茂

士口

の
魅

力

根

巴

塚節を見る根に二通りあり︑一は固有名詞長塚節を名のると乙ろの一一憾の

のなかで︑子短と節との関係を乙のよう陀とらえている)︒正問子規が長

私は︑伊藤左千夫のことば﹁理想的愛子﹂を思い出す(﹁正隠子規君﹂

もある︒斎藤茂吉の乙とを考える︑どのように考えるかというメト lデの

は︑当面の課題たる斎藤茂吉研究が私の文学研究であり︑また私の学問で

一つの文学研究を成すととには人それぞれの立場があろう︒私において

りつしていた内心の声でもあった︒

の﹁言っておかねばならない﹂言説なのであって︑かねて胸底を往きつ一戻

かったのである︒すなわち︑ありきたりの人物論や作家論とは違うと ζろ

私としては︑初心に還る思いで乙のスタートに立ってみなければならな

べく余儀なくされていることを思うからである︒

このような発言をしたく伝るのも︑標題に掲げた論題で一篇の仮設を成す

私は幸か不幸か茂吉の直弟子では伝い︒幸ともとれるし不幸ともとれる︒

りょうを模型のごとく設定する ζとができるかもしれない︒

ζとがあったとすれば︑文学における人間関係・人間評価・人間趨鬼のあ

現実と観念をわけで考え︑その二つ伝がらに惹かれ︑影響を受けるという

ζ乙に斎藤茂吉のお弟子があって︑茂吉に担割姥しながら同様の二面を見︑

とは言えないように思われる︒

必ずしも現実と理想にわけで考える ζとをしたかどうか︑はっきりしたこ

子であった︒節や左千失のほうで子規をどのように見たかはわからない︒

山

問題がそ ζにある︒つづく第三の問題として︑それを成すのは私であると

者となっているらしい︒

斎藤茂吉その人は︑一個の個人であるとともに︑また一個の普遍的人格

か慣れてしまったようである︒

うと︑抽象界へ昇華したパーソナリティとして受けとることにいつの間に

き︑捕捉しがたい複雑さを否定できないのである︒奇妙に蝶々しいかと思

い場合もあって︑いわゆる人間味なるものを茂吉において見ょうとすると

魅力を感ずるし︑ときにはまた堪えられぬほどの異質惑を抱かざるを得な

こういう私の心懐をふり返ってみても︑ときにはふるいつきたいほどの

うやら定位置を与えられてきたようである︒

つもの色分けが︑茂吉その人の客観的評価となって︑その文学的価値もど

好悪の感情を人々に色濃く与えるところがゐった︒好きと嫌いとの閣の幾

人間茂吉にはいろいろの面があって︑製誉褒陵というので往くむしろ︑

間

弟子であり︑一は観念の中で患い織いた︑あるべきハありたき﹀姿のお弟
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人

いう乙と︑逆な言い方をすれば︑私がどういう方法で茂吉を考えるかとい
う乙とを一瞬といえども忘れてはならないのであった乙とをあらためて思
いお ζし︑人間山根が人筒斎藤に相対するその対し方を再認識する必要が
あると思うのである︒

私としてはまず︑過去の人である斎藤茂吉とのそもそもの出会いから考
えなければなるまい︒もしも茂吉の歌にそれほどのことがなかったり︑伎
の万葉研究の中に大したものがなかったという乙とであるならば︑さした
る魅力を感じなかったであろう︒
私はやはり︑歌人であり万葉学者である︑言いかえれば万葉的近代歌人

ハ巻三・二六四柿本人磨)

もののふの八十うぢ向の網代木にいさよふ波のゆくへ知らずも

であった点に惹かれたのであった︒

(前略)

乙の哀韻は︑近江田都を過ぎた心境の余波だらうとも説かれてゐる︒

平俗な理論で始末すべきものではない︒

乙れは杏定出来泣い︒なほ乙の哀鎮は支那文学の影響︑或は仏教観相

の影響だらうとも云はれてゐる︒人磨ぐらゐな力量を有つ者になれば︑

その発達史も複雑で︑支那文学も仏教も融けきってゐるとも解釈出来

るが︑乙の歌の出来た時の人磨の態度は︑自然への銭入・随順であっ

ただけである︒その関係を抽出後混同して彼此云ったところで︑所詮戯

論に終はるので︑理窟は幾何精しいゃうでも︑乙の歌から遊離した上

の空の言辞といふ乙とになるのである︒或入は乙の歌を空車を歌とし

て軽蔑するが︑自分はやはり人磨一代の傑作の一つとして尊敬するも

のである︒(全集第三十六巻所収﹁万葉秀歌﹂)

