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近 代 文 学 学 界 の動 r

第一条
第二条
第三条

第四条

第五条

第六条

日本近代文学会会則
この会は日本近代文学会と称する︒
この会は本部を東京都におく︒また︑別則により支部を
設けることができる︒
この会は日本近代文学の研究者相互の迷絡を綴にし︑そ
の調査研究の使宜をはかP︑あわせて将来の日本文学の
振興に資することを目的とする︒
この会は前条の目的を逮成するために左の事業を行なう
一︑研究発表会︑講演会︑展覧会などの開催︒
二︑機関誌︑会報︑パンフレットなどの 刊行
︒
三一︑会員の研究発表の斡旋︒
閥︑海外における日本文学研究者との連絡︒
五︑その他︑理事会において特に必要と認めた事項︒
会員一︑この会は広く日本近代文学の研究者︑および
研究に助力する者をも って組織する︒会員は 附則に定め
る会費を負担するものとする︒
二︑この会には維持会員を設ける︒維持会員の権限︑お
よび会費については︑附則に別途定める︒
役員一︑この会に左の役員をおく︒
代表理事一名理事若干名
常任理事若干名監事若干名
二︑代表迎事はとの会を代表し会務を総駁する︒常任理
事は︑代表理事を常時補佐し︑代表理事に事故がある
とき︑または代表理事が欠けたときは︑あらかじめ定
められた順序でこれを代理し︑またその職務をおこな
う︒理事はこの会運営の資に任ずる︒政事はこの会の
財務を監査する︒
第七条
第八条

第九条
第十条
第十一条
第十二条

第十三条

第十四条
第十五条
第十六条

三︑理事︑監事は総会における会員の互選により︑代表

理事および常任理事は理事の互選により選出する︒た
だし︑補欠の理事の選任は理事会の指名によ って総会
による選出に かえることができる︒この指名は最も近
い総会で承認されなければならない︒
四︑役員の任期は次の通常総会が終了する日までとす
る︒ただし ︑再選を妨げない︒
理事会の 推服 により総会の議を経て︑顧問︑名誉会長を
おくことができる︒
この会に評議員をおく︒評議員はこの会の重要事項を審
議する︒評議員は理事会の議決を経て代表理事がこれを
委嘱する︒
会務を遂行するために事務局をおく︒事務局に運営委員
若干名をおく︒運営委員は理事会がこれを委嘱する︒
第六条第四項の規定は︑顧問︑名誉会長︑評議員および
︒
運営委員にこれを準用する︒﹁る
会員の入会は会員二名以上の推薦と理事会の承認を要す
会員が定められた義務を果たさないとき︑またはこの会
の目的にふさわしくない行為のあったときは︑評議員会
の議決によって除名する︒
この会 は毎 年一回通常総会を開催する︒臨 時総会は理事
会が必要と認めたとき︑あるいは会員の五分の一以上か
ら会議の目 的 とする事項を示して要求があったとき︑こ
れを開催する︒
との会の経費は会費その 他をもってあてる︒
この会の会計年度は毎年四月一日にはじまり︑翌年三月
三十一日におわる︒
︒
会則の変更は総会の議決を経なければなら ない
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い︒同時に︑この解釈は︑小説と詩とを︑あるいは散文と詩歌とを︑

ことが近代文学研究にとって一つの課題であることは言うまでもな

しているかという︑現象的問題として受け取られるであろう︒この

その主流をなした小説の分野に︑わが近代詩がどれほどの影響を示

思う︒

く︑私の目は暗い︒せめてはてニの点に多少の照明を加えたいと

代日本の詩人たちに即して考えなければならない︒しかし問題は深

において生きた人間であるほかはない︒私は詩精神とは何かを︑近

されるほかはない︒そして詩人とは︑言うまでもなく︑特定の時空

にせよ︑こういうこ通りの解釈の可能となる根元は一つである︒そ

れの目指すべき共通の目標の一つである︒このいずれの立場を取る

いて文学であり得たかという価値的問題となる︒これもまたわれわ

なかったということ︑￨￨詩精神に関する一切の問題は︑ここに始

規範に反抗することにおいて自らを確立するという経路をたどり得

ったということ︑もっと精しく善一一回えば︑日本の近代詩がその伝統的

近代日本の詩精神が︑自らの伝統の中に明確な規範を持ち得なか

一︑幻影の母国

れは︑詩精神そのものの受け取り方如何である︒そうだとすると︑

である︒この立場からは︑右の課題は近代日本文学はどの程度にお

詩精神を文学精神と同義に考え︑それを文学一般の規範と見る立場

小説の次元に並列する見方に立つことも明らかであろう︒第二は︑

ろう︒同時に︑詩精神は常に詩人において生き︑詩作によって表現

田

精

右の課題も︑要するに詩精神とは何かに帰着するといっていいであ

高

詩

近代日本文学における詩精神￨￨このことばは︑少くとも次の如

八

きニ様の解釈が可能であろう︒まずそれは︑近代日本文学︑ことに

特
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まり︑ここに帰る︒これは︑わが近代文学全体をつつんだ歴史的宿

有明ほど西詩に没入してなおこのようであるほかはなかったとし

﹁詩形の研究は或は世の非議を免がれざらむ︒既に自然及人生に

いう限界の認識は︑例えば鴎外にも︑激石にも︑あるいは透谷に

ころに︑有明の詩精神があったといっても誤りではあるまい︒そう

のずから明らかであろう︒むしろ︑このことに思いを及ぼし得たと

たら︑本来異質の文化の血肉化が不可能に近い苦業であることもお

対する感触結想に於て嚢日と具るものあらば︑そが表現に新なる方

命であった︒

式を要するは必然の勢なるべし︒夏漸く近づきて春衣を棄てむとす

蒲原有明がこう記したとき︑彼の内に︑既に如上の宿命の自覚が

て︑その徳義の民たるを知らず︒況やその風雅の民たるをや︒是に

格物窮理︑術は則方技兵法︑世を挙げて商人の機智の民たるを知り

﹁西学の東漸するや︑初その物を伝へてその心を伝へず︒学は則

も︑啄木にも︑さらには朔太郎も光太郎にもあった︒鴎外が次のよ

あったようにも思われる︒しかし︑﹁必然の勢なるべし﹂の前提が

於てや︑世の西学を奉ずるものは︑唯利を是れ図り︑財にあらでは

うに警告したのは﹃柵草紙﹄創刊号においてであった︒

﹁褒日と異るものあらば﹂でしかあり得なかったとしたら︑それは

喜ばず︒(略﹀天下の人士は殆ど将に彼のプラトオが政策を学びて詩

るなり︒然るに旧慣ははやくわが胸中にありて︑この新に就かむと

一つの望ましき仮定︑言いかえると償慢の上に立った予測であるほ

人を遂はんとするに至れり︒今や此方響は一転して︑西方の優美な

するを厭へり︒﹂ Q春烏集﹄序明治三八﹀

かはなかったであろう︒だからこそ有明は︑右の直後において︑早

J

﹁わたくしは漸く近ごろになってグアレリイを読んで︑マラルメ

る︒風俗︑人情︑習慣︑湖つては国民の性格皆此矛盾の原因になっ

た矛盾が果して何処から来るかといふ事を考へなければならなくな

と矛盾しては何うも普通の場合気が引ける事になる︒そこで斯うし

﹁然し私は英文学を専攻する︒其本場の批評家のいふ所と私の︒考

ばならなかった︒

未だ︑﹁宿命﹂の解放ではない︒激石の苦悩がそこに継起しなけれ

に誰よりも熱心であったのが鴎外その人であった︒しかし︑これは

たしかに﹁西方の優美なる文学﹂は日本に渡来した︒その橋渡し

明
治
一一一一︑

る文学は︑その深遠なる哲涯と共に室長会れり︒﹂(富野本

くも次のような考え方を告げている︒
﹁これをわが文学に見るに︑平安朝の女流に清少あり︑新たに享
でて︑隻句に玄致を寓せ︑凡を錬りて霊を得たり︒わが文学中最も

けたる感触を写すに精しくして幽趣を極む︒蕗﹀元禄期には芭蕉出

有明の胸中に︑このとき一の混冥のあったことは否定できないで

象徴的なるもの︒﹂
あろう︒そして有明は︑わが近代に鋒立する象徴詩人と目されつ

の理想を少しばかり窮ひ見るを得た︒わたくしなどの到底入り込め

つ︑その晩年に近く次のように表白しなければならなかった︒

る境地ではないのである︒﹂(議設思考甥宅)

/
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てゐるに相違ない︒それを︑普通の学者は単に文学と科学とを混同

を引きおこす不可欠の要因であった︒と同時に︑そういう流行現象
は︑その新鮮な意図とは異る方向へ走りがちであるという事実も否
定できない日本的現象であった︒もしそれを規正する他のカが加わ

いかえるとハイカラであったかということは︑わが文壇に流行現象

ン詩の香気を伝えて︑わが詩壇に一の開限をもたらした﹃於母影﹄
の成功が︑主として鴎外という存在に依存したものであったことは
周知の通りである︒しかし︑そういう﹃於母影﹄が訳詩集であった

なかったが︑詩史上特に挙ぐべきは︑訳詩集﹃於母影﹄ハ明治ニニ)と
詩人北村透谷との出現であった︒二十年代初頭において︑西欧ロマ

のは︑植木枝盛の﹃自由詩林﹄ハ明治ニ O﹀の系列である︒しかし︑重
視すべきは﹁規正した他のカ﹂である︒それも決して一一一に止まら

らなかったとしたら︑﹃新体詩抄﹄は︑恐らく軍歌の祖ないし口語
体教訓歌の源たるに止まったであろう︒口調体教訓歌と私の呼んだ

して︑甲の国民に気に入るものは舵度乙の国民の賞讃を得るに極っ
てゐる︑さうした必然性が含まれてゐると誤認してか﹄る︒其所が
間違ってゐると云はなければならない︒たとひ此矛盾を融和する事
が不可能にしても︑それを説明する事は出来る筈だ︒さうして単に
其説明丈でも日本の文壇には一道の光明を投げ与へる事が出来る︒
￨￨斯う私は其時始めて悟ったのでした︒﹂(﹁私の個人主義﹂大正四﹀
激石の﹁自我本位﹂︑換言すればハイカラ嫌悪が内に自立したの
は︑三十代半の頃︑英国ロンドンに置いてであった︒ここで激石の
﹁悟った﹂のも︑﹁宿命﹂克服の道ではなく︑その所在に他ならなか
った︒透谷以下に関しては後に少しくふれることとして︑今はこの
﹁宿命﹂の所在と詩精神との関連に目を帰そう︒
近代日本に︑伝統的詩歌とは異質の西詩の影の明らかにさし始め

い︒この自明の理を忘れて訳詩を見るとき︑それらの価値は一般に
過大視をまぬかれないであろう︒鴎外もまた︑単に詩人ではなかっ
た︒私は鴎外が詩と無縁の存在だったというのではない︒彼は︑詩

ということの中にも︑あの﹁宿命﹂の影は既にあったであろう︒一
般に︑たとえどのような高度において日本語に置きかえられていた
にしても︑翻訳はついに翻訳である︒訳者は必ずしも詩人ではな

さを示していた︒だからこそこの主張は︑伝統的詩歌陣営からの激
しい非難を浴びなければならなかった︒
﹁﹃新体詩抄﹄出づ︒噺笑は四方より起りき︒而も此覚束なき小冊

たのは︑周知の通り︑明治十五年の﹃新体詩抄﹄の出現に於てであ
った︒﹁平常の語﹂をもって﹁連続したる思想﹂をうたい︑もって
﹁明治の歌﹂を樹立しようとした意図は︑時流に合した開化的新鮮

子は︑草間をくyり流る﹄水の如く︑何時の間にか山村の校舎にま

をもその一部に包括した︑もっと大きな世界に住んだ人であった︒
明治の一詩人として︑ロマン的野情の中にだけ自己の存在理由を見
出だした人ではなかったというのである︒その芸術性においては天
地の差を示していたとはいえ︑﹃於母影﹄における鴎外の心中にも︑
で普及し︑﹃われは官軍わが敵は﹄てふ没趣味の軍歌すら到る所の
小学校生徒をして足並そろへ高唱せしめき︒﹂︿﹃持情詩﹄序︑明治三 O)
これは独歩の回想である︒その意図が如何に新鮮であったか︑言

4

がりをもって存在したはずである︒これに対して︑啓蒙的ないし社

かつての﹃新体詩抄﹄の開化流学人たちの啓蒙的意図は︑あるつな

典型としての﹁詩人﹂への確信である︒他は問わない︑透谷が︑自

ることも当然であったが︑ここで特に言わねばならぬことは︑人間

あったことは無論であり︑したがってその論理に種々の飛鳳を蔵す

て彼は自らその生命を断った︒﹁渠は誘惑にも人に先んじ︑迷路に

会改良的意図をも内にこめて︑人間の典型を﹁詩人﹂に見出だした

も人に後るるなし﹂というに足る﹁詩人﹂の生を生きようとしたと

い事実であった︒この確信がかえって彼の現実の生を破った︒そし

のもの﹂であった︒そしてそういう﹁詩人﹂によってはじめて﹁人

いっていいであろう︒この時﹁詩人﹂とは︑明らかに世俗一般を導

らの生を﹁詩人﹂の﹁啓示﹂に賭したということだけは︑疑い得な

間の内部の生命を再造する﹂ことが可能となり︑その可能性の追求

くべき先憂後楽の人に他ならなかった︒パイロンの影をそこに見て

のは北村透谷であった︒﹁内部生命論﹂(明治二六﹀によれば﹁インス

の果てに﹁平民的思想の創興﹂を信じようとした透谷であった︒そ

パイヤドされたる詩人﹂こそ﹁真正なる理想家﹂であり︑﹁最醇最粋

れこそが﹁詩人哲学者の高上なる事業﹂であった︒ここには﹁万物

誤りではあるまい︒早く二十三年前後︑透谷は既に次のように告げ

発露せらる︒真実にして容飾なき人生の説明者はこの絃琴の下にあ

放に其詩の如きも往々にして哨嵯の聞に成り烹練を積むことなかり

イロン自身也︒卑狼なる人生を怒りて常に暴騰せる火煙なり︑ハ賂)

ロンに至りでは然らず︑其詩は即ち神微なる自然の上に幻写せるパ

﹁ゴオテは古人も言ひし如く詩人よりも寧ろ芸術家なP︒ハ賂﹀パイ

ちがいない︒

ている︒透谷にとっても︑幻影の母国はその内に明らかに在ったに

の声と詩人﹂︿明治二六)の結末に近い一節を引く︒
﹁宇宙の中心に無絃の大琴あり︑すべての詩人はその傍に来りて︑
己が代表する国民の為に︑己が育成せられたる社会の為に︑百種千

りて︑明々地にその至情を吐く︑その声の悲しき︑その声の楽し

き︒(略﹀これを以て見るもパイロンは寧ろ詩人にして︑芸術家の声

態の音を成すものなり︒ヒユ l マニチlの各種の変状は之によPて

き︑一々深く人心の奥を賞ぬけり︒詩人は己れの為に生くるにあら

今︑この語の移して﹁鴎外は寧ろ芸術家なり︑透谷に至りでは然

ず︑己が固まれたるミステリーの為めに生れたるなり︑その声は己
先んじ︑迷路にも人に後る与なし︑渠は無言にして常に語り︑無為

らず︑透谷はむしろ詩人にして:::﹂と言うとしても︑あながち不

ト
﹄
﹀
誉は最も少なく荷ふ事を得ぺきなり︒﹂ハ﹃マンフレツ F及びフォ lス

にして常に為せり︑渠を囲める小天地は悲をも悦をも︑彼を通じて

れの声にあらず︑己れを固める小天地の芦なり︑渠は誘惑にも人に

発露せざることなし︑渠は神聖なる蓄音器なり︑万物自然の声︑渠

の香気は︑﹁烹練を積﹂むことのなかった詩人透谷の火煙と相候っ

稽の言ではないであろう︒芸術家鴎外の﹁烹練を積﹂んだ﹃於母影﹄

て︑ここに始めて︑わが近代詩・近代詩人の生誕すべき条件は完備

に蓄へられて︑而して渠が為に世に啓示せらる︒﹂
こういう透谷の詩人観が︑西欧に伝統する思想に依存したもので

/ノ

./
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て︑始めてその清新な風姿を現じ得たのであった︒時に明治三十年

したのであった︒藤村の﹃若菜集﹄はかかる条件の完備に恵まれ
であった︒
こういうわが近代詩の自己確立の経路が︑同じく明治日本に展開
ここで少しくふれておきたい︒

された和歌・俳句の革新のそれと本質的に岡県るものであることに︑

L申 す も の へ 実 は

﹁貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候︒其貫之
や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなど

斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて侠ひしかば:::(略)﹂

事態に本質的に近いものだったにちがいない︒

﹁やまとうたは︑ひとのこ﹄ろをたねとして︑よろづのことの葉

とぞなれりける︒世中にある人︑ことわざしげきものなれば︑心に

おもふことを︑見るもの︑きくものにつけて︑いひいだせるなり︒﹂
︿﹁仮名序﹂)

この主張と尚今居士のそれとの間にある類似のあることは何人の

如上の新体詩の自己確立としての﹃若菜集﹄が︑詩人藤村の︑﹁一

目にも明らかであろう︒明治三十年に帰ろう︒

生の夜明け﹂を告げたものであったことは周知の通りである︒明治

による伝統的規範への反抗であり︑それの止揚の試みであった︒同

子規の和歌革新は︑明らかに︑自らもその血脈を受けたものの手

た︒一切が藤村にとって瞬間の自由を許すかの如くであった︒しか

れ︑不幸な恋の傷痕も︑かつての恋人の死によって今は追憶と化し

来た︒透谷は既に去った︒わずらわしい家の束縛からも暫くまぬが

二十九年︑単身東北に旅立った藤村の上に︑偶然一時的解放の時が

時にそれは︑古今から万葉へのルネサンスでもあった︒近代短歌に

の端緒がそこに見られてよかった︒

も︑時は日清戦勝直後の移涛たる自我意識の高揚期に当った︒運命

(﹃再び歌よみに与ふる番﹂明治三一)

たしかに新しい生命を与え︑強大な﹃アララギ﹄派を育成し得たの

﹁詩を新しくすることは︑私に取っては一言葉を新しくすると同じ

ら︑藤村は詩人ではあり得なかったにちがいない︒

も︑それが﹁一一言葉﹂への関心とともに訪れたのでなかったとした

生涯内に保ち続けたのであった︒しかし︑そういうご生の夜明け﹂

だからこそ藤村は︑そういう﹁心の宿の宮城野﹂(﹁草枕﹂﹀の記憶を

味わいました︒﹂(﹁若菜集時代﹂大正一巳

ものは︑自分の一生の夜明けがそこではじまって来たやうな心持を

﹁そんな寂しい旅でしたけれども︑あの仙台へついてからといふ

もそのためであった︒こういう和歌革新に比較して︑﹃新体詩抄﹄
﹁頃者同士一二名ト相謀リ我邦人ノ従来平常ノ語ヲ用ヒテ詩歌ヲ

の主張は︑次の如き願望にほかならなかった︒

但シ今成ル所ハ西詩ノ訳ニ係ルモノ多シ﹂︿﹁新体詩抄序﹂尚今居士矢田部良

作ル寸少ナキヲ嘆シ西洋ノ風ニ模倣シテ一種新体ノ詩ヲ作り出セり

吉)

こういう﹃新体詩抄﹄編者の心は︑子規の短歌革新論よりは︑む
しろ︑子規によって排除された﹃古今集﹄が︑それによって和歌を
漢詩と対等の地位にまで高めようという時代の志向に成ったという
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意味であった︒過去の言葉の暗さ︒ハ略﹀﹃春﹄といふ言葉一つでも︑

・春へであることには疑いはなかったけれども︑総じて無方向であ

あったにちがいない︒だから﹁草枕﹂における生の展開は︑冬から

この時︑藤村は︑透谷の再造さるべき﹁内部生命﹂を︑﹁言葉﹂に

代の詩界は︑今日︑自明のことの如く浪漫主義時代と呼ばれ︑わが

全体の性格を形成した︒こういう﹃若菜集﹄に導かれた明治三十年

り︑感傷的であった︒そしてこの無方向性と感傷性とは︑﹃若菜集﹄

それが活きかへって来ることを知った時の私の深いよろこび:::﹂

おいて継承したのであった︒透谷がその西欧的息惟に基づいて︑開

には︑たしかに新しい詩精神の脈動があった︒しかし︑総じてわが

詩精神の最初の開花期と目されている︒﹃文学界﹄や﹃明星﹄の誌上

(﹃春を待ちつつ﹄大正一四)

藤村は問題の対象を﹁過去の一言葉の暗さ﹂として受け取り︑そうい

幻影の母国は︑この時︑それが幻影であることによって一層美的で

浪漫主義は︑海彼岸への憧慌であり︑異国情調への惑溺であった︒

化日本の前近代的因襲にいらだたしい反撃を敢行したのに対して︑

た
︒

それは︑その最初の出現において︑﹁怪しゃもる﹄もの﹀菅﹂であ

である長詩﹁草枕﹂において﹁鷲の初音﹂によって歌った︒しかも

善主義︑今日を祈に身も譲も葉pこがるる︒

惜しからじ︑願ふは極秘︑かの奇しき紅の夢︑

百年を剃那に縮め︑血の傑背にし死すとも

いざさらばわれらに賜へ︑担感の伴天連尊者︑

あった︒

う言葉の魂を建らせることにおいて戦いの場を見出したのであっ
しかし︑そういう藤村の上にも︑宿命の影はやはり重く垂れずに

った︒そして一旦鳴り響いた﹁鴛の初音﹂は︑﹃改刷版・藤村詩集﹄

はいなかった︒藤村は﹁自分の一生の夜明け﹂を︑その内的履歴書

ハ大正六)において﹁生のあけぼの﹂の総題の下に集められた﹁草枕﹂
いかにそれが青春の歓喜の声にふさわしい表象であったにしても︑

白秋と競い︑ついに詩人としての敗北を認めなければならなかった

母国への憧憶に他ならなかったことは周知の通りである︒そういう

﹁邪宗門秘曲﹂(明治四一)における北原白秋の﹁紅の夢﹂が︑幻想の

以下の諸編に︑くりかえしその響きを伝えたのであった︒しかし︑

かった︒﹁怪しゃもる﹀もの﹀音は/まだうらわかき野路の烏﹂そ

藤村のご生の夜明け﹂そのものの内実を明らかにしたものではな

石川啄木が︑その敗北の自認の中から︑新しい詩観を生んだことは

に掲げられた﹁食ふべき詩﹂の主張がそれである︒﹁謂ふ心は︑両

興味深い詩史上の一掃話であった︒明治四十二年十一月﹃毎日新聞﹄

足を地面に喰つ付けてゐて歌ふ詩といふ事である︒ハ路)珍味乃至は

つの予兆であり︑情感であるほかはなかった︒生の矛盾を排し︑撞
着を斥けようとする自己省察によって認識されたものではなく︑一

ういう﹁鴛の初音﹂に表象された﹁生のあけぼの﹂とは︑所詮︑一

切の矛盾を負い︑一切の撞着に構え続けた果てに逢着した一飛騒で
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御馳走ではなく︑我々の日常の食事の香の物の如く︑然く我々に
﹃必要﹄な詩﹂が﹁食ふべき詩﹂である︒そういう﹁食ふべき詩﹂の
作者たる前提が三つあると啄木は言う︒

日本から日本へ

きままなる旅にいでてみん︒

せめては新しき背広をきて

ふらんすはあまりに遠し

ふらんすへ行きたしと思へども

一に﹃人﹄でなければならぬ︒第二に﹃人﹄でなければならぬ︒第

れた詩﹂こそが︑明治現在の詩であると主張した啄木であった︒早

﹁正直なる日記﹂として詩を考えた︒﹁現在の日本に生活し現在の日

える︒そのとき啄木の詩精神は︑白秋風の詩に背を向けた︒そして

このとき︑啄木は明らかに幻影の母国からの離脱を計ったとも言

いだけではなかったであろう︒そこは日本人朔太郎にとって本来異

す﹂はたしかに遠い世界であった︒しかし︑それは単に空間的に遠

れた詩の前半である︒数えて二十八歳の朔太郎にとって︑﹁ふらん

よって詩壇に登った︒これはそのうちの一つ︑後に﹁旅上﹂と題さ

萩原朔太郎は︑大正二年五月﹃朱幾﹄に六編の詩を掲げることに

ならなかった︒そこで朔太郎は︑﹁せめては新しき背広をきて:::﹂

質の文化閣であった︒近代日本の詩精神にとって︑幻影の母国に他

と言う︒その﹁新しき背広﹂は︑﹁ふらんすへ行きたし﹂という心

そうすることによって彼の詩精神は生動し得たか︒実は啄木は︑自
らが﹁性急な思想﹂(明治四三﹀に捕えられていることを自覚しなけれ

の六編の中に後に﹁桜﹂と題された一編がある︒

詩精神の宿命を予感していたと言っても言いすぎではあるまい︒右

郎は依然として日本人であった︒そのとき︑朔太郎は既にわが近代

情にふさわしいものであったはずである︒しかし︑それを着た朔太

頂きに行かんとして︑当然経ねばならぬところの路を踏まずに︑一

った︒

なにをして遊ぶならん︒

桜のしたに人あまたつどひ居ぬ

われも桜の木の下に立ちてみたれども

あったものは﹁足を地から離した心﹂であった︒明らかに矛盾であ

﹁両足を地面に喰つ付けてゐて歌ふ詩﹂をとなえつつ啄木の内に

足飛びに︑足を地から離した心である︒﹂

﹁性急な心は︑目的を失った心である︒比山の頂きから彼の山の

ばならなかった︒

くも啄木は︑幻影の母国から﹁現在の日本﹂へ帰ったのであったか︒

本語を用ひ︑現在の日本を了解してゐるところの日本人に依て歌は

ての物を有ってゐるところの人でなければならぬ︒﹂

三に﹃人﹄でなければならぬ︒さうして実に普通人の有ってゐる凡

﹁私は詩人という特殊なる人聞の存在を否定する︒(略)詩人は先第

一
、
一
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いとほしゃ

わがこころはつめたくして

この国に生まれた知性人の︑永遠に避けがたい運命なのだ︒

地上の影と︑飢ゑた孤独の心があるばかりだ︒ハ賂﹀孤独と寂家とは︑

した時︑虚無の空漠たる平野に出たのだ︒雲と空と︑そして自分の

春日桜下に群れ遊ぶ人々を前にして﹁なにをして遊ぶならん﹂と疑

﹁ふらんすは余りに遠し﹂と嘆かねばならなかったとともに︑他方︑

﹁ふらんす行きたし﹂という思いの切なる詩人は︑一方において︑

という自己規定と︑その具端者に限って日本へ回帰した﹁不思議﹂
とを凝視しなければならない︒朔太郎はなぜ﹁異端者﹂であったか︒

ものであるにちがいないけれども︑ここではまず﹁僕等は異端者﹂

は翌十三年三月のことであった︒この時点は一の歴史的意味を持つ

昭和十二年十二月﹃いのち﹄に掲げられた﹁日本への回帰﹂の一
節である︒この文題を書名とした﹃日本への回帰﹄の刊行されたの

き魂の悲しい漂泊者の歌を意味するのだ︒﹂

日本的なものへの回帰!それは僕等の詩人にとって︑よるベな

花びらの散りておつるにも涙こぼるるのみ︒
いま春の日のまひるどき

う存在でもあった︒幻影の母国を慕う詩精神は︑現実の母国に背を
向けなければならなかったのである︒そこに二重の自己疎外が見ら

言うまでもなく﹁西洋的なるインテリジェンス﹂に生きようとした
から︒そして今︑そういう﹁異端者﹂に限って︑﹁日本への回帰﹂

あながちに悲しきものをみつめたる我にしもあらぬを︒

れてよいであろう︒朔太郎は︑﹁愛憐詩篇﹂の始めから︑一筋にこ
﹁僕等は西洋的なる知性を経て︑日本的なものの探究に帰って来

日本へ帰ったというだけのことであったら︑この道行きには何等の

た︒それが日本人である朔太郎が一旦日本から去ったけれども再び

が志向される︒つまり詩人朔太郎の生は﹁日本から日本へ﹂であっ

の道を行った︒どこへ︒
た︒その巡歴の日は寒くして悲しかった︒なぜなら西洋的なるイン

一つの﹁不思議﹂を見た︒そしてそれを﹁よるベなき魂の悲しい漂

﹁不思議﹂も介在し得ぬであろう︒しかし朔太郎の詩精神はそこに

テリジェンスは︑大衆的にも︑文壇的にも︑この国の風土に根づく
ことがなかったから︒僕等は異端者として待遇され︑エトランゼと

う言うことばによって本当に納得できたであろうか︒それを目して

泊者の歌﹂と言うことによって自ら納得しようとする︒果して︑そ

して生活して来た︒しかし今︑日本的なるものへの批判と関心を持
つ多くの人は︑不思議にも皆この﹃異端者﹄とエトランゼの一群な

﹁永遠に避けがたい運命﹂と観じたとしても︑それも結局同義反復

のだ︒或る皮相な見解者はこの現象を目してインテリの敗北だと言

に過ぎない︒もともと運命は不思議なのだから︒

わが近代詩人にとって日本回帰￨￨﹁日本への回帰﹂﹁日本から日

ひ︑僕等の戦ひに於ける﹃卑怯な退却﹄だと宣言する︒しかしなが
は︑敵の重一聞を突いて盲滅法に突進した︒そしてやっと脱出に成功

ら僕等は︑かつて一度も返却したことは無かったのだ︒逆に僕等

9

は一般的現象であったと言
本へ﹂をつづめて日本回帰と呼ぼう 4￨￨

居た︒﹂(﹁遅すぎた悔恨﹂)

舶来種のイズムは無かった︒すべては遺伝的な国粋精神で固まって

にされてしまった︒現実してゐる日本の文学には︑どこにもそんな

ここにも明らかなことは︑朔太郎の日本回帰は︑白然であるどこ

っても︑それほど百いすぎではないであろう︒もともと和魂に洋才

に固有の生き方をしなかったということである︒﹃新体詩抄﹄が軍

た︒しかし︑それが自然であったということは︑詩精神が歴史の中

る事例もまた必ずしも稀有ではない︒例えば高村光太郎の場合の如

ろか意志的であり︑むしろ悲劇的でさえあったということである︒
こういう事例を明治風に対して仮りに大正風と呼べば︑これに準ず

を重ねた明治の詩人たちにとっては︑日本回帰は一つの自然であっ

唱した藤村は︑やがて﹁小諸なる古城のほとり﹂(﹁同名﹂﹀に帰り︑

くである︒﹁猿の様な︑狐の様な︑ももんがあの様な︑だぼはぜの

歌を生んだことは先に記した︒﹁春来にけらし春や春﹂(﹁草枕﹂﹀と高
﹁願ふは極秘︑かの奇しき紅の夢﹂(﹁邪宗門秘曲﹂)と念じた白秋も︑つ

の図﹂﹀という﹃道程﹄(大正三)から出発した光太郎は︑四半世紀後の

様な︑麦魚の様な︑鬼克の様な︑茶碗のかけらの様な日本人﹂(﹁根付

﹃智恵子抄﹄(昭和二ハ)では﹁智恵子の裸形をわたくしは恋ふ︒/つつ

いには﹁私は詩の究極としてはその円光の貴相を思慕してゐる︒﹂
長の白秋を︑明治の詩人と呼ぶことが不適当であれば︑明治風詩人

戦後の﹃典型﹄(昭和二五)においてであった︒

詩は西欧ボエジイに属さない︒﹂(﹁おれの詩﹂﹀と自らを断じるに至る︒

(﹃水極集﹄堅人となる︒例証には事を欠かない︒朔太郎に僅か一歳年
とすればよい︒明治風とは︑自然に︑もともと自らの内に在った日
本的なるものへ回帰することのできたことを指すのである︒世代を

わが近代詩人の日本回帰に︑仮りに明治風・大正風と呼んだこ態
のあることを考えるとき︑今日のわれわれの内にその詩精神の生き

ましくて満ちてゐて﹂︹﹁裸形﹂)と歌う人であった︒その上に﹁おれの

へだてて大正期の詩人となると︑その日本回帰は必ずしも自然には

て感じられるのは︑いうまでもなく後者であろう︒明治風の回婦

ゆかなかった︒朔太郎の場合は先にふれたが︑もう一つ引用を重ね
よう︒これは﹃日本への回帰﹄に先立って︑昭和十年十月に刊行さ

は︑自然の帰郷であった︒それに対して大正風のそれは︑明確に意

れた﹃絶望の逃走﹄の巻尾言の一部である︒
﹁今になって︑私が漸く始めて知った一つの事は︑私の過去に受

し︑それへの対象的認識を経てでなければ︑そこへ帰ることは出来

なかった︒既に伝統とは異質の根に依って立っていた彼らの対象認

志的であった︒朔太郎も光太郎も︑自国の伝統を伝統として対象化

識的日本回帰は︑したがって︑現に在るがままの日本への回帰では

けたすべての文学的教育が︑根本的に皆ウソであったといふことで
に於て﹃西洋に追従せよ﹄といふことだった︒(略)馬鹿正直にも私

あり得なかった︒たとえて言えば︑そこは異人の目で見た日本であ

ある︒明治以来の日本の文壇が︑私に教へた一切のことは︑すべて

ることによって文寝から除外され︑日本の文学から縁の遠い世外人

は︑すべてこれ等の指令を忠実に殉奉した︒そしてしかも︑殉奉す
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本美論を支えたものの一つは︑ラフカディオ・ハ l ンであった︒

った︒ここでもまた朔太郎によってそのことを言えば︑朔太郎の日

ジカルに全く異質であるはずの詩人たちがこの故に手をつないだ︒

大正風と言った︒昭和風もこの点は同じである︒例えば︑イデオロ

アンであり︑永遠に故郷を持たない浦島だった︒もし彼に妻子がな

る︒初めからボヘミアンであったハ l ンは︑晩年に於ても尚ボへミ

その有り得べからざる夢の国を︑生涯夢見続けることの熱情にあ

は︑現実の地球上にある筈がない︒しかも宿命的な詩人の悲願は︑

すべての物憂げなものを燐き去れ

すべてのうそうそとしたもの

すべてのひよわなもの

風のさ﹄やきや女の髪の毛の匂ひを歌ふな

お前は赤ま与の花やとんぼの羽根を歌ふな

お前は歌ふな

﹁詩人がその空想の中で画くやうな︑ファンタスチックな夢の国

かったら︑日本に幻滅した最初の日に︑再度又﹃まだ知らぬ新しい

中野と堀との親和は﹃騎馬﹄の盟友であったことで片付けられそ

からではないか︒﹂(﹁中野重治﹂昭和五)

ではなく︑むしろ赤ままの花やとんぼの羽根を彼らしく歌ってゐる

の中で彼が赤ままの花やとんぼの羽根を歌ふことをしなかったから

﹁この一行(冒頭ニ行をさす)がふしぎに僕等の心をとらへるのは︑こ

堀辰雄はつぶやくようにき一号令

著名な﹁歌﹂門大正一五)の一節である︒こういう中野重治に対して

国﹄を探すために︑あてのない漂泊の旅に出発したにちがひなかっ
た︒﹂(﹁小泉八裳の家庭生活﹂昭和一六)
こういうハ lンはたしかに浦島であったであろう︒同時にハ l ン
に浦島を見た朔太郎自身も︑明らかに浦島の一人であった︒浦島と
は朔太郎に内在した詩精神の風貌の表象であった︒このとき朔太郎
の詩精神は︑ほぼ︑近代日本詩精神の表象であり得た︒
わが近代の詩人たちは︑それが真実の詩精神の体得者である限り
において︑まず﹁日本から﹂の旅に上った︒目指すところは幻影の
母国︑海彼岸の詩界であった︒そして彼らは︑異邦人に近い存在︑

近代的狩情を生みつつ︑どこへたどりついて行ったか︒わが詩人た

それでは︑如上の二重疎外を受けた詩精神は︑そのことによって

り︑わが近代詩精神をめぐる共鳴があったにちがいない︒

二重に疎外された存在であった︒この道を行く生は︑だから︑たし

うである︒しかしそれだけではなかったであろう︒そこにはやは

かに﹁寒くして悲しかった︒﹂そこからわが近代的持情が生れ出た︒

の日本への田婦が始まる︒幻影の母国はついに現実ではない︒彼ら

ちが﹁寒くして悲しかった﹂その遍歴に疲れたとき︑そこから彼ら

つまり異端者となった︒しかし︑どれほど呉邦人に近づこうと︑彼

ことばの意味し︑告げようとする方向のちがいはあっても︑底流す

らはついに呉邦人ではあり得なかった︒それは単に中間者ではない︑

る詩精神の様相は一つであった︒私は先に朔太郎・光太郎に即して
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は現実の母国に帰るほかはなかった︒しかし︑彼らの回帰し得た日

私はまた謂はゾ回想詩派とも称すべきものを屡々見せられて居

私はまた謂はば叫喚誇派あるひは騒音詩派とも称すべきものを屡

る︒またそれは﹃過去に対する不断のながし眼﹄である︒

々見せられて居る︒それは常に街頭であり自動車であり首であり血

る︒それは常に嘆きであり風流であり東洋の神秘でありラムプであ

である︒彼らは︑ほぼその呉邦人化の度合いに応じて︑現実の日本

本は︑ここでもまた︑一種異質の日本であるほかはなかった︒振子

を越えた日本的なるもののイデエにすがろうとした︒それは正しく

タン︑パタン︑クシャツ︑ギュウ等である︒それはどうにも我慢の

みどろであり売淫であり爆弾であり革命でありやけくそであり︑ド

は中道に止まることを知らない︒止まったとしたらそれは機能の死

反動であり転向であった︒しかし︑それこそがわが近代詩精神の宿

そうしてこれらの何れもが︑それ自体には全然無産階級的でな

ならぬ気持であり黒い虚無の風穴である︒

命でもあった︒同時に︑先の﹁日本から﹂の道行きが二重疎外をと
もなったこととの関連において︑詩人たちの日本回帰もまたそうで

﹂
︒
い

これは︑﹃櫨馬﹄第三号ハ大正十五年六月﹀の目冒頭に掲げられた﹁詩に

た︒しかも今︑彼らは﹁日本へ﹂の道を志向しつつあった︒﹁日本

あった︒帰りついたとろが現実の日本でなかったことは既にふれ
へ﹂は当然︑西欧的なものからの離反であった︒もう一つ考え合わ

想詩派・叫喚詩派は︑全体として私のいう第二の持情である︒かつ

ての藤村や泣董の与り知らぬ世界である︒そして今そこに︑その全

関する二三の断片﹂の一節である︒重治に指摘された幻想詩派・回

体を﹁無産階級的でない﹂とする別の行情が主張される︒しかしそ

せねばならぬことは︑既に昭和期に入った現実の日本の社会は︑そ

しかった﹂にちがいない︒詩風にはそれぞれの個性を生じ︑流派に

だとすると︑わが詩人たちの日本回婦は︑これもまた﹁寒くして悲

のことに自己の詩の目標を見出だした重治は︑﹁吾らはこの書物を

れは第三の持情であるよりは︑第二の持情の一新生面であった︒そ

れ自体西欧近代国家と背反する組織ではなかったことである︒そう

まつわる詩精神の声は︑それがつぶやきであっても叫びであって

党に:::﹂という﹃共産主義入門﹄の﹁献辞﹂をさして︑﹁一編のす

党に捧げたい︑百万の軍隊を指令する党に︑散兵壕の中に往来する

もさまざまな形が見られたけれども︑こういう日本回帰そのものに

詩史的には三番目に当った︒そして︑それは現象的には大きく二つ

﹁そしてその結構の全幅をつらぬくものは︑一つのはげしい感情

﹁極めて判明に︑極めて順序よく示されて居る﹂ものであった︒

それは何よりも﹁無産階級に捧げられた﹂ものであり︑その表現は

ぐれた持情詩﹂と断定する︒そこに重治の詩精神の生動があった︒

も︑等しく苦しげであった︒ここから第二の持情が生れた︒それは

﹁私は謂はば幻想詩派とも称すべきものを屡々見せられて居る︒

に割れた︒若き日の中野重治のことばに聞こう︒
それは常に皇子であり七つのお城でありギタルであり足の爪さきで
ある︒(賂﹀そこに支配するものは思ひ上った夢である︒
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それはその通りである︒しかし私はここで立止まらざるを得な

下の赤ん坊の花

下の夫婦の花

僕らの花

い︒重治は︑重治の詩精神は︑たしかにここに一つの新鮮な目標を

それらの花を一時にはげしく咲かせるために

であるよ

見出だしていたにちがいないけれども︑それがまた何と︑かつての

在する詩精神の宿命において考える︒﹁はげしい感情につらぬかれ﹂

のわかれ﹂であった︒私はそれを︑外的現象においてではなく︑内

道が予想され得たのではないか︒﹁歌のわかれ﹂︿昭和一恩は﹁歌と

うだとしたら︑すでに朔太郎の通った道︑少くともそれと平行する

しい幻影の母国に向かって旅立とうとする詩人では・なかったか︒そ

うか︒﹁郷土望景詩に現われたる憤怒﹂︿大正一五・一 O)において朔太

ることなしにその詩精神を保ち得なかったと考えるのは誤りであろ

い大陸の北の国のように︒それなら︑重治もまた二重の疎外を感じ

らの花﹂をご時にはげしく咲かせる﹂ことは不可能であった︒遠

う信じたにもかかわらず﹁夜明けは問もない﹂どころでなく︑﹁それ

ある︒このとき重治は︑資本主義的現実に背を向ける︒そして︑そ

よく知られた﹁夜明け前のさよなら﹂ハ﹃随一局﹄第二号・大正一五・主で

﹁日本から﹂の詩人の出発によく似ていたことか︒重治もまた︑新

の合作の﹁献辞﹂に見出だしつつ重治は︑次のように歌う詩人であ

た﹁最も純粋の持情詩﹂を︑ブハリンとプレオブラシエンスキイと

郎に先遠の一面を見︑﹁啄木に関する一断片﹂(大正一五・一一)におい

ってなっしい詩人は︑恐らく誰よりもハイネであった︒

在した詩精神の共鳴に他ならなかったであろう︒このとき重治にと

て︑特にその﹁明日の考察﹂への共感を示し得た理由も︑お互に内

った︒

この四畳半よ

夜明けは聞もない

蚤よ

貸布団よ

セルロイドのおもちゃよ

煤けた裸の電球よ

の道程に寄せられた一般の関心は︑いつか︑現に﹁日本から﹂か︑

必ずしも矛盾ではないであろう︒既に完了した﹁日本から日本へ﹂

そして今日︑わが詩精神は依然たる疎外の中にある︒しかしこれは

べきであろう︒今日は︑周知の通り︑詩的刊行物の花盛りである︒

二重疎外に苦しみ続けた近代日本の詩精神の採つ価値の究明である

はいうまでなく︑如上の﹁日本から日本へ﹂の道程において︑常に

紙数も尽きた︒混乱した記述に結束をつけねばならないが︑それ

僕は君らにさよならをいう

コードに吊るされたおしめよ

花を咲かせるために

~3

﹁日本へ﹂かの過程を経つつある詩精神にも向けられる日があるで
あろう︒その可能性が絶無であるとは︑何人も断じ去り得ないであ
ろう︒しかも︑もう今日の詩精神は︑母国を幻想することだけにす
がる必要はない︒今日の詩人の﹁日本から日本へ﹂は︑激石のいわ
ゆる﹁外発的﹂である必要はない︒強いられた二重疎外ではなし
に︑自らの伝統に即したその止揚であってよいはずである︒

詩精神の機能とは︑そのさまざまな詩的表現を通して︑人間の生

の起源に在り続ける詩精神そのものの解明である︒人間の純粋化と
いってもよい︒詩精神の価値が︑当然そこに見られてよいことは︑

これまでにふれた二三の詩人に即してもほぼ明らかであろう︒現在
にも︑先憂後楽の人の存在することを私は信じて疑わない︒
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:・皇上東京ニ駐陣シ︑百官威集マル︒而シテ兵革ノ余︑士気
激昂︑豪馨風ヲ成ス︒余モ亦タ其ノ中ニ混ル︒市シテ其ノ志ニ

Zナ

が︑海南の附した﹃旧雨社記﹄には維新の激動をくぐりぬけた文人
の感慨が尽されていて余すところがない︒

旧雨社が藤野海南も盟主として明治五年に創立された︒盟に加わっ
たのは重野成斎・岡鹿円・坂谷朗虚・小野湖山・鰭松塘らである︒
その詩集は明治十年二月森春鴻が編精した﹃旧雨詩紗﹄ニ巻である

この三吟社とはベつに各派の文人の大同団結ともいうべき文会︑

ある︒

巌西帰後の東都の詩壇に君臨すること久しかった︒同人の詩稿に加
︑余溶
える朱批が移しい量に達したために︑枕山の﹁硯心凹ヲ為シ
2)
凝結︑巌石ノ状ヲ為シ﹂たとは︑知己の信夫恕軒が伝えるところで

の麹坊吟社︑飽松塘の七曲吟社が三派鼎立する形勢であった︒とり
1
ハ
わけ枕山は名実ともに﹁詩人の隊長﹂であって︑その下谷吟社は星

l明 治 十 年 前 後 の 漢 詩 壇ll

事
J
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非公開

の好意を謝して賦した春議の律詩には﹁憐我瓢零来上国就君商確
借誰家﹂の句が見えている︒十月十五日に岐阜を発ったときの律詩
にも﹁瓢零自歎老生涯﹂という句が見えているが︑明治五年に先妻

愛

春

の国嶋氏を失ってから三年余りの聞に四度も居を移した春祷にとっ
て﹁瓢零﹂の嘆は偽らざる実感であったにちがいない︒数年後には
業利吟社を率いて東都の詩壇に覇を唱えることになる春譲も︑東下

回

と

の旅では漸く深まる秋色に触れて︑類齢の寂家をしばしば洩らして
いたのであった︒この年春議は数え年で五十六歳である︒
春議が上京した頃︑東京の詩壇は大沼枕山の下谷吟社︑岡本黄石

前

山

明治七年十月の末︑森春濡は一子泰二・郎(塊南﹀と室伊藤氏を伴
って東京に到着し︑門弟永坂石擦が用意した下谷三枚橋ほとりの寓
居に入った︒鷲津塾同門の旧友︑大沼枕山の家の近くである︒石擦

1
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テ鋒鏑ニ阿倍リ︑或ルモノハ刑辞ニ擢リ︑或ルモノハ其ノ所在ヲ

然ワシテ其ノ各識ル所ヲ挙グレパ︑則チ或ルモノハ不幸ニシ

而シテ一旦比ノ款陪ヲ獲タリ︒其レ量懐ヲ慰ムル無カラン哉︒

友朋ヲ思ヒテ得ベカラズ︒飲宴雑遼︑之ヲ厭フコト亦タ久シ︒

ニ会シ︑文酒ノ社ヲ創ムルコトヲ議ス︒呼壁︑紛擾ノ中︑切ニ

イデ朗虚湖山松塘ノ数輩ヲ獲タリ︒是ニ於テ諸子ヲ延イテ吾虚

非ル也︒則チ粉々同好ノ士ヲ索ム︒始メ成斎鹿門ニ遜遁シ︑継

人はもとより台閣の高官をも含めて多方面にわたったが︑とりわけ

谷迂堂が﹁平日所交顕達多﹂と評したように春議の交友は江湖の文

彩シキ︑数百家ヲ下ラズ﹂とある︒誇張の言ではないであろう︒巌

﹁余客冬ヲ以テ東京ニ移住ス︑首メテ此ノ詩ヲ獲タリ︒爾後唱和ノ

の辞にすぎないのである︒﹁新文詩﹂第二集に毅堂の贈詩に註して

藻もさることながら︑一面交際術にも長けていた︒﹁迂拙﹂は謙抑

何迂拙才疏薄酒是声聞詩隣支云々﹂︒しかし︑春濡はその豊鏡な詩

いる︒春簿の次韻にいう︑﹁落塊三年四処移不論山麓奥川鴻計

楽︑親朋相会悟スルニ如クハ莫シ︒五ロ傍坐ニアル者猶幸ヒニ慈

海の先師鷲津益斎の嗣子毅堂は明治九年に大審院五等判事に任ぜら

腕を発揮した︒彼の知己・門弟が媒ちの役割を勤める︒すなわち春

新政府の顕官の巻顧を得て吟社の勢力を張ることには並々ならぬ手

オノオノ

詳カニセズ︒因リテ亦タ之ガ為ニ一侃借之ヲ久ウス︒夫レ人生ノ
無キガゴトシ︒数百里ノ外ノ故交ニ遇ヒテ︑数十年前ノ旧ヲ訂

れた︒春議が文久三年名古屋桑名町に開いた桑三軒吟社の門に賛を

γツガ

ス︑其ノ楽ミ何如ニゾャ︒是ニ於テカ相共ニ謀目︑蓮塘ノ長散

禾原は明治八年に文部省九等出仕に任ぜられ︑神波即山は太政官に

執った丹羽花南は明治八年に司法権大丞に任ぜられた︒同門の永井

出仕している︒春議の出京は官場にあるこれらの知己・門弟の支援

明治八年七月︑春議は来剥吟社の勢力拡大の手段として雑誌の発

を充分考慮に入れた上での決意であったろう︒

行を企画した︒詩文雑誌の鏑矢として有名な﹁新文詩﹂である︒こ

しば文酒の会を開くことになる場所である︒明治六七年の交ともな
て下谷を中心に集り︑詩文復興の機運は漸く熟してきたのであっ

三丁目の摩利支天横町に転居し︑摩利支天の名を取って十一木利吟社を

ところで︑春湊は翌八年の新春早々︑三枚橋附近から同じ仲徒町

詩話ともいうべき﹁読余賛評﹂を連載していた︒投書の漢詩は曙鶏
5 ︒﹁控訴余
仙史の台湾征討を主題にした総句七首が初出である2 ・

書欄の一部を解放して漢詩を掲載していた︒また大槻磐渓の一種の

れより先︑明治七年九月に﹁朝野新聞﹂に招聴された成島柳北は投

号した︒この時鷲津毅堂が贈った律詩は﹁家具無多載研移東台山

賛評﹂は十月三十日に始まり︑時に民選議院問題や開化風俗を詠じ

(3 ﹀

麓小湖沼﹂の首聯に始っていて︑春議の引越しの貧寒さを偲ばせて

識を燃していたことはいうまでもない︒

た︒かれらが福沢諭吉らによって領導された洋学の流行に︑対抗意

ると︑維新の戦乱に遭逢して四散した文人たちも︑都門に立ち帰っ

蓮塘の長敵亭は不忍池上の酒亭三河屋のことで︑枕山や春譲もしば

ズ︑旧故ノ外ヲ除ク云々︿原浪芸

亭ヲ卜シ︑毎月一回︑会スル者定員無シ︒然レドモ俗客ヲ容レ

非公開
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十七日の紙面にはこのとき円朝︑がつくった﹁梅が香の河をへだてて

た磐渓の詩が掲載されることもあった︒翌年の二月には柳橋の万八

作家姓氏の一覧表を掲出するが︑第三十二集までで検索しえた官吏

色は︑その寄稿家に官吏の多いことである︒﹁新文詩﹂は数集毎に

時事的な詩題︑清新な装臓に加えて﹁新文詩﹂のもうひとつの特

自第一集至第六集

の現職はつぎのとおりである︒

楼で柳北主催の文会が催され︑磐渓や石井南橋が参加した︒二月二
来る夜かな﹂という勾が転載されている︒この柳北の試みは明治八

・饗江川回剛太政官修史館一等編修官官員録・明一山)

年四月十八日の投書に下谷の混沌社中が﹁貴社新聞紙上ニ於テ柳北
先生ノ詩学不可廃論ノ高旨ニ服ス云々﹂と述べているように︑文明

・一六巌谷修太政官大書記官(悶)のち修史館一等編修官(官員
録・明日)

開化の片隅に追いやられていた漢文家から歓迎されたのである︒

・毅堂鷲津宣光司法省御用掛(同﹀

・秋琴長松幹太政官修史館一等編修官(官員一録・明刊﹀

春議の﹁新文詩﹂はおそらくこの﹁朝野新聞﹂の紙面から示唆を
受けたものであろう︒すでにいわれているように﹁新文詩﹂は﹁新

・松陽野口常共太政官少書記官(同)

‑翠雨(鳴鶴)日下部東作太政官大書記官(伺)

・三州長爽太政官修史館一等編修官ハ同)

‑藍田股野琢太政官法政局少書記官(同)

に時事を詠じた詩をとり込み︑大げさにいえば明治の詩史をつくろ

(4 ﹀

・中州三島毅六等判事官員録・明 8)

・花南丹羽賢五等判事(明治九年)(百官履歴﹀

土方久元太政官大書記官︑調査局長官兼議定官音員録・明

自第七集至第十集

体裁は雅馴をきわめたものであった︒縦七寸弱︑横三寸弱の新書判
白紙を用い︑青く巾広に梅の枝を緑の桂として︑中を赤罫七行宛に
してある︒本文は黒の石版摺である︒この種の装本は日中の国交が
開け︑彼我文人の交歓が盛んになった明治初年の文化的雰囲気を反

‑学海 依田百川太政官修史官四等編修官(同)

自第十一集至第十五集

玉乃世履大審院判事(同﹀

映して︑一時流行したものであるが︑典雅清爽の印象に加えて一種

・恒庵 伊地知貞馨太政官修史館三等編修官(官員一線・明日

・五竜

えているのと対照的である︒

のハイカラ趣味を当時の読者に感ぜしめたはずである︒翌年創刊さ

山

れた佐田白茅の﹁明治詩文﹂が旧来の木版摺で野暮くさい印象を与

0泰
1

を上下に引伸したような小冊子で表紙とも十二葉︑用紙は詩築風の

﹁新文詩﹂の題号は一読者から﹁字面部狼﹂と評されたが︑その

月地写新聞﹂の句が見えることが︑その一つの証拠である︒

うとしたわけであった︒﹁新文詩﹂第六集末尾の春議自詠に﹁花天

聞紙﹂のもじりであって︑春議の意図としては︑風雅の詠作ととも

非公開
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・梅津 杉浦誠開拓使中判官門官員録・明 7)

・黙漁 渡辺洪基外務省権大書記官自﹀
.青津 末松謙澄法制局権少書記官︿同﹀

‑聴雨 杉孫七郎宮内省大輸審員録・明日)
・越山 芳川顕正工部省書記局局長兼電信局局長ハ同)

‑ 春 畝 伊 藤 博 文 太政官参議兼工部卿賞動局長官法制局長官官
員録・明日)

伊藤博文・山県有朋をはじめとして明治政府の顕官がずらりと並ん
だところ︑ちょっとした壮観である︒一等編修官の巌谷一六︑大審

‑梧楼金井之恭太政官少書記官ハ同﹀
‑素軒野村素介文部省大書記官ハ十年一月)音官履歴﹀

‑介堂作間一介太政官調査局権大書記官自﹀
・錦洞桜井能監太政官法制局少書記官自)

v

紛々世事任人評一桂冠来百不驚
紅白満簾春隠足臥開官吏走車行

とあらば︑春瀧は拙作・俗吟さえ厭わない︒見易い例をあげておく︒
第十七集︑梅山隠士の﹁罷芦後作﹂にいう︒

巡幸に従駕する群臣の煩詩︑上官の招宴に侍しての賀詩︑転任する
同僚への贈詩などを移しく収載する﹁新文詩﹂は︑おのずから官僚
的世界の縮図を提供している観がある︒官吏尊重の高等政策のため

価を高めようと図ったのであった︒車骨祷にとっては台閣と江湖の唱
和が実現した明治の聖代に疑問の余地があるはずもなかった︒天皇

ある意味では官員の時代にほかならぬことを洞察していた春祷は︑
高級官吏の寄稿を積極的に迎え入れることにより︑﹁新文詩﹂の声

官の奏任官の数は明治十二年で七百名内外門明治史喪附きにすぎなか
ったから︑その社会的権威の高さはいうまでもない︒明治の社会が

相当︑年俸千円である︒﹁新文詩﹂に詩を投じた官吏は︑ほぽ四等
官から六等官までの上級奏任官で占められていたと考えていい︒文

院判事の荒木博臣(鴎外の二度目の妻しげ女の父)は四等官相当︑
奏任官の最上級ということになる︒四等編修官の依岡山学海は七等官

自第十六集至第十七集

自第十八集至第二十集
‑潮坪宍戸磯元老院議官︿悶)
自第二十一集至第二十三集
・隈山谷干城陸軍少将(恩
‑亀丘後藤象二郎元参議

・鷹村牟田口元学太政官少書記官自

・無隣山県有朋参議︑陸軍中将兼陸軍卿(同)

自二十七集至第三十二集及別集五

自第二十四集至第二十六集
‑秋畝秋月新陸軍省七等出仕従六位門官員録・明日び

‑揚笹大江卓元神奈川県権令官官一履歴﹀
・白縫荒木博巨大審院判事官員録・明

g

・敬宇中村正直東京女子師範鱗理(悶)
‑丹山丁野遺影内務省警視局少警視(同﹀

‑翫華沼関守一元老院権大書記官官員録・明思

非公開
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﹁臥関﹂の結句は黒塗りの馬車に乗って登庁する高官を詠じたも

m
‑

のであろうが︑俗を脱しているかに見えて︑じつは官場への執着絶
ち切れぬ馬脚を露わした気味合いである︒
主

︒
(1﹀ 朝 野 新 聞 明7・ロ
(2﹀大沼枕山伝ハ﹃恕軒遺稿﹄所収)
ていることから摩
( 3 ) 永井荷風ハ﹃下谷殻話﹄︒春瀦の次韻が一月十六日の日付になっ
利支天横町への転居はそれ以前ということになる︒
朗底の﹁贈春溶老人﹂には
( 4 ) 第二集﹃舎‑‑新文詩後四﹂小舟客漁︒すぐ後に続く坂谷
﹁一新聞紙一市ニ勧戒於新話↓新文詩放エ風致乎新商↓皆新世鼓吹之尤者﹂とある︒

非公開

和ス︒昔ハ誠世︑開罰随ツテ至ル︒而シテ今ハ則チ塾竜吠犬︑
言者罪無シ︒昔ハ詠物︑花鳥風月︒而シテ今ハ則チ石室電機︑
様車輪船︑耳目触ルル所︑一トシテ新題目ニ非ザル無シ︒是故

が︑敢えて﹁東京才人﹂と銘打ったところに春議の抱負と計算がう
かがわれる︒その編纂の意図は川田婆江の序文に明らかである︒
・::土日ハ会集︑貴賎等ヲ異ニス︒市シテ今ハ則チ台関江湖相唱

百六十三首︒﹃文政十七家絶句﹄﹃天保三十六家絶句﹄﹃嘉永二十五
家絶句﹄﹃安政三十二家絶句﹄﹃文久二十六家絶句﹄﹃慶応十家絶句﹄
等︑諸家の七絶をあつめたアンソロジ lの 系 譜 を 引 く 編 著 で あ る

打ち下した第二の布石は﹃東京才人絶句﹄ニ巻(明治八年九月﹀の刊行
であった︒収める所清客葉松石を附録に加えて総計百六十六家︑五

e
いて︑来新吟社の進出をもくろむ春濃が
﹁新文詩﹂の創刊につ つ

2

ニ今ノ詩ヲ読メパ︑斯ニ今ノ東京ヲ知ル失︒今ノ東京ヲ知ル︑
斯ニ今ノ才人ヲ知ルナリ失︒近世仏人極坐氏ノ著書︑欧州政治

ノ沿革ヲ記ス︒名ヅケテ文明史ト日フ︒今森翁ノ此ノ編︑詩史
ト作シテ読ム︑可也︒即チ文明史ト作シテ読ム︑亦タ可ナラ︑ザ
ル鉱山シ一一品々(原漢文﹀

護江の要約しているところに従えば︑明治の漢詩は第一に官民の唱
和︑第二の言論の自由︑第三に文明開化の新詩題︑という三つの点
で維新前の漢詩が置かれていた状況とは異っている︒このような状

況を踏まえた上で︑極坐(ギゾ l)流の文明史を描いて見せたのが︑
この﹃東京才人絶句﹄だというのである︒この序文は伝統的な漢詩

の世界も︑漸く文明開化の装いを凝らす必要に迫られたことを物語
っていて興味深いが︑﹁石室電機﹂(煉克建築と電信機﹀や﹁潟車輪
船﹂など開化の文物への関心は︑直接には﹃東京新繁昌記﹄﹃東京

開化繁昌誌﹄﹃東京写真鏡﹄等︑一連の繁昌記物の流行によって喚
起されたと思われるふしがある︒それにしても台閣と江湖の唱和と

いい︑﹁言者罪無シ﹂といい︑議誘律が発布され︑民選議院設立を
めぐって官民の対立が激化しはじめる明治八年という時点を考え合

わせるとき︑精空疎な印象を与えることは否めない︒
編者の春濃が凡例に﹁諸家之什︒随得随録︒忽而江湖︒忽市台閣︒

次序閤不拘︒多寡亦無例﹂といっているように﹃東京才人絶句﹄
は︑台関江湖の諸名家を網羅的に取り上げた観があり︑そこにかえ

って莱利吟社の御披露目的な意図を読み取ることができるのである
が︑諸家の絶句の撰録にあたっては春議自身の個性が可成鮮明に発

1
9

揮されたと考える︒たとえば成島柳北は十首を録されたが︑ことご

位置を占めるのである︒

ままではないだろうか︒﹃東京才人絶句﹄は﹃柳橋新誌﹄と対極の

﹁詩人の隊長﹂大沼枕山は上巻の巻首に据えられた︒この配置は

とく﹁航西雑詩﹂百余首からの抜翠である︒永井禾原はニ首を録さ
れたが︑その詩題の一は﹁辛宋九月自ニ桑扶蘭西克‑赴ユ紐育克‑欽

月二詠﹂﹁野史二詠﹂﹁北海謡﹂﹁征蛮歌﹂の計七首である︒このう

春祷自身の敬重の念を示している︒収録されたのは﹁富撤賛﹂﹁花

められた︒但し多少の具同がある︒﹁征蛮歌﹂は︑いうまでもなく

ち﹁富綴賛﹂と﹁野史ニ詠﹂とは︑のちに﹃枕山先生遺稿﹄にも収

旦一﹂であって︑いずれもアメリカ留学中の作である︒この選択はい
ちおうは西洋文物の紹介を兼ねて︑文明開化のいろどりを加えるこ

路入ニ落機山‑車中小占﹂であり︑そのこは﹁米利堅客中逢ユ壬申歳

とにあったと恩われる︒しかし︑禾原はともかく︑柳北のばあい︑
れらを捨てて︑﹁航西雑詩﹂を選んだのである︒﹁新文詩﹂の寄稿家

する︒夢中作と註する﹁北海謡﹂は

明治七年の台湾征討を詠じたもの︑枕山としては珍らしい素材に属

とする枕山の詩風とはややかけはなれたものである︒﹁百航﹂﹁澗

というように豪宕をきわめた作で︑これまた沈痛幽寂の調べを本色

北洋雲散夜三更飲別津楼酒百統

えるならば春議にとっては旧幕府の遺民としての柳北よりも︑帰朝

須記澗揚祷立処中天大月聴呼鯨

者としての柳北の方が好もしかったことになる︒また戊辰の役を素

戸の遺民を以て任じ︑思一水の四時をこよなく愛した枕山の真面目

揚﹂﹁大月﹂﹁拷鯨﹂などはむしろ春議好みの措辞といっていい︒江

の構成から察せられるように︑春擦は旧幕府の側に同情を寄せるよ

いい詠作で︑敗者の怨恨は跡形もない︒勝者の得意満面思うべしと

山は﹃東京才人絶句﹄の刻成を賀して一詩を贈っている薪文詩第四

は︑春議によって意識的に切りすてられてしまった趣きである︒枕

集)が︑春祷の選定が枕山の意に適ったとは恩われない︒

社詩﹄三巻が上梓されたのは明治八年十一月のことである︒嘉永三

春祷の﹃東京才人絶句﹄と相前後して枕山の撰録に成る﹃下谷吟

明治二年正月三日陪東久世蜂須賀大原秋月木戸諸公遊深川
名

政化兼梅共一新何妨飽酔剖脚菱春

年に刻成った﹃同人集﹄の後を襲った撰集で︑長詩・律詩に重きを

これは柳北が﹃柳橋新誌﹄二一編で祁捻したところの︑二ハの休日ご

人絶句﹂の序文が旧弊視した﹁詠物﹂と﹁花鳥風月﹂が大半を占め

置いた点︑﹃東京才人絶句﹄とは対照的である︒その詩題もまた﹁才

去年逐鹿余豪在風雨焼鋒看カ人
とに柳橋に現われて︑俗悪な豪遊をほしいままにする官員の姿その

どんた︿

莱侯別業酒間分得人字是日会者{局長二十余名歌妓一止+余名カ士一百余

いう態の俗吟を挙げてみよう︒

材にした絶句も少くないが︑それらはすべて官軍の側からの威勢の

りも︑新政府の高官に接近する姿勢を取った人であった︒臆測を加

維新後の欝屈した心情を吐露した佳吟は乏しくないのに︑春祷はそ
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ている︒たとえば﹁才人絶句﹂に収録された関雪江の九首は︑﹁集
議院書事﹂と﹁天長節紀事﹂といった明治の新詩題が首尾相呼応す
る工夫が凝らされているが︑﹁吟社詩﹂の二十九首の過半は﹁雪蓮﹂
﹁秋燈﹂﹁梅花﹂﹁桃花﹂﹁杏花﹂などの典型的な詠物詩である︒詠物
の妙を謡われた枕山らしい撰択の基準がそこにうかがわれるのであ

(1 ﹀

︒
る
﹁吟社詩﹂に登載された同人の構成も﹁新文詩﹂ないしは﹁才人
絶句﹂のそれとやや趣きを異にしている︒門弟の溝口桂巌から﹁利

である︒梅湾の名が﹁吟社詩﹂から省かれているのは︑やや不審の
感を抱かせるが︑この頃彼は開拓使の中判官に任官して︑東京を離

ニ売ツテ糊口ス﹂という枕山自身のことばを伝えている︒
枕山の高弟で﹃枕山先生遺稿﹄の上梓に尽力した杉浦梅認は開成
所頭取から目付に転じ︑慶応元年︑最後の函館奉行に任ぜられた人

天保の末年に一時芝増上寺の学頭寮に身を寄せていたことがあり︑
学頭の梅療上人とは舵懇の間柄であった︒増上寺の僧とともに上野
寛永寺の僧が目立つのは︑枕山が維新前から上野山下の仲徒町に居
r
毛L
を定めていたためであろう︒信天恕軒の枕山伝には﹁余旧詩ヲ東台

ら︑﹁東京人﹂と出自を註さず︑敢えて﹁江戸人﹂を固執している
辺りにも︑枕山一流の逸民意識を読みとることができるのである︒
下谷吟社の同人には旧幕府の関係者と方外の人が少くない︒枕山は

名君独避響紳﹂と評された枕山は︑春湊とはうらはらに政府の顕官
との交遊には積極的でなかった︒同人の出自を﹁吟社詩﹂によって
検するに薩長土肥の出身者はまったく見当らない︒些細なことなが
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れていたのである︒﹃枕山先生遺稿﹄の序文で梅田停は﹁適会国事多
故︒乃馳駆東西︒備嘗銀険︒筆墨久疎﹂と述べている︒枕山からも

っとも信頼された植村芦州はもと幕府の与力である︒芦州とともに
﹃六名家詩選﹄を編纂した真下晩蒜は甲斐の人で蕃書取調所調役組
頭から累進して︑慶応二年陸軍奉行並支配に任ぜられた人である︒
﹁吟社詩﹂が上梓される直前の明治八年七月︑七十七歳で残してい
る(下谷護話)︒

﹃下谷吟社詩﹄には門生が枕山の詩悠に列したときの唱和が少か
らず収められた︒たとえば元治元年十月十三日今戸の有明楼で催さ
れた雲如上人追悼の詩廷には関雪江・植村芦州・福島柳圃・小島蕪

園・溝口桂巌らが列席したが︑﹁吟社詩﹂には桂巌の七絶﹁次ニ韻雲
如遠山先生絶筆乙一首が録された︒慶応二年八月中秋︑枕山が長
谷川昆渓・鈴木松塘・植村芦州らを招いて橋場の川口屋に張った観
月の詩径の唱和は︑関雪江の律詩一首が録された︒﹁中秋無月間ニ諸

江而抵ニ竹楼‑分韻﹂と題する律詩三首が
子‑過ニ翠堤‑訪ニ百花園‑波 ν
﹃枕山詩紗﹄三編に収められてい︑るが︑雪江の詩はこの第一首に韻
を次いだものである︒門生の唱和を﹃枕山詩紗﹄と照合してみる

と︑その年次は文久年間に始まり︑慶応年聞に終っている︒﹁我迩
寄ニ今世‑我︑伊在ユ古時‑﹂︿秋山先生進曹と詠じた枕山は維新後も旧
幕時代への愛着を捨てきれなかった人であった︒この回顧的な姿勢

が維新後の唱和を意識的に排することになったわけであろう︒
﹃下谷吟社詩﹄の巻末には植村芦州の﹁奉呈照堂天子﹂と題する
古詩一策が録されている︒肺を患う師に節調と摂生を訴えた作であ

2
1

る︒﹁::古来肺病回ニ労忠一白酒恐誤一タ酔縦然夫子不ニ自愛一
不v
可 v聴 猶 云 々 鳴 呼 金 玉 之 言 久 寂 実 絢 ν
路
ν

応v
憐泣諌細君意小子言雄 v
類ニ場一百一日一同ニ其情一異ニ其論一夫子

可 ν聴 日
莫 v日不 v
無三人為ニ木鐸‑今捨ニ夫子‑其誰也天之所 v
命可 v
無v
諾願能留=‑
意於一一摂生一:::﹂︒豪酒に沈泊する枕山に呈した芦州の苦言は︑﹁前
後及門ノ士︒殆ンド千ヲ以テ数へ﹂(籾山衣州・明治詩話)たという下谷
ある︒

にも枕山は姿を見せていない︒
キ主

朝野新聞・明 8・
日‑
m︒
岡・明 8・日・却︒

(1﹀﹁挽‑‑枕山先生吋辛卯十月一日也﹂(﹃桂巌持紗﹄)︒
(2)
(3)

鐙也とある︒

ハ
4﹀﹁敬宇日乗﹂明治九年七月二十四日の条に﹁赴柳北君招千薬研堀河合楼葉松石別

の燈る聞に︑各七律を賦せんといはれけるに︑先生︑そは︑げ

枕山氏︑極めてむづかしき韻字を撰み︑蝋燭一寸を刻みて︑其

うべて後ち︑枕山氏の家に赴くを例とせられぬ︒(中略﹀或時︑

し︑必ず三橋の側なる揚出しと呼ぶ茶屋に憩ひ︑救に朝飯をた

此の時︑毎朝疾く起きて︑寓所を出で︑東台爽翠の下を散歩

ある︒

研績に耽ったことは佐藤寛の﹃春濡先生逸事談﹄が伝えるところで

宿することになる︒春議が上野山下の枕山宅を足繁く訪れて詩学の

問われて房州に難を避けていたために︑一日一上野東叡山の学寮に寄

の嗣子毅堂の寓居を訪ねたが︑毅堂がこの頃﹃聖武記採要﹄の罪を

十三歳の春議は尾張一ノ宮の家を去って五月末に江戸に入り︑益斎

途絶えていた︒唯一の例外は嘉永四年の数ヶ月間である︒この年三

移すまでの約四十年間︑文通は欠かさぬながら直接の往来は殆んど

山が江戸に帰ってから︑明治七年に春議が下谷御徒町三丁目に居を

鷲津益斎の有郡舎で倶に学んだ枕山と春議は︑天保六年の秋に枕

3

吟社も︑ようやく衰兆を見せ始めたことを暗示しているかの如くで

(2)

ている︒諸家の送別の詩は﹁新文詩﹂別集五に収められた︒この会

力な寄稿家を網羅しているが︑外に成島柳北・中村敬宇らも加わっ

の宴が︑薬研堀の河合楼で開かれた︒出席者はほぼ﹁新文詩﹂の有

(4)

らである︒七月二十四日には外国語学校の中国語教師葉松石の送別

琴・岡本黄石・土方泰山・巌谷二ハ・小野湖山・三島中州・関雪江

にした文人は二十八名︑坂谷朗虚・川田薬江・野口松陽・長松秋

みた︒この時の詩文は﹁新文詩﹂別集一に収められている︒行を倶

の三月十一日には︑春議は+一木前利吟社の同人を誘って杉田に観梅を試

た︒柳北とは親しいはずの枕山は姿を見せていない︒越えて翌九年

不 ν知 来 三 必 老 人 無 ニ 艶 分 一 玉 妃 洞 並 白 須 嗣 ﹂ と い う 一 絶 を 賦 し

らとともに招待を受けた春海は﹁夕陽楓色映ニ歌姫‑紅清ニ秋杉一酒

は柳北主催の詩径が向島の百花園に開かれ︑巌谷二ハ︑日下部翠雨

﹀

を祝う書画会が両国の中村楼で盛大に催された︒十一月二十六日に
(3

めつつあった︒明治八年十月二十一日には﹃東京才人絶句﹄の刻成

一方︑春議の率いる来新吟社は東京の詩壇に着々とその地歩を固

非公開
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2

に輿あることならんとて︑やがて左の二首を作り出されたり

匂﹄に春祷の詩が五丁分収録されたことを松海は報じて︑﹁佳詩は

この旧友交歓は永くは続かなかった︒春祷は生計のために築刻を試

在縦横之弊頗類唐自放に陥るの兆あり﹂と苦言を呈している︒すく

能ニ端侃‑然ども自
﹁大作近来之詩用意自在縦横幾使エ人汗流走‑優不 v

外拙堂より外無之介ルル暗に枕b に相敵骨﹂と煽て上げ︑一方では

詩数多く悪詩は数少く二枚の分も数家有之候五枚の分は枕山毅堂竹

みたが思わしくなく︑﹁失意に加るに捷を患ひ︑毅堂の帰府を待ち

なくとも松濡は春濡と枕山とを好敵手として目したわけであって︑

一
宮
々
︒

得ず償然として西帰の途に上った﹂ハ下谷議話﹀のである︒留別の詩に

これより先︑嘉永六年︑ペリl の滞賀来航にあたって春瀧は﹁蒸気

皇擦夷の輿論にかぶれて︑様慨の詩を試みるようになって行った︒

いるが︑もともと和雅温蒋の詩風を本色とした春濡はこの頃から尊

れた︒﹁自在縦横之弊﹂は春祷の作風の多彩さを見事に言い当てて

刻本では中巻の真中どころに枕山と春簿とが肩を接する配置が選ば

いう︑
孤剣粛然百計非宮程秋樹雨雰微
可憐季子無顔色一領紹袈又悪帰

がいない︒しかし事士山と違ってこの年の十月には再び郷里への退隠

船行﹂十数首を作り︑江戸の鷲津毅堂の許に送った︒毅堂の評にい

v詠ユ火輪船(一発ユ露其所v組︑議論正正堂堂︑肉食者可ニ漸死‑﹂︒

う︑﹁顧浩甫詩人而巴︑風月唯耽︑若己不干以‑‑国事‑為e意者甲︑今於

この毅堂評には柄にもなく僚慨を気取る春縛への軽い都織がこめら

れている︒しかし︑安政三年の上京の際︑星巌の周辺に梯きたぎっ

ていた噂皇嬢夷の熱気をしたたかに浴びたことがきっかけになっ

血路控旗雲零々戟門風雨鬼欣々

鋭然桓武古神州辺警誰無西顧憂

て︑春濡はしだいに草奔の詩人を意識することになる︒元治元年七

に収録されたのはもっぱら松濡の周旋によるものである︒車骨祷宛の

敗恭休説存亡迩累卵宜防危急秋

月︑蛤御門の変の報を聞いた春鴻は一律を賦していう︑

松濃書簡にいう︑﹁安政絶句追々相集最早大体緒に付申候乍併思之

海上老鯨堪可毅諸君唾手取封侯

松祷に伝え︑春祷は松濃を介して支峰・三樹兄弟︑篠崎小竹ら京阪

外いづれも悪作多く殊に高作は自立絶妙に相見候出板之上世評被察

ハ
lv

候云々﹂︒さらに五年後の文久二年に上梓された﹃文久二十六家絶

の名家と交誼を結ぶにいたった︒春擦の詩が﹃安政三十二家絶句﹄

星巌を鴨折小隠に訪ねた︒春祷の才に驚嘆した星巌は︑これを家里

安政三年八月︑春祷は藤本鉄石にすすめられて京都に赴き︑梁川

る
︒

知られるようになったのは︑漸く安政年聞に入ってからのことであ

の念を禁じ得なかったかも知れぬ︒春祷の絢嫡華麗な詞藻が江湖に

に江戸詩壇の一方の雄であった︒あるいは春濡は旧友の名声に羨望

を余儀なくされたのである︒この頃︑春祷より一歳上の枕山はすで

春議は毅堂の支援を受けて︑東都に詩名を揚げる積りであったにち

非公開
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慶応二年久¥越前に遊んだときには︑武田耕雲斎ら水戸天狗党の刑
死を悼んで七絶﹁福井城下作﹂を賦した︒慶応四年間四月には﹁従
駕北征時予為本営斥候﹂の作がある︒この月︑尾張藩では幕府の脱
みず
a
走兵が東山道から名古屋を襲うという風聞に藩主慶勝親ら信州に出
陣しているが︑車骨揖怖が本営の斥候を勤めたのはこの時のことであろ
う︒鷲津毅堂も藩主に雇従して出陣している(下谷議話﹀︒毅堂に比べ
れば︑車骨濡はまったく取るに足りない端役を演じたにすぎない︒し
かし齢五十に達した初老の詩人が︑短期間にせよ一度は官軍に加わ
る体験を持ったことは︑とにかく注意されていい︒

桜花︑不忍池の観蓮・隅悶川の観月・百花園の秋色と︑四季折々の
江戸の風物を翫賞して倦まなかったこの郷土詩人は︑江戸三百年の

﹁錬磨﹂は火に遭って金属が熔ける状を言う︒いうまでもなく上
野戦争で灰燈に帰した東叡山の廃櫨に立つての所感である︒上野の

疎疎空際瀦花雨不似感時愁涙多

三百鴻基殆錬磨満山金碧亦如何

雨中東台書感

備わっている︒蛇足ながら﹃枕山先生遺稿﹄から一首をぬいて︑戊
辰の折の枕山の感懐を窺うことにしよう︒

﹀

ち﹄の記述に譲って︑ここでは繰り返さない︒また新政府を諒して
3
ハ
弾正台から札問を受けたと伝えられる日くっきの﹃東京詞三十首﹄
についても︑すでに木下彪氏の﹃明治詩話﹄に委細を尽した解説が

幕末の騒乱をよそにひたすら詩酒に耽溺した枕山の動静について
は︑永井荷風の﹃下谷叢話﹄や富士川英郎氏の﹃江戸後期の詩人た

非公開

象徴とも仰いできた堂宇の破壊に︑苦い怒りを誘われたにちがいな
い︒江戸の景観への鍾愛はそのまま新来の征服者への反携に結びつ

いて行く︒﹁前飯酒歌﹂で﹁常王之政不復美﹂といいきって憎らな
かった枕山なのである︒このような枕山の姿勢は︑柳橋の風流を膝

摘して顧みない藤長の武士への怒りを屈折に富む表現に托した柳北
のそれを︑さらに一段と硬化させたものといえよう︒

荷風の﹃下谷叢話﹄は国事に尽痔する鷲津毅堂と風流に遁逃する
大沼枕山と︑対照的なこ文人の生涯を見事に描き分けたが︑この図

式はやや趣きを異にするものの︑枕山と春濡のばあいに移してみる
ことも可能であろう︒幕末の動乱期における枕山と春祷の出処進退

の差異は︑維新後のかれらが辿ったコオスの差異に︑きわめて暗示
に富む解答を指し向けているわけである︒

注
ハ
1﹀以下の松海・載堂書簡は﹃春棒先生逸世帯絞﹄に収録・
泰滋
︿ ﹀﹃容器岬先生逸事談﹄は安政三年九月一一+日︑斉藤拙堂の送別の宴に列席した
2
についてつぎのようなエピyオFを伝えている.
幾程もなく︑抑堂氏ハ︑伊勢の郷里へ帰らる可きよし定まりければ︑星厳︑糖産のニ
翁を始めとして︑頼三樹三郎︑池内大学︑家皐新太郎︑僧月性などの面身︑三本木な
る月波楼に於て︑送別の宴を催されけp・是の目︑風雨殊に劇しかPけれども︑名に
負ふ名家の銭別なればとて︑来会するもの極めて多かp・さて僧月位は滑狂と号し︑
頗る様慨家を以て聞えたる人なりけるが︑沼稲酎なる比︑彼の拙堂氏が海防策に付
. 席上の談︑何となく殺伐に渉Pければ︑中村水竹と云へる
て︑大に非難する所あp
入︑自から起ちて当時流行せし大樟絵節﹁あめりかが来て云々﹂の一"闘を舞はれける
に︑其さま飽︿外国人の情状を模して真に遁P︑一坐奥に入る折柄︑月性忽ち限を限
ちし︑水竹円︑日本人にして夷狭の行をなすものなりと呼パ円Pつヘ鯵が鰐にか︑
傍へにあPけるを取るよP早︿抜き打ちに釣燈備を斬P落しけれバ︑幽桐座悉く色を失
ひ︑あわてまどひて詮すベを知らず・月性ぐひた狂ひに狂ひて︑己に人をも傷砂ん

24

ず有様なれど︑先生ハ註春添﹀席末にありて︑知らざるものの如く︑やがて︑大声に︑
静成Pぬ︑静成Pぬと喚はれければ︑昼雌翁︑此は妙なP︑春海の詩出来たりと︑誰
かある︑早く燭持てと呼ばる云身.
弾正台所札問.究開口不復言.ハ信夫恕軒・大沼枕山伝).

