者を自称する。ここでは「世の中は変つた。戦争は支那から太
平洋へ移つた。今までの手近な国との戦争では、勝つことだけしか知らなかつた国民が、戦争に
も負けることがあるのを知つた。いひ換へれば、戦争といふものがどんなものか、初めて知つ
たのであつた」と、対米英蘭戦を社会状況が変化した契機と捉える歴史観が披歴された（野上
1982b：99）。
　「狐」は「北軽もの」のなかで、和子が登場しない唯一の作品である。主人公は資産家で、知
識階級の若い男性であるが、肺結核の転地療養のため、夫婦で北軽井沢に移り住む。やがて自ら
「労働」する必要を感じた男性は、養狐場を譲り受け、「狐飼」に取り組む。ここでも、対米英蘭
戦開戦により「戦争はその頃から本ものになつた。むしろ戦争とはどんなものであるか」「日本
人ははじめて教へれられたのであつた」（野上1981d：340）と、対米英蘭戦期と日中戦争期との
断絶が示された。「狐」の主人公は、「神様」の英語教師佐々木の親友であり、妻同士も親しくし
ている。2人の会話のなかでは、すま子は主人公の妻に「だんだんと苦しくなり、ずるく、荒れ
て来た東京の生活を伝へる」。「たとへば、一合の牛乳だつて、普通ではもう手に入りませんわ。
牛乳屋にさんざお世辞をつかつたり、ものをやつたりした上に、月末勘定にはお釣銭なしですも
の」（野上1981d：333）。すま子は、お世辞を言われる側から言う側へと立場が逆転したことを
嘆くが、このように自らが不当に扱われているという感覚は、東京での野上の体験を踏まえた記
述であると思われる 17。
　世相の変化は、「神様」の「夏の季節にはひると、高原電車が着くたびに」「目のまへの駅で、
新らしく来る人を待ち受けた」駅前集落の人びとにも及ぶ。人びとは、「カーキ色の軍服で出征
する集団に華族も屑屋もないと同じく、別荘村の人間が特別なものである筈はなかつた」と考え
始める。「時代は変つたのである」が、その契機として徴兵制度すなわち「戦争」が提示される
（野上1982a：10）。「神様」は、別荘村と駅前集落の関係の変化を描くが、「北軽もの」の最後
の作品「鍵」では、さらにその周辺に位置する村々と別荘村との関係性が扱われ、戦時期から戦
後初期まで、別荘村で生じた空き巣事件を通して、社会情勢の移り変わりが描かれた。最初に捕
まった犯人はよその土地の人間であったが、最後は地元の子どもたちが別荘に侵入し、家具、建
具等を破壊して回る、という事件が起きる。これらの事件は、実際に大学村で生じた事件をモデ
ルにしている。「狐」ですま子が言及した「荒れて来た東京の生活」が、「鍵」では、地方にまで

16  「物資の窮乏」の結果、房子が闇のルートで手に入れたものとして、「月に百円払ひこんで、一回配達す
る卵の組合、肥料と人夫代を受け持つて作らせる共同農園、イタリア人の闇屋から出る外国製のジャ
ム、罐詰」が列挙される。「窮乏」といいながらも、「一般」の「窮乏」とは、レベルが違うようである。