およそ常凡の鑑賞者が言い得ない乙とを率直に吐露し︑説得力のすばら

しさは︑いま読みなおしてみても類を絶していると言ってもいい︒直観と

推理と︑情操と気塊と︑弁証法的な強弁はかしろなめらかな独特の論理を

っていた証拠も見られるようで︑その作歌魂と批評家精神とが乙の上もな

若かった私の心を惹きつけた数々の名歌が︑その由来と根拠を確実にも

展開しているようにさえ思われる︒

く尊く思えた乙とを言わねばならぬ︒

乙の歌も︑﹃あまざかる夷の長道ゆ﹄の歌のやうに︑直線的に伸々
とした調べのものである︒乙の歎の上の句は序詞で︑現代歌人の作歌

なげかへばものみな暗しひんがしに出づる星さへあかからなくに

態度から行けば︑寧ろ鑑賞の邪魔をするのだが︑五口等はそれを邪魔と
感ぜずに︑一首全体の声調的効果として受納れねばならぬ︒さうすれ

愁ひつつ去にし子ゆゑに藤のはな揺る光さへ悲しきものを

(間前)

(
大2 ﹁おひろ﹂)

死に近き母に添寝のしんしんと遠回のかはづ天に関ゆる

ば豊潤で太い朗かな調べのうちに︑同時に切実峻厳︑且つ無限の哀績
を感得する乙とが出来る︒乙の哀韻は︑﹃いさよふ波の行万知らずも﹄

のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて足乳根の母は死にたまふなり(間前)

ハ問﹁死にたまふ母﹂﹀

に ζもってゐる乙とを知る芯ら︑上の句の形式的に過ぎない序詞は︑
この限り無き哀韻は︑幾度も吟請してはじめて心陀伝はり来るもので︑

却って下の句の効果を助長せしめたと解釈する乙とも出来るのである︒

4
予
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星のゐる夜ぞらのもとに赤々とははそはの母は燃えゆきにけり
(
大2 ﹁死にたまふ母﹂)
たたかひは上海に起り居たりけり鳳仙花紅く散りゐたりけり
(同﹁七月二十三日﹂)
あかあかと一本の道とほりたりたまきはる我が命なりけり
(同﹁・一本道﹂)
草づたふ朝の蛍よみじかかるわれのいのちを死なしむぽゆめ
︿
大 3 ﹁朝の蛍﹂)
ゆふされば大根の葉にふる時雨いたく寂しく降りにけるかも
(同﹁時雨﹂﹀
ひきかたのしぐれふりくる空さびし土に下りたちて務は時くも
(間前﹀