ハ
3﹀先生退然社阿鮒客.不敢調権員.瞭賦東京商三十首︒鼠詠時事︒間意並妙.忽為

は譲滅し︑七か月余にわたった西南戦争は終止符を打たれた︒

明治十年九月二十四日︑一万余の官軍の総攻撃に︑城山の西郷軍

4

﹀

たもの︒新政府の官員の横暴を憎悪していた東京市民は︑薩軍はと

東京市民が西の空に出現した火星を西郷星と憶し合ったことを指し

このような民衆感情を抹殺して︑自ら官僚の走狗たることを証明し

もかく︑西郷その人には敬慕の情を寄せていたのであるが︑春濡は

てしまったのである︒木下彪氏は﹃明治詩話﹄で﹁抑々春祷が斯く

南州攻撃にカを尽すは何故か︒叛乱を憎む正義心からなら好いが︑

く官員を吸収し︑門戸を大にせんとの魂胞が有ったのだ﹂と述べて

彼は実は之に依て当路の官僚の意を迎へ︑其の主宰する吟社に時め

わ

﹁新文詩﹂第二十六集の巻首には成島柳北の﹁九月二十三日水楼賞

いる︒確論というべきであろう︒

月口占﹂と題した絶句が録されている︒おそらく柳北は第二十四︑

王集に見る南州誹誘の俗悪さに砕易し︑彼一流の皮肉をこめて︑故
酢と花鳥風月の詠を投じたものであろう︒﹁朝野新聞﹂十月十五日

号の雑録に﹁西郷在りし日西郷を尊ぴ西郷死する時西郷を罵る︒何

事ぞ毅誉容易に変ず︑前後輩両西郷在らんや﹂と述べ︑輿論の軽薄

さを慨嘆した柳北は︑この年の一月に創刊された﹁花月新誌﹂に西

の春簿作﹁桃太郎討鬼島図﹂の長詩が︑桃太郎を官軍に︑鬼を薩軍

南戦争関係の詩を一首も採らなかった︒強いて言えば二十一号所載

が︑肝腎の報道はそっちのけにして︑清水焼の陶工の噂︑紙菌の歌

に擬したかと推される位である︒戦況取材のために上洛した柳北

敗死した西郷の肉は犬も食わない︑どうしてその魂が天に上って星

大沼枕山が西南戦争に対してどのような態度を取ったか︑それを

妓の温習会の消息などを︑悠々と書き送った話はよく知られている︒

明らかにする資料は私の手許にはない︒枕山の没後に刊行された

となることが有り得ようかというのである︒﹁敗余肉﹂はさすがに
には﹁敗余改作大将故将等字似可﹂とある︒﹁天上星﹂はこの頃︑

﹁新文詩﹂の同人にも露骨にすぎると感ぜられたのであろう︑評語

狗猶不食敗余肉鷲得魂為天上星

昨日雲台生有像今朝王土死無霊

﹁九月廿四日詠史﹂四首の中一首を見本として引いておく︒

その内容のすさまじさは大凡想像がつくというものだが︑春祷の

感慨並至﹂﹁罵得痛快﹂というような諸家の評語を挙げただけでも︑

魂﹂など︑これまた最上級の字句が連ねてある︒﹁罵得快甚﹂﹁怒罵

を罵倒するには﹁老賊﹂﹁老姦﹂﹁老狐﹂﹁賊魁﹂﹁渠魁﹂﹁叛王﹂﹁凶

﹁率土民皆呼万歳﹂などの最上級の修辞を以てし︑維新の元勲西郷

するには﹁妖気忽紋瑞雲開﹂﹁一曲鏡歌聖武新﹂﹁四海消平拭目看﹂

を挙げて︑戦捷祝賀と西郷攻撃の詩で埋め尽した︒戦乱の平定を賀

1
ハ

森春濡の編輯する﹁新文詩﹂は︑第二十四集と第二十五集の全編

非公開
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5

故紙↓随得随録︒故無ニ序次↓市不 ν
記ニ干支‑也︒﹂という不完全な

﹃枕山先生遺稿﹄が﹁三編以後︒詩篇散逸︒十不 ν
存 ν一︒頃者捜ニ索

年︑機南二十一歳の時のことである︒春議が機南の任官を喜んだ絶

六らの縁故にすがって︑修史館に出仕させることにした︒明治十四

暦を越え︑嗣子機南の将来を案じていた春議は︑三条公の知遇と一

の知己が編修官に任じていた太政官修史館の総裁である︒すでに還

八

n
'
C

編纂であることも︑その一つの理由である︒しかし︑この頃の枕山

匂にいう︑

乃児劣是弱冠年芸俸相仰数日全

の心事は翌十一年に刊行された﹃江戸名勝詩﹄によってほぼ推察す

春酒柳供眉寿鎖朝衣且照絞嬉経

ることができる︒﹃江戸名勝誇﹄は日本橋・聖廟・両国橋・待乳山・
名所古蹟を詠じた七絶百首をあつめたもので︑郷土詩人枕山の面目

根岸里・道濯山・伝通院・玉川上水・秋葉桐・梅若塚など︑江戸の

である︒信夫恕軒は最晩年の枕山の風貌を伝えていう︑

後も結磐を廃さなかったと伝えられる逸民の気骨がうかがわれるの

が遺憾なく発揮されており︑巻首に﹁御城﹂を据えた辺りに︑維新

保女を要っていたからである︒
明治十四年の﹃官員録﹄には修史館の二等繕写に森未↓﹃の名が

二月に塊南が︑巌谷一六の門下で﹁新文詩﹂の版下を書いていた幾

﹁芸俸﹂は塊南の詩才と官俸のことを指す︒﹁数口全﹂は前年の十

実際に従軍した人たちの持にかえって比較的公正な西郷削酬が吐縛されているのは

ハ
3﹀石黒万逸郎﹃有隣舎と其学徒﹄二五三頁

生遺稿刻費諸雑費簿﹀︒

(2﹀﹃枕山先生遺稿﹄は僅か三百部だけ摺られた︒綜経費は=??円余である(枕山先

集
)
︒

皮肉である︒たとえば山県有朋に従って従軍した末松背滞の長持には﹃鳩呼英雄末路
亦可 ν
盤︒士口也一死呆人耶︒徒為ニ年少‑誤 z
大節︒天下至憾無‑‑之加‑云々﹂(明治鉄盤

(1)

注

は︑春畝公伊藤博文の側近へと通ずる一すじの途が開けていた︒

の官僚機構の階段を一歩一歩︑着実にのぼりつめる根南の行く手に

記に昇進している︒十四等官相当︑月給二十五円である︒明治政府

制に改められる直前の明治十八年の﹃官員録﹄では︑棟南は七等掌

(3)

先生年巳二七十︒嗣子遊蕩ニシテ家道頓ニ衰フ︒人有リ︑悠滋

では一等繕写︑十六年の﹃官員録﹄では八等掌記︑太政官制が内閣

見える︒十七等官相当︑月給十二円である︒翌十五年の﹃官員録﹄

った︒三条公は長松秋琴・川国婆江・巌谷二ハ・依田学海等︑春議

には三条実美公の詩経に招かれ︑公が親書した三李堂の務額を賜わ

もに広く普及し︑明治の詩風を左右した書である︒翌十二年の五月

詩﹄を発刊して清詩の新風を鼓吹した︒前年の﹃清一二家絶句﹄とと

枕山が﹃江戸名勝詩﹄を上梓した明治十一年に春祷は﹃清廿四家

たのである︒

わった︒師の豪酒を切諌した植村芦州の危倶は事実となって表われ

枕山は明治十五年の秋頃から中風を患って︑調介の度はますます加

ニ乞ハザル也卜︒(大沼枕山伝)

走ス︒我ガ唾棄スル所ナリ︒今ハ寧ロ餓死スルモ哀レミヲ傍輩

ナ

ハザルト︒先生日ク︑中興以後︑世ト疎澗ス︒彼ノ輩名利ニ奔

シテ臼ク︑高齢古稀︑童ンゾ賀寿ノ廷ヲ設ケテ以テ其ノ窮ヲ救

非公開
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詩

の

原

娘E

ll﹁千曲川旅情の歌﹂をめぐって￨￨

田

晃

﹁千曲川旅情の歌﹂と呼ぴならわされているこ編の詩︑すなわち︑
それぞれ﹁小諸なる古城のほとり﹂と﹁昨日またかくてありけり﹂

このふたつの詩は︑本来別々に︑それぞれ﹃明星﹄︑﹃文界﹄に発表
されたもの︒発表年月は明治三三年四月︒問題でくくられてニと

いる︒そんな構造があるようである︒まず以下のニ章において︑そ
ういう観点から︑従来とはいく分異なった読みを提出してみたい︒

雲白く遊子悲しむ
古城のほとりに浮雲を仰いで仲立する旅人の姿を出して︑客観的物
語的なうたいぶりをみせるが︑直ちに﹁悲しむ﹂の主観誇が重ねら

小諸なる古械のほとり

﹁千曲川旅情の歌一﹂︑すなわち原題﹁旅情﹂からはじめる︒

なったのは︑昭和二年﹃藤村詩抄﹄よりである︒

らは永らくひとびとに愛され続けてきているわけだ︒いわば︑自然
の形象なり心象なりは︑そういう自然の時間の流れに滑って︑調和

て来たのである︒もちろん︑これらの詩には︑われわれの住む世界
と流通しあう自然の時間か流れている︒それがあるからこそ︑これ

つよい観念的構造がある︑おおげさに言うならば︑観念が独自の秩
序に従ってひとつのドラマをかたち造っている︑そんなふうに思え

ではじまる詩は︑文字通り旅情のうた︑あるいは人生的観想にいろ
どられた旅愁のうたというふうに読まれている︒そう言ってよいだ

的な秩序をつくっている︒そしてそういう形象なり心象なりは背後
にそれにみあった観念をひそめて︑またそれなりの秩序をつくって

山

村

ろう︒しかし︑わたしくには︑そういう読みが︑間違ってはいない
にせよ︑非常に不充分なよみのように思えて来た︒これらの詩には︑

藤

2
7

の印象について用いられたものではないだろう︒また︑遊子のここ

れていることに注意したい︒これは単に遊子の表情を外から眺めて

がそらぞらしいものになってしまうであろう︒

(と解するのが最もふさわしい)第三連﹁岸近き宿にのぼりつ﹂以下

数百年の時を閲し︑廃境と化した城祉︑その上を白い雲が深って

行く︒それはすでに指摘があるように早春の象徴であると同時に︑

ろのありようについての説明的辞句ととっても落付かない︒むし

すべて若い生命の象徴とする解があるが︑一読した印象はそうに違

ろ︑詩人がひとまず自分を遊子として古城とそれをめぐる自然のあ

いない︒早春の景物として︑そう受けとってよいだろう︒しかし︑

そのまま旅人の境涯でもある︒野辺には緑色の察麓も萌えいでず︑

たものであるかどうかはわからないが︑とにかく広大な天地︑悠久

腰をおろして憩うには若草はまだ幼なすぎる︒この詩の中の草は︑

な時間の中に置かれた自分の姿を視覚的にはっきりと捉えてみごと

繋襲︑若草の両者は語としていささか類を異にしていて︑取りあわ

いだすという仕組みだ︑というふうに考えてみたい︒これは巧まれ

である︒そして︑﹁悲しむ﹂という一一言葉のかもす薄暗く隠密な感じ

せの釣合いがよくない感じがないでもなく︑また両者の喚起するイ
メージの相違も受けとっておく必要があるようだ︒

わいにたたずませ︑そういう旅人に身をなした自己のこころをうた

と対照的に︑旅人のたたずまいは︑ごまかしょうもなく明確であ

藻婆は︑春の七草の一つとして親しまれると同時に︑鶏のえさな

どに供されるもの︑イメージとしては︑都雅なものというよりは︑

る︒実際には石垣ばかりを残すものかも知れぬが︑﹁古城﹂は︑﹁城
在それがないとしても︑かつてそこにあったであろう姿を思い描い

ひなびた家庭的なものだ︒﹁千曲川のスケッチ﹂には次のような一

祉﹂などという一一言葉と異なって︑そそりたつ白壁を連想させる︒現
て悪かろうはずがない︒石垣の上には白壁を輝かせた幻の城郭がそ

節がある︒

土手の雪聞には︑必と﹃青はこベ﹄も蔓ひのたくって腐る︒﹃青

きつは

びえる︒雲も白く︑雪も白い︒このような白々と開かれた世界と︑
うす暗い悲しみとの︑さらにそれと結ぼれる第三速の暗く閉ざされ

はこベ﹄は百姓が鶏の雛に呉れるものだと学校の小使が言っ

これは右のような感じとりかたが当をえていることを証するととも

た︒ハ﹁路傍の雑草﹂)

た世界との対照が︑この詩のかなめであろう︒
緑なす繋糞は萌えず
若草も蒲くによしなし

の﹂が﹁つま﹂の枕詞になっていることからも︑若草は︑うら若い

に︑次の若草の解釈にもある照明をあたえる文章のようだ︒﹁若草

こで眺めると︑いろいろの点で面白い︒

女性の姿を背後にひそめるもののように受けとれる︒次のうたをこ

以下自然の叙景が続く︒それらは遊子のありょうを見守る詩人によ
である︒すでに考えたように︑詩人は遊子に変身しているのであっ

る情景の描写ではなく︑自然の中にたたずみ歩をはこぶ旅人の属目
て︑このように読んでいかないと︑はっきりと自己の行為を述ベる

2
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春日野の雪まを分けて生ひでくる草のはつかに見えし君はも
︿古今集巻一一壬生忠場︒)

かたをかの雪まにねざす若草のほのかにみてし人ぞ恋しき
(新古今集巻一一曽弥好忠)

て褒意︑若草によって生じた心象を強固なものにしてくれるのであ

る︒こうして︑これらのひとつながりの形象の中には︑旅人の︑愛

と家庭とにやすらぎを求めようとする希求がひそめられているので

辱のうたの﹁はつか﹂は︑一言うまでもなくこの詩の中にも用いられ

通して銘記したのではないかとも想像されるのである︒つぎに︑忠

州方言とも受けとれぬこの雅な言葉を︑藤村はこのような恋うたを

い︑それが︑先に引いた﹁路傍の雑草﹂にもみえることである︒信

が︑そのほかに注目したいのは︑まずともに﹁雪ま﹂という語を用

ージを持ちつつ︑ちらと一目みた女性を恋いしのぶ風情をうたう

ているはずである︒いずれも︑雪のあいだから生い出た若草のイメ

この両歌集に多少とも通じていれば︑この両者は必ず脳裏で連結し

雪に包まれた岡のあたりを遠望する遊子が︑日の光をうけて雪が溶

雪流る﹂の解には諸説あってやかましいが︑しろがねの会のように

燃え上るまえに︑次々と放下されていくのである︒﹁日に溶けて淡

にかすかに愛や家庭の夢を触発しながら︑それらは強い希求として

されぬ愛のおもいが推測されて来る︒属目の物象が︑遊子のこころ

の中に繰り込まれていて︑遊子の悲しみの一面として︑言わば満た

成功しているという考えを借りれば︑これらの形象もひとしく否定

いくところにこの詩の特徴があり︑それが哀切な詩情をかもすのに

者によって喚起されながら︑次々と否定的一一言辞によって姿を消して

解￨￨﹁繋糞﹂﹁若草﹂﹁野に満つる香﹂などの春のイメージが︑作

ところで︑この詩を評した卓説としてよく引かれる三好達治の見

はないか︑という推測にわれわれは導かれる︒

ている︒さらに︑後者の﹁かたをか﹂も注意をひく︒このような符

けているように想像しているという解が適当だと恩われる︒遊子の

言うまでもなく両者とも恋歌であり︑前者は後者の本歌であろう︒

められているという思いがいやますのである︒そして︑次によみ進

合をつきあわせてみると︑この詩の﹁若草﹂に女性のおもかげがこ

放下されていく愛のおもいをひそめるのではないかと考えてみた

悲しみ︑それは漂泊の憂いであり︑同時に背後に満たされぬままに

しろがねの会の岡辺

むと︑この推測は︑ほとんど確実な推定に変わる︒

が︑これは︑第三連の静かでわびしい孤独の世界とはるかに呼びか

て唐突な連想ではないだろう︒﹁かたをか﹂と﹁若草﹂のゆかりを

野に満つる香も知らず

あた﹄かき光はあれど

わし︑そういう世界を導き出す伏線となっているようである︒

日に溶けて淡雪流る

もう一度思い出してもよい︒繋糞︑若草をそれぞれ右に記したよう

浅くのみ春は霞みて

﹁しろがねの会﹂に︑清らかな新婚のにいどこを思うのは︑さし

に感受してくれば︑これは自然な連想であって︑この連想は︑翻つ
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濁り酒濁れる飲みて

山芹近き宿にのぼりつ

ひとり残された旅人を夕暮がっつみ︑孤独の思いがいやまさる︒噴

麦の色はづかに青し

煙をあげて高くのぞんでいた浅間山もタ閣に隠れた︒その麓を縫い

草枕しばし慰む

つつひとを都に導く街道もすっかり暮れたことだろう︒村童が吹き

旅人の群はいくつか

かにひろまり︑野辺の情景を見わたすことになる︒そんな印象をう

第二速になると︑萎えかがまっていたような遊子の感官は︑のびや

ならすのか︑草笛の音︑が野辺をわたって来る︒それにまじって夕暮

由田中の道を急ぎぬ

しそめているが︑香ばしい草のにおい￨￨野辺にたくましく生育す

ける︒しかし︑それは十全に報いられることがない︒暖い陽光はさ

浅間山が閣に沈む︑と同時に草笛の音︑が野辺をわたる︒この変転

とともに千曲川の河音が一段と高く聞こえるようになった︒その永

はみごとである︒視覚の世界から聴覚の世界へ︑明から暗へ︑関か

遠に旅するものの歌ごえに誘われて岸近くの宿に登る︒

せる︒麦のイメージは穣翼︑若草とはやや異なっているように見え

れた世界から︑閉ざされた世界へ︑外向から内向へ︑いろんな対照

るものの息吹きはない︒まだ春も浅ければ霞も淡々しく︑わずかに

るがどうか︒鋭く充実しながら︑時到れば収穫を迎える麦は︑有為

語が思いうかぶ︒白々と開けた世界が︑ここで一挙に暗く閉ざされ

伸びた麦の青さが︑いずれやって来るさかんな季節の前ぶれを思わ

な壮年のイメージと重なるようで︑男性的なものだ︒とするならば

た世界に変わる︒草笛は季節的に無理で︑詩的虚構だろうとされる︒

の詩にあって︑この措辞は直ちに﹁遊子悲しむ﹂にひとを連れもど

﹁野に満つる香﹂も︑花のかおりなどとはとらず︑右に解したよう

す︒草笛の音は︑遊子のこころの音色に通うものであり︑先刻むな

ともあれ︑その音色は﹁哀し﹂と受けとられる︒主観語に乏しいこ

労働への希求があると解したい︒しかし︑そういう希求も︑例の否

しく野辺を見わたした︑その思いをかえりみさせるものにほかなら

いように思う︒そこから︑ここには生の空虚をみたすに足る仕事︑
定的形象をとおして︑むなしく放下されて行く気配である︒畠中の

ない︒開けた野辺を漂っていたそこはかとない憂愁が︑ここにいた

に︑逗ましく生きるもの￨￨雑草や畑作物の息吹きととった方がよ

る︒それらの姿もやがてまばらになり︑とだえて︑遊子はただひと

道には︑自分の境涯を改めて思わせるような旅人の道を急ぐ姿があ

暮れ行けば浅間も見えず

とするこの詩にあってはたいした意味はなく︑ただひなびた河辺の

も︑宿そのものの所在の詮索などあってやかましいが︑虚構を身上

プのもとにひとりぽつんと残されるのである︒宿にのぼるについて

って凝縮される︒その重さに犠えて遊子は︑河べりの田舎宿のラン

歌哀し佐久の草笛

り残され︑第三連を迎える︒

千曲川いざよふ波の
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宿に投宿したととっておくだけで十分なはずである︒

はあるかもしれない︒しかし︑その期待にこころを燃やすこともな

することにより導き入れられた悠久の時間である︒城は朽ち滅び︑

存在そのもののさびしさであろうか︒遊子は︑流れ下る時の音を耳

ら湧き起って来る憂愁︑それは永遠の時の中を僅かに旅する人間の

に︑あだな希望︑むなしい期待に心を労することのない生の奥底か

い︒現下のったない生をそのままに眺めているのである︒このよう

ひとの営みのはかなさを語りかける︒周囲の自然は︑四季のめぐり

にしながら︑そういう憂愁を慰めかねているのである︒

さて︑この詩の中には三つの時聞がある︒その一は︑古城を点出

とともに年々同じ相貌をみせる︒たとえば︑杜甫の﹁春望﹂︑芭蕉の

今日もまたかくでありなむ

昨日またかくてありけり

﹁千曲川旅情の歌ニ﹂︑原題ご小吟﹂︒

﹁奥の細道﹂平泉の感慨などを思わせる詩境がここにある︒
その二は︑冬から春への推移である︒雪国にも春がきざしそめ
た︒それはふつうならば︑明るいもの︑希望をひとに与えるもので
は︑将来に望みを托するものとしてというよりも︑いわば宋発のっ

あるはずだ︒ところが︑この詩にはそういうものがない︒未発の春
たなさそのものとして受け容れられ歎かれている︒それはそのまま

明日をのみ思ひわづらふ

この命なにを髄蝶

つぎに︑ここには少くとも昼から夕暮への時間の推移がある︒

遊子の生のったなさへの援嘆であるようだ︒

た同様に過ぎてゆくことだろう︒明日は︑明日こそはと思いなが

昨日もまた平々凡々何ら為すところなく過ぎてしまった︒今日もま

ら︑結局毎日同じような日々を重ねてゆくだけだ︒これが定めなら

一︑二︑三連をそれぞれ午前︑午後︑夕暮とよんではどうかという

ば︑何を握艇と明日を思い煩いながら生きることがあろうか︒第一

考えもあるが︑いずれにせよ︑第三連にいたって︑城跡も自然もひ
としなみにタ閣の中に没して︑旅宿の灯火のもとで旅人の心にふれ

かえりみて︑そのありょうを概念化するいとまもなく吐き出した︑

て来るものは︑うらさびしい草笛の音と︑千曲川の河音のみとなる︒

きわめて主情的なつぶやきと受けとっておけばよいのではないか︒

るとして︑あれこれの推論があるが︑これは詩人が自分自身の生を

遊子は︑悠久の時間の中に作んでいる︒そこで彼は︑さまざまに

そういう切迫したものを読みとりたいのである︒そして次に少しく

連はこんな意味だろう︒﹁かくて﹂が何を意味するかが不明確であ

心が誘われ︑ゆらぐのを感じている︒しかし︑彼は明日に向かって︑

詩人のそんな衝迫に立ち入ってみれば︑①詩人は今のこういう生活

きざしそめた春はそのまま閣の中に沈む︑とともに旅人はただひと

心を誘うものを追い求めて行こうとはしていない︒むしろ︑さびし

りの閉ざされた世界でひそかにこころの愁いをはらうのである︒

く自らにそれを禁じている︒時の移りとともにそれが得られること
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ような谷聞に下ってと解する︒そして︑これは谷間に消え残ってい

問︑その歴史の中に生きた人々の夢や妄執が消えもせず漂っている

る雪のイメージに重ねられた相宗ゆだろうとするのである︒ここには

に不満である︒②だから明日こそはそれが改まって欲しいと思い努

﹁奥の細道﹂平泉の章﹁夏草やつはものどもが夢の跡﹂がひびいて

力している︒③しかしその努力は一向に報いられない︑無念なこと
な心を持ちながら︑いつも③の歎きを繰り返すものならば︑いっそ

だ︒﹁かくて﹂は右の①②③を含むものであろう︒そして②のよう

いした深い意味も負わされずに用いられた言葉であったのかもしれ

ない︒たとえば﹁破戒﹂に﹁権勢の争奪︑党派の栄枯の夢︑または

いるのだろうか︒しかしこの﹁栄枯の夢﹂は︑藤村にとっては︑た

国事犯としての牢獄の痛苦﹂という一節がある︒市村弁護士の経歴

②を捨ててしまえばよい︒②が捨ててしまえるものならば︑当然③
くことだ︒おそらく詩人はこう思っている︒しかし︑はたしてそう

の歎きもない︒残されるものは①の不満足な生活を甘受して堪えぬ
いう不愉快な現実に堪えぬく覚悟が固まっているかどうかは疑問で

﹁いくたびか﹂の解釈にも問題が出てくるが︑後にまわそう︒

とにかく詩人は︑人為のむなしさをこころに思いながら︑たゆた

を述べたもので︑大した意味は負わされていない︒これと関連して

い流れる河波にむかつて谷を下るということのようだ︒ところが水

下に自己のありょうを見下す心のたかぶり︑﹁何を纏蹴﹂という強
に進路を決定する態度からは遠いようだ︒極端な想像をすれば︑人

く切迫した口調︑これらは激昂する詩人の内心をうかがわせ︑冷静

三連における古城との対照に徴しても︑自然の代表であって︑人事

は砂をまじえて渦を巻き︑流れ下っていくのみである︒河波は︑第

ある︒﹁かくてありけり﹂という感情的なきりだし︑﹁この命﹂と直

生を諦観する方向と背中あわせに︑死を望みみようとする志向があ

曲川柳霞みて/春浅く水流れたり﹂からくる雰囲気となにかそぐわ

る﹂の表現は強い︒﹁いざよふ﹂のかもす感じ︑また第四連の﹁千

に対するものである︒ところでこの第四行の﹁砂まじり水巻きかへ

るようにもうけとれる︒そしてこれが無稽の推量でないことは後に
いくたびか栄枯の夢の

ぬものがあるような気がする︒﹁砂まじり﹂は思えば細かい観察で

証される︒

河波のいざよふ見れば

消え残る谷に下りて

あって︑﹁いざよふ﹂と見てとる観察とは異なっている︒悠揚とし

枯の夢﹂と﹁夢の消え残る﹂とが折り合わせられているという関良

人はここで自然にきびしく拒絶されている︒それは︑人為のはかな

をょせつけぬ厳しさの一面を含意したものであろうか︒とにかく詩

て流れ下る苛烈な流動であるということで︑自然が隠し持った人聞

て流れる河波は︑近づいて眺め入れば︑砂をまき込みしぶきをあげ

砂まじり水巻きかへる

一の見解は︑おそらく妥当だろう︒すなわち︑いくたびも栄枯盛衰

この連の最初のニ行は難解である︒諸説を勘案して﹁いくたびか栄

をくりかえした夢のような人の世の歴史の名残りをとどめている谷
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三連て二行の対照に引き継がれて行くことになる︒

さを改めて知らされたということを意味するのであろう︒そうすれ

と人家のあわいを縫って﹁寂しく﹂流れる千曲川の姿が捕かれてい

の限にうつった非情な河の顔である︒そして︑この少し前には自然

これは︑放逐か死かという深酷な運命の選択に追い詰められた丑松

このように読んでみると︑改めて﹁いくたびか﹂の解釈を問題に

るのである︒

ば︑この連は︑前後の二行ずつが対照をなしていることになり︑第
ところで︑この﹁砂まじり水巻きかへる﹂という激しいイメージ

し︑ここでも取敢ずそれに従って来たが︑これを﹁谷に下りて﹂に

したくなる︒これは従来﹁栄枯の夢﹂にかぶせて解されて来ている

は︑同時に詩人の胸中の泡立つ思いを語っているように恩われる︒
な河畔の春色と︑ここの川の姿とは︑はっきりと異なっている︒こ

ったことがいくたびか︑そのたびに冷たく拒絶されるのが常であっ

かけて解することもできよう︒思いあぐねて谷に下り︑川に眺め入

先にもふれたが︑最終連﹁千曲川柳霞みて:::﹂のうら寂しく穏か
れらの違いは︑自然の二面を表現していると同時に︑その時々の詩

けとれば一番ょいと思うが︑これはいささかずるい逃げかも知れな

た︒しかし︑ここをこのように回想場面にしてしまうと迫力を失う
難がでてくるようでもある︒現在に回想が重ねられているように受

人の心のあり方をもあらわしているようだ︒第一連を受けついで︑

人の妄執のはかなさなどを思いながらも︑なお明日を思いわずらう

鳴呼古城なにをか語り

いるとすれば︑第三連は︑まさに転である︒

一︑二連が内容的に連絡していて︑いわば起・承の関係をもって
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この連では一方で人生のむなしさを思いながら︑詩人はその思いに
安住する心を持ちかねている︒一場の夢のような栄枯の歴史や︑古

りながら︑詩人は自己の去就を思い惑っている︒そこに身を躍らせ

心を捨てかねているのである︒河辺に立って限近かに流れに眺めい
て執着の根を断ち切りたい衝動すら感じることがある︒そういう人

過し世を静かに思へ

岸の波なにをか答ふ

聞に対して︑自然は優しくはない︒白い牙をむいて敵対するのであ
る︒泡立つ思いを抱く詩人︑そういうさかしらをあざ笑い敵視し︑

自然からきびしくしりぞけられた詩人は︑うなだれていたおもてを

百年もきのふのごとし

しかも悠然と時を流れ下る自然︑その対崎のさまがここにあって︑
この詩のクライマックスをなしている︒こういうよみを側面から援

古城と河波︑はっきりとした姿を空間に刻んで相対しているふたつ

挙げて高みをふり仰ぐ︒今は朽ちはてた城の名残りが目にはいる︒

護するものとして︑﹁破戒﹂の次の一節は有力だろう︒
はぬばかりの勢を示し乍ら︑川上の方から矢のやうに早く流れ

のもの︑そのふたつが作りあげている永遠の構図︒詩人はため息と

河の水は暗緑の色に濁って︑酬明りつぶやいて︑溺れて死ねと言
て来た︒(十九ノ七)
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はなしに︑厳としてごまかしょうもなく存在している物そのものに

て詩人の煩聞は︑無常とか虚妄とかいうふわついた観念によってで

だ︒第一連の煩悶はここで︑このように受けとめられている︒そし

との心労が染めあげられる些細な連鎖などはとるに足りないもの

日にも及ばない︒まして﹁昨日﹂﹁今日﹂﹁明日﹂というふうに︑ひ

る︒その対照はそのまま永遠の姿だ︒百年の歳月は永遠の前では一

ともに聞を投げかける︒無声の答がかえって来る︒廃境と化した城
祉は黙然として件立し︑岸の波はただひたすら変らぬあゆみを続け

わねばならぬさびしさが︑この﹁愁﹂であろう︒これは一からよみ

びしさ︒自分の生を︑そのったなさのままに肯認しつつ︑なお味わ

ありのままに受け容れる心境をえて︑なおその奥底から湧き上るさ

は︑舟を繋ぐのゆかりから来た表現のようだ︒現下の自分の生を︑

るためには︑むしろあってよいのであろう︒﹁この岸に愁を繋ぐ﹂

するが︑大きな自然の中にただひとりたたずむ詩人の姿を初練させ

外の人影の忍び込む余地はないので︑﹁ただひとり﹂は賛匂の感も

る詩人の姿を思い描けばよいのだろう︒この詩においては︑詩人以

春浅く水流れたり

千曲川柳霞みて

いうのがここの趣意であろう︒なお︑﹁この岸﹂には︑彼岸に対す

川の岸辺に︑そのような寂しさにいろどられた生のひと時を過すと

とった﹁草枕﹂の憂愁と同じ︑存在そのものの寂しさである︒千曲

結びの二行は論議の多いところだが︑河辺の岩をめぐって低回す

よって︑圧倒され︑ねじ伏せられていくのである︒

ただひとり岩をめぐりで

る此岸の意が托されているとも考えられる︒﹁砂まじり水巻きかへ

る﹂水面を眺めるにいたった詩人に︑ふと彼岸の夢がきざしたこと
があったろうと推察すれば︑これはそれに応える表現になるわけで

この岸に愁を繋ぐ
第四連は結︒まず千曲河畔浅春の景がうたわれている︒ここではじ

の情景のやわらかく人を迎え入れるような風情︑それは︑詩人が自

きものを含んだ情景は︑そのまま詩人のこころのさまでもある︒こ

いるのだろう︒このうら寂しくもまたなんとなく優情とでもいうべ

は霞みて﹂と同巧の措辞で︑﹁浅く﹂が春と水の両方にかけられて

と同様︑この詩が急迫から沈静への過程を叙している見方からすれ
ばふさわしいことだ︒﹁春浅く水流れたり﹂は︑一の﹁浅くのみ春

めやすで一応の弁別をおこなうのは︑まちがってはいない︒詩想と

うな印象が強いからである︒たしかに︑一︑二に叙景詩︑思想詩の

て︑これは詩人の想念を一瞬に凝縮したところに成り立っているよ

では︑野辺の叙景が散文的な時間とともに展開されてゆくのに対し

想詩としてみられてきている︒一の﹁小諸なる古城のほとり﹂の方

この詩は︑詩人自身の想念を端的に打ち出すことを主眼とした思

ある︒

然を迎え入れていることだ︒と同時にそれは︑詩人が自分の生をあ

しても︑一は旅情の方に傾き︑二は人生的感慨の方に傾いていて︑

めて川の名が明かされるのは︑第三速に唐突に古城︑が点出されるの

りのままのかたちで受け容れているということを意味する︒

4
3
しかし︑すでに読んだように︑一はさりげない絞景と自然の時間

そういう弁別に照応する︒
への随順によって構成されながら︑その奥には︑細かい計算にもと
づく観念的な構造をひそめていた︒それと同様に︑このこもその静

ったもの︒二は︑かならずしも旅中吟ととる必要はないが︑悠久の
時の中に置かれた人のいのちを見つめて︑人生すなわち旅という感

慨をうたったもの︒ともに旅情のうたであることに間違いはない︒
藤村に︑自己の生を旅と観ずる趣味︑噌好のあったことはよく言わ
れることだが︑これらの詩も︑小諸の城跡のほとりに立った藤村の︑

たではなかった︒いままで︑﹁草笛﹂や﹁宿にのぼりつ﹂などにつ

しかし︑これらは︑すでに読んだように︑決して単純な旅情のう

こころをかすめた旅のおもいをよんだものには相違ないだろう︒

いわば︑この詩は形而上的な論理構成によるというよりは︑むし
自然的時間による起・承・転・結の階梯をふんで︑詩人の内面の経

体として︑したたかな虚構だと考えたい︒これらは︑藤村が小諸の

︒
た

止した観念的構造の中に散文的な時間を流しているようだ︒従来の
よみにいささかの異をたてた以上のよみによって︑そんな結論をえ

験を叙し︑そのはてに得られた静寂と憂愁とを提示している︒その

初春に味わった旅愁から発想されたのだろうが︑恐らく藤村は︑そ
ういう自分のこころの姿の意味を問いつめて︑それを表現しようと

の長詩である︒むろん︑単純な回想ではない︒むしろ︑現存に

めて︑壮年の自覚にたどりついた地点で半生を回顧する自伝体

六章からなるこの詩は︑かつて﹁草枕﹂を試みた藤村があらた

氏は次のように言う︒

ひと月先だって発表された﹁壮年﹂の連作詩について︑三好行雄

いて虚構の有無が云々されているけれども︑実は︑これらの詩は全

過程に︑つよい自然や人事の事象との交感が見られたことは︑一と
同断である︒こう考えてくると︑一︑二は両側から歩みよって︑形

している︒

絞景性︑観念性によるというよりはむしろ︑詩材選択の規撲によ

質ともに非常に酷似した詩編にみられてくる︒両者の差異は︑その
る︑あるいはそこに流れる自然的時間の大小によるとみた方が適切
かもしれない︒すなわち︑一はこの第四連の拡大・細叙であって︑
まったくこの内に包摂されうるものだからである︒

まった日の記憶とつねにオーバーラップする︑という複雑な奥

である︒だから︑この詩は︑終ったものの確認が︑それがはじ

よって過去を照射し︑過去と現在を同時に見る心情のうつし絵

これまで﹁千曲川旅情の歌﹂のてこについて︑表現に即しなが
ら眺めてきたが︑それをひとまずさしおいて考えると︑いずれも

これは非常に鋭い指摘である︒そして﹁千曲川旅情の歌﹂にもこれ

ゆきの世界を築いてゆく︒(﹃島崎藤村論﹄二四頁﹀
﹁旅情の歌﹂としてくくられている以上︑まさしくそう読むことが期
待されているに違いない︒一は浅春の雪国を旅する遊子の情をうた

四
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5

ば︑それは﹃夏草﹄を執筆した木曾谷における心境であり︑﹃若菜

の中に見出し︑確認していると言ってよいと思う︒あえて言うなら

において見つめたこころの姿を︑過去のあれこれの旅における自己

壮年の自覚にいたり着いたのである︒ところで︑﹃若菜集﹄上梓後︑

がうたわれて︑まさに足かけ五年の歳月が流れた︒藤村はようやく

きて/若き是身をながむれば/はや吾春は老いにけり﹂とうたった
のは﹁壮年﹂の﹁幻境﹂においてであった︒﹃若菜集﹄の最初の詩編

とほぼ同質の方法が働いているようだ︒いわば︑藤村は浅春の小諸

集﹄をなしえた仙台における心境であった︒

でに行情詩の世界の崩壊を予兆していたことはよく知られている︒

藤村が直ちにぶざまな創作﹁うたたね﹂ハ明三 0・二﹀を発表し︑す

また︑
そ
れ
よ
り
早
く
︑
﹃
若
菜
集
﹄
刊
行
と
ほ
と
ん
ど
掻
を
接
し
て
︑
﹁
春
ゃ
九
いづこに﹂﹁銀河﹂﹁きりぎりす﹂の三編よりなる﹁巴﹂(明三 0・

一︑ニはともに憂愁にいろどられた静寂によって閉じられてい
た︒そして︑そのような静寂がいかにしてえられたかは︑各々の詩
に就いて明らかにしたつもりである︒すなわち︑一においては︑﹁緑

﹃文学界b の詩編によって︑覚醒のこころをうたったことも思いあわ
せられる︒さらに﹃一葉舟﹄﹃夏草﹄の刊行を目前にひかえた時期

に発表された﹁木曜日の散歩﹂︿切三・四﹀をはじめとする﹁七曜のす
さび﹂(﹃落梅集﹄に収む)のあれこれには︑﹁美夢﹂の世界から﹁実﹂
の世界への志向が語られていた︒これらは︑いずれ﹁千曲川のスケ

なす繋糞は萌えず/若草も蒋くによしなし/しろがねの会の岡辺/
日に溶けて淡雪流る﹂から読みとった︑愛や家庭への諦念︑﹁野に
満つる香も知らず::・麦の色はづかに青し﹂に推測した活動社会か
らの隔離︑がそれであった︒これはそのまま︑二における﹁明日をの

ッチ﹂や﹃緑葉集﹄の短編をへて﹃破戒﹄にいたる道程につながる

ものであって︑そういう必然の道ゆきの中で︑藤村の詩業は︑いわ

や﹂と言︑挙げする︑それと呼びかわすものをこれらの詩は持ってい

詩集序で﹁詩歌は静かなるところにて想ひ起したる感動なりとか

の世界こそ︑藤村の詩精神の原郷であったわけである︒のちに合本

う認識が︑早くから藤村にあったのは言うまでもあるまい︒そうい
う生から離脱してえられた新しい生ーーー独特の憂愁をはらんだ静諮

めてはかつているようだ︒

年の自覚をうたうにいたった藤村は︑ふと早春の風物と交感しあう
自己のこころをみつめ︑そこにおとずれた静寂と憂愁との意味を改

る美神のめぐみによるものであったと云ってもよいだろう︒いま壮

は︑﹁実﹂の世界に背反してえられる︑危い虚構の世界にのみ訪れ

み思ひわづらふ﹂生からの離脱に通ずるものである︒﹁明日は︑明
日は・::﹂と理想をくりのペに未来に追い求め止むところのないの
は︑人間の﹁心猿﹂の所為であり︑それが青春の現実態であるとい

るようである︒

詩人はすでに青春をはっきりと幻影とみる地点に立っている︒明
日に望みを托して悶えることの空しさを知り尽している︒そして

ば一種の﹁酔﹂によってうみ出されるものであったのである︒それ

このふたつの詩が藤村の詩業の最末期に属するものであることは
注するまでもないだろう︒﹁ふと目は醒めぬ五とせの/心の酔に驚
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今︑彼は自らを旅人と観じているのである︒とするならば︑もうこ

い︒﹁旅情の歌﹂は青春の漂浪の思い出に重ねて︑壮年の寂審の到

時期を放下してえた︑壮年の﹁寂家﹂境であることにまちがいはな

と仮構の位置は逆転している︒詩人にとっては︑青春の惑乱こそ溢

来をうたっていることはまぎれもないことだ︒しかし︑いまや現実

こにはかつての﹁されば落葉と身をなして﹂(﹁草枕﹂﹃若菜集﹄)と
いう激しい転身はない︒ここにおとずれる静寂の世界は︑ひとつの

かな幻影となっているからである︒

えらぴとりによるというよりは︑むしろ︑おのずと招きょせられた
ものと言った方がよいかも知れない︒しかし︑詩人はそれを︑うい
ういしい﹁若草﹂や﹁しろがねの会﹂の幻影を自ら放下して得た静

とき︑もはやそこには美神は訪れない︒現実に放下すべきものを見

こうして︑かつては意識的に︑ある努力をもってえらびとられた
静謡の世界が︑常住にたやすく招き寄せられるものとなりおおせた

失ったことは︑想念の世界にひき継ぎはぐくむ詩材の喪失を意味す

けさであると思いこむことが気に入っているようだ︒あるいは︑死

められて︑朽ちないモニユメントとして残ることになった︒ほどな

をのぞむほどのつきつめた苦悩からの回生によってえた静けさであ
ると思いこむことを喜んでいるようだ︒つまり︑人生の早春にあっ
た自己のありょうを装うことを楽しんでいるようだ︒それは︑その

くうたい出される﹁胸より胸に﹂(明三三・喜の連作恋愛詩は︑思え

るからである︒藤村詩の原郷は︑こうしてこれらの詩の中に塗pこ

けさのなかで彼の得た心の安らぎが貴重なものだったからに違いな

世界が︑それほど彼には親しいものだったからに違いない︒その静

ばこの原郷をいろどる残照としてふさわしいものであった︒

ハ一九六λ ・囚﹀

い︒彼はその世界を仮構して︑その中で青春をしのぶひと時をすご
すのである︒
いうまでもなくこの世界は︑現実には青春というひとつの動乱の
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小川未明における詩と真実
ーー明治四十年代の未明￨￨

たものが一般に成立しているかにみえるが︑児童文学者未明の位置

小説家小川未明の﹁文学史的位置﹂については︑すでに定説めい

近代文学史再検討の︑いくつかの重要な柱の一本であることはたし

昭和にかけての︑時代と文学に対する姿勢を比較検討する作業は︑

る必要があるように思う︒この三人の︑明治末から大正︑大正から

と﹁真実﹂の相関関係を問題にしたいと恩う︒

点を定め︑とくに明治四十年代の未明をば組上にのせ︑彼の﹁詩﹂

げてみるべき性質のものだが︑本稿では︑ひとまず︑未明一人に焦

郎などと対応させつつ︑同じく稲門出身の後輩宇野浩二にまでひろ

学史的位置﹂づけについても︑人によって︑やはり相当のずれや揺
もできるほどである︒

かれら三人のその後の文学観︑社会観︑人生コ l ス︑ゆくすえなど

自然主義的風潮に対して︑どのような対応の姿勢をとったか︑また︑

ような位置にあった︑と普通にいわれている︒ところが︑代表作

した﹁ネオ・ロマンチシズム﹂の﹁先駆﹂あるいは﹁旗手﹂という

明治四十年代の小川未明の存在は︑全盛期の自然主義的風潮に抗

早稲田畑で育った秋江・未明・雨雀が︑おりから全盛をきわめた

について︑その共通性と差異を含めて︑こまやかに考えなおしてみ

※

れがある︒正当な位置づけは︑まだはじまったばかり︑とみるとと

未明と前後して早稲田を出た徳田(近松)秋江や秋田雨雀の﹁文

も︑その評価の差ははなはだしい︑ということがある︒

づけともども︑まだまだ相当のずれ・揺れがある︑という印象が強

虫
B

かだ︒わたくしは︑かれら三人の﹁文学史的位置﹂設定の仕事に大

敏

変興味を持っている︒その作業は︑正宗白鳥や加能作次郎や広津和

野

い︒たとえば︑山室静氏と杉浦明平氏のあいだには︑未明評価に大

紅

きな差が認められるし︑鳥越信氏と上笠一郎氏とのあいだにおいて

非公開
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滝太郎と組みあわされ︑ネオ・ロマンチシズム時代の初期作品とし

講談社版の﹃日本現代文学全集﹄では︑未明は︑田村俊子・水上

未明小説史のつかみかたが︑ここに示されていると思う︒

口紅﹂)・中村昼湖(﹁少年行﹂)・加能作次郎(﹁恭三の父﹂﹁厄年﹂)

る︒代表作とみなされている﹁魯鈍な猫﹂をむしろおろして︑その

て︑﹁緩と実﹂﹁醤萩と亙女﹂﹁物言はぬ顔﹂の一ニ編が収録されてい

は︑未明をば︑上司小剣(﹁鰻の皮﹂﹁木像﹂)・田村俊子(﹁木之伊の

﹁魯鈍な猫﹂一編のみを収録した河出版の﹃現代日本小説大系﹄で

この解説を書いたのは︑青野季士口だが︑

に︑この巻の特色が認められる︒

かわりに各時期の多くの評論・感想の類が収められているところ

とともに︑﹃自然主義﹄の巻に位置づけたりしている︒もっとも︑

事をした作家で︑それぞれ独特の作風をもってゐる︒げんみつ

﹁ここの五人の作家は明治の末期から大正にかけて主として仕

まるで逆の浪漫的な作家もあるが︑同時代的な作家として︑同

な意味では自然主義作家とは云へず︑中には小川未明のやうな

か︑未明における﹁詩﹂と﹁真実﹂のたたかいは︑どのようにして

どの地点で︑本質的にもっていた浪漫的心情を抑制しようと努めた

明治四十年代の未明について考えていく場合︑はたして未明は︑

﹁無理﹂があらわに出てもいるのだが︑それからもわかるように︑

と園田頭にことわざるを得ないような︑この種の編集にありがちな

である︒そのためには︑﹁蕃萩と亙女﹂﹁物言はぬ顔﹂﹁魯鈍な猫﹂︑

はたしてどのようなものであったか︑ということの検討が必要なの

かたをすれば︑未明の﹁ネオ・ロマンチシズム﹂の内的構造とは︑

展開したか︑という問題がもっとも大切のように思う︒べつのいい

ではどうにも片づけられないものが︑すでに相当に深く混入してい

の全創作集の再検討という︑やぼな作業からはじめてみたいと思う︒

おまかな代表作品展開の意味づけのみならず︑明治四十年代の未明

﹁魯鈍な猫﹂については︑﹁ネオ・ロマンチシズム﹂というレッテル

筑摩版の﹃現代日本文学全集﹄においては︑未明は︑田村俊子・
武林無想庵・坪田譲治と組みあわされ︑﹁魯鈍な猫﹂以前の作品と

明治四十年代の未明の創作集を一管すると︑

しては︑﹁替機と一必女﹂と﹁物言はぬ顔﹂が収められている︒﹁番被
と亙女﹂に︑四十年代の未明の浪漫的心情の典型をみ︑﹁物言はぬ

暗愁・故郷・赤鯖蛤・浄土・稚子ケ淵・森の妖姫・決闘・

(人生・面影・オルガンの音色・乞食・銀の笛・煎餅売・

て﹃愁人﹄明治四十年六月隆文館刊

こにみることのできるような構成になっている︒もっとも一般的な

にいらだち︑自己の肉声を︑血を吐く思いで語りはじめた未明をそ

顔﹂を経て﹁魯鈍な猫﹂に至るコ l スのなかに︑現実の不安や苦痛

※

ることも事実なのである︒

あるいは︑﹁援と実﹂﹁蓄薮と亙女﹂﹁物言はぬ顔﹂というような︑お

多少の無理をして集めてみたわけである﹂

じ自然主義の雰囲気のなかで仕事をしたといふ意味で︑ここに
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田舎の理髪庖・雲の姿・寂しみ・木犀花・叔母の家・空

春の記憶・星を見て︑以上十四編収録)

形なき恋・愁顔・書斎・まぼろしの海・日蔭の花・過ぎた

(暴風・兄弟・日本海・被に奨・笛の声・漂浪児・露の故郷・

い︑ということを強調したかったことと︑つぎからつぎに︑あふれ

えて全作品を列挙したのは︑以上の各創作集に重複した作品はな

以上の七冊の創作集︑百二十三編の作品︑ということになる︒あ

心臓︑以上七編収録)

(魯鈍な猫・管・太陽を見る児・鳶・赤い毒・偶然の事件・

七︑﹃魯鈍な猫﹄大正元年九月春陽堂刊

想・出稼人・荒磯辺・牧羊者・歌の怨・財嚢記・蝶の屍・
旅楽師・百合の花・水車場・矛盾・老宣教師・石火・老
姿・病作家︑以上三十三編収録﹀

夕日影・憧がれ・幽霊船・孤松・白眼党・枢・沈黙・合歓

二︑﹃緑髪﹄明治四十年十二月隆文館刊

の花・紅雲郷・帰思・記憶・盲目・写生帖・外濠線・夕焼

女・漂流者の群・波の遠音・嵐の夜・鉄通線路・白頭翁・

しい童話文学運動を企て︑﹁海底の都﹂とか﹁赤帽探険隊﹂﹁お山の

島村抱月のもとにおいて︑竹久夢二らと﹁少年文庫﹂を編集し︑新

出る未明の旺盛な創作カを確認したかったからにほかならない︒さ
らにいうならば︑未明は︑これらの活動以外に︑早稲田文学社の︑

空・初恋・狂人・地蔵堂・迷ひ路・蛇池・鬼子母神・旅の

弱志・長二・焚火・象徴派・遠き響︑以上四十四編収録)

鬼﹂などの作品を同誌のために書いたこと︑ならびに︑未明の最初
の芸術的童話集ともいうべき﹃赤い船﹄を刊行するなど︑エネルギ

ッシュな小説活動と同時平行的に後半花聞く童話活動がすでになさ

れている点にも注目しなければなるまい︒また︑ネオ・ロマンチシ

なったもの)設立の中心メンバーでもあったこともつけ加えておく

ズムの文学研究会ともいうべき﹁青烏会﹂︿のちの﹁黒煙﹂の母胎と

期の武者小路実篤の活動量にほぼみあうといってもいい︒もちろ

必要があるだろう︒右のような未明のおびただしい活動量は︑一時

書第十編

はき切れず︑はき切れず

はき出だせも︑はき出せども

ん︑未明の創作の泉は︑
ハ少年の死・血・児の疑問・女・夜霧・稽・都会で死せる雀・

六︑﹃少年の笛﹄明治四十五年五月新潮社刊

(物言はぬ顔・蓄薮と亙女・死・奇怪な犯罪︑以上四編収録)

4

五︑﹃物 一一置はぬ顔﹄明治四十五年四月春陽堂刊現代文芸叢

雷雨前・閣の歩み・或村の話・唖・越後の冬︑十二編収録)

四︑﹃閤﹄明治四十三年十一月新潮社刊
(烏金・不思議な烏・悪魔・扉・雪来る前・寺・森の暗き夜・

麗日︑以上九編収録)

(日蝕・櫛・暗い空・暁・老姿・捕はれ人・酒箆・北の冬・

三︑﹃惑星﹄明治四十二年二月春陽堂刊

深林・麓の星は日暮るる・芸術家の死・古の春・海鳥の羽・
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﹃留女﹄などと比べてみると︑いかに主観的情調にあふれでいるこ

うところの﹁美文﹂︑﹁小品文﹂的要素も相当に色濃く入りこんでい

とか︒当時のリアリズムの本流からみれば︑たしかに︑池遊の序に

かく泉嘆く
というような武者小路的潤逮さ︑天衣無縫さとはいささか類を異に

あるような﹁アナクロニズムの一束﹂﹁国土を具にせる異原索の一

る︒正宗白鳥の第一創作集の﹃紅塵﹄や志賀直哉の第一創作集の

はするが︑しかしながら︑たしかに︑未明は︑その師坪内遁議のみ

塊﹂的要素が顕著であったことは事実・であろう︒

はき切れぬ内は

たとおp︑﹁作られたる人﹂ではなくて︑﹁生れたる人﹂ハ﹃愁人﹄序﹀の

わめて濃厚である︒﹁膜想﹂の分子︑﹁憧僚﹂の分子一色に塗りつぶ

も記諦の人にもあらずして︑限想の児︑憧恨の児たりし﹂要素がき

いう﹁多年早稲田学堂に学びたる人には相違なけれど︑読書の人に

とくに収録作品の多い︑﹃愁人﹄と﹃緑髪﹄のニ集には︑遺迩の

散文の形式をかるよりも詩に表白した方が遁かに優ったであろう

の人であらう︑そのするどい主観性と単純なる想像とは箪ろ複雑な

彩﹂という印象は強く与えた︒﹁氏は当然詩を以て文壇に立つべき

文壇に衝撃らしい衝撃を与えたとはいえないが︑﹁未来文壇の一異

﹃愁人﹄一巻の出現は︑﹃破戒﹄や﹁靖国﹂などと異なり︑当時の

λγVLP

天性からくるところの不思議な創作カがあったことは確認できる︒

に︑三十三編もの作品を収録すること自体︑彼の製作の多産性を意

されているとあえていうことすら可能である︒そもそも第一創作集

に﹂円東京日の出新聞﹀というような評価が当時概して多かったのであ

子のにおいを容易にかぐことができよう︒それは︑まことに詩的な︑

などという単行本の題名自体からも︑﹁膜想﹂の分子︑﹁憧糠﹂の分

哀しみとに涙催す﹂門﹁文庫﹂)ということになる︒一作︑一作の印象よ

も︑﹁旅人を見ては漂浪の生活を思ひ︑雲に懐郷の情をやり︑愁ひと

ばが未明に冠されてもいたのである︒﹃愁人﹄のどの作品を読んで

る︒さらに︑空想派の作家︑スケッチライター︑というようなこと

浪漫的な題名である︒﹃蒲団﹄とか﹃ニ家族﹄︑﹃泥人形﹄とか﹃嫡﹄

りは︑全体としてのグル lミlな雰囲気とか純朴の美さとかがまず

らざる︑日常的な題名である￨￨と比べてみれば︑その差異は明白
である︒

の未明特有の﹁憂欝﹂のふるいにかけた愁いが全体にたゆとうてい

の詩集ともいえるもので︑いかにも短編小説らしい骨格︑みごとな

いこ人の雇れ人が︑黙って網車を廻している図が描き出されている

た空のもと︑冷え冷えとした︑さびしい田舎の景色のなかで︑貧し

たとえば︑巻頭におかれた﹁人生﹂には︑晩秋の背く澄みわたっ

るのである︒

てくれる︑結晶度のたかい作品は︑意外に少ない︒当時の用語でい

構造をもった作品はむしろ少ない︒したがって︑鮮烈な印象を与え

﹃愁人﹄一巻は︑いわば︑未明のきままな詩的エッセイ集︑無韻

心に残る︒単純な憧れとか感傷性とかの次元ではなく︑北国生まれ

などという自然主義文学の代表作品￨￨それは︑まことに︑詩的な

味すると同時に︑これはやや異常ですらある︒﹃愁人﹄とか﹃緑髪﹄
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領があったともいえよう︒ラフカディオ・ハ l ンのとらえかたも︑

想のなかにおいですら現実を凝視せざるを得ないところに未明の本

いるこ人の雇れ人に︑万腔の同情を示しているわけではないが︑空

はつくられた構図であるかも知れない︒単調な仕事をくりかえして

が︑そこにまぎれもなく厳粛な人生の断面を我々は感じとる︒それ

にとっても︑未明にとっても︑まさに誇りとすべきことであった︒

復刊した﹁早稲田文学﹂誌上に掲げられたことは︑﹁早稲田文学﹂

のである︒この複眼の限でとらえた﹁乞食﹂が︑明治三十九年一月︑

で増減なくとらえるリアリストの面も充分に兼ね備えていてもいた

き︑悲しみ︑歌うだけの人ではなく︑人間の実体をくもりのない眼

氏によってたかく評価されてもいるのだが︑未明は︑ただ人生を嘆

素の濃いものである︒右のように︑﹃愁人﹄の巻頭の﹁人生﹂から︑

﹁銀の笛﹂は︑漁夫の息子と天人の残した笛の話で︑メルヘンの要

雲を踏み︑海を渡り︑異郷に潔浪する﹁さすらい人﹂として眺めよ

第五作の﹁銀の笛﹂まで眺めてみると︑すでにこの五作において︑

O
﹁人生には懐惨の気が浸透﹂し︑﹁沈痛悲哀の調

べ﹂がつきまとって離れぬという感慨が未明には強かった︒﹁オル

うとする(﹁面影﹂﹀

ガンの音色﹂では︑年季奉公に出た少年の望郷の思いがスケッチさ

と営む貧しく不幸な人々の登場︑それは︑﹁潔浪人﹂にもつながる

未明文学の原型が提出されていることに気づく︒単調な生活を黙々

し︑無垢の﹁少年﹂にもつながる︒グル lミlな︑出口のない︑詩

定￥
Z勺いぴと

れている︒﹁子供の時のやうに﹂我を忘れて笑っている﹁乞食﹂の
ひ﹂﹁厭味なる笑ひ﹂との絶対的なちがいを一瞬鋭く感じとる(﹁乞

的雰囲気の描出にウエイトがおかれつつも︑なお︑人生や人聞に対

ょのなか

親子をみて︑﹁社会﹂にある﹁虚偽の笑ひ﹂﹁皮肉の笑ひ﹂﹁造り笑
食﹂)︒しかし︑その﹁乞食﹂は︑たちまち︑自分たちをみつけるや︑

く発表した同郷の相馬御風は︑未明の特色を帰趨なき漂浪的気分に

する鋭い観察が直観的になされていく︒すぐれた未明論をいちはや

ぴんこんにわ

て描きわけたと語っているのは至言である︒

求め︑それをば︑﹁憧僚﹂と﹁追懐﹂と﹁哀泣﹂の三様の慰めによっ

ところが︑この﹃愁人﹄のなかで︑﹁矛盾﹂﹁病作家﹂﹁老宣教師﹂

::人の顔さえ見れば機械的に出るとしたら︑習慣といふもの
は恐ろしいもんだ︒それとも真に悲しい境遇ででもあらうか・

策に陥り︑浅薄に流れ︑﹂﹁余韻に貧しく﹂﹁読んで見て︑厭な︑不

どには︑むきになって芸術論をぶつ部分も出てくる︒すなわち︑﹁粗

歩の討論形式の短編に似かよったところもみえるし︑﹁病作家﹂な

子が強まってくる︒成功した作とはいえないが︑﹁矛盾﹂には︑独

﹁石火﹂などになると︑徐々に﹁憧僚﹂の分子がうすれ︑写実的分

つ︿づ︿

とどなってしまう︒この﹁乞食﹂は︑すでに杉浦明平氏や瀬沼茂樹

﹁おい︑悲しい声を出す代りに一つ笑って見せい l﹂

という感想をあらわに書きつけ︑﹁乞食﹂への憎悪をましたあまり︑

た
﹂

・:急に自分は熱々と人に鎚らふとする奴隷的の根生が悪くなっ

﹁何が不便だ?・::何うすれば斯様な哀しい芦が遼かに出ゃう

それに対して︑

悲しそうな声をしぼって︑憐れな親子を助けてくれと金をねだる︒
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るが︑

﹁青山峨々として︑渓に流るる水清き詩仙郷!﹂﹁吉畝の田園

快な作﹂は︑美術品でも芸術品でもない︑﹁美術たる以上は其の欠
陥を美化する必要がある﹂というところなどはそれで︑いわゆる自

は一家の有︑一家の有と云へば黄の菜の花も亦︑﹂﹁合歓の花︑

まひる

然派の弊を充分に意識しての発言でもあった︒

ひかり

咲乱るる木下蔭に白銀の漣虚空に打って︑天地を包む正日午の

たとへ子供でゐることが出来なくても︑子供のやうに美しい感情

んど認められない︒未明には﹁自分は何時までも子供でありたい︒

には︑パンの会の人々の体験した花火のような激情や耽溺は︑ほと

明は持たなかったのである︒未明の﹁憧僚﹂や﹁迫懐﹂や﹁哀泣﹂

にたたきつけたり︑退廃の生活に耽溺したりというような青春を未

て行くのである﹂という発言を官頭にしている︒青春の激情を強烈

焼の︑忽ちにしてうすれてしまふやうに︑わが青春もいつしか暮れ

第二創作集﹃緑髪﹄の序で︑未明は﹁紅々と︑西の空を染めた夕

の喜び﹂というエッセイのなかで︑

の﹁憧僚﹂の本質を予告するものでもあった︒のち︑未明は︑﹁盲目

平和な詩仙郷にも﹁死﹂は厳として存在する︑という認識は︑未明

出されることである︒未明作品の至るところに﹁死﹂は登場する︒

文学の基調ともいうべき﹁死﹂の影が︑いちはやく︑処女作にみい

たわいのない空想の作品だが︑わたくしが興味深く思うのは︑未明

日の夕方︑若夫婦にみとられて突然死んでしまう︒ただそれだけの

は訪れる︒この里に生まれ︑この里で老い︑糸車廻わす婚が︑夏の

まぜた﹁美文﹂﹁小品文﹂の類だが︑この平和な仙郷にも︑突然﹁死﹂

というような文章からも想像されるように︑漢文脈と雅文体をつき

光明は白う透る﹂

めて強かった︒この希望には︑退廃のかげはまったくない︒そこに

と︑若やかな空想とをいつまでも持ってゐたい﹂という希望がきわ

※
は︑原始的で︑健康な活力さえ息づいていたと思う︒第二創作集と

も︑明るい方へは望みがないと思ったからだ︒どうしてもこの

ふ人もある︒しかし︑私は暗い方へと憧がれてゐる︒どうして

﹁憧僚といへば常に︑美しい明るい方へのみ憧がれてゐると恩

と書いているが︑これは︑まさしく未明文学の基調︑未明の﹁憧僚﹂

当ってしまふ﹂

でゐる︒さうして︑終極に達した時に﹃死﹄といふ事実に突き

て見ても人間の生活は︑日々の苦しい︑暗い︑寒い方へと歩ん

世の中で弘時への平和は得られないと思ったからだ︒どう考へ

はいっても︑この﹃緑髪﹄に収められた作品は︑﹃愁人﹄所収のも

通常︑未明の処女作とみられているのは︑この﹁合歓の花﹂であ

である︒

﹃愁人﹄﹃緑髪﹄の二冊をあわせて同時に考える必要が生じてくるの

初期に属する作品が多く集められてさえいるのである︒したがって

﹁合歓の花﹂とか﹁援に奨﹂﹁潔浪児﹂﹁紅雲郷﹂などのような︑最

のと製作時点は︑ほとんど変らない︒むしろ︑﹃緑髪﹄のほうに︑
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分をかなりに持っているのである︒

がらも︑なお︑はるかなるかなたを憧がれていくという態度であ
る︒決してストレートな憧れではなく︑屈折した︑強い︑複雑な部

の本質︑未明のネオ・ロマンチシズムの特質を︑ゆくりなくも語っ
しく︑未明文学を解く鍵になる作品だと思う︒﹁美文﹂﹁小品文﹂の

たものである︒処女作﹁合歓の花﹂は︑やはり︑一般の処女作と等

そういう未明の複雑な分子は︑北国の﹁陰欝﹂を強調しながらも︑

ヤ領のウラジオストックを腕んだ義憤と︑陸に対する海の攻勢の可

ながら︑砕を海の彼方にはせて︑佐渡が島を知った悲しみと︑ロシ

たとえば︑﹁日本海﹂というような作品では︑白く渦捲く大波をみ

天然の粋と美をあつめた蒼海の孤島に︑漂流して死んだ漁夫の息

の﹁美文﹂﹁小品文﹂の類と一線を画するはずである︒

なかに︑﹁闇﹂に向って憧がれる精神があることは︑すでに︑一般

子を主人公とした﹁紅雲郷﹂においては︑その島はつぎのように描

烈さなどを同時に思い描いたりもする︒日本海が︑未明の感情をつ

農業も盛であるし︑養蚕業も随って興り市政の如きは純粋の社

とは︑未明もまた明治の子であった証左でもある︒未明文学には︑

ックを院みつけ︑﹁希望と光明と憧僚と愛国の義心﹂をかき立てたこ

﹁山影紫をなし︑水紫緑なる其聞に︑百畝の果樹が遠く連って︑
会主義的で︑島民悉く平和で自由に暮らして居るのである﹂

がくろぐろと横たわっていた︒この﹁海﹂のイメージは︑さらに︑

った﹁海﹂︑﹁寂冥﹂﹁沈欝﹂﹁冷々﹂たる﹁海﹂(日本海﹀のイメージ

単調きわまる北陸の自然にひそんでいる﹁魔力﹂のイメージに重な

﹁死﹂とイメージとともに︑﹁悲しみ﹂と﹁償り﹂と﹁烈しさ﹂を持

で︑﹁社会主義﹂なる用語が使用されたのは︑たぶん︑これがはじ

さきの﹁合歓の花﹂の詩仙郷のイメージが︑さらに人為的なカで具

めと思えるが︑もちろん︑ここでは︑ユートピア思想そのものでは

があるが︑山室氏のいいまわしに従うと︑﹁厳格な数学教師に対す

の作品は︑作者の少年期の体験をかなりに伝えていると息えるふし

出世作﹁被に奨﹂については︑山室静氏の適切な指摘がある︒こ

ってもいくのである︒

ことも事実なのである︒ところで︑この作品は︑主人公を︑この平

に︑きわめて素朴なユートピア思想が︑最初期からの未明にあった

る反畿と︑美しい音楽の女教師に対するあこがれを中心に︑純情多

いたものであるが︑﹁少年は言わば盲目的な烈しさで美しい女教師

て︑みな兄弟なのだというような︑より広い世界への目ざめ﹂を描

感な生活と︑三千余万の日本人が︑卑められていた新平民をふくめ

ふうにしめくくられている︒ここからも未明の浪漫的精神の実体を

の念︑日毎につのり︑ついに愛する乙女を残して島を去る︑という
採ることができよう︒平和な生活に安住せず︑別離の苦痛に堪えな

和な桃源郷に安住させはしなかった︒亡き父の故郷をしのび︑懐郷

か興味深いものをはらんでいる︒﹁闇﹂に向って憧れる精神と同時

あるが︑のちの未明を視野に入れてみた場合︑この発想は︑なかな

体化された桃花源が︑この﹁紅雲郷﹂なのである︒未明作品のなか

ちかい︑際想を深めたともいえる︒とくに︑未明が︑ウラジオスト

かれている︒
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ると︑われ知らずとびついていって︑一夜にむせびながら別れの言葉

を慕い︑自分の嫌う数学の教師を憎む︒しかも後者が転任するとな

が文中にある︒

わに出ている︒虚名心を持たぬ田園詩人が歌った詩としてつぎの詩

って︑その悲しみを悲しみ︑その喜びに酔いしれ︑その感傷に溺れ

僅かばかりの木蔭に流れる清水︒

崎蛤が飛んで︑ぎらぎらと地平線が光る︑

転がるやうな雲が︑夏の野に起る︒
締ちやけた︑対艇の煙のやうな︒

を述べずにはいられない︒そして作者は︑この少年と殆ど一体にな
て悔いるところがない︒そこにこそ却って生命の清らかに美しい遊

目覚る時にや︑涼風が木の葉を鳴すし︑

石を枕に︑人も︑犬も疲れて眠った︒

りを見ている趣きがある﹂という作品である︒ここからひき出され
ことであろう︒誼迄の序のことばでいえば︑﹁純朴の美﹂ということ

る未明文学の特色は︑詩人特有の︑振幅のはげしい︑一途さという

つまり︑彼には︑人も犬も︑そんなに甚しい差別がなかったのだ

一つ椀の飯を犬にも分けてやらう︒

﹁白眼党﹂という作品は︑もちろん︑人生を白眼で冷笑し︑酷評

になるであろう︒

は︑たしかに新鮮といえる︒そこから﹁魯鈍な猫﹂に至れば︑おの

が︑この未明の平等感覚は︑大正デモクラシー以前の地点において

れをも含めての弱者へのそのいたわりの情は︑はるかにリアリティ

する学生仲間という意味で︑一種のエゴイスチックな︑個性主義が

﹁何言たって時代末の人間だ﹂高点紅きということばが出てくる︒

明のいう﹁時代末﹂には︑﹁劫戻た仕打を快﹂としつつも︑決して退

うか﹂(﹁盲目﹂)と問う︒未明は平凡な現実に徽し︑客観的に冷静に対

なぜ神は︑﹁権者の為に伏するやうな弱い弱い人間を作ったであら

また未明は︑﹁黙静の自然に恐るべき霊動するカ﹂(﹁記憶﹂)を認め︑

をます︒

廃のム lド一色に塗りこめられてはいない︒﹁白眼党﹂のメンバー

ときめかした︒

象に向うことはできず︑人生の不思議︑自然の不思議につねに心を

ことが明白になったかと思う︒

ニつの創作集のなかに︑未明の詩的精神のすべてが導入されている

ややくどくどしく展開したが︑つまるところ﹃愁人﹄﹃緑髪﹄の

には︑個性があり︑特色があり︑平凡を嫌う姿勢に共鳴はするが︑
すね

ティはあまりないが︑未明のロマンチシズムはとにもかくにもあら

旅の空で死んだ名もない詩人のことを書いた﹁枢﹂にも︑リアリ

度からは︑耽溺︑陶酔の姿勢は出てはこない︒

り﹂というような身の処しかたをする︒﹁撤戻た仕打を快﹂とする態

根本的には親しめず︑自分は︑﹁一寸身を彼等の仲間に置いたばか

すね

ル﹂で︑こんにち︑﹁世紀末﹂といわれているものと同じだが︑未

この﹁時代末﹂ということばは︑いわゆる﹁ファン・ド・シェーク

掘削歌されているが︑なかにみずからの性格を批評したことばとして
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において︑未明は︑自分に輿えられた批判を充分に意識しながら︑

わたくしは︑﹃愁人﹄や﹃縁髪﹄以上に︑来明文学の展開を考える

第三創作集の﹃惑星﹄は︑従来あまり注目されてこなかったが︑

ら︑冒険家たる資格はない訳だ︒然り︑何事か創意のある処︑

まで大した影響がない︒ただ作を売って生活する身にとって

ご時の段誉褒庭や黙殺は︑その人の真面目な事業に対してさ

﹃愁人﹄や﹃縁髪﹄の﹁序﹂以上の強い口調で︑つぎのように訴えた︒

場合︑きわめて大切な創作集だと思っている︒とくに︑未明にとっ
ての最初にして最大の長編小説﹁麗日﹂に注目したいと思う︒それ

そこに人生の冒険があるのではないか︒自分は飽迄世襲や習俗

分量を占めている︒﹃惑星﹄所収作品表のところにおいても示した

新聞﹂に連載されたもので︑この創作集﹃惑星﹄の三分の二以上の

この﹁麗日﹂は︑明治四十一年四月から六月にかけて︑﹁東京毎日

発揮したいと思ふ︒たとへ小なりとも理想のあるところに建設

から脱し︑亦時流からも自由に放たれて︑自己の所信と特色を

して破壊を企てる︒それで自分の一生は終るのだと恩ふ︒時に

週し何故自分は大胆に当って砕けぬかと焦る場合がある︒けれ

ども自分には又一授がある︒今以て悉く破壊にも赴かず︑世間か

以上が﹃惑星﹄序の全文である︒誠実に煩悶しつつも︑私は私の

ら隠遁もせずして常に悶々に悩んでゐる︒斯くしてこの矛盾の

道を行こうとする気概が行文にあふれでいる︒のちの回想で︑未明

この時期までの未明については︑新進作家中︑もっとも想像力に

したがって未明の想像には︑内容がなく︑空疎だ︑というような月

は︑ベックリンの如く﹁芸術的孤立﹂を考えたとも諮っている︒未

裡にも何処へか通ずる道があるなら︑やがてはそれを認め得ょ

旦が︑﹁文章世界﹂誌上でされたりしていた︒生きた人生に触れて︑

明の書いた多くの﹁序﹂のなかでも︑もっとも強い語調でっきつめ

うが︑まだ分らない︒﹂

切実に味わうことを強く求めたところからもわかるように︑これは︑

た﹁序﹂と考えてよい︒もって︑この創作集の示める位置の重さを

ろにし︑生きた人生に触れて切実にこれを味わうという態度がない︑

当時の自然主義的観点からの批判であることはたしかだ︒未明に

﹁麗日﹂は︑北国から東京に出てくる青年群を描いた︑いわば一

確認できよう︒
)O

この﹃惑星﹄に附した﹁序﹂

は︑遺迭のような援護者もいたわけだが︑そうじて︑﹁今に至るまで
あるさの発言は︑大正五年七月﹁文章倶楽部﹂

批評家の無理解な態度﹂をあきたらなく思いつづけたことも事実で

富む作家だが︑想像の翼の強きを侍んで︑実社会の観察をないがし

ある︒

治四十年代の﹁惑星﹂とあえて称したい気味があっての総題なので

ように︑じつは﹁惑星﹂という作品はないのである︒みずからを明

がある︒破壊がある︒ただ生命を賭して建設をやり︑死を覚悟

非公開

は︑それがため苦楽を異にするが︑それを恐れて世を悌る位な

をとばしては︑﹁魯鈍な猫﹂は出てはこないのである︒
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種の﹁青春小説﹂といえるものである砂朱明みずからの生活体験が

まれたところは︑黒い杉の森の多い場所であったり︑父は事業のた

いるが︑これが未明がおのれを語ったもっとも古い文献であり︑生

の笛﹄に︑序のかたちで未明みずからが番いた﹁自伝﹂が附されて

め留守がちになったらしいことが記されている︒亙女とか烏とか北

れず︑いくぶんかの客観性ある造型カをみせてもいる︒知識人の生

海教とかの類は︑﹁不思議﹂を強調するための道具立として使われ

相当色濃く導入されているが︑真実の自伝小説とは明白にはいいき

﹁麗日﹂ということばからも判断できる︒しかし︑その青春は︑なん

成とかかわる﹁青春小説﹂であることは間違いない︒それは題名の

ていることはたしかであろう︒

幼年期の体験としては︑禿山の麓にある硝石製造会社の爆発︑小

と︑グルlミ!な雰囲気を持った青春であるとか︒主人公は︑三十
戸に満たない︑日の射さぬ︑陰気な村に生まれる︒﹁麗らかな日﹂な
の主人公の設定は︑未明の生いたちと深くかかわっている︒未明な

ど仰ぐことのできぬ﹁雰落者﹂の貧乏士族の子として生い立つ︒こ

なましく提出されているのだが︑それは︑﹁真夏﹂の﹁風のない日﹂

れている︒突発的に︑連鎖的に起る人生の不安︑恐怖がここになま

使の死と︑その棄の発狂︑赤ん坊を河に投入したことなどがのべら

れたときには︑裏の杉林で烏が鳴く︑というような﹁生れながら不

主人公の生れる直前︑奇蹟を信ずる母の前に︑﹁亙女﹂が出現︑生

つ生ずるとも知れない不安・恐怖の感情の定着が︑幼ないかたちで

べたてられているのである︒日常の静かなたたずまいのなかに︑い

に起る人生の不安︑恐怖を強調する材料が︑原色のムlドとして並

るようなときのできごとであった︒ここにもまた︑突発的︑連鎖的

で︑﹁禿山﹂は﹁乾ききって黄色く見え﹂︑﹁田舎道は火を放って﹂い

思議と関連してゐる児﹂として育てられる︒父は︑彼が生まれたと

﹁私﹂が好意をもっていた隣の蝋燭掛けの娘のお作は︑﹁限の冴え

はあるが︑この長編あたりから徐々に強まっていったとみてよかろ

冴えじた活識な娘﹂であったが︑信州に養女にやられてしまう︒彼

h
nノ︒

子の体にして︑隣の﹁蝋燭掛けの職人﹂の家で育てられる︒右のよ

る︒﹁私﹂は︑捨子は達者だという話から︑生まれるや︑いちおう捨

うな状況は︑年譜を参照すればすぐわかることだが︑衰微した土族

の空想の部分であろう︒なんとなれば︑のちの﹃魯鈍な猫﹄などで

い︒稚拙な︑あわあわしい︑センチメンタルな別れとしてしか描か

示されるような切迫した情が︑この別れにはまったく反映していな

女と別れる日は︑﹁それは麗しい日﹂であった︒これはおそらく未明

るあまり︑謙信の古城祉春日山に︑春日山神社を創設︑県社昇格に

屋敷に生まれたことや︑﹁蝋燭掛けの職人﹂の件を除いては︑ほぼ

熱中したが︑これは︑未明の十一歳の話である︒第五創作集﹃少年

誇張したかたちで提出されている︒未明の父は︑上杉謙信を崇拝す

り︑北海教という御獄教のような新神教を開く考えに熱狂してい

き︑家にいず︑八里離れた海岸に吃立している北海山に立てこも

をしてのことと恩われる︒

りに︑自然主義的な時流とは異ったかたちで︑実人生に触れる決意

おちぷ仇もの
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かれんなお作と対照的に︑二百三文雀売号︑む呼ばれる祭文語り
さがだみ

の娘お艶の堕落ぶりも描かれている︒しかし︑﹁薄痘痕のある︑口

内容でもある︒﹁海﹂には﹁霊魂﹂があると信じ︑﹁海﹂は我等の﹁故

郷﹂だとも思ったりする︒﹁私﹂は︑あいかわらず︑﹁紅雲郷﹂をあ

堕落のプロセスは︑きわめて不充分にしか描かれておらず︑けっき

と精密に描き出せばよかったのだが︑例の未明の追及カの弱さか

平野は︑極端な厭世主義者にかわっていくが︑このプロセスをもっ

るわけではない︒上京後︑水沢は︑社会運動を経て︑現実主義者に︑

ところで︑この三人のそれぞれの性格が巧みに描きわけられてい

こがれる︒

ょく︑お作の単なるコントラストとしてしか意識されていない︒未

ら︑放榔に近いような処置しか与えていない︒上京後の三人が︑北

髭のある︑限の険しい︑声の濁た﹂祭文語りに比べて︑娘のお艶の

明は︑大勢の人物を登場させ︑これを主人公とからませながら意の

できず︑三度落第した事実をふまえて描かれていると思えるが︑の

師に対する憎悪もあらわに語られている︒これは︑未明が︑数学が

すべき趣味も︑性質も砕いて︑傷ったものは中学﹂である︒中学教

鈍な猫﹂にみられるような︑生活の血のしたたりが乏しいという根

こんでいない︒それらはいずれも︑この﹁麗日﹂には︑のちの﹁魯

が︑同時平行的に然るべくのべられるだけで︑他の領域にまで入り

った︒三人が相互に対立葛藤する場面もあまりない︒三人の意見

ラマが成立したであろうに︑未明の筆は︑充分にそこには及ばなか

国出身の明治末期の典型的な智識人として描かれれば︑精彩あるド

ままにあやつるるような作品はきわめて不得手であることが︑この
長編小説﹁麗日﹂においてもはっきりする︒

ち︑﹁終生故郷の学校生活に対して憤怒と屈辱の念を禁じ得ない﹂

上京後の早大学生時代︑﹁私﹂は︑画家志望の平野の下宿で︑ベ

本的欠陥にからまってもいく︒

作品のなかで︑ベックリンの出てくる作品がいくつかある︑が︑これ

ックリンの﹁山峡の春﹂やロダンの彫像画をみる場面がある︒未明

この﹁麗日﹂が︑未明の﹁青春小説﹂︑﹁青春の詩﹂となり得た一

のたわむれ﹂という絵が︑有名な﹁赤い機燭と人魚﹂のモデルにつ

は︑それらのうちもっとも早いものかと思える︒ベックリンの﹁波

ながっていくという考証については︑上笠一郎氏の指摘がつとにあ

側面は︑友人水沢と平野との交友に関するくだり︑三人の青年のゆ

る︒﹁魯鈍な猫﹂には︑いかに貧窮を極めても︑ムlテルの愛読した

λテリl

いる三人の佐渡行きを描いた部分は︑未明独特の﹁海﹂のイメージ
イタ品テイミ

につながるところである︒海の色は﹁永却﹂︑海のカは﹁神秘﹂︑海

﹃近世絵画史﹄を手放さなかったことが記されているが︑そのなか

ヂアツス

の姿は︑﹁死﹂と水沢は叫ぶが︑これは︑そのまま未明の浪漫精神の

くてをめぐる問題にあったと思う︒﹁空想家﹂ということで通じて

パネになったことも事実である︒

上のもので︑やや異常にもみえようが︑これが︑未明の故郷脱出の

と回想するほど︑すさまじい憎悪であった︒この憎悪は︑人並み以

そ ζな

﹁私﹂にとって︑﹁中学校﹂は︑﹁絞殺場﹂であった︒﹁伸々と発展

非公開

48

に黒いしみを持ってゐる人﹂をいうのである︒常に不安で︑物に怖

れ︑自分で自分の身が頼りにならないように恩われるような︑﹁其

は︑単に法を犯した人というのではなく︑﹁精神の害された人﹂﹁心

来の夢想家で︑彼の画には︑一種の神秘︑一種の魔力︑一種の妖気

の原因は何と限らず︑すべて精神の発達を欠いだ黒い染を持ってゐ

いう事実は︑じつは未明その人の体験であった︒ベックリンは︑生
がつねに漂っていた︒﹁麗日﹂に出てくるこの場面は︑まだ︑ベツク

る人﹂という意味の﹁罪人﹂を象徴的に表現したいというこの場面

の︑ベツクリンやギユスタlグ・モロ lに︑ことのほか親しんだと

リンとの出あいの内的必然性を説きあかしているようには描かれて

は︑﹁憧僚﹂からはじまった未明のネオ・ロマンチシズムの中枢部

ある︒未明文学の基調としては︑素朴な原始的生命主義と同時に︑

ミステ9 1

しみ

はいないが︑未明文学におけるベツクリン登場の端緒であったと思

分とみてしかるべきものであろう︒﹁罪﹂はまさに﹁神秘﹂なので

へのあこがれが存在していることがわかる︒﹁罪人﹂にとっては︑

ブレークなどを契機として芽生えてきた一種の怖れを伴った高貴性

を平野は﹁私﹂に語る︒きわめて素朴なかたちでの近代文明に対す

なのである︒平野の下宿からの死途︑﹁私﹂は︑木影も︑夜空につ

この世は︑﹁獄屋﹂であり︑この社会は︑自分を迫害する﹁獄吏﹂

シyナ1

る憎悪とか呪岨が︑このあたりからあらわに出はじめる︒最初の創

毛グly

作集あたりからみえかくれしていた近代文明に対する呪阻は︑ここ

たしかに﹁近世の青年が抱く暗い思想﹂であった︒未明のネオ・ロ

マンチシズムが︑享楽・唯美のそれとは︑質を異にしていたことが

の前に立てば抵抗が出来なくて︑沈黙の裡に命に服してしまふとい

夢幻的な天才﹂であるブレークの﹁死の家﹂という絵(﹁何人も死神

ルーズベルトと古河市兵衛を理想的人物と彼は語る︒宗教も︑哲学

らに法律科に転じていた︒グラッドストーンの肖像が壁にはられ︑

社会的方面にうって出る構えをとり︑哲学科から政治科に転じ︑さ

平野と﹁私﹂が﹁不健全の思潮﹂に動かされているとき︑水沢は︑

ここからも理解できよう︒

ふ意味を彼のカあるシムボリックな筆で描いた﹂﹀から︑平野は︑

ク登場は︑驚きでもあった︒日本におけるブレークの紹介として

びつけがちであったわくしに︑この未明の﹁麗日﹂におけるブレー

多少の関係はあった︒しかし︑北国から出てきたこの水沢のような

うことにとりつかれていたのである︒おりからの社会主義運動にも

も︑文芸も︑水沢には︑﹁閑文学﹂であり︑彼は︑ただ﹁実行﹂とい
MFMナt

は︑柳以上に早く︑かつ正確であったのだ︒平野のいう﹁罪人﹂と

uvy
ナ:

﹁罪人﹂を描こうとする︒ブレークといえば︑﹁白樺﹂の柳宗悦と結

家であったウィリアム・ブレークもまたそうであった︒﹁多想像で

平野が愛慕したのは︑ベックリンだけではなく︑詩人であり︑画

に明確なかたちで集約される︒

き出た煙突も︑恐怖と不安の表象と思う︒かれらの﹁罪人﹂観は︑

NVY

ー
ナ

る︒﹁都会は生存競争の修羅場﹂であり︑﹁低御の空想がない﹂こと

高台のほうには︑本郷一帯の建物と﹁砲兵工廠の煙突﹂が眺められ

しかも︑その下宿の二階から下をみると︑﹁貧民の長屋﹂があり︑

NVYナl

︒
る
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ロシヤに行くといっていたともいう︒そういう点で︑水沢は︑一面
に︑虚無思想の持主でもあった︒ただ︑平野に比べて︑その形象性

タイプもまた︑本来の﹁夢想家﹂なのである︒﹁実行﹂を尊重しつ
つも︑その主義を明白に実行する意志を欠いていた︒口癖のように

を裏切っていることか︒

には描かれていない︒未明の青春の中核は︑この﹁麗日﹂の主人公
たちの行動と感情にあることは事実だが︑その青春は︑なんと題名

人の外に立って敵視してゐる﹂というような悩みは︑藤村の﹃春﹄
にも︑激石の﹃三四郎﹄にも︑直哉の﹃大津順吉﹄にも決して充分

編群の基調と大きな差異はないと思う︒上京後︑この三人を分身と

たい︒上京までの生活の大部分の描きかたは︑それまでの多くの短

末尾に︑

い︑卒業証書や推薦状を寸裂して泉水にほうりこむ︒直江津の海岸
で︑狂った平野と﹁私﹂との再会︑そして︑﹁私﹂の再上京︑その最

﹁実行﹂の時代がきたと喜びつつも︑大学崇拝の時代は去ったと思

てのち︑沈欝な厭世家になり︑都の生活に疲れ︑かつての回園生活
をなつかしみ︑帰郷するが︑ついに発狂する︒水沢は︑大学を卒業︑

まいたいといっていた平野が︑念願の﹁罪人﹂も完成できず︑病み

この作品の結末は︑ダイナマイトを至る処に投げつけて死んでし

は著しく弱い︒
平野についても︑水沢についても︑わたくしは︑モデルがあった
とは思えない︒同学の相馬御風などが思いうかばないわけではな

して︑構築していく部分︑￨￨それは︑多くの欠陥も指摘できるが︑
なによりも︑未明の対現実観の深まりに注目すべきであろう￨￨は︑

﹁偶然︑比時私は是から社会に出て働かねばならぬ苦闘の態を

い︒しかし︑この三人は︑いずれも︑未明のまぎれもなき分身とみ

この作品のやまでもあり︑追及いかんによっては︑当代書生の典型
ともなり得たのである︒この﹁麗日﹂執筆前後に︑未明は︑ネオ・

眼に描き︑過ぎ去った時代を顧みて︑何となく麗しく︑夢の多
かったことに想ひ至った︒鳴呼私の半生も終ったのである﹂

ような︑﹁実行﹂(といっても︑実現できそうもない夢想の要素がた
ぶんに入つてはいる)への道か︑どちらかしかない︒﹁私﹂は︑平野

をきわめ︑二児が栄養不良に陥るなど︑品目に徹するような苦闘がつ
づく︒﹁私﹂のゆくえは︑平野のような︑帰郷︑発狂の道か︑水沢の

﹁麗日﹂を書いた翌年からは︑未明は︑雑誌記者をやめて︑文筆
一本で立とうと決意するが︑自然主義全盛期のこととて︑生活貧困

と書かれることで局を結ぶ︒

ふと

ロマンチシズムの文学研究会﹁青烏会﹂をおこしている︒のち︑こ
の青烏会が母胎となって労働文学の拠点﹁黒煙﹂が生まれたことを

﹁弱き者が堪え得ぬやうな社会を誰れが造ったか﹂﹁今の処社会は五日

つつも︑ともにこの社会から迫害を受けている﹁弱者﹂だという考
えをもっ︒物質文明の侵入は︑自分の生存の地位も奪ってしまう︒

るきまを平気で眺めることができなかったのである︒砲兵工廠から
出てくる職工の群をみながら︑自分とは︑何等の関係もないと思い

思うとき︑﹁麗日﹂における﹁東京﹂生活︑﹁東京﹂瞥見は︑たしか
に意味深いものがある︒平野は︑物質文明︑が日々に頭をもたげてく
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はじめるのである︒そのような苦闘をみこしつつ︑なんとなく麗し

によく強く共感しつつも︑帰郷せず︑都に残って苦闘への道を歩み

ーンは︑青春のもっている﹁憂欝﹂が支配している︒﹁麗日﹂以前の
﹁憂欝﹂は︑情調性の強かったものだが︑ここでは︑それが︑みずか

すでにふれてきたように暗く︑にがい内容を持っている︒全体のト

く︑夢の多かっ過去の再現につとめたのが︑この﹁麗日﹂一編のモ
チーフである︒未明はここで︑赤裸々な事実の暴露を教えて行なっ

信ずる所以である︒

らの生いたち︑その精神形成の要素とかなりに深くかかわって提出
されている︒ここには︑未明の﹁詩﹂と﹁真実﹂が︑過不足のない
かたちで均衡しあっている︒未明研究上︑欠くことのできぬ作品と

い︒むしろ︑さらりと逃げている観すらある︒可責なき自己摘扶も
行なわれてはいない︒赤裸々な過去の真実ではなくて︑麗はしく夢

︒
¥
ノ

る未明文学の代表作については︑その残酷性︑自虐性などにもふれ
た先学の分析も多くあること故︑紙幅の関係で省略させていただ

てつけつ

たわけではない︒たとえば︑この作品には︑青春の重要な一側面で
ある恋愛や性欲の問題は︑立ち入って執劫に描き出されてはいな

の多かった過去というとらえかたに大きく規制されている面があ
る︒麗はしく夢の多かった過去といういいまわしからは︑甘美で︑

ここから︑﹁夜番と亙女﹂﹁物言はぬ顔﹂を経て﹁魯鈍な猫﹂に至

持情的な過去︑多情多感の過去が連想される︒しかし︑この作品は︑

非公開
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朔太郎
ら静雄

藤

という)なる拙文を発表した︒そこで私は静雄における心情の拒否と

な意識そのものと化﹂せしめたのに対し﹁伊東静雄は︑逆に︑静止

が﹁自己の思想を︑自転するニヒリズムの︑パセティックでカ動的

きものが今日成り立ちつつあるように思う︒饗庭孝男は保田与重郎

東の芦は︑いかにも悲痛ではあるが︑その叫びは︑その生の荒野に

的で透明なニヒリズムの意識をもっていたということが出来る︒伊

御するにすぎない︒伊東は︑だが︑その衡する荒野をくまなくとら

わらせていわゆる日本浪長派の様態の一つの解明ということの方へ
に終った︒ここでは﹃わがひとに与ふる哀歌﹄ハ以下﹃哀歌﹄という)の

それを与えた現実を見すえる精神の肱立した姿勢をもっていたとい

えるだろう︒﹂としてそのような精神のありょうが﹁ああ悪魔より

える透徹した目をもっていたのだ︒現実において傷つきながらも︑

ろん︑これは今日なお漠然としているかに見える朔太郎の︑特に

も孤独にして/汝は氷霜の冬に耐えたるかな!﹂(漂泊者の撃と歌つ

る問題の幾っかをめぐって二人の交渉の様をさぐろうと思う︒もち
﹁郷土望景詩﹂﹃氷島﹄と︑静雄の特に﹃哀歌﹄との詩風の類似をあ

た朔太郎の﹁詩魂と深い血縁性をもっている﹂と指摘する︒大岡信

(2)

げつらう場合の︑前提としての究明になろうかと思う︒﹁朔太郎か

前後︑つまりその詩風形成期とその詩風の崩壊期に投げ出されてい

カ点が移ったために二人の交渉のあり様を深くは解明し得ないまま

いうことをめぐって朔太郎にもあり彼にもあった﹁家郷﹂のことを

ところで朔太郎と静雄との類似をいう場合︑一つのパターンらし

いからでもある︒

ら静雄へ﹂のいわば詩史的な烏敵はそれほど自明のこととも思えな

̲
.
.
.
.
.
.