17  1941年2月16日の日記に「お茶を飲み、菓子を二円買つて、おかみさんにパンを欲しい旨を打ち明け
る。もとなら大威張りで買へたものが、まるで嘆願である」とある（野上1987c：297）。
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波及しており、それを証するかのように和子の別荘にも空き巣が入り、和子は「こんな山でも、
世間並みになつた」（野上1982c：134）と慨嘆する。この事件に関しては、1943年7月、大学村
の野上の別荘に空き巣が入り、砂糖、ジャム等が盗まれた事件が、ほぼ事実に即して取り入れら
れた。
　地元の児童たちが別荘を荒らした事件では、やがて室内が破損されただけでなく、貴重品の消
失も明らかになり、大人の関与が疑われる。これらの事件は、新任の巡査によって解決される
が、この巡査は、野上と交際があった大学村の巡査をモデルにしたと思われる 18。「鍵」の巡査
は、或る日、英略字の質問を携え和子を訪問する。両者は、土地の特殊性や窃盗事件について、
共通の理解をもって話し合う。巡査の持論は、土地の人びとは「盗んだり奪つたりはお互ひに平
気でやつて、別に悪事とも思つてゐないらしい」であり、その原因の1つに「戦争の影響」を挙
げる（野上1982c：160）。戦前期の大学村には、「昼間は留守でも鍵のかかつてゐる家はめつた
になかつた。訪ねて来た友だちは、誰も見えなくとも遠慮なくあがつた」、そして家人が戻った
時には、「ホールの椅子にてんでに寛ろぎ、電気こんろには薬罐が沸つて、紅茶の支度まででき
てゐた」、こうした「暢気さ」（野上1982c：114-115）が共有されていた。だが、「戦争の影響」
は、別荘村に「鍵の心配がついて廻る」（野上1982c：160）状況をもたらした。
　別荘村の「奥さん連中」は、今では、周辺の集落に「小豆が欲しいの、メリケン粉を分けてく
れないかの、と、昔とは打つて変つて腰低く訪ねて来る」状態で、それに対して地元の女性たち
は「一種復讐的に示す軽蔑」をもって応対する（野上1982c：153）。戦前期に容認されていた住
民間の序列は崩れつつあり、そうした現象が「鍵」最後の場面でも取り上げられた。散歩から
帰った和子は、自宅の敷地内で食用の野草を採集している「村の女たち」を見つける。女性たち
は和子の姿を見ても作業を止めず、和子が注意すると、黙って隣家の敷地へと移動する。こうし
た態度を示された和子は、「外国の小説に出て来る貴族が、荘園の密猟者を見つけ次第射殺した、
ゆるぎのない自信と傲慢に、いつそ羨望をさへ感じた」ほどの不快を覚える（野上1982c：163-

166）。「鍵」では、この「村の女たち」だけでなく、別荘村の周辺に住む人びとの、別荘村村民に
対する悪意が著しく強調されている。村の子どもたち、ここでは「蕃童」と表現されるが、「蕃
童」たちが起こした事件は「子供のいたづら」と見做され、法的な追及はなされない。「蕃童」
の父親の1人は、「戦争で懐のふくらんだ博労」で、息子が「別荘村に知れわたるほどの人気者
になつたのを祝つて赤飯をたき、数多い親戚縁者から隣近所へ配つた」という（野上1982c：
151-153）。
　「北軽もの」において、戦時期から始まる社会の平準化、既存の社会秩序の動揺に対する強い
抵抗感が示されるのは、戦後においても、野上が知識人と「一般」を峻別する意識を持ち続けた
ことに起因する。1946年7月24日には、味噌・醤油の醸造業を営む生家から届いた闇物資を眺
めつつ「ヤミ買ひなど一銭もする必要はない。これだけのストックするのは金のある、ヤミ買ひ
の人ゝにはなんでもないかもしれぬ。しかしこれをただで集めるのは私だけに許された便利であ
る。配給だけの人たちにはすまないが、よい仕事をおちついてすることで許して貰へるだらう」
（野上1987e：297）と書いており、恵まれた生活条件と作家の「よい仕事」とが結びついている。

18  1946年11月26日の日記には「午後小池巡査来訪。巡査臭くない人物。大学村かんけいのドロボオ四件
あがり、近くでは十三件あがつた由、事務所の中にもかんけい者がゐるらしい」とあり、「鍵」の「ふ
つうのおまはりさんとはちよつと様子が違ひ」と表現の類似が見られる。また「小池巡査」が、個人的
に野上宅を訪問した点も「鍵」と共通する（野上1987e：366）。小池巡査については、1950年10月12
日にも記述がある。「もと駐在にゐた小池巡査来訪。今は四万温泉に近い原町のケイサツの部長になつ
てゐる由、彼はこの北軽に親愛をもつてをり、私にも嘘のない敬意をもつてゐる」（野上1988a：421）。
このような記述には、「鍵」の和子と元海軍士官の巡査との関係に近いものが感じられる。
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野上は、自らと「一般」との間に格差が存在することを、当然のことのように捉えていた。
　なお「鍵」の巡査が和子と親和的であるのは、元海軍士官で、「普通のおまはりさんとはちよ
つと様子が違ひ、なにかむづかしい書物をいつも読んでゐる」巡査が、知識階級に属しているか
らである（野上1982c：156）。また巡査に元海軍士官という設定がなされたうえで、肯定的な評
価が与えられるのは、野上の海軍支持に基づくものであろう。「世界史の哲学」を唱えた京都学
派の哲学者たちは、合理的な思考をもった海軍が戦争指導の主導権を握っていれば日本は世界史
の転換を実現できたはずである、という歴史観を提示した。彼らが終戦工作、戦後構想にかかわ
ることで、この歴史観は一定の説得力を持って再生産される（米谷1995：229）。こうした歴史
観を念頭に置けば、元海軍士官の指導がなされたがゆえに、別荘村周辺地域の秩序が回復された
ことになる。
　このような巡査の造形から窺えるように、「鍵」には「砂糖」とともに、日本の台湾統治に対
する野上の肯定感が構造化されている。植民地台湾では、先住民族の人びとが暮らす「蕃社」が、
日本人巡査によって「文明化」されたが、別荘村の周辺に位置する集落でも、巡査が貼りだした
「かしこい布告が功を奏して以来、泥坊の噂は跡を絶つてゐた」（野上1982c：162）。すなわち台
湾の「蕃地」と同様に、巡査が指導者になることで、土地の治安が保持される。また、別荘を荒
らし回った地元の子どもたちは「蕃童めいたまつ白い歯をむいて」笑い、「狂喜じみた興奮に捲
きこ」まれ、「めちやくちやに部屋から部屋を暴れまは」る（野上1982c：152）。1936年に発表
された台湾旅行記では、「蕃童」は先住民族の子どもの呼称として使われ、「蕃族」の人びとの白
い歯は、人工的な調味料を摂らない、単純な食生活の結果として理解されている（野上1980：
105）。敗戦を経て、台湾は日本の植民地支配から解放されたが、そのことによっても、野上の
台湾認識は動揺をみせていない。