であった︒

小説芯るジャンルを評価する点において︑いささかも人後に落つるもの

でない ζとを自覚しつつ︑如上の乙とを真実に患ったのである︒そして︑

その思いはいまも変りがない︒私は茂吉の歌人的素質の中に︑素質として

生みつけられていた万葉ぷりの向ものかを内包していた乙とを信じ伝いわ

けにはいかない︒で往ければとうてい︑右にあげたような代表作の一つ一

つに息づいている︑同個性的にしてかつ没個性的︑近代的にしてかつ古代的

な色調と音調とを理解する乙とができないであろう︒

ある意味では︑じつに針金のごとく線が細いし︑そしてまたやさしいの

である︒それでいて同時的に太く逗しいところは︑他に匹敵する人があろ
うとは思えなU︒

ゐえて言うならば︑その師左千夫や節よりも︑ましてや子規よりも︑そ

の他与謝野鉄幹・北原白秋等々よりももっと新しく近代的で︑しかも同時

に古く古代的であったと言いたいのである︒不思議芯調和を保った乙の不

協和音については︑いま少し彼の人間論に説︑き及んだ後で触れるところが

当時文壇の鬼才芥川竜之介ならずとも︑文学の人生的意味を考える人な
らば︑また︑文学が人生そのものである ζとを直観しうる人ならば︑大正

けにとどめて︑数多くの人磨的発想の歌ゃ︑人磨をのり乙えた古謁の制作

乙乙にはただ︑彼が精力的に書きあげた﹁鳴山考﹂一篇を思いおこすだ

なければなるまい︒

それは千万言を費やすよりも︑形の短小さがかえって偉大である乙との証

と歌誇りを一々とりあげてする乙とは省略に付すことにしよう︒

てかくのととき象徴性を形成し得たことに陸自しないわけにはゆくまい︒

初年のあの時期において︑かくのごとき密度︑かくのごとき高貴性︑そし

左ともなり︑おそらく永久にくつがえる ζとのない評価ができあがったと

折々に彼が成した連作は︑一愛読者私の胸中にあって︑漉過され撰摂さ

私は言いたいのである︒

理解力で再編成するしかないのだが︑穫の髄から天空を覗き見るように︑

違うのか︑あるいは世界が違うのか︑というよりもむしろそれは私なりの

不思議な精力であった︒混沌・雄湾・森厳・幽遠・鰻秒︑その他あらゆる

洞窟であり︑ 小さな生命などはたちまち吸い ζんでしまいかねないような︑

次に私が茂吉の中に見出でた偉大なるものは︑彼の中にある深淵であり︑

れ再編成されて︑別趣の連作となることさえ許されるらしかった︒次元が

そのためにかえって光揮をも漂わせて︑格段の価値あるものとして映るの
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デモーニッシュなものへの関根が︑日本の文学にいままでになかった大

無気味なものが魅惑的に惹きつけて離さない︒

μかかV P︒予には︑写実主義・自然主義・表現主義・理想主義・象

︒︒︒︒︒︒
語を出きなくとも好いと難ずる人がゐるかも知れない︒それはその通
︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒
00000000
げで︑写生の嫌な人は写生を云はなくもいい︑ただ予には写生は極め
︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒ u︒︒︒︒︒︒︒︒︒
て切実なのであって︑予は予の芸術の根本義を此の写生におかうとい

徴主義・未来派・内心要素の原理云々では︑切実に響いて来ないとい

事なものを与えた乙とを考慮に入れるとき︑どのような形容の乙とばを費
やしてでも︑文学の近代化をもたらした文学者の功績に脱帽しない人はあ

ふのである︒︿全集第十四巻所収﹁短歌に於ける写生の説﹂)

るまいと思うが︑その︑数多くあったとは恩えない真の文学者の中に︑わ
が斎藤茂吉がいたことについては︑彼の中の西洋と東洋との関係︑文化科
学と自然科学との関係などに関する精織な調査をした上で︑結論的な言い

瞥してみることにしよう︒
︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒
333000υ
実相に観入して自然・自己一元の生を写す︒これが短歌上の写生で