‑￨﹃わがひとに与ふる哀歌﹄前後をめぐってのノ 1 ト ￨ ￨

はじめに

女

とりあげ︑その差異のあり方をさぐった︒ただそれが蔵原ともかか

(1)

彦

"
'
"

私はさきに﹁朔太郎の周辺l蔵原伸二郎と伊東静雄￨﹂(以下﹁周辺﹂

靖

、
台

5
2
体なり!/白き外部世界なり︒﹂(八月の石にすがりて)を例に︑そこに

はやや客観的に﹁患前?さなりv /ああわれら酢ら孤己艇なる発光

からの試みをしたいと思う︒

ようとしたのもこの前提的究明の一つではあったが︑また別の方向

る前提的究明の必要があるというものである︒私が﹁周辺﹂に試み

認識形式﹂を云い︑すでに﹁いかなれば虚無の時空に/新しき弁証

去ったのちの荒涼たる外部世界としてとらえるという﹂﹁不条理な

鮮やかなる﹂(いかなれば)を例に次のように言う︒﹁ここにみられる︑

やきのうちにありて︑/なほきみが魂にこぞの夏の日のひかりのみ

を考慮しなければなるまい︒那珂は﹁いかなれば今年の盛夏のかが

付言しておけば︑朔太郎と静雄とを論ずる場合︑那珂太郎の見方

aar

﹁自己を孤立した主体としてとらえ︑同時にそれを︑主体の消滅し

の非有を知らんや﹂薪ぎと歌っていた朔太郎の迎えるところとな

現在を空無化し過去を存在化しようとする持情的反語には︑いわば

と﹁ああ生れたる故郷の土を踏み去れよ﹂芸閣の椅さとに孤独な高

中で/それと同じく美しく住民が生きたと/私は信じない﹂帰郷者)

一切の日常的時間を空無化した﹂のとは異なり︑所詮静雄が朔太郎

の歌﹂にある﹁﹃久遠﹄に貫かれることによって︑過去現在未来の

馴れ聞き馴れた詠歎である︒﹂と︒そしてこれは朔太郎の﹁漂泊者

の︑また﹃四季派﹄の作品のなかで︑うんざりするほどぼくらが見

(3)

ったいわれを説いた︒そしてすでに﹁周辺﹂において指摘した桑原

水平的時間の感覚はあるが垂直的時間のそれはない︒日本伝統詩歌

踏的な立場からの近似をみる見方などをつけ加えてもよい︒大岡の

の弟子たり得ないゆえんを説いた︒けれどもこれはまえの静雄に即

(4)

でこの二詩人を結びつける言説︑また桜井好朗の﹁骨てこの自然の

武夫の﹁詩として言葉の破綻を恐れぬ強烈な発想法﹂というところ

場合を除いて︑この二人の類似をいう場合︑彼らが多かれ少なかれ

しての詩的立場ないし私的立場になぞって言えば朔太郎に即しての

(5)

静雄︑限って言っても﹃哀歌﹄に肯定的な立場をとっていることが

sm‑2刊﹀に静雄は﹁入市者﹂を
朔太郎の個人誌﹃生理﹄第五号 (

論の展開の前提として︑その補正を試みつつ再説する︒

﹁周辺﹂において二人の交渉のあらましをたどったが︑ここでは

朔太郎と静雄︑ その交渉再説

(8 ﹀

解ろう︒これを﹁周辺﹂で見た松本悦治や樋谷秀昭などと比較すれ

詩的立場ないし私的立場と言えないこともない︒ここでも朔太郎と

︿ )
7

ば明らかになるが︑そのいわば日本浪漫派とかかわらせての史的立

静雄との類縁を認めての私のいう前提的究明は必要のように思う︒

(6)

場に対し︑これはいわば詩的立場ないしは私的立場饗庭に強く見
られる言葉の不透明性︑たとえば﹁透徹した限﹂﹁現実を見すえる
精神﹂などは容易に詩的立場が私的立場になりかねない様相を物語
っているーでもある︒それにしてもこの二人を結びつけるものとし
ての︑発想法・認識形式・孤独で高踏的な立場と姿勢等々の標識は
決して明断ではない︒さきの史的評価と詩的評価のくいちがいとと
もに︑ここらあたりにも﹁朔太郎から静雄へ﹂の主題を成り立たせ

5
3

一
言
葉
質上に於て詩精神を喪失したということなのである︒他の別の 一

無くしてしまった︒そして詩がリリックを失ったということは︑本

はリリックである︒実に日本の詩壇は︑口語自由詩以来リリックを

は本質上の意味でのリリックがある︒所で僕の長く求めて居たもの

けふの日を歌ふ﹄何れも愛鳴に耐えた善い詩である︒この人の詩に

中で︑新人伊東静雄君を発見したことは︑就中僕にとっての悦びだ
った︒﹃冷たい場所で﹄﹃拡が人にあたへる哀歌﹄﹃寧ろ彼らが私の

寄せている︒その号の﹁詩壇時評﹂で朔太郎は﹁﹃コギト﹄詩人群の

ていたであろうし︑﹁わがひとに与ふる哀歌﹂にはその逆説的青春

彼らが私のけふの日を歌ふ﹂にはおそらく青春悔恨の情を汲みとっ

りだろう︒けれど︑﹁私は強ひられる￨﹂﹁冷めたい場所で﹂﹁寧ろ

も大きく働らいていて︑ここから何らかの重大な結論を導くのは誤

な選択であり︑作の評価のこともあり︑あるいは朔太郎流の趣味を

二八篇の中からどうしてこの五篇がえらばれたのか︒もちろん適宜

歌﹄にいたってはじめて知ったようである︒ところで﹃哀歌﹄所収

誌昭和九年二月号の発表である︒﹁私は強ひられる￨﹂は単行書﹃哀

ところの︑真の本質的な持情詩人﹂と最大級の賛辞を呈した︒﹁帰

郷者﹂は﹃コギト﹄昭和一 O年四月号︑﹁私は強いられるl﹂は同

で言えば︑真の﹃詩人﹄が何所にも居なくなったのである︒/伊東

4

君の詩を始めて読んで︑僕は日本にまだ一人の詩人が居ることを知

にはこれらと別の彼の家郷にかかわる類縁を見ていたことと恩われ

る︒ということは朔太郎は﹃哀歌﹄を静雄のクセニエなどという習

賛歌の強いられた情を汲みとっていたはずである︒そして﹁帰郷者﹂

作期にあったテクニクに秘められたその詩精神を評価しなかったと

リックの上に朔太郎は﹁リリックを持ってる人は︑自らリリックを
でに那珂の指摘がある︒ところでここであげている﹁冷めたい場所

虐使することの術を知らねばならない︒﹂と要請していたことはす

いうことであり︑それ故に﹃哀歌﹄の中で﹁私は強ひられるl﹂を

p︑胸の慮るような悦びと勇気を感じた︒﹂と述べている︒このリ

で﹂は﹃コギト﹄の昭和九年一一一月号に︑﹁わがひとに与ふる哀歌﹂

除いて比較的後期のものを選ぶ結果になっているように思う︒けれ

s
u
‑
‑﹀に﹁わがひとに与ふる哀歌￨伊東静雄
を祝して﹃コギト﹄ (

m・
5 を機に朔太郎は保田をはじめとする静雄ゆかりの人々とこれ

はっきりした青春の影が落ちていなかったからではないか︒逆に例

だこの﹁河辺の歌﹂の悔恨はさきの﹁冷たい場所で﹂などのようには

らの朔太郎の道程を考えればこの作を選んでもよかったと思う︒た

﹀

は同誌昭和九年一一月号に︑﹁寧ろ彼らが私のけふの日を歌ふ﹂は

君の詩について￨﹂を書いたことはすでにあまりに有名である︒そ

かに刻まれているからだと思う︒そしてここにはまた確かに朔太郎

外的に早い時期の﹁私は強ひられる￨﹂が選ばれたのはその青春が確

9
︿

同誌昭和十年一月号に発表された︒とすれば朔太郎が静雄に注目し

ト
﹄ S g・担にどうして触れることなく終ったのか︒﹃育猫﹄以後か

u‑‑) で中島栄次郎がほめた﹁河辺の歌﹂︿﹃
ど同じ﹃コギト﹄ハs

こで彼は﹁冷たい場所で﹂﹁わがひとに与ふる哀歌﹂﹁帰郷者﹂﹁私

2ギ

s
はじめたのは昭和九年末頃からと言える︒そして﹃哀歌﹄出版(

は強ひられる﹂をあげつつ﹁これこそ︑真に﹃心の歌﹄を持ってる

54

・ 1・ぎと
に新体詩が始って以来の第一等の詩集﹂(酒井ゆり子宛︑ s日

り意地悪く見ていたという証言もある︒けれどそれを言うとき︑時

が白秋からゆずり受けたあの﹁愛憐詩篇﹂時代の明透さがある︒(噴

期のこと︑また静雄の気質のことも考慮せねばなるまい︒私は静雄

評価していたことは疑い得ない︒(静雄が朔太郎の詩をむしろ否定

執着した事物の一つでもある︒)またそれとは別に朔太郎は﹃哀歌﹄

的に見ていたという意見もあるし︑また彼が朔太郎を肉体的にかな

冒頭の﹁晴れた日に﹂と次の﹁畷野の歌﹂をどうしてとりあげなか

が朔太郎を否定的に︑あるいは侮蔑の目で眺めていたにしても︑そ

れるl﹂で静雄は﹁噴き上げられる泉の水﹂を歌い︑これはまた彼が

ったのか︒多分このニ作をここに置いたのは静雄のある種の意気ご

水は朔太郎にとって白秋ゆずりのものである︒そして﹁私は強ひら

みがあってのことだと恩われる︒このことは﹁周辺﹂で少し触れた

ではなかったのではないのか︒ここにおいても朔太郎は心情の子で

﹁勝野の歌﹂における空無世界の構築はとうてい理解の及ぶところ

静雄の青春・家郷は自らのその現実的要因によって理解し得ても︑

がひとに与ふる哀歌﹂のそれと重なるはずである︒朔太郎にとって

太郎の忌避はわかるにしても︑﹁瞬野の歌﹂の空無の世界はまた﹁わ

郷﹂に対する呼応であるだろうことはやはり﹁周辺﹂に総しておいた︒
﹁晴れた日に﹂(﹃コギト﹄ S 9・互にあるある種の難解さとそれ故の朔

誌発表のとき︑﹁萩原朔太郎氏に捧ぐ﹂とあり︑これが朔太郎の﹁帰

現実﹄などの詩壇の動きに無関心であったとは思えない︒特に朔太

リ
と恩われる︒彼の詩風展開から考えれば︑レ lナウ︑ケストナl︑

などに発表されたものである︒静雄は﹃詩・現実﹄などを見ていた

からの再録のものを除いておおむね昭和五・六年の頃﹃詩・現実﹄

の心情などからの推察である︒﹃氷島﹄所収の詩篇は﹁郷土望景詩﹂

て﹁四月の風﹂(﹃呂﹄ S 9・6)や﹁鷲﹂(﹃呂﹄ S 9・互に見られる老い

︑そし
んでいたと息われるふしもある︑﹁帰郷者﹂(﹃コギト﹄ S 9・4)

﹃氷島﹄出版以前からこの詩集に収められている詩篇の幾っかを読

m・
示唆した︒﹁畷野の歌﹂は別にしても﹁田舎道にて﹂(﹃コギト﹄s

の契機を抜きにしては成立し得ないもののあることは﹁周辺﹂で

ある︒

郎に関しては︑卒業論文﹁子規の俳論﹂以来の由縁があった︒とす

g

れがすぐ静雄の朔太郎に対しての全面的否定にはならないと考えて
いるJ そして﹃哀歌﹄所収中の幾つかの詩篇には﹃氷島﹄ (S9・6

し︑他の詩集から推しても静雄が詩集編纂の際に見せる用意はここ

一方︑小高根二郎によれば︑静雄は﹃氷島﹄の﹁帰郷﹂﹁晩秋﹂
(
日
﹀
﹁告別﹂﹁虎﹂﹁昨日にまさる恋しさの﹂を好んだという︒もっとも

れば﹃哀歌﹄の中核的作品に朔太郎の契機は認めねばなるまいし︑

u・4)は雑
にも見られるはずである︒特に﹁崎明野の歌﹂(﹃コギト﹄s

このあたりの叙述は小高根のよくする想像をまじえて書かれている

﹁畷野の歌﹂などにおける対応のありょうを見れば朔太郎への心酔

ルケ︑へルダlリンなどのそれとは別に﹃詩と詩論﹄︑そして﹃詩・

2﹀﹁河辺の歌﹂などそうであるし︑またある作品などから見れば

体になっているので︑彼がどうして静雄の愛好したものとしてこれ

ハ叩)

らの詩篇を選んだのか判明しない︒けれど静雄が﹃氷島﹄を﹁日本

5
5

とする愛好詩は仔細に見ればある信慾性があるように思う︒という

き︑小高根のあげた静雄の﹃氷島﹄をめぐっての﹁帰郷﹂をはじめ

からその克服が目ざされていたとも考えられよう︒それはさてお

ということである︒もしあったとしても静雄はそれには深くかかわ

太郎には静雄の理解を絶するものはほとんどなかったのではないか

る︒それは︑静雄は朔太郎の理解を絶するものを持っていたが︑朔

ってゆかない︑あるいはそれを切り捨てる方法を持っていたと思え
﹀
ロ
(
る︒これは多分のちに三好達治によって言われた静雄の﹁賢者の面

のは朔太郎が﹃哀歌﹄を見たときの偏りが︑逆に静雄の﹃氷島﹄を
見たときにもあるからである︒﹁帰郷﹂の家郷にかかわる心情︑﹁晩

意識としては朔太郎の克服となっていたのではないのか︒さきに見

影﹂に通ってゆくものである︒けれどこうした静雄のあり方は彼の

た彼の朔太郎に対しての不遜はここらあたりに源を発すると思う︒

き思い︑﹁虎﹂の﹁虎﹂に対象されての卑小化された人間の像(こ

ただそれは決して朔太郎の全面的否定と同意ではないことはやは P

秋﹂﹁告別﹂﹁昨日にまさる恋しさの﹂の青春悔恨とそこから来る痛

のを持っていることを示している︒その外﹃氷島﹄はその自序によ

のことは後に説く﹀などやはり彼の選択が偶然とはいい切れないも

言い添えておきたい︒

うた

私は﹁周辺﹂において﹁正しい﹂ということばを手がかりに静雄

静雄・その初期詩篇の問題

れば﹁歌ふための詩﹂を目ざしており︑﹁晩秋﹂は﹁￨朗吟のため
に﹂︑﹁昨日にまさる恋しさの﹂は﹁l朗吟調小曲l﹂の付記を持

の心情の拒否のあり様をさぐった︒けれどもその心情の拒否ないし

っていることも見逃せない︒静雄の朗吟ぐせは桑原・小高根をはじ
﹁晩秋﹂の﹁煤煙くもる裏街の/貧しき家の窓にさへ/斑黄葵の花

め彼の周辺の人々がほとんど口を合わせて 証言している︒さらに

わるように考えるに至った︒この対応ということは﹁畷野の歌﹂が

拒否の精神は︑彼のものの把握の際に示す対応のあり方に深くかか

のそれとの対応の中で作られていると言うとき典型的に表れるもの

朔太郎の﹁帰郷﹂︑ないし小高根のいうメiリヶ︑セガンティ l ニ

むらさせあほひ

のありょうはやはり静雄に通ずるものであった︒彼は﹁真昼の休息﹂

は咲きたり﹂の自然と人事の対応のあり方︑ないしは人間の卑小化
で﹁われもまたかくて坐れり/二番花乏しく咲

‑
‑
u
s

ける窓辺に﹂とか﹁二番花乏しく咲ける窓辺に/われはなほかくて

(﹃日本浪長派﹄

﹄ S 8・7)がケストナlの﹁上流社会の人達・海抜千
イノ￨﹂ Q呂
二百米﹂などに︑﹁有明海の思ひ出﹂(﹃=ギト﹄ sm・3)が田中克己の

である︒いま小高根に従ってこうした作品を拾えば︑﹁新世界のキ

m‑4)
﹁多島海﹂に︑﹁秩鶏は飛ばずに全路を歩いて来る﹂(﹃四本﹄s

坐れり﹂と歌っている︒
ないと思う︒朔太郎の﹃哀歌﹄に対しての感動︑それに呼応しての

N‑プレスチェ lイェフあて書簡に︑﹁かの微
がチェ lホフのA ・

以上考えて来たところによれば二人の交渉は決して浅いとは言え

けれどこの呼応には注目しなければならない一つの条件が付帯す

静雄のよろこびは︑こうした前提の上ではじめて成立すると思う︒

5
6
々︑そしてこの傾向は第二詩集﹃夏花﹄以下にも持ち越され︑小高

m・7﹀が小高根の﹁石の歌﹂に等
笑のひとを呼ばむ﹂︿﹃日本浪長派﹄s

さう感ぜられます︒福井安代・百合子宛︑ T m・9・8)

去︑私の様な周囲を持ってゐますものにはそれが︑はっきり︑

根をして時に必要以上に対応作品を並列させたく誘惑する体のもの

る︒そして﹁ほんとうに︑殺風景な︑ミゼラ︒フルな私の学生生活﹂

﹁私の様な過去︑私の様な周囲﹂と自分︑自らの生活を卑小化する

彼はおそらく我が不幸なる家庭の代償として酒井の家庭を選んでい

われるものに置き換えることが出来ない︒彼の場合︑まさに呼応の

底には酒井家と伊東家の対比・対応があった︒そしてこの卑小化が

である︒この場合︑対応というのは単純には模倣︑ときに剰窃と言
中で作品が生まれるらしいからである︒けれどこの対応はたんに作

﹁もとより我れは奴隷なり家畜なり﹂(殺せかし!殺せかし!﹀

対応が見られる(この場合も︑朔太郎の﹁晩秋﹂の余影がある︒)︒

は/貧窮してゐた﹂ハ帰郷者)の場合︑美しい自然と貧窮した住民との

て精神化されてゆくのである︒﹁自然は限りなく美しく永久に住民

・ によっ
n8
よって学ばれた﹁響喰的精神﹂(談話のかはりに︑﹃呂﹄ S 7・

に/おれにてんで見覚えの無いのはなぜだらう/死んだ女はあっち

に透明に/おれの行く田舎道のうへにふる/そして自然がぐるり

者﹂の官頭に接縁することは容易にわかろうし︑また﹁日光はいや

とき︑対応はもはや精神や文学の次元におよぶ︒これがあの﹁帰郷

て﹁そこには又必ず悲劇がある﹂︿酒井安代・百合子宛︑ Tm・7)とする

たけのある所には人が住む/人の住む所には恋があるんだ﹂に付し

と激諾する﹃氷島﹄の詩人に容易に結びつくことはわかろう︒けれ

﹀

品聞のそれだけではない︒江頁彦造土
静雄の作品に﹁光﹂と﹁影﹂な
t
‑J3

これはたんに詩的技巧の問題には還元されない︒なぜなら彼の現存

で/ずっとおれより賑やかなのだ﹂(岡舎道にごなどと生と死とに援

どこの対応は家庭だけのことに限らず︑独歩の﹁ああ島が見える︑

書簡の最初期のものにすでに次のように書かれているからである︒

用拡大されても不思議ではあるまい︒そしてこの援用拡大のときも

いし﹁死﹂との対応を考えているが︑実はこれは対応の精神ないし

京都の往き︑かへりに︑あんなにして戴くことが︑ほんとうに

朔太郎﹃氷島﹄の﹁明るき四月の外光の中/嬉々たる群集の中に混

対応の気質といっていいほどのもののように思える︒正確に一一言えば

殺風景な︑ミゼラブルな私の学生生活に一脈の色彩を添へて呉

りで/ふたり模擬飛行機の座席に乗れど/君の円舞曲は遠くして/

そこからひばりが立ってゐる/雲雀が立つのは畠のある証拠だ/は

れます︒古い家庭に古い人々の間に育って来︑余裕のある考へ

側へに思惟するものは寂しきなり︒﹂(遊園地にて﹀の投影は見すごし

対応の気質が︑あの西欧の詩人たちをはじめとして古今集などに

方や︑暮し方から遠ざかる様に余儀なくされてゐますいつもの

ひど

私は︑ほんとうにどれ位嬉しいことか︑︿酒井小太郎宛︑ Tm‑7)

難いように思う︒ただこの対応を朔太郎のそれと比較すれば︑朔太

わるつ

姫路は私の生活のオアシスの様です︒皆様はきっと︑私のこ

郎のがその家をも対応の対象にし︑例えば﹁古き家の中に座りて/

るなぽあ︿

んな言葉をふき出されるかも知れませんけれど︑私の様な過

5
7

脱るべき鯨もあらじかし︒﹂家庭)と歌い︑家郷をまるごと否定しよ

集春のいそぎ自序﹀という心情にそれほど屈折することなくつづくもの

昭和六年一一月一六日酒井ゆり子に宛てての書簡の末尾に﹁私が

だろうということである︒

に対し︑静雄のそれは︑﹁私の様な周囲を持﹂つものとして我が家

泉のそばに坐った時/噴水は白番萩の花の影を写した/私はこの自

うとし︑それ故︑家郷と切り離された自然がその視野に入り難いの
ごと︑他の家庭ないし自然と対応させる点が特徴的である︒これは

どここには多くの疑問がある︒すでに昭和二年一月︑彼が﹁大変危

然の反省を愛した〆私が青空に身を委ねた時/縫ひっけられた幾条

険な思想の変転期に立ってゐる﹂(酒井安代宛︑ S 2・2・4)と自ら誌し

彼の家庭が彼にとって宿命的に崩壊(たんに経済的にというだけで

くる﹀しつつあると認識されていたからだろうと思う︒そして朔太

ている只中で安代にあてて﹁障子をあくれば/一枇杷の木〆障子を

の詩が出来た﹂と自らの詩法の確立をつげる詩を書きつけた︒けれ

郎の対応がいわば彼の人生の結果物としてあり︑詩的にはっきりと

/させば/枇杷の影﹂と書いている︒そして昭年三年五月三O日に

もの銀糸が光った/私は又この自然の表現を愛した〆さうして私

は方法化されないのに︑静雄のそれが認識の中で方法化され︑それ

はなさそうであり︑のちに現在︑書簡の伏字になっている部分など

が詩の表現に適用されるのは︑この構造にかかっていると思われ

のことを心にもちて/寂しけど寂しきままに/うらやすうタの座に

はやはり安代に対し﹁家の外に柿の花咲き/その柿に雀ゐる故/そ

から推察して︑彼はこれとけんめいにたたかわざるを得なくなって

の崩壊の補償としての何らかの創造性を担わされねばならなかっ

る︒そしてその方法化は彼の実家の崩壊を土台にしている以上︑そ

は︑その師頴原退蔵に対してのあり様︑また﹃コギト﹄の保岡上重

はこの意味で表裏であった︒付記すればこの対応の実生活的側面

クであるが故に哀歌となる)として造形せねばならなかったことと

子への心情をあえて固執し︑破局ののちにも賛歌(それはイロニツ

ていることがわかる︒(その思想的揺様が︑さきの家的なものとどこ

の思想的揺渓と自然との対応の中でかなり長い間用意されて出現し

れらを見ればさきの﹁私が泉のそばに坐った時﹂の詩が︑すでに彼

ける方向への心情のゆれの中で書かれていることに注目したい︒こ

8 と名づ
の中から︑のちに自ら﹁芥川的傾向﹂長原退蔵宛︑ S4‑m・

からつづいていた社会主義︑法然・親驚などによる救いの想望︑など

つに感じたりしてゐます︒﹂(宮本新治宛︑ S 3・3・幻)と︑その昭和初頭

郎などや︑﹃文芸文化﹄の蓮田善明などに対するあり様にも条件を

ゐる︒﹂と送っている︒これは﹁芥川さんも感心したり︑妙に窮く

変えて適用できるように思う︒都会と悶舎︑東京と大阪︑学問と詩

々の問題は単純な思想の問題にのみは還えされないのではないか︒

かでかかわっているはずであり︑そうした場合︑彼の芥川的傾向云

た︒彼が中学校教師としてけんめいに守ったいわば小市民生活と︑

として置き換えることもできよう︒そして注目すべきは︑この対応

すでに最初から不幸な結末を予測し得たであろう酒井安代から百合

の基底にあった自己の卑小化は﹁草蔭のかの欝屈と麹望の衷情﹂言

5
8

う精神のありょうを﹁私の詩が出来た﹂と詩法確立の宣言として収

れている︒とすればあの昭和六年一一月一六日の時点でなぜそうい

人
﹄ 6・
8 の存在も知ら
みると﹂︿﹁耕人﹄ S 6・とや﹁ののはな﹂ Q耕

これは後の問題として考えねばなるまい J さらに今日では﹁庭を

大きな契機となった︒もちろんそれだけで﹁繍野の歌﹂が成立した

ーツァルト﹄とセガンティ l ニの﹁帰郷﹂がのちの﹁瞬野の歌﹂の

ガンティ l ニ︑など︒この中でメl pケの﹃プラlグへの旅路のモ

ヤイコフスキ l︑アンリ

ク︑トl マス Hマン︑モーツァルト︑ベートーヴェン︑メlリヶ︑チ

咲いてゐる

Hルッソ l︑トルストイ︑ラプラ}ド︑セ

倣せねばならなかったのか︒いま全集の書簡︑宛名人名別索引円滑補

庭をみると

のでもないことすでに言った︒

安代ととも二人の宛名になっている)から四O番 の 妹 を 招 い て の

辛夷の花が

改訂版︑ミスプ日ントがある﹀によると酒井百合子宛のものは一七番(姉
﹁私の典型的小市民生活﹂をつげるやや事務的な書簡をのぞいて四

花をみる時

弘主
1
i

り様を学んだからである︒百合子宛の手紙があらわれる前後からあ

は︑この移行の過程に彼はその方法をこめて西欧芸術の何らかのあ

この自然の再発見・再確認が松本のいうように隠遁にならないの

いくつも咲く

位置の正しい明るい花が

つつましい庭師に作られて

一鉢の黄菊に磐えよう

私の孤独を

八庭をみるとl傍点筆者︑以下閉じ ￨ V

の昭和六年一一月までに︑彼の書簡に見える西欧の諸家は次のよう

花の心になるのである

し、こ
み、の
と、庭
ぃ、の
ふ、も
ベ、の
か
、
ら
、
ず
、

六番までない︒一七番のは昭和二年二一月二六日付であり︑四六番
のものは昭和五年四月七日付のものである︒この間に現在酒井家か
ら不出のものがあるとしても︑そういう事情があればなお︑ここに
百合子を軸にしての彼の酒井家と伊東家との対応の図式がくずれた
ということになりそうである︒そして﹁周辺﹂で指摘したように昭
和五年七月︑昭和六年正月の帰郷による自然の再発見・再確認があ
る︒つまりあの詩法確立の宣言は︑この自然の再発見・再確認の上
に来るものであり︑ここで彼はその持っていた社会主義への関心︑
芥川的傾向を同時に自然の中に収鰍させる︒つまり彼は自然の中で

世、花
を、は
苦
、

である︒チエホフ︑モウパッサン︑ジュール ルナl ル︑パルザッ

彼の青春の終りが詩的出発だという自覚を自らに強いたのである︒

人、こ
の、の

5
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八私の孤独をl﹃耕人﹄ S 7・2部分￨ V

ていた︒あの﹃生理﹄の詩壇時評で彼は三好達治にかこつけて﹁リ

分には理解出来なかった︒というより正確には理解するすべを忘れ

太郎の胸をうった︒けれど朔太郎はこの悔恨の構築のありょうを充

が痛き夢﹂の休らいの場となるゆえんである︒この青春の痛みが朔

れている︒これはそのまま﹃哀歌﹄の基本構造である︒吸野が﹁わ

/謹等の憧に痛切であればある程/私は私の一番美しいカで花
咲かうとする﹂ハ花咲く︑﹃呂﹄ S 7・9)という痛苦とイロニーがかくさ

には﹁私は花鱒だタイトルだ/根への諦の底無ければ底無い程

ある心情を︑盛夏の構築を軸にして詩的構造として還元する︒そこ

ならない/そして澄み渡ったその空虚に/衆人の悔恨で/目に見え
︑
﹃
呂
﹄ S 7g
・ と晩夏(秋﹀の陰影
ぬ伽藍が建ち始める﹂毒物の詩抄 1秋

ない︒そして自らは﹁事物が事物の素朴を失ふ日/夏は去らねば

がゆえに︑それは陰影(これは多く現在の心情にかかわる)を持た

/あの女が私の曾て/雲の様に去らせた女が/鋪石に影をも落さ
・ 追憶の中で構想される
ず/私の目の前を過ぎる﹂雇・﹃呂﹄ S 71

花ひらく︒たとえば次のようである︒﹁真夏の日光の中をきっと

の詩のあり様であり︑感夏は現在の晩夏(秋)の中でこそ追憶として

らわれている︒苦しみから孤独︑それをごそ花とさかせるそれが彼

うことであり︑それはまた﹃哀歌﹄の空無世界と同一の思考に立つ

ねようとしたのではないかと思われる︒これは時間性の空間化とい

れた盛夏の図式を︑詩作上の過去の中における現在という図式に重

し︑それらを構成にくみ入れることによって晩夏(秋)の中に構築さ

の中にこそ自らの詩精神と詩法との確立を見たかったのであろう

から一 O年にかけて作られた主要作品の聞に挟んだかということで
ある︒たんに捨てるに惜しいというのではあるまい︒それらの短唱

S 7・U)﹁味唱﹂(もと︑朝顔︑﹃呂﹄ S7‑m)﹁(読人不知)﹂(もと︑静かなクセ
ニヱ抄︑﹃呂﹄ 5 7・
8 などの習作期の短唱をどうして主に昭和九年

﹃哀歌﹄の構成で気になることがある︒それは﹁帰郷者反歌﹂(も
と︑事物の詩抄都会︑﹃呂﹄ S 7・
m﹀﹁味唱﹂(もと︑事物の本抄第九聯の改作︑﹃昌﹄

を掬われなかったのである︒

らこそ︑﹃氷島﹄の世界をその対応の対象となし得たのであり︑足

のを詩として構築したと言える︒そしてこの構築の意志があったか

とを何よりも物語る︒つまり朔太郎は﹃氷島﹄で青春の悔恨を破滅

リック﹂などという評語︑そしてその選択の際見せた偏向はこのこ

ったか︒﹁残虐な痛手を持った美しさ﹂﹁魂を苛めつけられた人のリ

それはリリックの虐使というより青春の悔恨の情そのものではなか

を放棄していたはずである︒とすれば朔太郎が﹃哀歌﹄に見たもの︑

リックを持ってる人は︑自らリリックを虐使することの術を知らね

ものである︒ということは時間性を空開化するという彼の詩精神の
構築のありょうを︑詩集の構成にまで及ぼしたということである︒

習作的な意味を担っているだけに彼の詩人誕生の秘密ははっきりあ

ばならない﹂とした︒たしかに彼は﹃月に吠える﹄﹃青猫﹄でその

静雄は﹁帰郷者反歌﹂において﹁田舎を逃げた私が都会よ/どう

の予感の中に拡散消滅したのに対し︑静雄はこの破滅の予感そのも

リリックを虐使したといえる︒けれど﹃氷島﹄では﹁芸術的野心﹂

6
U
'
故郷にかへり居て/うたつくりとはなりはてにけむ﹂ハ草稿詩篇￨偶成)

に憧れないことがあらう﹂と歌った︒これは朔太郎の﹁かなしくも

してお前に安んじよう/詩作を覚えた私が行為よ/どうしてお前

と自噺のうちにもいわなければならぬ理由がある︒昭和七年におけ

らく酒井家をなお念頭にしての自らの生活を﹁典型的小市民生活﹂

全うされたとは言えぬように思うJ ということであり︑彼がおそ

母をその詩の対象としてとり入れることに努めるがこれは必ずしも

門を飾らう﹂八事物の詩抄1母Vなどと妻をいわば詩人的自己に同化し︑

﹀

に対応する︒この疎外の中で朔太郎は﹁愛憐詩篇﹂﹃月に吠える﹄
ハ
M

﹃青猫﹄のリリックの虐使への道をすすむ︒そしてそれが彼の喪失

る父の死去から結婚へのあわただしい︑自ら﹁思ひもよらぬ運命﹂
(
酒
井
ゆ P子
宛
︑ S 7・3・2)というその生活は︑この時自らの対応物に

した現実の機能を代行するものであった︒その現実機能の代行が破
産したところに﹁郷土望景詩﹂﹃氷島﹄世界があらわれる︒とすれ

近頃は一所懸命︑自分の中のものを書いてゐますので︑人を

なったと言える︒

ゐます︒自分で立派だと恩ふものが五十もたまったら︑出版し

うけ入れるカがとぼしいのでしょう︒詩少しづっ自信が出来て

る︒全道程をなぞったが故に﹃氷島﹄世界を自らの詩法に消化し︑

ば静雄は﹃哀歓﹄一冊の中で朔太郎の全道程をなぞったことにな
朔太郎に相対し得たのである︒その詩世界のありょうを︑詩的エ

ですから︑花子に金の工面など︑たのみ出してゐます︒これが

たいと考へてゐます︒二百冊位刷ったら二三百円で出来るさう

ネルギーを使い果し︑詩を現実の中で破産させた朔太郎が全き意味
では理解し得なかったのも当然である︒

哀歌から夏花へ

いこむ︒この時静雄はまだ二八才であるJ 詩の発見によってどう

ての(それ故﹁四月の風﹂﹁鴛(一老人の詩﹀﹂に老いの心情をうた

まるといふほどの進行で︑もとの様に夜明けが来るといふ様な

す︑又自分の体系立った思想も一進一退︑一歩行つては立ちど

て貰へさうにないので︑その点孤独を感ずることが︑度々で

然し︑心のこまかい︑いんえいや感触やは︑結局人にわかっ

思ふ通りに行ったらと︑大変希望をもって暮してゐます︒(中略)

変ったか︒詩作は青春の喪失の代価であっても︑彼の生活のすべて

つけながら生きてゐます︒かなり自信強く︒

ものでありません︒然し︑その中に︑私は私らしい美しさを見

しきりに考へますが︑それは果せません︒
(酒井ゆり子宛︑ S7‑m・8

﹀

近頃は海でも山でも︑大きな景色のところに行ってみたいと

の代価ではない︒いって見れば酒井家と伊東家との対応の中で彼と

糸瓜の黄花と蔓とで/頃日の僕等の唯一の/幻想である母の/家の

くり詩化されずナマなまま残る(彼は﹁妻よ晩夏の静訟な日を/

る︒ということは一方において彼の家にかかわる生活の大半はそっ

安代ないし百合子に関する部分だけが詩化されたということであ

さきに見た彼における対応の精神は︑この青春の喪失を代償とし

四

6
1

ってなお素朴に生きていることに注目したい︒つまり生活まるごと

いる︒そして事物として詩化したはずの自然がこの生活にかかわ

孤絶感は︑その詩を現実の中に投げ込もうとするところから生れて

を物語ってあますところがない︒詩にかける自信と希望︑それ故の

希望と絶望とが入りまじったこの手紙は︑彼の詩と生活のありょう

諦視の入りまじる現実の何らかの投影を見せながら一方﹁真白い花

し始める/野朝顔の一輪を/私はみつける﹂(河辺の号などの絶望と

なった﹂(除唱︑﹃呂﹄ S7‑m﹀﹁燐んな揚の中に/はやも自身をほろぼ

番花乏しく咲ける窓辺に﹂(既出)﹁秋のほの明い一隅に私はすぎなく

﹁私はうたはない/短かかった耀かしい日のことを/寧ろ彼らが私

すぎた/荒々しい冷めたいこの岩石の場所にこそ﹂(冷めたい場所で

てみたい﹂というのは︑詩作にかかわるいき苦しさを自身の方法化

と仮構世界への決意と絶対性をパセティックに唱う︒﹁磯野の歌﹂

のけふの日を歌ふ﹂(寧ろ彼らが私のけふの月を歌々﹃コギト﹄s
m・1﹀など

U

の詩法の確立でなかったがために︑自らに存在化されない自然がの

を私の憩ひに咲かしめよ/昔のひとの堪へ難く/望郷の歌であゆみ

こっているのである︒﹁海でも山でも︑大きな景色のところに行っ
を越えてなおある自然で慰蒋したいとの願いに外ならない︒そして

とか﹁わがひとに与ふる哀歌﹂の空無世界はいうならば﹁真白い花﹂

仮構の花であること坦一=一一回うをまたない︒しかしこうしたやり方が至

都合よく︑彼の故郷の風物は否定されずに温存されていた︒彼の家
でに﹁周辺﹂で善言及した︒この生活構造を﹃哀歌﹄から考えるとど
ういうことになるのか︒さきに私は晩夏(秋)の中に構築された盛夏

難であるのはちょうど詩から現実を対応の対象にするのと同じ類の

は卑小化され醜くくあっても︑彼の郷はなお美しくあったことはす

の図式ということを言った︒また﹃哀歌﹄の構成から過去の中にお

されているのはこのこ作にすぎないと思う︒晩夏の景物にかこつけ

ものであろう︒﹃哀歌﹄の中でいわゆる空無世界が全き意味で形象

のゆえに﹁荒々しい冷めたいこの岩石の場所﹂がまさに美しく歌わ
れた世界であった︒そしてこの﹁真白い花﹂は二番花とは似つかぬ

には互に逆流する二つの意識の流れ￨これはまた時間の流れではな

ける現在(これは現在の中における過去ではない︒つまり﹃哀歌﹄

の旧い秋らに交ってゐる/今年の秋を/見分けるのに骨が折れる﹂

高まり沈む波の揺鑑

あ﹄幾歳を経たりけむ水門の彼方

る彼の放心をこの空無世界の非現実的美しさとともに見ておかねば

(読人不知)などを見れば︑詩と生活との対応になり立つイロニ lは
︑

健れと偲倣とぞ永く

なるまい︒﹃哀歌﹄最末期の作﹁襟泊﹂(﹃コギト﹄s
m‑互にいう︒

そのまま彼の詩の構造にまで及んでいることが知られよう︒そうで

その歌もてわれを眠らしめし

いーがある︒この故にそのリリシズムは屈折し︑両極に拡散すると

あるから﹁脆い夏は響き去り:::/にほひを途方にまごつかす/紅

われは見ず

いう構造をとる︒)ということを言った︒﹁深い山林に退いて/多く

m‑4)﹁われもまたかくて坐れり/二
の活花は﹂宗れる谷間︑﹃文学﹄s
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またも夏の来れるさまを見たり

しかし尚わが自にうつり

わが胸を通らずなりしのち

四季のめぐり至るは何ゆゑぞ
こもりゐ

万物よはやわれに関はるなかれ

隠井の井水はあへて

︿部分﹀

﹁め覚めたるわれ﹂の見いだしたもの︑それはかつての歌にかかわ

汝らを歌ふことはあらじ

m・ロ)
︹拒否︑﹃コギト﹄s

における現在の図式が成立することはもはや難い︒このことはさら
に言えば過去の中に現在を見るという図式が成立し得たから晩夏

らわれた﹁四季のめぐり﹂に対して駄々をこねている︒ちょうど放

はさきの青春の悔恨と同意ではない︒いわば詩として仮構された青
春の悔恨とでも言うべきものである J けれどここで静雄は立ちあ

去￨盛夏の時ーをふり返ったときの悔恨ではないのか︒(この悔恨

は︑生活から詩へのそれへと転換する︒こうしたところで過去の中

現実の事象ではなかったか︒つまり詩から生活への対応のあり様

︿秋)の中に構築された盛夏の図式がイロニツクな美たり得たのに︑
それが崩れるということになる︒別の言い方をすればさきに見た時

こから﹃夏花﹄の﹁真に独りなるひとは自然の大いなる聯関のうち

蕩息子が久しぶりに帰った家でその父母に駄々をこねるように︒こ

れ等は自然の多様と変化のうちにこそ育ち/あ﹄歓びと意志も亦

u‑‑) とか﹁わ
に/恒に覚めゐむ事を希ふ︒﹂︿野分に寄す︑﹃文芸文化﹄s

間性の空間化が成立しがたくなってくるということであり︑詩の空
間性が日常的時間に浸潤されはじめたということである︒行情の府民
一年にかけて虚脱の心情を伴いつつ起る︒﹁周辺﹂にあげた﹁幻﹂

と光の中に身を粉々にせよ︑自ら持するところあるな︒/詩を釣る

m頃の作か)とか﹁風
そこにあると知れ﹂(そんなに凝視めるな︑初出不明︑ s

構された青春の悔恨の︑昭和一 O年末から一一年にかけての静雄の
心情こそかの﹃氷島﹄の心情に近いのではないのか︒﹁リリックを

u・9‑m)などに近いことは容易にわかろう︒この仮
勿れ︒﹂(日記︑ s

荒れにし寺井のほとり

草は茎高く黙し:::

意味ありげなる雲浮び

多くの時をわれは消しぬ

自き石の上に坐り

﹄su・5﹀もその例の一つだある︒
季
四
﹃
(

が根本的に変更させられるのである︒この変貌は昭和一 O年から一

こうした例を拾うのはそれほどむつかしくはない︒﹁多くの時をわ
れは消しぬ﹂それは﹁め覚めたるわれ﹂がその﹁憐れと偲倣﹂の過

る﹁懐れと倍倣﹂の発見であり︑﹁臨時路らはぬ擢音﹂に象徴される

鷹ため魚こ
踏め覚族の
らめ追御
はたふ空
ぬる雲?の
擢わ母;青
音れ岩に
ひをの!Ii!i
び遺光へ
こ
.
:
くり : t
て j る
鳥
を

6
3

こつけての静雄の自負を見ているが誤りであろう︒わが放心と宿命

に小高根は朔太郎にか

m‑
れて︑それでやっとその日を過ごしてゐます︒﹂(酒井ゆり子宛︑ s
u ・2)と執着と放心とを交錯させるのはその辺の事情を明瞭に物語

など事末もありません︒ただ失ったものや︑来さうにないものを慣

りしよ﹂(誓ひ︑﹃コギト﹄ su・3)とそれを惜しみ︑﹁私も楽しいこと

くは捨てられないということでもある︒﹁いかにわが警ひの気高か

い勝ちにというのは逆に言えばかつての詩にかかわる傍倣がたやす

の放棄でためらい勝ちに自然を領略しようとしている︒このためら

図の放棄で朔太郎は現実に反監の牙をならし︑いま静雄は芸術意図

虐使することの術﹂にたええなくなっているという一点で︒芸術意

的構築の中にこそあったわが確認を︑ここで自然あるいは現実の中

的課題らしきものを担わせつつ動いてゆく︒かつてイロニツクな詩

いてゆく︒たんに動いてゆくというのではなく︑自然を介して倫理

調にしてするどく賜なく﹂(燕︑﹃コギト﹄ S M・7)の方向に向って動

が歌はひびかする︒﹂ハいかなれば︑﹃コギト﹄ su・9)を経て﹁つよい目

とゆふべの木末をえらぶかの腕の哀音を︑/いかなればかくもきみ

る︒こうして﹃夏花﹄は﹁夏をうたはんとでは殊更に晩夏の朝かげ

めてまさに朔太郎的である︒﹁夏の嘆き﹂の生れるわけがここにあ

後である︒そしてこれらの詩にあらわれる激語こそ︑裏に絶望一を秘

も強いての夢になるところ︑これらの作はまごう方なく﹃哀歌﹄以

き外部世界﹂のみで成り立ち得ていた︒それが﹁夢﹂となる︑しか

にすがりて﹀とか﹁忍ぶべき昔はなくて/何をか吾の嘆きであらむ︒﹂

ち︑/たれかよくこの烈しき/夏の陽光のなかに生きむ︒﹂(八月の石

作といわれる︒けれどその余響にありながら﹁わが運命を知りしの

9
U﹁水中花﹂(﹃日本液量Esu‑BU は﹃哀歌﹄の余響をとどめる
sn・

るゆえんである︒﹂﹃夏花﹄の﹁ λ月の石にすがりて﹂(﹃文芸懇話会﹄

思考からすべての暴力的なものがなくなったと想像される今の

木の葉や︑土の色をしばらくながめて慰めました︒
(酒井ゆp子
宛s
m‑m‑m)

と︑窓に行って︑校庭に生えてる枯れかかった稔の木や篠懸の

絵にある程の色を自分の目で︑直接に自然から見出してやらう

が︑かなしくなる程です︒絵が買へなかったので︑よし︑あの

わたしはこのごろ︑色といふものが心に泌みて感ぜられ︑心

と/単純な魂といつわたしに来る?﹂(早春︑﹃コギト﹄ su‑‑ ﹁
単

これらの語句が生まれている︒また﹁運命!さなp︑/ああわれ

(水中花)などの語句に注意したい︒つまり現在の中の過去の方向で

あなたの御出征こそ︑われわれの期待する随一のものであpま

っている︒﹁夏の嘆き﹂︿﹃四季﹄

こぬれ

の自覚を﹁王者﹂朔太郎︿﹁偲草﹂を信ずれば Vのゆるがざる孤独

で証しせねばならないからである︒

sm‑uv

に対比して駄嘆しているととるべきだろう︒﹁夏の嘆き﹂と題され

ら自ら孤寂なる発光体なり!/白き外部世界なり︒﹂と﹁雪原に倒

戦争に行けないから︑日本に居て︑在来の詩の否定的発想法を

す︒戦の美しさは︑そこからのみ生れると息ひます︒わたしは

れふし︑飢ゑにかげりて/青みし狼の目を︑/しばし夢みむ︒﹂(八月
の石にすがりて Vとの喰いちがいを考えてもよい︒﹃哀歌﹄の中核は﹁白

しんの髄から︑ぶちこはそうと︑それを仕事にしてをります︒

昭和一七年五月一一日︑朔太郎が死んだ︒それから少し経ての六

むすび

では︑出来難いことのやうに自己流には恩はれて︑一つの色を

そして︑絵を始めました︒中路﹀色をみることは︑肯定精神なし

たのです︒そして時に萩原先生の死なれたことを思ひ出し︑あああ

月二九日︑静雄は﹁私は何だか︑このごろ脈抜けみたいになってゐ

﹀

みつけるのでもうれしく骨折ってゐます︒まあ︑なむあみだ
(蓮田善明{畑︑ S M・2・9

の暴力的なもの﹂を排除し肯定精神の確立への姿勢が自然を介して

追悼の一文はたんなる儀礼的のものとは片付けられないように思

あったと思う︒この意味で﹁偲草﹂(﹃文芸世紀﹄ S U・7﹀という朔太郎

郎との個人的関係を彼が考慮に入れていたとしても︑これは実感で

M・
明瞭に読みとれる︒﹁あの燕﹂ (SU・7)からこの蓮田宛の手紙 (S・

﹁心︑が︑かなしくなる﹂悲哀の心情からかっての﹁思考からすべて

あとつぶやいたりしてゐました︒﹂(大谷正雄宛)と書く︒大谷と朔太

ぶ︑といふ称名のやうなものですな︒

五

て︑実は詩人の時代を最深所においてつなぐものである﹂という評

う︒﹁先生の詩が︑日本の詩の伝統に於て全く孤立してゐるかに見え

全面的敗北を‑認めるものではなかったか︒このあとに﹁縦令王者に

価はさきの池田宛書簡を合わせ考えれば︑自らの朔太郎に対しての

への道を考えれば彼は自らに課した倫理的課題を解くうちに自

抵抗もなく得ていったことが判明する︒﹃哀歌﹄の崩壊︑そこでの
的な否定的心情を肯定へのそれへと切りかえようとするところに

て謡ったものであるという文が続く︒言を変えれば︑静雄は自らの

えらばるるとも﹂という﹁夏の嘆き﹂の詩句が朔太郎の孤独をさし

れを自明のうちに知らせるものであった︒ただその道を彼が自らへ
ぞうつ﹂(﹃春のいそぎ﹄久住の患という発想を可能にしたと言える︒け

のものではなく︑静雄がその青春の悔恨を詩化するときに︑自らを

いた︒これを以上考えて来たことから再説すれば︑その類似は偶然

私は冒頭において諸家の静雄と朔太郎とのかかわらせ方を並べ書

で時代の精神に収束されてしまうことはいうまでもない︒﹁哀歌が︑

れどそれとて﹁保田の暗示﹂(消水文雄宛︑ S M・5・U)というような形

でに自らの立脚点を時局の側にさらわれようとしていることを示し

する方法は朔太郎の﹃氷島﹄における﹁芸術的野心﹂の放棄によっ

近したところに生まれたということになる︒そしてその孤独を詩化

ないしは卑下の情を孤独の強さに変えるあり方を学んで朔太郎に接

ている︒

m・6・7﹀は彼がす
私だけの哀歌になりつつある不安﹂(池田勉宛︑ s

卑小化して視る姿勢の中で﹃氷島﹄の自己卑下の情に触発されて︑

の課題としたところに﹁固いのる熱き血潮は/をとめ汝が為にも

敗北によって朔太郎の高さを評価しえたのである︒

﹃夏花﹄の世界は展開するが︑それはまた﹃春のいそぎ﹄へのなだ

悔恨と悲哀の心情こそ解太郎の﹃氷島﹄的心情であり︑この﹃氷島﹄

然の肯定的再発見とともに﹁戦の美しさ﹂を見る視点をそれほどの

8
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5
6

て生まれた詩情とは対時的な詩風を生みだしたと言える︒従って桑

件として考えられねばならないと思う︒また那珂の静雄に朔太郎の

なるまい︒そして﹁水平的時間の感覚はあるが垂直的時間のそれ﹂

その場合も静雄の朔太郎に対する対応のあり様を見定めておかねば

がないことによって彼が﹃四季﹄派に近いかに言う考えも︑那珂自

不肖の弟子を見るみかたも︑一一言って見れば当然のことだけれども︑

甘かったJ 孤独を形象の破産の中で歌ったのが朔太郎で︑孤独を

原の﹁詩として言葉の破綻を恐れぬ強烈な発想法﹂という点での両

方法の中に吸収して特異な空無世界を構築したのが静雄である︒桑

の︑限定していっても﹃四季﹄派の行情との比較検討を抜きにして

らいう﹁現在を空無化し過去を存在化しようとする持情的反語﹂

者の類似の指摘も正しいとは一一吉一一回えぬ︒(この点﹁周辺﹂での発言は

原が朔太郎の︑そして静雄のどのあたりの詩を比較して言ったのか

9
(8X9﹀朔太郎と静雄八本8vsm ・

・・:・・日本ロマン派の持情八日本文学VSぉ・ 9
(6)
vsm ・4
(7)::::伊東静雄論ーその自我と持情の変貌八文学

MN・3
ハ叩﹀言語と文芸 SAM‑‑およびS
(1)
(2):・:・伊東静雄論︿日本浪長派研究2﹀S必・ 7
‑持抽出の行方￨伊東静雄と一‑一好逮治︿文学V
‑
‑
u
m
(
)
3
(
Sω ・日
団):﹃伊東静雄詩集﹄解説 sm ・7
(4)(
Vsm‑m
(5):・・:伊東静雄における持情の構造︿日本文学

注

数を超えたので割愛しなければならなかった︒いずれ稿を改めたい︒

ばならない問題が多く︑それらをまた充分意識していたが約束の枚

のこと︑古典への接近のこと︑リルケ再評価のこと︑など触れなけれ

肯定精神摸索のところで︑彼の家庭生活に訪れた一つの危機

とどけて稿を終りたい︒

ある特異な個性を見せたりすることはあっても︑埋没する様相を見

失敗と戦争詩へ︑時に彼が自らに担わせた倫理的課題の重さの放に

は全き意味では成立し得まい︒ともあれ︑今は静雄の朔太郎克服の

必ずしも分明ではないけれど︑二人のあり方は全く正反対であった
(凶)

としなければなるまい︒(静雄の時に見せる難解さは言葉の破綻を
恐れぬというところから生れるものではない︒大岡の言を仮りて言
えば主制慨を逆流させるところから生れる︒そしてその逆流のありょ
うは本稿で説いた︒)さらにこの二人のあり方を静雄は強く意識し
ていたと思う︒﹁瞭野の歌﹂から﹁夏の嘆き﹂まで彼は陰に陽に朔
で﹁わがひとに与ふる哀歌﹂や﹁噴歌の歌﹂の﹃哀歌﹄の中核的作

太郎に対して意識的に自己の詩を作ろうとしていた︒この対立の中
品が生まれる︒けれどこれら青春の悔恨の代価としての詩はつねに
生活の対応物としてあった自然に掬いとられ︑ここで彼は仮構され
た青春の悔恨を強いられる︒この時見せる放心とときに激語の情こ
への肯定精神の模索の道があらわれる︒ぞれは朔太郎に対する敗北

そ﹃氷島﹄のそれに近似する︒こうして﹃夏花﹄から﹃春のいそぎ﹄

﹀
団
(

の情を強いるとともにやがて時代の精神に自らをからめとられるこ
とでもあった︒桑原の﹁清純な戦争詩﹂という評語をめぐって論は
分れているが︑朔太郎を軸にしての孤立と時代精神(時代の最深
所)との相剤︑そこに生まれる不安の情をどう見定めるかがその条

付
記

6
6

の著書による︒

ω ・5 ・以下︑小高根に関する引用はすべてこ
(
口 )ji‑‑﹃詩人︑その生涯と運命﹄ S
(刊

M
Y
‑
‑
‑・:・数人の詩人に就て八三好達治金銭6所収V

MH

Mdi‑‑i拙稿 ﹃背猫ス タ
へ
h イル﹄覚え番 μ︿国語と国文学 S
ω ・1 Vなど

(
m
y
‑
‑
:伊東静雄の詩における﹁光﹂と﹁死﹂八静岡大学人文論集ロvsa‑u
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関連して海外詩の影響・受容の方面からも研究しなければならな

律・レトリック等の言語形成の方面から見るべきであるが︑それと

や思想︑つまり内容の方面から︑ひとつには語法・リズム・音数

た︒この系列の詩人は白秋の﹁音数律とリズム﹂朔太郎等の﹁内的

新しさと独自性をもとめて︑白秋・朔太郎・犀昼・暮鳥へと展開し

方では認識をふくめた意味での情感の︑時代的な︑または個人的な

崩壊した象徴詩は︑内容と形成の分裂と︑再編成を要請され︑一

リズム﹂の主張にもうかがわれるように︑認識・情感の内容と言語

新時代的な止揚であった︒つまり浪憂詩の怒意的な情感の世界が︑

いと恩われるが︑象徴詩の目指したものは︑浪憂詩と高踏詩との︑

て︑みずからの一派の芸術性を主張するために︑とくに﹁内的リズ

に口語を使用した民衆詩人は︑白鳥省吾等が白秋との論争におい

さて︑一方では︑思想・感情の自由な表現をもとめるために︑とく

形式との調和への努力を執搬におしすすめたところに特質がある︒

新たな時代の世界認識によって深化されると同時に︑高踏詩の追求

象徴詩は近代詩の完成であると同時に︑終鷲であるといってもよ

要と思われる二三の点について触れてみたい︒

い︒この小論文で︑そのすべてにわたることは不可能であるが︑重

白秋はむしろ新情感に趨き︑象徴詩は露風の最後的な苦闘と崩壊

ができる︒わが国においても事情は似ていて︑泣蓋・有明を経て︑

した言語形式の探究を調和させようとする実験であったと見ること

江
戦後詩の特質と問題点を考えるには︑その前に︑戦後詩との関係

点

が︑わずかにその系列の日夏・西保・柳沢等︑いくらか下って三富

題

等︑別の系列から武内勝太郎・吉田一穂等に展開した︒

問

を考慮しながら︑戦前の現代詩の展開をふりかえっておくことが必

の

要であろう︒現代詩の展開は︑ひとつにはそのなかに見られる情感

1
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の方向として︑高村光太郎を先達とする歴程派と︑﹁赤と黒﹂を早

犀昼・暮鳥らの人道主義の詩がある︒さて象徴詩以後のもうひとつ

いたことはあらそえない︒これに近接するものとして︑千家元麿・

ム﹂をとなえた事実はあっても︑やはり言語形式への苦闘を欠いて

薄明の時代に︑最大限に自己を生かそうとする︑いわゆる自我確立

物との関係に問題がある︒これを藤村などに見ると︑半封建的な︑

まず情感派であるが︑情感が詩として成立するためには︑主体と事

さて︑この四つの系列の特質を︑もうすこし細かに見てみたい︒

こえが詩となる︒その場合︑詩が民衆の心にひびくためには︑主体

は民衆の立場に立ちながら︑しかも感情・知性・意欲において最も

をめざす主体の︑時代の現実とかかわりあう欝屈した感情や苦闘の

鋭敏に︑深遠に︑かつ執劫であって︑しかもその主体の純一な持続

いあらわれとしての︑社会変革をめざすアナキスト・マルキストの
意識がひとつの山脈をつくり︑とおく戦後の︑主として﹁荒地﹂派

詩派があった︒この流れでは︑高村の倫理的あるいは社会的な近代
に継承されることとなる︒社会変革派は︑戦争によって内容・形式

性が要求されるのである︒藤村の努力は︑右のような主体の懸命な

さて︑その場合︑音数律とリズムとは︑作者と享受者との共感を約

維持にかかっていた︒藤村のいわゆる﹁おぞき苦闘﹂がそれである︒

両方面で屈折して︑主として﹁列島﹂一派に継承される︒一方︑朔
大する谷川俊太郎等に︑いくらかの左翼的な傾斜を示しては茨木の

太郎等の情感派は︑戦前戦後の﹁四季﹂派を経て︑自由の意識を拡

束するための︑ひとつの不可欠な条件であったのである︒また詩語

的な情感と思想をもりこもうとする象徴詩において頂点に達する

と形式に関する調和への苦闘は︑泣蔓・有明等の︑より複雑な近代

の素朴な雅純も︑右と同様な条件となっていたのである︒この内容

り子等に︑いわゆる五0年代の詩人に継承される︒
に拠ったところの︑昭和詩の選手たちであるが︑この派の大きな特

さてこれらの大正の諸流派と対決しようとしたのが︑﹁詩と詩論﹂
色は︑詩作者とはいちおう独立した︑自律的な詩的世界を造型する

よって詩的内容を形骸化するようになり︑崩壊するのである︒さ

が︑かれらの言語形式への偏向は︑現実にかかわりあう主体喪失に

で︑一方この純一な主体を維持するための努力は︑大正文学におい

ことにあった︒西脇の﹁詩は認識である﹂との詩論に代表されるよ
それぞれの詩人のニュ lアンスの相違は大きい︒この系列を戦後に

て高村光太郎に見ることができる︒志賀はその白樺的な個性絶対思

ては︑その典型的な例として︑小説において志賀直哉に︑詩におい

うに︑大体において主知的な立場ではあるが︑詩人の個性により︑
おいて継承し展開した詩人としては︑那珂太郎・吉岡実・大岡信・

に小説化した︒一方︑高村は︑フランスで得た近代的人間意識によ

想のもとに︑彼なりに現実と闘う経過を︑古典的な言語形式のもと

清岡卓行・波辺武信等を数えることができる︒ただ︑以上のベた四
つの系列の継承といっても︑形式や内容の面において︑部分的に

って︑一貫した自我の道に覚醒しえたが︑その表白が︑彼の﹁道程﹂

は︑継承ではなくして断絶と変革であると見られるところもあるこ
とはいうまでもない︒
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である︒この高村の場合︑その﹁道程﹂や﹁根付の国﹂などの作品

ことは萩原の初期の﹁竹﹂や︑中期の﹁沼沢地方﹂等に典型的にあ

より多く︑自立的な詩的世界への志向をもっていたのである︒この

ているJ N いかえるなら︑朔太郎の方が︑情感的でありながらも︑

らわれている︒こうした近代意識あるいは無意識界の︑内的リズム

によって︑主体の現実に衝撃する感動や意欲を︑われわれは感受き

に基づく自立的な詩的世界の形象化という方法が︑三好達治以下の

せられるけれども︑重要なことは︑これらの作品が︑作者の主体を
は︑高村のその後の作品︑﹁雨にうたるるカテドラル﹂や﹁ぼろぼ

与えることになったのである︒また︑世界︑時代の現実に対する主

離れた︑自律的な詩的世界ではないということである︒このこと

体の純粋な全一性の維持といった面でも︑朔太郎は朔太郎なりの一

の五0年代の詩人︑那珂・大岡らの造型派等の各派に広汎な影響を

リルケが自立的な詩的世界を形象化しようとしているのに対して︑

貫性を保ち得ている︒一方︑犀星・暮鳥らは朔太郎に比べて︑より

﹁四季﹂派に継承されると同時に︑戦後の﹁荒地﹂派︑谷川俊太郎ら

高村の作は︑いちじるしく主体的持情的であることがわかる︒高村

庶民的な感情の純粋性を保とうとしているといえる︒そしてこれ

のである︒後者を︑たとえばリルケの﹁豹﹂などと比較してみると︑

の詩的方向が︑近代意識に基づく社会の道徳的批判であったとして

が︑直接的にではなくとも︑戦後の吉野弘︑長国弘︑飯島耕一等の

ろな舵烏﹂等をはじめとして︑大体の作品について一貫していえる

も︑かれの詩的方法は情感派であり︑情感派の︑社会批判的︑ある

庶民的な感情世界に展開されていると見ることができる︒

右にのべたように︑朔太郎を代表とする情感派の問題点は︑現実

いは社会変革的な意欲を加えた一典型であったということができ
さて一方︑朔太郎・犀星等はどうであったろうか︒朔太郎らは︑

に対応する主体の位置と︑その持続性︑展開性にある︒それともう

る
︒
対象に対する感覚や感情︑世界への知的認識︑時としては芸術や社

ひとつの問題点は︑詩人と享受者とをつなぐ︑共通の約束であり︑

と同様に存在している︒戦後詩を考える場合に︑あとで具体的に触

会への変革の意欲等を︑ひろくすべて︑詩として形象化する場合に

れたいと思うが︑右の条件において︑戦後詩は戦前詩と比較して︑

の問題である︒共通の条件の問題は︑詩語のイメージにおいても右

に避け︑思想をも感情化しようとしたために︑それは当然︑詩語の

まったく新鮮な︑ある場合には変革的でさえある︒共通の場を展開

条件であるところの︑語法・音数律・リズム︑あるいはレトリック

内的リズムを要求したのである︒この詩の方法において︑荻原は高

しながらも︑しかし時としては︑戦前の雅純な条件を荒々しく破壊

せようとした︒従って︑そこに感情と思想のあらわな分裂は最大限

村といちじるしく異なっている︒(高村の場合︑主体の方に傾斜し

したということである︒この詩人と享受者との共通の場を︑未来へ

は︑これをひろい意味での感情という︑一種高次元のものに包括さ

い︒ただ作品においては︑それらは主体的な表白としては統一され

すぎて︑感情と思想とは詩語としてもはっきり区別されることが多
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の展望のもとに︑どのように回復しつつ新鮮にしてゆくかが︑戦後

めに︑この派の詩人は音数律とリズムをほとんどきりすてたのであ

ぱ西脇の﹃﹀BrRSF﹄)︒そして︑詩的世界の純一性を維持するた

る︒そしてかれらは一般的にその典雅な調和世界であるゆえに︑享

詩のひとつの大きな問題である︒

受者との共通の場を持ち得たのであるが︑作品の内部において︑永

さてつぎに︑﹁詩と詩論﹂を中心とする主知派について考えてみ

ったく無視されることになったのであるが︑しかし︑この派の技法

たい︒さきにものべたように︑主知派は︑自立的な詩的世界を造型

は﹁荒地﹂派にも︑ひろく継承されているばかりでなく︑動的な詩

た︒この点が︑戦後﹁荒地﹂派の批判の焦点になって︑戦後一時ま

主体の現実にかかわる感情を︑詩的方法とすることを拒否する︒主

的世界をめざす︑那珂・大岡・吉岡らもこの派の新しい展開を試み

続する遼動を持ち得ず︑静的な世界像としての限界を脱し得なかっ

体は現実を分析し︑分析しつくされた諸現実のなかから︑詩的世界

ることとなったのである︒

西冬衛等がその派の代表である︒これらの人々は︑情感派のように

を再構成する︒従って作者の感情は︑構成された詩的世界のなかに

することを目的としていた︒西脇順三郎・北川冬彦・村野四郎・安

包括され︑詩語と詩語とは相映発しながら︑時として相互に運動を

す詩人は︑たえず詩人の生活体験や世界観が更新され︑深化され︑

つぎにこの派のもうひとつの問題点は︑自立的な詩的世界をめざ

起こし︑その動的な世界像が享受者の感受性に衝撃をあたえるので
ある︒フランスの象徴詩も︑本来的には︑右のような自立的な芸術

リ化さざるを得ない︒ところが戦後になってこの派の詩人は︑技法

拡大され︑あるいは極微化され︑たえず高次元の世界へ上昇するこ
とを必要とするということである︒そのことがなければ詩はマンネ

世界であり︑それを継承したヴァレリlも︑別派のマックス・ジヤ
コプも︑ドイツのリルケも︑あるいは最近のエリユア lルやアン

的な円熟を一ホすとともに︑詩人としての独自な世界像を形成し始め

リ・ミショオ︑シュペルグイエル等もそうであって︑総じて西欧の
︒
る

現代詩の主流をなしているのは︑この自立的な詩的世界の形成であ

ている︒たとえば︑北川冬彦の﹃馬と風景﹄などは︑敗戦後の荒廃
や朝鮮戦争などを材料として(﹁腕﹂﹁馬と風景﹂﹁豪雨﹂など﹀技法

的な完成度を示しているし︑村野四郎は﹃亡羊記﹄を代表として︑

を実在との関係において形象化しようとしている︒(たとえば︑﹁秋

リルケとハイデッガ lの世界観をとりいれつつ︑人間の終末的状況

この主知派については︑問題点が二三ある︒そのひとつは︑主知
派は︑北川冬彦など少数をのぞいては︑政治的な現実への関心をき
りすて︑あるいは︑現実をこえる美の世界を造型し(たとえば安西

ことであるが︑戦後になって︑日本の古いよいものが無惨に抹殺さ

の犬﹂﹁鹿﹂等)一方︑西脇順三郎は︑これはかれが筆者に語った

の﹁春﹂等)︑あるいは人間の運動形態の原形的姿態の構成美をめざ
し(たとえば村野四郎の﹃体操詩集﹄)︑あるいは︑超自然的世界の
視点から︑慣習化されがちな現実意識を衝撃しようとした(たとえ
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れてゆくことに哀惜の情を覚えてそれを詩作のモチィ lフにしたと
いう︒﹃旅人かえらず﹄には︑その哀惜のリズムが見られるといっ

りすてが︑戦後詩においても広汎に行なわれる必然の理由はある︒

そのひとつは︑リズムのきりすでによって︑詩作品の自立的な結晶
作用が失われやすいということである︒もちろん︑このリズムのき

くの作品︑がリズムのきりすてを継承されたのである︒

このリズムのきりすてには︑考慮すべき二つの点があると思う︒

る︒ただ問題は︑これらの詩人の︑詩的世界像が︑戦後の若い人々

てよい︒この派の中では︑西脇がもっともリズムについて関心がふ
かいのは︑かれがたえず海外詩を味読しているからであると恩われ

そのひとつは︑戦後の詩人の現実にかかわる意識は極めて複雑多岐
になってきており︑それを表現するには︑リズムを考慮しないで︑

ある︒こうした方向の必然性は︑もちろん今日無視することはでき

より端的な直接表記︑あるいは︑適当なイメージや暗稔によって表
現する方が容易でもあり︑時としてはより効果的であるということ
である︒意識表現の自由を求める方向からは︑そうなりゃすいので

をも動かしうるところの︑運動し衝撃する内的自律性をもっ詩的世
界を完成し得ているかどうかということであろう︒戦前詩人の詩的
完成ということの問題点はこれである︒
なお︑リズムについてつけ加えておけば︑北川冬彦がマックス・
ジャコブやアンリ・ミショオに学びながら︑ジヤコブやミショオの
作品にあるところのリズムをほとんどきりすてたことがひとつの問
題である︒このことは﹁短詩運動﹂や﹁散文詩運動﹂の必然的な結

いたことを思い出させることであって︑この戦後詩の散文的方向は︑
当時の民衆詩派ときわめて類似した︑批判すべき非詩化現象となっ

れは︑北川冬彦が民衆詩派の作品に対して﹁新散文詩への道﹂を書

ないが︑そこに附随して起こることは︑そのことによって詩が︑意
識表現︑あるいは思想表自の散文化に近ずくということである︒こ

ているともいえるのである︒

果ではあったが︑ジャコブらの散文詩を手本としても︑ジヤコブの
リズムのある詩作品は北川が重視しなかったことと︑もうひとつは︑

一方︑村野四郎もケストナアやリルケに学びつつも︑北川と同様に

前述したように︑北川が民衆詩や感情詩派に対抗しようとして︑詩
的世界の造型的純一性にだけ︑詩法を集中したことの結果である︒

ここで考えられるのは︑前述した高村光太郎の詩の方法である︒
たとえば高村の﹁根付の国﹂などは︑前述したように︑詩的主体の

じられる詩人の感情の訴え(この作品は多少のリズムを伴なってい
るJ と︑イメージの配列や漸層法による︑たたみこむような呼び

現実に対する批判的行情であるが︑これは︑自立した詩的世界像に
なっていない︒われわれが︑そこに詩を感ずるのは︑その作品に感

リズムをきりすてている︒しかしこの両者のリズムきりすては︑戦
後詩に大きな影響を与えることになった︒なぜなら︑音数律やPズ
ムをきりすてることは︑詩人と享受者との共通の場︑交流の条件の
重要な半分を放棄することになるからである︒(最近のエリュアー
ルやアラゴンの詩においても︑リズムはきわめて大きな要素となっ
ている J そして︑この昭和詩の方向から︑戦後の詩においても︑多
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を感受する︒しかし︑この﹁根付の国﹂は︑結晶された︑自立的な︑

かけである︒そこに︑詩人の主体的な抵抗感と一種の変革への意欲

係という問題をどのように展開してゆくか︒それがひとつの大きな

揚が要請されるであろう︒戦後詩は︑このリズムとイメージとの関

には︑イメージとリズムの両面における︑詩人と享受者との共通の

レタリア詩の問題がある︒この問題については︑安東次男の﹁現代

心をおくところの︑アナキスト・マルキストたちの︑いわゆるプロ

さてつぎに︑戦前の詩の検討の最後として︑社会変革の意欲に中

問題だと恩われる︒

詩的世界像とはなっていない︒
戦後詩に多く見られる︑意識表現や思想表現の詩が︑右の高村の
﹁根付の国﹂に見られるくらいにでも︑リズムとイメージの構成を
もたないときには︑その作品から︑われわれは詩を感ずることはで
以上のことを要約すると︑主知派の詩のリズムきりすては︑自立

きないのである︒

詩の展開﹂ハ﹃現代詩の展開﹄思潮社昭必所収)や大岡信の﹁戦後詩概観﹂羽
(﹃現代詩大系﹄ 6思潮社昭必所思などが︑示唆に富んだ好論文であり︑ほ

的な詩的世界像の純一性を守るために︑やむを得ない面もあった
が︑これを本来的な西欧詩と比較した場合に︑詩人と享受者との共

詩は概括的にいえば︑人間と事物との関係において生れる︑ある

かにのべることもあまりないが︑二三の点についてのベておきたい︒

いは構成されるものである︒従って︑新しい詩とは︑新しい情感の︑

通の場の半分をきりすてることとなって︑やはり問題がのこる︒と
な持情の方法である場合に︿じじっ︑戦後詩の大部分の詩はこの方

よいと思う︒そして︑それらの情感や認識や意志は︑もちろん作品

新しい世界認識の︑あるいは新しい変革意志の詩であるといっても

ころが︑戦後の持情詩が︑その詩的方法においては︑高村光太郎的
法である︒いわゆる﹁歩行者﹂の詩といわれているのは︑それであ

比較的に短い詩においては︑全一的な世界像はほとんど表現しがた

ここには︑詩の本質に関するもうひとつの問題が関係している︒

革意志の詩であると思われる︒なぜなら︑変革意志の詩は︑詩とし

いて︑この三種のうちで︑もっとも成功するのにむずかしいのが変

か︑ということがもっとも重要なことであるが︑それはしばらくお

るという相違があるだけである︒そしてこの場合︑新しいとはなに

のなかに融合しているものであって︑これを分離することは容易で

り︑戦後に目ざめた人たちの︑体験的な現実へのかかわりあいと批

いということであり︑詩はおそらく︑詩人の抱いている世界像を︑

ては︑究極の段階であり︑新しい感情と新しい認識とを十分に経過

ない︒ただ傾向として︑三つのうちのどちらかに重心がかかってい

氷山の一角を薗くように︑暗示的に表現するか︑あるいは︑再構成

したうえで︑それを包含していなければならないからである︒変革

判とを形象化したものが多い J それが︑リズムを失ったときには︑

して象徴的に表現するほかに方法はあるまいと思われることであ

その作品は散文に近ずくのではないかということである︒

る︒それ以外に方法がないとすれば︑その詩的世界像の形成のため
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意志の誇に︑すぐれた作品が少ないのは︑右のような事情によるも

た︒つまり︑感情と認識と意志への強い要請をはらんでいた︒それ

うとする意志の再確認として︑これらは歌い続けられたのであっ

世界から︑実存する人間を行動世界へうながすところの︑参加の

な祈鵡でもあったのである︒かつての象徴詩の完成した近代意識の

らの歌は自戒であり︑行動への基準であり︑ある意味では︑人間的

動機から生まれているだけならば︑それは一種の持情詩であって︑

詩へと展開したのであった︒フランス抵抗詩は決して単なる勝利の

作られた作品が︑単に主体の︑反抗や憎悪の︑本能的・衝動的な

のだと恩われる︒

享受者を行動にまで駆りたてることはできない︒享受者を永続的に

歌ではなかったということに︑大きな意味があるのである︒
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る普通的な真理の認識と︑その認識する方向に向つての︑主体の持

行動にかりたてるためには︑そこに︑苦闘のあとに獲得された︑あ

戦後の詩のなかで︑この詩にあらわされた変革意志を享受者に対

ったからである︒極端にいえば︑そこには封建主義的な家族制度に

的な理念が民衆化されるほどにも︑個人主義さえも成熟していなか

をうたうことができなかった︒それはひとつには︑わが国では普遍

ところが︑わが国の戦前の抵抗詩においては︑ある普遍的な理念

して感銘させうるものは︑主として﹁荒地﹂派の︑人間の自由の理

基づく︑原始的アナルキイが遍在していた︒その現実に対して︑と

続的に純一な感情とがなければならない︒

るが︑この二つの理念や意識においてさえも︑じつは多すぎるほど

念による要請と︑﹁列島﹂派等の︑階級意識に基づく変革意志とであ

にもかくにも︑政治的な認識をよびかけたのが︑いわゆる民衆詩派

とっては︑永年の政治的抗争のあとに獲得され︑また未来にわたっ

抵抗詩の根底にあった︑自由・平等・友愛の理念は︑フランス人に

人間的な覚醒によって︑自己の立脚の場を明らかにしようとしてい

に全国的に拡大していることである︒また詩をつくる層は︑新しい

ところがある︒そのひとつは︑詩をつくる層が︑その享受者ととも

戦後詩の状況は︑ある点から見ると︑民衆詩派の時代と似ている

である︒

て維持されるべく要請されている︑ひとつの普遍的といってもよい

ることである︒このこと自体は︑けっして否定すべきこととも思わ

たとえばここで︑フランスの抵抗詩を考えてみたい︒フランスの

の問題が存在している︒

理念であるといってよい︒そのゆえにこそ︑エリュア lルやアラゴ

れない︒今日︑詩史的に︑民衆詩や人道詩が軽視される傾向にある

が︑詩の民衆化と︑政治的認識への視野の拡大とにおいて︑その功

つよいリズムをもって︑歌をもちこむことができたのである︒しか

績も正当に評価されてよいことだと思われる︒

ンなどは︑極めて率直に勇気をもって︑民族的な共通の場のなかに︑

ンス人を災厄に陥としこんだところの歴史に対する新しい認識を要

両者の状況の類似のもうひとつのことは︑詩における意識や思想

しここで重要なことは︑それらの自由の歌は︑一方において︑フラ
請しつづけるとともに︑現在と未来にかけて共同体的に自由を守ろ
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の︑自由な︑時としては自由にすぎる表現である︒これはわるい意

その理由があろう︒

たそれを形象化しうるレトリックの自在さとをもっていたことに︑

衆詩派・プロレタリア派等の︑たゆみない呼びかけのあとを継承発

さて︑戦後の現実批判と行動への要請は︑戦争の谷間を経て︑民

味でなく︑素人的な詩人の続出ということともなる︒ただ民衆詩と
て︑詩人と享受者との聞の共感的な平易さの場をもっていたのに対

の抵抗詩にあらわれているような︑ひとつの普遍的理念を持ち得な

展させているわけであるが︑この継承の問題においては︑フランス

戦後詩の具なるところは︑民衆詩がそのイメージやリズムにおい
して︑戦後詩においては︑民主的な発想の過程において︑自我世界

かった︑あるいは大規模には持ち得なかったということに︑もっと

を絶対視するところから起るところの︑内攻的な︑孤立的な詩的世
界の表現という難解性を生んでいることである︒民衆詩が向目的な

も大きな問題点がある︒

の位置の確認と︑現実の崩壊からきたところの価値観の喪失と︑と

それは︑侵略戦争の意味を検討することと︑その中における自己

共同体を呼びかけていたのに対して︑戦後詩は︑自我と世界の新し

にもかくにも生きねばならないという実存的な生存意識と︑未来へ

い認識への追求をやめようとしないことである︒従って戦後の詩
は︑多くは論理的になり︑形而上的・抽象的になりがちである︒た

である︒それと関連して︑詩のテ!?も大体において以上のことに

の展望と︑これらを同時に人々は把握しなければならなかったから

つきていて︑それぞれの詩人のちがいも︑ほとんどレトリックの相

だ︑この戦後詩の傾向は必ずしも否定すべきことでもないように思
両者の類似のもうひとつの点は︑いわゆる芸術至上主義的なもの

違にすぎないという状況であった︒

われる︒
への関心がうすく︑人間への関心の方に傾斜し︑いずれの作品も多

るという確信を与えるものでなければならないし︑場合によって

ところが︑理念とは︑究極的には︑それが普遍的真理世界に達す

少なりとも︑政治変革的な意図を内包していることであろう︒しか
しこの場合にも︑民衆詩派の調和性啓蒙性に対して︑戦後詩の破壊
性や変革意欲の旺盛さの相違が認められる︒

平等・友愛の理念は必ずしも宗教的なものではなく︑近代社会の生

のような普遍的な理念は育ちにくい︒もちろん︑フランスの自由・

ないものである︒宗教的な伝統をもたない現代日本においては︑そ

むしろ体制的なものへの反抗と破壊を意図する︑抵抗と憎悪の持情

んだ人間的なものを基礎としているのであるが︑それらの理念を共

は︑それは現世における死さえも︑超えて︑呼びかけられねばなら

詩が多くをしめていた︒安東次男が﹁現代詩の展開﹂で︑小熊秀雄

同体的に普遍化していく地ならしの役目を︑過去の宗教がはたした

民衆詩派から︑変革的に継承されたプロレタリア詩においても︑

の詩を相当に高く評価しているのも︑このような好情詩の単純な類

必ずしも普遍的な理念のもとに詩が形象化されたのではなかった︒

型の中にあって︑小熊の詩が比較的に現実認識の幅のひろさと︑ま
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戦後詩は大きな流派によって分けると︑第一に主として倫理的な

四に触れるほかはない︒

ンスにおいても︑これらの理念は︑民族的危機において︑広汎な普

年代の持情詩人︑第三に那珂太郎・吉岡実・大岡信・清岡単行・渡

批判としての﹁荒地﹂派︑第二に谷川俊太郎・茨木のり子等の五0

ということもある程度認められるであろう︒いうまでもなく︑フラ

理想的に行なわれているとはいえないであろう︒しかし︑ともかく

遍性をかちとり得たのであって︑平常時において︑それらの理念が

まず﹁荒地﹂派について︒﹁荒地﹂についてはすでにきわめて多

辺武信等の︑自立的な詩的世界をつくろうとする造型派︑第四に

くの人が委曲をつくして論じている︒前述した大岡信の﹁戦後詩概

﹁列島﹄派や安東次男・吉野弘・石原吉郎等の社会変革派である︒

フランスの抵抗詩とわが国の戦後詩との大きな相違の根拠は︑以

どないということは大きな相違である︒
上にのべたことに多くかかっている︒フランスの抵抗詩に見られる

明の﹃持情の論理﹄(未来社昭ぎ小海永二﹃近代詩から現代詩へ﹄

観﹂や安東の﹃現代詩の展開﹄鮎川の﹃詩論集﹄(思潮社昭ぎ吉本隆

も︑こうした理念をもちうるということと︑そうした理念がほとん

ところの︑一種の古典的な美しさと︑確信にみちたリズム︒その規

者精堂昭包等は︑それぞれにすぐれた特色のある﹁荒地﹂論を展開

制と鼓舞の力学的な緊張︒内容と言語形式との両面の充実︒それに
比較した場合の︑わが国の戦後詩の浪憂的イメージの多様さと︑奔

している︒わたしはこ三のことについてだけのベる︒

﹁荒地﹂派が﹁詩と詩論﹂のイメージ中心を否定して︑意味の回

放な無秩序︒しかし︑一方でそこに見られる一種衝撃的なイメージ
の新鮮さ︑執劫に世界と自己とを認識しようとする論理的構造の曲

詩による現実の再構成︑持続的に行わねばならない詩による自己確

して﹁荒地﹂派の詩作の基盤は︑大きくいえば︑一切価値の喪失︑

トリックの多様な︑自由な駆使の要請があったことと恩われる︒そ

復を主張したことは有名である︒そこには︑近代意識の複雑さとレ

る︒また多くの戦後詩の問題を見る︒しかし︑結局大観しては︑戦

わたしは︑この両者の相違のなかに︑大きな社会構造の反映を見

折と難解︒

後詩が昭和戦前の詩から大きな︑めざましい展開を示したというこ

認等にあった︒それはしかし︑同時に戦後誇一般の共通の基盤であ

ω死と生との意味を分析し︑追求する︒﹁死んだ男﹂﹁繋船ホテル

鮎川の作品によって︑そのテl マをあげてみると︑まず︑

っても︑過言ではない︒

とは﹁荒地﹂派の作品のなかでほとんど十分に実験されているとい

り︑テーマであったので︑戦後詩のほとんどのテ l マとレトp ック

とはいってもよいことであろう︒

きわめて多く︑流派もすこぶる多い︒従って重要なことについて三

具体的にのべたいのであるが︑戦後詩といっても︑その詩人の数も

さて︑わたしは︑この章で︑戦後詩人の作品についてもうすこし

2
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んだ人の死の意味を問おうとした︒これは民族性の問題とも関連す

の靭の歌﹂﹁橋上の人﹂等︒これらの作品において︑かれは戦いに死

以上鮎川のおもなテ lマをあげたが︑レトリックの方面でも︑鮎

歌﹂等官

川はきわめてすぐれた新しさを見せる︒

ω劇的構成﹁アメリカ﹂﹁繋船ホテルの朝の歌﹂﹁橋上の人﹂﹁淋し

るのだが︑死が無意味でなかったかとの痛烈な反省から︑翻ってわ
れわれの生の意味を聞い︑また生と結ぶ罪の問題︑神の死んだあと

き二重﹂等︑自己と他者︑死者と生者︑男と女など人物を対比させ

ながら︑劇的構成をしていて︑印象が深く効果的である︒

の生の空虚感︑無自覚・空虚な戦後の生活者への道徳的な告発︑詩
人の不安な孤立感︑死者と生者の相交じわる﹁夜﹂の意識︑未来に

の生を分析し︑認識することによって︑共同体的な愛と理念への扉

かの実景を息わせる︒しかし一面︿見よ︑澱んだ﹁時﹂をかきわ

一連で︑澱んだ運河の流れを描いているが︑これはお茶の水かどこ

の朝の歌﹂﹁橋上の人﹂﹁淋しき二重﹂等︒たとえば︑﹁橋上の人﹂第

をたたいているということである︒これらのテl マは戦後詩のもっ

け︑/権で虚空を打ちながら︑/下へ︑下へと漕ぎさってゆく紬の

ω現実的なイメージと形而上的思考との二重構造︒﹁繋船ホテル

とも多くの詩人にとりあげられたテ l マであって︑根源的な戦後の

通ずる﹁時﹂への希求︑いつも死に脅かされている生の実存的不安

問題であった︒

方位を︒ V と表現して︑時代の生の流れが空虚な死の方向へ向って
いるという形而上的思考をダブルイメージとして形象している︒こ

等がテ l マとして表現されている︒これらの作品で︑鮎川は︑実存

ω生の意味の喪失感・霊と肉との断絶感・人間(男女)の相互不

うしたダブルイメージの有効な使用が多い︒

詩の造型︒﹁橋上の人﹂﹁淋しき二重﹂等︒﹁淋しき二重﹂で︿かか

制衝撃的イメージの使用︒また作品の内部が運動する動的な自立

信等のテ l マ︒﹁橋上の人﹂﹁淋しき二重﹂﹁戦友﹂等︒
求︑連帯感への飢渇など︒﹁淋しき二重一﹂﹁兵士の歌﹂﹁競馬場にて﹂

かる Vのフレーズは︑男女の性愛的なイメージのなかに︑罪ふかい

えきれぬ暗黒が/あなたの身体のように重たく/ぼくの腕に倒れか

川無垢な原始的なものへの憧僚︑自己再認識と自我の自立への希
W

等︒後者は近年の作であるが︑競馬場の風景の空しさを描きなが

人間の生の重さ︑救いにとおい現世の愛の姿を︑きわめて動的に表

ら︑生の空虚感や連帯性への飢えを表現しているが︑これも戦後詩

現している︒

s ・エリオットの﹃荒地﹄の手法を思わ
連︑第八速などには︑ T ・

ω海外詩人の手法の巧みな消化︒たとえば﹁橋上の人﹂の第二

って生命の空虚を感じ︑絶望的焦燥を感じる︒それの救済として多

にきわめて多いテ l マである︒外面的には平和な日常生活に︑かえ
くえがかれているものは︑原始的なもの︑素朴なもの︑たしかな愛

せるところがある︒﹁淋しき二重﹂などでは︑生の凝視の態度など

等である︒
制反戦︒人間尊重のよびかけ︒﹁死んだ男﹂﹁橋上の人﹂﹁兵士の
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黒田三郎は︑畳一回葉のつめたい素朴さの︑そのつめたさが深い認識

を思わせるところに独自性をきりひらいた︒詩集﹃ひとりの女に﹄
で︑下降する現実の生と︑孤立する真実の愛とを対比するというす

において︑リルケを連想させる︒

ぐれた構成によって︑愛の不在を逆説的に表現している︒

F

さをもっている︒

山本太郎や北村太郎はいずれも﹁歩行者﹂の詩人であって︑生の
空虚感︑俗との対立などと反比例する︑原始性や未来への憧僚のふ

以上は︑テクニックの方面の重な点をあげたのであるが︑リズム
においても︑リフレインや呼びかけを多用して︑内的リズムの流麗

かさをかたっている︒

つぎに︑三好豊一郎の作品では︑生の空虚感︑被縛感︑自由への
人﹂﹁影 1﹂や︑鋭く病的な神経︑生を深く見つめようとする意志

八とんでもないおとし物Vとか︿透明な過去の駅 Vとかいう新鮮な
詩語によって表現しているが︑この透明感への郷愁は︑歴史をいち

谷川俊太郎は﹁かなしみ﹂で︑自分の過去の漠然とした空虚感を

くった︒

は︑いずれも︑その新鮮な感受性によって︑ひとつのエポックをつ

谷川や茨木等の五0年代の︑新しく拾頭した新世代の持情詩人

飢渇感︑絶望的な実存意識等を立体的に︑また触覚的に描いた﹁囚
の現代性︑感情の冷たい浸透性に特色のある﹁壁﹂﹁幻燈﹂︑原始的
な純粋への夢を描く﹁捧ぐ﹂﹁巻貝の夢﹂﹁春園﹂﹁交感﹂︑人間の暗
黒な意識を表現した﹁繍狂院﹂︑新しい生命︑理想への要請をエリ
ユアール風に表現した﹁窓﹂﹁われらの五月の夜の歌﹂等すぐれた
岡村隆一は﹁歩行者﹂的詩人の一人だが︑乾燥した透明な表現に
よって︑多くの文明批評の詩を書いた︒﹁皇帝﹂﹁立棺﹂等がそれ

おう否定して︑宇宙感覚的な孤我を設定するという新しさによっ
て︑新時代の青少年の心をつかんだのであった︒﹁郷愁﹂﹁博物館﹂

作品を三好は精力的に発表している︒

で︑イメージの配合にすぐれ︑構成美がある︒また﹁四千の日と
夜﹂﹁細い線﹂等で︑言葉と詩人との苦闘の関係を追求した︒
中桐雅夫は﹁高利貸の嘆き﹂﹁黒鳥﹂﹁無意味な七十行﹂﹁人民の

おいては︑日常生活のなかで︑生の意味をさぐろうとするもどかし

人間愛を希求する︒﹁あすになれば死ぬ言葉﹂や﹁夏の遍歴﹂等に

て詩の価値がかかっているために︑その作品に内在する生の無方向
を救うことはできなかった︒たとえば﹁ネロ﹂においては︑死と愛

しかしこれらの作品は︑その感覚と感情の無垢な新鮮さに主とし

さを示した︒

﹁二十億年の孤独﹂﹁病院﹂﹁ネロ﹂等がこれを代表する︒また﹁博
物館﹂や﹁ネロ﹂等の新即物的な造型詩の手法は︑彼の才能のひろ

さ︑愛の不在︑永遠へのあこがれを︑素朴で新鮮で静かな言葉でつ

とを超えて新しい生へ(行動)︑知と自立と新しい愛とを求めて(実

ひとり﹂等で︑常識的な思考へのアイロニーを新鮮素朴な言葉で表
現している︒﹁戦争﹂﹁海﹂等で︑戦争の無意味さを追求しながら︑

づっている︒
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握となっている︒﹁地球へのピクニック﹂で地上愛にめざめ︑﹁愛に
ついて﹂で生のいたみを感じ︑﹁生きる﹂で生への意志を表現し︑

た現実への不信感と生命の宇宙的充実への希求とを表現する︒それ
は言葉を通しての生の確認であり︑また詩人の使命の無意識的な把

これらの感情内容の未完成を反省したものが﹃六十二のソネッ
ト﹄であり︑存在と自己とのかかわりあいとその緊張感︑限定され

立った情感ゆえにこれらの作品は愛されたのである︒

明であるところに︑この作品の魅力と未完成さがある︒無のうえに

ソスのリズムにのせて︑表現したが︑そのゆくての生はまったく薄

存者の未来への志向)ゆく若者の姿を︑行進曲風のさわやかなペー

いる童心︑中江俊夫の︑原爆を批判的に表現した﹁時はとまった﹂︑
野性と原始への憧僚を表現した散文詩﹁森へ行く﹂等も︑戦後的な

三木卓の﹁東京午前三時﹂や﹁ス lプの煮えるまで﹂に現われて

帯性をもとめている︒

庶民会話的特色で新しさを示した︒一方︑﹁こちら側と向う側﹂﹁結
婚行進曲﹂では︑常識的な日常性へのアイロニーのなかに人間的連

に﹂に見られる健康な性の戯態とユーモア︑﹁五月﹂では︑戦死者
の兄が訪れる物語の中で︑生と死の一帯感を描いたが︑その表現の

﹁星﹂において幻想的に愛の美しさを詩化した︒﹁日曜日﹂﹁あなた

川崎洋も多彩な才能をひろげる︒﹁生﹂において︑生命の讃歌を︑

一方で

新鮮さをもっている︒

はシュ lル・リアリズムの吸収によって︑開花した︒

那珂・大岡等の造型詩は︑朔太郎から西脇順三郎を経て︑

リルケに捧げた﹁窓﹂で愛する女の姿態をリルケ的手法で描き︑﹁皿
の上の日常﹂で︑詩をもとめる心の方向を日常性のなかにさぐり︑
﹁水の輪廻﹂で︑西脇的な言葉の手法をまなんでいる︒かくして彼
は︑感情と愛と時間とが︑言葉において一致する朔太郎的な世界
の展開としての︑戦後的な歩行をつづけている︒

那珂太郎の﹃音楽﹄は︑日本語のイメージと音感についての︑き
わめてユニークな実験として成功している︒那珂は︑人間生活の基

なしている性のモチィ lフによる虚無を︑﹁作品A﹂では︑玉朝の貴

本になっているものを確実に分析することによって︑虚無の美学を
構築したように思われる︒たとえば﹁秋の::・﹂では文明の基礎を

族生活の内部の罪業のモチィ lフによる虚無を︑白﹁作品 hD﹂では風

茨木のり子は︑﹁根府川の海﹂﹁わたしが一番きれいだったとき﹂
で︑無垢な感受性を形象化しうる能力をもっ詩人として誕生した︒
﹁行きずりの黒いエトランゼに﹂﹁見えない配達夫﹂﹁ジヤン・ポー
ル・サルトルに﹂﹁大男のための子守唄﹂等において︑連帯性への

の鳥﹂は疎外された生を︑﹁鎮魂歌﹂では罪業と死︑永劫の煩悩の
執劫さを自立的な詩的世界として表現した︒しかもこれらはいずれ

景あるいは自然の空しさを︑﹁繭﹂は生殖の暗黒を︑﹁フォオトリエ

よびかけを歌うが︑これらのいずれにおいても︑ある種の疎外され
た奇異なる者を素材とすることによって︑感情の高揚をきわ立たせ
るという独自の手法を彼女は獲得することができた︒持情詩におけ
る手法のもつ意味を示唆している︒
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も空無へむかつて開かれている︒また︑﹁死あるいは詩﹂﹁てのひらの
風景﹂等では︑詩人の言葉への業のふかさを表現した︒これらはい

死の予感を造型した︒

﹁冬のレストラン﹂では︑日常性のなかでの︑魂の飢渇感や︑淡い

抵抗詩・変革詩の詩人として︑安東次男・関根弘・長谷川龍生・
谷川雁・吉野弘・黒田喜夫・長田弘・石原吉郎等を数えることがで

の建生を示している︒

の︑切実な心の希求を表現した︒﹁二つの死者たちへの花々﹂は︑
連帯性へのよびかけで︑新世代の感情を表現して︑朔太郎的なもの

りあるいは最後の唄﹂では︑初期の爆発的な反抗が︑完成された詩
的世界にまで昇華し︑魂の空洞の不安と︑死と生の一帯的ななかで

では︑変革の意志と愛の変革とを二重構造的に結びつけ︑﹁夜の終

雰囲気の中で︑抵抗と︑新しい連帯性への希求を︑きわめて緊張し
たリズムで表現した︒﹁恋唄﹂﹁夜の虹﹂がそれである︒﹁熱い眠り﹂

渡辺武信は詩語の清潔な緊張感に独自性がある︒安保闘争前後の

した︒﹁思い出してはいけない﹂﹁風景﹂では︑愛のめざめを︑﹁羊雲﹂

ずれ.も︑内容を支える独自な音感によってすぐれている︒
大岡信は﹁物語の朝と夜﹂で︑現実世界から詩人世界(形象する
意志の世界﹀への高次元の飛朔を造型した︒﹁さわる﹂では︑実在へ
の感覚のめざめを︑﹁マリリン﹂ではアメリカ文明への批判を︑﹁礁
湖にて￨戦士のうたえる￨﹂で︑死の現実的な存在感を︑いずれも
自立的な詩的世界として造型している︒
吉岡実は﹁僧侶﹂において︑人間の罪業のふかさを形象化した
が︑その罪業が︑原始性と無智のなかに︑なにものかに促がされて
必然的にうながされ︑宿命化されていることを摘出しているところ
に︑技法的にもすぐれた独自性を示した︒人形のようなものの行う
怖ろしい行為︑そこにニヒリズムの冷い戦傑と黒いユーモアがあ
る︒人間関係の高度に︑また硬度に圧縮された︑象徴的世界が独自
である︒

階級的な視点を冷化させながら︑ユーモラスに造型する︒﹁やさし
い放火魔﹂では︑グエトナム戦を調刺し︑﹁静かな家﹂では︑日常

﹁聖家族﹂﹁感傷﹂では︑上層階級の非人間性を︑性の面から描き︑

に歯切れがよく︑﹁銀の針金﹂﹁イカとハンカチ﹂には山之口猿ふう

歌﹂﹁死者の書﹂﹁海戦﹂﹁死刑宣tE 等は金子光晴的な手法を新展
開させた︒関根弘の﹁霧﹂も金子的で︑﹁靴の歌﹂は啄木の詩のよう

深化と表現様式の新鮮さとに︑戦後詩的な特色を見せている︒安東
の﹁五月のみどりの夜は﹂﹁故郷のなかの異国にて﹂﹁女たちへの讃

きるが︑要約してのべたい︒結局は︑素材の拡大と認識の多様性・

的な生のなかにある空虚感を︑愛の希望と交錯させて表現している︒

﹁図形﹂や﹁下痢﹂では︑実存的な生の︑現実との不調和︑絶えず
疎外され下降される人間の︑絶望的な抵抗の姿勢を造型している︒

清岡卓行は︑生の虚妄︑魂を失った人間への鋭い凝視と認刺を

のユーモラスな菰刺があり︑﹁過失の谷﹂﹁変なやつ﹂は︑体制的な
ものへの違和感を抵抗にまで盛上げた︒長谷川龍生には小野十三郎
﹁ある娼婦に﹂﹁氷った焔﹂﹁子守唄のための太鼓﹂等で新鮮に造型
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箆告の連帯感を表現した秀作である︒﹁結核コミュニスト﹂﹁嫉妬ニ
鰯﹂﹁夜の前監﹂﹁わが埋葬誇﹂﹁追う者﹂なども舟か者のリアルな

の影響があp︑﹁パウロウの鶴﹂の瑞々しいイメージとリズムは労

等︑流刑地での非人間的な事件の写実と抗議の詩だが︑﹁やぽんす

﹁その朝サマルカンドでは﹂﹁脱走﹂﹁コ lカサスの商業￨ある報復から﹂

式列車﹂﹁デメトリァ lデは死んだが￨一九五 O年ザパイカルの徒刑地で﹂

う体験が︑簡潔素朴な詩語にリアリティを与えている︒﹁条件﹂﹁葬

のへのよびかけとして力強い︒

きい・ぼおぐ(日本の神)﹂﹁耳鳴りのうた﹂等は人間の連帯的なも

特色がある︒谷川雁の﹁東京へゆくな﹂﹁隊へ﹂などは連帯性のよ
飛躍するイメージの美はまったく独創的である︒つぎに︑吉野弘は

びかけで︑﹁帰館﹂﹁抗底をあるくコンミュ l ン﹂﹁破船﹂等は︑その

の断絶をはさんでの継続と発展である︒それは素材の拡大と認識の

以上︑戦後詩の主な詩人の主な傾向と技法とを見てきたのである

多様化・深化と技法の新鮮な衝撃的な直接性︑論理と事象との暗鳴

が︑第一章でも述べたように︑戦後詩は結局は戦前詩の四つの系列

EE
思考の新鮮さは無類である︒﹁記録﹂﹁たそがれ﹂﹁君も﹂﹁

とに﹂﹁ハミング一九五九年メーデーのために﹂﹁幻・方法﹂などの感覚・

￨花ひらく﹂﹁謀叛﹂﹁日々を慰安が﹂等もすぐれているが︑殊に

た︒これらは新鮮な発展をとげたともいえるが︑一面では︑その世

による統て劇的な︑あるいは二重構造的な構成美等をもたらし

詩人としての天性の素質と巧殺なレトリックですぐれている︒﹁ひ

rog﹂﹁比喰の太陽﹂の構成力とイメージの美しさ︒﹁奈々
﹁同司g

界観の未完成さ︑様式上の未熟な混乱︑浪憂的な冗舌︑様式のマン

子に﹂の暖い親愛感等︑胸をうつ作品が多い︒黒田喜夫は生活体験

て喪失している︒イメージト﹂リズムとの関係や︑普遍的な世界像は

の深刻さから︑﹁空想のゲリラ﹂﹁ハンガリアの笑い﹂﹁毒虫飼育﹂

どのような方法にとって形象化されうるか等の言語様式と技法の上

派︑﹁詩と詩論﹂派等のもっていた︑享受者との共感の場をかえっ

実批判と変革への意欲を見せている︒長田弘は︑﹁吊るされたひと

からの︑根本的な省察なども必要である︒短い詩形において︑宇宙

ネリ化等をまぬがれていない︒従って一面では︑民衆詩派や﹁四季﹂

に﹂でユダヤ人迫害を描き︑﹁無言歌﹂﹁愛について﹂﹁パッション﹂

像を一挙に全的に領路しようという志も︑時として反省を要するこ

﹁末喬の人々﹂等の︑悲惨な現実の農村の内側を幻視するが︑﹁狂児

﹁ブルー・ブルース﹂等において︑欠落意識︑愛と性の分離感︑愛

とは詩の本質論にかかわっているからである︒

かえる﹂﹁隠された村へ I E﹂﹁セレナーデ﹂﹁除名﹂等がすぐれた現

と連帯への希求を唄い︑﹁われら新鮮な旅人﹂は︑死をこえてゆく
よし

生への希求を歌って︑しかも流麗なリズム感を伴っている︒石原吉

郎は終戦時︑ソグィエトに抑留されること八年にして帰還したとい

.
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(旧姓・川田)

多浩

神を仰ぎて幽愁に沈む︒今や吾等は新体詩を得ていささか此簿

ではヲlズヲl スを高吟すれども︑暮鐘を聞ては西行を哀唱す︒

これに由りて始めて其詩歌を得べくなりぬ︒︿中略)朝虹を望ん

独歩の詩の大半は︑明治二十年代末から三十年にかけて作られ︑

は高品のものとならん︒悲恋の士ょ︑歌へよ︒門中略﹀自由に焦

それらはアンソロジl ﹃持情詩﹄自治三十年四月刊﹀﹃青葉集﹄ハ明治三十

は爾のものとなれり︒今や余は必ずしも欧詩を羨まず︒﹂

懐をのぷるに足りつつあり︒吾等をして縦横に歌はしめよ︑門中

年十一月﹁活文壇﹂﹀﹁鎌倉妙本寺懐古﹂(明治四十年三月﹃新古文林﹂﹀﹁秋の入

と述べ︑その詩論を展開しているが︑この序が﹃若菜集﹄刊行前に

略)恋するものをして自由に歌はしめよ︒歌ふて始めて爾の恋

日﹂ハ明治四十年五月﹃詩芝序琶の三編︑それに死後﹁読売新聞叩﹂に発
表された三編︑及び﹃独歩遺文﹄に収められた十一編がある︒以上

ンツロジlに収められなかった詩︑十九編と﹁冬の山家﹂(明治三十二

が独歩の詩のすべてである︒これらの詩だけでは︑独歩を詩人と呼

書かれていることは注目すべきである︒またこの序の中で﹁新体詩

其燃ゆる如き情態を洩らすに唯一の詩体として用ゐうる可き時

﹁斯くて時は来れり︒新体詩は兎にも角にも新日本の青年輩が

詩に対して大きな期待をよせていた︒しかし︑その序に示された意

を以て叙事詩を作ることは必ず失敗すべきを信ず︒﹂と言い︑持情

る﹄者ょ︑高歌して樽る勿れ︒(中略﹀歌へよ︑吾国民︒新体詩

ぶのはふさわしくないであろう︒﹃持情詩﹄中の﹁独歩吟﹂序で

年十一月刊)﹃山高水長﹄︿明治三十一年一月刊﹀に収められている︒他にア

すぎなかった︒

今後我国の文学に及ぼす結果の予想外に強大なるべきを信ず︒

んなるは敢へて不思議の事にあらず︒是に於てか余は新体詩が

は徐ろに熟したり︒乃ち﹁青年文﹂てふ雑誌に新体詩の特に盛

本

八特集 V 詩 人 研 究 の 問 題 点

味
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国木田独歩は詩人としては大成しなかった︒約八十編の中︑人口