Ⅴ．結論

　「北軽もの」には、大学村で組織された疎開会、自分の別荘に空き巣が入った事件など、野上
自らの体験が取り入れられ、大学村村民や大学村の周辺地域に在住する人びとが登場人物のモデ
ルとして使われた。他方、当然のことながら、フィクションである「北軽もの」の別荘村と北軽
井沢の大学村、「北軽もの」の和子と野上の間にはさまざまな相違点が見出される。こうした相
違点から窺える野上の時代認識、問題関心として、以下の3点を指摘したい。
　第1に指摘しうるのは、戦前期へのノスタルジアである。戦後初期の「北軽もの」では、対米
英蘭戦を日本社会が変容する契機と見做す歴史観が示され、開戦後に進む社会の平準化、人心の
悪化が語られる。そうした社会状況の変化の一環として、別荘村の周辺地域の住民たちの意識の
変化、頻発する別荘への侵入事件などが生じており、対照的な戦前期の別荘村の長閑さが称揚さ
れる。戦前期へのノスタルジアが表明される要因として、対米英蘭戦以後の大学村の変化と相
俟って、戦前期の生活様式を保持することが不可能になったこと、そして、野上の知識人と「一
般」を峻別する意識が、社会の平準化を受け入れ難くさせたことが挙げられる。
　第2に、知識階級、とりわけ大学教師や大学生といった男性知識人が、別荘村村民を代表する
存在に位置付けられ、彼らの生活様式、思想的傾向が別荘村全体の動向であるかのように扱われ
ている。野上は、別荘村における知識階級間での対等な関係性、精神的な同質性を強調し、それ
に対立的な側面は省略した。大学村の生活において、野上は知識階級に属する村民との交流を重
視し、「一般」村民との交際を避けようとしていた。そうした姿勢が「北軽もの」にも反映され

123



たのである。
　最後に、野上を想起させる女性作家和子が、戦時体制から距離を置く作家として描かれている
点を指摘したい。「北軽もの」は、主に和子の別荘村での生活を描いており、和子の作家活動に
はほとんど触れていない。しかし「神様」の和子については、論評が無断で修正されたため、執
筆活動を続けていく意思を喪失する場面が描かれる。一部の先行研究において、戦時期の野上は
北軽井沢に隠遁し、その結果戦時体制には参与しなかったと見做されているが、「北軽もの」の
和子の表象は、そうした見解を生み出す、1つの根拠になったと思われる。
　戦後野上は、「北軽もの」のみならず、多くの作品を通して、自らの戦時期の軌跡の修正を試
みている。例えば「良心に誓つて一言半句、もしくば一節、一行、戦争については決して肯定的
に語りもせず、書きもしなかつた」（野上1981f：128-129）と述べるが、しかし野上は、戦時体
制への協力、大東亜共栄圏の女性たちへの指導を説いており、それは戦争の肯定ではなくとも、
戦時体制の肯定にほかならない。「北軽もの」における戦時体制に関与しない和子の表象は、知
識人としての戦争責任を回避したいという、野上の心情の表われであろう。
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