歩
意

日本の精神的文明の上に著しき影響を与ふるものは今後必ず此

の

に檎炎する﹁山林に自由存す﹂など︑二︑三の詩をのぞけば芸術作

詩

詩体なるべきを信ず︒此詩体未だ甚だ幼稚なりと雄も新日本は

独
品として耐えうるものはすくない︒いわゆる詩人としては小詩人に

付
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一3v

にあるのだ︒﹂︑﹁吾山林の自由を想ふ時に於て吾が血は昂る︒﹂︒こう

(2){

気込にくらべ独歩の詩は稚拙であった︒有名な﹁山林に自由存す﹂

最も自然に憧れたのは佐伯在住時代であるが︑北海道に住もうとし

した言葉は﹁欺かざるの記﹂はもとより小説にも随所にみられる︒

独歩は﹃持情詩﹄刊行の時点で散文へと移行していった︒すでに

も芸術的に完成された作品とは言いがたい︒

ぬ﹂と実感した︒佐々城信子と離別し︑武蔵野の一隅︑渋谷の寓居

は自然の児になりえなかった︒過去十年をふりかえってみたとき
﹁あくがれて虚栄の途にのぼりしより/十年の月日慶のうちに過ぎ

たのもその現われであるむしかし︑北海道移住は実現せず︑現実に

という形式﹀を捨てようとした︒独歩は詩を芸術的にたかめようと

﹁たき火﹂﹁星﹂といった散文を発表︑処女作﹁源おぢ﹂の執筆にか
かろうとしていた︒独歩は詩人として登場した時点において詩(詩
はしない︒芸術作品としての詩を生みだす前に散文へ移行してしま

﹁北海道の山林に自由を求めたる此の吾︑今如何︒ひたすら自

であこがれた﹁自由の郷は雲底に没せんとす﹂るのを痛感する︒明

然の懐に焦れたる此の吾︑今如何︒(中号︑げに高山はわが情熱

治三十年一月二十二日の﹁欺かざるの記﹂に

て作る以前に散文の世界に己の道を見出したからにほかならない︒

ものでなく︑感情を直裁に歌いあげているのは︑詩を芸術作品とし

ぞかし︒われをして何時までも自由を求めしめよ︒何故にわが

った︒それは詩語や詩形式に熟しえなかった弱点に気づいたからで

そうした意味において独歩の詩は︑即興的な表現と言えよう︒佐伯

の家︑あ﹄これ実にわが夢想なりしものを︒われ自由をすて﹀

る也︒あ﹄︑山林に自由の生活︑高き感情︑質素の生活︑自由

恋愛を取りしものを︑恋愛更に此の身を捨てたり︒ハ中畦凡て

自身から此の都会虚栄の中心に繋がれて満足し居るかを知らざ

独歩の詩の中には調子の高い感想文にすぎないものさえある︒しか

の是等のなつかしき自然よ︒願くは五ロを今一度︑自由の児︑自

在住時代の﹁欺かざるの記﹂に書きつけられた行を短く切った形の

し︑独歩の詩がいかに稚拙であれ︑即興的な表現であろうと︑その

然の児とならしめよ︒﹂

と自然の児たらんことを願っている︒この気持を托したのが﹁山林

伯に下り︑自然の児となった独歩は一年たらずで上京﹁塵のうち﹂

の期は独歩がワ lズワ i スに傾倒した時である︒田舎教師として佐

独歩の詩魂が最もはぐくまれたのは佐伯在住時代である︒またこ

に自由存す﹂である︒

め小説にも自然の児たらんの願いがみられる︒﹁真の生活は此山林

想である︒独歩は自然の児たらんことを願った︒﹁帰去来﹂をはじ

ほかならない︒山林に自由存すという主張は︑独歩の終生変らぬ思

くされているのは︑そこに独歩固有の思想が表白されているからに

﹁山林に自由存す﹂が独歩の象徴のように考えられ︑代表作とも

った︒そこに独歩の詩の意味がある︒

内容は即興的なものではなく︑煩悶苦悩し積み重ねられたものであ

感想と︑詩として発表されたものとどれだけ相違があるだろうか︒

もあろう︒散文内の移行は別に考えるとし︑独歩の詩が推敵を経た

非公開
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そして︑離別を悲しみ涙を流してすべては終ってしまう︒それでは

﹁生から死に移る物質的な手続を知ればもう﹁死﹂の不思議はない︒﹂︒

5
内 u

に身を置く生活に入った︒そして最愛の信子を失った︒独歩は再び

死の本質が分ったとは言えない︒独歩は死を知ったといラ夢魔をふ

匂

γ

るいおとし︑死そのものに驚くことによって死の本質にふれること

m
a
'

ぶ処の生徒であった ﹂独歩は︑世俗的な世界に身を置き︑そして信

自然の児たらんと原う︒﹁ヲlズヲルスの詩想に導かれて自然を学
子を失い﹁山林に自由存す﹂ことを実感した︒その感情が一編の詩

を願った︒﹁如何にして此古び果てた習慣の圧力から脱れて︑驚異

の念を以て此宇宙に僻仰介立したいのです︒﹂︒この願いは早く︑明

︿

6)

カストム

に直裁に吐露されたのであった︒

﹁習慣の昏睡より人心を一躍起し︑吾人を囲む世界の驚く可く愛

治二十六年十月十三日の﹁歎かざるの記﹂に

す可きを知らしむこそ﹁詩﹂の目的なれ︒更に一歩ヲナ﹄めて

言へば人をして自らを此驚く可き世界の中に見出さしめ神の真

うな一文がある︒

理の中に人生の意義を発明せしむるこそ余が詩人としての目的

目 OR

﹁
ヵlライル日く︒﹀唱回rp

z
z
a 曲目叩呂町円日 ωzr

HFU﹃O
E巳間宮自問中内町四曲目・わが切なるこの願ひとは︑眠よ
件 G

なれ︒﹂

ことなり︒われは此不思議なる宇宙の中に裸体のま﹄見出さん

る︑美妙なる︑無窮無辺なる宇宙に於ける此人生とを直視せん

は﹁欺かざるの記﹂の随所に見ることができる︒晩年︑独歩は﹃病

我心霊の僚き醒めんこと︑これ我願なり﹂と言っている︒この思想

と記されている︒また﹁我が願﹂でも﹁宇宙人生の不可思議に向て

これは﹁牛肉と馬鈴薯﹂の主題であり︑﹁悪魔﹂等の作品で独歩

いがたいが︑そこに独歩固有の思想が表白されている点︑貴重なも

﹃持情詩﹄巻頭の詩﹁驚異﹂は︑詩として完成された作品とは言

いる︒

状録﹄の中でこの願いは﹁余が一貫したる願望なり﹂とさえ諾って

は驚呉の哲学を熱心に語っている︒﹁宇宙の不思議を知りたいとい

のと言える︒そこに独歩の詩の意味があるのである︒

科学的方法をもって宇宙を解明するのではなく︑驚くという肉体的
々は死の原因を知ったことで死そのものを知ったと思っている︒

経験によって宇宙の絶対の世界に参入したいという願いである︒我

独歩の詩が稚拙であることは繰り返して述べた︒詞句は無雑作で

同

ふ願ではない︑不思議なる宇宙に驚きたいといふ願﹂とは︑つまり

なり︒﹂

なり︒死の秘密を悟らんことに非ず︑死の事実を驚異せんこと

ことなり︒不思議を知らんことに非ず︑不思議を痛感せんこと

7
︿ )

り醒めんことなり︑夢を振ひおとさんことなり︒この不思議な

旬︒︒同同

きたいという願いは独歩の顕いであった︒﹁岡本の手帳﹂に次のよ

﹃持情詩﹄巻頭の﹁驚異﹂は独歩の驚異の哲学が読みとれる︒驚

非公開
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あり︑技巧のあとも見られず生の感情がそのまま歌いあげられてい

独歩に何を天織と自覚すべきかという悩みがあった︒詩人・伝導

を知るを得たり︒わが心は大なる試みを経たり︒われは詩を得

︿

独歩の詩︑が初めて発表されたのは︑現在までに知られているかぎ

れる︒しかし︑この時期の決心の度合は︑信子を失ってからのもの
にくらべると甘いものであった︒血みどろになって戦い︑敗れ︑そ

断然文学を以て世に立たんことを決心せり︒﹂という一文すらみら

涯を神と人とに捧げん︒﹂と自覚する︒文学を以て身をたてようと
したのは早く︑明治二十六年三月の﹁欺かざるの記﹂に﹁昨夜番は

︿印﹀

信子を失うことによって一挙に解決した︒﹁断乎文学界に突入せん
9)
と欲す﹂﹁詩人となりてわれは飢えん︒﹂︑﹁われは詩人として此の生

者・教師・政治家・新聞記者・あらゆる職業が眼前に去来し︑また
現実に種々の職業についたり︑つこうとしたりした︒この苦悶は︑

たり︒﹂

8
︿ )

る︒未完のままに投げだされているとも一一言える︒新体詩の創成期に
あって﹃持情詩﹄の果した役割について考える時︑異論もあろう
が︑独歩その人のなした業績を考えるとやはり独歩の詩は稚拙で未
完成のものであると言えるだろう︒独歩の詩の価値は完成された文
学作品としてではなく︑全人生にかかわる生き方の問題として︑ま
たその思想が直裁に歌われている点にある︒﹁山林に自由存す﹂が
独歩の代表作ともくされるのも詩として完成されたものとしてでは

りでは明治二十七年十一月の﹁家庭雑誌﹂に載った﹁頭巾二つ﹂で
ある︒これは日清戦争に従軍し︑千代田艦上で見聞したことを叙事

して信子を失った独歩は︑詩人としてたつことを決心した︒この場
合︑詩人としてたつということは︑独歩にとって芸術作品としての

ない︒

詩ふうに歌ったもので他の詩と異なり意味のない作品である︒﹁欺
かざるの記﹂に見られる思想の一片たりともそこには表われていな

あくまで詩は︑独歩にとって全人生の生き方の問題であった︒

し
﹂

﹁鳴呼一人の豆E を救ふを得ば以て真の教師たり︑詩人たる可

﹁詩人は最高品性の権化なれ﹂

﹁﹁詩﹂!人間の人聞を驚きたる芦!高き強き芦かな﹂

﹁自由を見出すこそ詩人の任と信ず︒﹂

詩を作ることではなかった︒

件が独歩の転機となった︒
﹁われは神の詩人たるべし︒われは詩人たるべく今日まで独修
し来れり︒われは自己の道を歩むべし︒われは詩人として運命
づけられしことを確信す︒全力を此の天職に注ぐベし︒げに吾
は詩人たるべし︒われには比の事の外に何の長所もあらず︒信
子は吾を捨て去れり︑よし︒去れ︒われは此の事に依りて人情

伺

独歩の一つの方向が決定するのは︑言うまでもないが︑佐々城信
子を失ってからである︒信子との恋愛︑結婚︑そして離婚︑この事

い︒現実の詩作のうえではこのような期聞がしばらくつづいた︒

非公開
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はすぐれている︒とくに﹁秋の入日﹂は︑絶唱と呼ぶにふさわしい

独歩の詩の中で明治四十年発表の﹁鎌倉妙本寺懐古﹂﹁秋の入日﹂

を見て﹁かくて日は︑あ﹄斯くしてこの日は/古も暮れゆきしか︑
今も又!/哀し︑我こ﹄ろ哀し﹂と歌わざるをえなかった︒﹃濡声﹄

と言う独歩は︑永遠の時期と無限の空間の前に侍立する小さい人聞

吐露されているだけでなく︑苦悩する若き日の独歩の姿を読みとる

序詩は︑矢折れ︑力つき︑敗れて死を予感する晩年の独歩の心情が

一編である︒この二つの詩は︑内容において共通している︒
﹁秋の入日﹂の製作年代は︑士戸江喬松によれば明治三十六年の秋
の序詩としてである︒

ことができる︒

(日)

と伝えられる︒発表は現在知られているかぎりでは第四文集﹃議声﹄

自然の児たらんことは独歩の終生の願いであった︒﹁山林に自由
存す﹂がその意味で独歩の象徴として記憶されるならば︑また﹁秋
の入日﹂も独歩の生涯の象徴として記憶されるべきであろう︒

︿日﹀

円

れる人生と︑時間︑空間的に無限の宇宙とを対比して眺め︑そして

独歩はそんな時︑何ものをも包容する大自然に驚くのであった︒独
歩は人聞を自然と対比させて人生を描く︒時間的︑空間的に制限さ

に疲れた人聞は︑大自然の中に帰るより道はないと独歩は感じる︒

琶琵僧もまた自然に帰る人であった︒﹁河霧﹂の主人公︑豊吉は人
生に疲れはてた末に川舟に乗って何処ともなく消えていった︒人生

を見て︑すべての人聞は自然の懐に帰ると感じた︒誰一人︑聴こう
としない琵琶を弾く流転の僧︑独歩はそこにも人生を見たのである︒

たくないと願ふ︒﹂のである︒小島で細々と貝を拾う人を見て︑こう
した一生涯もまた一生涯であるとし︑大自然に抱かれた小さい人聞

国

g‑‑EP‑‑から離れ
‑ 同市¥玄za‑ロ
‑
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E
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EEZE‑ ECロ}
同E

れはワlズワl スに導きかれた独歩の思想でもあった︒﹁Oロ自由F

此不可思議なる大自然と人生とを別々にしては考へなかった︒﹂︒こ

(M)

ワ lズワ l スは人と自然とを離して見ることは出来なかった︒
﹁

独歩にとって明治四十年は凶兆とともにあけた︒三十九年秋︑出
生した因子ふみは産後の肥立ちが悪く間もなく死亡︑新春早々︑第

︿臼)

ぎない︒

何に巧に人間の事実を直写したからとてそれは一芸当たるに過

何にもがきて飛び出さんとするも能はざる比大自然︑事実中の
大事当面の真理現象に就ては何等の感想をも懐かない文人が如

悠久にして不可思議なる︑生死を吐呑する︑此大宇宙︑爾が如

て使ったのもそのようにゆえあることであった︒

過去となり︑時の流れの中に消え去ってしまう︒自己の肉体もまた
近い日に消え去ろうとしていることを知った︒あらためて有限なる
)
ロ
︿
人生のはかなさを実感する︒﹃議声﹄刊行にあたり旧作を序詩とし

れ︑力つきて敗れゆく自己の姿を予感した︒﹁要するに悉︑逝ける
なり!﹂冒頭の一行は当時の独歩の心情が反映している︒すべては

みな

時代を風光明婦な中園地方ですごし︑新聞記者︑田舎教師などの職
につき︑山林に自由を求め︑現実と闘った独歩はここに至り矢折

四文集の原稿が印刷所の火災にあい焼失した︒すでに肉体は結核菌
に犯され︑独歩社の経営はゆきづまっていた︒銚子に生まれ︑幼少

非公開
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すべては美しき自然の懐に帰ることを描きだそうとする︒﹁要する
に悉︑逝けるなり!﹂と歌う独歩その人もまた自然に帰る人であっ
た︒﹁古も暮れゆきしか︑今も又!/哀し︑哀し︑我こ﹀ろ哀し﹂
と独歩は涙を流す︒その哀しみを独歩は美しく狩情したのである︒
独歩の詩は稚拙であった︒しかし︑独歩にとって詩は全人生にと
っての生き方の問題であり︑詩を作ることによって内面的に深まっ

ていった︒独歩文学の真髄は︑詩に歌われた思想にあると言えよ

う︒その意味で独歩の詩は︑独歩文学の象徴と言ってもよいのでは
ないだろうか︒
注

編は﹃独歩遺文﹄初出という意味である︒

1
︿ )回
揖文等があるが︑学研版﹃国木田独歩全集﹄の本文による︒﹃独歩道文﹄の十一

抄

︿

︿

(4)

﹀小説﹁帰去来﹂
(2
﹀﹁歎かざるの記﹂明治二十七年十月六日
(3
小説﹁小春﹂
﹀小説﹁死﹄
(5
(6
﹀小説﹃牛肉と馬鈴薯﹂
(7) ﹃独歩道文﹄所収︒明治二十九年の執筆︒
8) ﹁歎かざるの記﹂明治二十九年十月二十六日
9﹀悶明治二十九年八月二十六日
(
ω
) 同明治二十九年十=月=十三日
(日)﹁図木田独歩﹂日本文学講座︑十七巻︑新潮社︒﹁明治三十六年の秋頃の作と党え
てゐる︒或る雑誌へ載せたもの﹂とあるが初出誌不明︒
(ロ)初出誌は不明であるが︑吉江喬松の記憶︑及び︑斎藤弔花の﹁情に厚かりし独歩
氏﹂(﹁新潮﹂追悼号)の思い出により﹃湾声﹄刊行前の作と忠われる︒
u﹁
不可思織なる大自然﹂
円
日
)
・ M・t﹀
附記引用は学研版﹃国木悶独歩全集﹄による︒

うな形で独立した一編の作品と見なすかについても︑ちょうど記紀

﹃若菜集﹄には五十二編︑﹃一葉舟﹄には五編︑﹃夏草﹄には二十一

歌謡の場合のように問題がある︒したがって︑右の百五十六編とい

るのに多少戸惑う場合もある︒また︑それぞれの﹁詩﹂を︑どのよ

藤村の創作詩は︑明治二十六年に発表された﹁別離﹂から同三十

良

五年に発表された﹁燈辺維興﹂(のち﹁姐辺﹂﹀まで︑長短およそ百五十

関

非公開

それらについての解説・検討はすべて省略する︒なお︑右のうち︑

私

う考え方︑数え方には若干の異論もあり得る︒しかし︑ここでは

詩

の場合も︑甲は劇詩だが乙は戯曲で丙は小品だというように判別す

村

六編ある︒ただし︑一般に作品の種類の判別には問題があり︑藤村

藤

8
7

収められなかった﹁逸誇﹂は四十二編︿あるいは四十一曹ということ

加えて三十七号が収められている︒したがって︑彼の詩集・詩文集に

編︑﹃落梅集﹄には三十六編量販﹃藤村詩集﹄の﹁落梅集﹂の部は﹁越辺﹂を

の時期に属する詩は︑﹃夏草﹄に収められた二十一一編を中に狭み︑

び初出未詳の詩一編が収められている︒すなわち﹃夏草﹄﹃落梅集﹄

除いては︑三十二年八月から三十三年六月までに発表された詩およ

集﹄には︑三十一年八月に発表された﹁緑の蔭﹂門のち﹁緑蕗﹂)一編を

に明治二十六年一月から二十七年二月ごろにいたる劇詩の時期︑同

分けることが可能かつ必要だろう︒﹃若菜集﹄以前の時期は︑さら

前の時期および﹃若菜集﹄﹃一葉舟﹄笥夏草﹄﹃落梅集﹄の各時期に

これらの百五十六編は︑﹁詩史﹂的には︑大まかに﹃若菜集﹄以

﹁さわらび﹂五編︑﹁うた﹄ね﹂五編︑﹁巴﹂三編︑﹁夏の夢﹂六編令

葉舟﹂十八編︑﹁秋の夢﹂九編︑﹁うすごほり﹂六編︑﹁若菜﹂六編︑

出総題﹁ことしの夏﹂九編︑﹁草影虫語﹂五編(ほかに短歌ニ縮図芝︑﹁一

るとも限らない︒特に藤村詩の場合は︑最初に発表された形が︑初

半月の距離を置いて)指示しているとは限らず︑制作の順序を示してい

ただし︑作品の初出年月がそれぞれの制作時期を(たとえば半月なら

また︑逸詩および﹁燈辺雑興﹂を併せて六十五編である︒

になる︒もっとも︑明治二十九年発表の﹁夏の夜﹂は︑その末尾だ
けが﹃若菜集﹄に収められているから︑それをも逸詩と見なせば︑

年七月から二十八年七月ごろにわたる︑いわば﹃若菜集﹄の持情詩

﹁新荷業﹂七編合一か月に連曹︑﹁壮年﹂七編︑﹁胸より胸に﹂七編︑﹁海

逸詩は併せて四十三編となる︒

への準備期とに分けるのが適当かも知れない︒この劇詩から持情詩

のこが︑ほとんどそれぞれの主題︑少なくとも標題の下に総括さ

れ︑構成され︑編集された上で公にされた群作であるから︑前に発

草﹂五編のように︑すべて九十八編︑すなわち全作品のおよそ三分

表されたグループ A の作品 aが︑後に発表されたグループB の作品

への転進が(かならずしも単純な転進ではないが)透谷の死に関わり︑透谷
の形成﹂(﹃文学﹂昭一八・三︑一九・5 に言及した︒それはともかく︑

の晩年の詩業や遺稿に影響されているらしいことは︑以前﹁藤村詩
﹃若菜集﹄以前の時期に属する詩的作品は︑劇詩三編︑浄瑠璃体の

というわけにも行かない︒(書き下ろし詩集である﹃夏草﹄の諸編をも群作と見

ような推測に基いて藤村詩の展開︑藤村における詩史をあとづける

なせば︑群作の比率は一層高︿なる J 現に三好行雄氏の﹃島崎藤村論﹄の

b よりも前に発想され︑形成され︑定着したとばかり推測し︑その

れた詩および初出未詳の詩一編が収められており︑この時期に属す

作品一編︑戯曲一編︑長編韻文二編を併せて︑すべてで二十八編で

る詩は︑逸等"を含めて五十七編ある︒﹃一葉舟﹄には同じ三十年五

ついて︑﹁シューベルトによる曲の発見は落梅集時代であっても︑

﹁詩人藤村﹂の章にも︑初出来詳﹃落梅集﹄所収の﹁海辺の曲﹂に

ある︒﹃若菜集﹄には︑二十九年九月から三十年三月までに発表さ

月から九月までに発表された詩が収められ︑この時期に属する詩は

作そのものは若菜集時代に制作されたとの仮定もなりたつと思う︒﹂

同じく六編である︒﹃夏草﹄は︑その後記によれば三十一年七月中
句から九月にかけて執筆した詩を収めた詩集であるらしく︑﹃落梅
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﹁桜の実の熟する時﹂は︑作者を恩わせる岸本捨吉の明治二六十年

で終っており︑﹁家﹂は︑同じく小泉三吉の明治三十一年夏の木曾

とある︒これは︑たまたま初出未詳の詩の制作時期についての説で

滞留の条りからはじまっており︑どれも作者の生涯の転機︑クライ

初めの関西への﹁漂泊の旅﹂への旅立ちで終り︑﹁春﹂は︑捨ロヰの

際︑私たちは︑発表された彼の作品についてのほぼ完墜に近い書誌

シスと思われる時期を素材あるいは主題とすることを故意に避けた

その年の夏の旅の終りからはじまり︑二十九年夏の仙台への旅立ち

を所有しているけれども︑しかし︑少なくとも私の場合は︑それら

形になっている︒そのことを別としても︑﹁家﹂﹁桜の実﹂はもとよ

の時点以前の作であることより以上を知り得ないとも言える︒実

の作品の一つ一つが︑いっ︑いつからいつまでに︑どのように形成

あるが︑初出が明らかな各編の場合も︑極一一育一目すれば︑それらが発表

され︑しかもそれらが互にどのように﹁動的に﹂かかわり合い︑か

ど描かれていないと言ってよい︒これらの事実は︑藤村とその文学

の︑生活者としての茄はともく︑詩人日作家としての営みはほとん

について考えるうえに︑きわめて示唆的ではなかろうか︒もちろん

り︑自身と﹁文学界﹂の人々の青春を描いた﹁春﹂でさえも︑捨吉

文学史を︑その深い層において辿り︑動的に︑有機的にあとづける

私たちの文芸との出会いは︑文献的︑考証的な﹁研究﹂を媒ちとす

らまり合っているか(あるいは︑いないか﹀を明らかにし︑明らかにはで

という試みを十分に進めていない︒したがって以下に記するところ

きないまでも可能な限り考え︑つまり︑藤村における詩史︑広くは

は︑そのような用意を欠いた場合でのいわば予測的な試論に過ぎな

べきではなく︑たとえ研究的なアプローチであっても︑自伝的﹁小

成事情などを知るに役立つだろう日記はもとより︑書簡のたぐいも

ゆる未定稿のたぐいがほとんど残っていないこと︑また︑作品の形

究的なアプローチには︑いくつかの困難がある︒その一つは︑いわ

とより︑﹃藤村詩集﹄の﹁序﹂から︑たとえば晩年の藤村文庫﹃早

き︑ありたい自己を語っていること︑しかも︑自伝的﹁小説﹂はも

もそうではなく︑むしろ自己を包みかくし︑ある自己よりもあるべ

事実を語っているかのごとき印象を与える藤村が︑実はかならずし

ければならないだろう︒しかし︑少なくとも︑一見自己を諮り︑

説﹂をインデキスとしての彼の作品の読解を試みることは慎しまな

いことをおことわりして置く︒

けっして豊富でないことである︒もう一つは︑藤村が事実に比較的

なお︑改めて断るまでもないことかも知れないが︑藤村詩への研

に忠実に︑クロノロジカルに回想を語り︑綴るタイプの文人ではな

かしきわめて畳富な︑三好民のいわゆる﹁若菜集時代のレゲンダ﹂

春﹄にいたるでま︑自身の詩だけについて︑も︑きわめて駿味な︑し

の執劫な紡ぎ手だったことは︑当面の主題である彼の詩の性格なり

いらしいことである︒もし彼の自伝的小説のたぐいが︑彼の行実
くれたら︑事情は多少違うかも知れない︒しかし︑周知のように︑

本質なりを考える上にもきわめて暗示的であるるこを確認しておく

を︑特に文人としてのそれを比較的に忠実に︑精確に叙述していて
彼の正系の自伝小説は︑執筆の年次や順序は問わないとしても︑

8
9

意味で︑素手で作品に取り組むように促がされているようである︒

なかった︒仙台や木舎や小諸など一連の可S
Ac‑]﹄々と︑その八静

に身を置く V生活のなかでは︑藤村の青春は八溢れる Vことができ

だったのである︒かれ自身のことばをかりると︑︿雑多な刺激の中

﹃夏草﹄までの約一年︑﹃夏草﹄から﹃落梅集﹄までの約半年︑この

もちろん私は︑﹃藤村詩集﹄の﹁序﹂のような﹁伝説﹂を一概に否

かなるところ﹀でしかそだちえない質の孤独なこころとが︑藤村の

持情詩の空白はなにを意品旅するのか︒藤村は東京で詩が書けなかっ

定し去ろうとするのではない︒たとえ︑その﹁序﹂が﹃若菜集﹄時

行情詩にはいぜんとして必要であった︒(中略)藤村の詩的主体は漂

ことが必要だろう︒どのような作品の研詑においても︑作品自体に

代に書かれたものでなく(もちろん︑あのような﹁序﹂をその時期に彼が呑き得

泊者の自己認識がなりたつ場所をつねに必要としたのである︒(中略)

取り組むのが︑その王道であることは改めて言うまでもないだろう

たはずはない﹀︑明治三十七年夏という時点における彼の﹁歌のわかれ﹂

藤村の行情詩は本質として︑爆泊者のモノローグであり︑仙台の孤絶

からいう八文芸の故郷﹀(﹁詩人藤村﹂参照﹀で︑藤村の持情詩は不可能

だったとしても︑それはそれなりに理解し︑評価すべきだろう︒ま

を典型とするような閉じた世界への自己放棄をまってはじめて表現

た︒現実との交錯のもっともきびしい生活の場で︑そしてまたみず

た︑作者が自身の作品に﹁自解﹂なり回想なりを加え︑特に﹁好ん

できる印象の絵であった︒中堅藤村の持情詩は︑仙台︑木舎︑小

が︑藤村詩の場合は︑﹁幸いにも﹂︑いわゆる﹁傍証﹂の不足あるい

で﹂それらを加え︑ふくらませている場合には︑作品をそれらのア

諸というかぎられた場所でしか創造されなかった︒﹃若菜集﹄と﹃落

は欠落のため︑また逆に﹁伝説﹂過剰のために︑私たちは︑二重の

クセサリーぐるみ享受するのが︑彼の読者としては従順な︑すなお

梅集﹄に︑質の差はあっても次元の差はない︒これは﹃若菜集﹄の

な行き方だろうと思う︒しかし︑文芸の研究は︑いつも作者の﹁自

と指摘されたのは︑卓見である︒それにいささか蛇足をつけ加えれ

基本的な方法を詩人︑がついに変革できなかったことを意味する o
﹂

解﹂という掌の上の舞踏だけであってはならないだろう︒それはし
ばしば︑そのようなご説﹂としての﹁自解﹂なり自己評価なりと

諸編の執筆の時期と︑さらに﹃落梅集﹄の時期との聞に︑それぞれ

て作品の発表という面で︑﹃若菜集﹄﹃一葉舟﹄の時期と﹃夏草﹄の

三十一年八月発表の﹁夏の夢﹂六編︑同年夏の﹃夏草﹄制作︑三十

九月発表の﹁夏の夜﹂および﹁草影虫語﹂五編(短歌を含めれば七綴)︑

たかも知れない)︑二十八年七月発表の﹁ことしの夏﹂九編︑同二十九年

(これは透谷の行情詩の模倣であると同時に︑同じ年の五月に自殺した透谷への悼持だっ

であったらしい︒また︑彼の好情詩は︑二十七年七月発表の﹁蝉﹂

ば︑明治二十六年における劇詩も︑その多くは関西﹁漂泊﹂の産物

の対決でなければならないだろう︒
前述のように︑特に藤村詩の場合︑作品の発表の時期・順序と制

約一か年の空白があることは︑やはり注目に価する︒この点をとら

作のそれとは必ずしも一致しないだろう︒にもかかわらず︑主とし

えて三好氏が︑前掲書の﹁詩から散文へ﹂の章で︑﹁﹃若菜集﹄から

9
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の作者二人とともに徴せられて作詞した﹁祝歌﹂で︑主体的︑内発

十九年二月発表の﹁新婚祝歌﹂が挟まっていることだが︑これは他

八年七月の﹁ことしの夏﹂と二十九年九月の﹁夏の夢﹂との聞に二

しうるのは︑ほとんどかならず夏である︒ただ一つの例外は︑二十

﹁空白﹂の後に彼が詩を公にする︑公にしはじめる︑あるいは発表

雑輿﹂:::のように︑数か月︑あるいは一か年︑あるいはこか年の

二年八月・九月発表の﹁新荷葉﹂七編︑三十五年六月発表の﹁燈辺

ば原心象風景が特に夏に結びついていたのかも知れない︒︿右の談話の

しい気分に浸ることがあります﹂とあるように︑幼少時代の︑いわ

て︑何を見ても珍しく︑何を見ても驚きの穏であったあの頃の初々

に︑狐火などを望んで︑珍しがった郷里の幼年時代をよく恩ひ出し

期をそこに送ったので︑自分としては永久に忘れがたいなつかしい
処です︒今でも夏の夕方などになると(中里山々の遠い傾斜面の中

に﹁そんな山村ではあるが︑一生に二度と来ない九才位までの幼年

であることもひろく注目されているが︑同時に彼が農村的風土に根

おいたが︑また︑彼が近代詩史上﹁海﹂のイメージを開拓した詩人

﹁島崎藤村￨藤村詩の自然￨﹂ハ﹁国文学﹂昭三七・一一)などに注意して

る︒藤村が川に寄せる人生詠歎の詩人であり︑それが彼が木曾川べ
りに生まれ育ったことと無関係でなかろうということは︑たとえば

集﹄以来の伝統とはいささか異なり︑けっして少なくなさそうであ

も量においては︑藤村詩における﹁夏﹂の詩の占める量は︑﹃古今

も︑その質はともかく︑またなぜかという理由はともかく︑少くと

に分け︑その比率をたしかめる余裕はないが︑前述したところから

ひさごママ

的な創作とは見なしにくく︑その意味では︑彼の詩は︑一つの例外

﹁狐火﹂は︑﹃若菜集﹄期の第一作﹁互の夜﹂の国田頭﹁狐火逮き立の夜は/車問駆をはたる西
風の/賎がふせやの片腐﹂という﹃二十四孝﹄と﹃太閤記﹄をミックスしたような句に生
かされている J ここでは彼の行情詩のうち︑四季にかかわるものを季

もなく︑夏に公にされている︒﹁文学界﹂創刊の前年である明治二
十五年においても︑彼は︑その時期の代表的な業績である訳詩﹁夏

f
τ ︿﹀を七月から九月にかけて︑また処女創作﹁故
草﹂(グイナスと7
人﹂を八月に公にしている︒ひらたく一言えば︑彼は︑彼自身︑たとえば
談話﹁私が筆を取る時﹂に︑﹁私は夏が一番よく物が書けるように思
はれる︒百姓なんかが働く時も夏のゃうであるが︑我々が筆を執る
時もやはり夏の方がいいらしい︒︿中略﹀﹃破戒﹄は別であるが︑﹃春﹄︑
﹃新生﹄︑﹃家﹄にしても︑みんな夏にばかり書いたものである︒﹂と
語っているように︑夏に強く︑夏に蘇るタイプの文人だったらし

ざした﹁夏﹂の詩人︑﹁夏﹂の自然の活力と交響し︑それを讃仰す

い︒それが何にもとづいているかは︑もちろん判らないけれども︑
単に教師を業としていたという習性だけでなく︑彼の生理なり︑心

とえば﹁夏の夢﹂の﹁緑の蔭﹂の作者だったから︑﹃破戒﹄以下の

る詩人だったという仮説も成り立つかも知れない︒そのような︑た

創作シリーズにも﹁緑蔭叢書﹂の名を与えたのかも知れない︒

んでいたのは事実だろう︒それは︑右の談話が暗示しているように
農村人の習性かも知れず︑寒暖の楚の劇しい山国の育ちということ

性なりの中に︑何か夏に活力を得︑自己を回復するような傾向が潜

に根ざしているのかも知れない︒あるいは︑談話﹁故郷を思ふ心﹂
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も中路)自己を旅人に擬する詩的主体がなりたっために︑仙台と東

荒野の漂泊が詩的仮構に過ぎぬのは自明だろう︒午睡それにして

活の不在はありえない︒﹃草枕﹄はあくまでも青春の虚像であり︑

村はいうまでもなく地上の生活者であり︑そのかぎりにおいて︑生

旅人になぞらえる観念の劇とともにあった︒(中堅教師としての藤

﹁詩人藤村﹂の章でも︑﹁若菜集の詩人にとって︑詩の発見は自己を

指摘は︑くりかえしになるが︑きわめて重要である︒氏は前掲書の

見なし得る仙台・木曾・小諸でしか書かれなかったという三好氏の

た︑﹁生活﹂の現実と相渉らない﹁閉じた世界﹂︑自己を﹁旅人﹂と

それはともかく︑藤村詩が東京で制作されず︑成立し得なかっ

ッセイと詩とにおける﹁猿﹂のイメージについては後に触れるが︑

の﹁壮年﹂﹁榔子の実﹂あたりまで断続・明滅している︒藤村のエ

レートな形象化であり︑それは詩の範囲だけに絞っても︑﹃落梅集﹄

﹁ことしの夏﹂の﹁木曾川の猿﹂などは︑この﹁捨子意識﹂のスト

う小品から読み取れると思う︒﹃若菜集﹄以前の持情詩を代表する

に﹁故人﹂ H主人公のアイドルあるいは主人公自身を見いだすとい

の原型︑その後の彼の文学の方向を暗示する何かは︑この﹁捨子﹂

と強弁するつもりは少しもないが︑しかし︑彼の意識なり心情なり

はここで処女作にその文人の可能性のすべての芽が内包されている

してはあまりに模倣の目だつ︑短い︑お粗末なしろものであり︑私

八月発表の処女小品﹁故人﹂である︒﹁故人﹂は世評の通り︑創作と

し紀行﹄の富士川の条りをオーバラップさせたのが︑明治二十五年

品の下敷きにしたのは︑一つには︑そこに﹁猿を聞く人﹂と﹁捨子﹂

彼が﹃野ざらし﹄の富士川の段に格別に心を惹かれ︑それを処女小

京の空間的距離︑ということはつまり詩人の八心の宿Vと現実との
い︒﹂と説いていられる︒たしかに︑藤村詩は︑虚構の︑しかし自身

主体的な距離が必要だった事実を指摘しておくのは無意味ではな
ではそれを信じようとし︑おそらく信じ得た﹁漂泊者のモノローグ﹂

受け持っているのは︑この﹁捨子意識﹂であり︑それゆえに彼にと

己の分身に﹁岸本捨吉﹂の名を与える藤村文学の︑いわば低音部を

がされて︑彼は関西に︑また東京に︑信州に﹁旅﹂した︒彼が自身

を取り合わせた勾が掲げられていたからではなかったか︒やがて自

を﹁漂泊者﹂ H巡遊伶人と信じようとし︑そうふるまおうとしたの

って︑木曾はハあるいはそういう意識を目ざせさせ︑煽 P立てる場だったかも知れな
い
が Vともかく︑仙台や小諸のような﹁生面﹂の地は︑まさに彼にふ

であり︑現実的な﹁生活﹂の要請(もあったには違いないが)より

は︑直接には明治学院時代の東西の詩文なり詩人・文人の伝記なり

ったかも知れない︒なお︑彼の﹁捨子意識﹂についての私見は︑コ一

さわしい安住の地であり︑自己回復︑少なくとも自己確認の場であ

も︑むしろ︑彼の詩的︑観念的な意匠︑あるいはダンディズムに促

の﹁学習﹂︑模倣の結果であり︑さらには照尺の師透谷の影響だろ

詳しく記しておいた︒

好氏編﹃島崎藤村必携﹄所収の﹁家lまぼろしの三部作l﹂にやや

うが︑しかし︑彼の﹁漂泊者﹂という虚像は︑大根のところでは︑
て形づくられたのではないかと思う︒その﹁捨子意識﹂に﹃野ざら

私のいわゆる﹁捨子意識﹂あるいは﹁家﹂からの疎外者意識を核とし
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藤村は︑さきに引いた﹁故郷を思ふ心﹂の中で︑﹁人聞は極く幼い

とえば西行・芭蕉・李白・杜甫・ゲエテ・パイロンあるいは透谷な

無あるいは強弱のほうだろう︒藤村における﹁旅人﹂の意識は︑た

ない︒しかし問題は︑階級の上下よりも︑上下を意識する意識の有

ピ lプル﹂意識もからんでいたかも
あろうが︑そこに﹁ロ lアl ・

どに学んだ﹁詩人﹂意識だろうが︑それはアウトサイダー意識でも

の生涯︑成長してから起こって来る色々な傾向も︑その芽は既に八
っか九つの幼年時代に蔵してゐるのではあるまいか︒(中略)自分の

少年の時代に既にその生涯の路がきまるのではあるまいか︒自分ら

郷里がどんなに田舎で︑どんなに石ころの多い土地であっても︑そ

伝・評論︑たとえばそのことと彼の文体・表現とのかかわりを指摘

心のひずみは︑彼の作品にも表白されており︑また彼についての評

数え年十歳で上京し︑おおむね他人の家に寄食して育った藤村の

知れない︒

ている︒この述懐も一つの仮説に過ぎず︑私たちの性向・気質を形

涯に及ぼす郷皇の影響を軽々しく思うわけにはいかない︒﹂と語っ

した伊藤整氏の﹁藤村の発想方法﹂などにも指摘されているから︑

て考へられない位密接な関係のあるものであって見れば︑自分の生

こに自分の幼年時代があり︑その記憶が︑周囲のものから引き離し

成するほとんど無限に多様な契機の一つに過ぎないだろうが︑しか

ックスなり違和感なりをどうしても拭い切れず︑都会人以上に都会

ここでは賛雪国しない︒要するに藤村は地方出身者としてのコンプレ

地方人以上に地方的であり﹁質撲﹂であろうとする行き方との問を

的であり︑ハイカラであろうとする行き方と︑やや誇張して言えば

え彼が生まれた時には父は戸長に就任していたにせよ︑やはり彼の
人がら︑考え方︑感じ方を形づくるなにがしかの契機ではあったろ

し︑彼が街道沿いの本陣・庄屋・問屋の家に生まれたことは︑たと

う︒少なくとも︑彼は走馬燈のように﹁行き交ふ﹂旅人を相手とす

うな地方の小都市(仙台は小都市ではなく︑小諸は小都市でさえないかも知れない

幅ひろく︑劇しく揺れ動きながら︑結局は︑仙台なり小諸なりのよ

は︑仙台・木曾・小諸を現実の﹁生活﹂︑言いかえれば﹁小説﹂的世

が)に﹁親和力﹂を感じ︑そこで蘇生し得たのではないか︒三好氏

る家に育った︒また︑彼の﹁家﹂には︑旧家 H本陣としての誇りが
し︑彼らに仕える立場におかれている人間だけが持つある種のコン

伝承されていたことはもちろんだが︑同時に﹁高貴の方々﹂に接
プレックスも揺曳していたかも知れない︒馬場孤蝶の回想﹁若かり

るようだが︑それだけでなく︑﹁森の都﹂仙台なり﹁岩石の間﹂の

小さな町である小諸なりは︑木管谷に生まれ育った彼の原体験・原

界である東京から隔離された藤村﹁詩﹂的世界の温床と見ていられ

風景のごときものの開花にふさわしい場でもあったのではないか︒

し日の藤村君﹂によれば︑藤村は︑ある日﹁僕などは︑馬場君とは

る︒孤蝶はそれについて孤蝶一流の所感を述べているが︑それはと

ピ lプルから出たものなんだからね﹂と語ってい
僕はロ￨ア l ・

﹁草枕﹂の﹁心の宿の宮城野﹂という表現も︑十歳以後の彼にとっ

大変生ひ立ちが異ふ︒君は中流以上の階級に生まれた人なのだが︑

もかく︑この藤村の述懐は︑あるいは士農工商ということかも知れ
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事実にかかわっていると思う︒あまりに常識的な次元での論で恐縮

て︑東京がけっして﹁快適な生活﹂の場でも安息の場でもなかった

の踏襲でしかない︒もちろん︑﹁旅情﹂において﹁小諸﹂﹁佐久﹂を

な場の設定のための具であるか︑でなければ文字通り﹁歌枕﹂意識

いわば新しい﹁歌枕﹂の列に加え︑﹁寂家﹂﹁旅情﹂において︑いさ

をすることになるかも知れないが︑﹁寂家﹂の冒頭﹁岸の柳は低く

さか﹁浅間の麓﹂らしい︑高原の自然を写したことは評価すべきだ

して/羊の群の絵にまがひ/野欝殺の幹は埋もれて/流る﹄砂に跡

だけれども︑彼が仙台でもっとも幸福だった理由の一つは︑ひらた

しかし︑藤村詩は︑写実主義的ないし写生的な意味での自然詞詠

もなし﹂のように︑日本の高原をラスキンの﹃現代画家論﹄をフィ

く言えば﹁秋の自然﹂が美しく︑﹁秋の実り﹂が美味であったから

詩ではない︒彼の旅情詩︑たとえば﹃若菜集﹄の﹁草枕﹂や﹃落梅

ルターとして︑たとえばスコットランドの田園風景に置き換えてみ

ろうが︑それらで彼が果たし得たのは︑文学史的にないものねだり

集﹄の時期の﹁寂家﹂﹁旅情﹂ハ小諸な主同械のほと￡﹁一小吟﹂♀曲川旅

るというような作業だったようだ︒彼は︑﹃詩集﹄の﹁序﹂に﹁自

も知れない︒

いないではないが︑前者の秋・冬・春の自然は︑いわば世界観文学

情のうた﹀などには︑彼の実見した風景らしいものが若干うたわれて

然はふた﹄び新しき色を帯びぬ﹂というような体験を体験したかも

ことか︑でなければ右のように西欧の文芸の影響下に伝統的な自然

における象徴であり︑後者では叙景は叙情のまくらでしかないに近

像を修正ないし変形したことであって︑けっして︑具象的な自然に

な︑いわば汎神論的な自然のとらえ方を学び︑あるいは見いだした

き﹂︑﹁おえふ﹂に﹁水静かなる江戸川の/ながれの岸にうまれい

菜集﹄の﹁懐古﹂に﹁野の烏ぞ暗く東路の/碓氷の山にのぼりゆ

直面したことではない︒彼が明治三十年に公にした小説﹁うた﹀

知れないが︑それは自然一般を生の根源とも象徴とも見なすよう

で﹂︑﹁天馬﹂に﹁奇しきためしは箱根山﹂﹁さみしき芦の湖の﹂︑﹁松

ね﹂の﹁はしがき﹂の﹁かりそめに自分が試みてゐる歌のしらベも

い︒一般に藤村詩の自然は︑心象風景的ないし概念的︑観念的︑抽

島瑞巌寺に遊び葡萄票鼠の木彫を観て﹂に﹁舟路も遠し瑞巌寺/冬

と﹄のはないのに︑なぜ筆を物語に染めたとの問もあった︒実はし

象的で︑たとえば﹁木曾川の猿﹂に﹁南木曾が獄を夜越えて﹂︑﹃若

まで迷ひきぬ﹂︑﹁晩春の別離﹂に﹁または名に負ふ歌枕/波にちと

遁議の心なく﹂︑﹁草枕﹂に前出の﹁夜白河を越えてけり﹂﹁宮城野に

意義については︑一ニ好氏の前掲書や岩波書庖版﹃座談会明治文学

ないのです﹂の﹁歌﹂ H﹁人物画﹂︑﹁物語﹂ H﹁景色画﹂という比犠の

ばらく人物画の筆を措いて景色画を作ろうと思った若い商工に過ぎ

のゆふまぐれ﹂︑﹁農夫﹂に﹁見よゆるやかに行く水の/流れは深き

﹁人物画﹂であり︑自画像だった︒そして︑この具象的な自然像の欠

史﹄の勝本清一郎氏の発言を参照されたいが︑藤村詩は︑つまりは

せの色映る/明石の浦のあさぼらけ/松万代の音に響く/舞子の浜

など︑いかなる固有名詞をよみ込もうと︑それらは結局は叙事詩的

利根の河﹂︑﹁寂家﹂に﹁白波高くわだつみに/流れて下る千曲川﹂
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と言えないだろうか︒少なくとも藤村の場合︑現実の自然なり風景

への讃嘆の欠如こそ︑きわめて藤村的︑あるいは農山村人的な傾向

如︑あるいは自然の発見︑自然への驚きのごときもの︑現実の風景

抄﹄なりの代表作と見なしているような詩にはなかったのではない

は︑やはり持情詩︑少なくとも私たちが﹃藤村詩集﹄なり﹃藤村詩

糸口の一つとして︑藤村の本質的な︑意識的な︑時に潜在的な志向

引用したように﹁かりそめに自分が試みてゐる歌﹂とあることとを

に価すると思う)︒また︑小説﹁うた﹄ね﹂の﹁はしがき﹂に︑右に

か︑ということである︒だから彼は︑後に山村魯鳥の詩集﹃三人の

いか︒︿その意味では︑私たちが普通に用いる︑行動する︑﹁対象﹂

処女﹄の序に﹁情人を愛するごとく︑私は詩を愛し︑情人に別る﹄

なりは︑新鮮な感動を与える﹁対象﹂ではあり得なかったのではな

れない J それゆえに︑その意味での自然を改めて︑あるいは新た

に働きかける﹁主体﹂のあり方も問題にしなければならないかも知

ば︑なぜ︑彼はかくも多くの詩を︑﹃一事舟﹄以下をかりに惰性と

の親しんでいる︑いわゆる藤村詩に向かっていなかったと仮定すれ

ての生を生きたのではないか︒では︑彼の志向の本すじが︑私たち

ないか︒時代のずれがあるのでいささか比倫を失する嫌いがあるけ

ごとく私は詩に別れた︒﹂とも記し得たような︑そういう文人とし

れども︑彼には︑都会人高村光太郎の受けた﹁あれが阿多多羅山︑/

の間いには︑いろいろな答え方があり得ょう︒しかし︑私は︑やは

見なせば︑少なくとも﹃若菜集﹄五十二編の詩を制作したのか︒こ

のような﹁スタディ﹂の手間暇をかけ直すことが必要だったのでは

あの光るのが阿武隈川﹂というような感動なり衝撃なりを自然・風

に認識し︑把握するためには︑﹁雲﹂なり﹁千曲川のスケッチ﹂なり

長から受け得る条件がはじめから欠けていたのではないか︒

な二︑三の見通しを略記して責めを塞ぐことにする︒まず指摘して

時代午睡で私は同期生の戸川秋骨君と寄宿舎に小さな机を並べて

﹁私達が初めてダンテを知ったのはもう三十年前︑明治学院の学生

の影響を強く受けたのと同じように︑談話﹁ダンテ六百年祭﹂に

い劇詩人として出発したこと︑あるいは︑ルソlの﹃告白﹄その他

置きたいのは︑﹃若菜集﹄以前の彼がかならずしも持情詩人ではな

初めて﹃神曲﹄の英訳を買って来たものです︑曲りなりにもとにか

りその主要な動因は︑彼が本来浄瑠璃・歌舞伎などにも無関心でな

く︑﹃落梅集﹄以後の彼がふっつりと詩から足を洗ってしまったと

く通読して実に立派なものだと嘆賞したことですが︑然し本当に解

藤村詩とは何かという主題に取り組めないでいるうちに与えられ

いう周知の事実と︑初出総題﹁うた﹄ね﹂の﹁序詩﹂を改作・転用

ったかどうか疑はしいものでした︒北村透谷君の亡くなった時分か

た紙数が尽きてしまったので︑以下︑その主題への糸口となりそう

べき/うた﹄ねのゆめのそらごと﹂と述べていること︑(この﹁序

のを本当に読み返すことになり︑こ﹄に求めて得たものがルネツサ

ら私達の﹃文学界﹄に一転機が来て︑今迄い﹄加減に読んでゐたも

した﹃若菜集﹄の﹁序詩﹂に︑自身の詩が﹁おほかたはかみですつ

たへるうたは﹂であることは︑後述するところと関連があり︑注目

詩﹂の官頭﹁こころなきうたのしらベは﹂の原詩が﹁をとめごのう
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ょうど長歌から反歌が生まれ︑その反歌が独立して長歌が衰類した

劇詩から﹁野末ものがたり﹂プラス﹁小町物狂ひ﹂へ︑さらに︑ち

していたことにあったのではないかと思う︒﹁悲曲琵琶法師﹂以下の

ンスの思想で﹂とあるように︑﹃神曲﹄のような世界観文学を目ざ

の﹂﹁波にうきねのかもめどり﹂をうたった歌だが︑﹁かもめ﹂にわ

訪いを待つ少女の口吟みと解される︒第二﹁かもめ﹂は﹁情の海

何をかこひし人の世に/流れて落つる星一つ﹂だが︑これは恋人の

のさみしさに/ゅうベの空をながむれば/雲の宿りも捨てはてて/

が身をなぞらえた女の独唱と読めないことはない︒狂える﹁オフエ
リ〆ゲチすぎ

リヤの歌﹂︑﹁春﹂によれば青木駿一(モデルは透きが﹁花束のかはり

ように︑その﹁ものがたり﹂の部分が蒸発した形の﹁歌反古﹂へと
いう藤村詩史のが恥を辿って行くと︑少なくとも﹃若菜集﹄時代の

か︑梅川か︑重の井か︑お夏か︑直ちにこれ日本の女性なりと言ふ

性なりというべき特性特色の︑かのへルマン︑マイステルと異なれ
るところはいづれぞ︒(中略)あ﹀シヤアロッテ︑(中略ア夕顔か︑小春

出則するの番﹂)には︑﹁あ﹄エルテル︑(中略)然らば直ちにこれ日本の男

八年五月発表の﹁柳か思ひを述べて今日の批評家に望む﹂(のち﹁友に

﹃マンフレッド﹄の﹁マンフレッド一節﹂を思い浮かべ︑明治二十

テル﹄の﹁ミニヨンの歌﹂︑﹃ハムレ vト﹄の﹁オフエリヤの歌﹂︑

思わざるを得ない︒彼は遠く﹃ハムレット﹄を︑﹃フアウスト﹄を︑
﹃マンフレッド﹄を︑近く﹃蓬莱曲﹄を︑﹁於母影﹂所収の﹃マイス

詩編は︑彼がついに実現し得なかったいくつかの﹁まぼろしの劇詩﹂
の駅匹︑いくつかの﹁まぼろしの神曲﹂の第何歌ではなかったかと

ルフランの典拠は﹁ミニヨンの歌﹂のそれだが︑その典拠を陪音と

詩だが︑この﹁君﹂は女性が男性に呼びかけているのだろう︒この

あり:・:の姿して/君と行かましかの泉﹂をルフランとするこ節の

とは言うまでもない︒第五﹁新泉﹂は﹁知るや君かしこに湧ける泉

人は今いづこ/心を糸により初めて/涙ににじむ木綿縞﹂にはじま

しの歌姫のうたうにふさわしいところはある︒﹁竣の音を聞くべき

世に出でて﹂から詩人の素顔が透けて見える詩だが︑これもまぼろ

った詩で︑第二部の﹁ゆめと知りせばなまなかに/さめざらましを

第三の﹁昼の夢﹂は﹁をとめご﹂の﹁白日夢﹂を懐しむ思いをうた

の歌﹂は実は聖地巡礼の唄なのだから︑まぼろしの舞台のアリア

に白い帖子を振って︑清しい声で歌ひ出した﹂狂える﹁オフエリヤ

べき特色の︑ピイナス︑ピイトライス︑マアガレツトと異なれると

る第四﹁竣の音﹂が機を織る娘の歌︑明治の﹁子夜呉歌﹂であるこ

は︑かならずしも一人称独自体でなければならないわけではない︒

ころはいづれぞ︒﹂とその時点での自身の模索する方向を暗示して

つまり︑﹁草影虫語﹂五編のどれを取り上げても︑それは日本の﹁舞

姫﹂エリス︑日本の﹁歌姫﹂アヌンチヤタが︑幻想のステージで歌

して思い浮かべなくても︑口調のばしばしが女のそれなのである︒

うにふさわしい歌なのである︒そして︑そのことと︑彼がほとんど

いる︒﹃若菜集﹄時代の第一作﹁夏の夜﹂は母と子の対話で︑その結
ニチュアのアリア化の例だろう︒同じ月に発表された﹁草影虫語﹂

びの子の歌の部だけが﹃若菜集﹄に収められたが︑これも劇詩のミ
五編の第一﹁流星﹂すなわち﹁門にたち出でたyひとり/人待ち顔
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ひしうた﹂﹁其七蓮花舟尼をしたへる僧の蓮の花の池のほとり

にありてうたひしうた﹂のようなシチュエーションの設定の消滅に

六いきわかれ人妻をしたへる男の山に登り其女を望み見てうた

おいてハそういう注記の有無よりも︑そういう質の作品かどうかが問題だが﹀早くも

かたくななまで七五調に固執したこととの聞に何らかのつながりが
う側面から光を当ててみることができないだろうか︒﹃若菜集﹄の

ありはしないか︒また︑彼の七五調から五七調への転向も︑そうい
詩に﹁うすごほり﹂(のち﹁六人の処女﹂)をはじめ︑いわば詩人が

かも知れない︒また︑劇詩への挫折︑彼の詩における真の意味での

藤村の内面に﹁歌のわかれ﹂が粛し初めていたと解することも可能

へんじよう

いては先人に一︑ニ説があり︑私には私の考えもあるが︑それはそ

女人に変生した形の詩が多いことは言うまでもなく︑その理由につ

なお︑以上に述べたところは︑もっぱら劇詩的な水脈に偏ったよう

ども藤村とその作品の本質にかかわる重要なメルクマールだろう︒

だが︑それに重なる形での世界観文学ふうの水脈の端的な表われと

対話の欠如︑それを補償するかのごとき装われた対話形式の頻用な

える詩が実は劇詩性を喪失していることについては︑越智治雄氏の

しては︑﹁こひぐさ﹂九編︑﹁うすごほり﹂六編︑逸詩﹁四つの袖﹂

ニチュアであることはひろく知られており︑また︑一見劇詩風に見
﹁﹃四つの袖﹄の周辺﹂門﹃言穏と文芸﹂第十三号昭三五‑一一﹀に︑﹁それは

などが挙げられよう︒

れとして︑﹃若菜集﹄をピ lクとする彼の持情詩が︑時に劇詩のミ

もはや劇ではない︒互に他の歌と呼びかわすことがない以上︑それ

はじめに触れておいたように︑彼の詩は一編の詩であり︑また多

らは独自と呼ばれてもよい︒だから﹃二つの声﹄ 2 九・一OVという

くは初出総題ご寒舟﹂(その中に﹁こひぐさ﹂九編が含まれてい

この構成 1解体￨再構成の問題について︑越智氏は︑前掲の論文に

どの生まれた理由も理解できよう︒﹃若菜集﹄の後半の時期にも対

おいて︑﹁﹃若菜集﹄ハ中堅の構成には不可解な部分がある︒ハ中喧だ

ような︑二つの意識を平行させるような手法︑﹃天馬﹄(三 0・一)な

ら二種類の性格を予想することは困難なのであって︑いわば割りぜ

から︑この構成の意味は不明というよりほかないが︑ともかく︑そ

る)︑﹁うすごほり﹂のように構成されており︑それがさらに解体さ

りふでしかない︒﹃こひぐさ﹄などのように役を演じわける興味を

れが﹃こひぐさ﹄の構図を完全に寸断していることは疑いがない︒

れて︑異なるプリンシプルで一巻の詩集として再構成されている︒

さえ作者は失っているのであり︑﹃若菜集﹄の後半期にむしろ独自

たぶん作者は︑編集にあたって︑もとの構図を故意にくずしたので

0・三﹀等の連作の姉と妹がそうだが︑形は対話であっても︑これか

的傾向が強いのである︒﹂という指摘がある︒が︑この氏の説を裏

ある︒そして︑この詩集の全体は︑冒頭の十数編と巻末の﹃深林の

話から成る作品はある︒﹃深林の誼遁﹄の山精と木精︑﹃暗香﹄(三

ろしのドラマの部分ハあるいは破片﹀だったとも言えるのではなかろう

遁蓬﹄会5 ・三﹀の明るさを基調としており︑あの暗い部分は︑その

返せば︑それらの﹁独自﹂なり﹁割りぜりふ﹂なりは︑やはりまぼ
か︒あるいは︑氏の説をふまえて︑たとえば﹁こひぐさ﹂九編の﹁其
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る意図的な(またはそうでない)冬の部の欠如に注目しておきたい︒
かな
藤村詩における女性への変身の理由︑それにからむ仮名︑女こと

た﹃若菜集﹄における春←夏←秋という構成︑そういう構成におけ

光の中に包みこまれている︒そうすることが﹃若菜集﹄を完成しよ
うとする作者の心境にもっともふさわしかったに違いない︒﹂と説
いていられる︒この点については︑さらに詳しく考えなければなら

ば︑やまとことばの用い方︑﹃落梅集﹄における妻フユの完全な不
在︑また︑藤村詩に特徴的な動物のイメージの問題などについて

フォンテ lヌのミニチュアかも知れないが︑彼の﹁馬﹂も﹁猿﹂も
﹁鶏﹂も︑あるいは﹁鷲の歌﹂の﹁鷲﹂さえも︑っきつめて言えば木

﹁夏草﹂すなわち﹃グイナスとアドニス﹄の強い影響に基くだけの
ことではないだろう︒彼はある意味では動物寓話詩人︑いわばラ・

は︑ついにほとんど言及し得なかった︒しかし︑最後の問題につい
てのみ二雷同すれば︑彼が﹁馬﹂の詩人として注目されているのも︑

ないが︑おおよその見当だけを記せば︑少なくとも﹃若菜集﹄は︑
﹁おえふ﹂から﹁酔歌﹂までが春︑﹁暗香﹂から﹁母を葬るうた﹂ま
でが別離・哀傷・挽歌︑﹁流星﹂﹁夏の夜﹂﹁昼の夢﹂あたりが夏︑
﹁懐古﹂以下が秋というくらいの部立が軸になっているのではなか
ろうか︒たしかに諸家に︑たとえば石田肇氏の﹁千曲川旅情の歌﹂
(三)￨藤村詩集との関係￨(﹁滋賀大国文﹂第五号昭四三・乙に指摘され
ているように﹁若菜集における和歌的世界の退潮﹂は事実だが︑少

私は藤村詩の全体としての︑また︑それぞれの詩の︑あるいはそ
ない︒しかし
れぞれの祭り匂なりの美質を論じ

曾谷の本障の家に生まれた彼のいわば原体験︑原風景のごときもの
に根ざしいるように恩われるのである︒

ここではそこまで及び得なかったのである︒

なくとも﹃若菜集﹄の構成は︑なお勅撰歌集の部立の伝統にいささ
かつながっているところがある︒あるいは︑そういう行き方の根底
に︑談話﹁五回が生涯の冬﹂に﹁普から︑克くこの人生を四季に別け
る︒タムソンの詩にも﹃四季﹄と言ふのがある︒又︑現に︑坪内博
士の﹃人生四季﹄なども此の別け方を用ひ︑少年は﹃春﹄︑青年は

TREE

﹃夏﹄としてある︒﹂と言うような︑いわば﹁人生四季﹂的な想念を
置いて解すべきであるかも知れない︒いずれにせよ︑﹁再構成﹂され

警詩

豊

例は珍らしい︒その原因が単純なものでないだけに︑賛否両論を援

啄木詩をめぐる鑑賞と評価ほど多くの問題と疑問点を残してきた

は啄木の詩的経歴とその反省が批判的に語られ︑後半六節では新ら

は大きくニつに分けてニ章十三節として考えるべきだ︒前半七節で

文芸﹂欄に七団連載された︒七回が七章というよりも︑内容面から

しい詩精神に基く﹁食ふべき詩﹂論が展開されている︒この後半が

と何等の間隔なき心持を以て歌ふ詩といふ事である︒︿略﹀然く

両足を地面に喰っ付けてゐて欺ふ詩といふ事である︒実人生

ぢペた︿

ではなかったか︒私はその根本にたちかえったところで︑彼の詩魂

人達が二三年前に感じた詩精神を﹁今始めて切実に感じた﹂ことを

いたからである︒この第一節の末尾で︑啄木は口語詩運動に投じた

運動の新らしい詩精神を自分のものとした彼の確信が支えとなって

る︒それは現実生活に立脚した自然主義詩論の確認であり︑口語詩

と︑﹁である﹂で結んだ断定的な確信に満ちた表現で説きはじめ

かんが︿もつしか

を探るために︑彼の詩論とその実践としての詩そのものを中心に︑

て詩論﹁食ふべき詩﹂

関する諸説については最小限度にとどめて触れることになろう︒

ものの鑑賞と評価が中心となり︑詩論と実作との密度をはかるとこ
ろから問題や疑問点を明らかにしたいので︑従来の諸家の啄木詩に

我々に﹁必要﹂な詩といふ事である︒

もい

として︑その欠落を補う論が再生産され︑それぞれの深まりをみせ

n・
ωtu・7﹀がある︒この詩論は﹁東京毎日新聞﹂第一面の﹁毎日

啄木のまとまった唯一の詩論に﹁弓町より(食ふべき詩)﹂︿明治必‑

見

本論であり︑前半はその前提となっている︒まず︑啄木詩観の根本

て

ながらも結果としては駿昧さが残った感が深い︒それをすべて啄木
詩の責任に帰してしまうのは酷というべきだ︒ともあれ︑啄木が

を

的転回を示す本論を叙述順に論じていこう︒

め

魂
実
作
と

﹁何等かの成心を有ってゐては可けない︒﹂ハ食ふべききと詩人に戒め

そ
の の
詩

啄木は﹁食ふべき詩﹂の意味を説明して︑

木

た態度こそ︑啄木詩を鑑賞・評価する者にとって一番心すべきこと

はじめに

啄

素朴に論じてみたいと思う︒従って小稿では︑啄木の詩論と詩その

9
8

eこの点からも︑第一節を踏まえただけ

る︒其等は一種の卑怯でなければならぬ︒
と痛烈に反論する︒﹁あ﹄淋しい﹂の実感と真情をごまかして﹁あ
な寂し﹂とわざわざ文語で表現しようとする詩精神を啄木は卑怯だ

態である e︿賂)﹁あ﹄淋しい﹂を﹁あな淋し﹂と言はねば満足
されぬ心には︑無用の手続があり︑回避があり︑胡麻化しがあ

で自然主義の導入によって﹁根本的革新﹂を計った立場の追認であ
る︒かれの創意になる詩論ではないよ菌防望久太郎氏﹁啄木文学の方法﹂昭
と論じた趣意には微妙な点で抵抗を感ぜずにはいられない︒

で︑﹁それは相馬御風が﹃詩界の根本革新﹄(﹁早稲悶文学﹂(明治 4・3)

ためらわずに告白している

御風の詩論を踏まえた点があったことを指摘するのは新見として拝
聴したい︒しかし︑﹁かれの創意になる詩論でない﹂と︑ここで決定

自らが詩を否定するという自滅的論理を示すものだと反論する︒そ
れは有明の﹁日本詩の発達せざる理由﹂門﹁新声﹂明ω・るや﹁詩壇の近

詩人を特別視・特別待遇することの誤謬を衝き︑同時に︑その蕪雑
とされる日常語によって生活している詩人をも含めた現代日本人の
感情それ自体が︑詩とするには蕪雑であるということになり︑詩人

第三節では﹁現代の日常語は詩語としては余りに蕪雑である︒混
乱してゐる︑洗練されてゐない︒﹂という批評に対して︑彼は詩と

日においても新しい意味を持つし︑そこに口語詩運動を越える啄木
の創造活動の諸契機があったと思う︒この自覚が﹁食ふべき詩﹂の
結論を支えているのだが︑今は後述するよりあるまい︒

精神を止揚する︒﹁判断H実行H責任﹂という主体性把握の論理は今

らぬ﹂苦痛をいやというほど嘗め尽した結果であることもわかる︒
その前提に立って︑啄木は自己の生活真情・実感を深く徹底させ︑
︿生活真情・実感﹀と︿表現・詩﹀とを主体的に統一しようとする詩

と問題にする︒啄木が詩論の前半で﹃あこがれ﹄時代を回想し︑﹁実
感を詩に歌ふまでには︑随分煩喰な手続を要した﹂と自己批判した
経緯が見事に生かされている︒同時に彼の空想的浪漫主義否定が
d
a
﹁空想家￨￨責任に対する極度の卑怯者の︑当然一度は享けねばな

P

化して置く状
H責任といふ其責任を回避する心から判断を胡麻
︐
︑
・

‑E‑*g

﹁あ﹄淋しい﹂と感じた事を﹁あな淋し﹂と言はねば満足され
ぬ心には徹底と統一が欠けてゐる︒大きく言へば︑判断H実行

によると口語によるとは詩人の自由である︒詩人は唯自己の最も便
利とする言葉によって歌ふべきである︒﹂との批判に対しては︑

也

それへの批判の形で用語問題をとりあげる︒例えば﹁なりとである
ι'u
若くはだの相違に過ぎない︒﹂との批判に対しては︑現象(事実)だ
けを見てそこに潜む詩精神を見落しているのだと反論する︒﹁文語

に達する基点であったことがわかる︒
第二一節では︑口語詩運動に対して出された批判的言辞を対象に︑

とは︑詩の現実生活化を強調したことばであり︑彼の詩観の根本的
転回を端的に示すばかりでなく︑少し距離をおけば﹁一切の空想を
﹃必要﹄!これ実に我々が未
峻拒して︑其処に残る唯一つの真実llf
vとの認識
s
来に向って求むべき一切である︒﹂ハ﹁時代閉塞の現状﹄明必‑

論的に断ずることが適当を欠くものであることは賛言を必要としま
い︒私は文脈に忠実でありたい︒ところで︑﹁我々に﹃必要﹄な詩﹂

8
a・

9
9

事新詩形に対する卑見﹂(﹁新潮﹂明 4・9)等を意識して書いたもの

ることが困難であった明治四十年の歴史の重みが感じとられるでは

後︑真に自己の生活に立脚した主体的な哲学(思想原理)を樹立す

実に貫いて生きることを自己の課題とした啄木の︑素朴ではあるが

ないか︒ひたむきに自らの哲学を確立せんとし︑常に己の哲学を現

らしい︒さらに︑用語や形式だけでなく︑﹁口語詩の内容が貧弱であ
かれ己れ

るといふ﹂批評に対して︑﹁最早彼此いふべき時期を過ぎた﹂と黙殺
することによって強い反論の構えで応じている︒そして︑詩語の根
本問題に触れて︑

んだ感じと回想﹂の所謂﹁実行と芸術﹂分離批判とあわせて︑啄木

実感に支えられた︑鋭い時代精神把握のあらわれと見ることができ
よう︒これと同時期に書かれたエッセイ的評論﹁きれぎれに心に浮

の言葉で書かれねばならぬといふ事は︑詩語としての適不適︑

のような自然主義評価は︑今日でも再考すべき重要な視点を示して

兎にも角にも︑明治四十年代以後の詩は︑明治四十年代以後
表自の使不便の問題ではなくて︑新らしい詩の精神︑即ち時代

フ
︒
Uト
いるとm

ふ不必要な自覚﹂が︑どんなに従来の詩を堕落せしめ︑現在に於て

己変革をはからねばならなかったのである︒﹁﹃我は詩人なり﹄とい

詩を書く種類の詩人﹂に対決し︑それらを排除することによって自

d

"てゐない:::すべて詩の為に
に対しては︑興味も熱心も希望も有っ訓

二つの問題意識が作用していた︒一つは﹁直接詩と関係のない事物

在を否定し︑普通生活人としての﹁人﹂を詩人に要求した背景には︑

まず第一にもこにも三にも普通人の持っている凡ての物を持つ﹁人﹂
でなければならぬと強調する︒詩人啄木が詩人という特殊な人間存

識がその人の書く詩を堕落させるからだという︒詩人たる資格は︑

存在を否定する︒﹂と主題を投じ︑それは﹁我は詩人なり﹂という意

第四節では詩人論を展開する︒﹁私は詩人といふ特殊なる人間の

の精神の必然の要求であった︒私は最近数年間の自然主義の運
動を︑明治の日本人が四十年間の生活から編み出した最初の哲
すぺ

学の蔚芽であると思ふ︒さうしてそれが凡ての方面に実行を伴
ってゐた事を多とする︒哲学の実行といふ以外に我々の生存に
は意義がない︒詩︑が其時代の一一一一一缶詰を採用したといふ事も︑其尊
い実行の一部であったと私は見る︒
と締括っている︒詩語としては現代語で書くべきだというのは
﹁新らしい詩の精神︑即ち時代の精神﹂の要請によるものだと集約
している︒この論は︑中野重治が﹁詩の言葉について﹂と題して﹁詩
はどんな言葉で書くべきか︒それは全体として現代誇で書くべき
だ︒それは詩が︑生きてうごく社会で︑現実をとおして︑現に生き︑
苦しみ︑はたらくものの言葉で書かれるからだ︒﹂(﹁アカハク﹂昭a・

m・
8 と述べていることと重なっている︒﹁はたらくものの言葉﹂

という認識に立つての痛烈な批判であった︒この烈しい語気に貫か

れ︑批判された諸詩人中に︑過去の啄木自身も含まれている︒自己

も現在の詩︿文学)を﹁我々の必要から遠ざからしめつ﹄あるか︒﹂

また︑当時の自然主義運動を積極的に評価した行間から︑維新以

を割引すれば︑この面でも啄木の詩精神の新しさが証明されよう︒

1
0
0

1
0
1

の徹底批判によって︑実生活に主体的責任を持つ新しい誇精神を揚

批判のない︑単なる他者批判ではない︒浪漫的・空想的な詩精神へ

日記でなければならぬ︒従って断片的でなければならぬ︒ 1 1まと

は可けない︒人間の感情生活露)の変化の厳密なる報告︑正直なる

第五節はこの詩論唯一の問題個所である︒﹁詩は所謂詩であって

あろう︒彼の詩論と歌論との重なりも問題になろう︒しかし︑かな

まりがあってはならぬ︒﹂とするのは︑詩の本質からいっても問題が

言しようとする︒﹁自己の神経組織の不健全な事を心に誇る偽患者﹂
として排斥された詩人こそ︑彼のライバル北原白秋であったことも

は︑この詩論の直後の発表作﹁心の姿の研究村田﹂(﹁東京毎日﹂明必‑

らずしもその歌論と全面的に一致するものではない︒この詩的方法

注意しておきたい︒ここに︑詩の新しい主題を社会的現実におこう
とする啄木の新しい世界があった︒もう一つは﹁詩及び詩人に対す

れる︒それではこの詩論は︑短歌と詩とのどちらにウエイトをかけ

ロ Iぎに具体化されていく︒そして﹃一握の砂﹄の歌にも実現さ
u・

る理由なき優待を自ら峻拒すべきである︒・・:詩を尊貴なものとす
るのは一種の偶像崇拝である︒﹂とし︑現実生活から遊離した因襲

しく後述しよう︒結果論からの推理が次のような誤解を生む例を示

たものか︒前記の実作が証明する通り詩においてであったことは詳

的文学観を打破することにより︑現実生活に立脚する現代人に必要
な詩を多くの人々に解放する意図があった︒詩人論の結びで次のよ

かかっていたかは判別するのは困難だがと前置きして﹁食ふべき

そう︒伊藤信吉氏は啄木の場合︑短歌と詩とのどちらにウエイトが

うに言う︒
真の詩人とは︑自己を改善し︑自己の哲学を実行せんとする

の軽重などということは意識になかった︒﹂(角川文庫﹁啄木詩集﹂解説昭

詩﹂は﹁短歌と詩とをまったくひとつにして論を述ベている︒両者

に政治家の如き勇気を有し︑自己の生活を統一するに実業家の
蛮人の如き卒直なる態度を以て︑自己の心に起り来る時々刻々

如き熱心を有し︑さうして常に科学者の如き明敏なる判断と野

4・

二重生活の統一にあたって勇気︑熱心︑明敏なる判断︑率直なる態

体性確立の自覚を詩人に促した時︑同時に自己改善︑哲学の実行︑

責任という主
詩﹂の基調をなすものであった︒啄木が判断H実行 HH

この強い確信と願望に満ちた息の長い文のトi ンこそ﹁食ふべき

ては可けない︒﹂というのは︑現実生活から遊離した偶像化された

主義者と友人との対話﹂(﹁創作﹂明︒・日)と﹁欧のいろ/¥﹂(﹁東京朝日新聞﹂明必‑
U)
︾に先行した事情もある︒横道にそれたが︑﹁詩は所謂詩であっ

れた詩論であることは動かせない︒啄木の場合︑詩論が歌論︽﹁一利己

だ︒﹁食ふべき詩﹂が口詩詩遼動を積梅的に擁護する立場で論ぜら

の短歌に対する意識的な否定的評価も問題にしなければならない筈

と断じながら﹁異なるのは詩的情操だった﹂と啄木の詩業の

結果から対比することに終始した︒結果から推理するならば︑啄木

1

ところの人でなければならぬ︒

の変化を︑飾らず偽らず︑極めて平気に正直に記載し報告する

るところいかに重かったか︒

度を求めていたことがわかる︒啄木が生活人としての詩人に要誇す

1
0
2

詩を否定し︑もっと徹底的に現実生活に密着した詩が必要であると

ずる場合に避けて通れぬ問題であるとだけ言っておこう︒

のである︒啄木文学の魅力はここにあるのだが︑今はただ啄木を論

たところの詩人の堕落を再び繰返さんとしつ﹄あるやうな事はない

いふ一大事を閑却してはゐないか︒換言すれば︑諸君の嘗て排斥し

しようといふ事に熱心なる余り︑自己及び自己の生活を改善すると

啄木はくり返して言う︒﹁諸君は︑詩を詩として新らしいものに

信じたからにほかならなかった︒詩を民衆のものにする通路がそこ
第六節は﹁言ひ残した事がある﹂といって次の文から始まるが︑

にあったのである︒
この詩論の結論と見てよい︒

J

我々の要求する詩は︑現在の日本に生活し︑現在の日本語を
YぃKU
伽打︑静ゆか
L恥
r ト下僚いやかか打﹄ひん か L本

向けられたものだ︒決漫詩や象徴詩及びそれらの詩人に対する批判

表現の心遣いからみて明らかにこの批判は口語詩人とその理論家に

用ひ︑野あんい

﹁現在の日本﹂の社会現実をいかに了解し認識するかという問題

は︑第四節の詩人論で終ったとみていい︒そうしてみると︑以上の

いか︒﹂と︒啄木は呼びかけの対象を明確にしていないが︑文脈上

意識が詩人の資格として重要視される︒﹁現在の日本﹂のくり返し

第六節の結論は︑すべて現在の口語詩人及び口語詩運動に対しての

か︒:::諸君の企てた新運動の初期の心持に立迷って見る必要はな

には現実性の強調とともに︑﹁西欧詩﹂に対しての﹁日本の詩﹂とい

た静でなければならぬといふ事である︒

う意識と自覚が反映している︒啄木がわざわざ圏点﹁こを施した

基礎となった自然主義詩論ひいては自然主義をも批判しうる地点に

当然の態度を閑却していたからである︒啄木はそれを敷街して次の

啄木は長谷川天渓を批判して﹁氏は︑嘗て其の自然主義の立場から

u・1﹀において
﹁きれぎれに心に浮んだ感じと回想﹂(﹁スバル﹂明必 ‑

到達して︑この詩論を締括ったのである︒
﹁食ふべき誇﹂の直前に執筆・発表された前述のエッセイ的評論

提昔一一回・反問・批判であったことになる︒即ち︑啄木は口語詩運動の

部分の表現意図は︑当時の詩壇が西欧詩の影響を受けて︑心酔のあ
まり︑それを模倣し偶像視しようとする傾向が強く︑現在の日本社

ように言う︒現在の諸詩人の外国詩の研究は多とするが﹁諸君は其

﹃国家﹄といふ問題を取扱った時に︑一見無雑作に見える苦しい胡

会の現実を認識し︑現実に立脚して︑自己の生活を改善しようとする

研究から利益と共に或禍ひを受けて居るやうな事はないか︒﹂と反問
ちし倉

し︑巧みな比喰を駆使した後で﹁諸君の詩に関する智識の日に/¥

麻化しを試みた︒:::自然主義者は何の理想も解決も要求せず︑在

に同じ理由から名の無い戦になりはしないか︒﹂と述べ︑﹁国家﹂の

しうがう

進むと共に︑其智識の上に或る偶像を椿へ上げて︑現在の日本を了

るが俸を在るが健に見るが故に︑秋事も国家の存在と低触する事が
ないのならば︑其開制旧道徳の虚偽に対して戦った勇敢な戦も︑遂

こしら

解することを閑却しつ﹄あるやうな事はないか︒﹂と︒近代詩史にお
ける﹁日本の詩﹂の明確な自覚はここに始まる︒それは︑素朴なナ
ショナリズムの精神と啄木の詩精神の融合において可能となったも

3
0
1

問題を避けて考えることの誤謬を衝いている︒また岡山花袋を批判
して﹁自然主義を単に文芸上の問題として考へて見たい︒﹂という
言をとらえて﹁或物﹂を回避したと見る︒﹁或物﹂とは人生﹁批評﹂
の欠如であり︑いわゆる﹁実行と芸術﹂の分離に対する批判であっ
た︒そして啄木はつぶやくように﹁我々日本人の不幸なる性情﹂や
﹁二重の生活﹂への倦厭の情を訴え︑﹁国家に就いて考へる事は︑同
時に﹃日本に居るべきか︑去るべきか﹄といふ事を考へる事になっ
て来た﹂という日本離脱の意識ともなり︑日本の現実との距離を次

以上は日本の自然主義がその主張に関わらず︑ついにその虚偽に向

に示している︒そして最後に言う︒﹁従来の国家思想に不満足な人
も︑其不満足な理由に就いて︑もっと突込まなければならぬ︒﹂と︒

誤謬の指摘であり︑日本のすべての思想の不毛を衝く激しい憤りの

うべき戦いが国家権力の問題をおそ礼︑避けて通ったことの明白な
文章であった︒この鋭角的な思想が﹁食ふべき詩﹂に投影している
ことは随所に指摘しうる︒そうしてみると︑﹁食ふべき詩﹂が従来
のように︑単に浪漫主義から自然主義への転機を示す自然主義詩論
とのみ片付けられてきたことには問題がある︒むしろ﹁食ふべき詩﹂
にみられる啄木の詩魂にはナショナルなものを加味した︑自然主義
を超える論理が内在していたとみるべきであろう︒それはやがて︑
大逆事件を契機に国家権力を敵と意識し︑時代閉塞の現状に宣戦布
告することによって明日への考察に向うコ l スの上で書かれたもの
であった︒自然主義及び口語詩運動が本来持つべきであった方向
を︑啄木自身において徹底させ︑それらの評価と批判とが重なる地

点で﹁食ふべき詩﹂は書かれたのである︒

二︑詩について

﹁食ふべき詩﹂が七回目の連載を終えた五日後に︑啄木は同じ東
京毎日新聞に﹁心の姿の研究付﹂として﹁夏の街の恐怖﹂と題する

した

詩を発表した︒言うまでもなく詩論の実験作であった︒

れg る

焼けつくやうな夏の目の下に
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おびえてぎらつく軌条の心︒
ふとみつ
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ゐねむす‑︽お

おびえてぎらつく軌条の心︒

れ﹃る

焼けつくやうな夏の日の下に︑

した
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たのや

ふとみつ

肥った三歳ばかりの男の児が

欠?葬

イ
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り

み列
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噛の
め

的瞬間ともいうべき生々しい衝撃と不安の心理を開示している︒二

この詩は︑完全に文語脈を破って︑飛びこんだ剃那の衝撃︑決定

ちょこノ¥と電車線路へ歩いて行く︒

ゆ

母親の居腫りの膝から︑とり下りて

てコ耳!<己

う情ま其そ燈あ

だい︿いへらんぷ

ぁ︑大工の家では洋燈が落ち︑

る︒こういう詩的情操は︑当時の木下杢太郎の作品にしばしばみら

象化で︑これをすべて生活の動揺にむすびつけるのは行き過ぎであ

る︒それは近代の詩人たちにおける倦怠感というべきものの詩的形

反映ではなく︑一定の詩的意識にもとづく心理的表現だったのであ

の漠然とした不安感や焦燥感は︑かならずしも生活感情そのままの

この詩について︑伊藤信吉氏は前述の解説で次のように言う︒﹁こ

だい︿とあが

来る時々刻々の変化を︑飾らず偽らず︑極めて平気に記載し報告す

あを

質屋の底には蒼ざめた女が立ち

海には難破船の上の酒宴・ .
.
.
.
.

遠い国には戦︑があpi‑‑

聞﹂明必

‑
u
‑
g と題する詩をみよう︒

に続いて︑﹁心の姿の研究同﹂の﹁事ありげな春の夕暮﹂令夏呆毎日新

大工の妻が跳び上る︒

壮き死

び査は
をはぬ
し出脚土
てか気せ

連三連にはまだ表現上のもどかしさが感じられるが︑一連と四速の

。￨のむ
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リフレンとその現実感には詩論の忠実な反映がみとめられる︒都会

出い路ろを
す女次むか
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がない︒そこで詳しくは﹃青春の悲歌啄木の詩歌鑑賞﹄(ナウカ社︑

角度から問題を提起しておきたい︒それは﹁家﹂と﹁飛行機﹂の詩

・1 中の壷井繁治の研究を参照して貰うとして︑二つほど別な
泊
一
昭

れる︒﹂この五連からなる口語詩は︑果して伊藤氏の言う通りの詩で
あろうか︒私には心理的にも生活感情面からも異常なまでに生々し

せられてきた︒しかし︑水野昌雄氏の﹁啄木論﹂(﹁短歌﹂昭 4・担の

についてである︒いずれも啄木詩における弱さを示す詩として遇

い現実感をもって迫ってくるのだが︑むしろ︑都会生活者の鋭い直
観がとらえた生活感情の偽らぬ日記として﹁夏の街の恐怖﹂よりも

g において
‑
W
A

﹁安楽を要求するのは人間の権利である︒﹂とした﹁安楽﹂に対す

視点にも重なるが︑啄木が感想﹁田園の思慕﹂(明

っかれ

秀ぐれている︒三連の﹁仕事の手につかぬ一日が暮れて︑/何に疲
れたとも知れぬ疲﹂の表現は︑﹁生活感情そのままの反映でなく:::

る権利としての側面から﹁家﹂という詩が生まれていることを注意
Z︑
したい︒次に平野謙氏の﹁小さな感想﹂(筑摩版啄木全集月報・昭必‑

ウ品ルピイング

心理的表現だった﹂や﹁倦怠感の詩的形象化﹂とかでは説明のつか
ぬ二重の生活に押し潰されそうな都会生活者の人間的感動がそこに

のイメージに﹁遠いところをみつめて死んでいった新しい曙の先駆

﹁飛行機﹂の詩に関する視点も注意したい︒要するに﹁飛行機﹂の詩

ぬ生活者の毎日の生活を反映しているのだ︒言うなれば︑意に満た
生きている︒この詩の構成をみてもそれがわかる︒一連と四連は対
い︿さ

応して︑遠い国の戦とそれによる沢山の人の死︑人の不幸を忘れた

にも︑肺病やみの母親とふたり暮しの独学の少年給仕を点綴せずに

いられぬところに︑啄木のやみがたい種概念︿ナショナルな考え方)の堅

者﹂のイメージが重なる点と真新らしい素材の飛行機を文学化する

持がみられるという点である︒肺病やみの母親を持つ少年給仕の自

酒宴︑女性活動家のデモの叫声など都会生活者に無縁ではあり得な
て三連ではただならぬ空気の淀む春の町の夕暮︑二重の生活に押し

い筈の出来事が点ぜられる︒二連は底辺に生きる都会生活者︒そし
演されそうな都会生活者の疲︒五連は地震に驚く大工の棄がある︒

らは解決不可能な現実生活と物質文明の象徴たる飛行機との対応

っかれ

三連を中心として輪のように拡がる現実感が︑理由もなく今日の我

﹀
一
完
未
(

に︑啄木は日本社会の現実を見控えようとしたのではないか︒

(以上で制限枚数は切れたが︑別の機会に﹃呼子と口笛﹄の詩の 再検討とともに﹁食ふべ
き詩﹂の前半に関連して﹃あこがれ﹄前後の詩と﹁食ふべき狩﹂の前半で啄木が触れなか
った北原白秋詩との関連を明らかにしてみたいと患っているJ

E

々にも迫ってくるような気がする︒なお︑木下杢太郎の詩の特色は
この啄木の詩のような現実性をもった詩はどこにも見当たらぬ︒強

ともかくとして︑彼の明治四十二年代の詩篇﹃街頭風景﹄中には︑
いて﹁六月の市街の情緒﹂を挙げるとしても︑軽い享楽的調子のも
ので生活感情や詩的意識の面でも異質のものである︒
最後に︑﹃呼子と口笛﹄の詩篇に触れねばならぬが︑すでに紙数
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敏

秋試論

ーーその感覚表現と詩的認識をめぐって￨￨

うるほひ

。
政

と︑同一の比喰を以て説明されている︒﹁わが生ひたち﹂はご九一

一絃琴

蘭西芸術に亙る綜合詩集である V Q思ひ出﹄増革新版後記)と︑最高の讃

ものであり︑﹁桐の花とカステラ﹂はその前年六月﹁創作﹂に発表

とすると︑﹁断章﹂をはじめとする﹃恩ひ出﹄の小曲は︑白秋の

て晩春﹂と付記されているように詩集刊行に当って書き下された

辞を以て推奨したという︒確かに﹃恩ひ出﹄の小曲は︑島崎藤村に
も薄田泣董・蒲原有明にも見られなかった持情詩の新らしいスタイ

されたものであった︒

﹁断章﹂の六十一篇は﹁邪宗門﹂と同時代の小曲であってそ

出﹄︑﹃東京景物詩﹄に対する﹃桐の花﹄という対照が考えられ︑﹃邪

か︒そこで製作時期から概括的に見て︑﹃邪宗門﹄に対する﹃思ひ

より︑質的に相違するところのないものであったのではなかろう

意識の中では﹃桐の花﹄の短歌と特に区別する必要のない︑という

の以後の新風ではない︒それは恰度強い印象派の色彩のかげに

宗門﹄から﹃東京景物詩﹄へという本格的象徴詩・感覚詩の展開の

裏に︑﹃思ひ出﹄から﹃桐の花﹄へという持情小曲の流れを見るこ

私の詩が色彩の強い印象派の油絵ならば私の歌はその裏面に

﹁長詩﹂︑歌を﹁短詩﹂と呼んでいたことからも察せられるように︑

よい︒殊に白秋の詩的形成の場であった﹃明星﹄に於いては︑詩を

とができるのである︒詩と短歌が同じ次元で扱われているというこ
の事実は︑明治の詩人の多くが同時に歌人でもあったことを思えば
かすかに動いてゐるテレビン油のしめりでなければならぬ︒そ

ステラ﹂では︑その短歌の性格が︑

と語っている︒ところが︑歌集﹃禍の花﹄収録の散文﹁桐の花とカ

微かなテレビン油の滴りのさまようてゐるやうに彼の集のかげ
に今なほ見出されずして顔へてゐたものである︒

文﹁わが生ひたち﹂で︑

代表されるのであるが︑それについて白秋は︑﹃恩ひ出﹄の長い序

であった︒その詩風は︑集中でも最も非構成的な﹁断章﹂六一章に

ルであり︑彼の第一詩集﹃邪宗門﹄以上に詩壇の関心を集めたもの

の禰沼な廃り泣である︒

の寂しい湿潤が私のこころの小さい古宝玉の緑であり︑

キ
ナ

白

壇の先達上回敏は︑この詩集を︿日本古来の歌謡の伝統と新様の仏

河

原

北原白秋の持情小曲集﹃思ひ出﹄の出版記念会の席上︑耽美派詩

~t

酌
申

ー﹁断章﹂四十l

ナイフとりフォクとる聞もやはらかに涙ながれしわれならなく

E

立ち現われていることは言えるであろう︒同時代に於ける受けとり
方もそうであって︑白秋が﹃創作﹄に短歌活動を始めて間もなく︑
同誌には︑前回夕暮の︿新らしい印象派の絵画をみるやうな気分が

また自由詩型をとった短歌的行情といわれねばならない︒そこで少
くとも﹃桐の花﹄の短歌は︑新らしい詩的意匠による感覚詩として

法より︑言葉の問題として還元されるべき性質のものである︒そこ
で逆に︑﹃桐の花﹄に伝統的短歌の持情性を見るなら︑﹃恩ひ出﹄も

で︑﹃思ひ出﹄の持情と違っているのは認められねばならないであ
ろう︒がそれは︑短歌の持情がその形式以外のものでない限り︑方

駿昧な概念はないが￨￨︑伝統的な自然観から来る詠嘆性とするな
らば︑ここには殆んどその影を見ないといってよい︒尤も微妙な点

ひ出﹄に与えられた上田敏の批評は︑そのまま﹃桐の花﹄にも適用
されねばならない︒もし短歌的持情といわれるものを￨￨これほど

たからである︒結局﹃桐の花﹄の短歌は︑﹃恩ひ出﹄的行情を︑近代
詩の手法を以て短歌の形式にうたいだしたものにほかならず︑﹃思

ー﹃桐の花﹄￨

それは当時詩というものが短歌と同じ音律に頼った韻文詩であった
以上︑あるいは当然なことであったかも知れない︒
しかし﹃思ひ出﹄と﹃桐の花﹄の場合はその聞の事情が幾分具っ

これらの詩と短歌を比較してみるとよい︒むしろ短歌の方に清新
な印象が感じられるであろう︒それは﹃桐の花﹄が︑﹃東京景物詩﹄
に於いてひとつの極限を示した感覚詩・官能詩の轄射の世界であっ

り︑持情の質にも変りないのである︒

はり

泣かまほしさにわれひとり︑
冷やき波璃戸に手もあてっ︑
窓の鍛川はあかあかと沈む入日の野ぞ見ゆる︒
泣かまほしさにわれひとり︒
とも

ー﹃桐の花﹄l

かにかくにわかき身ゆゑに涙のみあふれでいでつつ︒

かなしみはいよいよ去らず︑

色赤きキュラソオの酒さかづきにあるは満たせど︑

つねのごと街をながめて
ナイフ執りフオク執り︑女らに言葉かはせど︑

春の烏な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入るタ

!﹁断章﹂一一十四

ていた︒﹃桐の花﹄の短歌が︑詩に曲りなりにも方法的な意識を導
入して従来の新体詩と明確な一線を画した﹃邪宗門﹄以後の作品で
あることは注意されねばならない︒それでいて題材・発想はもとよ

そこには量的な相違しか認められず︑与謝野寛以下︑石川啄木も平
野万里も木下杢太郎も︑森鴎外ですら︑詩人であり歌人であった︒
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8
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をはなれて官能のみを歌った歌が果して新らしい歌として来る時代

凝って居る﹀(﹁短歌評釈﹂明必・ 8﹀という批評をはじめ︑︿全然好情

﹃邪宗門﹄を特徴︐つける新派体が︑都会生活にひそむ類廃と倦怠

ねばならない︒

を︑鋭角な神経の触手によって捉えた美の新らしい領域であること

があるかどうかは疑問であるが︑兎に角官能をそのまま歌の中に織
り込んだところに白秋氏の努力は存する V︑あるいは︿白秋氏は短

は︑あらためて言うまでもない︒例えば︑

ー﹁波霧﹂￨

に考へてゐられるのである Vなどの期待が寄せられており︑否定す
短歌をこうして一種の感覚詩とするに当つては︑白秋がその詩風

る側の根拠もそこにあった︒
の形成期に殆んど歌作を断っていたことが結果的には幸いしたので
はなかろうか︒彼は明治三七年末︑﹃文庫﹄の歌壇より詩壇に転じ
た後︑時に短歌に手を染めることはあっても専ら詩に専念し︑みず

いうように︿おのが肉体を鍵盤として奏でらる﹀新しい音楽を聴く

この一節でも知られるように︑物象のすべてが腐蝕し︑喧え澱み︑

事が出来る V Q日本現代詩大系﹄第四巻解説﹀のである︒がしかし︑これは

に︑一再び短歌の製作を始めている︒すなわち︑﹃邪宗門﹄の刊行は

白秋は﹃邪宗門﹄の頚唐趣味を脱して︑﹃東京景物詩﹄の清新な感

また趣味的な世紀末意識からくる誇張された感覚や麻療した官能の

して詩に捉えられたことはかつてなく︑その意味では矢野峰人氏の

覚詩・官能詩の世界に歩み入っていた︒﹃桐の花﹄の新体は︑その

映し出した幻覚世界でもあって︑ここではいっさいの﹁物﹂は︑詩

い︒﹃邪宗門﹄の場合︑新派体の成立は明治三九年八月の﹁解績﹂︑

しかし人は︑そうした神経的援乱に長く耐えられるものではな

の本来的個性は︑かえって喪われることにもならう︒

人の強烈な類唐感の投影としての印象記号と化さざるを得ない︒そ

方法とによって︑初めて創造され得たであろうと恩われる︒

あって︑それは﹃桐の花﹄の短歌の成立事情を無視した見解といわ

然なことでもあるが︑﹃桐の花﹄に限っていえば事情はむしろ逆で

しての詩精神に疑問が投げかけられることもあるが︑またそれは当

白秋が詩と並行して短歌を作っていることから︑その近代詩人と

詩に見られる肉体的感覚による﹁物﹂の把握と︑それに基づく詩的

病み衰え︑恐怖に︑戦いている︒外光の印象がこうして皮膚の痛みと

腕号疲蒸た
な'れしる
るし暑大

明治四二年三月︑﹃桐の花﹄の出発を告げる﹁もののあはれ﹂六三首

から﹁邪宗門新派体﹂と自負する独自の感覚的象徴詩風の確立後

光く理
恐f
怖11.、の
に ￨ 石
の
i
懸:
る

歌を在来の歌としてジなく︑西洋の十四行詩即ちソンネットのよう

*

ほ冷平くそ
夜や吐そ
のか，息ぐ
雰にす
囲官る
気能か腐
ののとれ

が﹃スパル﹄誌上に現れたのは同年五月のことで︑そのときすでに

月は生渡
はたく霧
な、さは
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同一 O月の﹁正午﹂(﹃邪宗門﹄では﹁日ざかり﹂と改曹あたりに見られる

っそう明瞭になろう︒

のものではないということである︒次のような例だとその意味がい

収録されるとき第四勾が︿公園の外に﹀と改められている︒その結

幾分﹃邪宗門﹄的頚廃感をとどめているこの歌は︑﹃桐の花﹄に

ー明必・ 9 ﹃スパル﹄l

タされば椋栴の花ぶさ黄に光る医院の裏に坐る琴弾者

ことひき

が︑それが自己の詩風として確立されたのは余程後のことで︑その
ときは既に︑

主要作品の殆んどは明治四一年の後半に書かれている︒そしてその

おそばるむろ

晩春の室の内︑
ふきあげ

そのもとにあまりりす赤くほのめき︑

なイメージが払拭され︑公園に暮れなずむ椋椙の花ぶさの︑隠花植

果︑八椋椙の花ぶさ Vと︿医院の裏 Vとの感覚的共鳴からくる病的

暮れなやみ︑暮れなやみ︑噴水の水はしたたる目:・

わかき日のなまめきのそのほめき静こころなし︒‑﹁室内庭闘﹂￨

やはらかにちらぼへるへリオトロオブ︒

とができるであろう︒

ここに詩風の展開が見られるとともに︑﹁物﹂が比喰的な感覚と
してでなく︑それ自体の存在感として捉えられていることを知るこ

物めいたひややかな官能性がとり一反されているのである︒
われているのである︒﹃邪宗門﹄の病的世界に陶酔することは︑か

というように︑﹃東京景物詩﹄の都会趣味に移行してゆく粛しが現
えってその生を限定するばかりでなく︑やがては刺激に対する不感

気として気分として︑専ら感覚の面で仕事を拡大して行った︒日本

中村真一郎氏は﹁日本の象徴主義︑超現実主義﹂(岩波講座﹃文学﹄ 7)

る限り︑対象の個性を尊重する感覚主義に向かわねばならなかった
のは必然であった︒そこで︑腐れた﹁濃霧﹂は林檎の香のような﹁銀

の象徴派の文学史上に演じた最大の役割は感受性の解放だった﹀と

症を招かずにはいない︒白秋が積極的に美的情緒を享受しようとす

座の雨﹂に︑血ににじむ﹁魔国のたそがれ﹂は銀色の空気に包まれ

し︑﹃思ひ出﹄の序﹁わが生ひたち﹂の︑

さわやかにされたというだけでなく︑﹃邪宗門﹄に於けるハッシュ

ペパーミントが喜ばれるようになる︒ここで重要なことは︑感覚が

思ひ出の哀歓となってゆく︒

可思議の愛着を寄せた私の幼年時代も何時の間にか慕はしい

に︑或は青いとんぼの限に︑黒猫の美しい毛色に︑謂れなき不

時は過ぎた︒さうして温かい刈麦のほめきに︑赤い首の畿

かりむ害

と題する展望で︑八日本の象徴派は方法にまで行きつく前に︑雰囲

た﹁公園の薄暮﹂になり︑ハッシュやアブサンに代ってコーヒーや

し︑﹃東京景物詩﹄のコーヒーやペパーミントはその味・香り以外

やアブサンが他の刺戟物に代えられることも可能であったのに対

0
1
1

ことなく︑従ってその詩が感覚詩・情緒詩に終ったことは確かにそ

たもので︑白秋以下日本の象徴派がついに真の意味での方法をもつ

濫の描写がある Vという︒これは象徴主義の方法の面から論じられ

田秋声も正宗白鳥も︑要するに全自然主義の知らなかった感覚の氾

に始まる冒頭の部分をひき︑︿ここには︑島崎藤村も田山花袋も徳

の形式だけを借りて新らしい持情を盛ることを助けていたに違いな

のではなかったろう︒この伝統を超越した短歌に対する態度が︑そ

をしのび︑該星波璃杯を前にして義太夫の哀調を思う心情と遣いも

小曲に少しばかりの趣味性を加えたものであって︑隅田川にセ l ヌ

体がすでにひとつの異国趣味であった︒短歌はこのとき﹁断章﹂の

た﹀(﹁パンの会と屋上庭園﹂)というように︑彼等にとっては文芸それ自

象徴派の詩には︑自然が人聞によって説明される受動的な位置か

が変っていないことは︑それが最早彼自身の生の意識を支えていた

い︒そうして︑その三十一音の中にあっても詩に於ける感覚的把握

セ リ イ グ ayA

の通りである︒しかし視点を落して感覚表現についてのみ見れば︑
ら︑それぞれ感覚という個有の表情をもって立ち現われているとい

からにほかならない︒

朔太郎によって形市上的世界に導かれたことを思うべきである︒

なかろうか︒﹃思ひ出﹄の追憶が生の秘密を感じさせ︑やがて萩原

うにして︑その存在感を表現の中に溶かし込むところにあるのでは

白秋にはうたうべき思想はなかった︒しかし詩人の思想はこのよ

うことを︑これは‑証明していることにもなろう︒ただその感覚が︑
享楽詩人の自に映ったものであり︑おのずからある雰囲気・気分を
このときその享楽情緒に趣きを添えたのが︑かつての幻惑的な南

曳きずっていたことは事実である︒

然であった︒﹃桐の花﹄はこの﹃東京景物詩﹄の影の世界であるわ

蛮趣味に代って︑都会的哀愁を秘めた江戸趣味であったのはごく自

またひとつの呉国趣味ではなかったろうか︒﹁桐の花とカステラ﹂

を慕う一種の異国趣味であったのと全く同じ理由に於いて︑短歌も

がなくとも︑いずれは訪れるはずのものであった︒﹃スパル﹄終刊

て一変していることはよく知られている︒しかしそれは︑その事件

自秋の詩風が︑明治四五年七月の人妻との恋愛下獄事件を境にし

けだが︑その江戸趣味が単なる伝統趣味でなく︑過去の文化の残光

で短歌が一絃琴に比されているところには︑その詩歌にクラリネッ

ぞれ独自の道を歩きはじめたのは決して偶然ではなかったはずであ

と前後して︑耽美派の代表詩人杢太郎︑光太郎︑吉井勇らが︑それ

それは杢太郎がいち早く﹁詩集﹃邪宗門﹄を評す﹂で万華鏡にたと

白秋の初期詩風は︑見た目には複雑多彩な幻境を震げているが︑

︒
る

とれるはずである︒木下杢太郎が当時を回想して︿我々の思想の中

キゾチスムが結合した︒必然我々の場合にもエキゾチスムが加つ

術の為めの芸術﹂の思想であった︒この思想的潮流には本元でもエ

心を形作ったものは︑ゴオチェ︑フロオベル等を伝はって来た﹁芸

ト︑フルート︑トロンボーンなどがうたれているのと同じ心が読み

*
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勿体なや︑何を見てもよ︑日のしづく︑日の光︑日のしづく︒

えているように︑畢覚はひとりの享楽詩人の心情に映った光の影で
あって︑﹁狂人の音楽﹂(﹃邪宗門﹄﹀︑﹁雑州園﹂(﹃東京景物詩﹄﹀のように連

と︑﹃スバル﹄時代に仰いだこともない日の光に感動して涙する︒

日の涙︒

触媒にして︑現象世界の表面を移動してゆくにすぎない︒八おのが
肉体を鍵盤として奏でらる﹀新しい音楽Vは︑この場合八ひとりの

このとき︑﹁野晒﹂ハ﹃白金之独楽﹄)に︿人妻ユヱニヒトノミチ/汚シハ
テタルワレナレパVと悔悟するその罪の意識が重なって︑いよいよ

想から連想を追って展開される感覚の舞踊にしても︑その趣味性を

詩人の肉体を鍵盤として奏でらる﹄音楽﹀にほかならず︑旋律は変
っても︑音色は常にひとつであった︒しかもその主調をなした類唐

その心情をつきつめたものにしたであろうことは︑容易に考えられ

る︒作品の調が高いのもそのためで︑前回夕暮は︑

といい享楽といったところで︑一種の異国趣味に出発した半ば気分
半ば実感の雰囲気であって︑内的必然性を伴なうものではなかっ
た︒いわば現実逃避と自己信頼との︑微妙な均衡の上にその耽美主

三味︑表現は円日の如く単純にして筒撲︑大地の如く豊かにし

白秋君の多くの歌集のうちで﹁雲母集﹂ほど滋潮たる青年白
秋の意慾を昂揚したるものはあるまい︒しかも光明和楽︑法悦

義は成り立っていたのである︒その聞の事情を吉田精一氏は八広く
深い人間性に立脚せず︑感覚官能の情緒に全我を以て酔ひ痴れるか

て調べ高く︑消極的な人生私語などは影をとどめず︑短歌の殻
を破って︑感動の湧くがまにまに天馬空を行くの観がある︒

の花﹄の後記に︿囚人吋SE ﹄OF
ロは既に傷つきたる心の旅びとな
りVと述べられているその口吻からも知られるように︑多分に気分

開をこそ見るべきではなかろうか︒光明礼讃の裏にある罪の意識に
しても︑それが形而上的人間認識にまで発展することはなく︑﹃桐

ある︒﹃雲母集﹄の歌にしても︑詩的精神の燃焼より︑淡彩の情調
派から後期印象派風の強烈なタッチに移った︑その感覚的表現の展

と激賞する︒しかしその世界は︑見たところ緊迫した空気と高揚し
た精神に満ちているようでありながら︑その実以外に空虚な世界で

ハ
﹃
白
秋
追
憶
﹄
﹀

たむきが︑早娩砂の如くにくづれるべきであったことは言を侠たな
いV Q近代日本浪漫主義研究﹄)と評しているが︑下獄事件はたまたまそ
の契機となったといってよい︒
このとき︑自然の表に投げかけられていた世紀末的な薄暮の微光
が︑忽ち消え去ったのは当然であろう︒以来白秋は︑自然の表情で
はなく︑自然の実体に触れようとする︒そうして﹃雲母集﹄では︑
ふかざめ

綾は大地の上は歩かねばただにごろりところがされにけり
と︑線の太い単純な構図で﹁物﹂の内面に満ちている生命感を尋
ね︑また﹃真珠抄﹄では︑
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的なものであって︑むしろ過ぎ去った青春に対する哀惜︑失墜した

ー﹁白金ノ独楽﹂l

名声に対する自責自愛が感じられるのである︒
そして彼のように︑感覚だけで近代を受けとった者が︑こうした
精神的救済を必要とするとき行き着くところは︑
感涙ナガレ︑身ハ仏︑
独楽ハ廻レリ︑指尖ニ︒

というような︑日本人の生の意識を深いところで支えている既成の
宗教￨￨それも雰囲気としてーーであるか︑さもなくば︑

蓄積ノ花サク︒

蓄積ノ木ニ

の文人趣味から︑老荘の境地を慕って﹁落葉松﹂﹁月光微韻﹂角水量﹄)

の閑寂幽玄に歩み入る︒ここにはもはや﹃邪宗門﹄以来の近代的な
詩精神は見られない︒白秋のこの過程を村野四郎氏は︿善意の唯美
主義詩人の過失であった V Q日本の詩歌﹂ 9﹃北原白秋﹄﹀という︒

しかしその間にあっても︑感覚を主としたその表現に︑本質的な
変化は認められない︒意識して水墨枯淡の山水をめざした﹁落葉松﹂

のような作品ですら︑ある明るさ︑華やかさをもち︑初期の官能的
な色彩感が失われたのは当然だとしても︑代りに︑﹁薄野に﹂の歌
にも見られるように︑空間の把握による象徴的な表現が獲得されて
いる︒村野氏は過失は過失としながらも︑﹁蕎被﹂に八存在論的意

識の新しい開眼Vを認め︑﹁月光微韻﹂に八人生論を超越した実存
意識Vを見出しているが︑それは白秋が感覚詩人である限り︑感覚
を通した認識が次第に個の内面に沈潜し︑一種の存在意識となって

いたことを誇るものにほかならない︒
ともあれこの閑寂境が白秋の資質から最も遠いものであったこと

は間違いない︒作家はその処女作に向って回帰するというが︑白秋
も晩年﹃桐の花﹄の世界に立ち帰る︒しかしそれは﹃黒槍﹄以後︑

ナニゴトノ不思議ナケレド︒

というような︑これも長い伝統のうちに培われた自然観に基づく︑

康すぎるほど健康であった白秋のあずかり知らぬ世界であった︒
つるぱみ
﹃桐の花﹄に帰ったのはその直前の﹃白南風﹄﹃渓流唱﹄﹃株﹄など

そこには死に隣りした者のみが覗くことのできる人間精神の深淵が
口を開いている︒それは突然の疾病まで︑肉体的にも精神的にも健

眼疾によって再び薄明の世界に住むようになったということではな
い︒確かにそれは﹃桐の花﹄の人工照明の薄ら明りに似ているが︑

すすきの

ー﹃雀の卵﹄￨

薄野に白くかぼそく立つ煙あはれなれども消すよしもなし

きわめて東洋的な境涯であった︒既にここには風雅への道が用意さ
れている︒悔恨︑機悔︑法悦の狂歓が鎮まるとともに︑白秋は

言
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の歌集で︑そこでは﹃水懸案﹄の隠者趣味が消えて本来の明るい感
覚がとり一反されているのである︒

ー﹃渓流唱﹄l

行く水の自にとどまらぬ育水沫鶴備の尾は触れにたりけり

昭和一 O年六月︑﹁新幽玄﹂﹁新象徴﹂を指導原理として多磨短歌
会を興した白秋が︑その典型とした歌で︑﹃多磨﹄創刊号の巻頭に
掲げられた︒白秋はみずから次のように説明する︒
﹁行く水の自にとどまらぬ背水沫﹂といふのは︑やはり無常
の相であります︒流れるものの常なき哀れさであります︒この
無常の相にホンの一瞬飛んで来て鶴鋳の尾が触れたのでありま
す︒この無常の中にひとつの大事なものと触れ合ひます︒生き
た︑実にピリピリしたものが︑この中に大事な結縁をなして居
るのではないかと息ふのであります︒(第二回多磨全国大会講演﹃﹂短歌
の舎﹄所収﹂

﹁新幽玄﹂﹁新象徴﹂は︑伝統文学の象徴精神を正統的に受け継ぎ︑
近代象徴主義の手法をとり入れた新らしい象徴主義であるという︒
しかしそうした彼の自負にかかわらず︑この歌に近代象徴詩の手法
神︑その表現については︑あらためて言う必要はない︒そうして︑

を見ることはできない︒水に流れるうたかたに無常の相を見る精
目にとどまらぬそのうたかたに鶴偽の尾が触れる︑その虚実の聞に
無辺際の自然を見るのは東洋古来の観念象徴の手法ではなかったろ

うか︒中村真一郎氏が言うように明治の象徴詩はもともと方法とし
て確立しなかったわけであるが︑ここでは伝統詩の隠約的表現と︑

近代象徴詩の感覚的類推とが安易に混同されてしまっている︒この

短歌の特徴はそうした方法ではなく︑﹃邪宗門﹄以来の視覚を主と
する感覚的な表現であった︒それは象徴主義運動の中から彼が確か

に捉えた唯一の文学的近代であったのである︒そうして︑﹃桐の花﹄
が短歌の形式に詩を流し入れたものであるとすれば︑これは﹃水墨

集﹄を経て来た短歌的世界を詩の感覚で捉えたものであると言える
であろう︒すなわち﹃桐の花﹄の世界を倒立させたような形で︑全

く対極に位置しながら︑感覚的に共鳴する世界を作り出しているの
である︒

そうして︑この伝統に帰った短歌の中に︑なお近代詩的感覚が生
きていたということは︑白秋の感覚による﹁物﹂の把握が︑その現

実認識にまで進んでいたことを意味するのではないだろうか︒
今まで度々同じ意味のことを繰り返してきた︒それは白秋の感覚

による﹁物﹂の把握が︑詩にあっても短歌にあっても︑また詩風の
変遷にもかかわらず︑一貫した詩的態度であって︑﹁物﹂の表情か

ら実体へ︑その心へと進み︑それにつれて自己の存在感が深められ
てきた︑ということを言いたかったのである︒端的に言えば︑白秋

にあっては感覚そのものが生の意識を規制していた︑ということで
ある︒
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白秋の詩風・歌風は明治詩歌壇の流行を作り︑多くの模倣者を生

文学のあらゆる分野で︑言葉が感覚化されていることを見ればよ

ともに消えねばならない︒しかしそれは︑時代的な風潮の中でいっ

などと幾らも見ることができる︒これらは白秋︑が歌作を再開して聞

うすあまき瓢珠のあとのあぢはひの舌にのこりて夕となりぬ

ビイドロの瓶にさしたるおもだかの白き根に見ゆ悲しみの色

人の子やたれ

典型を見ることができる︒民衆派︑人道派を含めての︑いわゆる口

﹃スパル﹄を源流とする佐藤春夫︑堀口大学︑萩原朔太郎らにその

感覚を自覚的な認識にまで進めていったものといえるであろう︒

正文学はこの土壌から︑精神の危機として真の世紀末を感じとり︑

ろうと︑それは時の流れに沈澱して︑時代の実感となってゆく︒大

い︒また世紀末的な雰囲気にしても︑当人たちは気分的なものであ

とはなしに物の見方を変えてゆくものである︒耽美派の運動以後︑

んだ︒竹久夢二の持情小曲はその極端な例であるが︑短歌の方でも︑
﹀聞広ω日 ﹀ の 金 が ち る よ り も ろ か り き 民
c
m
d
t︿﹀に堕つる

れでもおかしくないような作品である︒

語自由詩派の詩人はその鏡舌によって時代の自然主義的現実観や︑

もない頃の﹃創作﹄から引いたものであるが︑﹃桐の花﹄に収めら
白秋が当時︑その感覚的表現の方法論的な意義について︑いかほ

スタイルにかかわらず︑世界を既成の概念でしか捉えなかったこと

生み出すところはなかった︒それは彼等が︑その詩の一見近代的な

」ノ

の

やや後の民主々義の風潮に梓さすことはあっても︑ついにみずから

していった︒明治末年の精神的な打撃︑社会的な制裁にも耐えて新

ど自覚していたかは疑わしい︒しかし彼は︑それを内的要求として
実践し︑その聞に肉体的な実感としておのずと自己の詩精神を形成

にあったのではなかろうか︒

一
房

儀

ろが︑亜流が身にするのは常に衣裳にすぎず︑彼等は流行が廃ると

問題点

藤

うちのひとりである︒だが︑研究が盛んでありながらも︑今もって

近代の詩人遠の中で︑荻原朔太郎は比較的によく研究されている

佐

生の道を歩くことができたのも︑それがあったためであろう︒とこ

萩原朔太郎研究

'
"
一
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もまして多くの事実を物語っている︒どの全集においても彼は早い

年︑数多く出版される詩歌全集における彼のランク付けが︑なにに

上に於ける地位は不動であり︑ますます価評は高まりつつある︒近

いる︒しかし研究の現状にかかわりなく︑一般的に彼の近代文学史

いわれている︒これは客観的考察が︑低迷していることを意味して

詩史上に於ける彼の位置は確定しておらず︑作品は理解しがたいと

にこそ読者にあたえる感動は強烈であり︑近代詩人としての意味が

る︒朔太郎の詩は︑特殊ともいえる美意識を形成している︒それ故

いのか途惑いを感ずるのである︒第二の問題は︑研究者の側にあ

者はいかなる立場から︑なにを端緒として︑解明を進めてゆけばよ

にすら見える︒それが彼についての言及に困難さをあたえる︒研究

富んでいるかを証拠だてている︒作品が難解であるといわれながら

の厚みに思い及ばせるだけではなく︑現代人への語りかけた如何に

果︑個々の朔太郎観は︑独善的に走りがちになる︒朔太郎の作品自

り︑研究に必要な客観的な立場に身をおきえないのである︒その結

くの場合︑その初期的なショックからなかなか立ち上れない︒つま

とは︑如何なる場合にも当てはまるであろうが︑朔太郎に対して多

ある︒研究者がその対象について︑まず素朴な感動から出発するこ

も︑現代に共鳴する何かを秘めているのであろう︒若い読者が文学

時期の配本の部類に入れられ︑発行冊数も多い︒これは愛好者の層

史家のなんらかの教唆によって︑作品に導入されるのではなくし

らず小難しい感じを与えるのは︑そのような原因が除かれないため

体が難解であるのに︑その彼について書かかれた文章もまけずおと

でもある︒研家者各自が︑自己のイメージに固執して︑論じる対象

て︑ナイーブな感受性の躍動によって︑その作品に興味を起してい
ることは明らかである︒

けではない︒彼に関する論説や紹介文は︑月余をおかずして何処か

る享受者に対して︑研究家や彼の賛美者は︑決して怠惰であったわ

は︑詩人としての萩原朔太郎研究が︑最も基本であり︑最も重要な

ぞれ個別の問題を探ってゆこう︒詩集を中心にして論を進めるの

以上の二点をまず念頭において︑各詩集を単位にしながら︑それ

を普遍化しえないのである︒

しらの雑誌に発表され︑彼個人についての単行書籍もすでに五指に

意味を含んでいると思えるからである︒別な立場からの考察も可能

だかといってより深く︑より正しく朔太郎を理解しようとしてい

あまる︒しかし︑それらをもってしても︑近代詩人としての彼の跡

であるが︑紙面の都合もあり︑論旨をここにしぼってみる︒

﹃月に吠える﹄(大正六年二月感情詩社・白日社共刊)

(一一)

付けはおろか︑作品の解釈︑鑑賞すら充分にはなされていない︒こ
の原因として︑大きくニつの点が考えられる︒まず第一は︑朔太郎
合︑我々の知っている性格のパターンに敷桁することが出来ない︒

朔太郎の処女詩集が刊行されたとき︑人々は色々な面で注目し

自身に内在する︒彼は類型のない個性をもっていた︒彼を考える場
あたかも彼は︑近代日本の社会に忽然と出現した変種か異種のよう
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の無名に等しい詩人の第一詩集は︑かなり新奇な感じをあたえた︒

夫︑がこらされ︑配慮のゆきとどいた造本が多かったが︑なかでもこ

た︒まず装丁の斬新さである︒当時の詩書は︑今日以上に多彩な工

わけではない︒現在︑第一線で活躍している詩人遠の多くは︑若い

昭和二︑三年頃までが最も著しいが︑今日でもまだ払拭されている

てしまった者が相当数いた︒﹃月に吠える﹄の影響は詩集発刊以来︑

えるとともにやっと独自の表現をもてるようになった︒そして時と

時に月に吠える犬に崎付かれ︑総身傷つきながらも倒れず︑傷が癒

すると︑彼等の傷口がふたたび化膿して︑現在の作品の中にうみが

ふんだんに折り込まれた奇妙で幻想的な挿絵︑づしりとした手応︑

まじることすらある︒若くすなおな精神に︑この一書はたえざる波

ゆったりと組まれた活字︑それだけでも新人の著作にしては立派す
た︒それまでの日本語のもってた詩語︑俳句や和歌や新体詩に見ら

ぎる︒ひとたび内容に接すれば︑言葉は不思議な光彩をはなってい

れた︒だが︑大方の人々には正当に享受されず︑新しがりやの少々

が︑批評や研究という客観的な作業を成り立ちがたくしていたので

当な評価や認識を長いこと出来なくさせた︒詩集から受ける圧倒

この印象の強烈さは︑多くの共感者に恵まれながら︑かえって正

乱を起して来たのである︒

そそっかしくも見えるような賛辞と︑過去にのみ基準をおこうとす

ある︒つまり﹃月に吠える﹄に関する論文のたぐいは︑その重誕を

はかつてない独特な展開をし︑深層心理をあばいているように恩わ

れた用語ではなくして︑異質な輝きがあった︒と同時に︑イメージ

る保守的な人々からの無視が大部分であった︒もちろん︑直感的に

いてきたことに︑客観性を欠く原因があった︒もっともこれは一詩

諮ってきた後輩詩人が︑自己の詩精神の出自に関する問題として書

集にかぎったことではない︒これまで詩についての論及は︑学術的

この新詩集の詩精神に心から感激した者もいた︒それらの人々にし
占めるべきかとなると︑まったく未知数であった︒そのように評価

な意味あいをもったものよりも︑詩人から愛好家までの広い層によ

ても︑作品を全般的に理解し︑近代詩の発達過程で如何なる位置を
が一定しないとしても︑処女詩集の刊行によって朔太郎は︑わけの

って書かれることが多かった︒たしかにその方が︑少々独善的にな

るきらいはあっても︑文学的興味をもって読むことができ︑直感的

わからぬ奇妙な詩人として︑詩壇の一角に地歩を築いた︒

に核心へと肉迫する作物が多かったことも事実である︒それはそれ

しかし︑まだまだ不満があっても︑朔太郎の全作品の中で︑﹃月

高所から観察すれば︑﹃月に吠える﹄の出版によって巻き起され

に吠える﹄は比較的によく観察されている︒昭和二十年代後半ごろ

として意味がある︒が︑客観性からは遠ざかる︒

詩人としてある稜度の名声得ていた人の中にも︑この詩集の収録作

から︑作品の鑑賞や詩集の研究が多く出版されるようになり︑それ

た文学上の動揺は︑上記のごとくであるが︑当時の詩界にかなり大

品の焼き直しめいた詩を作るようになった者があったし︑これから

きな衝撃をあたえたことも事実である︒朔太郎が登場する以前に︑

詩を書こうとしていた若い人々の中には︑模倣を脱しきれずに潰え

7
1
1

まで不明であった点にも徐々にスポットライトがあてられてきた︒

っているひこの点が明らかにされていないことは︑とりもなおさず

のか︑口語詩の芸術的価値はいかなる基準をもつべきか︑朔太郎の

いないわけである︒つまり︑近代詩人とは何によってそう呼ばれる

詩業の意義はどこにあるのか︑といった諸点が解明されないことを

朔太郎に関する一番重要な問題のある部分が︑まったく解明されて

の発展において如何なる寄与をしているかといった問題になると︑

一作一作は解明されつつあるが︑この詩集がなにゆえにそれほどの

決して十分に論じっくされていない︒またそればかりでなく︑より

成者と自負しているが︑それを客観的に正しいと評価しても︑これ

意味する︒朔太郎は﹁月に吠える再刊の序﹂において︑口語詩の完

ショックを与え︑近代詩の中でどのような意味をもち︑近代詩精神

狭く考えて︑詩人萩原朔太郎がなぜあのような作品を書かねばなら

﹃月に吠える﹄に比べると︑この第二詩集には正面から問題意識を

﹃青猫﹄(大正十二年七月新潮社刊)

る︒なぜこれほど﹃青猫﹄について考えなければならないかという

義すら︑ただ託漠たる霧の中に残しておかなければならないのであ

きを取り去ることはできない︒つまり︑朔太郎という詩人の存在意

らの問題が解答を得ないかぎり︑

Hと云われている Hという但し書

なかったかという点も︑ほとんど触れられぬまま残されている︒

ているが︑詩集全体を意味付けるまでにいたっていない︒それなら

においてより平易な口語になり︑それでいて詩情は発展し︑詩人の

と︑この詩集におさめられた作品がそれまでの詩にくらべて︑詩語

もって書かれた論文がさらに少くない︒作品のいくつかは鑑賞され

に様々な指摘︑ができる︒

創作意識にも前進が読みとれるからである︒もっともこの変化は︑

ば問題性に乏しいのかというと決してそうではない︒第一詩集以上
﹃月に吠える﹄は︑彼の処女詩集として︑また詩壇にふきこんだ

五年五月頃より発表されはじめた作品あたりから探らなければなら

ない︒このころから朔太郎は︑あきらかに詩人としての生命に気付

より厳密に観察するならば﹃月に吠える﹄後期︑年代でいえば大正

き︑その意識をもって創作している︒彼は自分が如何なる職業人に

もそれに匹敵する︒何よりも注目に価することは︑この詩集によっ
ての彼の存在意識が︑この詩篇には明確に現われている︒詩集に底

て朔太郎の到達した精神的境地がうかがえる点である︒近代人とし

示を受け︑それが作品に反映し︑頭脳的で才気走った詩ではなく︑

もなれず︑有閑の徒として生存して行かなければならない運命の啓

清新の情感からして︑重要な意味をもっ作品集であるが︑﹃青猫﹄

代人のおかれている状況についての考察を促さないではおかない︒

れば︑当然なこととして詩人朔太郎の生存意識の追究にもいたるわ

深遠な自己観照によって創作に従事している︒この点を明らかにす

流している孤独者の感情は︑近代的自我に根差したものであり︑近

とつとして書かれないまま放榔されている︒問題の核心に近付こう

けである︒

ところが︑﹃青猫﹄のもっそのような中心的命題に迫る報告は︑ひ
とするものがあっても︑非常に表面的に終って︑そのとばくちに止
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である︒朔太郎は西欧において詩が︑あらゆる芸術の前街的役割を

が︑それはとりもなおさず︑彼が詩人としての自己に気付いたから

になっている事実を考え︑詩人としての自己の存在を日本に於いて

ここであえて飛躍した表現をとるならば︑萩原朔太郎こそ詩人で

同じ位置におこうと志向した︒それ故に︑あれほど多量な文明批評

あって︑詩人以外のなにものでもなかった︒詩人という名称の概念
からである︒詩は決して金銭に替えられない訳ではないが︑絶対に

規定は暖昧模糊としている︒それは職業としての意味をもちえない

なのである︒朔太郎の内部に生まれた自己の存在についての認識

風なアフォリズムが生れ︑矢つぎばゃに評論が書かれたのである︒

が︑如何なる思想的基盤に立脚しているか︑﹃青猫﹄の世界を知る

彼の文章は︑詩人としての存在証明であり︑詩人としての自己主張

い︒その世界において彼は︑教師であり︑会社員であり︑いわゆる

ことによってこそ探りうるのである︒あらゆる彼の文化活動の背後

な詩人でも︑何か詩以外の作業に就いて生活人であらねばならな
著述業である︒ところが朔太郎は︑そのどれでもなかった︒彼の家

には︑青猫の限がらんらんと光りをはなっている︒文章の底にうか

詩作だけによって生活をたてることは不可能である︒それ故にどん

べてを詩人として使えた︒そのために彼は全精神・全生活を通じ

に資産があり︑生活のために労働する必要がなく︑もてる時間のす

期の精神的立場を解明することは︑詩人という概念を彼がどのよう

であった︒この点からしても︑﹃青猫﹄の作品を理解し︑その創作

晩年になるとほとんど詩作をしなくなったが︑それでも彼は詩人

投げかけた︒だが︑詩精神や個性の形成は︑ほとんどこの時までに

ろん変化し展開してやまぬ彼の精神は︑つぎつぎとあらたな問題を

萩原朔太郎なる詩人について大半の考察が終ったことになる︒もち

﹃月に吠える﹄から﹃青猫﹄へと︑全体的な把握が進んでくれば︑

h

える︒

知らずしては︑彼の文章についての正確な判断はできないとすらい

むしろ︑彼が何をもって詩人と考え︑精神をいかに理解していたか

て︑詩人としての存在証明をなしえたのである︒朔太郎もそれを標
H
自分

がえる詩精神も︑この詩集の解明の中に織り込まれるはずである︒

は詩人である

携し︑たえず意識していた︒彼のあらゆる思考の土台には︑

Hという自覚があった︒この意識をもつにいたったの

に考えていたかといった朔太郎個人の問題から︑現実社会における

が︑﹃青猫﹄の作品を書いていた頃なのである︒

詩人の存在意義は奈辺にあるのか︑といった点にまで及ぶはずであ

のであれば︑当然すぎる事実である︒その後の彼の仕事は︑これま

終っている︒もっとも﹃青猫﹄が︑かれ三十七歳のとき上梓された

この第三詩集は︑前二詩集に集録されなかった作品の拾遺であ

﹃喋を夢む﹄ハ大正十四年八月新潮社刊﹀

で培われてきた精神を土台としてなりたった︒

る︒つまり︑文学の世界で︑未だにアウトサイダーの位置しかしめ
えない詩人という存在が︑本来どうあらねばならないかという問題
この第二詩集以後︑彼の文学活動は様々な文化評論にまでおよぶ

にまで︑考察を進める糸口がある︒
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入れた方がより適正である︒ただ︑この詩集は︑﹁現代詩人叢書﹂

については︑作品を年代別にほぐして︑これまでの考察の過程に組

り︑作品の発表時期はまったく二詩集に重複する︒ゆえにこの詩集

ける短歌と詩との関係である︒

解明につながる︒その際︑大きく浮び上ってくるのが︑朔太郎にお

作品であることによって︑必然的に朔太郎の詩人としての出発点の

さらに︑この﹁愛憐詩篇﹂についての考察は︑詩篇が最も初期の

約一年半にわたっている﹁愛憐詩篇﹂の作品群が作られた時期は︑

として中堅詩人を何人か集めて編んだうちの一冊であり︑そこには
当時における朔太郎の位置︑がうかがわれる︒すでに︑出版社の営利

明しようとするならば︑﹃月に吠える﹄を論じる前に見なければな

前にできていた作品である︒それ故に︑もし朔太郎を系統だてて解

としたところは︑詩を創作しはじめた最も初期︑﹃月に吠える﹄以

この小曲集は︑構成上二部にわかれている︒初めの﹁愛憐詩篇﹂

な転換がおこなわれたのか考えられるであろう︒また︑短歌とい

と創作興味を移行した人々が相当数あったわけだが︑なぜそのよう

がえる︒さらに問題を広げて︑近代詩人のなかには︑短歌から詩へ

き︑詩人となるべく運命付けられていた彼の道程の最初の所がうか

的要因はなにによるのか︑といった疑問について観察することがで

めたのか︑なぜ短歌から近代詩へ移っていったのか︑それらの必然

と重なる︒その点に注目するならば︑彼がいかにして詩を作りはじ

朔太郎が文芸の世界へ足を踏み入れた第一歩である短歌創作の最後

らない︒後半は﹁郷土望景詩﹂と名付けられているが︑これは﹃青

﹃純情小曲集﹄ハ大正十四年八月新潮社刊)

対象となるだけの読者をもっていたのである︒

猫﹄以後の作品を集めている︒ゆえに﹃純情小曲集﹄だけを総括し

にあふれ︑激情は内に秘められている︒通りすがりの一読者として

に︑人間の内面的混沌を生のまま表現した作品にくらべて︑優雅さ

おり︑詩情は概して可憐である︒﹃月に吠える﹄や﹃青猫﹄のよう

まず﹁愛憐詩篇﹂について考えてみよう︒この名が示していると

治以後の日本において︑好余曲折があるにしろ詩が発達してきた必

きない︒これは近代詩精神のひとつの跡付けをすることであり︑明

創作家の意識にまで遡行しなければ︑決して明らかにすることはで

は単に言語構造上からだけではなく︑二種の芸術の背後に存在する

に対して︑何を与え︑何を残したか明らかになるであろう︒これら

近代詩という詩精神の表現の上で︑非常な困難さを伴っている芸術

う︑ある意味では日本語の美的特質を極度に発展させた文学形式が︑

も︑このような詩があることは︑一沫の救いをおぼえる︒また︑こ

て理解することは︑不可能であり︑無意味でさえある︒

れらの詩情が︑後の作品へどのように流れていたかという問題を探

然的意味すら︑上記の解明の中に含まれているのである︒

みせている︒詩形については後に﹃氷島﹄との関連において見るこ

﹃小曲集﹄後半の﹁郷土望景詩﹂では︑詩の形態が新たな変化を

ることによって︑﹃月に吠える﹄や﹃青猫﹄の作品を︑単に病的と
いう言葉で把握することがどんなに皮相な︑本質を誤まらせる理解
であるかを気付かせるはずである︒
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とにして︑ここでは中心テl マである故郷について考えてみよう︒
彼は大正十四年二月(三十九歳)に上京するまで︑生活の本拠を

の理解が深まり︑彼を裏面から判断すのに役立つであろう︒さらに

して中央に終る︒とくに詩壇のごとく狭い社会では︑日常の交流を

つての日本のごとく後進性をかかえていた国では︑文化は中央に発

れていた詩人で︑一地方都市に長く留っていたのもめずらしい︒か

られない大問題である︒それだけに示唆と暗示に富んでいる︒彼が

いた︒朔太郎を全体的に理解しようとすれば︑当然考えないではい

初期の時代から晩年にいたるまで︑朔太郎の脳裏にたえず去来して

故郷との関係は︑﹁郷土望景﹂にだけ見られるのではなく︑より

家の問題にまでおよぶであろう︒

論を発展させれば︑自然主義文学の発生以来追究されつづけてきた

通じて様々な文芸運動が展開し︑地方に留ることはそれだけに遅れ

た時である︒これだけを考えても︑何んらかの意義が推測されそう

﹁郷土望景詩﹂を発表していた時期は︑東京定住を決意し︑実行し

郷里群馬県前橋市においていた︒彼のように当時でもかなり注目さ

たにもかかわらず︑中央との繋りを密にするために︑朔太郎はかな

をとる結果になる︒前橋が十分に東京から日帰りできる地域であっ

のため彼の実在的生活の場は中央にあった︒そして︑故郷との違和

所ではなくして︑自己を疎外する文化的僻地として意識された︒そ

が自分の立場に気付けば気付くほど︑郷里は彼を暖かく包み育む場

や﹃青猫﹄の作品︑つまり彼の比較的前期に属する詩をよしとする

評価は︑大きく二つの立場に分かれている︒一方は﹃月に吠える﹄

と︑さらにその面が著しい︒この作風の変化から︑朔太郎に対する

た彼が︑文語や漢語の口調で詩作をはじめている︒﹃氷島﹄になる

﹁郷土望且墨付﹂では︑かつて自ら口語詩の完成者をもって自任し

﹃氷島﹄(昭和九年六月第一瞥房担

ではないか︒

感が︑定住する場のない漂泊者としての意識を生んだ︒彼の作品に

者と︑﹃氷島﹄の作品にこそ詩として完成していると見る立場であ

て︑たえず自分の身辺に後進性を意識しなければならなかった︒彼

りの努力を要した︒それだけに︑彼は地方都市に在住するものとし

することはできない︒この故郷に対する感情によって生れた彼の心

あるペーソスは︑故郷との対崎を念頭におかなければ︑完全に理解

どちらの説を正しいとする訳にはいかない︒おおよそこのニ派の人

る︒これは鑑賞者個々の興味に根差しているのであるから︑一概に

故郷に対する考察は︑朔太郎の立場からばかりなされるのではな

うとする人々は前期の作風にひかれ︑より思想的に内容を汲みとろ

人の鑑賞上の基点を見るならば︑唯美的な判断をもって詩に按しよ

理的葛藤は︑朔太郎の精神を理解する上で重要な課題である︒

におかれていたかという点にも向けられなくてはならない︒さらに

以前の︑人間の最も根元的で底辺にある感覚の表出であるのにくら

うとする人々は後期の作風に重きをおいている︒前期の作品が思想

くして︑前橋という都市の性格や︑郷人の問で彼がどのような立場

てもなされなければならない︒それによって彼の精神形成について

彼の環境で最も身近にいて︑直接的に精神を揺さぶった家庭につい
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期では︑自己の心情によって事物を観察し︑そこに見えた問題点を

ぺて︑﹃氷島﹄などでは︑問題意識が前面におしだされている︒後

語が生れた意味を捉えた方が正鵠を得るように思われる︒

そなえていた︒この散文における修辞との関連によって︑激越な詩

なり高調した張りのあるもであった︒戦闘的な調子すら時によると

語によって︑詩としての美を表現することは出来ないが︑口語に近

第二の問題は︑日本語の性格に関わることである︒完全な日常口

激越な調子でうたっている︒詩人はなにものかに向けて︑怒りを発
朔太郎は終生一貫して︑心に湧き上ってくる詩情をいつわらずに

しているようである︒

求に立脚しているはずである︒その点を考えると︑よほど大きな変
化をうながす事件があったのではなかろうかと推察される︒たとえ

て何がこのような擬古的な言葉を使わせた原因であったかという点
である︒詩の形態が定まるのは︑それぞれ必然的な詩人の精神的欲

いわゆる悲憤様慨調に接近している点については︑彼の個人的な心
情の変化と︑日本の近代詩が内包している問題との二面から観察し
なければならない︒まず第一の問題について考えるならば︑彼をし

ならないであろう︒

察してゆくに際しても︑未来形で考えなければならない︒この点を
よくみきわめて︑冷静に﹃氷島﹄の詩精神について判断しなければ

ない

開をしたのは︑彼が口誇のもつ欠陥を強く意識したからにほかなら

が如何に日本語の中で大きなウエイトをしめているか証明してい
る︒朔太郎がある人々からみて︑退歩であると評価されるような展

さから遠ざかる︒これは今日でも創作上解決しえていない︒短歌や
俳句︑が口語化しえず︑口語運動が挫折していった原因は︑この問題

い形で創作することにすら困難さがつきまとう︒詩語を口語に近付
ければ近付けるほど︑調子は冗漫になり︑短詩型が必要とする簡潔

ば︑彼の生涯を通じて最も大きな出来事のひとつであった離婚(昭
和五年﹀がある︒ところが︑このような表面に現われた事実だけを重

これは散文詩集である︒彼はアフォリズムを多く書き︑数冊まと
めている︒﹃宿命﹄に収められた作品は︑大部分それらの中から再

表現すべきであるという詩論をもっていたが︑後期作品になって︑

要視してはならない︒﹁郷土望景詩﹂が大正十二年頃から書かれ︑
﹃氷島﹄が昭和八年まで書きつがれていたことによって︑個別の事

録された︒最初のアフォリズム集﹃新しき欲情﹄(大正十一年四月アルス

﹃宿命﹄(昭和十四年九月創一元社刊)

c ここに近代詩の前におかれている大問題があり︑朔太郎を考

む深い要因は︑なにかの突発的な事件ではなく︑精神の継続のなか

件をもって作風が変化した証明となしたのでは︑根拠があまりにも
薄弱である︒むしろ︑彼を根底から突き動かし︑焦燥や虚脱感をう

十四年になって︑表紙に

自の序文において︑彼はすでに散文詩という言葉を使っている︒
その点から見れば﹃宿命﹄は︑散文詩自選集とも考えられる︒昭和

μと銘打ったのは︑おそらく詩人と

で考えなければならない︒そしてさらに離婚という現実を招来した
原因が︑そのような彼の精神的道程のうちにあると考えなければな

H
詩集

らないであろう︒彼の散文は︑若い時から最晩年にいたるまで︑か
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として昭和十二年に﹁南京陥落の日に﹂という︑戦争賛美とうけと

詩集に収められていない点に注意しなければならない︒就中︑初期

この﹃宿命﹄については︑それこそ論文らしいものがない︒だが︑

られる作品が発表されている︒これを﹃日本への回帰﹄(昭和十三年三

しての自信によるのであろう︒それ故に︑この詩集だけを独立して

詩としての価値から判断するに︑これまでの詩集にくらべて遜色が

月白自社司などという評論集の題名と性急に結びつけて︑下降的な

の詩篇は詩集に収録された方が少ない︒これらについても照明をあ

ないどころか︑凌駕している面すらある︒ここには︑朔太郎の哲学

意味付けでもしようものなら︑非常な誤解を生む結果になる︒その

てる必要がある︒さらに晩年になると詩の創作が跡結えたが︑例外

的洞察と︑豊富なイメージがもののみごとに結合している︒日本の

ような H+HHN といった計算では︑とても彼を理解することは出

述べるよりは︑アフォリズム集との関連において考察した方が当を

散文詩の中では白眉であろう︒行分け詩の翻訳にくらべて︑散文詩

ひとつひとつ考えてゆくよりほかに方法がない︒これは何も朔太郎

来ない︒ようするに︑評論なども含めた彼の全作品を克明に読み︑

得ている︒今はほんのひとことだけ言及しておこう︒

の方がいささかなりとも容易であろうから︑遠からずして外国でも

ったのは︑あきらかにその証拠である︒この点を注視して︑散文詩

文詩の形態がいちばん適合した︒無数ともいえるアフォリズムを作

が︑もっと自由な立場でイメージを展開しようとした時︑彼には散

けする必然性をみつけようとした︒朔太郎もそのひとりである︒だ

もってすれば︑すべて散文詩である︒詩人達はなんとかして︑行分

からいかに遠かったか考えられよう︒今後︑一層完成に近い全集の

か集録されていない︒それによっても︑彼の享受が研究という態勢

ろがこれらの全集は︑詩・散文をとわず︑全著作の三分のこほどし

れだけに一層︑読者層の厚みと︑評価の高さが思いやられる︒とこ

りの詩人でこれだけ個人全集が出版されたのは︑例外に属する︒そ

か手に入れがたい悩みがある︒彼の全集は没後三回だされた︒ひと

ところが︑彼の作品をできるかぎり読破しようとしても︑なかな

に限ったことではなく︑あらゆる研究に共通する方法である︒

評価されるであろうと信じている︒
日本においては新体詩のはじめから︑行分けした詩も決して韻文

と行分け詩の関係を考察すれば︑詩精神の究明に大いにあずかるで

ではなかった︒日本語は韻を踏むのに適していない︒外国の尺度を

あろう︒

以上によってもうかがわれるとおり︑荻原朔太郎は︑非常に多様

刊行が望まれる︒

はそれらをあえて捨てて︑研究を進めなければならない面もあるか

な今日的問題を内に臓している︒過去の論及をふまえつつも︑時に

以上をもって︑主要単行詩集を中心にした問題点の摘出を終える

もしれない︒多くの読書人もそれを期待しているように考えられる︒

(一二一)

が︑詩作品から朔太郎を観察してゆくにしても︑彼の作品がすべて
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宮沢賢治詩研究の 問題点

かわらず︑当然︑異なった評価が生じてしまい︑対話を求めるべき
作家論としての豊かなみのりを︑期待できないのではないかという

また︑作品研究の場合においても︑これと類似していることが言

えるのではないか︒その作品の解説︑語釈︑鑑賞︑文体研究︑主題
把握等のほかに︑作品を生み出した主体としての文学者の行為や生
活者の行為をも︑その作品研究の材料の中に組み込んでいるものが

容を推しはかり︑あるいはまた︑作品の一ジャンルで︑全作品を割
りきってしまうような扱い方が少なくない︒

見られるからである︒まして︑ある特定の文学者の中に︑作品のジ
ャンルが多岐にわたる場合︑作品の一部をもって︑この文学者の全

出した文学者としての行為のほかに︑社会の一員としての生活者の
属性も︑作家論の中に︑用意されるべき材料として︑同時に組み込
まれている︒作品を生み出す主体(行為者﹀は︑結果としての作品

宮沢賢治研究の場合にも︑それが多く見られるようである︒
作家論として論ずる場合でも︑前述したように︑純粋に︑文学者

者の見識なのであろう︒
ここでは︑研究者のこのような見識の是非を云々するのが本旨で
はない︒ただ︑研究者が︑この選択の範囲のひろがりの中で︑材料
の選び方に差異があると︑同じ文学者を考え︑研究しているにもか

ルの援用によって︑作品群の一角を形成する一ジャンルの作品研究

としての宮沢賢治を論じているものや︑それに加えて法華経信者と
して︑農学校教師として︑農業科学者としての賢治を綜合して論じ
ているものがある︒作品研究も同様である︒ほとんど︑他のジャン

を生み出す行為の過程の中に︑文学者以外の人間の行為︑いわば︑
生活者としての行為をも営んでいるということを見ようとする研究

とは限らない︒作家論として用意されるべき材料が︑もっと選択の
範囲が拡大されて論じられているものもある︒つまり︑作品を生み

うように考えられている︒しかし︑実際に︑作家論をひもといて見
ると︑かならずしも︑そのような態度・方法だけで論じられている

ことを指摘したいのである︒

弘

作家論の対象として︑ある文学者を考える場合︑研究者は︑その
文学者に属している材料を︑いかなる範囲から用意︑選択すべきも

田

のであるのか︒ごく一般的には︑作品を生み出した主体(行為者)
としての文学者の属性を材料として︑用意︑選択すべきであるとい

奥
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がなされていることが多い︒これも︑その研究者の一つの見識では
あろうが︑やはり︑個別のジャンルの作品研究をする場合︑一つの
ジャンルだけからの︑つまり詩は詩からの︑童話は童話からの作品
研究もあってよいのではないかと思う︒
標題に掲げた﹁宮沢賢治詩﹂も︑この辺に評価の別れ目が生ずる
問題をはらんでいるのではないかと思う︒
ここで断っておくが︑宮沢賢治の詩をジャンルとしての﹁詩﹂と
規定しておきたい︒﹁詩精神﹂とか︑﹁彼は何よりも詩人であった﹂
という場合の﹁詩﹂ではない︒
宮沢賢治の詩集としては︑第一集より第四集にいたる﹁春と修羅﹂
がある︒周知のように︑第一集は︑彼の自費出版により公表された
ものであり︑第二集は出版の意図があったものである︒第三集は︑
大正十五年以降の創作年月日記入作品で発表の意図は不明︑第四集
は︑彼がのこした作品を便宜的に集としてまとめたものである︒こ
のほかに︑集の形はとっていないが︑詩作品として︑︿東京 V︑
八三原三部 V︑︿装景手記﹀などに収められている一群の作品︑お

た向きが多かったようである︒

そのような扱いが︑谷川徹三︑中村稔両氏の論争を呼ぶ結果にも
なったと思う︒

一体︑特定の詩人の詩を作品研究する場合︑いかなる方法︑態度

が考えられるだろうか︒一般的に見て︑次のようなことが考えられ
る
︒

詩人の立場からの研究

ーその詩人が︑詩について︑詩とは何ぞやという︑いわば

その詩人の詩観の変遷の研究︒

e
詩の本質をどう定義 つ
けているかを把握する研究︑また︑

研究︒

2 ある詩作品の成立事情︑また他の詩人からの影響などの

占めているかの研究︒

3 ある詩作品が︑その詩人の全体像の中でいかなる位置を

への設定︒

4その詩人の全体像をとおして︑その詩人の詩史(文学史)

5 詩語︑詩型などの研究︒

‑享受者自身の詩観による︑詩作品に対する鑑賞︒

E 享受者の立場からの研究

﹁春と修羅﹂量一￨第四銀﹀と八東京 V以下の詩作品︑文語詩に集中さ

2 解説︒

が充分でなかったのではないか︒作品研究の名において︑作品その

だろうが︑おおまかに︑こうした様式を考えてみた︒ここで︑従来

以上のほかにも︑まだ︑さまざまな作品研究の方法︑態度がある

3 語釈︒

ものの論考よりは︑彼の作家論的論考や逸話的伝記等を援用してき

ところが︑研究史的に概観してみると︑この詩としての作品研究

れるべきものであろう︒

よび未定稿をふくめた文語詩がある︒詩としての作品研究は︑この

I

5
2
1

ないが︑従来の作品研究は︑どちらかというと︑ E のほうに多く集

の宮沢賢治の詩作品の研究を︑この線に沿って検討してみる余裕は

日付の﹁読売新聞﹂に発表している︒﹁春と修羅﹂が自費出版され

ある︒辻は︑﹁惰眠洞妄語﹂と題する一文を︑大正十三年七月二十三

ところで︑初めて︑賢治の詩にふれたのは︑辻潤と佐藤惣之助で

て三か月後のことである︒佐藤惣之助は︑﹁日本詩人﹂十二月号に︑

中していたようである︒もちろんI の立場からの詩研究もないわけ
ではない︒例えば︑十字屋版﹁宮沢賢治研究﹂(昭和十四年九月)︑筑摩

伊藤信吉

詩壇にはまったくと言ってよいほど反響を呼ばなかったようであ

当初において︑﹁春と修羅﹂にふれたにもかかわらず︑当時の詩人︑

にも﹁宮沢賢治﹂がある︒しかし︑せっかく︑このふたりが︑出版

﹁春と修羅﹂の批評をしている︒﹁宮沢賢治研究﹂円十字屋版・筑麟版とも)

宮沢賢治論

真壁仁

にふれた幾人かの論考である︒

版﹁宮沢賢治研究﹂ハ昭和三十三年八月 uに収録されている﹁春と修羅﹂

﹁春と修羅﹂について

けだった︒﹂(筑摩版﹁宮沢賢治研究﹂所収﹃宮沢賢治研究の回願﹂﹀と嘆いて居る

のもうなずけることである︒したがって︑宮沢賢治の詩作品を研究

る︒小倉豊文が﹁二つの讃歌は夏の夜の花火のように飛び散っただ

する際︑いかなる理由で︑当時の詩人たち︑詩壇に反響を呼ばなか

草野心平

山本太郎

黒田三郎

(以上十字屋版)
宮沢賢治の詩

﹁春と修繕﹂に於ける雲

﹁春と修羅﹂の序をめぐって

柏町ノ︒

ったのか︑研究史のふりだしにもどって考えてみる必要があると思

詩人が本業の惣之助はともかくとして︑ニヒリスト・︑ダダイスト

(以上筑摩版)

生野幸吉

と呼ばれた辻潤が︑これに注目したことは特筆すべきことだろう

わかれ

山本太郎には︑ほかに︑﹁詩人・宮沢賢治﹂(﹁文字﹂昭和三十九年三月)

詩人として︑詩壇に快く迎えられなかったゆえなのか︒辻と詩壇と

が︑それにもかかわらず︑これに注目が払われなかったのは︑彼が

がある︒しかし︑この立場から︑本格的︑精力的に賢治詩の作品研
﹁音と詩人﹂￨詩作への宣言￨︿﹁四次豆三号・昭和二十五年十一月)
宮沢賢治﹁春と修羅﹂制作の意図︿﹁跡見学園国語科紀要﹂ 5 昭和三十一

イネやボオドレエルなどの論文も発表していたほどである︒当時︑

ネルの﹁唯一者とその所有﹂の訳者としても知名であり︑また︑ハ

究に取り組んで来たのは恩田逸夫である︒

年十一月)
のものからの研究ではないが︑宮沢賢治の詩人としての出発を指摘

反響を呼ばなかったのは︑いかなる事情であろうか︒

文芸紙として名のあった﹁読売新聞﹂に発表された︑この一文が︑

のかかわりあいを考えてみる必要もある︒当時は︑彼は︑ステイル

このほかにも多数の論考があるが︑割愛する︒前者は︑詩作品そ
した点で︑貴重な論考と見たい︒

辻潤は︑﹁春と修羅﹂の中で︑特に感銘を受けたものは︑﹁原体剣

い︑﹁序﹂にもすでに言及している︒辻の詩観が︑どの辺にあった

る︒そのほか︑賢治の詩を論じる時︑誰もがふれることを忘れな

によって︑はじめて︑賢治詩の作品研究がなされたものと見てよい

二基の中に︑その原型をさぐることが許されるなら︑やはり︑草野

得ていない︒しかし︑後年︑まとめた﹁宮沢賢治覚書﹂(昭和二六年十

所思がある︒本格的な賢治論であるといわれているが︑見る機会を

昭和にはいってから︑草野心平の﹁宮沢賢治論﹂(昭和六年七月﹁詩神﹂

る
︒

のか︑それを探るてだしとして︑感銘を受けた作品を列挙している

舞連﹂であったらしく︑全文ではないが︑わざわざ引用をしてい

のを検討してみる必要がある︒

ク挽歌︑風景とオルゴール︑第四梯形︑館岩流︑冬と銀河鉄道﹂で

﹁屈折率︑くらかけの雪︑丘の幻惑︑ヵlバイト倉庫︑コバルト山
地︑霧とマッチ︑電線工夫︐トナ一エロ︑栗鼠と色鉛筆︑オホーツ

めた作家論が主流をなすようになってしまった︒﹁宮沢賢治追悼﹂

とは︑異なった次元で︑作品研究というよりは︑逸話的伝記をふく

賢治の没後から昭和十年代になると︑草野の︑この﹁宮沢賢治論﹂

だろう︒しかも︑さきの Iに挙げた宮沢賢治という詩人の立場を認

ある︒これらの詩作品からの感銘のよってきたる所以について︑

のコスモポリタン的な︑楽天的な性格の故もあろうが︑主流となっ

門昭和九年一月)の中の幾人かの感想などが︑その源流であろう︒草野

後年︑辻潤が萩原朔太郎との交流で相互に影響しあったことと思

掘りさげてみる必要がある︒これによって︑賢治︑および彼の作品

よび作品研究の変遷の経緯を︑当時の社会状況とからみあわせて︑

なかったのは︑当時の社会状況にもよるだろうか︒この作家論︑お

た逸話的伝記をふくめた作家論に対して執劫に論陣をはることをし

めての研究がなされている︒

﹁惰眠洞妄語﹂の中で﹁特異の個性の持主﹂とか︑﹁情緒や感覚の新

いわく︑﹁真空溶媒﹂︑﹁オホーツク挽歌﹂︑﹁無声働突﹂︑および

鮮﹂というように少しばかり言及しているが︑はたしてそれだけだ

いあわせてみて︑賢治へのふれあいが︑一回かぎりに終わってしま

ったのか︒

︐っていることは︑作品研究の上で︑はなはだ残念であると言わねば

る
︒

が︑どのように位置づけられていたかが明らかにされるからであ

詩作品を論じているものもあるが︑作品そのものよりも︑よ

高村光太郎︑草野心平を頂点とする詩人の執筆︒

e
けてみよう︒
が︑昭和十年代の賢治観の系列を巨視的にあと つ

紙幅のつごうでこの変遷に関して詳細にふれることはできない

ならぬ︒しかし︑辻の側から﹁読売﹂紙に発表した当時の彼の思想

とにかく︑もっとも早い時期に﹁春と修羅﹂を発見したふたりの
洞察や批評が︑賢治の詩の研究史の上で︑正当に位置づけられ︑受
けつがれないところに︑現在の賢治詩研究の問題があると思われ

1

っそう鮮明に映し出さたるに違いない︒

の振幅に照明をあてることによって︑賢治に対するその詩観が︑い

1
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り多く詩人としての賢治に傾倒しているものが多い︒
いわゆる﹁善意の文学﹂︑﹁賢者の文学﹂として︑人生派的な

2 谷川徹三︑中島健蔵の系列︒
賢治観を正面に押し出しているグループ︒

3 佐藤隆一房・関登久也の系列︒
花巻における賢治の周辺から逸話を追求して伝記として賢治
像を描いたグループ︒

て︑長光太の﹁賢治詩の音紋﹂哀感版﹁宮沢賢治研究﹂所収)に受りつが

れて︑さらに詳細︑精紋に論究されている︒賢治詩を研究する場

合︑ともに︑看過してはならないものである︒

それならば賢治自身は︑﹁詩﹂そのものについて︑いかに考えて

個性と通ずる具体的な表現

いたか︑彼の﹁農民芸術概論綱要﹂のなかから︑直接︑探りあてて
みよう︒

農民芸術とは宇宙感情の

そは直観と情緒との内経験を素材としたる無意識或は有意の創

である︒

(中略)

造である︒

昭和十年代において賢治の作品を批判した唯一のグループと

4 プロレタリア陣営にあった模本楠郎の評価︒

論昭和十一年七月︑東宛番号戦後︑賢治作品を批判した系列につな

体的な表現である﹂とし︑﹁直観と情緒との内経験を素材とした創
d

ともに詩作品からだけの論考ではないが︑賢治の作家論︑作品研究

は︑詩歌の具体的な表現は︑いかなる形を与えられるのか︒さらに

声に曲節節奏あれば声楽をなし

﹁農民芸術概論綱要﹂から探って行こう︒

て︑こぐ二︑三の引用ではあるが︑その詩に言及している︒当時の

る、す

(後略)

な、な

九月︑岩波書思がある︒この著述の韻の叙述に︑賢治詩の押韻につい

諮まことの表現あれば散文をなし

からとらえていたことは︑注目に値するものである︒これは︑やが

賢治研究の状況の中にあって︑賢治の詩作品を︑全く︑別個の観点

節、音
奏、が
あ、然
れ、れ
ぎ
、 I
ば
詩、器
歌、楽
と、を

さらに︑忘れてならないものに︑九鬼周造の﹁文芸論﹂(昭和十六年

造である﹂と定義 つけている︒多分に精神主義的な定義だ︒それで

彼は︑農民芸術の一ジャンルである詩歌の本質を﹁宇宙感情の具

(﹁農民芸術の本質﹂より・傍点筆者)

巨大な演劇舞踊として観照享受することを教へる

し

そは人生と自然とを不断の芸術写真とし尽くることなき詩歌と

見てよい︒ただし︑これは童話作品の批判である︒(新児童文学迎
がっていく︒
このほかにも︑賢治観の系列のとらえ方はあろうが︑その後︑作
賢治観の変遷﹂(昭和四十二年四月﹁反存在﹂四きと続橋達雄の﹁賢治童話

家論︑および作品研究の変遷を追っているものに︑境忠一の﹁宮沢

人

を見る場合︑貴重な論考である︒

評論史﹂(昭和四十二年士一月﹁墨滴=天きがあることを紹介しておく︒

地
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市農民芸術の分野﹄よp ・傍点筆者﹀

﹁節奏﹂つまり︑リズムである︒音の強弱の周期的な繰り返しで
ある︒賢治は︑詩歌の具体的な形をリズム︑換言すれば押韻に結晶
させようとしていたと思う︒しかし︑単なる技巧的な押韻ではな
ことの￨￨﹂とはいかなるものか︒それは︑その節奏を耳にするこ

く︑ここでも﹁まことの節奏﹂を考えていた︒それでは︑その﹁ま
とによって農民をして灰色の労働から解放するもの︑さらに暗い生

ハ中略)

わたくしという現象は

かげとひかりのひとくさりづっ

ここまでたもちつづけられた

活をより美しい楽しいものに変革するものと考えていたように﹁農
民芸術概論綱要﹂の文章からは読みとれる︒長光太は︑この押韻に

そのとほリの心象スケッチです︒

ハ傍点筆者﹀

の中に﹁わたしは芸術へ一種の偏見をもってゐまして﹂云々という

不明であるが︑おそらく昭和六年ごろのものであろう︒その下書き

賢治には︑草野心平あての書簡の下書きが一︑一一︑ある︒日付は

を結晶させようとした賢治の悲願があったようにうかがわれるので

述べていることからみても︑自由律口語詩の中に﹁まことの節奏﹂

る︒﹁四次感覚は静芸術に流動を容る﹂と﹁農民芸術概論綱要﹂で

との節奏﹂の発想をも︑この序の中に織りこんでいたと考えられ

れも一面確かに首肯されることではあるが︑それと同時に︑﹁まこ

された仏教観︑あるいは四次元の思想なりと断ずるものがある︒そ

従来︑この序を論ずるものの中には︑これを法華経によって啓発

ついて﹁これらの音紋は春と修羅の詩人の作品の殆んどを蔽って結
いた賢治の作品であるが故に︑けだし当然なことと言わねばなら

いたのではないかと推測される︒それは彼が︑真善美をほしいまま

付の森佐一あての書簡に﹁春と修羅の序文の考を主張し﹂という語

に行わけをしただけで詩的感動のこもらない自由詩にとどまったこ

自由詩批判がある︒これは︑大正末期の詩が自由詩と程して︑安易

はじめ︑春山行夫︑北川冬彦らの﹁詩と詩論﹂による明治︑大正の

それでは︑なぜ﹁まことの節奏﹂を主張したのであるか︑昭和の

ある︒

かと思うのだ︒﹁春と修羅﹂第一集序に︑次の箇所があるからであ

句がある︒これも﹁まことの節奏﹂にかかわってくる言葉ではない

張していたからである︒さらにさかのぼっては大正十四年二月九日

にあやつり説く宗教家芸術家から離れて新しい美を創造しようと主

箇所一かある︒この一種の偏見の中に︑﹁まことの節奏﹂も含まれて

ぬ
︒

る

る。

晶せしめている﹂と指摘しているが︑﹁まことの節奏﹂を念頭にお

$ひ、因いせ
賂と、果かわ
〉っ、交にし
の、流もく
青、電たせ
い、燈しわ
照、のかし
にく
明
、
で
と明、
す
も滅、
りし、
つな、
づが、
けら、
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あったものと考えられる︒それが︑前述の書簡や序の語句となった

批判よりも先行して︑当時の自由形式の行わけだけの詩型に不満が

とに対する批判である︒賢治は︑彼らのこのような自由詩に対する

いるのである︒

ける詩を宗教とからませた扱い方をする点についてきびしく戒めて

﹁詩人﹂こそ彼の本来の姿であるとも言っている︒つまり賢治にお

まった結果であると推測している︒そのことから小倉は︑賢治を

終着駅のない各人各様の評価の下され方になるであろうが︑まず︑

義︑本質にまでさかのぼらなくてはならないことである︒それは︑

﹁雨ニモマケズ﹂に対する評価や批判は︑結局のところ︑詩の定

ものと思う︒
の取り扱いの問題にどうしても逢着せざるを得ない︒かつて筆者

手記として書きとめられた﹁手帳﹂そのものを慎重に読みとること

賢治の詩について考える場合︑やはり最後には︑﹁雨ニモマケズ﹂
も︑このことについて︑同人詩﹁銅鐸﹂十六号(昭和四十一年三月)

が先決問題であろう︒

最後に︑昨年十月に出版された鶴見俊輔の﹁限界芸術論﹂を瞥見

で少しばかりふれたことがある︒結局︑賢治の覚書としての﹁手

したい︒鶴見はいわゆる限界芸術の視点から︑賢治の詩を見直して

帳﹂そのものを︑彼の童話や詩作品などとひとしなみに見るべきも
のなのかという問題を取扱ってみたのである︒また︑﹁雨ニモマケ

いる︒賢治の詩についての重要な新開拓である︒

﹁詞は詩であり動作は舞踊音は天楽四方はかがやく風景画/

ズ﹂の前後のメモを詳細に分析して︑この﹁手帳﹂に書きとめた当

われらに理解ある観衆がありわれらにひとりの恋人がある﹂(﹁農

時の賢治の心象を把握する必要があろうとも述べておいた︒
この﹁手帳﹂の取り扱いの態度については︑昨年九月︑復原版

鶴見は︑﹁農民芸術概論綱要﹂に注目し︑賢治がすでに限界芸術

民芸術の綜合﹂より)

の創作に目を向けていたことを指摘しているのだ︒そして賢治の芸

﹁手帳﹂の解説で︑小倉豊文が︑多年の研究の成果から得た提言を
細に述べる余裕はないが︑要旨をのべると︑この﹁手帳﹂に書きと

術観を︑

している︒﹁雨ニモマケズ﹂を考える上で︑貴重な資料である︒詳
められている章句は︑直接法華経よりの抄写でなく︑国柱会の﹁妙

状況の変革という三つのモメントをもったものとみている︒さらに

ω芸術をつくる状況︑ω芸術をつくる主体︑ω芸術による

行正軌﹂にある病苦退散のための呪術的語句であるという︒かよう
に﹁雨ニモマケズ﹂の前後の詩句が︑心身ともに極限状態に追い込

こびをともなっており︑強制された労働でもなく︑自己強制された

ωは個人の本来の要求にそうで︑状況を変革してゆく行為は︑よろ

る主体は︑芸術家でない︑生産的活動にしたがう個人であること︑

ωは日常的な状況から芸術の創造がなされること︑ωは芸術をつく

たつのである︒さらに︑小倉はこの﹁手帳﹂の手記が︑﹁病中記﹂の

て︑﹁雨ニモマケズ﹂が︑彼の最後の真面目でなかった証がここに

まれていた期間に書きとめられたものであるということから推し

整理完稿を期したにもかかわらず︑残した詩の推識に費やされてし
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え書

賢治詩把握のあたらしい設定とみたい︒

澄

期(壮・老年期)

ハ門大正期(青年期)白戦中期(壮年前期)白戦後

る︒第二期はヨーロッパ放浪を経て﹁抵抗詩﹂を書いた時期で︑
︑﹃鬼の児の唄﹄
︑﹃蛾﹄宿幻・ 9)
︑﹃落下傘﹄(昭 m‑4)
﹃鮫﹄自u・8)

第一期は大正五年頃詩作を始めてから昭和三年二回目のヨーロッ
パ旅行に出発するまでで︑中心になるのは﹃こがね虫﹄(大ロ・ 7)で

って︑未知のままの部分が多いばかりでなく︑何よりも光晴が﹁不

般に本質価ある詩人として評価され始めたのが戦後だったこともあ

8 ︑それに﹃女たちへのエレジー﹄(昭 M・5﹀があり︑第三期
ハ昭 M・

界の振幅が大きいので︑文学史的位置づけがきわめて困難なのであ

﹃泥の本﹄(未刊︑一部﹃定本金子光附企詩集﹄他に翠さがある︒

は戦後の混乱時代に人間の本質へ迫ろうとした﹃人間の悲劇﹄(昭幻・
︑
︑﹃ル﹄(昭ω・5)
ロ﹀︑﹃非情﹄露ω・とに続いて︑﹃水勢﹄宿泊・ 5)

こうした長い詩作の︑どの時期のどの詩集を評価するかにより︑

る︒かつて村野四郎氏は︑光晴を評価するのに︑﹁象徴的耽美主義︑
ながら︑﹁それらはたしかに一つの緒口であるかもしれないが︑そ

虚無主義︑エゴイズム︑唯物論的現実主義﹂などという視点をあげ

穏な漂泊者﹂ハ﹃文芸﹄昭必・巴であり︑絶えず変貌し︑詩的方法・世

である︒処女詩集﹃赤土の家﹄出版が大正八年一月であるのに︑一

を評価する段になると西脇とは比較にならないくらい骨が折れるの

が︑いまだに文学史的な位置づけを拒むものがある︒ここ数年来︑

そこでまず半世紀に渡る詩的半生を三期に分けてみる︒

ればアプローチも簡単なのだが︑光晴の場合︑そうは行かない︒

ぅ︒一つの緒口を発見すると︑それですべてがわれるというのであ

いのだ︒﹂︿﹃金子光附詩集﹄﹁解説﹂・角川文庫﹀といったが︑その通りだと岡山

のどの一つも完全にこの詩人の本質をたぐり出すことは出来はしな

基

無理な倫理的行為でもないと︑その見方を展開しているのである︒

金子光晴研究覚

小論は金子光晴研究史覚え書ではなく︑現在の私の関心のある問
題について先行論文を瞥見する主観的な研究覚え書である︒

藤

西脇順三郎とともに現代詩の長老的な扱いをされながら︑その仕事

光晴は明治二十八年生れだから︑今年で七十三歳になるわけだ

首
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集﹄第一巻の﹁解説﹂で︑

光晴の位置づけは大きく変ってくる︒清岡卓行氏は︑﹃金子光晴全

晴が取り入れられなかったということも偶然ではないようである︒

ではないかと思われる︒﹃芸術的抵抗と挫折﹄盆お・ 4新華の中に光

いては所詮パルナッシャンの狂い咲きに過ぎず︑ましてやそれに劣

る﹃鮫﹄以降はもはや問題外という論理が成立するわけである︒あ

﹁﹃こがね虫﹄が一番いい﹂という見方をすれば︑それ・は近代詩にお

るいは︑吉本︑大岡両氏とも︑﹃こがね虫﹄を近代詩集中のすぐれ

今日の詩壇において最も巨大な存在である金子光晴につい
る詩人論のための手がかりがない︒ということは︑かつて︑金

て︑どのように諮りはじめたらいいか︑ぼくにはまだ彼に対す
子光晴の詩だけが読むに耐えた一時期がぼくにはあり︑そのこ

ではない吉本氏の指食を動かすほどの魅力を持っていないし︑大岡

いえるであろう︒光晴は︑戦後の﹁持論家﹂の中で決して寡黙た方

氏からはいささか持余されていると︒従ってこうした両氏に光晴論

たものと思っているのかも知れない︒しかし︑その場合でもこうは

岡信が︑別々の機会に︑金子光晴の詩集の中では﹁こがね虫﹂

との意味を︑ぼくはまだ自分で解いていないのである︒それは︑

が一番いいという意味のことをぼくに語ったことがあり︑戦後

を要求するのはお門違いといわねばならない︒清岡氏は﹁たじろ﹂

﹁鮫﹂以後の詩集に対する傾倒であったが︑一方︑吉本隆明と大

詩においてそれぞれ最も優れた詩人兼詩論家であるその二人の

ぐ必要はなかったのである︒

かと息われるが︑管見のかぎり︑吉本氏は光晴論を書いていないし︑

して﹁栄光者﹂とまでいわれるようになった光晴へのアンチテーゼ

を評価したのであろうか︒私はそれを知りたい︒戦後︑抵抗詩人と

しても︑吉本︑大岡両氏はいかなる観点から最初期の﹃こがね虫﹄

いてこれだから︑光情論の困難さはおして知るべきである︒それに

あるが︑私は光晴が先の引用文に続いて︑﹁心の廃祉は︑あやしく

その﹁夢﹂がいかなる評価に耐えるものであるかを検討する必要が

る
︒
﹂ Q悪魔払いの芸術論﹄昭担)といったが︑肯定されてよい︒そこで︑

精神の所産であり︑夢みられた生命の礼拝堂における祈りの書であ

時期をさしている︒飯島耕一氏は︑﹁﹃こがね虫﹄は圧倒的に夢みる

﹁此期間﹂とは大正八年︑最初の渡欧中ブリユツセルに滞在した

依って︑此期間︑専心自身の肖像を函き続けた︒︿﹃こがね虫﹄﹁自

ボルトウν 1

余は︑再びあひ難かった︑幼時代の純真と︑放胆と︑虚栄に

プア品?

意見の思いがけない一致に︑ぼくはいささかたじろいだことが
ある︒そのように︑ぼくには金子光晴という全体的な詩人像が
まだない︒

ε があるが︑特に﹃こが

と告白している︒光晴のもっともよき理解者と恩われる清岡氏にお

大岡氏には﹁金子光晴﹂︿﹃芸術と伝統﹄昭総・

も︑ワ1ウヰツクの大饗宴をひらいた︒然し︑夫は挨と熱の現実の

ほζ0 ねつ

ね虫﹄をほめているわけではない︒従って私には︑光晴を﹃こがね

饗宴ではなくて︑余が心象に映る華やかな︑幻灯に過ぎない︒余は︑

げんとう

虫﹄で押えようとする両氏は︑彼を第一級の詩人と考えていないの
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ものがたり

である︒前者のイメイジはさておき︑すでに吉本隆明らによっ

﹁蟻﹂などにおける栄光につつまれた抵抗の詩人としてのそれ

て︑壷井繁治や岡本潤らプロレタリヤ詩人の抵抗のむなしさが

たヌ空想と︑比世の﹃美観﹄との悲劇的な蒐集家であった︒﹂と書
うことは異国の恵まれた環境にあっての﹁華やかな 7幻灯﹂が﹃こ

徹底的に白日のもとにあばきだされた今日︑金子の抵抗は一種
の神話的な匂いさえばらまきながら伝えられいる︒その背後に

きつけた言葉を重視したいと思う︒﹁挨と熱の現実﹂を離れて︑とい
がね虫﹄の世界であり︑そこに摘出された光晴の﹁肖像﹂は現実に

(1)

e
けた︒持前の反対精神が命がけで発揮されたの
の詩を書きつ つ

は︑﹁金子光晴は︑詩集﹃鮫﹄ののち︑日本があの無謀な支那

はあり得なかった虚像なので︑それに執する光晴自身は︑それだけ

大陸作戦︑それの拡大した太平洋戦争が行われた期間に︑抵抗

g

ですでに﹁悲劇的﹂であったといわねばならない︒さらに︑その
ほどの特異な

﹁肖像﹂は例えば日夏秋之介の﹃転身の煩﹄(大 6・

深みを持ち得ていず︑そのままでは光晴はマイナーポエットの域に

であるよ﹁戦争中にひそかに作った戦争否定の詩は︑この詩人
﹀

かをおもわせる︒﹂といった金子と同世代の詩人たちの証言や

における異邦人の眼が︑いかにするどく現実の事態を洞察した
2
︿

とどまったと思われる︒光晴における﹃こがね虫﹄の位置は︑啄木
における﹃あこがれ﹄宿泊・ 5)に相当し︑先行詩集から十分に自立

それを鵜呑みにした新しい世代の評価が︑その神話の裏づけ作

る︒しかし金子光晴の抵抗の質は決して同質のものではなかっ

としてのイメージを導きだす大きな原因のひとつになってい

かな論究が必要である︒

し得ていない︒しかし︑それも光晴の一側面の徴表として︑キメ細

光晴の抵抗(戦争反対)詩は光情論の要である︒ここでは便宜上︑
鶴岡善久氏の﹁栄光者の影の部分﹂ Q現代詩手帳﹄昭幻・ 8﹀を手がかり

た︒金子への評価の誤解はここに起因しているといわなければ

けたという結論をだしている︒その結論が金子の輝ける栄光者

業を果している︒これらの彼への評価のいずれもが︑彼の抵抗
という面については︑はじめから終りまで同質の線を守りつづ

にして少しばかりさぐりを入れてみたい︒すでに関良一氏が﹁灯

これが鶴岡論文の序論に相当する部分である︒提起された問題は

ならない︒そして不幸なことに金子自身もその点についてはっ
きりした自覧を持っていなかった︒在 1 北川冬彦﹃現代詩﹄ 1 注 2
伊藤信吉﹃現代日本詩人全集﹄ 8﹀

8 で詳しく紹介している鶴岡氏の論文は︑
ム巳﹃ハ日本近代詩僻義﹄昭ω・
光晴の抵抗詩論としては新しい視点をうち出したものであり︑示唆
に富んでいるが︑それだけに現在の光晴研究上の問題がさらけ出さ
われわれが金子光晴にいだくイメージは︑詩集﹁こがね虫﹂な

はっきりしている︒光晴の抵抗が終始一貫自害していたという通

れているといわねばならない︒
どのきらびやかなサンボリスト︑および詩集﹁落下傘﹂︑﹁鮫﹂︑
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説と︑それへのアンチテーゼ︑さらに光晴自身が戦後同質の抵抗で

鶴岡氏を含めての︑戦後の光晴評価は︑プロレタリア詩人たちの無
残さが目立っために︑逆に甘くなっているといわねばならない︒繰

抵抗者は何人かいた︒しかし︑抵抗者即栄光者ではないのである︒

働くことに反対だ︒

僕は︑いままた

学校に反対だった︒

僕は︑少年の頃

全集﹄ 4)の﹁反対﹂をあげれば十分であろう︒

いう視点︑が提示されており︑さらに伺鶴岡氏のニヒリズムによる抵
抗という指摘がある︒付については︑﹁一九一七年頃の詩﹂(﹃金子光附

れを研究史的に概観する余裕はないが︑先の鶴岡氏の引用文からで
も︑付北川氏の﹁持前の反対精神﹂︑白伊藤氏の﹁呉邦人の眼﹂と

り返すが︑光晴は決して﹁栄光者﹂ではないのである︒
それでは︑光晴の抵抗をいかに把握したらいいのか︒今私にはそ

なかったことを自覚していない点を問題にしているのである︒
光晴の抵抗を論じたものは多い︒しかし︑二回目の渡欧から帰国
し︑昭和九年頃から二十年八月十五日までに書かれた詩と行動を詳
細に論じたものはまだない︒従って︑鶴岡氏に光晴の﹁抵抗という
という結論をだしている︒﹂といわれでも︑返す言葉がない状態で

e
けた
面については︑はじめから終りまで同質の抵抗の線を守りつ つ

あった︒光晴﹁神話﹂(伝説と℃ヲべきであろう﹀の威力は︑それを部分的
に否定しようとする鶴岡氏の意気ごみによっても十分にうかがい知
ることが出来よう︒そしてついに﹁栄光者としてのイメイジ﹂云々
ということになる︒しかし︑鶴岡氏も﹁栄光者﹂のイメージを否定
しようとしたのではなく︑その﹁影の部分﹂を捉えようとしたに過
ぎなかった︒光晴は﹁栄光者﹂であり続けている︒
された時︑光晴だけはほとんど無傷のままであった︒いやプロレタ
リア詩人たちが弾効されるのと逆比例して︑光晴は抵抗詩人として

僕は第一︑健康とか

壷井繁治や岡本潤らの自己欺臓が吉本隆明氏らにより激しく追求

一際脚光を浴びることになったといった方が正しいであろう︒そし

健康で︑正しいほど

むろん︑やまと魂は反対だ︒

人聞を無情にするものはない︒

正義とかが大旅ひなのだ︒

てその時︑抵抗の有効性︑勝利によってではなく︑非転向であった
がために︑鶴岡氏の言葉を借りていえば﹁屈服しなかった詩人の思

争が連合国側への全面的降伏として終結した以上︑日本の抵抗者の

義理人情もへどがでる︒

想的潔癖さ﹂故に︑称賛され︑﹁栄光者﹂の名を冠せられたのであ
った︒けれども︑私はそうした賛辞をうけがいたくない︒太平洋戦
中に﹁栄光者﹂と呼ベる人がいたとは考えられない︒勿論すぐれた
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いつの政府にも反対であり
文壇画壇にも尻をむけている︒
︿﹁反対﹄前半)

この﹁反対精神﹂は一体何に起因しているのかという問題の解明
は︑今後に残されている︒つぶさに生活環境や資質を検討してみな
ければならないが︑最終速で︑﹁僕は信じる︒反対こそ人生で/唯
一の立派なことだと︑/反対こそ︑生きてゐることだ︒/反対こそ︑
じぷんをつかんでることだよという光晴には︑何でも反対という
オポチュニストとは次元を異にする絶望的な自己への執着がある︒
いうまでもないことだが︑﹁反対﹂がそのまま有効なのではなく︑
自己確認のあり様が問題なのである︒
︒の﹁呉邦人の眼﹂については︑伊藤説を・つけて清岡卓行氏の︑
﹁金子光晴の場合には︑高村光太郎や西脇順三郎などの場合とまった
く具るものがあるということだ︒つまり︑金子光晴においては︑海
外体験が︑日本の知識人あるいは商人的な﹃留学﹄または﹃洋行﹄と
いった一面をもっとともに︑日本からの脱出者的な﹃放浪﹄または
﹃落塊﹄といったもう一面をそなえているということである︒﹂(﹁恋袋
持のメタフィジツタめぐって﹂﹃廃虚で拾った鏡﹄所収)という指摘が示唆に富ん
でいる︒しかし︑その海外体験の﹁二重性﹂が具体的にいかに作用
し︑抵抗として有効であり得たかという問題はほとんど掘pさげら
れていないといっていい︒
同のニヒリズムの問題についてはすでに多くの論究がある︒鶴岡
氏も︑光晴の﹁詩におけるニヒリスティックなものは彼の抵抗の詩

を成立させるためのもっとも大きな要素であった︒﹂といい︑ニヒリ

ズムを基準にして光晴における﹁思想的変化﹂(ささやかな抵抗﹀を
論じている︒けれども︑光晴のニヒリズムの本質はまだ十分に明ら

かにされたとはいえない︒牧章造氏が﹁ニイチェと同じ方向﹂(﹃金子
光晴持集﹄解説・河出文庫﹀のニヒリズムとして把握しようとするのに対

して︑三好豊一郎氏は︑光晴の場合︑﹁ニイチエが積極的に自覚し︑
体得しようとしたヨーロッパの︑歴史的意義をもっニヒリズムとは

本来的に性質を異にしている︒﹂(﹁自我の錘﹂﹃ユリイカ﹄昭m
‑8﹀といい︑
﹁ワイルドにも親近性を感ずる﹂﹁享楽性と耽美性の底にある東洋的

虚無思想の影響﹂門同一﹀によるニヒリズムであるという︒私はニイチ
エとの比較ではなく︑ステイルネルのエゴイストとしてのニヒリズ

ムの影響について論じたことがあるが(﹁金子先情ノ lト﹂﹃文学﹄昭a・
土︑この問題はさらに戦後の作品においても検討されなければなら

ないであろう︒勿論その時︑光晴におけるニヒリズムが生涯を通じ
て同質のものであったというような固定した考えは退けられねばな
らない︒

以上みて来たような諸観点から︑光晴の抵抗詩にアプローチしよ

うとする際留意しなければならないことは︑﹁反対精神﹂や﹁異邦
人の限﹂や﹁ニヒリズム﹂を自己のものとせざるを得なかった主体

の痛みについてである︒ここでは説明は抜きにするが︑先に述べた
ような諸観点を自己のものとした光晴はとてつもない敗北の体験者

であった︒敗北の悲しみを誰よりも鋭く感受することによって︑現
実世界の歪みを照射する視点を獲得して行ったのであるが︑それら
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らない︒

はみな﹁反意﹂に主体をかける消極的なものであったといわねばな

故弱者や血縁への異常な執着があるといわねばならない︒

ではなく︑近代日本に絶望した敗者の立場からの反抗であp︑それ

のであるが︑昭和十八年十二月発行の﹃マライの健ちゃん﹄という︑

ツセルで﹁専心自身の肖像を函き続けた︒﹂と書きつけた光晴が︑

指し示しているか︒﹃こがね虫﹄の﹁自序﹂に︑最初の渡欧中ブリユ

戦後の光晴は非常に息の長い仕事をしているが︑その仕事は何を

しかし︑光晴の抵抗詩はそれだけではない︒ここで再び鶴岡論文
に立戻ることにする︒氏は光晴の抵抗の中心にニヒリズムを据えた

﹁日本人の民族的優越感を基調にするヒューマニズム﹂を読みとり︑

だとしたら︑必ずしも編年体によらず︑僕の生涯を何ぺんでもやり

﹃人間の悲劇﹄の﹁序﹂でも︑﹁もし︑これが︑僕の自叙伝の序の幕

光晴が文を書き︑神保俊子が絵を画いた絵本をもち出し︑そこに
光晴の﹁ささやかな転向﹂を問題にしている︒そして戦後の光晴が︑

ゆくつもりだ︒﹂と記していることに注意したい︒さらに﹃水勢﹄

直すことができる唯一の方法として︑この後もこの方法を利用して

この自分の﹁ささやかな転向﹂を自覚しないままでいるところに彼
の限界を見とっている︒
1
︿ )

﹁自叙伝の試み﹂といった性格を負わされており︑つまるところ︑

﹃ル﹄も同様に︑明治・大正・昭和の三代を生き続けた一日本人の

私は大分努力したが︑まだ﹃マライの健ちゃん﹄を読み得ないで
いる︒従ってその内容に関しては鶴岡氏の論文によってうかがい知

光晴は詩的出発の当初から現在まで︑ひたすら﹁自画像﹂を描き続

る外ない︒それによると︑必ずしも﹁日本人の民族的優越感﹂にポ
イントを置く必要はなさそうである︒氏は光晴の﹁ヒューマニズム
の賛美﹂をすぐに﹁ささやかな転向﹂に結びつけているが︑私も関

ならないが︑研究はまだ緒についたともいえない状態である︒

により年代により︑いかに歪み︑変貌しているかを検証しなければ

図書館や古番庖を捜し回ったが見つからないので︑鵠岡氏に拝見させてほしい旨お願
いしたが︑どこかにまぎれて見あたらない由であった︒

注1)
︿

けて来たのである︒われわれは︑光晴の描いた﹁自画像﹂が︑時代

来ないが︑私は光晴の抵抗にはヒューマニズムを支えにする側面が

氏同様疑問に思う︒﹃マライの健ちゃん﹄に関するかぎり断言は出

あると思う︒そこからエゴイスティクではあるが︑子供の徴兵忌避

あったことを︑﹃蛾﹄所収の﹁三点﹂他の詩で確認しておく必要が
という行為がとられたのではないだろうか︒従って︑先のこととも
考え合わせて︑光晴の抵抗は一つのイデオロギーにのっとったもの
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田

人

﹁妙な機﹂とか﹁維新の際妙な行きがか
りから脇道へそれで﹂と漠然と書かれであ
るのは何か︒
モデル富永有隣は奇兵隊の乱に参加︑逃
亡中捕えられて︑終身刑に処すべきところ︑
禁固七年の刑で石川島監獄につながれその
機会を逸したのである︒
私はその事実を﹃獄中憂憤余情﹄という
本で知った︒それは︑明治十五年十一月十
日出版︑編纂井出版人大分県士族原弥一郎
の奥付がある和装三冊本である︒この出版
人の友人三宅虎太が︑﹁明治振起論﹂とい

も成し得ず︑同輩は侯伯たり後進は子男た
り︑自分は田舎の老先生たるを見︑且つ思
ふ毎に其の性情は益々荒れて来て﹂煮ても
焼いても食へぬ人物となったとも記してあ
る
︒

清

糠@﹁富岡先生﹂のモデルとその漢詩抄

国木田独歩の﹁富岡先生﹂のモデルが富
永有隣という人であること︑及び独歩が彼
を訪問して﹁吉田松陰及び長州先輩に関し
て﹂を執筆した折のことが︑その作品の一
部材料にもなっていることはよく知られて
いる︒
ところで︑富岡先生について︑その作品
の初めに﹁同じく維新の風雲に会しながら
も妙な機から雲梯をすべり落ち﹂たのだ
が︑独歩は﹁斯ういふ人物に限ぎって変物
である︑頑固である︑片意地である︑尊大
である︑富岡先生も其一人たるを失はな
い﹂と︑主としてその性格の異状さに原因
をおいている︒
しかし後の方では﹁たメ其資質に一点我
慢強い処のある上に︑維新の際妙な行きが
かりから脇道へそれで遂に成るべき功名を

福

非公開

う小冊子を編纂したことが政府のとがめる
ところとなり︑軽禁鋼一カ月罰金三百円に
処せられた︒上巻はその石川島の獄中の実
状の聞き書であるが︑編纂者は獄中にある
諸土の詩文を持っているので︑共に編纂し
たという︑中︑下巻がその詩文集で十名分
を収めている︒それは或は三宅が依頼され
て獄中からひそかに持ち出したのかも知れ
ない︒例言中に﹁此書ニ掲クル諸士ハ其略
伝所記ノ如ク決シテ破廉耽罪ヲ犯シタルモ
ノニアラズ︒荷クモ国事若シクハ言論文字
上ノ為メ誤テ回国ニ岬吟スル者ヲノミ取ル
ナリ︒故ニ其詩文ノ巧拙ヲ撰パズ専ラ人物
ヲ選ムノミ﹂と記している︒定価も記して
ないので︑少数の知人に配布したものだろ
うか︒
さて富永有隣については︑次のような紹
介がある︒
﹁君ハ長州ノ人明治三年長州奇兵ノ乱君
其ノ主唱者中ニアリ一日一事破ル︑ニ及ンデ
君跡ヲ四国ニ晦マシ久フシテ而シテ出デズ
後チ捕ハレ禁獄終身ノ刑ニ処スベキニ法官
其情ヲ酌ンデニ等ヲ減ジ更ニ禁獄七年ニ処
セラレ今猶ホ石川嶋監獄暑中ノ禁獄樟ニア
リテ而シテ伝告タリ君漢籍ヲ能クス﹂
この伝告とは上巻の説明によると︑もと
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監長といったもので囚人中から改俊の兆あ
るものをあげ一艦の取締及び官命を伝へし
むる役という︒有隣は入獄中はおとなしか
ったのである︒
奇兵隊とは記すまでもなく幕末高杉晋作
が下級土族︑庶民を編成した長州溶の軍隊
で︑外船砲撃や︑藩の内戦でも倒幕派とし
て活躍した︒しかし明治二年︑兵制改革で
解散︑新兵制編成に当って︑反乱や脱走
し︑ようやく翌年鎮定をみた︒この脱走組
に有隣もいたのであった︒
有隣はいつ捕えられたか︑この本では判
らないが︑とにかく罪二等を減ぜられて七
年の刑期で︑明治十五年には︑なお石川島
につながれていたのである︒かつて松下村
塾にあった仲間は︑明治政府の中枢として
どんどん出世しているのを知つては︑心お
だやかでなかったことは想像できる︒
中巻には︑その半ばを占めて五十余首の
彼の漢詩が収められている︒まさにこの本
の題のように憂憤余情の詩が多く︑それは
富岡先生の心境につながる思いがする︒そ
のなかから幾首か選び出して若干の私の感
想も記してみよう︒
余寒
壁漉除寒灯影青︒愁眠展転半身冷︒団

γテ テ タ

齢期相指評ニ春夢↓醒見硝窓数点星︒
上巻の獄中景況には夜は緒の布団一枚に
箱枕︑これに俗に柏餅というようにして臥
る︒周囲は海と河で四時の季候も備わらな
い︒その人の入ったのは春だったが風多く
寒気肌をさして事も隠る可からずとある︒
まして冬はどんなにきびしかったろう︒
新鶴有感
候夏新生︒菜葛等閑又送迎︒恩
偶然検 ν
起土州多少憾︒硝窓斜月杜鴎鳴︒
獄舎にホトトギスの声︑が問えたのであろ
う︒他にもホトトギスをよんだ詩がある︒
それで夏がきたと知った作者は土佐にのが
れた日をしのぶのである︒
庚申除夜
数々嵯陀此夜情︒孤因髪雪満窓清︒何
図六十年間事︒悉属ニ不忠不孝名↓
庚申は庚辰︑(すなわち明治十三年に当る
その誤記かと思う︒)﹁余寒﹂の前に﹁己卯
春輿﹂の詩あり︑明治十二年に当る︒獄舎
で除夜を迎えて自分の半生を不忠不孝と自
噺しているのである︒すでにこの年六十歳
であったことが分る︒明治二十四年︑独歩
は︑その人に会った時︑﹁主人は年の頃︑
七十前後とも見え︑頭髪猶束ねられて︑旧
日本のかたみを留めたり﹂と記している︒

非公開

その日からちょうど十年前︑年齢もあう︒
元朝
︒
新
明磯赫々満ニ窓且属↓天地光風只覚 v
盟酬明仰祈忠与孝︒敬迎六十一年春︒
前の詩につゾいて︑明るい初日の光を獄
窓にみた元旦の作で︑除夜の作と反対に︑
新しい身がまえがうかがわれる︒
三月尽桜花満開
タリチタ
雪四隣喧︒却築孤囚万恨台︒人
桜花如 ν
道今朝三月尽︒忽鷲背冷一層催︒
花は雪のように白くあたりに咲いていて
もひとりぼっちの囚人は楽しくもなくかえ
って恨みをのせた台を築くようなものだ︒
三月もすぎると聞いて︑ぞっとしている作
者の姿がしのばれる︒
懐三姪
ルヂキヲハ毛タ
知爾平生篤︒阿爺兼ニ祖先↓多情花滋
怨︒子姪三千里︒風塵
涙︒苛政吏凱 ν
ν
ユカセン
眼白雲辺︒
十二年︒相恩何日話︒挙 ν
遠くはなれ︑十二年も会わない故郷の姪
を思う作者の思いやりがみられる︒それは
﹁富岡先生﹂にみられる娘への愛に似通っ
て︑この人がただ変屈︑頑固一徹の人間で
なかったことを示している︒
端午
津︒毎 v逢ニ佳節‑倍
見ν
棋ニ樟虚舟‑未 ν
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まー

独歩はこのモデルの前身をおそらく噂で
知っていたのであろう︒それを書けばどう
して世をすねたかはっきりしたと恩われ
る︒しかし︑政治犯的とはいえ︑長年入獄

文学

このごろ二つの文学史のことを考えてい
る︒常識的文学史と平面的文学史とでも呼
ぶべきものである︒すこしばかり説明しょ
Aノ︒

一学年ほどアメリカの大学生に日本語と
近代文学について教えてきた︒日本語は毎
週五時間︑文学は五時間の連続講義を六固
という契約であった︒何分︑受け入れる大
学側も行く私も共に初めてで︑万事準備が

なく閉口した︒結論的に言えぼ︑アメリカ

足りず︑期待どおりにはゆかなかった︒日
本語の方は良いテキストがあるのでまあま
あの出来だったが︑文学の方は適当なのが

したということを書けば︑当人をきずつけ

ると思って︑遠慮して︑漠然とさせておい
たのであろう︒

はアメリカの大学や社会のごく一部にしか
なかった︒大学の文芸学部の同僚諸教授で
も日本文学に多少とも関心のあったのはハ
ーバード出身の言語学教授と︑ソルボンヌ

海外における反響︑といった見出しで大げ
さに書きたてていたけれど︑そういう空気

知らない︑それ以上であるかもしれない︒
私はまずその点でつまづいてしまった︒
日本のジャーナリズムでは︑日本文学の

日本の歴史や文化一般について殆ど何も知
らないのである︒それは︑日本の大学生一が
スカンジナピアやバルカンの歴史や文化を

の大学生たち(学部の学生たちのこと)は

史

テ

ノヲチ

主薬5
耐

わ主ん

の

一人吋

てし生

一
一

親︒蓬知機外菖蒲下︒応 v
思ν
説団繁少ユ

a

己
主 52
塁
喝

つ

端午の節句に際しての望郷恩親の詩であ
る︒孤独感があふれでいる︒
感懐
ZA
人有ニ恒心‑以遠 ν功 ︒ 深 知 忠 信 可v
安

ここ先

章

ヲセ

独国々夜
望無ヲ草
郷 5V
虫
をク岡

狩

邦︒諸君捻ニ我生平語↓即是山陽独眼
v

夜予終
の量脅

し良富

伊

竜
︒
自負の詩である︒独歩はその人について
﹁左眼は己に永遠の暗室に葬られ乍らも︑
独眼独り焚々として︑猶今の時世をば︑組側
忌の光もて見廻せり﹂と記している︒
七月十四日

非公開

身因‑‑時変‑不エ寧居↓困国東西南北余︒
回顧当年香火楽︒無涯万憾事‑襟裾↓

符露骨量
2
問今

で R
:

孤故切秋

三日ほど日記のように連作したものの一
つ︒波測の世に生きた自分を省みての感慨
である︒

費量る
窟さ。秋
差すミ
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出のフランス人講師だけ︑学生では三十名
のうち四名だけが潤一郎・康成・由紀夫な
どを英訳で読んだことがある︑といった程
度であった︒
後にミシガン・ハーバード・バークレー
などの有名大学をまわったが︑大体似たよ
うな程度だった︒日本研究の中心であるコ
ロンビア大学でも︑大学院の日本関係学科
の修士・博士論文をみると︑数十名の論文
の殆どは歴史・政治・経済に集中し︑文学
のものは最近六年間に修士で三名(﹁黄表
紙﹂﹁黙阿弥﹂﹁二葉亭四迷﹂﹀博士はわずか
に﹁西鶴研究﹂の一名があるのみである︒
まして一般の学部の学生など︑日本文学
について異国情緒くらいの興味しかもちあ
わさぬようだつた︒
もちろん︑右の反面に︑学界の一部では
日本文学の研究が飛鳳的に進み︑二十ちか
い大学院に日本文学研究コ l スがおかれ︑
関係の米人教官によって学会が創立された
ことハ一九六二年四月)紀要が発刊されたこと
門一丸六三年︑現在はエール大学が事務局﹀︒会員が二
百三十名もいること︑等々の事がらもあっ
て将来の見通しは明るいと言える︒
しかしこれらはごく一部の学者の聞のこ
とで︑一般には日本の文化や文学への認識

は浅薄で︑無知に等しい︒
一例をあげると￨￨l日本の寺院の五重塔
は封建制の象徴である︑むかし︑日本の身
分制度的な家族制度の下では︑五重塔の最
上層に家長である祖父母が住み︑次の層に
父母︑次に子供︑下僕たちというふうに住
んだ︑￨￨これがかなり優秀な米国の大学
生の知識である︒彼は高校でこのように習
ったと言ったが︑これに類する誤解はさほ
ど珍しくない︒
理由はいろいろあろうが︑日本について
の根本的な無知のほかに︑言語・人種の異
いからくる一種の違和感が作用して彼等の
ピントを狂わせるのではなかろうか︒米国
人が真に日本や日本文化を理解するには︑
まだちょっと時聞がかかりそうである︒
そこで︑そういう基礎的な知識のないア
メリカの大学生にいきなり日本文学の講義
をするのだから往生させられた︒プロ lク
ンな英語で講義した作家は︑露伴・紅葉・
鴎外・激石以下十余名︑精粗はあるが大体
それぞれの代表作とその歴史的な背景につ
いて述べた︒日本で名作にされているもの
が意外に不人気であったり︑その逆であっ
たり︑予想はしていたもののやはり相当興
味ある結果となった︒

一般に日本的︑東洋的なものを期待して
いることが共通した傾向である︒漠然と知
っている日本の知識に基づいて︑﹁わぴ﹂
﹁渋い﹂の文芸︑能や禅の影響をうけた象
徴主義の文学︑欧米の合理主義ではわけの
わからぬ日本独自の思想をそなえた文学︑
そういうものを期待している︒だから筋や
テl マのはっきりしたものは西欧小説の模
倣ではないかと疑う︒大学の教授諸氏で
も︑日本の優秀なものは(ラジオ・カメラ
のはてまで﹀みな一応欧米のイミテーショ
ンではないかと疑う︒(美術品は中国の真
似ではないかと考えている)文芸でもテー
マが似かよっているものは一応疑われる︒
要するに純日本的なものに感心するので︑
棟方志功の版画が最も人気あり︑文芸では
潤一郎・康成などということになる︒
私の教室では﹁風流仏﹂﹁五重搭﹂が評
良く︑つづいて﹁不言不語﹂﹁雁﹂﹁細雪﹂
が人気があった︒(ただし︑右と別に何かの
問題意識をそなえた文学を認める学生たち
もおり︑そこでは﹁破戒﹂﹁金色夜叉﹂が高
評された︒)

そこで一番困ったのは作家や作品の背景
となる歴史的︑社会的な説明のことだっ
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た︒﹁風流仏﹂一つをとっても︑まず︑徳川
幕府から説明し︑つづいて勤王佐幕から明
治維新のこと︑武士と華族と町人のことと
続けて︑やっと主人公の珠運の登場とな
る︑というぐあいで︑その煩わしさには全
く閉口してしまった︒日本人なら説く要が
ないのだが︑アメリカ人たちはこの説明が
ないととんでもない読み誤りをおかすので
はぶくわけにはゆかない︒
そこで持参した参考書となるが︑これが
役に立たない︒大体日本の文学史は高級す
ぎるのである︒一般の日本人の教養として
考えても︑不要な人物や作品がやたらにで
できて︑肝心のところは少しも書いてない︒
ましてや外人に読ませるものとすれば︑初
期の翻訳だの政治小説だの︑そのたぐいの
作家・作品など不要なものが多すぎる︒そ
れに加えて︑表現が生硬で︑難しい熟語や
文芸用語が頻出しすぎる︒
私が考えているのは︑常識を与えること
を第一とし︑社会・文化の歴史と文学とを
同一の水準と比重で︑平明に記述した文学
史である︒特殊な専門的な文学事項は省
き︑政治︑社会の事件を解説しつつ文学思
潮・作家を描きだしてゆく︑といった﹁常
識的文学史﹂である︒角川書庖や至文堂か

ら出ている﹁日本の文学﹂が私のイメージ
に近いが︑あれでは大部すぎて使いこなせ
ない︒こういう常識的文学史が出来て︑し
かもそれが英訳でもされれば︑日本文学の
海外での普及に大いに有用だろう︒
右と全く反対に﹁平面的文学史﹂という
のは非常に煩潰詳密で︑最も高級な文学史
のことである︒図書館の基本図書として備
えるのに日本の代表的な文学史を︑と訊か
れ︑東京堂︑至文堂のものをあげておいた
が︑ついで近代文学史は︑といわれると適
当なものをあげえなかった︒一応︑本間久
雄博士の﹁明治文学史﹂と日夏秋之介氏の
﹁明治大正詩史﹂︑吉田精一氏﹁自然主義の
研究﹂などを指定しておいたが︑私として
はまだ物足りなかった︒
私の考えているのは︑明治百年にふさわ
しい︑堂々たる体系内容をそなえた文学
史︑外国人に見せても恥かしからぬ︑学界
の総結集として後代に伝うべき文学史であ
る︒大体︑十年間くらいをひとくぎりとし
て散文・韻文の各ジャンルを集め︑出来る
だけ多くの作家・作品・二流三流の作家を
も網羅し︑詳密に記述したものである︒
現在流布している各種の近代文学史は︑

ある芦尿ではジャーナリズムにもてはやさ
れている有名作家を頂点とする立体的な文
学史であって︑明治大正の学芸界の実相を
把えたとは一言われぬふしがある︒私のいう
平面的文学史では︑当時の文界の情況のま
ま︑作家に現代的なランクをつけずに記載
するのである︒(伊藤整氏の﹁日本文壇史﹂
がややこれに近い平板さをもっ︒﹀
そのためには広く多くの傍流文学者の調
査が必要となるが︑その点︑昭和女子大の
﹁近代文学研究叢書﹂などが有用な文献と
なろう︒
執筆は多数の共同執筆とし︑かなり大部
となることが予想される︒大体以上のごと
きものであって︑実現は難かしかろうが︑
一つの夢としてあげておく︒
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泉鏡花﹃婦系図﹄主題考

従来﹃婦系図﹄といえば︑鏡花が彼の夫人す立との恋愛の苦悩を
書いたとか︑或いは鏡花は彼とす立との聞を引き裂こうとした師匠
尾崎紅葉に対して︑この作品で復讐した︑等々といわれてきた︒そ
して遂にこれが主流となり︑﹃婦系図﹄即お蔦主税の悲恋物語とい
うことになってしまったのである︒成程たしかにお蔦と主税の甘美
な情緒は︑鏡花とすゾ夫人がモデルになっていたであろう︒しかし
以上のような読み方乃至受けとり方によっては︑作者鏡花の意図し
たところを完全に理解することが出来ないのではあるまいか︒
鏡花は﹃婦系図﹄の女主人公に関して次のように言一っている︒
一体原作では︑殆ど菅子が女主人公で︑お蔦はさし添と云ふ
のであるから︑云々︒ハ﹃新宮座所感﹄明四‑・十一﹀

塚

昌

11

ふ~

﹁其は父様の主義で︑兄弟一家一門を揃へて天下に一階級を形
造らうと云ふんだ︒成るべくは︑銘々夫々の収入も︑一番の姉

前篇で河野英吉は次のように説明している︒

一家一門主義とは何であらう︒

ある︒

の全体を貫くテl マは︑人間性を無視した一家一門主義への反抗で

復讐を書くことではなかった点をまづ作品の内容から論じ︑次に女
主人公とさし添の主客転倒問題を考察しようと思う︒
﹃婦系図﹄は三十章に及ぶ長篇で前後二つの篇から成っている︒そ

のみ焦点を合わせてきたのは何故であろうか︒
私は﹃婦系図﹄執筆の目的が︑主税とお蔦の恋愛或いは紅葉への

鏡花がこの作品で描きたかったのは︑お蔦よりも菅子であったの
だ︒それにもか﹄わらず従来の読み方が︑菅子を埋没させてお蔦に

手
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末が百円と云った工合に長幼の等差を整然と付けたいと云ふわ

が三百円なら︑次が二百五十円︑次が二百円︑次が百五十円︑

を︑英吉との結婚相手に選び︑その目的で無礼なる調査をしたから

るように主税が大切な姫君とも思っている師匠酒井俊蔵の娘妙子

物語はこの両者の思想の衝突から始まる︒

であった︒

而して其の子︑其の孫︑と次第に此の社会に於ける地位を向

7だ
︒

介を︑その無礼なる主義のために怒り拒絶すること︑及び真の愛情

前篤のプロットは︑主税が河野家から依頼された妙子への結婚紹

謂ってみれば︑貴族院も︑一家族で一党を立てることが出来

上しようと云ふのが理想なんです︒:・・

により︑主税は師匠酒井の目をぬすんで芸者お蔦と同棲しているこ
とのこ系であり︑種々の錯綜を経て︑お蔦主税のプロットは︑主税

う小契点へと発展し︑さらに絢摸を助けた事が原因となって主税が

の身を心配するあまりの酒井によって無理やり離別させられるとい

る︒内閣も一門に組織し得るやうにと云ふ遠大の理想があるん
だ︒﹂︿一家一門)
﹁ぢや︑君の妹たちは︑皆学士を釣る餌だ︒﹂

る
︒

静岡へ落ちるという︑解明的役割を持った事件で前錦繍は終ってい

後篇はいよ/¥菅子活躍の舞台である︒主税は河野家の一家一門

と云う主税に対し︑英吉はさらに︑
﹁餌でも可ぃ︑構はんね︒藤原氏の為だもの︒一人二人犠牲が

主義を倒すために︑河野家の次女菅子をまづ鐙絡して関係を結ぶ︒
菅子の母富子が密通した秘密をつきとめ︑その子道子とも関係す

と答えている︒その外﹃婦系図﹄の最後で︑主一税が河野家の家長

乱脈を極めた醜悪なものであるとさかんにその非をならし︑清純な

らは︑主税が河野英臣に︑その一家一門主義も裏をかえせばか﹀る

主税の毒殺を図ること︑などが後篇のプロットである︒そしてこれ

ゃしない︒﹂(一家一門﹀

出来ても可いが︑そりゃ大丈夫心配なしだ︒親たちの目は曇り

英臣を痛罵している言葉を総合すると︑要するに︑娘を美人に立派

る妙子への無礼の謝罪を迫る久能山上の大契点に導かれ︑妻富子を

る︒富子は婿の病院長にあてがうに自分の四女の肉体在もってして

に育てるのは娘遠の幸福のためでなく︑よい婿を選ぶための道具で

以上でも理解されるように︑お蔦は堂々と愛人と結婚できない彼

て目的を果した主税の服毒という解明で全篇は終る︒

射殺し自殺する英臣︑その様を目撃した菅子道子の投身自殺︑すべ

一家一門の繁栄のためであるという主義である︒

ρ
¥そのような親のための結婚ということ

さて主税が何故死を賭してまで一家一門主義を粉砕すベく反抗し
たかといえば︑彼はかね

に反対であったところ︑河野家がその主義をふりかぎして︑事もあ
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ために人形のような生活を送らされている菅子と対偶的効果も考え

い︒お蔦と主税の恋愛生活は︑自分の意志を認められず一家一門の

女の境遇と同様に︑プロットに於ても決して主流を占めてはいな

﹁:::分った︒﹂ハ巣立の鷹﹀

﹁其の事ぢゃない︑馬丁の居処さ︒己も捜すが︑お前の方も︒﹂

主税は笑って︑

﹁む﹄︑可いって事に︒﹂

﹁私は英さんの妹でございます︒﹂

会釈あり︒

と此方も立って︑手巾を持ったまヘ此の時更めて︑略式の

まして︑﹂

﹁兄は最う失望して︑蒼くなって居りますよ︒早瀬さん︑初め

そかにせず︑長々と彼女の艶麗さを叙した後︑おもむろに︑

だかしめる︒そのためか︑鏡花も一章をあて﹄菅子への描写をおろ

燥発なる女性のその伏線が生かされて︑いよ/¥重要人物の感をい

冒頭主税と菅子が出合う場面は︑前篇でその存在を匂わされた才気

みであるが︑実はこれは重要な伏線で︑この菅子が活麗する後篇で

ど︑母様の前ぢや殆ど処女だね︒﹂とたジ一行で紹介されているの

は笠場せず兄の英吉から︑﹁直の妹なんざ︑随分脱兎の如しだけれ

又︑鏡花が女主人公だという菅子の場合をみると︑彼女は前篇で

発展し︑諸者の期待を全うせしめている︒

一連の諸事件︑そして主税の一家一門主義攻撃の有力なる手段へと

未遂及び義妹との肉体関係︑富子の良人による死等︑主税をめぐる

と主税の密遇︑それによって引きおこされた道子の良人の主税殺人

で一層焦慮的に強調されている︒この富子の伏線は︑さらに道子

られるが︑それは弱い︒お蔦の存在はもっとはかないものに描かれ
ている︒彼女は最後で主税の毒殺を救うという重要な役割を持って
いるが︑それもお蔦の霊魂がしたことでしかなかった︒お蔦はさび
しい涙の女でどこまでも影のような存在なのである︒
それにひきかえ︑河野家の人物に対する布置結構は精細を極めて
いる︒
例えば河野富子は夫英臣が出征中︑馬丁の貞造と密通して子まで

(見知越)

もうけたのであったが︑それを知る魚屋惣助と前篇の冒頭で顔を合
わせる︒惣助はそれを主税に告げる︒
﹁お﹄﹂
と何か考へ込んだ︑主税が急に顔を上げて︑
﹁最う些と精しくその話を聞かせないか︒﹂

読者は﹃婦系図﹄の最初からもたらされた富子密通のことについ
ての主税のこの思いがけぬ真剣な態度から︑何か起るであらう次の
事件を期待するのであるが︑この伏線はさらに前篇のそれも最後で︑
静岡へ落ちる主税と惣助の駅頭での会話︑
﹁何分頼むよ︒﹂
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﹁あ﹄おうはさで存じて居ります︒島山さんの令夫人でいらっ

散漫になったことである︒

﹃婦系図﹄の登場人物には︑鏡花が好んで使用する小説作法であ

るが︑善人側と悪人側の対立するこつの人間集団を認めることでき

しゃいますか︒:・:これは何うも︒﹂
静岡県:::某:::校長︑島山理学士の夫人菅子︑英吉が嘗て︑

る︒善人側は勿論主税をはじめとする一家一門主義反対の人物たち

で︑悪人側は一家一門主義の河野一族である︒その河野一族は英

脱兎の如し︑と評した美人は是であった鍬︒(貴婦人﹀
と菅子のぺ lルをとって諸者の眼前に彼女を現す︒まずこのあた

る︒鏡花は均衡的強調法から河野家側の男性をことごとく戯画化し

臣・英士口・道学者等の男性と︑菅子・道子等の女性で構成されてい

させることによって︑善人の正︑悪人の邪を明らかに示すことに成

りの鏡花の筆は女主人公登場にふさわしく心憎いばかりである︒
しかし既に触れたことだが︑お蔦が登場する場面にはこのような
どちらかといえば大仰なところはない︒それはお蔦と菅子の性格︑

性は一応二つに分けると︑善人側はお蔦・妙子・悪人側は菅子・道

しかし問題は女性たちであった︒﹃婦系図﹄に登場する主なる女

(道学者坂田礼之進にその尤なるものを認め得る︒)︑善人側と対照

境遇の違いが然らしめるところであるが︑また同時に二人の作中に

功している︒

のテーマであったことを思いおこそう︒菅子はやがてその一家一門

崩れて︑四人四様に皆美しく明細にそれ戸¥を描いているのだ︒ぉ

おける重要性の相違でもあるのだ︒一家一門主義の打倒がこの小説
主義の代行者として主税の正面にでてくる︒そして主税と菅子は一
家一門主義を中にして︑虚虚実実の戦いを交えるのである︒鏡花が

蔦や妙子がそうであるのは当然であるが︑例えば道子にも鏡花の愛

子等であるが︑鏡花はこの場合は男性描写に於けるような強調法が

菅子を女主人公︑お蔦をさし添と云う所以はこ﹄にあった︒

次に何故作者鏡花の意図通りに受けとらず︑菅子とお蔦をとり違

無いから︑日向より蔭に︑昼より夜︑日よりも月に風情があっ

意味ではない︒秋の花は春のと違って艶を競ひ︑美を誇る心が

夫の所好で白粉は濃いが︑色は淡い︒淡しとて︑容色の劣る

情は深い︒

えがちになるのか︑換言すれば︑何放さし添におびやかされる程女

即ち︑﹁きり﹄として︑然も優しく︑婦かず温柔して﹂いるのが︑

て︑あはれが深く︑趣が浅いのである︒(道子)

主人公菅子のカが弱いのか︑という問題を考察しよう︒
大別して二つの理由がある︒
第一はカ点上の欠陥である︒
これは更に三つの点が考えられる︒その一は菅子に対する印象が
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と道子は︑主税と肉体関係を持ち自殺するという同様な事件の当事

敵味方の区別なく美しくどの女たちをも描いた結果︑又特に菅子

に貰はう︑と然う思って此方へ往来をして居るの︒﹂と告白するに

めに︑自分の名誉を犠牲にして︑貴下から妙子さんを︑兄さんの嫁

菅子が更に﹁真個はね︑私:::自ら欺むいて居るんだわ︒家のた

富子が生んだ不義の子道子なのである︒

りがちになってしまった︒思うに性欲を超越した愛の対称である妙

者であるため︑諸者の受ける印象は四人に分散され散漫なものにな

はまるつぶれである︒鏡花は主税より一枚上手の彼女を描くことに

及び︑自分という男をた y恋していたものと思っていた主税の面目

よって︑菅子はこのように真の感情がなく︑たばあるのは家門のた

子は別として︑お蔦はいうまでもなく菅子も道子も主税と肉体関係
を結ぶのであるから︑美人でなければならないとする作者鏡花の趣

めの打算のみの女だという点を強調したかったのであろう︒

る︒一家一門主義の犠牲になって︑やがて河野家の中心にすわるべ

しかし考えて見ると︑本来なら菅子は実に気の毒な女性なのであ

味かもしれぬが︑いづれにしても以上のことは︑菅子に対する描写

き兄のために︑肉体をなげうってその結婚の決定権を握る主税の歓

の部分々々の精彩さにもか﹄わらず︑性格上には結果的に彼女の印
象を薄めることになった︒そしてこれは︑女主人公菅子にとって致

めにも一家一門主義の闇雲を払うべきではないか︒しかし主税が菅

のためではないか︒憎むべきは一家一門主義である︒主税は菅子た

庭を持ちながら何故そこまで身をおとしたのか︒みな一家一門主義

心を買おうというのである︒一門の華と仰がれて︑立派な良人と家

命傷であった︒‑
そのニは︑鏡花は菅子への印象を薄めさせたばかりか︑作者の同
何故そうなったかについてはこ﹄にあるモデル問題がからんでく

情を菅子に持たずお蔦にのみ注いだことである︒
るのであるが︑それは後述するとして︑作品上から論ずると︑主税

子に与えたものはたゾ死であった︒

のであった︒一時酒井俊蔵によって無理に主税と別れさせられる

幸な生活を送る女であるが︑彼女の束の間の生活は明るく楽しいも

一方お蔦は菅子のように権問にも生れず︑身はいやしい芸者で薄

は河野家の一家一門主義攻撃の一手段として菅子と関係を結ぶ︒そ
の菅子も︑兄英吉と妙子との結婚問題で主税の承諾を得る代償に進
んで肉体を提供するのである︒が主税はそれに気づかなかった︒

ったのだ︒お蔦は身をかくしてひっそりと暮す︒酒井は彼女の純情

が︑それも︑お蔦を愛する主税の身の上を慮つての師匠の措置であ

と義理がたさに感じ︑死の床に伏すお蔦の枕頭で彼女を許す︒

﹁ぢや貴女は︑御自分に面じて︑お妙さんを嫁に欲しいと云ふ

︿私語﹀

んですか︒﹂
﹁まあ・・・・・・然うよ︒﹂
﹁然う︑英では色仕掛になすったんだね︒﹂
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﹁早瀬さん︒﹂
﹁お蔦︒﹂
﹁早瀬さん・::﹂
﹁む﹄︒﹂
﹁先︑先生が逢っても可いって︑嬉しいねえ!﹂
酒井は︑はらノ¥と落涙した︒

ハ
賛
﹀

こうして主税とお蔦に関するプロットは悲劇的に結ぼれる︒そし
て一決するのは一人酒井俊蔵ばかりでなく︑﹃婦系図﹄諸者のひとし
く感動する所の一つがこ﹀なのである︒

かくして量質ともに︑菅子はお蔦にくわれてしまったのである︒
さて︑力点上の欠陥に続く第二の理由は︑﹃婦系図﹄演劇化の成
功である︒

演出者と俳優の二面からそれを見ると︑﹃婦系図﹄は明治四十一

年九月︑新富座で上演されたが︑その時演出をしたのが柳川春葉で

あった︒彼は演出するにあたって原作ではさし添に過ぎないお蔦か

ら︑作者鏡花が意識しなかった︑女主人公菅子を圧倒するような面

鏡花は春葉に対して︑﹁彼方此方お手心の骨折が見えて居る︒﹂と

白さを発見しそれを引き出した︒
その労を認め︑更に︑

お蔦だけでは見せ場はなかろう︑と思ったが︑舞台にかける

しかしその感動の場面はかえって全体の均衡上の欠点となり︑女
主人公なのであるから菅子を強調し︑従属的なお蔦の光沢をいく分

と案外で︑まるでお蔦の芝居になったり︒(﹃新宮座所感﹄明四了十
一)

なりとも消すべきであったのだが︑以上みる如く︑鏡花はその力点
法に於て失敗したというやへきであろう︒
その三は︑菅子の登場場面がお蔦のよりも少いことである︒

にのみ登場する︒しかしそれとても彼女と並列的にも等しい道子

的な事はさておき質的に考察すると︑先にみてきた如く菅子は後篇

柄で︑鏡花文学の長短もそれだけにくわしく見極めることができた
であろう︒そして家庭風俗小説家として名を成した泰葉自身の限カ

春葉は同じ紅葉門でも風葉︑秋芦などと違い一番鏡花と親しい間

と感心さえしている︒

ゃ︑富子のプロットのために菅子の独壇場ではなかった︒しかるに

により︑何が﹃婦系図﹄で最も大衆に受けるかを知ったのであろ

菅子七章︑お蔦九章がそれハ¥の登場回数である︒そのような量

お蔦は前篇において縦横に活躍し︑まづ愛人主税とそれも義理のた

う︒春葉は単的にそれを表に出したのである︒

であったかは︑前に引用した鏡花の﹁まるでお蔦の芝居になった

その時お蔦を演じた役者が喜多村緑郎であった︒彼がいかに名演

めに生別して読者の印象を強め︑さらに菅子の舞台の後篇において
も︑完全に菅子を主人公の座からひきずりおろす穫のそのこで述べ
た悲劇的事件が設けられているのである︒
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り︒﹂という賛辞からもわかる︒鏡花自身︑この劇化された﹃婦系

のみ﹃婦系図﹄をみるという︑作者の意図がゆがめられでも仕方が

の女主人公の座よりの凋落と共に色あせて︑たゾ読者はお蔦主税に

ものとなってしまった︒後に鏡花は︑原作にない﹃湯島の境内の場﹄

しきこと︑桜雲︑月にかくるに似たり︒斯の如きもの︑作者が

大なる姿見あり︑紅慶万丈の世態を映して︑明らかに然も美

彼は明治四十一年二月︑前篇単行の際に自ら広告して日く︑

る
︒

その外面の心理とは鏡花のこの作品に対して持っていた抱負であ

鏡花は﹃婦系図﹄執筆にさいし内外二つの心理が働いていた︒

したのか︑という点を考察したい︒

最後に︑ではどうして鏡花は作品上には貧弱な管子を女主人公に

ないような作品構成上の不備を一瞥してきた︒

図﹄がお蔦の芝居になった所以の一つとして︑喜多村の︑
お蔦が見えると︑比の役に連関した劇中の人物が残らず努髭
として影の如く舞台へ顕れて出る︒︿伺前)
と彼を認めて称賛を惜しまない︒
脇役お蔦を表に出して主役菅子を圧倒する見せ場を作ったのは柳
川春素であったが︑それを見事に成功させたのは全く喜多村の演技

を﹃婦系図﹄の芝居のために書きたしているが︑これは鏡花でさ

筆の路にして︑此篇の婦系図の系︒

であろう︒この二人によって﹃婦系図﹄の芝居は完全にお蔦主税の

え︑芝居に関する限り女主人公がお蔦であるのを認めてしまったよ

そしてとう/¥一家一門主義や菅子などはすっかり消え去って︑

緒にあったもので︑観客の涙をしぼらせるにたる見せ場であった︒

ま﹀に社会を描こうとしたのである︒これは彼の文学にはなかった

出来事であったが︑彼は﹃婦系図﹄で鏡に姿をうっすようにありの

どに代表される狭斜小説や怪異小説の如く︑それらは皆鏡花宇宙の

今までの鏡花の文学は︑﹃湯島詣﹄員三ニ﹀や﹃高野聖﹄(明三三﹀な

うなものであろう︒この﹃湯島の境内の場﹄は︑よくこの芝居の情

﹃婦系図﹄といえば湯島天神︑又お蔦主税といわれるようになり︑

新しい態度であった︒見事姿見に世態を映しお﹄せたか否かは今は

映画や軽演劇までがます/¥その風潮をあおりたてるようになった

なった時期で︑鏡花はその浪漫主義的作風のために自然派から敵視

後︑つまり﹃婦系図﹄執筆の頃は︑文壇に自然主義の空気が盛んに

のである︒

以上︑鏡花は管子を女主人公にしながらそれにふさわしい活動の

期する所︑それは自然派に対する反撃である︒即ち明治四十年前

問わず︑彼に内心期する所があったことが理解される︒

場を与えず︑そのため菅子の背後にひかえる一家一門主義も︑菅子
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され不遇の時代であった︒彼は自然主義派の文学に対してかねル¥

鏡花は河野家を通じて実は社会の一家一門主義者たちを攻撃して
いたわけだ︒彼が社会を映そうとしたのは実にこれであろう︒では

(隼)

鏡花の姿見に見事映ったか否か︒それは既に述べてきた如く︑彼が

挙げたんだ︒

何も新聞雑誌紙上の論議で騒々しくしなくとも︑黙って居っ

左のような意見を持っていた︒司

ても其の自然主義なるものを︑作品に依って示せば好いぢゃな

鈍化し︑そのため鏡花の意図しなかったところにこの小説の価値が
た
︒

見出され︑読者の芸術的感興をテ l マにつなぐことは充分でなかっ

テ!?とした一家一門主義攻撃も︑女主人公菅子の主客転倒により

いか︒芸術なんでものは︑何も論議で決せられるものぢゃな
い︒論議は末のことである︒ Q ロマンチックと自然主義﹄明四一・四﹀
﹁要は好く描けさへすれば好い﹂というのである︒その鏡花が自
然派に対抗する意気込みで︑まづ隣より始めるべく天下に示した作

の台詞はいさ﹀か唐突の感があるのだ︒というのは今まで主税はひ

こ﹀で注意すべきことがある︒それは右に引用した主税の︑世間
への面当に河野の一家を槍玉に挙げたという言葉である︒この主税

さてそのように大抱負を理解して再びこの小説をみよう︒鏡花は

品が﹃婦系図﹄であろう︒

ま世間の一家一門主義の代表に選ばれた以上の河野家に対する憎し

たすら河野家への憎しみをこめて行動してきたからである︒たまた

主税をして一家一門主義の権化英臣に対し︑次のように言わしめて
いる︒
断って英吉君の嫁に欲しいとお言ひなさる︑私が先生のお妙

代はもとより昭和の現在でも地方などでは何の不思議もなく行われ

行︑遺伝の有無︑親族関係︑交友の如何︑財産等の調査は︑明治時

静かに考えてみると︑河野家が嫁にと望んだ妙子の︑身分︑口問

みを︑読者は読みとることができる︒

か︑と尋ねたら︑お前さん︑以ての外な顔をして︑いや途方も

さんは︑実は柳橋の芸者の子だが︑其でも差支へは無いのです

ているのではなかろうか︒まして河野家は静岡屈指の名家である︒

しかし主税はそれに激怒して一家一門主義攻撃に敢然として立

ない︒そんな賎しい素性の者なら︑響へ英吉が其の為に︑憧れ
死をしようとも︑己たち両親が承知をせん︒家名に係はる︑と

むのか︒それが鏡花のモラルなのだという一事だけではすまされな

つ︒何故その位のことで怒るのか︒一族を断つ程までも河野家を憎
怨う︑お前たちにや限らねえ︒世間にや然うした情無え了簡

い問題がこ﹄に含まれていると思う︒そしてそれの解決は亦同時

云ったらう︒
な奴ばかりだから︑そんな奴等へ面当に︑河野の一家を槍玉に
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私は執筆時の鏡花の内面の心理から考察を加えよう︒

に︑何故カの弱い菅子を女主人公にしたかの解答を提供しよう︒
﹃婦系図﹄の菅子には実在の女性がモデルになっていたといわれ
ている︒鏡花はたyたばその女性を書きたかったのである︒

出してゐるのである︒若し︑鏡花ほど自伝を小説にしない作者

漫的空想の中に溶け込ませて︑そこに一篇の美しい物語を作り

はないと云ふものがあれば︑これは鏡花文学の真髄を︑いまだ

解せざるものと云ってもいいであろう︒

と述べている︒(創元社版泉鏡花作品集第五巻解説)

柳田泉博士によると︑鏡花とその女性は鏡花の恋愛上の誤解から
意志の阻隔を生ずるように至り︑遂に鏡花はその女性に憎しみを持

事実の強烈な印象があってこそ︑より絢嫡な作品がうまれるので

J

つようになって︑いくつかの作品で復讐を図った︑ということであ
﹃婦系図﹄の後半について︒昭四
'30﹁

デルとして和達家説(錦鯉黙鰐時)︑名古屋の有閑夫人の実家説

の雪を使った面白い作品である︒﹃婦系図﹄の菅子の性格を拡大し

んだ淫婦に対する復警がテ l マで︑舞台は名古屋︑背景に鏡花得意

この﹃紅雪録﹄︑﹃続紅雪録﹄は︑自分の美貌を種に男をもてあそ

はなからうか︒

(寺木定芳﹁人・泉鏡花﹂﹀︑杉野家説門村松定考﹁泉鏡花﹂)︑浜松の医家説︿柳田

このモデルについては今まで諸説があり︑例えば﹃紅雪録﹄のモ

21f
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泉﹁﹃婦系図﹄の後半について﹂﹀等である︒私が作製した泉鏡花年譜(﹁明治

﹃婦系図﹄でも再び使用したと考える︒

それ故に鏡花が真にめざすものは実は社会悪としての一家一門主

露骨にしたような女性が主人公である︒私はこの作品のモデルを

義でなく︑河野家の一家一門主義である︒あくまでも河野家のでな

よるものであるから︑右の柳田博士はモデルの名をあからさまには
されていないが︑和達家説であると考える︒そして私も亦﹃紅雪録﹄

大正文学研究﹂第二十一きに和達蓮子とあるのは柳田泉博士の御教示に

(明三七・三﹀︑﹃続紅雪録﹄(明三七・哩そして﹃婦系図﹄とも和達家説

ければならなかった︒そのため作品上で女主人公の地位が危くなっ

作物に依って宗教的な考へを起させようとか︑現代思潮を窺

時期に彼の芸術上の態度について次のように言っている︒

鏡花はそのことをひそかにもらすかの如く︑広告文発表とほy同

り︑彼女は﹃婦系図﹄の女主人公なのである︒

ても︑菅子が厳として鏡花の胸中で女主人公の座についているかぎ

をとるものである︒
吉井勇は鏡花の作品を解説した中で︑
表面理想主義的な夢幻味を帯びてゐるやうに見えてゐるが︑
﹁紅雪録﹂﹁続紅雪録﹂は﹁婦系図﹂とともに︑その主人公はす

実は自伝的な現実性を基調したものが多く︑この巻に収録した
べて作者自身の実際に経験した事を︑巧みに鏡花先生一流の浪
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の目的を以て書くのではない︒(﹃芸術は予が最良の仕事也﹄明四ニ・玉)

はせようとか︑或は社会問題を解決しようとか︑さういう何か

学化する上に︑今までの彼の小説の世界とは違った︑社会の様相に

意味からもその理想はあった︒そして一人の女性への感情問題を文

とえお蔦や妙子などの場合にみられる如く︑この作品が従来の鏡花

視野を広げた大規模な人間模様を構成しようとしたのであろう︒た

の態度が彼にとって付け焼刃的なものでしかなかったにせよ︒

宇宙的なプロットにのみ成功したところから︑広告文にいうところ

とすると広告文にいう社会をありのま﹄に映そうとしたこと︑そ
れからして世間の一家一門主義に反抗するということは︑全くの空

あざなえる織のようにして出来たのが︑この﹃婦系図﹄であった︒

人間鏡花の︑ある女性に対する憎悪の情と︑作家鏡花の大抱負が

文とはいわぬまでも︑やはり広告としての要素が強いものと考えね
しかし私は鏡花に︑社会を映し世間の一家一門主義を攻撃しよう

と
彦

ばならない︒

光Z

という意志が全く無かったとはいわぬ︒たしかに自然派に対抗する

同司J

:
E
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植げ

暗﹂に至る激石後期の作品群への︑導入部分での足踏みと考える︒

くつかの断層がある︒私は小説﹁三四郎﹂を︑﹁それから﹂以後﹁明

史である︒しかしその発展にはいくつかの足踏みがあり︑同時にい

発展である︒それは

一︑﹁それから﹂以後の人物群

されなかったが十分に内包していた可能性とを見てゆこうと思う︒

私はこれから︑主として﹁それから﹂以後の諸作品を高く評価する

つ
柘

観点に立ちながら︑﹁三四郎﹂の果した系譜上の役割と︑ついに果

四郎﹂

非公開
題

夏目激石の作品系譜は︑立ちどまることを知らない一つの巨大な

の

H自己と他者 H の関係を軸とする人間探究の歴

一「

1
5
1

まず︑激石における人間観の変化が︑作品の構成や登場人物の人
間像に対して︑どのような影響を及ぼしていったかを見たい︒同時
に︑作品中の女性像の変遷も追ってゆきたい︒ある作品の女性像を
とらえることが︑その作品を評価する上での重要な鍵になることが
多いからである︒
﹁それから﹂

非公開

に構成は単純化され︑それとともに内面の追及は深められた︒画家
A 但激石に変身した︑といってもよいであろう︒
激石が文 孟

の中につくり︑書きながらしだいに点景を肉づけして︑特長ある一
つの全体を描き出すのであった︒小宮豊隆のいう﹁思考実験﹂が始
まるのは︑﹁それから﹂からである︒﹁それから﹂において︑にわか

やかな美文体﹂(福岡消人)とされ︑﹁三四郎﹂は﹁淡彩の画のように
美しい﹂︿狩沢克己﹀のであった︒いわば︑まず下書きのデッサンを頭

傍観ではなく︑代助の想念の内奥に深くかかわっている︒
それまでの激石の筆致は︑絵筆のタッチにたとえられることが多
かった︒﹁虞美人草﹂は﹁濃い絵具で彩られたようなきわめてあで

二つの軸である︒平岡常次郎・永井一家というこつの障害物が︑こ
の両軸とからみ合う︒代助を追求する激石の視点は︑ H非人情 μの

平岡常次郎の三人にすぎない︒
代助と三千代︑代助と H家 μ︑という二つの関係が︑この作品の

﹁三四郎﹂までの諸作品にくらぺて︑﹁それから﹂の主要人物は数
が少ない︒全篇への関連をもった人物は︑永井代助・平岡三千代・

a

一方︑女性主人公の心理追及は︑それ以後深くは行なわれなくな

った︒﹁草枕﹂﹁虞美人草﹂﹁三四郎﹂とつづく明治三九I四一年の
長篇小説において︑いずれも女性の心理の追及が︑その重要な中心
にあったことと比較すると︑﹁それから﹂の三千代や永井梅子の占

ば自我小説)

oH
男女の心理 Hを追及する弘静から︑ H男の心理 μ

H人間の内面 Hを追及しようとするんれへ静(いわ

める位置は低い
を通じて

への変化が起こっているのである︒
さらに激石の作品系譜上重要なのは︑﹁それから﹂において︑二
人の相異なる性格の女性を対立させるという設定が消えたことであ

る︒自己肯定・積極性・能動性という原型から肉づけされた甲野藤
尾や里見美禰子︑自己非肯定・消極性・受動性から肉づけされた宗
近糸子・井上小夜や野々宮よし子というこれまでの対置は︑同時

に︑作者激石によって罰せられる女性と罰せられない女性との対置
なのでもあった︒すでに激石は︑男性主人公を善玉と悪玉に書き分
けることを﹁猫﹂﹁坊っちゃん﹂の二作に限っていたし︑﹁一一一四郎﹂
の積極型主人公佐々木与次郎と消極型主人公小川三四郎では︑その

性格をともに愛すべき両面として取り上げ︑どちらを罰したわけで
もなかった︒しかし︑女性に対してだけは﹁三四郎﹂にいたるまで
訂正されずに︑どちらかを罰するためのわざとらしい対置が残され
ていたのである︒

もちろん︑激石好みの女性の描き方が︑﹁それから﹂においてま
ったく消えたわけではない︒代助の兄嫁である梅子には︑人の気を
引くような︑茶目っ気たっぷりな性格が残されている︒のちの﹁行

1
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人﹂の一郎の妻酪や︑﹁明暗﹂における吉川の細君もそうである︒
したがって梅子は︑女性像の系譜上では確乎たる位置を占めるので
あるが︑しかし﹁それから﹂の構成の上では︑さして重要ではない
のである︒三千代と対置される H罰せられる女 Hなどでは決してな
い︒小説の中で︑生き生きとした印象を与える副主人公の一人にす
ぎない︒
三千代と対置された女に︑代助の縁談の相手である H佐川の娘 H

H三輪田のお光さん H

もいるが︑この女性は︑代助と H家 Hとの関係において必然的に登
場するだけであって︑人間対人間という場ではまったく活動しない︒
﹁三四郎﹂の

のような活躍は全然見られない

三千代は︑代助自身の内奥のつくりだした一つの指向性の対象物
であるにすぎない︒三千代が具えているのは︑﹁代助は媛の肉迫を

恐れた︒又三千代の引カを恐れた﹂とあるように︑ H肉迫 Hに対立す
る受動的な H引力 Hなのである︒三千代は一つの重荷を象徴する︒

三千代は代助が生きてゆくための柱であるが︑同時に︑代助につね
に痛みをおぼえさせる一つの︑とげのようなものでもある︒このこ

とは︑三千代の性格や容姿とは関係がない︒
考えようによっては︑三千代は一つの強烈な個性をもっていると
もいえる︒それは︑強烈な自己否定という面である︒三千代は﹁死
ねと仰しやれば死ぬ﹂度胸ができている︒これは代助が兄の息子誠
太郎を見ながら︑この子供も成長後には﹁人聞として︑生存する為
には︑人間から嫌はれると云ふ運命に到着するに違ひない﹂という

感慨を抱くこととつながる︒いわば人間存在の悪︑存在することの

罪︑という観念を踏むところの︑性別を超えた自我意識であるとい
えよう︒つまりこれは︑女性としてのある特定の性格などではない
のである︒

そしてこの自己否定型の女性三千代は︑目ざめた里見美禰子の姿
として︑激石の作品にはじめて現われる主人公である︒三千代はも

はや︑人間存在の一つの映像であり︑﹁それから﹂以後の重要主人
公の原型である︒三千代は︑罰せられる側の女でも︑罰せられない

よね

側の女でもなく︑前せられると同時に容認されるべき︑無性格の一
個人にすぎないのである h
﹁
門
﹂

たせてゆく描き方は︑﹁それから﹂において始まった方法であった︒
行動と無為との対立は︑﹁猶﹂以来の全作品を流れるものではある

くられている︒宗助がそうであり︑坂井がそうである︒
このように︑人物の性格を誇張せずに︑しかも十分に存在感をも

HH

疑っているかいないかによって二分されるのである︒そして H無
為 の人物たちが表面で動いてゆくことによって︑この小説が形づ

また人物の布置は︑性格の差異によるのではなく︑人生における
目標の有無によっている点が大きい︒人物像は︑自分の存在理由を

の坂井の四人である︒しかも宗助を除く三人の役割は副次的であっ
て︑宗助がまさに全篇の完全な主人公である︒

主要人物の数はやはり少なくて︑野中宗助︑妻米︑弟小六︑家主

b

のである︒

非公開
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が︑少なくともコニ四郎﹂までは︑それが善悪の対立︑個性の対立

田川敬太郎は︑七つの短章のうちのほとんどに登場するが︑その

せな﹂ことに︑はいってゆけなかったのである︒一つの視点という

役割は﹁一種の

上に︑人間存在の不可解さを見る︒文中で松本自身が語っているよ

明らかである︒須永は自分の出生の上に︑また松本は娘宵子の死の

中心が﹁恐れない女と恐れる男﹂(﹁須永の話﹂﹀の対比にあることは

意味以外に︑この人物の重要性はない︒

H
探訪 H﹂であり︑眺めてまわった世界には﹁仕合

張された人物たちの対立という形で現われていたのであった︒

とともに描かれていたのである︒そしてそれは︑ある一面だけを誇
このことは﹁門﹂の女性像を見れば︑さらに明らかである︒女性
は︑構成上さして重要でないにもかかわらず︑代助の兄嫁梅子が登

は野中米ただ一人しか登場しないのである︒﹁それから﹂において
場し︑作品に活動感を与え︑筋の発展にも寄与した︒ところが﹁門﹂

ているのが︑純粋で︑自己に疑いをもたない千代子である︒

うに︑須永と松本の人物像は重なっている︒そして二人と対置され

部分的には興味ある人物であるが︑全篇の構成にかかわりのある主

のうちHさんには︑一郎の二重一像的な意味がつよい︒また三沢は︑

主要人物は長野二郎・長野一郎・直の三人である︒その他の人物

﹁行人﹂

展を眺めうるのである︒

の単数化︑両極端の性格をもっ人物配置の廃棄などには︑激石の発

ることができるであろうが︑それにしても︑人物像の単純化︑女性

構成が雑然としている点は︑主として激石の健康に原因すると見

っそうその位置をきわだたせている︒

より単純化されている︒同様に三千代を受けつぐ H恐れない女 μ
は︑千代子において︑純粋で明るい少女の姿として描きだされ︑い

がる︒宗助を受けつぐ H恐れる男 μの像は︑松本・須永において︑

男は恐れ︑女は恐れない︒この点で﹁彼岸過迄﹂は﹁門﹂につな

では︑お米は代助にとっては棄であり︑小六にとっては兄嫁であり︑

いるのである︒

H子供を生めない Hという罰は︑

これだけの設定を一身に集めたお米は︑きわめて平凡な女として
描かれている︒お米に与えられた

て感じたところの︑人間存在の悪というものを︑次世代に生み出せ

その性格ゆえのものではない︒﹁それから﹂で代助が兄の子に対し

なくなったという罰であって︑これは三千代の受けるべき罰を引き

継いだにすぎない︒罪は︑三千代・お米の存在自体にあったのであ
︒
る

﹁彼岸過迄﹂

次的人物として︑回川敬太郎︑須永の叔父であり千代子の父でもあ
る田口︑また森本・高木などがいる︒

d

れまでに行なってきたいくつかの設定が︑すべてお米に集中されて

回顧場而にあっては若い女であり︑また友人の棄である︒激石がこ

非公開

主要人物は︑須永市蔵・松本恒三・田口千代子の三人であり︑副

c

.
ι

人公と見るには軽すぎる︒
一郎の妻直は︑﹁彼岸過迄﹂の千代子のような単純な女ではない︒
ちょうど︑偽足を出しながら形を変えて移動するアメーバのよう
に︑自由に姿を変え︑攻撃的にも防御的にもなりうる一つの存在体

田川敬太郎・長
H
上 H H中μ の二部では︑視点人物である H私 H (
野二郎を受けつぐ)から見た H先生 Hの外面が描出される︒後半の

H
先生 μ の内面が描かれている︒
これまでの激石の方法を︑ひとりの人物を外国と内面からともに
H下 μで
は︑

にはその方法の完成を見ることができよう︒さらに︑この作品が︑

徹底的に追及するという形で進んできたものと見るならば︑﹁心﹂

長篇としての波乱や大団円をもち︑かつ綴密な構成をもっているこ

である︒
直の姿は︑つねに一郎の苦悩と対応しながら描かれてゆく︒いわ

ところで

H
先生 H の細君静は︑本来︑

H先生 μの苦悩に対してい

とから︑これを激石的な自我小説の完成型と見てもよいであろう︒

ば直は︑他者である人間存在の不可解さを一身に背負った人物だと
いってもよい︒

かなる道義的な責任ももっていない︒

H
先生 Hとの婚約は︑静が単

純な少女であった時代に︑母親が勝手に取り決めてしまったもので

を知っていた︒﹁行人﹂の直は︑不可解な他者としての存在要件を

﹁彼岸過迄﹂の千代子は彼女をはさむこ人の男須永と高木の対立

りをしたら︑ Kが喋喜こぶだらう﹂と思うからである︒

あった︒また︑自殺したK の墓参りにゆくのも︑﹁二人揃って御参

方法はまったく姿を消し︑その逆に︑どのような性格にも変わりう
る
︒
一郎はもちろん

多く背負っていた︒しかるに﹁心﹂の静は︑いかなる積極性も︑ま

り︑いわゆる善良さであり︑女らしさである︒むしろあまりにも平
凡な女なのである︒

化であるといえる︒﹁心﹂における対立は︑二人の特定人物の対立

この静の無性格さは︑主題が要求するところの普遍的存在の造型

ではなくて︑名前・性格・姿態・意志などを超えた人間存在と人間

存在との対立だからである︒

心のグループ(父︑母︑事業家である兄など)と H先生 μ中心のグ
ープに分けられている︒

ループ(細君︑細君の母︑先生の叔父︑友人K など)の二つのグル

H私 H中

たいかなる自己表現ももたない︒静の特質は︑その境遇の不幸であ

他者として自分に対立するものである︒﹁行人﹂においては︑一郎

HH

対全人物という布置から全篇を見てゆくことも可能なのである︒

て︑他のすべての受場人物(他者的側面から見たHさんを含む)は︑

H恐れる男 μの発展上にいる︒この一郎にとっ

る可能性をもった女性がはじめて登場していると見ることができ

したがってこの作品では︑女性を性格によって対置しようとする

非公開

H
私 と H先生 μ の二人である︒登場人物をグルー

﹁
心
﹂

主要人物は︑

e

プに分ける方法も︑﹁行人﹂の場合よりさらに単純化され︑

1
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﹁道草﹂
自我を追及してきた歎石は︑﹁心﹂において主人公を自殺という
完全な自己否定に追いやった︒自殺した主人公を生き返らせること
H猫 Hに水泳を覚えさせる以上にむずかしい︒しかして激石は︑

﹁それから﹂ののち﹁心﹂にむかつて一直線に進んできた以上︑自
己の作品系譜を発展させようとする望みと︑その不可能さとの矛盾

﹁道草﹂の人物たちは︑驚くべきことに︑すべて金銭面における
自己主張とかかわりをもっ人間像である︒養父島田︑養母お常︑代

されることになるのである︒

て︑生き生きと活動しはじめたのである︒そしてこうした新しい人
物像たちは︑次には仮構の中の存在として︑﹁明暗﹂の世界に造型

ない︒激石が到達した無性格の人間像は︑現実のモデルたちとから
み合って︑今度は決して本質的ではないさまざまの性格を与えられ

しかしながら︑別の角度から見れば決して道草を食ったわけでは

である︒

見ることもできよう︒

H硝子戸の中 Hにはいりこんで H道草 μを食
った￨￨つまり自伝的要素の強い作品世界に逃避した︑と見ること

のなかに立たざるをえない︒
この意味で﹁道草﹂は︑作品系譜の上でも H道草 Hであった︑と

非公開

理人吉田虎育︑健三の姉夏︑夏の夫比回︑兄長太郎︑健一一一の妻お住
らは︑いずれも健三の金の一部を請求したり使い果したりすること
によって︑健三と対置されて描かれる︒

健三は彼らと対決しなければ︑自分の生活を守ることができない︒
島田に絶縁状を書かせる健三の姿は︑いわば受動的︑消極的な自己
主張の人間像なのである︒すなわち健三さえも︑金銭面での自己主

張を行なっているのである︒

健三を自己本位の人間とみて︑激石が否定している人物の一人で
あると考えることには︑私は反対である︒激石は﹁心﹂において極

限まで追及した自己否定と︑にもかかわらず人聞は現実に生きてゆ
かねばならないということとの矛盾を︑最も身近な世界のなかに圧

縮して︑そのまま提出したのである︒
しかし︑すべての人物に H金銭欲 Hという特性を与えれば︑それ
はもう個人的な特徴とはいえず︑人間すべての本質を描出レたもの

と見なければならない︒この物欲は︑﹁虞美人草﹂の甲野がもたず
藤尾の母がもっていたところの︑個性とかかわる物欲とは異なるの
である︒

したがって﹁道草﹂の人物たちのもつ物欲は︑単に人生における
現象なのであって︑彼らは人間存在としては無性格なのである︒こ

こではすべての人物が存在の H悪 Hと結びついて現われる︒ H普 μ
である存在はない︒そして︑そのゆえに︑彼らは生き生きと活動す
るのである︒

﹁明暗﹂

﹁道草﹂において︑ H悪 Hである人間存在を身近な現実の世界に浮
かびあがらせた激石は︑ここで彼らを仮構の世界に置く︒激石は︑

g

︑
は

5
5
1

人間存在は悪であるが︑しかし世界とはそうした人間存在の集合な

激石の作品系譜上︑とかく位置づけが不明確であった﹁三四郎﹂に
ついて︑同じく人物像を眺めながら考えてみたい︒

の変遷とともに眺めてゆくことができるのである︒次に私は︑従来

二︑﹁三四郎﹂ の分析

のであるという再認識の見地に立って︑人間を描く︒
激石が戻ってきた﹁明暗﹂の世界は︑﹁明暗﹂につづいて書かれ
るべきであった本格小説群の世界への出発点である︒﹁明暗﹂の位
置は︑﹁心﹂にいたる自我追求小説の出発点となった﹁それから﹂

コニ四郎﹂が果たすべきであった役割

小説﹁虞美人草﹂の世界は︑相異なるいくつもの個性が︑からみ

の位置を継ぐはずであった︒
津田由雄のうちには︑これまでの金主人公が集大成されている︒
津田は︑昔の恋人清子との関係においては︑三四郎と結婚しなかっ

た
︒

しかるに﹁坑夫﹂においては︑暗い炭坑の底にも豊かな人間性の
流れていることが示される︒たしかに﹁坑夫﹂には前作かも糸を引

く善玉と悪玉の対置という一面は残っているのであるが︑それにし
ても飯場頭の原駒吉や山中組の安さんは︑暗黒の中で珠玉のごとき

そしてよく見ると︑﹁坑夫﹂における善玉とは罪を意識している者

によって自己否定を果たした︒しかるに﹁坑夫﹂の H自分 Hは︑自
己否定を果たそうとして︑かえって︑すでに自己を否定していた安

この設定は︑﹁虞美人草﹂からの新たな発展である︒藤尾は自殺

またこの結果罰せられているのである︒

輝やきを放っている︒

この津田の内面描写とお延の内面描写とを平等に近い形で行なう
ことによって︑激石はふたたび第三者の視点に立つ︒ H猫 H・という

このように︑﹁それから﹂から﹁明暗﹂への発展は︑ その人物像

はずなのである︒

された猫H?の視点から︑第三者として再出発する︒﹁明暗﹂および
それにつづく小説群は︑日本における最初の近代小説たりえていた

たちであり︑悪玉とは罪を意識していない者たちである︒ H自分 H
と安さんは︑どちらも女のことから社会的︑精神的な罪を意識し︑

敬太郎である︒

須永︑ Hさんに対する一郎である︒また︑朝鮮へ行く小林との関係
においては︑平岡に対する代助︑安井に対する宗助︑森本に対する

の関係においては︑﹁それから﹂以後のあらゆる夫たちである︒叔
父藤井との関係においては︑家主坂井に対する宗助︑松本に対する

合い戦い合うところの︑旺盛な生命カの世界であった︒激石は︑そ
れぞれの性格と行為を基準として︑登場人物たちを裁いたのであっ

a

た美調子︑千代子と結婚しなかった須永である︒吉川夫人との関係
においては︑梅子に対する代助︑直に対する二郎である︒妻お延と

非公開

非人間存在から眺めた人間存在の不条理性というユニークな観点を
その処女作においてもっていた激石は︑﹁明暗﹂において H社会化

1
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さんから救われるにいたる︒藤尾の自殺が周囲の状況が不利になっ
先生 μのように存在の罪に対す

HH

る自己への罰として行なわれたのではなかったからこそ︑かくして

たゆえのものであって︑﹁心﹂の
主人公は復活したのである︒

②人物を舞台に放って自由に泳がせるという創作方法をとった

③作品の構想の時期に︑朝日新聞には﹁春﹂が連載されていた

こレコ

いまだに全篇の構想は立っていなかったこと︒しかし以後筆は速く

④連載開始︿九月一日﹀直前の八月中旬(予告文執筆時)には

こトコ

たる作品であった︒したがって﹁坑夫﹂につづく作品で追及される

進み︑十月六日(小宮豊隆説)には︑十二月二十九日までの連載分

いわば﹁坑夫﹂は︑罪の意識の目ざめによる自己否定の試みにあ
べきであったのは︑罪を意識している人聞がいかにして社会で他者

が完結したこと︒

一方︑モデル関係では︑小宮豊降︑森田草平︑鈴木三重吉などが

と相対してゆくか︑という問題であった︒無意識に罪を犯す人間像

郎・野々宮・与次郎・美禰子・広田先生・原口についてはモデルと

意見を述べている︒このモデル論について注意すべきことは︑三四

が登場するべきではなかったのである︒

ということは︑﹁坑夫﹂の次には﹁それから﹂が来るべきであっ

そのモデルを問題にしていないことである︒

目される人物が存在したのに︑野々宮よし子についてだけは︑議も

て注意すべきことは次の通りである︒
①﹁アンダイイング・パスト﹂の女主人公フェリシタスに強く
刺激されていること︒

B1佐々木与次郎

C 広田先生

Fl原 口 九 ー な し

D ￨里見美禰子

は現われないのである︒次に︑メモおよび実際の作品中の人物をグ

また︑作品中の主要人物の一人である野々宮宗八は︑創作メモに

人物として描く構想が存在したことは事実である︒

る人物であることになっているから︑美調子の両親をかなり重要な

となる︒ただしぬはD の母親にあたる人物︑日はD の父親にあた

日!野々宮よし子島!なし

A 三四郎

人物と対比すると

次に﹁三四郎﹂に関する激石の創作メモを見ょう︒人物はA B C
DLLF(九)の七(または八)人が設定されている︒これを作中

コニ四郎﹂は︑﹁坑夫﹂以前の︑罪の意識に目ざめない人間像の焼き

﹁三四郎﹂の構想

そのことを見てゆきたい︒

うか︒望んでそうなったのか︑望まずしてそうなったのか︒以下で

激石は︑なぜコニ四郎﹂において主題を発展させなかったのだろ

させた作品でもある︒

直しをちりばめた作品にすぎない︒また︑自己肯定型の人物を再現

たということである︒作品系譜の上からは︑そのほうが自然である︒

非公開

激石の書簡︑広告文︑談話などから見て︑ド﹁三四郎﹂成立に関し

b

ループに分けてみると次のようになる︒
第一グループハ創作メモではっきりした人間像が造型されている
第二グループ(人間像は造型されているが︑他主人公との関係が

人物)￨￨三四郎・与次郎・広問先生

第三グループ(創作メモを逸脱した人物)￨￨野々宮宗八・美禰

不明確である人物﹀￨￨美禰子・よし子・原口

H
親戚 Hは本文中︑ほ

子は第六章で説明する︒﹁此夏自分の親戚が入院してゐた時近付に

なった看護婦﹂だというのである︒だがこの

かには現われない︒美禰子の説明は︑単に激石がつじつまを合わせ

たにすぎないと恩われるのである︒

また︑三四郎が野々官宗八に会ったとき︑野々宮が女文字の手紙

をもっていたことも︑物語のこの時点では︑それが美禰子の手紙で

にすぐそばにいたからである︒ここで野々宮が女文字の手紙をもっ

はないと考えるほうが自然である︒なぜなら美禰子は看護婦ととも

このように︑あいまいな設定のままに登場した人物の多かったこ

子の父・美調子の母

ているとするならば︑美調子ではない第二の女性の存在を考えるほ

によし子が見当らないことから想像されるように︑よし子の人間像

うこつの関係において混乱を招いた︒また︑前記のモデル関係の中

特に野々宮宗八の登場は︑野々宮l美調子︑野々宮￨よし子とい

が野々宮の妹であるか︑またはまったく無関係な女であるととるの

章︑リボンは第三章においてである︒むしろこの時点では︑美禰子

そうである︒もちろんつじつまはあとで合わせられる︒手紙は第五

うが自然であろう︒また︑この日に野々宮がりポンを貿ったことも

は︑激石の頭の中になかなか造型されず︑これも︑この三者の関係

人で︑そのすべてが女である︒すなわち︑汽車で会い同宿した女︑

第三章までに霊場する人物のうち︑あとで消えてしまうものは三

また激石は︑はじめ︑美調子を野々宮の恋人としてではなく︑野

大久保付近で鉄道自殺した女︑よし子の母の三人である︒第四章か

第三章の後半で︑三四郎と病院で会い︑よし子の病室がどこかを彼

の日美禰子はよし子を見舞ったわけではない︒なぜなら︑美禰子は

初の設定では︑美調子がその位置を占めていた可能性がある︒また︑

次郎のあとであり︑六人の主要人物のうち最後である︒しかも︑当

よし子が笠場するのは︑三四郎・広田先生・野々宮・美調子・与

の構想を把握していったと見てよい︒

は実に雑然としているのである︒この間に激石はしだいに作品全体

にたずねるからである︒この日看護婦と一緒であった理由を︑美禰

野々宮に会う︒このとき美調子は看護婦と一緒であった︒しかしこ

らは人物は固定され︑またテンポも軽快になる︒しかし第三章まで

々宮の妹として設定していたと恩われる︒こう考える理由は次の通

が第三章後半にいたるまで未決定のままである原因となった︒

が自然である︒

ている︒

とは︑﹁三四郎﹂第て二︑三章の筋の発展のあいまいさをもたらし

非公開

一三四郎は︑第二章でまず野々宮に会い︑美禰子に会い︑ふたたび

pである︒

1
5
8

9
5
1

︒
る

る︒美禰子は︑ いつも三四郎の気を引いて︑無意識の罪を犯してい

ところが︑よし子の人物像はこれらの女とはまったくかけ離れて

よし子はこの六人のうち最初に作品から姿を消す︒よし子は第十二

いるのである︒よし子の容貌を代表するのは﹁人を受入れる限付﹂

章で三四郎に美禰子のありか(教会)を教えたまま︑この小説から
一方︑よし子は︑誰の恋人でもないし誰の妻でもない女性主人公で

消息を絶ち︑結末の丹育会展覧会場には姿を現わさないのである︒

旧い相識﹂であり︑﹁無邪気な女王﹂である︒三四郎は﹁どうして

しりあひ

であり︑よし子の声は﹁安らかな音色﹂である︒よし子は﹁初から

してよし子には︑モデルがなく︑創作メモ中でも単に︑

美調子)
HD(

あって︑こんな女性はほかの激石の長篇には一人も見当らない︒そ

愛の念を抱いて下宿へ帰﹂ってくるのである︒

も異性に近づいて得られるのではな﹂い﹁一種の愉快﹂を感じ︑﹁敬

である︒

の友人 μとしか設定されていない︒よし子の存在は実に不安定なの

H
罪 μとは無関係に描かれている︒その存在が

H
善 μであるような女としてつくりだされているのである︒﹁三四

よし子は︑つねに

呆しえなかった役割は何であるのか︒このことは﹁三四郎﹂を解く

つのは︑次の七人である︒すなわち︑

汽車の女︑鉄道自殺した女︑美禰子︑よし子︑三輪田のお光さ

野々宮よし子登場の理由

よし子を激石がカをこめて描きだしたのはなぜであったか︒主な

理由は次の三点であろう︒

①﹁虞美人草﹂との関連②﹁春﹂からの影響③激石の内

である︒このうち︑鉄道自殺した女と︑私生児としての広岡先生

り︑また成功した作品でもあった︒この小説中の人物関係が︑﹁坑

である︒まず﹁虞美人草﹂は︑激石の朝日入社後最初の小説であ

的必然性

を生んだ母親は︑人間存在の罪を知っている女である︒汽車の女と

を始めた激石の脳裏にあったことは明らかであろう︒この人物関係

夫﹂﹁文鳥﹂﹁夢十夜﹂を経てふたたび若い男女主人公を動かすこと

は︑次のように図示できる︒

三輪田のお光さんは︑積極的に三四郎の前に出てきて︑三四郎をお
少女であるが︑いまだに夢に現われて広田先生をおびやかすのであ

びやかす女である︒広問先生の夢の中の少女は︑二十年前の初恋の

ん︑広田先生の母親︑広田先生の夢に出てくる少女

d

てしまうのである︒

郎﹂を一貫して流れる女性観は︑よし子に関してはつねに破壊され

野々宮よし子の人物像

重要な鍵であるが︑その前に︑よし子の人物像を明らかにしてみた

いったい︑よし子がこの小説で果した役割は何であるのか︑また

非公開

﹁三四郎﹂には数多くの女性が登場するが︑特に重要な意味をも

c
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野野立野
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なものであったろう︒
野々宮宗八→←女某(手紙・リボンの女)
(兄妹)(?)
(野々宮﹀美禰子→? l佐々木与次郎
↓

小川三四郎→￨三輪田のお光さん

﹁春﹂は﹁坑夫﹂と﹁三四郎﹂にはさまれて朝日新聞に連載され

た︒激石が﹁春﹂を注意深く読んでいたことはその責任上からも当

然であり︑これを示す五通の書簡も残っている︒特に八月十九日付

(中路)あの五六行が百三十五回にひろがったら大したものなるべく

高浜虚子あて書簡では︑﹁﹃春﹄今日結了最後の五六行は名文に候︒

と藤村先生の為めに惜しみ侯﹂とある︒最後の五六行とは﹁あヘ

自分のやうなものでも︑どうかして生きたい﹂以下を指すのである

が︑この書簡から分るのは︑﹁春﹂を激石が注意深く読んでいたこ

と︑﹁春﹂全体に対しては深くは感心していなかったこと︑最後の

を告白小説︑﹁三四郎﹂を教養小説として両者の差異を見る瀬沼茂

﹁春﹂と﹁一ニ四郎﹂の連関は早くから指摘されており︑かっ︑﹁春﹂

る
︒

岸本捨吉の感慨を述べた部分に対しては感心したこと︑の三点であ

三四郎は故郷の母とお光さんという古い殻を背負って東京の一グ

樹の見方もあったのであるが︑少なくとも H青春群像の描出 μとい

であろう︒問題は︑和製フェリシタスであるところの一人の女を描

うモチーフにおいて両者が共通していることは︑誰の自にも明らか

くという意図と︑青春群像を描くという意図とが︑﹁春﹂を媒介に

しかしこれでは︑﹁三四郎﹂が﹁虞美人草﹂と同工異曲であると
一人物をつくり上げて野々宮の妹とした︒いわばよし子は︑宗近糸

なっても︑青春群像を描きだす点においては不十分となったであろ

コニ四郎﹂に美禰子が現われるだけでは︑三四郎の恋愛小説には

して結び合わされた点にある︒

れたのである︒これは野々宮の妹であるところの女を︑できるだけ

とは対置されるべき人物でなければならなかった︒

に彩りを添える必要があったのである︒そしてその女性は︑美禰子

う︒激石は︑少なくとももう一人の女性主人公を登場させて︑全篇

﹁春﹂からの影響はどうであったか︒

る配慮であったと恩われるのである︒

藤尾のイメージから遠ざけ︑かっ︑宗近糸子からも遠ざけようとす

あるが︑それだけでなく︑いかなる男とも無関係な女として配置さ

子の後身にあたるわけであり︑三角関係には巻きこまれない女性で

いうそしりは免れなかったであろう︒そこで激石は︑よし子という

飛びこむのと似ている︒

ループの中に飛びこむ︒この設定も︑小野が甲野・宗近グループに

らかであるから︑これも藤尾の母親の再現となる可能性があった︒

また︑美禰子の母親が登場するはずであったことも創作メモに明

非公開

これを踏まえた上での﹁三四郎﹂の原構想は︑おそらく次のよう

小→甲台甲
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次に激石の内的必然性がある︒
OR

H
無意識の

美禰子を和製フェリシタスとして描く意図のあったことは︑談話
吋宮 Cロ守山口間宮田ぺ w見返しの覚え書にも﹁生涯に一度

中にある
か﹄る性格を描くを得ば遺憾なし﹂とある︒美禰子は︑
罪 μを強調するところの態度・言葉・行動とともに拙かれる︒いわ
ば美禰子は︑女性のある一面だけを付加された人物である︒
一方の女性が極端な典型であれば︑もう一方もそうならざるをえ

野々宮よし子の役割

石の意図それ自体であったということができる︒

Hである

ような女の登場を促したのは︑実はフェリシタスを創ろうとした激

ない︒すなわち︑天使のように無邪気で︑その存在︑が H善
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第四章以降の発展に対して︑よし子の果たす役割は大きい︒よし子
はいかなる男性とも無関係に現われ︑与次郎・広田先生・コ一四郎が

いずれも抱いている苦悩の描出ののち︑それを和らげ︑作品中に清

純な暖かさをもたらすのである︒

したがって︑﹁三四郎﹂を H爽やかな青春小説 μ として見るかぎ
り︑よし子の登場は︑この作品を成功に導くものであったというこ

H
男性と健闘係な非自己主張型女性主人公 μであるよし子

とができよう︒第四章以降のコニ四郎﹂は︑激石作品中特異の明る
さとみずみずしさをもっているのであるが︑これは激石の長篇中た
だ一人の

の存在︑が大きく寄与しているのである︒

︑﹁三四郎﹂の問題

﹁坑夫﹂につづく作品中には︑罪の意識に目ざめた主人公が登場

してもよかった︑ということは前に述べた︒すなわち系譜上から考
えれば︑広田先生こそ真の主人公であってよいはずであった︒広田

先生と三四郎︑がからみあって︑一方に三四郎と美禰子の三角関係が

降は︑淡い青春の感傷によって彩られるようになり︑佐々木与次郎

っている︒第三章までには︑ H汽車の女 H H自殺した女 Hなどが現
われて︑暗い︑なまなましい雰囲気を作品に与えている︒第四章以

してゆくものである︒しかるにコニ四郎﹂第四章以降で︑激石は自
己肯定型の人物たちを作品の中軸にすえ︑その心理を解明し︑風俗

一般に作家の思想は︑創作行為のなかで整理され︑変質し︑発展

式の中で︑美禰子をフェリシタスとして描くこともできたはずであ
る
︒

ある︑という図式にもとずいて︑第三章までの雰囲気が第四章以降
もそのままつづけられていってもよいはずであった︒そしてこの図

と広田先生の醸しだすユーモアや︑三四郎の純情︑哉氏禰チの魅力︑
よし子の暖かみなどが︑爽やかにからみ合ってゆくのである︒この

﹁三四郎﹂の印象は︑第三章までと第四章以降とで︑かなり異な

た
︒

れ
︑ Hフェリシタス・美禰子 HHとの対比において天使のごとき女性
として描かれ︑青春群像の描出において生き生きとした彩りを添え

野々宮よし子は︑右に述べてきたように︑﹁虞美人草﹂との同工
異曲を避けるために美禰子にかわって野々宮宗八の妹として設定さ

巴
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とは︑もちろん認めるべき一つの姿勢である︒私が言いたいのは︑

﹁坑夫﹂につづく原構想を捨てて︑余裕ある創作態度をとったこ

途上での足踏みを行なったにすぎないと私は見たい︒すなわち小説

足踏みをもたらし︑ひいては﹁明暗﹂を未完に終わらせるにいたっ

激石がこの姿勢を再現したことが︑その作品系譜上・思想発展上の

を追ってゆくことにカを費した︒ここにおいて激石は︑思想の発展
﹁三四郎﹂は︑激石の作品系譜上での足踏みであり︑本来﹁それか

た︑ということなのである︒

H
道草 μだったのであ

ら﹂に当たる作品を書くべきであった激石の

す可能性を内包していた︒その可能性は︑第四章以降の進展ととも

﹁三四郎﹂は第三章までにおいて︑﹁坑夫﹂につづく発展をもたら

おそらく激石は第四章以降を楽しみながら書いたであろう︒与次

は︑野々宮よし子の描出とともに混乱を来たす︒﹁三四郎﹂は中学

に消えるのである︒と同時に︑激石において一貫している女性像

以上が私の考えている﹁三四郎﹂の問題である︒第四章以降の

生向きの青春ユーモア小説となってゆくのである︒

郎のユーモラスな言動の部分は︑特にそうであったろう︒はじめ難

に物語の進展と人物の言動の描出に移っていったことは推測でき

るのである︒﹁虞美人草﹂﹁坑夫﹂と異なって︑﹁猫﹂﹁坊っちゃん﹂

に通じる譜諺味のある文章が非常に多いことも︑激石が﹁一ニ四郎﹂

ではふれずにおきたい︒

コニ四郎﹂の発展がいかにあるべきであったかについても︑私なりの
考えがあるが︑これは作品評価の域を超えるものであるから︑ここ

本誌第六集所載の小坂晋氏の﹁﹃クララの出家﹄再論﹂を読んだ︒

反論である︒この反論によって氏の考え方は一層明らかになった︒

学的方法の可能性と限界￨￨﹂(東京女子大学給袋一五ノ二︑四 0・一ニ﹀への

︒
る

を気楽に書きつづっていったであろうということを恩わせるのであ

﹁クララの出家﹂ の主題再論

友

及した拙稿﹁﹃クララの出家﹄の主題￨￨文学研究における性心理

淵

同氏の﹁有島文学の性心理学的分析﹂(文学・聾 T一九号︑三六‑一ニ)に論

はしがき

笹

全掲載分を完結しているところからも︑激石の創作興味が︑しだい

渋した筆が︑九月にいたると一気に進み︑十月上旬には年末までの

たなら︑われわれは﹁明暗﹂を完成した形でもったかもしれない︒

る︒もしも﹁三四郎﹂が第三章までの暗い模索を追って書かれてい

非公開
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あった︒

うにもなったし︑その他資料の読み誤りをしていたと思う点にも気
がついた︒そういう意味では氏の反論はわたしにとって他山の石で

察を更に深めるきっかけをつくってくれた︒そのおかげで前稿では
構想上に疑問を残しておいた問題点について明確な断案が下せるよ

しの思想そのものが理解できない場合だけでなく︑単純な文脈の読
み誤りもある︒それにもかかわらず氏の反批判はわたしに前稿の考

されたわけではない︒そればかりでなく︑氏がわたしの論文につい
て少なからぬ誤読をしていることにも気がついた︒その中にはわた

もっともそのために小坂氏とわたしとの見解の距離が解消又は縮小

しの解釈とはっきり対立している︒個々の問題の解釈の相違はこの
ような根本的立場の相違から出発している︒小坂氏は﹁クララの出

どれだけの内容をもっているのか︑その批判はいずれ後で行なうつ
もりであるが︑いずれにしてもクララの立場を二者択一と見るわた

劇というよりも︑エロスとアガベの一致︑本能生活としての信仰
が描かれている﹂と見る︒﹁エロスとアガペの一致﹂という思想が

すことにあった﹂というわたしの主題論を吾定して﹁クララは欣然
として宗教一筋に赴いているのであって︑霊肉二元の葛藤による悲

れた信仰者の姿︑二者択一がもたらすその悲劇的な性格美を描き出

ず︑したがって生活の上に実感化することもできなかった︒そのた
めに作品化もできなかった︒﹁或る女﹂﹁カインの末葡﹂も真の霊肉

は暫く預かることにしたい︒有島が﹁惜みなく愛は奪ふ﹂で強調し
た一元的本能生活は実質的にはキリスト教への反逆以上には出られ

しはやはり﹁或る女﹂﹁カインの末葡﹂とは対極的な作と見る︒そ
のような見方は陳腐であると小坂氏はいうが︑陳腐かどうかの問題

家﹂の思想的立場を﹁惜みなく愛は奪ふ﹂につなげ︑又﹁或る女﹂
﹁カインの末葡﹂などと同系列の作品と解しているらしいが︑わた

わたしの前稿は小坂氏の説を批判するためというより︑わたし自
身の﹁クララの出家﹂の理解を通じて︑文学研究の方法について私
見を提出するのが目的であった︒こんど氏の反論を受けて︑解釈の
相違点が一層はっきりしたので︑氏の説そのものを批判し︑それを
通じて︑わたしの﹁クララの出家﹂の解釈を再び提示したい︒有島
の作品の中でも﹁クララの出家﹂は比較的問題にされることが少
い︒したがってこのような対立した解釈を持出すことによってこの
作品への関心を刺激し︑ひいては有島文学への認識を深める機縁に

とわたしは見る︒以上の点にニ人の根本的な見解の相違がある︒
この作品の冒頭に描かれたクララの夢にエリス・フロイト等の影

の一致などではなく︑その本能生活は結局自然性︑官能の解放以上
には出られなかった︒そこで有島は終生二元分裂を引きずっていた

個々の問題に入る前にまず小坂氏とわたしの立場の根本的な相違

響があるということについてはーーその程度が問題であるが￨￨'異
論はない︒小坂氏はクララの夢を﹁まるでフロイトを応用したかの

もなると思う︒

について述べておこう︒氏は﹁﹃クララの出家﹄再論﹂(以下﹁再論﹂
と略称)において﹁生理的︑世俗的欲望と戦うことによって確立さ
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解しているが︑﹁性の心理学的研究﹂におけるエリス
如﹂きものし ι
の紹介の程度でどれ程フロイデイズムを正確に理解しえたか疑問が

﹁自制﹂もそのしるしであるが︑クララの自制はその程度のもので
はなかった︒即ちパオロへの愛のゆえに﹁地獄に落ちて行くのだ﹂
という﹁胞を裂くやうな心答め﹂を彼女は始めから意識していたの

﹁クララに検聞か働いたために﹂というのは暖昧である︒禁圧は初
めから働いている︒クララがパオロへの差恥︑抵抗の形で示した

落ちながら一心不乱に聖母を念じた︒

思議がある︒それは覚悟しなければならぬ︒それにしても聖処
女によって世に降誕した神の子基督の御顔を金輪際拝し得られ
ぬ苦しみは忍びゃうがなかった︒クララはとんぼ返りを打って

だ︒十六の歳から神の子基督の蝉女として生き通さうと誓っ
た︑その神聖な誓言を忘れた報いに地獄に落ちるのに何んの不

と二分すべきものである︒ーーになると禁圧と性的願望との比重は
全く逆になる︒
﹁地獄に落ちて行くのだ﹂胞を裂くやうな心部官めが突然クララ
を襲った︒それは本当はクララが始めから考へてゐた事なの

った証明ともいうべきものである︒しかも後半l 1量的には前半よ
りずっと短いが︑質的には明らかに前半と対立しており︑前・後部

いないが︑それにもか﹄わらず彼女の願望は少しも偽装させられて
いない︒これはフロイト的ならざる夢の描写であって︑有島がフロ
イトの禁圧と偽装という観点によってクララの夢を描こうとしなか

である︒それにもか﹄わらず︑パオロの魅力にひかれ﹁肉体はや﹄
ともすると後ろに引き倒されさうになりながら︑心は遮二無二前の
方に押進まうとした︒﹂この肉体と心との矛盾は禁圧のためにちが

あるばかりでなく︑夢の構想には有島独自の変質があると思う︒
クララの三つの夢の中︑その表象性に問題がある(とわたしは考
える)第二夢を一応別にすれば︑第一︑二夢の性格︑構造は極めて
似通っている︒しかもフロイトのいわゆる検閲という観点からこれ
らの夢を見れば︑その検閲は前半において極めてゆるやかであり︑
後半において極めてきびしいという印象を与える︒フロイトは﹁夢
はある(抑圧され︑排斥された﹀願望の︑(偽装した﹀充足である﹂
と述べているが︑中には偽装しない︑したがって歪曲されない夢が
あることも認めている︒即ち顕現内容と潜在恩想とが一致している
場合である︒(それは願望に対してきびしい禁圧がないからである︒﹀
クララの第て第三の夢の前半はこの種の夢に近い︒しかし禁圧が
ないわけではない︑それにもかかわらずクララの無意識の願望は蔽
われ歪められることなく表現されている︒しかし︑後半の禁圧は前
半の願望そのものを断絶せしめるほどのきびしさである︒小坂氏は
神の縛女として生きんとするクララの自制︿聖書﹀とパオロへ
の性愛(性欲)が激しく葛藤ハ検閲﹀するが︑遂に自制は破れ
てクララの体は底知れぬ聞に向って堕ちて行くハ﹁有島文学の性心理
学的分析﹂ll以下﹁分析﹂と略称﹀

と説明しているが︑この説明は前後部の聞の検閲の相違を無視して
いる︒﹁再論﹂でも﹁クララに検闘が働いていたために︑クララの
性夢は中途半端な願望充足(無意識)をなした﹂と述ベているが︑
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そめてしまった︒このように禁圧の条件は全く同じであるにもかか

けて実現しようとしたクララの性愛は︑機悔のために完全に姿をひ

一読して明らかなように前半において﹁地獄に落ちる﹂ことを懸

たしかである︒

足感というフロイト的な概念と異なる性格をもっていることは

でもあろうかと思われる︒ただいずれにしてもこの夢が性の満

な点があって︑第二︑第三の夢をつなごうという便宜的な構想

てこの条は有島の着想そのものに性心理の立場からすれば暖昧

の逆行﹂﹁価値の顛倒﹂宥島﹁旅する心乙である︒一瞬の聞におけるこ

そのものにも理解できない点があるとした︒小坂氏は﹁クララが性

と述べ︑小坂氏の説が十分理解できないばかりでなく︑有島の作意

﹀

わらず︑前半においては性愛の願望は完全に表現され︑後半におい

の逆行︑顛倒がリピドlの昇華というフロイト理論によってどのよ

的な関心を自覚していないのは当然で︑リピド!というのは原理的

(1

ては機悔のために完全に姿をかくしてしまっている︒いわば﹁世界

うに説明されるのであろうか︒前後部の聞におけるこの二律背反的

に我々に自覚されないものである﹂(﹁再論﹂)といい︑又わたしが疑問

るクララのりピドーに道徳的抑圧(検号︑が働いて(フランシスへの

を残した条は﹁夢という無意識の世界で︑フランシスの裸身に対す

構想がフロイデイズムの応用といえるであろうか︒

一
一

小坂氏によれば︑私の誤解の最も甚しいのは︑第二の夢の解釈で

ではない﹂といったのはもちろん現実のクララについてではなく︑

の‑誤解がある︒わたしが﹁クララが性的な関心を自覚しているわけ

の作意なのである︒﹂と断定した︒まず第一の点については小坂氏

畏敬の念にもよる)︑フランシスの肉体が消え去ったとする作者

現われた男︑彼がフランシスに限を向け︑更にクララに鋭い視

この条はかなり象徴的なニュアンスをもっている︒閣の中から

ある︒前稿においてわたしは︑

あるものへの批判︑禁圧を示唆するものとも解される︒小坂氏

線を転じたということは︑クララ自身自覚しない彼女の内部に

た完全に見られる立場にあってクララと没交渉のフランシスだ

ンシスに対して性的な関心を自覚しているわけではないし︑ま

解釈はこの条に重点をおいた解釈であろう︒だがクララはフラ

物丈が宙に残り︑姿は影も形も無くなる﹂という︑第二の夢の

は有島がクララの願望を偽装しようとする意図をもたなかったこと

界はこれに対する検閲にもかかわらず十分に表現されている︒これ

るからである︒即ち第て第三の夢においてはクララの無意識の世

ロ︑ォッタグイアナに対するクララの関心は十分な表現をもってい

想上の問題となりうるかといえば︑第一︑第三の夢においてはパオ

る︒ではなぜ夢の中のクララが性的関心を自覚していないことが構

ることくらいとくにフロイデイズムの専門家でなくてもわかってい

夢中のクララのことである︒リビドーが原理的に無意識のものであ

けが着物を残して消え去ったという構想がクララのリピドオの

の﹁クララのリピドオは検閲を受け︑フランシスの華やかな着

検閲を意味するということは十分には納得できない︒したがつ
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の与える感銘の異様さがふさわしくないと思ったからである︒仮り

にクララの性愛に対する禁圧と解しようとしても︑﹁フランシスの

いては十分理解できなかった︒宗教的︑道徳的禁圧としてはこの男

襟元を摘んで引きおこ﹂すような暴漢としてイメージ化するのは適

を示唆する︒ところが︑第二の夢では彼女の願望は完全にかくされ
じていたとしても)︒この構想の相違は十分検討されなければなら

ている(仮りにクララが無意識界において︑フランシスに性愛を感
ぬ︒小坂氏は﹁フランシスの裸身に対するリピドl﹂を説く︒だが

当ではあるまい︒

以上の理由によって︑小坂説と全然具った解釈を新しく提出する

現実のクララは﹁男の裸体と相対してゐる事も忘れて﹂︑﹁霊化した

の場面である︒そしてこの場面の根拠はサパティエの聖フランシス

ことにする︒結論をさきにいえば︑この第二夢はフランシスの出家

彼の心をそのま﹄写し出してゐ﹂るフランシスの容貌に心をひきつ
のようなクララの中に性愛がかくされているというのであろう︒も

けられていた︒それほど裸体には関心を示していない︒小坂氏はそ

のことに想到しなかったのは迂澗であった︒)

サパテイエによれば︑フランシスが放蕩無頼の生活から回心した

伝にあるにちがいない︒︿前稿執筆当時サパテイエのフランシス伝を読みながらこ

ことは父のベルナルドネに大きな失望と苦痛とを与えた︒この貴族

たくましい男性でもなく︑﹁際立って人根を引くやうな容貌を持っ
の裸身にどのような性的魅力が残されていたのであろう︒小坂氏が

てゐ﹂ず︑﹁祈祷と断食と労働の為めにやつれ﹂ていたフランシス

は放蕩に浪費する金も惜しくはなかったが︑回心して︑貴公子達の

好きの商人はフランシスが貴公子等と同等の位置に立ちうるために

しそうとすれば︑パオロのような美男でもオッタグィアナのような

その着想の妥当性を主張するためには︑単なる主観的解釈ではな
ならぬ︒第二に有島はなぜフランシスに﹁華やかな着物﹂をまとわ

く︑以上の構想上の矛盾を克服するだけの構想論を提出しなければ

外の聖ダミアノ会堂にいることを知り︑あらゆる手段をつくしても

には我慢できなかったからである︒彼は家出した息子がアッシジ郊

らかなように︑世俗的栄華や幸福の象徴である︒現実のクララのフ

ましていた︒しかし︑その数週間後に自分の決心を父に認識させよ

伴れ戻そうとして会堂に急いだが︑フランシスはいち早く姿をくら

仲間から足を洗い︑街上で乞食達に惜しげもなく恵を施している姿

ランシスへの畏敬の念は華やかな着物を晩きすてた姿に対するもの

せたのか︒﹁華やかな着物﹂はこの夢の前半および第三の夢でも明

であった︒この着物と性愛と畏敬との三つ巴の関係は小坂氏のフロ

すぼらしさで群衆の噺罵を浴びているフランシスを発見したベルナ

ルドネは周辱と念怒の情に燃え︑家に引きずり込み︑暗室に監禁し

うと考えたフランシスは︑あえて街に姿を現わした︒乞食同然のみ

て︑その決心を翻えさせようとした︒しかし︑フランシスはその志

イデイズムによる解釈では一向にとけそうにもない︒第三に閣の中
たしは前稿執筆当時クララに向けたその﹁鋭い降﹂から推して何らか

から現われた男の象徴性については小坂氏は何も述べていない︒わ
の禁圧を意味するだろうことは想像できたが︑その禁圧の意味につ
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に差出していった︒

所持品のすべてを差出すようにという教会法院の司教の忠告に応じ

が︑フランシスはかつて所持品を売ってえた金を父に渡し︑更に

っきた父はフランシスの養育に費した金を楯にとって翻意を迫った

を変えず︑再び父の家を脱出して聖ダミアノ会堂にかえった︒万策

出家がフランシスに倣ったことは明らかであるから︑クララの出家

ずしも考えられない(第て第三夢の構想から推して﹀︒クララの

と偽装という観点をとり入れようという創作的意図があったとは必

矛盾する思想の持主だからであろう︒しかし有島にフロイトの禁圧

の方に鋭い砕を向けた﹂のも︑クララがベルナルドネの世俗主義と

家に当って父がとった態度から推して)︒ベルナルドネが﹁クララ

いずれにせよ︑この夢に関する限り有島がフロイトの性的リピドl

に至る心理的動機を明らかにするのが主なねらいではなかったか︒

て︑着衣を脱いで丸裸になり︑着物の包みに所持の金をそえて司教

かし今は神に奉仕しようと望んでいる︒これがわたしの衣服と

衝動を感じてそれを見てゐた﹂という衝動を︑クララのリピドーで

観とは没交渉なことは明らかである︒小坂氏は﹁クララは恐ろしい

私は今までピエトル・ベルナルドネを呼んで我父と云った︒し

彼に返却する所以である︒今より後天に在す我父の外何者をも

やかな着物﹂であったというのがそれであって︑この着物によって

ただ有島独自の解釈を加えた部分がある︒フランシスの着物が﹁華

化︑幻覚化していることについてはおそらく疑問の余地はあるまい︒

第一夢からひきつゾいて変らないばかりでなく︑むしろ第一夢の機

の出家によって暗示される彼女の出家の欲望は彼女の神への忠節が

無邪気な章女期のクララになだらかに接続する︒そしてフランシス

一夢において神への叛逆を機悔したあとのクララの心理は第二夢の

以上のように理解すれば︑第一夢との関連もなだらかになる︒第

た決断を促されたことを示唆していると思う︒

あるといっているが︑わたしはフランシスの出家によって彼女もま

彼を煩わすことの多かった此金と又彼から受けた一切の物とを
父と呼ぶまいと思う︒

世俗生活の華やかさを象徴しようとしたものと思う︒この着想の可

︿

第二夢の終りの部分の構想がこのフランシス伝を圧縮し且つ抽象

2)

能性は第二夢の前半および第三夢との関連によっても理解できる︒

に性的関心を抱いていることを示唆する叙述はない︒回心以前のフ

悔から一歩前進したことを示唆する︒(その問クララがフランシス

ランシスの混乱の姿に対して十歳の童女が抱いた﹁奇異の思ひ﹂

このようなフランシスの出家の場面を第三夢に挿入したのはなぜ

に性的関心を読みとる必然性はないと思う︒﹀第二夢におけるクラ

か︒おそらくクララの出家の欲求を暗示するためである︒クララの出
クララの出家の欲望をはばむ禁圧が強いために彼女の欲望はフラン

家の欲求を直接に表現しない理由をフロイト流に説明するならば︑

ラの立場￨￨出家の願望ーーはそのま﹄第三夢につながる︒

以上の解釈からすれば︑小坂説はフロイデイズムに拘われた附会

シスの出家という偽装を必要としたということになろうか︒ヌベル
ナルドネはクララの父の代用品ということもありうる(クララの出

H
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置きした訳がわからないといっている︒これは氏が﹁クララの出

ヴイアナーーだけがつぎハ¥にクララの夢に現われたという文を前

しの男達の中でどういう訳か三人￨￨パオペフランシス︑オッタ

有島が意識的に設定したと考え︑そうでなければクララの見知り越

ス←オッタヴィアナ←ガブリエルへと次々と転移するという構想を

説という外はない︒小坂氏はクララのリピドーがバオロ←フランシ

ろう︒現にフランシス伝によれば︑クララの父はベルナルドネと同

が世俗的幸福の世界の人間ということを示唆する構想と見るべきだ

が二つに分かれ︑クララの父母となったということはクララの父母

スの着物とフランシスその人とを混同している︒フランシスの着物

的裏付のない形式だけの筋立てだと思う︒第一に小坂氏はフランシ

る﹂と説明するが︑これも以上述べた第二夢の理解からすれば︑内容

に立つ︒彼の転移などではありえない︒(このような一昆単純な誤

ルナルドネ﹀の後身である︒したがってフランシスとはむしろ対極

解の根抵に小坂氏の発想の致命的な誤謬が潜んでいるJ 第三夢の

型の人物である︒又オッ夕︑ワイアナはフランシスを迫世一目した男(ベ

らずガペへ 111
断っておくが﹁昇華﹂などという概念によってでは

家﹂を﹁惜みなく愛は奪ふ﹂の本能生活︑一元生活礼讃から生れた

なく︑﹁飛躍﹂によってである︒ーーという着想と解すれば︑少しも

ラは夢の中にありながら生れ落ちるとから神に献げられてゐたやう

構想はこの事実を前提として成立する︒同時に文思想的には﹁クラ

と考えているからであって︑有島の二律背反を前提としたエロスか

疑問はおこらない︒即ちパオロ︑オッタヴィアナとフランシスは対

以下第三夢について述べた前稿の主要な点を引用する︒前稿は発

フランシスの出家を描いた第二夢につながる︒ーーが基調である︒

て行くべき身の上を考へた︒﹂というクララの献身の覚悟￨￨それは

な不思議な自分の運命を恩ひやった︒晩かれ早かれ生みの親を離れ

立した人間像であって︑それぞれクララの二律背反に照応し︑クラ
注

ラの夢に登場する必然性がある︒
(1) ﹁性の満足感﹂￨性の願望充足と同義というわたしの表現を意般の次元の問題

として︑小坂氏は批難している︒ここにも氏の独断がある︒
の伝を読んで︑聖者がその父に衣服を投げ返して︑神に還ったといふ条に来ると彼は

︿ ﹀有島がこの構想に特別の関心をもっていたことは﹁迷路﹂の中の﹁翌フランシス
2

小坂氏の私説への批判はこの前提なしに十分理解できないと思う︒

表誌の関係で︑多くの人の自に触れていないことも考えられるし︑

られてゐた﹂境涯を示すことも明らかである︒しかもクララは

しており︑クララの美しい芝生が﹁生れ落ちるとから神に献げ

土の上に﹂立っていたことは彼らが世俗の人間であることを示

﹁クララの立ってゐる美しい芝生より一段低い沼地がかった黒

第三の夢は第一の夢と同型である︒父母とオッタグィアナとが

いつでも物足りなく思った︒命まで投げ返すのでなければ︑人はその親から本当に独
立する事が出来ないのだ﹂という一節によっても想像できる︒同時に有島のニ元分裂
が自己破壊にも至りかねないはげしさを含んでいたことを知pうる︒これは有島の性
格の問題として重視する必要がある︒

夢
第三
一について小坂氏は﹁フランシスの着物はニつに分かれ︑フラ
一
一
ンシスはクララの父・母・オッタピアナに修着︿混合像﹀・転移され
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その瞬間に彼女は真黄に照り輝く光の中に投げ出された︒芝

警においてはダニエルをして﹁おそれで作れ臥し﹂﹁気を喪へ

旨の伝達者としてのその印象は荘重森厳であり︑特にダニエル

る︒しかしクララの体験を聖テレサの体験と同一視することは

生も泥の海ももうそこにはなかった︒クララは服︑がくらみな

る状にて地に術伏﹂させたほどの権威をもっている︒もっとも
レオナルド・ダ・ピンチの﹁受胎告知﹂やレン︑プラントの﹁ダ

三人が底知れぬ泥沼の中に没しようとして救いを求めたとき︑

がらも起きよらうともがいた︒クララの胸を掴んで起させな
いものがあった︒クララはそれが天使ガブリエルである事を

ニエルの幻影﹂におけるガブリエルは気品と優美とをかね備え

大まか過ぎるであろう︒まず天使ガブリエルが聖テレサの夢の
﹁美しい小天使﹂とは全く異なる印象を与えることに注意した

知った︒﹁天国に嫁ぐ為めにお前は浄められるのだ﹂さう云

い︒ガプリエルはダニエル書︑ルカ伝等に現われるが︑神の聖

ふ声が聞こえたと思った︒同時にガブリエルは嫡々と燃える

何もかも忘れて彼らを救うために泥の中に片足を入れようとし
た︒それは人間への︑持情的な愛のために神への愛を捨てよう

炎の剣をクララの乳房の間からずぶりとさし通した︒燃えさ

ララの夢に現われたガブリエルが文芸復興期的イメージではな

た女性像として表象されているが︑これは文芸復興期以後の人
間主義に影響されたガブリエル像であって聖書的ではない︒ク

としたことを意味する︒

かった尖頭は下腹部まで届いた︒クララは苦悶の中に眼をあ
げてあたりを見た︒まぶしい光に明滅して︑十字架にか﹀っ

﹁まぶしい光に明滅して︑十字架にかかった基督の像が厳かに
見やられた﹂からであって︑この点においてクララの体験はむ

あるまい︒つぎにクララが有頂天になったのは輩出悶の中にも

く︑ダニエル書的権威の表象であることにはいささかの疑問も

いた︒喉も裂け破れる一由一戸に全身に張り満ちたカを搾り切ら

テレサの体験以上に生理的快感から遠ざかっている︒したがっ

た基督の姿が厳かに見やられた︒クララは有頂天になった︒
全身は嘗て覚えのない苦しい快い感覚に木の葉の如くをの︑ふ
うとするやうな瞬間か来た︒その瞬間にクララの夢はさめた︒
という一節が神への叛逆を企てようとするクララに対する抑圧

遠の体験とは極めて異質のものである︒それは翌朝出家の覚悟

が限がしらににじまうとした︒それは悲しさの涙でもあり喜び

てもうなずけよう︒彼女は﹁ややもすると所も弁へずに熱い涙

を決めて聖ルフヰノ寺院の礼拝に列なったクララの描写によっ

記と関連をもつであろうことは小坂氏の指摘どおりであろう︒
クララの宗教的陶酔に生理的快感が混っていたことは﹁苦しい

て性感情を宗教感情に変化させた例としてエリスがあげた女性

しろ聖ブランチェスコの聖痕の奇蹟に通ずるところがあp︑聖

(検閲)のきびしさを示すことはいうまでもない︒ところで天使
ガブリエルによって与えられた試煉のイメージが聖テレサの伝

快い感覚に木の葉の如くをの﹄いた﹂という表現でも理解でき
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の一夜でもあったが︑同時にどちらでもなかった︒﹂﹁クララは明ら

に応用されている︒テレサの体験よりクララの夢の方が非性的だ

右の私説に対する小坂氏の批判はほぼ左の点に要約されよう︒
一︑ェリスが分析している女医と聖テレサの分析が﹁クララの出家﹂

かな意識の中にありながら︑凡てのものが夢のやうに見るノ¥
の魂だけが唯一つ感激に震へて燃えてゐた︒﹂この感激の頂点︑が
いて居た︒﹂というさきの夢中の陶酔と同質の描写なのである︒

とは考えられない︒
二︑﹁カインの末喬﹂と﹁クララの出家﹂は同一系統の作品である︒

四︑クララの法悦は有島の定山渓の体験に関連する︒

ララをヒステリカルに描いたとしている︒)

三︑クララの夢にクララのマゾヒズムを読み取る︒(﹁分析﹂ではク

的感覚と同一視できない所以である︒したがって第三の夢は地

五︑クララの夢はリピドlの宗教への昇華である︒強い検閲作用に
よって極めて象徴的なカタルシスが果されている︒(第一︑二夢

聞に︑性愛からの﹁断絶﹂が呆されて︑不動の信仰者になりえた

六︑フランシスから心の秘密を指摘され︑ショックを受けた次の瞬

はカタルシスが果されていない J

今日こそは出家して基督に嫁ぐべき日だ︒その朝の浅い眼目

の解釈とは全く逆の方向のものであるが︑この解釈の妥当性は︑

ということは理解できない︒
七︑有島のフランシス・クララ観は神中心を否定した人間中心的な

ひなかった︒クララは涙ぐましい︑しめやかな心になってア
グネスを見た︒
という夢から覚めた後のクララの意識によっても裏書きされる
であろう︒彼女はその夢を﹁神の御告げ﹂と信じた︒その夢が
性愛の満足による﹁キリスト教の抑圧からの解放﹂などと︑凡
そ反対の性格のものであることは明らかである︒

1﹀小坂氏はガプF エル出現までの部分は第二夢に加えている︒
ハ

注

出家によって暗示されるクララの出家の願望を受けついでいること
である︒クララが立っている美しい芝生が神への信仰によって救わ

の前半のクララのシチユエイシヨンは完全に第二夢のフランシスの

小坂氏の批判に答える前にまず確認しておきたいことは︑第三夢

こそ有島が止揚せんとしたもの︒

立場である︒
八︑聖愛のため人間愛を否定せんとする笹淵のクリスチャン的態度

を覚ました不思議な夢も︑思ひ入った心には神の御告げに違

と解すべきである︒これはフロイトやエリスの性心理学的な夢

上的︑人間的な愛と神への愛との葛藤︑後者による前者の否定
であり︑その宗教的陶酔のクライマックスにおいて夢がさめた

応を示す例である︒﹀クララの夢中の生理的反応が必ずしも性

島市円といわれるのも宗教的陶酔が生理的反
(フレンド派が OZ

やはり﹁クララの処女らしい体は芦の葉のやうに細かくをの﹄

彼女から離れて行くのを感じた︒無一物な清浄な世界にクララ

四

1
7
1

れて三人を救ふために泥の中に片足を入れようとした︒その瞬間に

は既に彼らとは具なる世界に住んでいる︒しかも彼らが自分の方に
手を延ばし︑救いを求めているのを見ると︑﹁クララは何もかも忘

泥沼の中に彼らが埋没しようとしたことでも明らかである︒クララ

れた者の世界であるのに対して﹁一段底い沼地がかった黒土﹂が俗界
であると同時に︑苦悩と滅びの世界を意味することは︑果てしのない

生む根拠がない︒したがって極めて楽天的な人間観を生む︒ただそ

する小坂氏︑がこの劇を認めようとしないことは当然である︒リビド

じである︒﹁リピド lの昇華﹂という観念によってこの作品を裁断

服され︑放棄され︑むしろ彼女は宗教的悦惚の境地に達するからで
ある︒この前半と後半との聞にも劇がある︒第一夢の構造と全く同

読みとる︒以上の観点を前提としてこの後半に関連する小坂氏の批

人間の内部衝動に対する知的興味などに解消できない︑意志的なも
のをもっている︒そこにわたしは有島のファナチックな二律背反を

ーはどんなきびしい禁圧を受けても生きつ・つけるものであり︑劇を

彼女は真黄に照り輝く光の中に投げ出された︒﹂右の条は小坂氏に

のような立場がこの作品の芸術的効果をキャッチできるかどうかが
問題である︒第二に前半から後半への百八十度の転回のはげしさは

よって﹁クララのカタルシスは果されない﹂と簡単に片づけられて
いるが︑この作品にフロイデイズムの実験を読みとるのではなく︑一
個の文芸作品を見ょうとする立場にとっては︑このクララの決断に
興味がある︒第一夢においてもクララはパオロへの愛が地獄への顛

劇がある︒それは神に献げられた人間という自覚と地上的な愛とが

その運命に反逆して︑自分もまた滅びの仲間に入っても父母やオツ
タヴィアナを救おうと彼女は決断したのである︒この決断に精神の

るとから神に献げられてゐたやうな不思議な自分の運命﹂であり︑

通性は乏しいと思う︒もし﹁まぶしい光に明滅して︑十字架にかか
った基督の姿が厳かに仰ぎ見やられた﹂という﹁照り輝く﹂夢に焦

心理の聞に葛藤がなく︑したがってその興奮は快適で苦痛を伴って
いないことはエリスの指摘したとおりであって︑クララの夢との共

小坂氏は聖テレサの夢の外にも同じくエリスが紹介した新生活兄
弟団の一女医の夢がヒントを与えたと考えている︒その夢は肉体と

判に答えようと思う︒

彼女の中で劇しい葛藤を生むからである︒しかも後者がより積極的

点をおくなら一層共通性はない︒このシチユエイションと共通性を

環り照したければ︑かれ地に倒れて﹁サウロ︑サウロ︑何ぞ我
を迫害するか﹂といふ声をきく︒彼いふ﹁主よ︑なんぢは誰

往きてダマスコに近づきたるとき︑忽ち天より光いでて︑彼を

(1)

である︒これが有島の二律背反のはげしさを示すものであることは

もつのはむしろダマスコ途上のパウロの回心の体験である︒

落の道であることを知りながらあえて愛に生きようとした︒今﹁何
もかも忘れ﹂た︑その﹁何もかも﹂の最も重大な問題は﹁生れ落ち

いうまでもない︒クララが﹁真貨に照り輝く光の中に投げ出され
た﹂以下の場面は︑この前半の神への忠節から人間愛へという方向
とは全く逆の︑百八十度の方向転換が行われたものとわたしは解す
る︒それは前半におけるクララの神に対する反逆の意志が完全に征
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ぞ﹂答へたまふ﹁われは汝が迫害するイエスなり@起きて町に

るように恩われた︒彼がそれを引き抜いたとき︑内臓まで引き抜
かれ︑神の大きな愛に燃やされていること.を感じた︒苦痛は苦

槍を時にわたしの摘に刺し込み︑更に内臓にまで突き通してい

﹀

ば︑苦痛があり︑その苦痛は霊的であったという点でちがいがある
が︑その苦痛が試煉の意味を負わされているという明証はない︒

このテレサの夢に較べればクララの夢には性的要素が乏しいとわ
たしは述べた︒このニつの夢の大きな相違はテレサの夢には試煉の
意味がないことである︒新生活兄弟団の女性の生理的快感に較べれ

ハ
2

甘い愛の抱擁である︒そこでわたしはうそをついていると考え
るかもしれない人にこの経験をさせることを神に祈る︒

いる︒その苦痛は肉体的ではなく︑霊的である︒(肉体も大い
に関係はあるけれども)︒それは魂と神との聞におこる極めて

闘の声を発するほど大きかったが︑しかもこの非常な苦痛の甘
さは極めてたちまさっており︑それが取り去られることを欲し
えないくらいであった︒魂は今や神そのもので満足させられて

入れ︑さらば汝なすべき事を告げらるベし﹂:::サウロ地より
起きて目をあけたれど何も見えざりければ︑人その手をひきて

﹀

ダマスコに導きゆきしに︑三日のあひだ見えず︑また飲食せざ
りき︒(一使徒行伝九ノ三 ￨λ
フランシスの聖痕との関連もあろうことは前稿に述べた︒もちろ
ん︑わたしは聖テレサの自伝との関係があろうことも否定はしない︒
聖テレサの体験を理解するためにはエリスの引用だけでは不十分
である︒﹁クララの出家﹂と関係があると恩われる部分を引用する︒
主はわたしが時に次のようなグィジョンを見ることを喜ばれ
た︒わたしは一人の天使がわたしの左側に︑肉体の形をとって
寄り添っているのを見た︒これは極︑稀にしか見なれないもの
である︒わたしは屡天使のグィジョンを見るけれども︑それは
E弘 司Eoる に
R
‑
‑
m
E
さきに述べたような知的なグィジョン G
よって見るだけである︒このグィジョンにおいてそのような肉

だよという︑夢のあとのクララの感慨と照応するものであって︑
クララもこの夢の中の体験を試煉として受けとっているのである︒
この意図に応じてテレサの体験とは異なる有島の創意が具体化され

これに反してクララの場合には明確に試煉の意味が負わされてい
る︒﹁天国に嫁ぐ為めにお前は冷められるのだ﹂という︑クララの
聞いた声はご年半の長い/¥天との婚約の試諌も今夜で果てたの

最高の天使遠の一人でもあるかのように顔が燃えていた︒その
天使遼はケルピムと呼ばれる天使にちがいない︑彼らはその名
を告げないけれども︒天使達の聞にはわたしの説明できないほ
どの大きな相違が天においてはあるにちがいない︒

ている︒即ち小天使はガプリエルに︑出回目色・毘句切色内回目立は﹁嫡々
と燃える炎の剣﹂に変った︒ガプリエルが神の権威と義を代表する

体として天使を見ることができたのは主のみ心であった︒彼は
大きくなく︑小柄で︑極めて美しく︑まるで火のように見える

わたしは彼￨￨美しい小天使ーーが手に長い黄金の槍をも
ち︑その鉄の部分には少し火が燃えているのを見た︒彼はその
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護するものとされている︒﹁天国に嫁ぐ﹂クララを浄めようとする

の象徴として聖書に屡現われ︑ことに炎の剣は神のパラダイスを守

限られていると考えるのは誤りであって︑元来は神の権威又は正義

そのように解しているらしい︒しかし炎︑剣の象徴性を性の意味に

フロイトはそれが男性の象徴であることを指摘しており︑小坂氏も

イメージと考えられることは前稿で述べた︒つぎは﹁炎の剣﹂である︒

徳を立つる道なり﹂の二条はこの忍苦のモテイフを明らかにしたも

ふにあらゆる悲哀あらゆる苦痛親しむに堪へたり﹂﹁試練を忍ぶは

あげられたフランシスの告白の中の﹁我が哀に積まれたる祝福を思

苦痛以外の目的意識を伴っているのである︒有島の﹁旅する心﹂に

して与えられる祝福や徳性のために苦痛に堪えるのである︒いわば

苦は決して苦痛そのものを享楽しているのではなく︑忍苦の代償と

クララの自覚に明確にそれは現われている︒﹁主に身も心も献げ得

のといってよい︒﹁われ思ふに︑今の時の苦難は︑われらの上に顕

る嬉しい境涯﹂という祝福にあずかるために彼女は﹁長いノ¥試

炎の剣が︑この意味のものであることは明らかである︒(槍は聖書

シスは果されないということになろう︒もっともガブリエルの炎の

流にいうならば︑浄罪という宗教的意識の検閲があるために︑カタル

練﹂に耐えたのである︒この﹁長い/¥﹂という形容が︑クララが

れんとする栄光にくらぶるに足らず﹂(ロマ書八ノ一八)にそれは通ず

剣を男性のシンボルと解する小坂氏にとってこのような論理は不可

苦痛を享楽していたのでないことを証明している︒又ガブリエルの

において剣のような象徴性を与えられてはいないようだJ 十字架

解であろう︒美しい小天使の代りに︑男性的なガブリエルが登場し

試煉が単なる苦痛に止まらず﹁快い感覚﹂を混じていたのもこの祝

る︒それはクララの心理でもあった︒﹁一年半の長い/¥天との婚

たことも小坂氏にとってはクララのマゾヒズムを満足させるために

福の前提があるからである︒それはクララの﹁苦悶﹂が︑﹁十字架

上のキリストの厳かな姿もまたこの試煉につながる︒このような宗

必要であった︒(新生活兄弟団の女性の性夢とクララの夢との差異

にか¥った基督﹂のグィジョンを仰いだ瞬間に﹁苦しい快い感覚﹂

得る嬉しい境涯が自分を待ってゐるのだ﹂という︑夢がさめた後の

を認めない氏︑がクララの有頂天を﹁オルガスム以外の何で﹂もな

に転じたという構想によって明らかである︒快さの即因はガブリエ

約の試練も今夜で果てるのだ︒是れからは一人の主に身も心も献げ

いと考えたことも怪しむに足るまい J そこでわたしは問題解決の

ルの剣そのものにあるのではなく︑基督のグィジョンにあったので

テレサの夢よりも性的要素が乏しいと判断したのである︒フロイド

鍵をクララは果してマゾヒストであったか︑という点に求めようと

ある︒以上のような本質的相違を無視し︑又作者の叙述にも注意を

教的試煉の意味が負わされているために︑そういうモテlフを欠く

思う︒小坂氏は宗教的忍苦とマゾヒズムとの本質的相違について完

払わず︑てソヒズムなどと片づけるのは軽率である︒

小坂氏がクララをマゾヒスト視するのは彼女をヒステリーとする

全に理解を欠いているようだ︒というのはマゾヒストが苦痛や凌辱
そのものを感覚的に享楽しているのに対して︑キリスト教徒の忍
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女﹂﹁実験室﹂﹁星座﹂﹁石にひしがれた雑草﹂﹁お末の死﹂﹁死を畏

いたかどうかということであるから︑問題解決の道は手近にある︒

一般的な概念規定ではなく︑有島がクララをヒステリー女として描

を見ても必ずしもその概念は明確ではない︒更にわれわれの問題は

めには︑まずヒステリーの概念規定が必要であるが︑エリスの叙述

からである︒もっとも彼女がヒステリーであるかないかを決めるた

期だけに限られ︑少女期に入るとそういう傾向は全く認められない

島の意図と見た︒それは︑クララのヒステリカルに見える行動は幼年

しはそれをむしろ彼女の宗教的資質の豊かさを示唆しようとする有

面的に見れば︑そういう誤解を招きかねない点がある︒しかしわた

考え(﹁分析﹂)とも関連があろう︒クララの幼年期の叙述には︑表

の混乱や矛盾は少女期のクララには全く見られない︒彼女はいつで

制御力を失った人物である︒ところでそういう人物に見られる感情

として拙かれた人物はみな理性に乏しい︑或は感情に対する理性の

見ていないのである︒そしてさきの作品に照してみてもヒステリー

ぃ︑或は感情と理性とのバランスを失わなければ︑ヒステリーとは

る︒つまり有島は︑どんなに劇しい感情をもっていても理性を失

い︒それは﹁泣き崩れて理性を失ふ﹂ことはなかったからであ

そう解しているらしい︒しかし有島はヒステリーとは考えてわな

この発作はヒステリー現象という印象を与えかねない︒小坂氏も

ーに変って︑泣き崩れて理性を失ふといふやうな所は無かった︒

のである︒然し生来の烈しい気性の為めか︑此の発作がヒステリ

た︒私達はよく母が此健死んでしまふのではないかと思ったも

クララが自分でも気付かなかった我が心の秘密をフランシスか

坂氏の次の理解に直行した方がよさそうだ︒小坂氏は述べる︒

るのである︒しかし今はその体験の再分析を始めるよりもむしろ小

わたしも無関係だとは思っていない︒ただ体験の理解がちがってい

小坂氏は有島の定山渓の体験と第三夢とのつながりを主張する︒

に対する知的興味からこの作品を書いたという論も成り立たない︒

彼女はヒステリーではなく︑又有島がヒステリカルな女の宗教心理

て二律背反そのものがヒステリー現象だという論理が立たない限り

げしい葛藤を生じ︑その人間像を悲劇化するだけである︒したがワ

ただ彼女の中にこれと矛盾する骨肉愛があるために前者との聞には

も極めて知的意志的に信仰者としての自分の行動を決定している︒

有島のヒステリー観そのものを確かめることである︒有島が﹁或る

る心的傾向を描いていることは周知のことだが︑有島のヒステリー

れぬ男﹂などにおいてヒステリー女︑或はヒステリカルと形容され

の叙述ではないかと思う︒

観を知る最も重要な資料はむしろ﹁私の父と母﹂の中の母について
母の気性には滴達な方面と共に︑人を呑んでか﹄るやうな鋭い
所がある︒人の妻となってからは︑当時の女庭訓的な思想の為
めに︑在来の家庭的な︑所謂ハウスワイフと云ふやうな型に入
らうと努め︑又入りおほせた︒然し性質の根抵に有る烈しいも
のが︑間々現はれた︒若い時には極度に苦しんだり悲しんだり
すると︑往々卒倒して感覚を失ふことがあった︒其の発作は劇
しいもので︑男が二三人も懸らなければ取扱はれない程であっ
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個所で﹁総ては若い情熱の仕業だったのだ︒僕は女を恋する代

のように泣いたのは︑有島が﹁首途﹂のエリスによる改作付足

んと感謝していいのか︑どう詑びねばならぬかを知らず﹂狂気

の迷いを初めて解かれた﹂気がして︑﹁フランシスの明察を何

けではない︒だがこれ以上あげる必要もあるまい︒小坂氏は性愛の
宗教への昇華をいう︒以上の構想上の矛盾が解決されない限り︑わ

として生き通さう﹂という誓言をたてたのであろう︒疑問はこれだ

どうしてその時から﹁全く肉の世界から脱れ︑﹂﹁神の子基督の牌女

するどころか逆にその誤解をとくべきであった︒そのように神を恋
していたのではなくて︑男性を恋していたことを自覚したクララが

ら﹁私を恋している﹂と鋭く指摘され︑﹁長い間の不思議な心

りに神を信じたのだ:::﹂と述べた彼自身の体験・苦汁と不可

たしはそういう概念を理解できない︒

︿ ﹀正直のところ聖テレサの夢にはわたしの十分理解できない点がある︒こ
2
れは中世

(1)

エH スは新生活兄弟団に属するこ人の女性の夢を紹介している︒小坂氏が引用し
たのは女医でない今一人の女の夢である︒しかし夢の性質には大して相違はない︒

注

分なのである︒
小坂氏によれば︑クララは彼女が本当に恋していたのはフランシ
スであって︑神ではなかったことを確認したことになる︒とすれば
﹁その時から世の常の処女ではなくなってゐた﹂とはどういう意味

の神秘主義的なキリスト教体験が極めて象徴的に告白されるからであって︑この象徴
位の難解のためである︒その象徴には︑フランシスが﹁私が貨はうとする実は君等に

は想像も出来ない程美しい︑富裕な︑純潔な少女なんだ﹂といった﹁新妻﹂が﹁貧し
さ﹂のことだったというような︑全く性的な意味のないものを性的に象徴するという

であろうか︒﹁世の常の処女﹂でないどころか︑﹁世の常の処女﹂そ
のものではないか︒更に自分が本当に恋していたのは神ではなくて
男であったという自己認識がどうして狂気のように泣くほどの感動

こともあるが︑テレサの場合はとくにリアリズムとシンポロズムとを完全に附分けす
ることが困難である︒この困難にはスペインのカトリシズムの特殊性 l ￨テレサはス
ペイン人であった︒ーーも原因しているともいわれる︒

と幻滅とがクララの狂気のやうな感動にどうしてつながるのであろ
うか︒更に小坂説にしたがえば︑フランシスの﹁あなたは神に行く

と告白している︒おそらく幻滅をも感じた筈である︒この種の孤独

作家時代の有島は︑かかる態度をこそ生涯かけて否定しようとした

なく霊的であると霊と肉とを峻別しようとする︒かかる霊と肉を峻
別する態度は︑有島にとっては入信時代︑宗教青年時代のもので︑

小坂氏は﹁笹淵氏は聖テレサが体から槍を引き抜かれた時︑内臓
まで引き抜かれたような苦痛を感じたけれど︑この苦痛は肉体的で

五

をクララに与えたのであろう︒﹁首途﹂の主人公はご旦神を信じ
たと信じた者が︑純一な自分の心の導きに従って歩いて行く中に︑

前に私に寄道した﹂という認識も誤りであって︑逆に﹁私に来る前

のである︒﹂とわたしを決めつけているが︑他人の文章を批評する
ときはもう少し気を落ち着けて読んでもらいたい︒﹁この苦痛は肉

何時の間にか神から離れて︑自分は畢寛本当に神を知つてはゐなか
ったのだと気が附いた時ほど︑孤独を感ずることが外にあらうか︒﹂

に神に寄道した﹂と評すべきであった︒彼は完全にクララを誤解し
ていたわけである︒した︑がって彼女はフランシスの﹁明察﹂に感謝
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体的ではなくて︑霊的である﹂というのは︑わたし自身の言葉では

﹀る欲求は︑若しそれを実行に移すならば︑私の生活をこの上

する欲求によって虐まれる瞬間を屡ミ経験する︒然しながらか

交渉に至るべき霊の契合なくして︑具性から肉を要求しようと

なく惨めにするものであることを知りぬいてゐる︒この醜悪な

1
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によれば﹂と断つである︒霊肉二元化の強い欲求を有島が抱いてい

なく︑テレサの手記の中の一一言葉である︒だからちゃんと﹁聖テレサ
たことは改めて述べるまでもない︒しかしそのために有島は二元分
裂を克服していたと考えるとすれば単純に過ぎよう︒﹁リビングス

せるに十分だ︒(﹁自己の要求﹂大正十年﹀

この感想は有島が︑その一元化の欲求にもかかわらず︑晩年に至

る撞着はまた私の性的要求の本質的に調ってゐるか否かを疑は

トン伝の序﹂﹁惜みなく愛は奪ふ﹂などで有島が強調した﹁霊とか

い︒有島の中には一元他の欲求と矛盾する二律背反の欲求もまた死

るまで二一充分裂をひきずっていた証明である︒そればかりではな

(2)

って︑キリスト教への叛逆に外ならなかった︒(これらの所説の観

のフランシスについての感想である︒ハ﹁タララの出家﹂における有島の意図
を理解するために最も重要な資料は﹁旅する心﹂であると思うが︑小坂氏がこれを参照し
た形跡が見えないのは不容の一つである︒)
彼の生涯は華美と放逸と騎慢とを以てその幕を開いた︒彼は生

に絶えてはいなかった︒それを証明するのは﹁旅する心﹂(大正七年)

肉とか云ふ区別はない︒その代りに私と云ふものがある﹂という一
元論は︑彼の二元分裂の苦悩が生み出した要請︑いわば彼の夢であ
念性はその証明である︒)したがってその思想的立場を作品に具体
化することはできなかった︒﹁或る女﹂﹁カインの末奇﹂の本能︑自
然が﹁借みなく￨￨﹂で強調した一元的な本能ではなく︑霊と対立
する肉に偏っていたことは明らかであり︑主人公の運命の悲劇もそ
こに脹胎した︒したがって︑有島が二元分裂を克服しようと欲した
ことと分裂にわずらわされなくなり︑その苦悩から解放されたとい

まいとした︒

来の放胞と︑自家の富と勢力とを利用してアッシジに於ける風
流な青年の中心となった︒彼は彼の行く道に於ては誰にも負け

に虚偽によって心を生き暴せる事が出来なかった︒致命的な大

然し偉大にして真実なる心の悲しさよ︒而して尊さよ︒彼は遂

うこととはいうまでもなく別問題である︒次の例を見てほしい︒
私の性的要求の事には霊の交渉のみならず肉の焚渉が明かに予
想されてゐる︒私はそれを正しいよいことだと思ってゐる︒又

大な価値顛倒が行はれた︒清浄︑貧窮︑帰依︒総てを捨て﹄彼

病に権った後彼の眼の前で世界は逆行した︒彼の心の中では絶

私は一人以上の異性に対して同時に愛着を感じ得る予想を持っ
てゐる︒而してその実感をすら有してゐる︒同時に私を愛する

回心後のフランシスにとって嘗ての享楽生活︑放恋な自我充足の

はこの三つのもの﹀体得者となった︒

異性が私に対すると同じゃうな関係に於て私以外のものを愛す
ることには︑十分に深い嫌悪を感ずる︒この奇怪な矛盾は私の
性的要求の本質的に調ってゐるか否かを私に疑はせる︒又肉の
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あった︒ハ中略)而して四十四年間の内発的な偉大な霊性の建設

を成就して︑千二百二十六年の十月二日の陽が山の西に沈み去

歓喜から喜捨に︒悪から善に︑善から美にまでの精進の一路で

った時︑苦痛なく︑煩悶なく︑静かにボルチクンクラの傍わら

生活は﹁虚偽﹂の生活として否定された︒﹁世界の逆行﹂﹁絶大な価
めに﹁総てを捨て﹂た︒﹁惜みなく￨￨﹂の主張とは逆に二者択一

で神の懐ろに帰った︒

値顛倒﹂とはその意味である︒彼は﹁清浄︑貧窮︑帰依﹂をえるた
によるキリスト教的徳性の実現を目ざしたのだ︒これはフランシス

要しまい︒﹁我が神わが総て﹂l﹁クララの出家﹂にもひかれている︒

る﹂という小坂説が全く無根拠な独断に喝きないことは多く説明を

間中心的なキリスト・マリア観となり︑フランシス・クララ観とな

有島の二元克服の要求が﹁﹃聖餐﹄に見られる神中心を否定した人

に対する有島の認識であるが︑同時にその生き方に有島が絶大の尊
3
︿)

敬を払っていることも明らかである︒

有島が紹介したフランシスの告白は一部引用したが︑﹁クララの出

ーがどうして神中心否定の人間主義なのであろうか︒四・五・六に

家﹂の主題にとって貴重な参考資料であるから左に全部をあげる︒
一︑我が神わが総て︒

と見るべきである︒フランシスの﹁あなたは神に行く前に私に寄進

ついても同様である︒﹁クララの出家﹂という主題自体がその実践

二︑我が哀に積まれたる祝福を思ふにあらゆる悲哀あらゆる苦痛
三︑神の愛は人をして愛せしめずば己まず︒

ふだらう︒私の罪をも亦許し給ふだらう﹂という︑クララへの言葉

した︒:::さりながら愛によってつまづいた優しい心を神は許し給

親しむに櫨へたり︒
四︑清からんとするものは世を捨てざるべからず︒

左の内容などと関連があろうと思う︒

ない︒三の告自にその事実を見る︒この三の思想はおそらく聖書の

もちろん神中心ということは人聞はどうでもよいということでは

﹁クララの出家﹂におけるフランシスの宗教思想を論理的に解説しているだけであって︑
わたし自身の思想を結っているのではない︒前稿で客観的事実として述べたことをわたし
の主観的判断のように小銃氏が曲解しているのでとくに断っておく・なおこの鼠解もカト
リックとプロテスタントの信仰の相違が多少わかっておれば避けられた管である J

択一を迫るものでなくて何であろう︒ハ断っておくが︑わたしは﹁旅する心﹂

も四・五の告白につながるものであり︑神への愛と人間愛との二者

五︑神階を踏まんもの人衡にあるべけんや︒
六︑我を義とするは神の責むる所となるなり︒我を責むるは神の
義とする所となるなり︒
七︑試練を忍ぶは徳を立つる道なり︒
八︑悪人に忠ならざるものは善人と謂ふべからず︒
九︑我﹁讃馬里亜﹂と云へば大空伏拝し︑天使歓喜し︑黄地栄楽
し︑悪鬼防相走すベし︒
フランシス聖者の四十四年の一生は不純から純一に︑純一から

更に有島のフランシス観として特に重要な部分をあげておく︒
神性に︒煩悶から信念に︑信念から信仰に︒犠牲から歓喜に︑
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し是なり︒愛する者よ︑斯のごとく神われらを愛し給ひたれ

れらを愛し︑その子を遺して我らのために宥の供物となり給ひ

しめ給ふに図る︒愛といふは︑我ら神を愛せしにあらず︑神わ

の生み給へる独子を世に遣し︑我等をして彼によりて生命を得

知らず︑神は愛なればなり︒神の愛われらに顕れたり︒神はそ

そ愛ある者は︑神より生れ︑神を知るなり︒愛なき者は︑神を

愛する者よ︑われら互に相愛すぺし︒愛は神より出づ︑おほよ

テスタントに較べた場合中世のカトリックにこの傾向が強いことは
出家という一つの事実によっても明らかだが︑単なる素材の問題で

いう主題であって︑後半は当面の問題になっていない︒近代のプロ

人間愛の達成という逆説が成立する︒しかし﹁クララの出家﹂にお
いて強調されているのはこの逆説の前半︑エゴイズムの愛の超克と

通じていた︒ここに人間の愛￨エゴイズムとしての￨の否定による

る︒中世のキリスト教徒が世を捨てたのは﹁我が神わが総て﹂l神
中心￨に徹するためであった︒同時にそれは真に人を愛する道にも

間愛に達するためにはまず﹁我が神わが総て﹂の信仰が必要であ

ではないか︒そういう意味で彼はクレッチマ lのいう陳欝質と分裂
質との交錯型と見るべきではないかと思う︒

る︒彼の二律背反も気質によるところが大きいと思う︒それが思想
的に二元を否定しながら事実において二元分裂を免れなかった理由

は有島を﹁欝型の牒欝質﹂と解しており(﹁有島武郎の性格﹂)︑そ
れは十分うなずける解釈であるが︑同時に分裂質と見るべき点もあ

はなく有島における二元分裂の傾向のはげしさが手伝っているとわ
たしは見る︒それは多分に彼の気質的なもののようである︒小坂氏

一
﹀
ば︑我らも亦たがひに相愛すベし︒(ヨハネ第一審四ノ七 l十
右の条はキリスト教における愛の問題￨神の愛︑神への愛︑人間
同志の愛とそれら相互の関係について述べた聖書の代表的な一節で
あるが︑その強調する第一の点は愛の主体性︑愛の根拠は神にある
という思想である︒この神の愛ゆえに︑人聞が神を愛することも可
能になる︒信仰を単なる人間性の要請︑その主観性においてのみ理
解しようとする態度はここに否定されている︒又この神の愛を前提

はじめてエゴイズムを超えることができるのである︒エゴイズムの

リピドlの昇華による連続線ではなく︑さきの告白によって方向づ

として人間同志の愛も可能になる︒即ち人間相互の愛は神の愛
キリストの十字架によって実証された￨に媒介されることによって
愛は他を手段化する︒自分が他を手段化すれば他も自分を手段化す
る︒﹁惜みなく愛は奪ふ﹂のエゴの愛を強調した有島がこのヂレン

性﹂であって︑﹁霊肉一致﹂などではなかったことは確かである︒

そしてこのフランシス理解は﹁霊化した彼の心をそのま﹄写し出し
てゐ﹂る﹁祈祷と︑断食と︑労働の為めにやつれた姿﹂︿﹁クララの出

けられた不連続線上の飛躍によるものであり︑到達点が﹁偉大な霊

いずれにせよ︑有島の理解したフランシスの﹁精進の一路﹂が︑

マに陥った状況をわれわれは﹁自己の要求﹂に見た︒神の愛に根ざ
す愛はエゴイズムの愛ではない︒﹁神の愛は人をして愛せしめずば
己まず﹂というフランシスの告自は神の愛に媒介された︑エゴイズ
ムを超えた人間愛の豊さを示すものといってよい︒ただこの種の人
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家﹂﹀に反映している︒
注
1﹀ 吋FO 唱 丘 岡 山mmEVo在日ア﹃Em包岡山E曲目・ハ吋日自己EOLFU可匂脚色ιFO唱冨)
ハ
2) ﹁私はあの感想文￨﹁借みなく震は奪ふ﹂ーを活字になった後読みかへして自分で
ハ
かういふ発見をしました.それはあれは私の内部生活の偶像破壊の為めに番かれたも
のであって偶像建設の為めにではないことです・従つであの様鈴は一体の調子が否定
的です.私はいつかもっと肯定的なものを発表する機会のあることを望んでゐます︒﹂
ハ﹁褒﹂大正九年﹀はキ日スト教へのアンティテーゼに止ったことを告白している.
出典未詳.彼.か競んだというこ三の聖フランシス伝ハ大正七・‑ニ・ニ丸付久保
正夫あて書簡﹀のいずれかによったものではないかと岡崎ぅ︒
(3)

‑ノ

!
日
︑

クララがフランシスから自分で気づかなかった彼への恋を指摘さ
れ狂気のように泣いたということは﹁フランシスへの恋を否定する
ことによって始めて神を愛するようになったのではなく︑初めから
神を愛しておりながら︑無自覚の中に混同していた性愛と神への愛
をはっきり区別し︑神への愛に純化することができた感動の現われ
であった︒即ち神への愛を媒介として性愛と断絶して︑より純一な
信仰の世界に徹底したのである︒﹂と述べた︒右の条について小坂
氏は﹁フランシスから心の秘密を指摘されショックを受けた次の瞬
間に︑性愛からの﹃断絶﹄が果されて︑不動の信仰者になり得たと
いう少女を︑いかに宗教的天才少女であったにしても︑筆者は理解
することが出来ない﹂と評している︒小坂氏はこのような批評をす
る前に︑このパラグラフにつづく左の条に注意すべきであった︒
﹁フランシスの前に俄悔をしてから︑彼女の心は全く肉の世界か
ら逃れ出る事が出来た︒﹂と有島は書いている︒しかしそれは

意識の上のことで︑意識下においてはなほ肉の世界への執着が
残っていたことは彼女の夢の内容からも想像がつく︒だがそれ
故にこそ﹁それからの一年半の長い/¥天との婚約の試煉﹂も

必要であった︒そしていよいよ家を出ょうとする夜のクララは
試煉の期間も果て﹁是れからは一人の主に身も心も献げ得る嬉

しい境涯が自分を待ってゐる﹂と信じた︒だがいよいよボルチ
ウンクラの小禽の火を望み見たとき︑﹁クララの心は︑瀕死者が

この世に最後の執着を感ずるやうにきびしく烈しく父母や妹を
思った︒﹂彼女の中には否定しても︑否定しても︑否定しつく

し難いこの世に対する執着が残っている︒ただそれにもかかわ
らず︑そのえらび取った道には些一かの懐疑もなかった︒その意
味ではクララの足取りには何の不安もない︒それは果てしもな

い海の波瀞が︑岸辺の岩に襲いかかる様に似ている︒波は岩を
揺さぶろうとする︒しかし岩には何の動揺もない︒そういうク
ララの内部精神が﹁キリスト教の抑圧からの解放﹂などと解さ

れるのは︑一つにはキリスト教の信仰そのものに既に誤解が潜
んでいるからではあるまいか︒キリスト教の信仰は罪との不断
の戦いを予想している︒決して単純な安心主命の境涯ではない︒

わたしのいわゆる﹁性愛の断絶﹂が意識の問題としてであり︑意
識と無意識とを区別していることは右の通りである︒又単純に﹁不

動の信仰﹂などともいってはいない︒真の信仰に達するために絶え
ざる試煉が必要であり︑又罪との不断の戦いを免れないことも強調
している︒更に小坂氏はクララの性愛が一瞬にして﹁不動の信仰﹂
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に一変したと述べたかのようにわたしの説を誤解しているようだ
が︑この誤解は︑クララが本当に恋していたのはフランシスであっ
て︑神ではなかったという小坂氏の解釈にひきつけたためであっ
て︑わたしがそのような前提を認めていないことはこれまで述べた
ところで明らかである︒わたしも性愛そのものが不動の信仰に一変
するなどということは信じない︒だがこのような小坂氏の批判を読
んで再びわたしに蔵してくる疑問は︑そのように性愛から不動の信
仰への飛躍を信じない小坂氏がどうしてクララの心が︑この時から
﹁全く肉の世界から逃れ出る事が出来た﹂という有島の構想には抵
抗を感じないのだろうか︑ということである︒この矛盾は論理の混

小坂氏は﹁クララは欣然として宗教一筋に赴いているのであっ
て︑霊肉一一元の高藤による悲劇というよりも︑エロスとアガベの一

致︑本能生活としての信仰生活が描かれている︒﹂と述べている
が︑﹁エロスとアガペの一致﹂といわれるような信仰生活をこの作

品のどのような事実の上に認めているのであろうか︒もしクララが
﹁欣然として宗教一筋に赴いている﹂なら︑彼女が肉親への恩愛の

ために流したおびただしい涙は何を意味するのであろう︒それは現
世への強い執着が残っているからであり︑しかもその執着と戦って

ことがそのままエロスの頂点を極めることになり︑逆にエロスの頂

とするもの人衡にあるべけんや﹂というフランシスの告白に見合う
中世的信仰の実践ではないか︒その意味で︑小坂氏の﹁神に殉ずる

神への献身を貫こうとする内面の悲劇の現われではないか︒これこ
そ﹁清からんとするものは世を捨てざるべからず﹂﹁神階を踏まん

わたしは︑クララのこの世に対する執着にもかかわらず︑信仰そ

点に至福を与える行為が神の献身に通ずる﹂というテlゼは︑作品

迷としか︑わたしには映らない︒
のものへの懐疑は全くないことを指摘した︒これはクララが単純に

という思想はクララの第三の夢!小坂氏によれば性夢ーに根拠をお
いたものであろう︒しかし一人の人間の信仰がその信仰の意識︑現

の第三の夢を﹁クララの出家﹂のクライマックス部に当ると見る小
坂氏の評価からすれば︑多分右の叙述や﹁エロスとアガ・への一致﹂

の構想とは没交渉な︑実体不在の作文に過ぎまい︒もっともクララ

有島の分身ではなく︑彼の一つの理想像であることを証明する︒即
ちこの作品をリアリズム一点張りで見ることのできない所以であ
る︒なお小坂氏はクララの内部精神が﹁キリスト教の抑圧からの解
放﹂と解されているとわたしが述べたことに不服を申立てている
が︑わたしの発言は
(エリスは﹀性夢は抑圧された無意識の願望充足￨カタルシスで

実生活における実践等によってはかられないで︑性夢とマゾヒズム
とによって確認されるとは奇想天外の宗教諭という外はない︒それ

あると︑これに関してはフロイト的解釈をなし︑それは人聞の自

25で罪でも何でもないと言い︑キリスト教の
然な EZ‑RO江口

はフランシスの霊化した心を︑﹁祈祷と︑断食と︑労働の為めにやつ

れた姿﹂に見た有島の宗教観とも異質のものである︒このような小

抑圧から解き放った︒クララの夢はこの見地から描かれている︒
という小坂説(﹁分析﹂)を根拠にしている︒

体験の理解は断絶・飛躍・媒介の三概念を抜きにしては成りたたな
い﹂し︑﹁大まかに見れば︑ェリスのいうように(クララの﹀性愛と

しは﹁リピドlの宗教への昇華﹂などという思想を初めから信用し
ていないのである︒それは前稿で述べたように﹁キリスト教的宗教

小坂氏は﹁リピドlの宗教への昇華﹂を強調し︑わたしが昇華と
いう概念について考慮を払わないことを批難している︒しかしわた

ナンセンスである︒

スト教の信仰は︑人間は絶対に神になれないという事実を前提とし
て成り立っており︑神格化されたキリスト教信者という観念自体が

小坂氏は又﹁神格化されたクララ﹂というよなことを度々言って
いるが︑これもまたキリスト教の無理解から来た誤認である︒キリ

ストが神の子であり︑﹁私lキリストーを見たものは父を見たのだ﹂
ハ﹁聖餐﹂)という信仰の上に立つからである︒︿﹁聾餐﹂に有島独自の思想を見
ることは有島自身これを拒否している︒司聖餐﹄に就いて﹂参照﹀

この発想はキリスト教に対する完全な無理解から生れている︒キリ
スト教は終始神中心であり︑そしてキリスト中心である︒それはキリ

小坂氏は﹁聖餐﹂に有島の︑神中心を否定した人間中心的なキリ
スト・マリア観を見︑それがフランシス・クララ観となると説く︒

ことにならないだろうか︒

れ︑構想として賛捷ということになろう︒当然これは構想から削除
されて︑題も﹁クララの夢﹂とでも改められるべきだった︑という

坂氏の宗教観からすれば︑クララの夢以後の︑出家という信仰的事
実を描いた部分はむしろ宗教体験の退潮又は分裂を示すと考えら
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神への愛との聞には密接な関係がある︒しかし両者は同質的ではな
くて異質的であり︑その関係は連続ではなくて断絶と飛躍であり︑そ
の飛躍を媒介したのは信仰︑とくに召命の信仰﹂だと考えるからで

ある︒リピドlが元来性本能である限り︑それがどのような昇撃を

つ・つけようとも︑性本能︑いわばエゴの世界を離れえないことは論
へ
・
ガ
理の必然である︒だがキリスト教の信仰は神の主体的な愛lア

といわれるものーを前提としている︒いわば人間のエゴを超越した
世界に根拠をおく︒だからエゴ︑エロスの梯子を登りきってもアガ

ペには到達できない︒小坂氏が﹁エロスとアガ︒への一致﹂などとい
うことを簡単にいうのは︑このキリスト教信仰の論理に対する無理
解のためであり︑又一つには有島が﹁惜みなくl﹂で強調した本能

生活が実体性をもっているかのように過信しているためである︒だ
が奇怪なのは小坂氏が論文の終りで述べている左の一節である︒
フロイトの限界については﹁昇華﹂の概念に含まれる問題が指

摘されよう︒それは︑本来︑性的な意味を持つエネルギーが性
と直接関係を持たない文化的なものに何故﹁転嫁﹂され︑何故
﹁成功﹂をもたらすか?本来︑性的な意味しか持たないものな

らば︑固有の意味での性的活動の中でしか完全な自己実現は得
られない筈ではないか?それが寧ろ﹁性﹂を離れたところで
おのれを完全に実現するというのは矛盾ではないか?笹淵氏

もフロイトの前提に対しては著しい誤解を冒しているが︑この
間題に直感的に触れ︑﹁断絶﹂﹁飛躍﹂を主張している︒

'わたしはこのフロイト批判は正しいと思う︒ハ性的エネルギーと

論理的関係である︒この限界説はその論理的必然として氏の﹁クラ

ている﹁リピドlの宗教への昇華﹂﹁エロスとアガペの一致﹂との

おりである J 奇怪だというのはこの批判と︑氏がくり返し強調し

宗教との関係についてとくに矛盾が大きいことはこれまで述べたと

その唯物的方法によってこれらの学聞が驚異的な発展をとげたこと

切の自然科学や自然科学的方法による学聞は唯物的である︒そして

学的な解釈﹂だと述べているのを忘れたのであろうか(﹁分析﹂﹀︒一

みた人物論ではない︒小坂氏自身︑エリスの男女観は﹁纏めて生物

の可能性の限界を守っている限り何も問題は起らない︒だがエリス

の性心理学のように本来生物学的な人間認識に立脚しながら生物学

は最近の心臓移植手術などにも現われている︒これらの学問がそ

的問題を超えて精神文化の領域にまで発言しようとするときに限界

ラの出家﹂の解釈を根抵から崩壊させる性質のものである︒それに
させて平然としている氏の論理或は心理はわたしにとって不思議と

論がおこる︒(それはフロイト限界説を持出した小坂氏が認めざるをえないところで

もかかわらず︑この氷炭相容れぬ論理的立場を相互に無関係に並存
一回薬尻を掴えるようだが︑フロイトの前提に対して

小坂氏はまたわたしがエリスやフロイトの学説に対して道徳批評

ついて述べよう︒実はこの問題についてはこれまでにも幾度かふれ

ち入ることはさけて﹁クララの出家﹂の心理学的理解が含む問題に

OA‑‑

﹁著しい誤解﹂を冒したわたしが︑﹁この問題に直感的に触れ︑﹃断

あろう︒)しかし予定の紙数を迄に超過してしまった今︑一般論に立

をしたかのように曲解している︒わたしの論文のどこに﹁フロイト

ているが︑つぎの問題はとくに重要だと思う︒わたしが﹁クララの

いう外はない

絶﹄﹃飛躍﹄を主張している﹂という論理にも同質の矛盾がある︒

やエリスが性の話をするから唯物的だとか通俗だとか生理的だとか

こと﹂においたのに対する小坂氏の﹁クララは欣然として宗教一筋

た信仰者の姿︑二者択一がもたらすその悲劇的な性格美を描き出す

に赴いている﹂﹁エロスとアガペの一致︑本能生活としでの信仰が

出家﹂の主題を﹁生理的︑世俗的欲望と戦うことによって確立され

ろう︒性感情の抑圧が宗教的感情へのエネルギーの貯蔵庫となると

情をエネルギーという唯物的な概念に還元させることになるのであ

る朝の心理に重点をおき︑とくに左の構想を重視した︒

描かれている﹂という理解である︒わたしの認識はクララが出家す

い︒わたしは﹁彼￨エリス￨の考え方もフロイト同様に︑一切の感

いう思想も一切を量に換算する唯物的エネルギー観を根抵としてい

生物学的だとか庭価﹂した事実︑があるか︑具体的に例示してほし

るようである﹂と書いておいた︒性本能は︑エリス自身認めている

こみ上げて来て︑そっと掌で髪から頬を撫でさすった︑その手

に感ずる暖かいなめらかな触感はクララの愛慾を火のやうにし

クララは︑(妹のアグネスを﹀見つめる程︑骨肉のいとしさが

た︒クララは抱きしめて恩ひ存分いとしがってやりたくなって

とおり︑人類以下あらゆる下等動物にいたるまで皆同じく享有して
題の扱い方ではないのか︒これは︑いうまでもなく学問の性格論で

いる以上︑そういう性的本能を科学的に取り扱うのは生物学的な問
あって︑﹁性の話をする人聞は怪しからん﹂というような中学生じ
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半身を起して乗しか﹀った︒同時にその場合の大事がクララを
思ひとゾまらした︒クララは肱をついて半分身を起したま﹄

ことになるのか︑わたしは全く理解できない︒したがって小坂氏の
批評は構想そのものを完全に無視した観念論と評する外はない︒そ
してこのような鈍感な批評が生れた原因の一つは﹁惜みなく愛は奪

︿ )
1

ふ﹂﹁或る女﹂その他の作品と﹁クララの出家﹂とは同系列の作品
という誤解にもあるが︑今一つの原因としてエリスの性心理学の盲

有島は宗教(聖書)から芸術(性欲)へ赴き︑クララはその逆
と︑一見逆な事を描いている様だが︑それは裏返しに過ぎず︑

に生木を裂かれるような思いをしてまで出家する必要もなく︑キリ
スト教に叛逆して芸術家の道をえらぴ取ったからといって︑有島の
ように有頂天になるにも当らない︑ということにもなろう︒こうし

という性本能に還元され︑思想問題も社会問題もそのオリヂナリテ
イを失うことになる︒更に宗教にゆき︑或は芸術に進むのも要する
にテンペラメントの問題として片づけられるならば︑クララのよう

をエネルギーに還元しようとするエリスの唯物的思想があると思
う︒このエネルギー観からすれば︑﹁有島は宗教(聖書)から芸術(性
欲﹀へ赴き︑クララはその逆と︑一見逆な事を描いている様だが︑そ
れは裏返しに過ぎ﹂ないことになる︒結局すべては 25ERO骨片山田自

わたしには︑肉親との訣別のために涙をしぼらねばならない出家
という着想がどういう意味で本能生活の肯定ということになるのか
全く理解できないが︑小坂説の根抵には一切の感情或は精神的価値

信がある︒

この世に最後の執着を感ずるやうにきびしく烈しく父母や妹を
思った︒短火の光に照されてクララの眼は未練にももう一度涙
でかジやいた︒云ひ知れぬ淋しさがその若い心か襲った︒

彼は宗教も文学もエリスの号一一回う広義のアウトエロチスムの表白
で︑本能生活だとしている︒

で︑アグネスを見やりながらほろ/¥と泣いた︒死んだ一人児
を母が撫でさすりながら泣くやうに︒
今まで氷のように冷たく落着いてゐたクララの心は︑瀕死者が

﹁私の為めに祈って下さい﹂
クララは短火を持った四人にす﹀り泣きながら歎願した︒
クララはその出家の初一念を決して変えようとはしないが︑肉親
に対する愛情はその決意を揺がそうとする︒﹁私の為めに祈って下
さい﹂という彼女の歎願はこの骨肉愛のために決意が危くなること
か恐れたからにちがいない︒この骨肉愛が津波のように入れかわり
立ちかわり襲ってくるのである︒わたしはこのような構想に彼女の
二律背反と二者択一とを見た︒クララ︑が骨肉愛のために流すおびた
だしい涙は彼女の神への献身が骨肉愛を犠牲にすることを要求する
からにちがいない︒それが出家というものである︒だが小坂氏は﹁エ
ロスとアガペの一致﹂という︒骨肉愛と神への献身との聞には矛盾
はないと考えるのである︒もし矛盾がないとすればどうしてクララ
はそのように涙を流すのか︒又この世に対する執着が断ちきれなく
て﹁私の為に祈って下さい﹂と他人に嘆願するほどの矛盾を経験し
ているクララの姿がどうして﹁欣然として宗教一筋に赴いている﹂
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て人間精神のあらゆる劇はその意義を失うことになる︒だがこのよ
うな人生観が﹁クララの出家﹂の構想と構想が与える芸術的感動と
を説明することができるであろうか︒もちろんこれは﹁クララの出
家﹂だけの問題に止まらない︒わたしは﹁クララの出家﹂は﹁彼￨
聖フランシス￨の宗教を取らんとしてよりこれに服するに至りし迄
の経歴は実に弱きもの余の如きを鞭つ事多し﹂(日記明治三六・ 7 恩
という意識の連続線上に生れたものと見る︒この意識がその後断絶
していなかったことは﹁旅する心﹂のフランシス観にとって証明さ
れており︑クララの信仰生活がフランシスと同型のものであること
も改めて断るに及ぶまい︒

学的解釈に負うところが迄に大きいと思う︒ただその場合でも心理
学の分析的方法の限界は当然考えなければならぬ︒とくにそれは

﹁或る女﹂の場合に大きい︒﹀文学研究が客観的︑実証的でなければ
ならぬという小坂説には賛成である︒ただ同時に一見科学的らしい

結論を機械的に作品に押しつけ︑その構想を支離滅裂にすることは
科学的でも︑客観的でもないとわたしは考えるのである︒
注

( 1 ) わたしがエリスにはフロイトの論理的級密さ
はないといい︑傍証として青木尚雄
氏の批評を引用したところ︑小坂氏はやはり脊木氏の批評の他の部分を引用して反論
している︒だがこれは反論になっていない︒わたしが問題にしたのはエ pスの論理の

粗っぽさであって︑彼が社会問題に興味をもっているかいないか等ではないからであ
る︒﹁独断を避け公平に論を進める﹂といえば恰好よいが︑﹁焦点がぼけ︑専門的価伎
が薄れる﹂ことを裏側からいっているに過ぎない︒高木貞二︑相良守次両教授も︑わ
たしの質問に対して︑フロイトとエリスの現代心理学における意義をはっきり区別

孝

小坂氏は﹁心理的方法の限界を言うのはやさしいが︑現状では限
界を考える前にその有効性をもっと研究し︑利用する努力がなされ

し 前者にはいろいろな批判はあってもやはp現代的意義があるが︑後者にはない︑
と答えられた︒︿相良氏は歴史的価値はあるといわれた J もちろんエリスの性心理学
の学的確かさがどうであろうと︑有島がその影響を受けている限pにおいてそれは比

忠

なければならぬ﹂というが︑わたしのいう限界は当然可能性を予想
している︒この二つを切り離すことは不可能である︒そして作品の
主題︑構想を無視した観念論の適用は︑現時点においても︑方法そ

i

較文学的問題になるが︑小坂氏の論には影響論としての実証性が乏しく︑むしろよp
多く氏の解釈になっている︒そこに問題がある︒

/
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平林初之輔は︑﹁中央公論﹂昭和四年十月号の﹁日本浪漫派思想

ノ父、

のものへの誤解を植えつけるという意味でも否定すべきだと考え
る︒(有島の作品でも﹁或る女﹂や﹁カインの末喬﹂などは性心理

﹁日本浪長派論争﹂ の問題点
て論争前史

神

興亡の跡￨高山樗牛を中心にl﹂で︑北村透谷と高山樗牛を比較検
討しながら︑透谷における反抗的精神と樗牛における支配的精神を
論述したあと︑﹁樗牛とともに日本のロマンチシズムは死んだ︒反
抗の戦の中に戦死したのではなく︑祖国主義と超人思想との煩歌の

﹀

うちに衰滅して︑最期をとげたのだ︒樗牛の最後の叫びはいたまし
い悲鳴であった﹂と結んでいる︒このかなり否定的な樗牛論と︑昭
(1
和十八年に発表された保田与重郎の﹁高山樗牛﹂における再評価を想

(2)

おける自己の能力に疑問を抱き離れたが︑昭和三年以後﹁政治的価
値と芸術的価値﹂に代表されるような︑マルクス主義文学の政治主
義的偏向に疑問を提出する仕事を昭和六年に死ぬまで続けていた︒

かかわってくるからである︒青野季吉も指摘しているように︑平林
は初期の批評家時代において︑大正末年の現実偏重の文学状況に対
してロマンチシズムの要求をかかげていた︒その後社会主義運動に

(4)

言があったが︑それらを偶然の一致と考えるよりも︑平林の創出し
たものであることを確認しておいた方がよいであろう︒というの
は︑問題は名称のことにあるのではなく︑平林初之輔の文学活動と

(3)

という名称︑か︑﹁漫﹂と﹁憂﹂のちがいはあるにせよ︑先般として認
められることに注目したいからである︒従来は入獄送別会の席上で
林一房雄が提唱したとか︑自分たちで考えついたという亀井勝一郎の

起すればこのふたつの樗牛論の間に︑昭和前期における浪漫主義に
関する論議が継起しているとみることができる︒いわば一九三0年
代の文学状況を象徴する発端と終結として眺望することができる︒
平林初之輔の文章をもちだした理由のひとつは︑﹁日本浪漫派﹂
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︿

﹀

この平林におけるマルクス主義文学への懐疑と文学の独立という視
5
点は︑林一房雄の﹁文学のために﹂﹁作家として﹂など︑文学の政治
からの解放とその独立を主張する一連の評論と共通するところがあ
る︒日本浪長派が結成当時にめざしたのは文学ハ芸術)の独立という

ことであった︒昭和九年二月の作家同盟解散前後において︑一部の
作家たちの聞に政治からの自己救済と自己確立という願いが強かっ

たことが︑日本浪憂派結成の雰囲気を作っていたといえるし︑その
源流は林房雄の﹁文学のために﹂﹁作家として﹂︑更に遡源すると︑
内部からマルクス主義文学に懐疑をつきつけて芸術的価値論争をひ
きおこした﹁政治的価値と芸術的価値﹂を認めることができる︒そ

こに流れている文学的立場からする正当な要求をロマンチシズムと
呼んでしまうかどうかは別として︑ともかく文学の独立を要求する
流れを想起することによって︑昭和初年の浪漫的動向を大ざっぱに
確認できると思うのである︒そこには新感覚派や新奥芸術派などの
問題もかかわってくる答である︒

平林は﹁日本決漫派思想興亡の跡﹂においてロマンチシズムの終
駕をうちだしてはいるが︑それはあくまでも支配的精神に帰着した
樗牛的ロマンチシズムの否定であり︑反抗的精神を基調とする本来
的なロマンチシズムへの要求はもっていた︒その後ロマンチシズム

が話題にのぼったのは昭和八年のはじめに日本に紹介された社会主
義リアリズムの受容と展開の過程においてである︒最初﹁社会主義
的リアリズムと革命的ロマンチシズム﹂という標題で入ってきたの
に︑いつのまにか﹁革命的ロマンチシズム﹂の方がかたすみに追い

やられてしまった事情を考察してみることは重要である︒例えば白
浜蹴の﹁ソグェ lト同盟における芸術団体再組織の本質的意義﹂
(山丸山町村4U
文)には革命的ロマンチシズムを﹁社会主義的リアリズム
に向ふ道﹂であるとしていて︑小さくはあるが考察している︒これに

不服をとなえた佐藤正雄の﹁﹃社会主義的リアリズムと革命的ロマ
ンティシズム﹄に就いて﹂(民謡 V断M4M
学)には﹁革命的ロマンチ
シズムとは何等社会主義的リアリズムと反援しあふものではなく︑
むしろ前者は後者に包括せられるものであり且それは社会主義的リ
アリズムの道を一層豊富にせしめ発展させる要素として強調さるべ
きもの﹂という見解がしめされているが︑少数意見としてかたずけ
られてしまったようだ︒とにかく蔵原惟人以来ロマンチシズムは排
撃すべきものという意見が支配していたことはたしかである︒つい

(6V

のように説明している︒

﹁従来日本のプロレタリア文学はリアリズム︑リアリズムで

終始して来た︒蔵原惟人の論文には決漫主義との闘争のことは
書いてあるが︑浪漫主義との握手とのことは書いていない︒そ

こへ彼無きのちに突如として:::的(革命￨注﹀ロマンチシズム
なるスローガンが輸入されたのであるから︑一部の人達の聞に

とまどひの起ったのも無理はないかもしれない︒社会主義リア
リズムと云ふスローガンに対しては待ってましたとばかり沢山
の意見が闘はされた︒︿略)所が:::的ロマンチシズムに対して

はとんと淋しい︒あまり肯定説も修正説もなく︑みんなで敬遠
してしまった形である﹂
一方視点をかえて保回与重郎の昭和八︑九年についてみると︑ P

アリズムに対する関心は強くあったといえよう︒ただ保岡のいうリ
アリズムが他の論者とちがっていたのは︑リアリズムの上に﹁社会

主義的﹂とか﹁自然主義的﹂などというものをつけない﹁PアPズ
ム﹂︑つまり文学の本質を規定するものとして考えていたことであ

している︒このあといわゆる社会主義リアリズム論争がナルプ解散
をはさんで展開されてゆくのであるが︑漸次ロマンチシズムという

てでなく︑文学の根来的立場としてのレアリズム﹂﹁現実がーー
はっきりいへば人聞社会が発展してゆくものであれば︑レアP

議したところに︑文芸復興期といわれながら不毛であった原因があ
るともいえるのである︒保田のリアリズム観をたどると︑
﹁僕のいふレアリズムなる概念︑それは対立するイズムとし

る︒考えてみればリアリズムに﹁何々的﹂などとつけることがおか
しなわけである︒リアリズムに何種類もあるかのように錯覚して論

名称も消えてゆく︒わずかに森山啓が扱おうとしたが力不足という
感じであった︒この当時の事情を昭和十年になって勝本清一郎は次

ている︒中でも池田寿夫の﹁ブルジョア芸術発展並に没菩過程の理
論的考察﹂は長編論文であり︑世界的な規模で浪漫主義否定を強調

は独歩が自然主義作家ではなく浪漫主義作家であったという論点で
書かれており︑篠悶太郎の﹁田山花袋論﹂も︑花袋の挨漫性を扱っ

でに﹁クオ夕日イ日本文学﹂にふれておけば︑山室静の編集による
この雑誌の第二輯は浪漫主義特集ともいうべきもので︑塩田良平の
﹁自然文学に現れたる浪漫精神﹂のほか吉野裕の﹁国木田独歩論﹂
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ズムの意識︿作品は自己発展する筈だ︒これが本質としてのレ
プリズム意識である﹂(♂均時議﹂)
﹁リアリズムの本質とは何か︒我々の先人たちは︑ロマンティ
シズムの人々のもった現実観と情熱に全然無関心であった︒さ
らにリアリズムにおいても︑我々の時代の文学は︑容易にこの
国の自然主義ないし私小説的リアリズムとそれの本体を混合す
る︒リアリズムの精神は︑我々の見るところでは︑未だ深くこ
の国の文学精神には結ぼれていない﹂ (hギ和銀側削.)
というように述べられている︒これらの見解は本質論として正しい
のだが︑当時はプロレタリア文学の解体期であったためか︑正当な

ここには文学にとっての根本的なことが語られており︑文学主義
ともいうべき立場であるといえよう︒しかしナルプ解散によって混
乱していた当時の状況にあっては︑一方にプロレタリア文学を守ろ
うと称する作家︑批評家がいて︑正論には容易に耳をかす余裕はな

その社会の良心に沿ひ︑それを表現することを義務と感じるも
のであると信ずる﹂(時服者)

いふ意味のものである︒蕗)﹃現実﹄の同人中︑藤原︑滝口及び
僕以外はすべて旧作家同盟系の人である︒ただ僕は作家同盟と
か何とかいった条件などを云々しないで︑文学の徒の仕事とは

ものが認められなかったようである︒それをなんとか認めさせよう
という努力は雑誌﹁現実﹂の創刊意図を述べた保田の﹁文学のリア
リズムに関連して﹂(忠一ゾ 4)にもある︒
﹁この雑誌は勿論今日の文学のリアリズム精神を探究すると
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かったのである︒だから﹁現実﹂に対する様々の批判がでてくる過
程で保田たち︑が痛感したのは︑リアリズム H文学の危機であり︑そ
こに﹁イロニ l﹂を用いることによって危機を克服しようとしてロ

(7)

マンチシズムが叫ばれたのである︒﹁イロニ l﹂とは保田の言葉を
かりれば︑﹁現実の矛盾を止揚する﹂﹁手品師の技術﹂ということで
あり︑リアリズムとロマンチシズムとの差はほとんどない︒

﹁現実﹂への批判は徳永直︑森山啓︑窪川鶴次郎らによってなさ
れたが︑特に徳永の﹁芸術至上主義的傾向と闘へ﹂(職時・ 6)は森山
啓の﹃文学論争﹄(附附ィ附)とともにこの時期の﹁現実﹂との論争を

︿

知る手が
物語っており︑﹁日本浪曇派広止己が出される前の状況を
8)
かりとなる︒林房雄も獄中から徳永直を攻撃するかたわら︑プロレ
タリア作家の団結を提唱して﹁作家クラブ﹂の結成を呼びかけ︑ま
た日本浪長派への激励を送っている︒ただ林一房雄が構想した日本浪

と多才
憂派はどんなものかというと︑﹁詩人小熊秀雄と作家新田潤
(9)
多能な神西清を同人に加へたら︑日本浪憂派は賑やかになる﹂とあ
って規模の大きいものを構想していたことがわかる︒

二︑論争の経過
(刊)
日本浪憂派への批判はかなり長く続くのであるが︑一応論争とい
うかたちをとっているのは﹁日本浪畏派広告﹂がだされた昭和九年

の終りごろから昭和十二年七月の﹁新日本文化の会﹂が結成される
ころまでである︒それらを前期と後期に分けることによって論点を
明確にすることができる︒前期は亀井勝一郎と林房雄が批判の対象
であり︑昭和十一年の半ばに林房雄がプロレタリア文学をやめるこ

とを宣言するころまでということになり︑後期は保田与重郎が中心
になる昭和初年から半年ぐらいの問で︑ここで伝統・古典・民族な
どの問題が大きく前面に押し出されたのであり︑論争の実質的な意
味があるとすれば後期であったと思われる︒前期における主張・批
判・反論・感想などの主なるものを列挙すると次のようになる︒
︿日﹀

r
)

日本浪漫派の側
保田与重郎﹁日本浪憂派広告﹂(昨日一︐
亀井勝一郎﹁現代の浪憂的精神﹂(取畔げ)
保田与重郎﹁後退する意識過剰1﹃日本浪長派について l﹄﹂(臨んい)
保田与重郎﹁日本浪憂派のために﹂(佐川一吠吟)
保田与重郎﹁浪畏派の立場﹂(腕九 2)

4)

萩原麟太郎﹁日本文芸の新思潮﹂(献畔♂)
批判及び感想

三木清﹁浪漫主義の拾頭﹂(附句・明 8tu)

高見順﹁浪漫的精神と浪漫的動向﹂(献時保咽)
森山啓﹁反現実主義のロマンチシズム﹂(駄時・ロ)

勝本清一郎﹁行動主義・新浪漫主義批判﹂(駄鵬i
)
春山行夫﹁能動的精神の一断面﹂(院畑d坤)

JU)

永野混﹁文学におけるリアリティと可能性の問題﹂(駄靴法一)
矢崎弾﹁日本浪長派の先頭部隊に与ふ﹂(臨畑d坤)

森山啓﹁﹃転形期の自我﹄について﹂(献時げ)
板垣直子﹁﹃浪漫派﹄と﹃能動主義精神﹄批評﹂(駄

森山啓﹁勝本清一郎氏への手紙﹂(献時・ 2)
正宗白鳥﹁﹃日本浪長派﹄その他﹂(駄時・ 3)

江 口 換 ﹁ 浪 長 主 義 の 問 題l日本浪長派の危険性￨﹂(醐削忠明・ 526)
牧野信一﹁浪憂的月評﹂(酔一唱は学)

保田与重郎﹁日本浪憂派の立場﹂(臨時炉端‑
m
t
n
)
中島栄次郎﹁今日のロマンチシズムに就いて﹂(取回告の
保田与重郎﹁日本浪憂派について﹂(臨⁝常時)
亀井勝一郎﹁浪憂的自我の問題﹂(刷跡地団派)

杉山平助・大宅壮一放談会(献時・ 2)

ι

(
取
っ

林房雄﹁迷へるノート﹂(醐削羽市・お 幻 )
I
淀野隆三﹁日本浪曇派のこと﹂(献時議)

﹃浪憂主義のために﹄(取畔明日叫)

この時期にめだつのは︑出獄してきた林房雄がもっぱら亀井勝一
郎を軸としてにぎやかに宣伝していることと︑萩原朔太郎が保田与

窪川鶴次郎﹁浪漫的傾向の動向﹂(献昨夜州)
大宅壮一﹁﹃日本浪畏派﹄と﹃人民文庫﹄﹂(献時・ロ)

保田与重郎﹁反進歩主義文学論﹂(肺跡地岨派)
萩原朔太郎﹁詩壇時評￨日本浪長派について﹂(際吋♂)

4)

森山啓﹁浪憂的自我論における虚偽と真実﹂(議議昭日・ 5)
三木清﹁現代の浪漫主義について﹂(酔眼目論)
森山啓﹁雑記﹂︿﹁反進歩主義文学論﹂への感想﹀(取畔♂)
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林房雄﹃浪憂主義者の手帖﹄(附則
社)
萩原朔太郎﹁インテリ以前の日本文壇l日本浪長派の文相叫意義l﹂
林

房

雄

重郎への期待をこめて格調高い援護をおくつていることである︒亀
井の方は林房雄が構想するプロレタリア文学の浪漫的結実という期
待に応えるどころか︑むしろ保田的な激情と憧僚に満ちたロマンチ
シズムに自我を託するばかりで﹁再生﹂に忙しかった︒それに対し
初期の保困は朔太郎のいう詩精神の高揚という期待に応えていたと
みることができる︒林も朔太郎も﹁日本浪憂派﹂以外のところで宣
伝につとめたことが注目される︒二人が同人となるのは後期に入っ
︿ロ﹀

としてみたい︒雑誌﹃日本浪畏派﹄は亀井勝一郎を中心とする
ものであり︑保田与重郎については︑既存﹃コギト﹄の勢力を
もって︑それに協力︑あるいは利用されたものではなかったで

しい見解を示している︒桑島の見解とは
﹁ぼくは日本浪憂派とは︑保田与重郎の美学を許容し︑その
美学とともに育った﹃コギト﹄グループのものではなかったか

が普通になっているが︑一方に﹁日本浪憂派﹂をプロレタリア文学
の一変穏とする考え方に固執する人々の聞には亀井勝一郎こそが重
要であるという考え方も依然として強い︒この点に関して最近詩人
の桑島玄こが﹁日本浪憂派私観i戦中派詩人ノオト﹂(騒⁝ι時)で新

上でも検討すべきことであろう︒
ところで日本浪憂派の代表者として保田与重郎の名をあげること

詩人はさておき︑朔太郎に関していえば保田与重郎に関する評論を
(臼)
六篇ほど書いていることは注目すべきであり︑昭和の詩史を考える

てからである︒二人のほか佐藤泰夫・中河与一・三好達治らの参加
は当時﹁名誉会員﹂という印象を与えたようであるが︑他の作家・
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しようか︒﹂

というものであるが︑この意見はかなり正しいと思う︒気になるの
は﹁利用された﹂という表現で︑わたしの考えは利用されることを

警戒していたのが保田であり︑また︑広告文や前宣伝の激しさをみ
ても利用されていたとは思われない︒しかし︑雑誌の発行所が亀井

のところにあったこと︑編集後記は亀井が書いていたこと︑そして
何よりも﹁日本浪憂派﹂という雑誌にのせた保田の文章は文芸時評

が多く︑保田の批評活動で重要でないものばかりであることを考え
ると桑島の説は正しいように思う︒橋川文三も回顧しているように
保田の著作は﹁日本浪長派﹂と無関係に読まれていたことを考える

と桑島説は妥当であるといえるだろう︒
さて︑論争の経過であるが個々の文章を詳述することはできない
ので主なものについて考察する︒というのは大抵の批判が︑たまた

ま話題になっているから一言ふれてみようといった程度のジャーナ
リスティックなものばかりであるからだが︑それらの中で真剣にと
りくんでいる姿勢をみせているのは高見順・三木清・勝本清一郎な
どである︒高見順・三木清は後期においても活動しているので後述

する︒勝本清一郎の﹁行動主義・新浪漫主義批判﹂は︑亀井・保田
らを敵にまわす徳永・森山・窪川らへの批判というかたちをとって
おり︑当時の複雑な状況を物語っている︒勝本清一郎は︑プロレタ

リア文学がロマンチシズムを敵にまわすのではなく︑握手すべきで
あるという前提にたって﹁彼等はやはりひろい意味での我々の側の
人たち﹂であり︑日本浪憂派にナチス浪漫主義が発生する危険性が

あればある程﹁我々はその風潮を肯定して︑その風潮を我々の側の

領が発揮されていなか?ただけに︑前期の論争にはこれといウた
問題点は見出せない︒事態は保田与重郎が﹁戴冠詩人の御一人者﹂
︑﹁日本の橋﹂(取昨 li)を発表したころから違ってくる︒
(昨日17t8)

後期の主役は保田与量郎であることは前述したが︑﹁日本の橋﹂
など古典的エッセイについては論評できなかった批判者たちも﹁明

ものとして行かなければならない﹂という︒つまり︑ひろい視野に
たって︑ファシズムにつながりやすい日本浪曇派の傾向をなんとか
﹁現実の社会生活によって裏づけられて﹂いて︑その理想を﹁未来の
現実社会の上に描﹂く方向にもってゆくべきではないのかというこ

治の精神﹂(取時・
が発表されるに及んで批判を再開させた様
相を呈している︒後期の特色は︑批判が具体的に表明されたのに対

(M

﹀

して︑日本浪隻派の側は直接反論を出すのではなく︑評論を中心と
して古典文学の再評価を前面に掲げたことである︒批判の主なもの

2
;
)

とを提唱したのである︒この考え方は森山啓︑が﹁勝本清一郎氏への
手紙﹂の中で肯定している︒しかし保田与重郎は﹁君らのさういふ
温情な態度を︑文学の左翼的指導者的醜悪といふ﹂(﹁反進歩主義文学総﹂)
としてしりぞけたのである︒勝本清一郎のような﹁ひろい視野﹂に

及び反論は以下のごとくである︒

伊豆公夫﹁叙事詩と持情詩﹂(即時岬骨川究)
匿名批評﹁保田与重郎のわめき﹂(醐脚本アn
)

tg

森山啓﹁日本の民族性﹂(醐即日哨珊・ と
m?
窪川鶴次郎﹁新たなる文芸思潮の要望﹂(駐⁝

いた後で︑ロマン主義文学の思付かれるのは︑人世の自然であろ
う﹂という︑責任がないといえばないような︑それでいてどことな

萩原朔太郎﹁日本の橋を読む﹂(恥肘
保田与重郎﹁﹃日本的なもの﹄批評について﹂(献吟グ)

座 談 会 ﹁ 現 代 文 芸 思 潮 の 対 立 ﹂ ( 取 時i
)
座談会﹁批評と批評家の問題﹂(酬瑚・ 3)

青野季吉﹁﹃日本的なもの﹄と我等﹂(献暗・ 3)
甘粕石介﹁芸術における日本的なもの﹂(酔疎開通)

く期待しているような意見や︑牧野信一が自殺する一年前くらいの
ところで︑﹁新浪憂派文学の提唱の益々さかんなることはまことに

篠田太郎﹁保田氏の

H王朝文化讃仰 Hを駁す﹂(腕均虫何日 tm)

中野重治ご般的なものに対する呪ひ﹂(鴨川・ 4)
伊豆公夫﹁﹃日本浪長派﹄論﹂臨時・ 4)

y
)

望ましく︑それらの人々とは寝食を忘れても語り明した﹂いという
ような意見があった︒昭和十年代にはまだプロレタリア文学再建の
気運が濃厚で︑日本浪憂派への批判はあったが︑日本浪憂派の本

的な見解がプロレタリア文学系の人たちに共通してあった︒だから
目を転じてみると︑正宗白鳥の﹁プロレタリア文学の平俗無雑に飽

日本浪憂派論争の初期についてみるとき︑批判者たちの視野のせ
まさが指摘できる︒浪漫主義イコール反動︑ファシズムという公式

たって状況を判断する文学者がプロレタリア文学派にすくなかった
ことが日本浪憂派を独走させる要因であった︒勝本の発言は当時の
状況において貴重であったが︑時機としてはおそかったといえる︒
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渋川暖﹁﹃明治の精神﹄について﹂(臥悶12
岡邦雄﹁伝統と文化の問題﹂(間鴨川一切究)

33
三木清﹁知識階級と伝統の問題﹂(酔一
座談会﹁日本精神及び文化とは何か﹂(噺瑚・ 4)

座談会﹁日本の浪憂派を訊す﹂(臥略法)
亀井勝一郎﹁日本の人民を訊す﹂(献鴎・ 5)
保田与重郎﹁現代のために﹂(院mt時)

13
渋川務﹁保田氏の﹃日本の橋﹄を中心に﹂(臥四

が制限されている状況の中で浪漫主義が登場する必要性はあるが︑
浪漫主義は本来﹁反抗﹂が基調となるものでありながら︑﹁反抗さ
るべき現実の客観的認識が見棄られる限り︑反抗はアイロニーとし
て主観性の内部に留まるのほかない﹂として︑日本浪憂派の必然性

ており︑後期論争のというより︑昭和十年代に浪漫主義について書
かれたもののうちで︑唯一のといってよい収穫である︒三本清は
﹁日本浪憂派広告﹂がでたときすぐ﹁浪漫主義の拾頭﹂で反応を示
し︑詩的精神がリアリズムの散文的精神によって抑圧され︑創造性

太郎の﹁保田氏の H王朝文化讃仰 Hを駁す﹂などが保田与重郎批判
を試みようとしたが︑結果的にはほめてしまうようなかたちになっ
てしまっている︒その点︑三木清の﹁知識階級と伝統の問題﹂は問
題点是歴史観において評価すべき点と批判すべき点を明確に論評し

人民文庫・日本浪長派討論会(鵬吻品・ 3ln)
以上のような経過の中で民族︑古典︑伝統などの問題が出された
わけだが︑古典に関しては伊豆公夫の﹁叙事詩と行情詩﹂及び篠田
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は消極的であるという意見を述べた︒そのあと﹁現代の浪漫主義に
ついて﹂では世界的な視野で現代の浪漫主義を本格的に問題にしよ
うとし︑決没主義が保守主義︑伝統主義の代表的な理論として発達

するに至った経過︑及びファシズムと容易に結びつきゃすいことを
理論的に明らかにしようとした︒そして﹁知識階級と伝統の問題﹂

では︑世界的な立場から日本文化の問題を考えるという前提にたっ
て︑具体的に保田与重郎の古典観を論じている︒三木清のすぐれた
点は︑﹁民族的なもの︑伝統的なもの︑日本的なものと云へば︑直
ちに反動であるとか復古主義であるとかと云ふ公式論に我々は与し

ないであらう︒﹂﹁いま日本文化の古典を万葉天平時代に求め︑明治
の精神は万葉天平時代の精神の復興であると見る説には或る洞察が
含まれてゐると認めても好い︒﹂﹁明治の精神は進んで西洋文化に接

触し︑これを摂取することによって万葉天平の所謂﹃世界精神﹄(保
田与重郎氏﹀の復興であり得たのであるよなどにみられるように︑
批評すべき対象を適確にとらえていたことである︒批判はその上で

なされており︑﹁単に過去から現在を見るといふのは悪しき歴史主
義である︒﹂﹁今日の日本の浪漫主義者はニ lチェなどと同様︑その
精神的貴族主義の立場から︑伝統を個々の﹃英雄﹄に求めてゐる︒

従ってそこでは﹃民衆﹄は問題でなく︑民衆的文化のうちに民族的
伝統を探らうとする者と相容れない立場にある︒﹂﹁彼等の立場は根
本において歴史的審美主義として特徴附けられ得るものである︒﹂

などに批判の態度が窺える︒
では︑﹁知識階級と伝統の問題﹂における三木清の批評はまった

く正しかったかといえば︑そうは断じ難いところがある︒三木清が

日本的なものの特殊性を知ることであるよりも日本的なものの世界
性を求めることでなければならぬ﹂という意見や︑また﹁我々の任

のは公式主義の立場からするレッテル貼りであp︑反動だファシズ
ムだと叫んで日本浪憂派の発言を軽くみる傾向であった︒そのよう

想する﹁近代化﹂のうちに組み入れることをしなかったという意味
で三木清はいわゆる﹁近代主義者﹂であった︒
右のような三木清の見解以外の発言を眺めるとき︑共通してある

日本文化の近代化を明治以後の﹁西洋文化を身体化する﹂方向に限
定したことであろう︒古典の価値を認めながらも︑それを自己の構

務は今なほ借衣の感ある西洋文化を身体化することであり︑それが
身体化されて真の伝統となる時︑その基礎の上に日本独特のものが

自己の立場として︑﹁民族の自己否定を媒介とすることなしには真
の民族的文化も作られない﹂﹁今日我々にとって特に必要なことは︑

生れて来るであろう﹂という意見には多少観念的なところがあるに
せよ肯定できる︒しかし︑当時の古典復興の流行現象を︑﹁その青

のグループを批判していたが︑日本浪曇派については︑昭和十二年
三月の﹁現代文芸思潮の対立﹂という座談会で︑小林秀雄を相手

な軽視の傾向が逆に日本浪畏派を硬化させ︑いよいよ高踏的にさせ
ていった風潮の中で注目されるのは中野重治の動きであった︒中野
重治は早くから小林秀雄・横光利一・林房雄らを相手に︑﹁文学界﹂

年期に好んで西欧的なものを求めて進んで来た人々が︑初老の頃と
もなれば︑伝統的なもの︑日本的なものに興味を持ち始めるといふ
ことは我が国において屡々観察される事実である﹂というようにと
らえることは一面において真実であるとしても︑そこからすぐ︑

に︑万葉集からはじめようというものがあんな文章を書くのは文壇
的なゼスチュアだといって保田与重郎に批判的態度をとっている︒

主性と決意があった点であろうと思われる︒だから︑左翼からの転
向者がよりどころして古典を求める態度と保田の態度を同列に扱お

いが保田与重郎を当面の対象とするとき有効ではなかった︒保田与
重郎の古典への態度が他の文学者とちがっていたのは︑保田には自

ての無力さを暴露しなければならなかった︒そこで森山は︑保田の
﹁明治の精神﹂の第一回分と窪川鶴次郎の﹁新たなる文芸思潮の要

きにはそれなりの役割をはたしていたといえるが︑昭和十二年の
﹁日本の民族性﹂で保田与重郎だけを対象にしたとき︑批評家とし

学者とはちがうところがあった︒中野重治の方法を検討する前に森
山啓についてふれると︑森山啓は量においては日本浪憂派批判の中
心であった︒森山の批判は︑初期の亀井勝一郎を対象としていたと

そのあと︑直接には森山啓との論争というかたちをとって当時の反
動的な思潮を批判する仕事を展開するが︑その批判の方法は他の文

うとするところに無理がった︒三木滑に限界があったとすれば︑古
典に関して文学者も及ばない理解を示しながら︑しかしあくまでも

る関係において自主性がなく︑決意が含まれてゐないといふことで
ある﹂と断定しているのは︑一般論としては正しかったかもしれな

﹁闘ひを見棄てた者が還って来る場所は故郷であp︑それは民族と
伝統である﹂とし︑続けて﹁右の態度の根本的欠陥は︑伝統に対す
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これについては︑理窟はもう解ってゐると一一吉一一回ひたいところがあるの

﹃日本的なもの﹄についての論議や民族文化に関する一般論は︑そ

望﹂をとりあげ︑窪川の論に対しては︑﹁私一個の興味からすれば

ア批評家としての森山は﹁去勢﹂されてしまっているということを

批評は﹁反動的潮流のカ今ラージュ﹂であり︑もはやプロレタリ

田には批判的な意図をもちながら結果的には評価してしまうような

っきりさせたことは︑森山が窪川の論を一般的としてしりぞけ︑保

レタリア文学批評を内部的に批判すると同時に反動的な傾向をも批

森山啓に納得させたことである︒この時期の中野は︑公式的なプロ

れも必要であると思ひながら︑今あまり惹きつけられる所がない︒

た︒保田に対しては︑﹁御託宣めいた言葉のみは甚だ安っぽい﹂﹁保

だ﹂というように︑民族の問題に対して感覚的な嫌悪の意を表明し

中野が当時︑保田の﹁明治の精神﹂を評価していたらしいことは︑戦

の﹁第二﹃文学界﹄・﹃日本浪漫派﹄などについて﹂の中で︑﹁明

判しなければならなかったために︑屈折のある文章を書いている︒

治以来のあらゆる﹃ブルジョワ的﹄﹃小ブルジョワ的﹄文学と文学

ぬ﹂などの主観的批判のほか︑﹁日本的なものの中の古い洞穴に向
ふナと最初から感じさせるところがある﹂というように︑責任のな

ふ逆流などは先もそれほど長くあるまい﹂﹁やはり僕らと血統が違

ここに民族問題の提起を民族主義・常国主義的排外主義に行かせた

者と文学運動とにたいする積纏的(歴史的﹀評価の欠けていたこと︑

田氏などの趣味︑憧僚︑主張には︑下層社会の血が殆んど感ぜられ

い投げやりな批判をしている︒かと思えば﹁明治の精神﹂における
弱い文章を書いたりしているところもある︒そしてこのような態度

保閏の方法を﹁あなどりがたい﹂と思わずほめてしまうような腰の

ところの厳密な評価︑内村鑑三にたいする閉じもの等々が︑プロレ

日本の歴史・社会的原因があった︒岡倉天心にたいする抹殺でない

もみられるところであり︑当時まだ公式主義的なプロレタリア文学

は森山ばかりでなく︑青野季吉の﹁﹃日本的なもの﹄と我等﹂などに

った︒﹂と述べているところに窺える︒日本液晶且派批判の経過をた

どるとき︑当時の状況においては︑相手の主張を評価すると反動に

タリア文学のがわに十分に用意されなかったところに同じ原因があ

の問題を考える必要を論じた窪川鶴次郎も﹁日本精神及び文化とは

加担することになり︑かといって批判攻撃すると逆効果となって︑

の方法に依存していた文学者に共通した態度であった︒また︑民族
何か﹂という座談会で︑森山よりもはげしく﹁明治の精神﹂を批判

結果的には宣伝になってしまうところがあった︒そんな意味で・中野

されることなく綜合的に肉付される機会と実例とは︑ただ︑この時

ロレタリア文学批評の非転向軸と転向軸とが︑いずれか一方を捨象

(mv

攻撃している︒保田は﹁現代のために﹂で︑これらの批判をとりあ

重治の方法は特具であり︑吉本隆明が﹁近代批評の展開﹂で︑﹁プ

期の中野重治のみによって示されたのである﹂と評価しているとお

このときにあたって中野重治が︑﹁一般的なものに対する呪ひ﹂

げ︑プロレタリア文学批評家の旧態依然の方法を噺笑している︒

か﹂にわたって展開した森山批判の意味は大きい︒中野がそこでは

から︑昭和十二年九月の﹁新潮﹂に載せた﹁真実は下等であり得る
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りである︒
三詩精神と散文精神
﹁人民文庫﹂と﹁日本浪長派﹂については︑平野謙の﹁ナルプ解
︿日)

散︑転向文学の氾濫という文学的地盤から芽ばえた具母兄弟﹂とい

と鎮かせる小説たらしめよう﹂とする保田与重郎らの言説を︑﹁人

民に掘びることによって人民を軽蔑してゐはしないか﹂と批判する

態度と﹁討論会﹂における保田与重郎とのやりとりには一貫したと

ころがある︒このことと︑﹁昭和文学盛衰史﹂における

﹁私は終戦直後戦争中は神さまみたいに言われていた保田

(ロ)

う解釈を当事者の一人であった高見順自身が肯定したことで落着し

与重郎が︑戦犯呼ばわりをされたとき︑保田与重郎というの

書いたことがある︒俗悪な政論的弾劾から︑彼の持っていた

は︑日本の現代評論史において︑小林秀雄につぐ人物であると

たかのようにみえたが︑一方に︑﹁当時︑リアリズムの庶民的小状
況への密着ということ自体が︑実は︑時代への抵抗を意味してい
た﹂として﹁人民文庫﹂を評価しようとする賛美のおもださ

玉﹄を信ずるのである︒﹂

﹃精神の珠玉﹄を守りたかったのである︒私は彼の﹃精神の珠

の昭和十年代の動向を検討しなければならないと思うが︑昭和文学

という保田評価とがどうつながるのかということになると︑高見順

(旭)

の全貌を明らかにしたように︑﹁人民文庫﹂は﹁日本浪憂派﹂の実

れている︒しかし︑実態はどうであったかといえば︑榎本隆司がそ
態を把握しないままに感情的で非理論的な批判に終始したという印

﹁人民文庫﹂と﹁日本浪憂派﹂の抗争は︑右の﹁文学における官

史再検討の一つの鍵であることはたしかであろう︒

象が強い︒そのことは︑﹁人民文庫・日本浪憂派討論会﹂が水と油
のように溶けあわない論争に終り︑結果的には昭和十二年七月に
﹁日本浪長派﹂の中心メンバーが﹁新日本文化の会﹂を結成する気

は榎本隆司が明らかにしているが︑﹁日本浪憂派﹂への反搬は﹁文

反接することから出発し︑それなりの役割を果たしたことについて

てきたことに起る︒本当は文学を忘れたがってゐるのかもしれな

のである︒最近武田麟太郎氏の文学的誤解は︑文学をどこかへ忘れ

文壇では詩情の代Pに知識が流行してゐるから︑まことにいけない

の文章は︑詩情してゐるものにだけ意味がある︒しかるに日本の

は︑当時﹁井原西鶴﹂を書き続けていた武田麟太郎に対する﹁文学

芸懇話会﹂への反搬の余波であったといえるだろう︒高見順は﹁日

い︒﹂というような挑戦的なところがある︒これに応酬した武田麟

尊民卑﹂をてはじめに︑保田与重郎の﹁文壇的統制﹂(師時油開派)に

本浪憂派広告﹂が出されたときから批判的態度を表明していただけ

太郎の文章はないが︑大宅壮一が﹁﹃日本浪曇派﹄と﹃人民文庫﹄﹂

っていることでもわかる︒﹁人民文庫﹂がはじめ﹁文芸懇話会﹂に

あって︑﹁人民文庫﹂の他の同人よりは日本浪憂派批判に真剣に取

運を盛りあげ︑﹁人民文庫﹂が内部的に挫折崩壊してゆく遠因とな

り組んでいたと思わせるところがある︒﹁文学に於ける官尊民卑﹂

(献時 ‑U)で﹁人民文庫﹂は超然としているのかというようなことを

(初)

(臥同法岨)での︑﹁非凡な英雄の姿を書いて純文学を大衆にも面白い
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に﹁人民文庫﹂の﹁日本浪憂派﹂への批判が開始されるのである︒

書いて︑両者をけしかけており︑実際︑大宅壮一の文章をきっかけ

徴の大問題﹂に向いつつあった︒武田が﹁西鶴における人間解放の

田麟太郎は︑﹁レアリズムの手法を飽き足りないとして︑写実と象

断され︑﹁日本三文オペラ﹂以来の市井事リアリズムを喪失した武

た武田麟太郎がやるべきことだった︒だが実際は﹁井原西鶴﹂は中

要求と︑合理的判断への志向とを︑みずからの問題として継承する

門担)

みてくるとわかる︒だから論争をいちいちとりあげて問題点をひき

論争というのは大抵の場合文壇的なものであることは︑右のように
だそうとしてもあまり効果がない︒では本質的なこととは何であっ
結論を先にいえば︑日本液晶史派と人民文庫派の問題は保田与重郎

ることでもわかる︒だから︑つねに庶民文学の樹立を念願としてい

織田作之助が﹁西鶴新論﹂を書きおろし長編評論として上梓してい

る一︒しかしなお西鶴の系譜が生きつづけていたことは昭和十七年に

﹀

ことは︑もはや不可能﹂であったと鷹津義彦が指摘するとうりであ

と武田麟太郎の問題に置き換えて考えてみるとわかりやすいのであ

た武田麟太郎が﹁井原商鶴﹂を境として市弁事リアリズムを喪失し

ハ
m

る︒これは単に詩精神と散文精神という図式では説明不足である︒

ていった理由を﹁閉塞された時代の重圧﹂のせいだとする荒正人の

たかということに焦点をおいて︑この稿の結論としたい︒

プロレタリア文学派の文学者には日本の古典文学へのつながりがな

見解には片手落ちのところがある︒要するに武田麟太郎をはじめと

ったのである︒それに対して日本浪憂派には古典の系譜︑伝統に対

する人民文庫の側には︑散文精神に対するはっきりした自覚がなか

(mv

であるともいえるが︑それは正確ではない︒古典といってもその範

かったことが︑昭和十年代における民族主義的な風潮を許した原因
囲は広く︑古代中世における精神的貴族主義的文学の系譜と近世の

する自覚が︑のちに頚廃的になったとはいえ︑雑誌﹁人民文庫﹂と

民衆的市民文学の系譜はまったく異質である︒具体的にいえば︑保
田与重郎が﹁﹃日本的なもの﹄批評について﹂(敵畔げ)の中で︑日

ではない︒僚かか静静吟骨骨必恥かレかかbか必費刊pbか︑とい

らぬが﹀を要求する﹂といい︑また︑﹁浪憂派は何も万葉集ばかり

批判せよ︒そのときには我々は批判者の系譜(彼らは何といふか知

だろう︒保田与重郎の西鶴否定は戦後も一貫しており︑保田がいう

ったとすれば︑庶民文学の系譜を樹立する以外になかったといえる

が欠落しており︑もし昭和十年代における日本浪憂派批判が可能だ

らかなように︑そこには西鶴をはじめとする近世の庶民文学の系譜

保田与重郎が樹立した後鳥羽院以後隠遁詩人の系譜をたどれば明

﹁日本浪憂派﹂の抗争のころにはあったといえるだろう︒

ふことをとくのである︒それは子規の系譜と恐らく反対するもので

このようにみてくると︑ことは日本浪憂派と人民文庫の問題ではな

自然主義的なものとは庶民文学の系譜のことであろうと思われる︒

である︒世の批判者はこれら実物に我らの見た世界精神そのものを

本浪憂派は︑日本文芸史の血統から︑何人かの詩人を選んで祭るの

あらう﹂(抑制者)としたとき︑これに対する﹁批判者の系譜﹂は西鶴

(川品)

の系譜をおいてほかになかった︒そしてそれは﹁井原西鶴﹂を書い
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り︑近世文学の受容における芭蕉の系譜と西鶴の系務︑それに古典

くなる︒明治以来の近代文学史には大きくわけると三つの流れがあ

ならぬことは論をまたないであろう︒

のどの流れ︑どの部分を主体的に受容するかを確認してかからねば

ことだけでは何の意味も見出せないであろう︒近世以前の古典文学

﹁日本浪員派﹂創刊号︑編集後記

﹁日本文学申{﹄(東出版﹀

(U﹀
A ﹁解釈と鍛賞﹄巡戦中の﹁回想日本浪長派﹂
︿お﹀﹁日本液晶宜派について﹂(﹁浪長派的文芸批評﹂所収﹀

︿幻﹀河出書房﹁現代日本文学辞典﹂

ハ
m
)

(幻﹀河出番房﹁現代日本文学辞典﹂の﹁武岡麟太郎﹂より孫引︒

(
m
x
m
)

(路﹀﹁昭和文学十四鱗﹂(右文書院刊﹀
﹁日本浪品開派研究﹂}一号﹁日本浪員派﹂と﹁人民文成﹂

(口)﹁昭和文学盛衰史﹂

(時)岩波講座日本文学史第十四巻
ハ日﹀河出書房﹁現代日本文学辞典﹂

究﹂二号に桜木隆司の詳論がある︒

(日)保田の名前だけになるともっと多い︒
ハ日比)﹁人民文庫﹂と﹁日本浪員派﹂にはたくさんあるが︑その経過は﹁日本浪長派研

ハロ)伊豆公夫﹃日本浪長派﹂論(批評昭

u ・4﹀

(叩)板塩直子の﹁浪長主義の文芸﹂(文学者昭M ・ロ)あたりまで︒
(口)田中克己﹁コギトの思ひ出﹂ハ果樹園朋号﹀

円

4) ﹁平林初之輸出締﹂︿新潮昭6 ・8)
(5﹀﹁浪漫主義者の手帖﹂所収
m ・1﹀
︿
6﹀﹁行動主義・新浪漫主義批判﹂(文芸昭
︿
7﹀﹁消らかな詩人﹂(文学界昭9 ・2)
m ・9﹀
(8X9) ﹁浪漫主義者の手帖﹂︿サイレン社昭

(3)

( 1 ) 小学館﹁明治文学作家論﹂上
︿
2V 高見順﹁浪漫的精神と浪漫的動向﹂(文化集団 昭9 ・ロ)

注

と断絶した西欧主義的な近代主義がそれであるとわたしは考える︒
くがそれであり︑西鶴の系譜に入るのは︑紅葉・露伴・一葉・鴎

芭蕉の系譜とは透谷・藤村・芥川・佐藤春夫・犀星や詩人たちの多
外・抱月・白鳥・青果・菊池・武田などとみることができる︒これ
を詩精神と散文精神というようにわけることもできるが︑保田与重
ある﹂前思というところから出発して後鳥羽院︑万葉集と遡源し

郎に即していえば︑﹁僕らの系譜は︑芭蕉以来のものである必要が

(お)

いて﹁詩人と英雄と大衆の三者一体の世界﹂を高揚することをめざ

てゆくという規模の大きさを持っていた︒そして窮極のところにお
したが︑﹁大衆﹂の概念が観念的であったために︑説得力をもつこ
とができなかったのである︒﹁人民文庫︑日本浪憂派討論会﹂の収
穫があったとすれば︑人民文庫の側が日本浪憂派のいう﹁庶民﹂の
概念を徹底して認めようとしなかったところにあるといえよう︒そ
ういう意味で人民文庫の時代への抵抗は認められる︒逆に日本浪憂
派の限界はといえば︑﹁西鶴における人間解放の要求と︑合理的判
断への志向﹂前出﹀をみずからの系諮に包含することができなかっ
たために︑言葉の真の・意味における﹁近代化﹂に逆行するものとし
て理解されたところにあるのではなかろうか︒
以上︑大ざっぱな言い方になったが︑日本浪憂派研究に不可欠な
覚え書として確認しておきたい︒今後︑日本浪憂派を否定するにし
ても評価するにしても︑それを単に昭和十年代に限定して考察する
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〈

動
向

c

垣

勤

代文学﹂ 7・日・一三﹀は︑治迄が﹁文学と自然﹂論争の時︑厳木善治を
﹁極実派の反動﹂と把えた︑その﹁記実派﹂の性格を検討し︑鶴外と
の没理想論争にも及んで︑数迄の文学論におけるイデlの欠落︑文
学自然・作者の関係のあいまいさを衝いた精密な論文一である︒﹁茶

一一葉亭・透谷・一葉・その他最近二葉亭論で注目されている十
川信介のニ論文を読んだ︒﹁文学と自然￨想実論をめぐって﹂(﹁日本近

たので︑今後出来るだけ会員の方々はその処置を取られたい︒それ
が一般化して︑学会宛に来たものを一般に入手に簡単な学会誌とと
もに読み進むということが出来れば︑この仕事をするのも楽になる
し︑またその内容も充実するだろうと思う︒
今回の範囲は︑七月から十二月迄の発行日付のものに限った︒ま
た論文所在誌の下記の数字は洋数字が号数と月︑漢数字が頁数であ
︒
る

(一九六七年後期)

見たが︑結局︑以下に示すような︑読み得た範囲内での論文の読後
感想を述べるに止まった︒学会の水準や動向にあまり明かるくない
私には本格的な意味での八展望 Vは無理だとわかったし︑逆に︑関
係論文全てに限を通すことは地方在住であることや私個人の時間の
制約などから不可能だとわかった︒そこで︑単行本を省き︑雑誌・
紀要などの定期刊行物所載の論文を︑手に入る範闘で読み︑それに
ついて私の力の範囲内で論評を加えることにした その範囲内では
出来るだけ誠実に読み取ろうと試みたし︑出来るだけ卒直に感想を
述べたつ︑もりだが︑結果については自信があるわけではない︒
私個人としては︑つまらぬ論文もあったがすぐれた論考に諸々で
行き当り︑大変勉強になった︒そういう私的な感想が公的な意味を
持つわけはないが︑そういうことしか仕方がないし︑それで責をふ
せぎたい︒尚︑今回も近代文学会に寄せられた論考は多いといえな
かったが︑︿展望Vの仕事をする人聞にとってこれはありがたかっ

西

〉

近代文学学界
の

望

今回与えられた仕事について︑あれこれその方法・内容を考えて

展

の問題﹂(﹁比較文学年総﹂ 4・7・ニ三﹀があり︑ツルゲlネフの文体への

庄から哲也への変化のプロセス︑小夜子から哲也への主題の移動な
どを周密に論じている︒他に︑新谷敬三郎﹁二葉亭訳﹃あひ三き﹄

発髪﹂の中絶と﹁其面影﹂の成立の過程を論じた﹁﹃其面影﹄の成
立﹂(﹁文学﹂日・二﹀は︑すぐれた作品論で︑雪江から小夜子へ︑新

教によって﹁生命の思想﹂をかちとり︑時代の病弊を衝いたとする
論旨は説得力があった︒これも前述の論争に参加する一立場だろ

などを説き︑透谷は﹁土着的エトスとキリスト教思想との対博︑反
立・また淳融﹂の﹁矛盾﹂を全身的に引きずりつつ︑なおキリスト

綜︑人生への﹁波情﹂と存在的実感の関係︑宗教と文学における文
学の自立の苦闘︑﹁時勢に感あり﹂の﹁魚の限﹂に見られる民衆観

四迷の否定的評価︑ツルゲlネフの﹁自然﹂と東洋のそれとの連続
性︑ツルグlネフを多訳した理由など多くの論及がある︒全体の論

う︒他に﹁内部生命論﹂をその前後の歴史の中に位置づけようとし
た模林混二﹁内部生命論の流れ￨北村透谷を中心に﹂ハ﹃近代文学試論﹂

﹁透谷と愛山l文学概念の対立をめぐって﹂(﹁文学﹂ロ・一一)のニ論文
を読んだ︒前者は︑歴史家としての立場から平岡氏とともに透谷研

透谷では︑平岡敏夫の近著﹃北村透谷研究﹄に触発された﹁新透
谷像の出現!平岡敏夫氏の近業に寄せて﹂(﹁墨悠﹂ロ・一主中山和子

評価など︑筆者独得の思考・文体で︑女性としての実感︑立場から
のアプローチとして異色だが私はついてゆけない︒今西実﹁﹃たけ

︿﹁日本近代文学﹂ 7・
u‑ 一三﹀があり︑一葉の﹁女﹂への認識のあとを追
い︑三人の女の見た一葉像にも触れている︒体質・気質による人間

一葉では︑塚田満江﹁一葉をめぐる女たち￨歌子・花園・菊子﹂

旨は複雑で辿りにくい︒

究を続けて来た筆者の論で︑平岡透谷像の画期の意味を認めた上
で︑﹁民衆﹂のイメージをめぐって批判を展開し︑自己の透谷像の

4・2・一三)を読んだ︒

原型を叙述したもの︒歴史と文学の研究者の対話として今後の発展

‑m‑ 二)は天理大学図
くらべ﹄の初出原稿について﹂(﹁ピブリア﹂ U
書館蔵原稿の綿密な紹介︒渡部洋子﹁﹃たけくらべ﹄の成立につい

を期待したい︒後者は︑愛山・透谷の対立を文学概念上の対立とし
てとらえねばならぬという立場からの反論だが︑やや平岡透谷像を

がなされるべきで︑またその意味は大きいのではないか︒この展望

カ作である︒全力を挙げて︑露伴の︑キリスト教・儒教・道教・仏
教を融合したものとしての﹁愛﹂の高さを語っている︒﹁厭世詩家

‑n‑一毛)は
瀬皇広明﹁露伴における愛について﹂(﹁国語研究筑豊﹂ m

一生の解説︒

u
‑ 二)松坂俊夫﹁樋口一築私抄￨文学と人生
て﹂(﹁謹菌文研究﹂げ ‑
をめぐって﹂(﹁米沢東高校研究紀一接﹂ 5・ロ・二四﹀もあった︒後者は一葉の

の範囲外だがすでにこの二論文に対応して平岡から﹁透谷の﹃文
学﹄像﹂(文学﹂ 3・二ハ﹀が出ている︒クリスチャンの立場からは佐藤

と女性﹂と﹁風流悟﹂とのキリスト教的愛の共通性︑﹁論仙﹂にお
ける道教の側からの愛の問題のアプローチ︑﹁運命﹂における明代

簡単化しての批判と見える︒しかし平岡論考でよしとしえない多く
の論者がいる筈で︑今後他の研究者も加わっての正面切っての論争

泰正﹁透谷とキリスト教￨評論とキリスト教に関する試論﹂(﹁日本近
代文学﹂ 7‑u・一一二﹀がある︒福音的信仰と生命的信仰との矛盾・錯
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H
と大正期との二重写しによるアクチュアリティハ方孝僻H乃木︑道術 大
υ 的文体は気になっ
?
正リベラリスト)など注意を引いた︒一種の教養 (
たが︑露伴評価︑その史的位置づけに意味を持っと思えた︒山田博
u・一四 uは社会
光﹁社会小説諭ーその源流と展開﹂︿﹁日本近代文学﹂ 7・
小説の命名者を高田半峰と推定することからはじめて︑社会小説
論ハ争﹀の内容と限界を明きらめた明快な論文︒野村喬﹁不知庵と
u・三一)
﹃女学雑誌﹄!内田魯庵ノ lト同﹂(﹁青山学院女子短奇要﹂匁‑
は︑二一年から二年間の伝記︒魅力ある文体で①評壇への登場②巌
本善治との論争③二葉亭との出会いを縦横に説く︒特に②は新説多
しと恩えて興味があった︒塚越和夫﹁広津柳浪論l﹁落椿﹂と﹁己
が罪﹂をめぐって﹂(﹁日本文学﹂ロ・‑さは︑初期の二作品を検討する
ことで︑﹁贋中楼﹂﹁残菊﹂から深刻小説への道筋を明きらかにした
論︒私小説性と愛欲による人間破滅の認識とからの脱出を主観盆﹀
排除の手法によって果そうとして挫折したプロセスはよく納得でき
‑n‑
る︒他に︑佐藤信夫﹁﹃悲惨小説﹄論﹂(北九州大学﹃文学郵紀要﹂ 2
一一)︑久保和子﹁巌谷小波と蒲原有明￨﹃世界お伽噺﹄を中心に﹂
ハ宮城学院女子大﹃研究論文晶揖﹂初・ 6・一三﹀︑阿保生﹁小栗風葉伝ハ九)﹂(﹁学

5 を読み︑資
翌日・=乙﹁座談会明治文学￨坪内誼遁￨﹂肩上・ 2・
‑ニニ)ハ解説西田
m
料として﹁田岡嶺雲未発表遺稿 E﹂︿﹁文学的立場﹂ロ ‑
勝﹀があった︒

自然主義︒先ず﹁国文学﹂七月号で﹁自然主義文学の再検討﹂と
いう特集があった︒吉田精一﹁自然主義文学論﹂ハさ以下︑一九の
論文が並ぶ︒それぞれ著名な自然主義文学研究者の執筆である︒し

かしそれぞれ六頁前後の論文で︑せめて論題を半分にしぼって十分
なスペースで各論者に書かせるべきだと思う︒別に述べた﹁太宰治
特集﹂の成功に比してもったいない話だ︒つまりこういうのは中途
半端なのである︒私としては高田瑞穂﹁自然主義文学と反自然主義
文学﹂公O︑遠藤祐﹁非自然主義の人々￨再検討のための序説﹂︿曹

の反・非自然主義をめぐる問題提起︑保昌正夫﹁早稲田派作家の傾
向(明治四十年代﹀l﹃趣味﹄早稲田号のこと﹂(四)の解説文︑平岡敏

夫﹁自然主義文学研究史論﹂(七)の明快な問題意識などが注意を魅
いた︒
1作品・文体を中心にし
独歩では小林茂大﹁国木田独歩考(第二部V
u・一一ニ﹀は文体の特徴を挙げたもの︒
て﹂(梅光女学院大﹁国文学研究﹂ 3・
5
・
山田昭夫﹁国木田独歩﹃酒中日記﹄の教師像﹂(﹁北議事育霊嗣﹂ 6
もあった︒なお︑山田は同誌に﹁広津和郎﹃雪の翌日﹄の女教師﹂

5 ﹁加藤武雄﹃筏
(8・
5 ﹁久米正雄﹃受験生の手記﹄その他﹂ハ 9・
5 ﹁長塚節﹃教師﹄の私生活﹂白・さと連載し︑
の上﹄その他﹂8 ・

a
v

それぞれ好筒の読みものとなっている︒﹁教育文学作品目録﹂︿明治大
篇
正
・四)ははじめての試みである︒

藤村では︑佐藤泰正﹁藤村l﹃若葉集﹄以前﹂露光女学院大学﹁国文学
n・‑Qがあり︑﹁透谷を軸としつつ︑藤村が初期の習作時
﹂ 3・
究
研
を脱して﹃若菜集﹄の詩人に変貌してゆくーその一過程﹂をさぐっ
たもの︒﹁透谷の後を追う﹃心の戦い﹄が透谷的世界や志向からの
転身によって果される逆説﹂的事情がダイナミックに語られてい
﹀
六
一
・
る︒栂瀬良平﹁藤村﹃草枕﹄の典拠と方法﹂門﹁国語と国文学﹂ 8
は﹁草枕﹂の各行について詳細に典拠を示したもの︒藤村研究誌

2
0
0

﹁風雪﹂ハ 5uS
﹀は﹁処女地﹂特集で︑伊東一夫﹁﹃処女地﹄発刊の事
情とその意義﹂という長大な 25
・ 論文の他︑資料や回想がある︒
特集外では大場啓蔵﹁島崎藤村の詩と聖書﹂(さもあった︒
花袋では佐々木浩司生﹄試論﹂ハ﹁文芸研究﹄鴎・ 7 O)があり︑
・
﹁生﹂は家族制度の問題を主題とせず︑﹁自然﹂によ一
って左右される
人間の生の空しさを主題とすること︑あるいは﹁生﹂と﹁春﹂の関
連︑及び﹁家﹂との比較など面白く読んだ︒小林一郎﹁岡山花袋伝
記研究l 岡山実称獲の一書簡をめぐって﹂(﹁関東短期大学紀要﹂ mlL
U‑‑Qは︑山形の発行寺に残る兄実弥登の書簡を資料にして︑そ
の寺の岡山商家の墓をたてたのが外祖父であること︑岡山賢蔵家が
館林に移ったのが明治三年であることなど実地踏査で明きらかにし
たもの︒森山金二郎﹁花袋文学の文章研究ハロハ宮城学院女子大﹁研究論
文集﹂鈎・ 6・二三﹀もある︒
白鳥には柳富子﹁日本におけるチェ lホフl正宗白鳥の場合﹂
(﹁比較文学年誌﹂ 4・7・ニO)があり︑最初の本質的チェ lホフ受容者白
鳥に焦点をあてている︒チェ lホフの前期と後期のちがい︑その文
学内容に深くわたりながら︑白鳥の︑後期にウェイトのあるうけと
め方を明きらかにし︑それが︑気質的にチェ lホフを理解しながら︑

色の指摘︑妻ますへの疑惑はその時なく︑それが生じた時﹁執着﹂
﹁疑惑﹂の世界がはじまるとする論旨は面白く好論文︒吉田精一﹁後

藤宙外l評論の系譜のうち﹂(﹁解釈と鑑賞﹂ m
tu・こさは評論家宙外を
はじめて本格的に論じたもの︒その内容・評価が詳細に考察され︑

二流の反自然主義者宙外の苦闘と敗北のありさまが過不足なく定着
されている︒他に武田勝彦﹁早稲田文学社の﹃文芸百科全書﹄﹂︿﹃霊

諸学研究﹂m・6・ニニ﹀があり︑﹁学苑﹂(きは島村抱月特集で︑尾崎宏
次・川副国基・稲垣達郎・本間久雄の昭和女子大での講演が収録さ
れている︒

鴎外にはすぐれた論文が多かった︒まず神田孝夫﹁若き鴎外と漢
詩文上﹂(﹃比較文学研究﹄ m‑u・こさは︑医学生鴎外の︑予科・本科で

の文学への目覚めのプロセスを生き生きと叙述したもの︒特に伊藤
孫一との出会いによる漢詩文傾倒の姿は面白かった︒鴎外の文学修

業を量る当時の文学風土の研究は筆者がいうほど遅れているとは思
えないが︑鴎外における漢詩文教養の意味の大切さ︑それを主張す
るすぐれた研究文体は︑その続篇への期待を大きくさせる︒平川祐

短篇の面白さを︑西洋に触れることによって日本を振り返るという
屈折した﹁見返りの心理﹂におき︑それを可能にした鴎外の﹁複眼﹂
H比較文化史的パ l スペタティブ︑で締めくくったこの論は︑のび

弘﹁森鴎外の﹃花子﹄﹂向上白三 O)も好論文︒﹁花子﹂をめぐって︑そ
の創作実態︑モデル問題など多くを比較文学的方法で解明し︑この

いる︒秋江では山本昌一﹁近松秋江論i﹃別れたる妻に送る手紙﹄
を中心に﹂門﹃新文警史﹂復刊 5・9・二)があり︑﹁別れたる棄﹂のモチ

やかな知性の世界を感じさせ︑比較文学的方法による典型的な論考
である︒小堀桂一郎﹁森鴎外小説観の系譜﹂向上・玉 O)は︑明治二

﹁人間存在についての︑対立する観念と観念との火花散る展開の面﹂
でなく﹁その上澄みのような情念﹂をうけとめた浅さを結論として

ーフを︑私娼と長田の関係への雪岡の嫉妬におき︑﹁来線と執着﹂
という﹁やる瀬ない寂しさ﹂をまぎらすものとしての近松文学の特

理性を持っていると見えた︒後者は﹁舞姫﹂を倫理不在の審美的ロ
マンスとし︑﹁舞姫﹂エリスの孤独感と同じ次元まで自らの孤独を
深めず︑そのことによって﹁家﹂や国家権力との対決をさけること
のできた豊太郎の精神構造はほぼ鴎外のそれであるという論旨︒鴎

外がこの作を家族の前で朗読させた意味︑鴎外が﹁家﹂や秩序へで
はなく︑﹁俗衆﹂への対決として創作したこと︑などの指摘は鋭い︒
磯貝英夫﹁鴎外歴史小説序説﹂︿﹁文学﹂ n・ご)は︑﹁奥津粥五右衛門
の遺書﹂の初稿と定稿のちがい︑定稿失敗作の所以を指摘し︑他

方︑五条秀麿ものを書いた後の鴎外は︑これ以上現実論を押し進め
ることの危険を見ていたので︑その時すでに歴史小説におもむく必
要性がすでに内在していたと考え︑結局︑初稿から定稿までに﹁明
治四十四︑五年における鴎外の動きの圧縮した再展開﹂を見る好論
文であった︒

ニ篇読んだ︒安住誠悦﹁﹃舞姫﹄の周辺l﹃舞姫﹄論の検討﹂(﹁国語国
文研究﹂犯・ 9・二)と蒲生芳郎﹁﹃舞姫﹄私見ーその出発時における
鴎外の﹁文学﹂の構想﹂(﹁文学﹂m・きである︒前者は﹁舞姫﹂研究
史だが︑論理明断であり主体的で︑筆者自身の﹁舞姫﹂論となって
いる︒佐藤説と笹淵説を対極に︑そのなかばに平野説を置き︑磯田

と︑国民・貧民の下層とのはざまに置かれており︑激石はそのこと
によって明治社会を内在的に批判しえたという論旨︒﹁それから﹂
以後のより深化した頂点として﹁明暗﹂を評価(主人公をブルジョ
アの息子から小市民の位置で女主人公を︑夢室夫禰子﹀あきらめ

新しい視点による論︒長井代助を﹁先生と弟子﹂の統一として現実
化︑ー肉体化したのと同様に︑コケット美禰子を夫にかえりみられな
い三千代として現実化し︑それによって日本の﹁近代化﹂を批判す
る地点を確立した︒その﹁それから﹂の二人は︑権力と金力の上層

激石他激石論も更に深まりを見せている︒まず飛鳥井雅道﹁激
u︑二三)は
石における男性と女性￨小説構想との関連で﹂門﹁文学﹂口 ‑

説の相対主義的人間観の﹁人間論﹂に透徹しえない不毛を指摘しつ
つ︑その方法的有効性を石川説に奪いとり﹁﹃舞姫﹄は﹃物語的扮
飾﹄を施されることで︑不断に保護され︑主人公の内包する俗物性
を隠蔽されている作品であった﹂と結論するに至る論旨は見事な論

所収のものだが同誌には資料として﹁森鴎外とエドムント・ナウ 7
ンの日本開化論争﹂(六玉︑解説︑小型竺郎︑ 5 があった︒﹁舞姫﹂論は

の中で︑﹁超人﹂チェ lザレ︑ボルジアを讃えた﹃君主論﹄を紹介し
た鴎外のモチーフを明きらかにした論︒比較文学的作業の常道かも
知れぬがその内容に比して論文がながすぎる︒鈴木満﹁鴎外幼少時
の教育﹂向上・一八﹀は︑明治十年以前に受けた教育について伝記的
に論述したもの︒以上の論文は東大比較文学科機関誌の﹁鴎外特集﹂

論旨明快とはいいがたいが︑基礎研究として意味が大きいのではな
いか︒小林健﹁﹃人主策﹄(﹃君主論﹄梗概﹀成立の周辺﹂向上・こさ
は︑﹁人主策﹂が倫理的関心によって書かれたこと︑ニ lチエ論義

二三年の鴎外の文学論をとりあげ︑註解という形で詳細に検討した
もの︒ハウプトマン美学以前のゴットシヤルの﹃詩学﹄︑ハイゼの
﹃ドイツ短篇集﹄序文と比較してその受容︑異同を論じ︑遺逢との
対立に至る経過を論じている︒先述の十川論文と対応する鴎外側の
検討ということになる︒あまり院も遂行的に比較考察しているため
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(お米)悪妻(﹁道草﹂の妻君)から生き考える若妻へ)し︑また激

私﹂に至るまでの宗教的体験の起伏を辿り︑﹁則天去私﹂を禅と近
代精神のからみあいのかなたに存在する絶対の希求の到達点であっ
たと結ぶ論旨︒板垣直子﹁激石の新しさ︑近代性﹂(一さは﹁激石

として﹁門﹂の豊かな日常性の獲得におもむいたとする論︒これは

‑m‑ 一七)は
な作品論︒土居健郎﹁激石の心的世界﹂(﹁解釈と鑑賞﹂ u
作中人物について精神分析をしようというもの︒﹁坊ちゃん﹂の人

=七)は﹁道草﹂の叙述の変化に主題確定のプロセスを見るなど綿密

に見えなかった︒高木文雄﹁健三とお住﹂(﹁女子聖学院研究紀一安﹂ 4‑u・

タイルの文体で︑激石の留学体験を︑高村・荷風らと比較しつつそ
の意味をさぐったものだ︑が︑私にはそれほど新しい見解があるよう

を立証しようとしたもの︒佐野金之助﹁夏目激石﹂︿九)は評論家ス

考察することによって﹁則天去私﹂の﹃明暗﹄へのかかわりの深さ

共に﹁自然主義￨私小説﹂性を否定したもの︒綿密な比較検討があ
る︒釘宮久男﹁﹃明暗﹄試論￨﹃明暗﹄と則天去私﹂(一一)は︑作中
の﹁私﹂﹁自然﹂の用い方︑あるいは﹁親切・好意・同情﹂の内容を

場はありうるが︑もっと具体的に論じなければ筆者の立場があらわ
8 にも三つの
なだけで意味がない︒広島大の﹁近代文学試論﹂ (4・
激石論がある︒相原和邦﹁﹃道草﹄と﹃家﹄﹂ハ一一一﹀は両作を比較し︑

が日本人としては珍しく︑近代作家として偉かったことを書いた序
に︑激石研究についてちかごろ掲げられた新しい二つの問題︑﹃則
天去私﹄を﹃神話﹄とする考え方︑及びみかねるような精神科医ら
のいわゆる﹃やぶ診断﹄についても批判﹂した文章︒全否定する立

一面でこれを包括した﹁それから﹂全体の論を期待したい︒熊坂敦
子﹁激石と宗教﹂(二四)は︑初期の参禅の決意から晩年の﹁則天去

石の位置を幸徳秋水との対比で考えるなど筆者の激石論全体への展
望をふくむ︒橋本佳﹁﹃行人﹄について﹂(﹁国語と国文学﹂ 7 O)は落
・
一
ち着いた文体の好論文︒﹁Hの手紙﹂に焦点をあてる今迄の論に対
して︑二郎と直との関係の表現を︑もっとリアルなものとして捉え
る必要を説いている︒﹁行人﹂を︑序章・中核部分・結末と分けた
場合︑それぞれ三沢の話︑二郎の話︑一郎の話と分けられ︑﹁個々の

g

短篇H一長篇﹂という激石の意図に沿うというのも新見だろう︒
﹁古典と現代﹂8 ・ に二論文あり︑山田晃﹁﹃渓虚集﹄一面観﹂
(九﹀は﹁倫敦塔﹂﹁カ￨ライル博物館﹂に︑文明という人間の宿業
の仮面︑を剥奪し透視する認識を見︑またその時期に見られる戦争
ないし闘争の図柄に︑﹁従軍行﹂の素朴な興奮を誘引した戦争の意
味を問いつめ︑それを﹁無明の力のせめぎあい﹂﹁人生普遍の相﹂
とながめるに至るプロセスを見るなど︑好論︒内田道雄﹁﹃彼岸過
迄﹄一面﹂(七﹀は︑この作の連作小説位︑流動性に富む快適な作品
世界をつくり出す意図を説き︑激石が新しい形式を試みる才気を信
用し切れなかった徳性がこの作をあいまいな性格に終らせたと見て
いる︒位置づけのむづかしい作品へのアプローチである︒﹁日本女
子大国語国文学論究﹂ (6
﹀は四つの激石論を載せる︒湯地孝﹁明治
文学の或る断面について﹂(二五)は激石に﹁持情﹂のない特異性を説
き︑その理由を今後文学形態を通して究明すべきだという問題提
起︒激石の大切な特徴を衝いて考えさせる︒井上百合子﹁激石と
それから﹄﹂(一四)は︑同作を︑遂げえぬ人妻(大塚楠緒子)への恋
を作品の中で実験した作とし︑これでもって青春と訣別し︑小説家

203

間関係の︑自立していない人間同士の﹁甘え﹂としての一体性の指

s
o
‑

摘︑﹁三四郎﹂への美禰子の気持を︑目々が白rEZZ3の立々で
でないとする指摘など注意をひいた︒一つの新見だろ
あって
う︒太田三郎﹁夏目激石﹃琴のそら音﹄とその背景﹂(﹁学苑﹂?一一﹀

ことなどを論じている︒やや荷風をロチにだけ近づけすぎたきらい

がある︒市川良輔﹁永井荷風論究ノート￨属性としての相克と調
5 は︑重厚な文体なのに引用文献が多すぎ
和﹂(﹁沼海工専研究報告﹂ 3・

て筆者の顔立ちが見えにくい︒助川徳是﹁荷風の習作﹂(﹁学習院高等科
研究紀要﹂ 3・9・二﹀は﹁薄衣﹂﹁タせみ﹂﹁姻鬼﹂などの初期習作を

検討している︒
谷崎では︑山本喜久男﹁大活時代の谷崎潤一郎﹂(﹁比較文学年誌﹂ 4・

の解明に重点があり︑それと﹁痴人の愛﹂との関連をも捉えている︒
後者は﹁日﹂との比較︑以後の女性礼讃への連続面を論じた作品論

マス・栗原の結びつきで三年続いた﹁大活映画﹂のアメリカニズム

‑一
7‑一八)︑宮城達郎﹁﹃蕩食ふ虫﹄の世界と構造﹂(﹁国語と国文学﹂ m

は初期の文章を検討して超自然物への関心の意味をさぐったもの︒
生松敬三のコニ四郎﹂(﹁解釈と鑑賞﹂)連載は七月で完結した︒星野周
u・一一一)は︑激石の重
一郎﹁激石の経済学﹂(帝塚山学院大﹁研究論集﹂ 2・

O)があり︑前者は︑未開拓の分野の考察として労作︒谷崎とト l

=
‑
u

要な問題点である社会認識の内容にふれているが今少しのつっこみ
ニ)遠藤
がほしい︒他に石崎等﹁﹃心﹄試論付﹂(﹁言語と批評﹂ 6・

‑
‑
‑
m
‑

栄一﹁激石の﹃文学論﹄￨文学理論としての問題点﹄(宮城学院女子大
﹁研究論文集﹂ω・6・二﹀があった︒野上禰生子については渡辺澄子

白樺派まず川鎮郎﹁有島武郎における﹃神義論﹄的懐疑の成立﹂
(﹁言語と文芸﹂日・ 7 O﹀を読んだ︒キリスト教の問題は重要であり
・
一
ながらむずかしく︑例えば信仰の実態を日記などのことばで推定す

である︒

る限界性︑背教の結果があってさかのぼってその内因を論理的にさ

ての多くの事実が述べられていて好論文︒野上夫妻の結婚のこと︑

ニ)があった︒九州臼杵
﹁野上靖生子のふるさと﹂(﹁文学的立場﹂
に訪れた感想の体裁をとっているが︑調生子の生家小手川家につい

荷風・谷崎荷風では四論文を読んだ︒坂上博一﹁永井荷風ノー

的生活を実践してゆこうとしたところに求めた論︒赤瀬雅子﹁﹃問

﹁運命﹂の用い方の変遷を辿って有島の思想実態に迫ろうとした好
論︒松下美那子﹁有島武郎の思想構造とその問題性﹂︿﹁日本文学﹂日・

郎研究運命観をめぐって﹂露光女学院大﹁国文学研究﹂ 3‑u・二)は︑

叔父小手川豊次郎のことなど特に興味をひいた︒

トl ﹁あめりか物語﹂﹁ふらんす物語﹂について﹂(﹁日本近代文学﹂ 7‑

ぐる無理などがある︒この問題は未確定と私は言っておきたいが︑

はず語り﹄試論￨ピェ lル・ロチの影響を中心として﹂(﹁比較文学年
﹂ 4・7・一きは︑同作の﹁流れ漂う世界の中にいる﹂登場人物︑
誌

一一)は﹁惜しみなく愛は奪ふ﹂への形成過程とその構造を説いたも

キリスト教的論理からのものとして教えられた︒{呂野光男﹁有島武

u‑ 一主は両作の意義を︑その﹁哀切甘美な切り口の形﹂に示され
る宿命というべき悲哀感を︑一歩一歩実感し確認し︑更に積極的に美

﹁すべて周囲の風景と融合し﹂た女性等々にロチとの類似性がある

4
0
2
のを見ょうとすることが目をひいた︒佐々木靖章﹁﹃カインの末古田﹄

の︒この哲学を﹁生の哲学﹂と規定し︑大杉などの思想と共通のも

﹀￨博文館時代﹂(﹁稲井
告﹂??ニハ﹀︑坂本政親﹁加能作次郎評伝 (4
大学教育学部紀要﹂ U
‑m‑ニO﹀の伝記研究を読んだ︒前者は﹁提婆達多﹂

‑ 一同じがある︒
m
文献目録﹂(﹁位置﹂ 8・
他の大正作家では︑渡辺外喜三郎﹁中勘助白)﹂︿﹁鹿児品大学文科報

尚範聞外だが﹁北方文芸﹂創刊号で有島を特集している︒本多・八

た論文︒

についての同時代評紹介として意味があり︑後者も相当調べて書い

‑u‑E は作品輸として新解釈をふくみ好論文︒
試論﹂ハ﹁文芸班先﹂U
木・山田らの座談会一ハ一一﹀瀬沼茂樹﹁武郎の文体など﹂ハニ﹀山田昭

賀直哉と尾道﹂の若干の訂正︒

道の人々﹂(﹁文学研究﹂お・ロ・二)を読んだのみ︒これは井伏の﹁志

意識を十分につきつめなかったところにプロレタリア文学の﹁政治

る問題意識を深め︑片上伸・相馬御風の﹁生の哲学﹂大正アナーキ

た大正文学史の問題意識の強烈な︑森山重雄﹁実行と芸術の問題￨
﹃生の哲学﹄の方向﹂(﹁・文学﹂ 7・一さがある︒平野謙の実行と芸術な

ここで︑挙げるのはあくまで便宜的なのだが︑明治から大正でま

夫﹁有島武郎研究雑感﹂(ニ)その他未発表資料などが収録されてい

芥川他芥川では比較文学研究として富田仁﹁対比研究の意義￨
)
一
一
一
芥川飽之介﹁薮の中﹂の研究をめぐって﹂(﹁比較文学年総﹂ 4・7‑一

森山は前後多くの論考を書き継いで来ており︑その問題意識は注目

る︒資料では有島安子遺稿集﹃松むし﹄所収短歌の復刻があった
u・三)︒志賀では角田一郎﹁﹃暗夜行路﹄と尾
議女子大﹁国文学雑誌﹂ 3・

があり︑﹁薮の中﹂の比較文学研究史︑﹁ポンチュ l伯の娘﹂ 2 l p 只
患との対比研究をなし︑ついで対比研究から文学理論への経路を

すべきものである︒﹁宮嶋資夫﹃雲水芸観﹄と﹃大心凡夫﹄﹂(﹁日本文
5 も森山の解説︒
5 ﹁未発表作品﹃無題﹄﹂(﹁文学﹂ 8・
学﹂ u・

と文学﹂のマイナスを見る史観が展開されている︒これに関連して

ズムの﹁実行と芸術﹂の流れを︑啄木の自然主義批判の真の意味を
発展させていったものと見︑大正アナーキズム︑特に大杉栄の問題

さぐろうとした︑方法意識の目立つカ作︒鈴木秀子﹁芥川龍之介と
キリスト教￨﹁西方の人﹂を中心にして﹂︿﹁聖心女子大論叢﹂ω・ロ・三 O)

新感覚派磯貝英夫﹁モダニズム文学論の基盤l新感覚派を中心
n・ごニ)は︑﹁文芸時代﹂の理論的発言の全体
に﹂(﹁日本近代文学﹂ 7・
の特色を︑問題別に明きらかにしようとしている︒深刻な人類滅t

も力作で︑﹁信ずる人々の証明﹂に接することのなかった芥川が﹁心﹂

意識と楽天的な明かるさとの短絡が︑都市部の農村共同体的性格の

でキリストを知ったその内容を説得力ある筆致で語っている︒
学﹂ロ・さがあり︑青春時の家庭での苦悩が和郎に﹁明噺な限と非

崩壊による共同体的自我の解放と︑それに連続しての自我の解体の

結果であること︑同派のプロレタリア文学の連帯感(既成文学への

広津和郎では︑佐藤信夫﹁子とその父￨広津和郎と柳浪﹂(﹁日本文

せたこと︑それの彼の文学への影響を論じている︒スケッチ風でや

条理な感覚から発生する方向探索の眼﹂なる背反するものを背負わ
や説得力に欠けるが私には面白かった︒山田昭夫に﹁広津和郎研究

のである︒こういう転向論にははげしい反論が出ていいのではない
か︒伊豆利彦﹁小林多喜ニ論ノiト￨﹁人間的﹂なるものをめぐっ
て﹂ハ﹁日本文畳Zu‑‑‑ころは力作︒小市民的な自己のエゴをみつめ︑

文であるがあえてつまらぬといいたい︒国家権力のおそろしさ︑人
間の弱さなどもっともな話でありながら︑ぎりぎりの転向体験を先
取りしようとする筆者の姿勢につまらぬ実感性があり︑分別くさい

プロレタPア文学松原新一﹁敗北の底から￨転向論﹂(﹁群像﹂ u・
四三なる長大な論文がある︒私としてはなんともいいようのない論

かに詠歎的・退嬰的そして結局反動的であるかを声高に誇っている
が︑前二者に比すれば川端の内部構造に今一つ立ち入っていない︒

9・ニ喜は︑川端文学の展開を︑慎重・克明にあと.つけようとしてす
ぐれている︒細川崎﹁川端康成論﹂(﹁群像﹂?一きは﹁伊豆の踊子﹂
における芸術と実生活の関係︑その実生活の重みを解析し︑そこか
らその文学の秘密(耽美性・非現実性・持情性﹀をさぐろうとする
意欲的な論文︒武井美子﹁川端康成批判﹂ハ﹁日本文学﹂ 7・一一一)は︑川
端の﹁美﹂の性格が︑自己の体験と高校生の読後感想をもって︑い

q
z

川端にはすぐれた論を二篤読んだ︒羽鳥一英ご九三0年代の川
国語と国文学﹂ 8・
端康成￨﹃浅草紅団﹄から﹃雪国﹄まで﹂2 ・

章﹂で試み︑更に﹁純粋小説論﹂に理論化した経緯︑それが影をひ
そめてゆく過程を述べたもの︒

対立としての)︑横光の科学主義の内容など︑興味ある解明が多い︒
5 は﹁自分
m・
橘豊﹁横光利一の四人称について﹂ハ﹁古典と現代﹂幻‑
を見る自分﹂の表現を可能ならしめるために﹁私﹂を﹁機械﹂﹁紋

5
0
2

それに徹底する中で自らを社会主義の方向につき出していった初期
からはじめて︑﹁党生活者﹂における︑非合法生活者外の﹁眼﹂の欠
落というマイナスを説くに至る論埼か︑筆者の主体をかけたぎりぎ
りの熱っぽい文体でなされている︒﹁人間的﹂﹁文学的﹂ということ

ばの階級性の問題︑知識人の自分の文章への責任の問題等の鋭い指
摘はアクチュアルなものである︒

﹀
ハ
二
満田郁夫﹁中野重治の転向五部作について﹂︿﹁黄塵﹂ 4・8・
は︑作品によって転向そのものの過程を可能な限り検討し︑蔵原・
河上と比較しての﹁共産党﹂への中野のイメージ(差恥・恐怖)を
明きらかにしている︒この実証的ダイナミックスはすぐれている︒
杉野要吉﹁﹃汽車の纏焚き﹄成立の前景﹂(﹁関東学院女子短大総鍍﹂平ロ・
一七)は良心的な究明態度だが︑満田論文のため影が薄れた︒

他に大炊絶﹁﹃石狩川﹄の流域(下)￨現代文学の文体の追跡帥﹂
(﹁位置﹂?"・ニ O)は︑村山知義・久保栄等の﹁石狩川﹂の見方を検
討することによって︑この作の実質と可能性を明きらかにしようと
したすぐれた論︒﹁位置﹂には神谷忠孝﹁森山啓著作年譜﹂ハ一一﹀も
あった︒

伊藤獲・中島敦他伊藤整論では亀井秀雄の論が秀抜︒﹁伊藤整i
u・八きである︒﹁士宮﹂と﹁生
表現の思想﹂(﹃北海道駒沢大学研究紀要﹂ 2・

命﹂の観念を︑実作をも視野に入れながら︑克明に解明していった
この長大な論文は︑本多秋五の達成点をふまえて更に精微に攻め︑
﹁公衆﹂の像を量によってしかとらえなかったこと︑伝統の﹁カ﹂を
決定論的にとらえてしまったこと︑そのことによって個の自主性の

相対的過少評価におちいったことなどの結語にいたるまで︑伊藤の

崩しかねないのではないか︒﹁日本浪漫派研究﹂ (2・7)は読めなか

のアイナスを衝くモチーフのあやうい正当性︿その故のすぐれた論きを

った︒それら日本浪漫派再評価の気運への批判としての和泉あき

文学理論の構造を見事にとらえている︒﹁伊藤整￨少年と詩﹂(﹁位置﹂

る︒野坂幸弘﹁私小説論再検討の視点伊藤整の文学論の場合﹂︿﹁日
本近代文学﹂ 7‑u‑ 二)もあり︑伊藤整は最近活発に論じられている︒

的立場﹂には西田勝の﹁小林秀雄論﹂(一三もあり︑笠原伸夫への反
批判︒秋山駿﹁小林秀雄の戦後﹂︿﹁群像﹂日・こさは私の責任だがよ

ちは何の痛手もうけないだろうところにむずかしさ︑がある︒﹁文学

反動的政治性があるとする論︒正論だがこの批判では再評価論者た

a・
m
‑ 一三)﹁佐藤春夫のこと l中野重治と伊藤整付(﹁北方文芸﹂il‑‑
ニ)もすぐれた論文で︑亀井はたしかな研究文体をつかんだと見え

中島敦には佐々木充﹁﹃わが西遊記﹄の方法ーそのて﹃悟浄出世﹄

くわからなかった︒

m・
5 は︑保田の美学と政治
﹁日本浪漫派批判総括﹂(﹁文学的立場﹂ロ ‑
というきりはなしがたいものを切りはなそうとするところにいわば

諸キャラクターの本体探索﹂(ア芸大谷短高要﹂ 4・7・ニ七)と上回隆
章﹁中島敦論﹂(﹁新日本文学﹂ u・一三)があった︒前者は副題の通り作

H心象百景 H の指摘など︑日沼倫太郎の﹁津

軽﹂(喜での︑太宰における故郷の意味︑その他︑小笠原克の﹁斜
陽﹂(六﹀越智治雄﹁冬の花火﹂(六)小田島雄志﹁新ハムレット﹂(六﹀

いて﹂との文体の比較︑

太宰・坂口他太宰治には︑﹁国文学﹂が特集を編んだ︒作品論
を主体としたこの特集は︑平岡敏夫﹁富獄百景﹂(さの︑﹁富士に就

中にとりこまれた古典を探索した労作︒後者は彼の政治的︑社会的
関心︑植民地の住民と支配者との関係についての人間的関心と彼の
文学との関係を論じ︑新しい視点からの論としてすぐれている︒堀
辰雄については久保島保﹁﹃奈保子﹄の世界﹂(﹁片掬﹂??二﹀を
読んだに止まった︒
日本浪漫派・小林小笠原克﹁近代の超克試論﹂(﹁日本近代文学﹂ 7・

などすぐれた作品論が多く︑意義ある特集と思えた︒坂口安否に
は︑その初期を宗教憧僚と現実志向の矛盾︑宗教と文学の二律背反

ハ門口﹂(﹁小川高校職員研修諮﹂日・ロ・三巴︑があった︒織間作之助には︑一

日・=一﹀は杉山道助の大東亜戦争下の始発としての文とその終鷲と
しての岩上順一の文とが︑正反対の政治的立場にあpながら八瓜二
おける河上と林・亀井の差に見られる河上の文学性のプラス︑また
中村の戦中・戦後の独自な一貫性を論じてすぐれた論考︒しかし最

代記風のテl て説話体のスタイル︑大阪への密着など﹁土曜夫人﹂

の観点から把えようとした黒田征﹁坂口安吾の初期﹂(﹁国語国文研究﹂
5 ︑幼時よりの伝記的論述の栗原進﹁坂口安吾l発想の過程
ぉ
・ 9・

後の一句﹁情況論としても︑言語暴力の嵐にさらされたこのあわれ

までの展開を描いた矢島道弘﹁織田作之助論ーその方法と展開﹂
(﹁復刊大阪文学﹂ 5・6・さがあり︑矢島には他に﹁問中英光論ーその

つに似通っている﹀という問題意識に立ち︑﹁近代の超克﹂論議に

な H知的協力会議 μという歴史的事実に最低限度の意義を認めてお
くべきだろう﹂というのは気になった︒つまりこの一勾は︑情況論
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転向と堕落について﹂(﹁復刊大阪文学﹂ 9・2・=一﹀﹁石上玄一郎ノ lト
￨太宰との遜遁￨﹃自殺案内者﹄を中心として﹂ハ﹁新文学史﹂復刊 5・9・
一一﹀がある︒前者は結局その転向と堕落を﹁純粋無垢な一本気の﹂
﹁気弱な坊ちゃん的気質﹂に帰せしめているが︑こういう形の作家
論は論理的説得性をもちにくい︒
野間他宮内豊﹁自己執着の文学￨初期野間宏の問題﹂(﹁群像﹄ 9・
一五﹀は︑﹁自己絶対性の動き﹂が自己執着的マイナスを持つこと︑
あるいは作者と主人公との同一視をさそう作品構造などの問題点#﹄
指摘した好論文︒﹁青年の環﹂の中絶や﹁真空地帯﹂のリアリズム
への志向の意味など説得力があった︒木村幸雄﹁﹃暗い絵﹄論﹂(﹁タ
‑ 一さは金と性を人間の欲望の根底において一つのも
m
ロノス﹂日 ‑
のととらえ︑それに執し貫いてマルキシズムに立つ﹁自己完成﹂の
道を歩もうとする青年を描いていたのに︑宮本百合子も﹁近代文
学﹂派も十分その意義を汲めなかったという論︒正しい指摘だが今
少しの筆者の思考のダイナミックスがほしい︒アントニ lン・リl
マン﹁反戦文学の国際的性格￨﹃真空地帯﹄と﹃ここより永遠に﹄﹂
‑m・さもあった︒立岡章平﹁武田泰淳瞥見﹂ハ﹃クロノ
ハ﹁文学的立場﹂ u
3 は︑武田の作中女性の性的魅力を評価している︒
m・
お‑
﹂
ス

‑m‑ 一きは﹃黒
古林尚﹁井伏鱒二の﹃黒い雨﹄完﹂ハ﹁文学的立場﹂ u
い雨﹄の本格的評論で︑井伏本来の資質を生かす構想の﹁姪の結婚﹂
から人間の被爆体験を歴史化する﹃黒い雨﹄への発展を︑作品構造
の周密な分析でとらえ︑井伏が小市民的文学精神をすて︑八新しい
ドキユメンタリズム Vの獲得という困難の道に向ったとする論︒東

‑ 一るもすぐれた
郷克美﹁﹃黒い雨﹄感想﹂(早大高等学院﹁研究年誌﹂ u
感想だが︑古林の論には劣る︒浮橋康彦﹁佐多稲子﹃水﹄﹂︿﹁日本文学

7・二﹀は細部まで読み切ったすぐれた作品論︒小堀陽一郎﹁ωロ宮

9・日・=一)は︑現代小説の方法に触れた好論文︒その他私の目に触

rq についての考察￨井上光晴とジョン・チlパl﹂︿﹁関東学院大紀要﹂

れたものとしては﹁思想の科学﹂ハ旦が実存主義特集で︑埴谷雄高・
鮎川信夫・椎名麟三・福固定良・田中英光らが論じられている︒磯
u・一さが
田光一に﹁福田恒存論﹂(﹁文芸﹂日・一五)﹁平野謙論﹂(同上‑
EQ文学﹂ 9・こるは
あった︒座談会﹁作家と想像力﹂(小島・安岡・大
各作家の想像力の意味のちがいが面白く︑特に安岡の﹁思いやり﹂

ないしは自分にとって恐ろしいことをいうためのものだ︑など共感
した︒三人の最近作の相互評としても見逃せぬ︒小島信夫には﹁現
代と調刺文学﹂(﹁文学﹂ 8・さもあった︒

劇関係では︑越智治雄の仕事がある︒﹁明治期社会劇論の輪郭﹂
(﹁日本近代文学﹂ 7・
u・二Cは︑明治の社会劇論が問題劇論と重なり︑
イプセンの劇が社会問題としてだけに一面化してうけとられ︑また

メlテルリンクも社会劇作家に入れられたこと︑気分劇との区別の

あいまいさがあったことなどを指摘し楠山正雄の要望した舞台上の
写実主義・自然主義を徹底させなかった状況を明きらかにし︑大正
期の社会劇の出発を︑むしろ山本有三の﹁穴﹂の写実性に見ょうと
する論である︒﹁気分劇の位相﹂ハ﹁国語と国文学﹂ロ・一四)は大正三年前

後の気分劇の位相を究めたもの︒社会劇・気分劇の対立的類別の通
説を否定し︑両者の共通性の指摘の上で︑観念に押し流される社会
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人の心内に巣食う二つの対立し相泊するものの形象化﹂としての戯

山青果﹂(﹁東京大学撃事部人文科学科給要﹂ ・u・二八)は︑﹁真山青果その

味の大きさを説いている︒﹁﹃玄朴と長英﹄まで￨新派作者時代の真

劇に比して︑気分劇がより新しい方法で現実を獲得しようとした意

i
l
‑
‑
u
‑ 一一ニ)は︑小国切・
光太郎﹃道程﹄研究史考﹂(﹁関東短大紀要﹂ n

二﹁伊良子清白先生と私﹂(﹁悶文学﹂ 9・さがあった︒請川利夫﹁高村

m‑=3があり︑清自の回想としての楠井不
﹃邪宗門﹄︿﹁ピプリア﹂幻 ‑

い神話!宮沢賢治￨宮沢賢治作﹃札幌市﹄をめぐって﹂(立教大﹁日本
文
学
﹂m
‑u・ご一)は精密な批評・鑑賞︒大塚敬一ニ﹁一つの﹃雨ニモマ

切実なモチーフのない論である︒宮沢賢治では恩田逸夫﹁二つの潮
3 は︑詩篇﹁津軽海峡﹂の批評︑同﹁青
の交会点﹂(﹁明薬会誌﹂臼・ 5・

吉本・平岡・首藤と流れる研究史を明確に整理した論考だが同﹁高
村光太郎の戦争詩i モラル意識を中心に﹂(﹁国文学﹂ 9・さは自己の

曲という青果論では︑﹃第一人者﹄と﹃玄朴と長英﹄の差がとらえら
れないとの視点から︑その中聞に位する新派時代の戯曲を検討し︑観
念的社会劇から現実に根ざした性格劇への発展の道筋を明きらかに
した論︒以上の三論文は新しい大正劇史の形成を意図する重要な仕
事と見える︒他に読んだのは三篇のみで︑源高根﹁新演劇研究会経
u・ニ O﹀は︑﹁ギ
緯同l加藤道夫評伝的ノオト(﹁帝塚山短大研究年翌日‑

‑m‑ 一患を読んだ︒千葉宣一﹁﹃詩と詩論﹄
太郎詩論ω﹂(﹁位置﹂ B
u
とシユ￨ルレアリスムl受容状況を中心に﹂︹﹁日本近代文学﹂ 7・
一
・
七)は︑モダニズム文学がヨーロッパのアヴァンギヤルド芸術の影

ケズ﹄論付﹂(﹁日本文学﹂ 7・一四﹀は一行ずつの詩解釈︒一行ずつの解
釈と宮沢の生き方の対比はやや無骨︒朔太郎では田村圭司﹁萩原朔

響下に成立した事実から︑その影響関係を比較文学的視野から分析

解説ろがあった︒三好達治には朔太郎と比較して燕村句鑑賞の現実

原との違い︑立原に本質的には﹁告白﹂のなかったことなど注意を

口信夫の歴史感覚を持っていたこのグループの戦時下の姿を鮮やか
い夜の宴﹂(木下塑一)﹁追究﹂ 21タl・グアイス﹀﹁ベルナルダ・アルバ

にとらえた論文︒菅井幸雄﹁戯曲構造の論理﹂(﹁文学﹂ 8・二﹀は﹁白

する観点を持ち︑﹁詩と詩論﹂における受容状況を調査したもの︒

リシャ劇と能とを一つのパ l スペクティブで捉え︑アイスキユロス
や世阿弥にジロドウやアヌイと同じ親和感をいだき﹂その根底に折

の家﹂(ロルカ﹀﹁五人のモヨノ﹂(飯沢匡)の作品によって現代戯曲のア
クチュアルな問題を論じている︒やや論理が骨がらみだが︑一つの

以前の受容状況も調査している︒飛高隆夫﹁中原中也と立原道造￨
立原道造﹃別離﹄をめぐりながら﹂(﹁国語と国文学﹂叩・一一﹀は立原の

その前提として発動国フランスにおける成立事情や︑﹁詩と詩論﹂

問題提起︒田中単之﹁三好十郎論ω!知識人とは何か﹂(﹁日本文学法
要﹂ m・2・
一
五γもあった︒
詩時代順に並べる︒佐々木満子﹁明治初期の翻訳詩例(﹁学翌

志向(潜在的な現実への参加意志)の指摘のある北川佳枝﹁三好達

中原論の意味を考察したもの︒﹁対話﹂の意味のへルダlリンと立
日・一一﹀があり︑小野茂樹﹁蒲原有明の処女作﹁大慈悲﹂その背景
とモデル﹂(﹁国文学﹂ 7・四﹀は︑初期小説の主人公国島のモデルが金

ひいた︒資料として森公児﹁立原道造の手紙と遺稿詩﹂﹁(文学﹂日・六

色太造だということを述べたもの︒吉田弥寿夫﹁象徴詩集としての
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た︒前者は︑五味・楠本・松井・梅原の子規論を批判したもの︒明

快な批判は爽快というべきだが︑やはり自己の子規論を中心に据え
て論じてほしい︒後者は︑湖水の﹁子規子の死﹂の正当さと︑この

論︒激石から吸収したものの考察︒

文による不幸な結果を紹介している︒亀山勉﹁激石から子規へ￨俳
5 も子規
u・
句革新の一性格について﹂(熊本大学﹃国語国文学研究﹂ 3・

治l イメージに関する試論﹂(藤女子大﹁国文学雑誌﹂ 3・日・一一﹀があり︑
‑u・一一﹀もあった︒
水野隆憲伊藤静雄論﹂(﹁日本文学誌一笑﹂ω
戦後詩では清岡卓行に﹁文学﹂連載の﹁戦後詩の愛着﹂の 5 ・6
があり︑﹁富岡多恵子の詩﹂ (7 O﹀﹁石垣pんの詩﹂臼・一一﹀があ
・
一
り︑前者は︑反戦後的であることの意味︑抽象的な人間の価値への

薄井忠男﹁アララギ短歌形成の前提明治大正の転換期﹂(﹁日本文
学﹂ロ・一 O﹀は︑﹁近代的﹂な茂吉・赤彦と明治的精神に拠る左千夫

女性からの志向︑進歩的近代主義を是正する日本的庶民的活力への
の特異性とその意味を語っている︒山本捨三﹁山本太郎詩集﹃単独

方向などの特徴を語り︑後者は︑小説家から詩人へと動いた文学者

との対立を論じたもの︒茂吉・赤彦の文学の形成過程の問題であ

長塚節については田中昭二﹁長塚節のユーモア﹂(同志社女子大﹁研究

る︒やや通論的︒

u・さもあった︒
者の愛の唄﹄の数篇﹂(熊本女子大﹁国文研究﹂日 ‑
短歌・俳句﹁短歌﹂官・旦に﹁明治一 OO年短歌史﹂上下があ
り︑主題別で年表があり解説するスタイルの歴史特集︒中山周三
n・一八﹀
﹁北海道における移民歌壇の形成﹂露女子大﹃図文学雑誌﹂ 3・

ニ O)山根巴﹁いのち悲し﹂ 1 ﹁械の如く﹂のこころ﹂(﹁相
﹂m・2・
報
年
模女子大学起きお ‑
u・二C︑大戸三千枝に長塚節の初期の歌について

a と﹁国文学﹂2 ・5 にあった︒
‑
u

の紹介が﹁語文﹂ 8 ・

大河内昭爾﹁他力思想と近代文学l左千夫・甲之・磯多﹂(﹁日本近
u・一曹は近角常観との関係を論じ興味深かった︒中陪
代文学﹂ 7・
﹁与謝野鉄幹の短歌観伺﹂(同志社女子大﹁学術研究年報﹂ M・2・一一)もあ

は未開拓の分野の仕事で︑士族の集団移民の人々の作歌活動の実態
を︑仙台・会津・尾張の三藩について論述したもの︒小島吉雄﹁明
u・一一一)もあった︒
治和歌の一側面﹂(﹁愛媛国文研究﹂ロ ‑
石丸久﹁写生論序説￨芸術的認識の諸相における﹃写生﹄﹂(﹁日本
‑u‑ 一三﹀は︑象徴世界が虚と実の︑主観と客観の︑情と
近代文学﹂ 7

った︒

から︑ロマン的象徴文芸に対する写実的象徴文芸の日本の動きとし

る﹁硝子窓﹂から︑その憤怒が社会主義思想に裏打ちされた頃とい

生活の尊重日文学への悔蔑と生活状況への憤怒H自己愛惜の交錯す

啄木では今井泰子﹁啄木における歌の別れ﹂(﹁日本文学﹂ 8・ は
︑

a

知の︑等々の弁証法的棄揚に成る全一的有機的境地であるとの立場
て︑子規の主知︑左千夫の主情︑茂吉の象徴と流れを見る論︒﹁象

を定着させた論で見事に明快な論である︒﹁日本文学﹂ (8
﹀は短歌特

う思想展開をとらえ︑短歌制作の再開︑そこでの渇きゆく剃那の意
識・感覚・詠歎の定着それ自体が社会への痛烈な抗議であった意味

徴﹂の意味の追尋は私にはむずかしかったが︑考えて見れは当り前
のようなところもある︒
米国利昭に﹁子規のイメエジ﹂(﹁日本文学﹂ 8・一七﹂﹁宥尾澗水のこ
とl続子規のイメエジ﹂(﹁日本文学﹂ 9・さと子規関係の二論があっ

集で︑金子光晴・杉浦民平らの﹁私と短歌﹂なる短文の他︑横井源

があり︑やや否定的な文体論の現状批評であり︑その要請が強いの

七
﹀
文体論として磯貝英夫﹁文学研究と文体論﹂門﹁文学霊ご必・ 9・

M)

最後に︑書き落したものとして﹁国文学﹂ハ$特集﹁近代事件史

察である︒

繁男﹁近代小説文体の史的検討￨鏡花・藤村・秋声・武者小路を中
u・エ は因子分析法による文体史の考
心として﹂(﹁現代科学輪讃﹂ 1・

にも拘らず行きづまっている状況を説いてよく納得できる論︒高野

次郎﹁啄木以後﹂ハ七﹀岡井隆﹁自然詩の終喬￨短歌構造の本質に関
する一説﹂(さがあった︒韻律・用語の問題にしぼってその形式を
u・=ニ﹀︑また桂
論じた小林純子﹁石川啄木﹂露女子大﹁国文学雑誌﹂ 3・
孝二﹁啄木﹃短歌悲しき玩具説﹄について﹂(香川大﹁研究報告﹂幻・日・

O
γ もあった︒
ニ

と文壇﹂があった︒それぞれ大切なテ l マを扱っているが︑紅野敏

﹁短歌﹂七月号は窪田空穂特集で多くの論考が並んだが︑私には
青春時を扱かった大岡信﹁窪田空穂論序説﹂ハ一一)木俣修﹁処女歌

郎﹁足尾銅山鉱毒事件と文壇﹂(七 V古林尚﹁松川事件と広津和郎﹂

って頂きたい︒八了

V

色の文章であった︒﹁国文学﹂連載の﹁海外における日本近代文学
研究は面白いテ l マなのだからスペースも広げてもっと本格的にや

宅)が私には面白く︑石橋万喜夫﹁終戦時の受け止め方﹂宝)は異

集のあとさき﹂ハろが面白かった︒山根巴﹁茂吉が新古今に見出で
たもの﹂(﹁文学語学﹄必・ 9・ご一)深萱和男﹁死に給ふ母﹂︿﹁日本文学﹂ u・

た
︒
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マ書評ム
安川定男著

と今でも切実に反第せずにはいられない︒

せば小著は決して形を成さなかったのだ︑

山

同人雑誌﹁同時代﹂の充実ぶりについて

そういう私的事情もあり︑私は︑上記﹃有

﹃有島 武 郎 論 ﹄
は︑つとに定評がある︒現在までのところ︑

表ずみの関係論文を集大成された本書の刊
行を心からよろこぶとともに︑氏の多年の
先導者としてのお仕事に改めて称賛と感謝

で︑十七回連載して完結したものである︒

わらず︑有島ほどの問題作家にしてこれぞ

有島没後すでに半世紀に近い︒にもかか

の言葉をささげたいのである︒

その問︑実に十年間︑連載開始早々から有

氏や︑八日本リアリズム最後の作家Vとし

て有島の文学史的位置を広い視野において
的確に措定された本多秋五氏などの一連の

道標的論文が本書にも随所に役立てられて
いるのであるが︑やはり今日までの有島研

究における最大かつ最初の本格的研究の達

成者たる光栄の花束は︑安川定男氏に呈せ

られなければならぬと思う︒この大著の出

現によって︑ほかならぬ泉下の有島武郎も
臨張つた表情をやわらげて会心の笑みを浮

かべているにちがいない︒氏はこういう表

のせいでもあるのだ︒というのも︑有島の

現を好まれないだろうが︑実はそれは本書

性癖たる八牛歩 V的な生き方とアナロジー

の研究姿勢が本書の根本性格であるから
だ︒これは氏の﹁あとがき﹂からの連想で

のもその点にあった︒たとえ自明のことで

最適の正攻法で書かれているのだというこ
とを指摘しておきたい︒私が再三感銘した

はない︒本書が有島研究の方法として最良
らべて全くもって不可解なアンバランスで

あろうと決して手抜きをせず︑一歩一歩足

という単行研究書の現われなかったこと
は︑研究上の難題が幾重にも介在している

あったといわなければならない︒私は︑い

島研究の水準を急上昇させる画期的な労作

ま質量ともに文句なしの大著といえる本書

もとを確かめつつ峻峻に挑むベテランの登

証拠であるとはいえ︑他の作家の場合にく

を得て︑ようやく︑しかし一挙に溜飲の下

山家の姿勢︑といったらよいであろうか︒

として注目され︑私なども同誌が到着する

のものを学ばせていただいたか︑それは小

がった思いである︒もとより現に驚嘆すべ

る︒私どもが氏の研究業跡からいかに多く
著﹃有島武郎﹄(昭和 nu‑‑)を一瞥すれば明瞭
であって︑小著に引用させていただいた数

き詳密さで有島伝を書かれている瀬沼茂樹

氏は有島の作家以前の思想形成を綿密に

々の H安川説 Hは︑いわば拙著の貴重なカ
ナメ石なのであった︒氏の先行研究なかり

たびに飛びつく思いで愛読してきたのであ

安川氏の有島研究は﹁同時代﹂の第五号
(昭和平 7﹀から第二十一号(昭和 4・巴ま

誌の定評を決定づけた二大収穫であった︑
といってよかろうと思う︒

とりわけ橋川文三氏の﹃日本浪憂派批判序

夫

島武郎研究﹄と中央大﹁紀要﹂その他に発

昭

説﹄と安川定男氏の﹃有島武郎研究﹄が同

田
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跡づけられ︑その八基礎的考察Vの上に立

る︒氏は︑有島とともに︑有島の八牛歩 V

的文章によって有島の性情なり︿長男Vの
特殊性がよりよく確認されたはずである

った家庭環境や骨肉の人々をめぐって有島
生馬・里見弾・佐藤隆三各氏の自伝的回想

前者について例示すれば︑有島の生い育

の歩幅に合わせて思考される︒性急な独
断︑試し斬り的な異端の揚言︑そういった

し︑また八南方の血Vと︿北方の血Vの有
島における意識比重と氏がユングの理論を

H
安川説 μはほとんど見出し得ないのであ

はあるかも知れないが︑虚像化しそうな

ものとは氏は無縁である︒しかも自説強調
の時にありがちな論理の空隙や危ふげな観

適用して解析された有島のペルソナ(人格
仮面)との関連︑及びそれとの北欧近代文

って有島文学の審美的な価値と現代的意義
を追求されている︒まさに営々十年の到達

がたい秘境を踏査されたのである︒が︑し
かし︑本書は氏の到達点であると同時に新

測もなく︑さりとて資料操作にもっぱらと
い与のでもなく︑間然するところなき一糸

点というにふさわしく︑前例のない周密度
をもって有島の精神構造とその文学の測り

しい第一歩の出発点の里稜標でもあるよう
だ︒そんな心得が氏に八牛歩Vに徹する基

乱れぬ論理的布陣である︒ある人は引用が
やたらに多すぎるというかも知れぬ︒が︑
それは対象そのものをして問題の所在を語
らせるためであり︑氏の精確な対象認知と
問題解析の照明カは︑よく有島文学の八複
雑Vさと八謎Vの正体を照射しているので

ある︒私はほとんど全面的に安川氏の有島
武郎像に同じたいし︑時に若干の疑問や反
対意見を触発されても︑しばらくすると溶
解してしまうことが多かったのである︒そ
れこそウの目タカの目で精読したつもりで
も︑せいぜい注文をつけたいと思うこと
は︑氏の実証的裏付けの資料の多少の不足︑
対象照明の遠近法の時と場合の適否といっ
た点にとどまる︒

は︑主として有島の日記・書簡を精査して
精神史上の問題徴候をほとんど洩れなく指

はいえぬと恩われる︒第一部八作家前史V

てくる永野武三郎の﹃用無遺稿﹄のことな
ど︑いずれも必らずしも末梢的な事柄と

る)︑それと関連するクエーカーの祖たるジ
ョージ・フオックスのこと︑﹃半日﹄に出

門明治三十年代の資料に﹁学芸会雑誌﹂﹁北海教報﹂があ

る)︑有島・森本厚吉対新渡戸稲造のこと

こと門関係作品に患見掠﹁旅﹂大正9・
5 ﹃新潮﹂があ

の祖母︑山内静子と関係の深い島地黙雷の

体験の当初の一接点としての Hジャl マ
ン・クラス Hのこと︑あるいはその少し前

学摂取の問題などにも言及していただけれ
ばと思った︒さらにまた有島のキリスト教

本姿勢を固持させている理由であるらし
い︒もう少し具体的にいえば︑たとえば︑
有島の人と作品を論ず石場合でも︑先行文
献を相手取って批判する場合でも︑氏はま
ず相手の意図と論旨を冷静に理解しようと
つとめ︑縦横に入念に検討し︑しかる後に徐
に自説を誇々と展開されている︒﹃或る女﹄
後篇評価における本多秋五・笹淵友一説の
批判︑﹃星座﹄中絶をめぐる西山正一説・長
谷川泉説批判などがその例である︒そこで
提示された氏の反論には抗しがたい妥当性
と重味があり︑﹃或る女﹄にせよ﹃星座﹄に
せよ︑氏によって決定的に定位置を与えら
れたのだといってよい︒これは一例にすぎ
ないが︑後E︑氏が自説を補強されるとと
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径の巨細函となっているが︑客観的傍証資

摘し解明化した有島の苦脳にみちた思想訪

しては同感に傾いている︒最近︑私は有島

欠如しているとは思わぬけれども︑趣旨と

べての場合に作家追随的で︿他人の目Vが

ないか︑と指摘されている︒私はそれらす

おきたい一つの仮設視点である︒

早合点の独自にすぎないが︑矢印を付して

はあるまいか︒これは思いつき以上を出ぬ

ところで︑氏の遠近法云々のことで特に

い一面がある︒このことは氏の対象照明の

料が十二分に駆使されているとはいいがた

いる不吉感を書きつけ︑作家になってから

有島は自分の未来に暗い垂れ幕のかかって

他に﹁内村鑑三の文学観﹂︿﹁文学・翠ご第一描
号︑昭和ω・ぎがあるが︑内村鑑三の有島へ

じめて解明されたのである︒また︑氏には

チェックしておきたいのは︑有島と北村透

も自分の名前の悪しき徴候を指摘されて開

二律背反の普脳を明白にされたことも逸せ

の感化影響をたどることで文学と信仰との

日記を読み返して︑有島の意識の潜在的周

々︑友人︑作家や批評家︑あるいは読者な

き直ったさまが記されている︒有島におけ

られない本書の功績の一つである︒だが︑

遠近法とも無関係ではなく︑氏が有島の立

どの風評なり批判なりを多少とも媒介する

る暗い複雑混沌とした深層心理に人生の無

一脈絡として文学史的視野のもとに氏がは

ことをもって有島の人間像をより陰影深く

気味な空無感を見出してよいとすれば︑そ

﹃有島武郎研究﹄と銘打たれず﹃有島武郎

谷との思考の類似的傾向で︑明治精神史の

刻み上げることが可能でなかったとはいえ

のニヒリズムのかすかな予兆をも︑もっと

における氏の自負は第二部八作品論 V︑第

論﹄という書名を選ばれたからには︑本書

波ともいうべき不吉な宿命感を重視したい

ない︒氏の単一ではない︿同情 V的な姿勢

ないか︒その自己犠牲的な論理意識の底面

微細に点検してみなければならないのでは

誘惑を感じている︒札幌農学校生徒時代に

は︑以上のすべての立場に優先する理解度

にも︑︿相対界の悲哀Vにも︑ニヒリステ

態度は単一ではないにしても︑係累の人

をかち得ているとはいえ︑なおかつ第一部

ィックな心情を見究める必要がある︒有島

場を至近距離から︿同情 V的に考察される

において氏が特に︿他人の目V乃至八第三
者の目 Vを斥けられていることは否めま

はそういう人生の空無感を超えるもの︑拭

係Vなどには八他人の目 Vを確保してかか

るフアニ!なるアメリカ少女との有島の関

う一っつけ加えるとすれば︑有島のいわゆ

の女性テイルダと有島の長い聞の交渉︑も

性Vとの補完関係にあれほど固執したので

を求め︑性格の不如意感を解消させる八女

性として渇仰的に八本能的生活 V への同化

向を強め︑それと連係する︿人生の可能V

い去るもの︑癒すものとして少女偏愛の性

さにおいて無人の境を行くごとき感があ

いる点に特色があり︑その内面分析の細微

し︑本書の第一部は精神史に比重をかけて

描きつつある綜合体︿伝記 Vであるのに対

して有島の生活史・精神史を同時平行的に

だんに盛りこみ︑有島家の家系から説き起

瀬沼茂樹氏の有島伝は未発表資料をふん

三部八思想的側面 Vにこそあるであろう︒

の定山渓における自殺未遂事件や︑スイス

い︒管見に入った本多秋五氏の書評ハ﹁北海道
新聞﹂昭和必・ 1・
8 でも︿学生時代の有島

らなければ本当の姿が見えてこないのでは
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は︑有島の創作カ減退の主因が八人生の可

八人生の可能Vの理念とて主観的偏向を免

八肉の底なる霊Vの証しを認め︑八人生の

れていないから︑その理念と上記の疎外心

可能Vは必らずしも否定されておらぬと判

るのではないかという疑問を抱くのであ

る︒しかも︑第一部にも﹃或る女のグリン

る︒私は葉子の最後に見られる聖なる世界

情とは表裏をなすが︑しかもなお有島は理

プス﹄﹃お末の死﹄﹃宣言﹄﹃首途﹄﹃サムソ

で︑第一部と第二部との聞に氏が懸念され

への︿長い廻り道Vを意味深く思うので︑

念先行ハ﹁雑信一束﹄第四患の姿勢を保とうと
しているので︑﹃或る女﹄完成の時点では

アナーキズムの遠距離目標と現実との隔絶

ておられるほどの断層を感じないのであ

八定命Vの死にほかならない︒したがっ

彼女の死は八自滅Vの 死 で あ る と 同 時 に

の心境の推移は︑もっと拡大して再検討す

八人生の可能V絶望観は決定的なものでは
ないといわざるを得ない︒この時点の有島

能 Vの行き止まりの苦い実感にあったこと
はいうまでもないとして︑それに加えて︑

る︒作品論であるだけに︑第一部よりも熱を
帯びた筆致であるのは当然であるが︑氏は

て︑私は八人生の可能V否定説をいちがい
に否定していないので︑そのことは拙著の

る必要があると思う︒なお︑﹃或る女﹄後篇

断したのである︒︿肉の底なる霊Vと八人

第三部の八思想的側面Vの諸論考において

序章で判定できるはずである︒葉子と作

について︑有島が葉子のイメージに松井須

生の可能Vとを結びつける考え方にも問題

作品論の一円 ︑﹃或る女﹄論には私への

者︑有島を同一視してもよいが︑﹃或る女﹄

磨子を想起していたにちがいないという推

ンとデリラ﹄その他の作品論が含まれてお

反論がある︒この機会に拙著の舌足らずを

広告文も﹃惜みなく愛は奪ふ﹄も︑ともに

定と︑特にこの作品のリアリズムの性格に

挙げなければならぬからである︒ただし

いささか補っておきたい︒いま最小限締約

﹃或る女﹄成稿後に書かれたものであり︑

感や﹁大なる健全性﹂の無効化意識などを

していえば︑氏は野島秀勝氏の説に同じら

理念としての八人生の可能Vはそこで否定

︿悪魔の限Vを洞察されたことは︑俗にい

はり一種の点簡の所在を無視したことにな

れて︑要するに有島は﹃或る女﹄の葉子の

されておらず︑有島は充分に葉子に対して

である︒後者は﹃石にひしがれた雑草﹄か

えば鬼の首をとったといってよい氏の卓見

があるが︑その点を捨象した葉子像は︑や

自滅過程に八本能的生活の虚妄V乃至︿内

批判的であり得ている︒むろん︑点簡の所

り︑第二部の八予備的考察l有 島 の 文 学
観Vを前置きしたこつの作品論も有島の内

部腐蝕Vを見てしまい︑﹃或る女﹄広告文

在といったところで︑時すでに遅く︑葉子

面生活との相関において展開されているの

の八人生の可能Vは否定され︑そのことが

の末路の悲惨を逆説的に際立たせているて

らの視点移行ながら︑定説の座を先取する

J

も精神史的記述の配慮を欠いてはいない︒

のが氏の考え方であった︒対するに私は︑

有島の創作カ減退の原因となった︑という

ものだといえる︒さらにまた︑第三部にお

いて﹃或る女﹄成立の母胎たる﹃惜みなく

いのものであるが︑しかし︑そういう解釈
で問題が片付くとは恩われない︒というの
こし︑古藤をして呼ぴにやらせた心情に

死の床に苦しむ葉子が牧師の内田を思い起
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愛は奪ふ﹄とベルグソンの﹃時間と自由﹄

言に対する不信の声を聞きとっているの

の恐怖感を度外視した知識人の無責任な発

島の自己不信のみならず絶対主義天皇制へ

ふれたのみで紙憶が尽きた︒とにかく︑本

以上︑安川定男氏の大著の一部の問題に

関されたのである︒

点を明白にされ︑へルベルト・マルクlゼ

も舷しいばかりに光りかがやいている︒

書は実に堂々たる 記念碑であり︑どの壁面

究会の編による﹃郷土作家研究﹄をも発行

4

だ︒昭和の思想史に橋渡しする観点であ
4

弘前大学の小山内時雄の責任編集によっ

しており︑小山内時雄・藤田龍雄編の﹃秋

﹃福士幸次郎著作集﹄全二巻

小山内時雄責任編集

マ紹介ム

り︑俄然 H絶望の宣昔一万の二 息一の位相が切

﹃創造的進化﹄とを対比して共通点・相具

の思想の悲劇的帰趨を究明されたことは︑

やロレンスの理論を媒介して有島の︿愛 V
前人未踏の験峻の頂上を極めた本書の圧巻
である︒梓尾の﹁宣言一つ﹂論では︑サル
トルの知識人論に依拠して有島の思想的進
退問題の今日的意義を追及されているが︑

て﹃福士幸次郎著作集﹄上・下ニ巻が青森

方出版としてはきわめて特色ある実績を示

方法的に疑問が残った︒ユングとかマルク

県弘前市品川町の津軽書房から刊行された
一Y 一日発行)︒六百部限定である o
一
年
一
一
十
四
和
昭
(

しているとみられるところである︒

これは福士幸次郎特集としてすでに一つの

裁の﹃北(KITA)﹄創刊号が出ており︑

そのほか︑﹁蒐集したおよそ三百余編のう

和十七年)︑﹃郷土と観念﹄白ぎからの抄録︑

と︑評論・研究・感想類は﹃原日本考﹄(昭

れまで蒐め得た作品すべてを網羅した﹂こ

﹃展望﹄(同九年)に収載のものをはじめ︑﹁こ

ついて︑詩は詩集﹃太陽の子﹄(大正三年)︑

その雑誌﹃北﹄でも︑この﹃著作集﹄に

田雨雀詩集﹄などもここから出ている︒地

A 5判︑堅牢な造本で本文は8︑ないし 9

lゼの有効な理論を援用されるのとはちが
い︑サルトルの場合には彼をとりまく社会
論すれば︑サルトルと有島とは時代的に差
替え不可能だからである︒有島と同時代人

ポ二段組︑上・下巻それぞれ五百ページを

的思想的状況を視野におくべきであり︑極

の知識人論を検討することの方が先決であ

超える大冊である︒

トル援用そのことは認めねばならないが︑

にも﹁郷土の生んだ﹂詩人としての福士が

文献であるといった印象をもったが︑そこ

いわれていたが︑まさしく特異な詩人の

ちから﹂︑あわせて七十余編を選んだ旨が

て今日の問題たることを失わぬから︑サル
応用批評にとどまることも止むを得ない︒
むしろ私は︑この問題に関するかぎり栗原

内が長らく肝いってきた青森県郷土作家研

強調されていた︒津軽書房はこれまた小山

さきに出版もと津軽書一房一からP R雑誌体

り正攻法であろう︒有島の問題は依然とし

栗原氏は﹁宣言一つ﹂の影の戸として︑有

幸夫氏の﹁ある知識人論の周辺﹂(﹁本の話﹂第
斜号︑昭和必・ 6﹀をチェックしておきたい︒
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作年月日が︑評論の場合は発表年月と掲載
誌名がそれぞれいちいちに附されている︒

にゆきわたっている方針で︑詩の場合は制

配列︑収録されている︒編年体は編集全般

ら同十一年までの三十八編が発表年代順に

後者には大正二年︿福土︑数えどし二十五歳﹀か

上巻は﹁詩﹂︑および﹁評論I﹂として︑

かえって編集も骨がおれるかもしれない︒

うした﹁慎重﹂︑親切な﹃著作集﹄のほうが

作集﹄である︒なまじな﹃全集﹄よりは︑こ

づいた編集態度がうかがわれる貴重な﹃著

﹁全貌を烏敵しうるよう﹂な﹁配慮﹂にもと

などに収めた研究的論考も採られている
が︑なかでもこの﹁評論﹂編を通じて︑﹁自

の﹁評論E﹂には古代日本における鉄文化
の遺跡を踏査した報告である﹃原日本考﹄

上巻の﹁I﹂をそのままに受け継ぐ下巻

もむいた経過をさながらに伝える直接資料
にほかならない︒この集成は貴重である︒

義を唱え︑やがて伝統主義︑地方主義にお

太陽の子の詩人福士の︑その後︑反社会主

つかに分けても考えられようが︑つまりは

占めているのである︒これらは大きく詩
論︑その他の評論︑感想︑研究など︑いく

部分以ページ数でも全体め五分の回以上を

れるのはむしろ﹁評論﹂だろう︒またこの

この﹃著作集﹄には山田正一一・紅野敏郎

吉田精一︑古川清彦らが福士に関して執
筆しているはさみこみも興味ぷかいが︑そ
こに小山内が‑記しているところによれば︑

時雄編の﹁秋田雨雀年譜﹂が未来社刊﹃秋

来は別記するべきことではあるが︑小山内

も附されている︒なお︑年譜といえば︑本

は詳細な年譜︑それに﹁参考関係文献目録﹂

具体的にたどれることは編集の効果であ

関心︑批判がようやくつのってくる軌跡が

ねて小山内をはじめとする郷土作家研究会
8
内外の関係者の労を多としたい︒ (M・

力が加味されたことをも留意したい︒かさ

な形で果たされたことも特筆にあたいしょ
うが︑同時にこの種の企てに東京からの協

が︑その郷土において︑このように画期的

いそえたい︒

収められていた︒これまた郷土作家に対す
る関心から発したところとみて︑ここに言

田雨雀日記﹄第五巻にいっそう詳細な形で

り︑成功とみるべきだろう︒下巻の巻末に

﹁詩﹂の部分は明治四十二年から昭和三
年までのものであるが︑そのほとんどはお

分の詩に就いての考へは随分違ふ﹂ことを

のずから大正八年︑﹁ほぼその活動を終っ
た﹂時期までの詩である︒巻末に附した

ら︑東京在住の研究者からの協力もあった
らしい︒その終わりにちかく郷土主義とも
いうべき地点におもむいた詩人の資料集成
︿大正八年)︑﹁音律論﹂(同九ぎを経て︑それら

に着想し(同年﹃詩に就て控芭﹀︑﹁リズム論の新
提議l￨内容律と外形律とに就いて￨￨﹂

自覚した﹁詩に就て雑感﹂(大正二年﹀にはじ
まって︑おいおい﹁日本人としてのリズム﹂

﹁詩作品年表稿﹂によれば︑ここに収めた
百二十六編の詩について︑その初発表誌・
収載詩集・制作場所なども一覧できて︑は
なはだ便宜である︒別の﹁解題﹂にも詩集

の結論ともいうべき﹁日本音数律論﹂︿昭和
五ぎに至る詩論の行程が明確にあとづけ

書誌があり︑改題︑その他の異同なども挙
げられており︑上・下巻を通じて︑この

られること︑そして︑その聞にトルストイ︑
有島武郎︑大杉栄︑プロレタリア文学への

﹁解題﹂編はなかなか整っている︒
しかし︑今回のこの﹃著作集﹄で珍重さ
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