乙こには︑彼が情熱をこめて説きつづけた写生論1 1実相観入の論を一

面的な対抗意識をもってした論調ではあるまい︒藤村のためにも花袋のた

島崎藤村民対し︑平面描写を主援した田山花袋に対し︑茂吉といえども表

生﹂の﹁生﹂は﹁生命﹂の﹁生﹂であるというとき︑心ある人は誰しも︑

一貫して彼の論は︑創作にもあらわれ︑評論にもあらわれている︒﹁写

vuvo 乙乙の実相は︑西洋語で云へば︑例へば色SFSZぐらいに取

めにも︑その他もろもろの客観主義者たちのためにも︑そしてまた当人の

方をしなければなるまい︒

ればいい︒現実の相伝どと砕いて云ってもいい︒自然はロダンなどが

茂吉たちのためにも︑そのことは言っておく必要があろう︒

限定して置く必要を感ずる︒ここに用ひる自然は人生と対立せしめた

うち出したという乙とは︑深くほり下げた拠点と論法とを自信をもって世

その彼が︑あえて︑実椙観入などという観念論ともいえそうなテ iゼを

ども思わなかったであろう︒

ちが︑また評論家たちが︑平俗に単純に受けとっていたとは︑茂吉といえ

近代文学におけるリアリズムの深い意味を︑多くの韻文・散文の作家た

彼の言わんとする真義を理解するにちがいない︒スケッチをス骨ディした

生涯遜ってそして力強く云ったあの意味でもいい︒乙の自然の大体の

意味の︑或ほ精神・文化などに対立せしめた意味の哲学的用語ではな
・︒︒︒︒︒︒︒
ぃ︒むしろ生と同義にさへ解せらる所の和則前材開似人生自然全体を

に伝えたい︑彼の意識した世のわからず屋どもにわからせようとして︑だ

意味を味ふのに和辻氏の文章が有益である︒﹃私はこ乙で自然の語を

m
世炉かれrがかか o 山川和初時日税制山間持品川吋M械
智貯いか︑幹がかかbrv

まっておれなかったのであろう︒

になった︒今年は昨年の紀元二千六百年を了って︑第一年として踏出

また新年号がまはって来て︑一区切として新しく事をはじめること

i

それは五口々の感覚に訴へる総ての要素を含むと共に︑またその奥に活
意味の自然もそれでいい︒﹁生﹂は造花不窮の生気︑天地万物生々の

さうといふ意気込であるからして︑乙の夜話でも伺か大切な乙とを伝

⁝

躍してゐる生そのものをも含んでゐる﹄かう和辻氏は云ふ︒予の謂ふ

﹁生﹂で﹁いのち﹂の義である︒﹁写﹂の字は東洋画論では細微の点

へたいとおもってゐる︒

にまでわたって論じてゐるが︑乙乙では表現もしくは実現位でいい︒
是は芸術の一般論に過ぎない︑さうしたら︑何も写生といふ特別の
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ことだらうとおもふが︑しかしそれは大きな迷蒙であるから︑年のは

は聞き飽きた︒もはや陳腐で駄目だなどとおもふ会員諸氏も必ず居る

といふ乙とは︑自分は幾たびも会員諸氏に話したから︑もうそんな話

生トイフコトハ︑生ヲ写スコトデアル︑生ハ即チげ伊伊ノ義デアル﹄

﹃
写

る乙とをやめなかった︒

しては天詠を加える必要があると思ったのであろう︑語気鋭く論駁を加え

いやしくも彼の本質に対し異義をさしはさみ︑榔織的警一口説を弄する者に対

た︒自分は我慢ができても本質がそれを許さないと思ったのであろうか︒

ていた︒表面にぎらついている小波や私語が邪魔になってしかたがなかっ

彼の眼にはただ本質だけが見えていた︒心の限にそれははっきりと見え

大切な乙とといふのは︑やはり﹃写生﹄といふ ζとであって︑

じめに︑腹を極めようといふのならば︑先づその迷蒙を棄でなければ

正岡子規先生が述懐せられたやうに︑﹃十七字だと思うて馬鹿にし

が行手に影さす者は︑梢であろうと草の葉であろうと︑打ち払うのに彼は

魂をうけいれる ζとにおいて︑彼はやぶさかでは伝かった︒と同時に︑わ

その本心に沿いうる者であれば︑その方向さえあれば︑伸びてゆく若い

てをった俳句も︑なかなか我等の力には及ばんといふ事がわかつて来

またやぶさかではなかった︒野兎に一撃を加える獅子のごとく︑どんな場

ならない︒

た﹄といふととく︑短歌のやうな小さい文芸でも︑いよいよ実作に従

合にも彼の語気はすばらしかった︒

例えば次にあげる記録は︑茂吉の中にある陽極と陰極︑天国と地獄︑と

るニイチェの思想などが顧みられる必要があろう︒

獅子を出し︑また語気の乙とに触れたが︑かのドイツ観念哲学の雄であ

って見ると︑奥には奥があって︑なかなか思ふやうに行かぬといふ ζ
とを経験する︒そのとき︑其処でへたばってしまふもの︑或は短歌な

外であるが︑少しでも短歌といふものに執著して︑実作をつづけて行

いうよりも︑やはりあらみたま・にぎみだまの栢克のすがたと見るべきか

どはつまらんといって空嚇いてしま一ふもの︑さういふ種類の人々は論

かうといふ人々なら︑必ず煩悶の時に逢著するに相違ないのである︒

もしれない︒
(前略﹀

マンネリズムを自覚して︑そこから何とか新しく動き出さうといふ人
々ならば︑必ずさういふ煩悶の状態を幾度も繰返すに相違ない︒

﹃暁紅﹄の中で︑はじめて︑これを見たとき︑なんとも不審な思いを

山なかに心かなしみてわが落す涙を設むる獅子さへもなし

昭和十一年︑箱根強羅の別荘での作に︑こん作悼のがある︒

生﹄といふ乙との覚悟であり︑またその実行である︒乙の事は幾らう

会せられた記憶がある︒どうやら︑ツァトヲストラだな︑という乙と

そのときに当って︑最も容易に煩悶を救抜して呉れるものは︑﹃写
るさがられでも繰返していふつもりである︒行詰まったときの非力を

はわかった︒だが︑そのさきがわからない︒箱根山中で︑どんなに心

かなしんだとて︑ ζ乙へ︑ッァト Pストラの獅子を引っぱり出すのは︑

救ってくれるものは︑じっと堪へてこたび実椙に見入り聴入りそして
(全集第十三巻所収﹁童馬山房夜話﹂ m ﹃写生﹄︿昭和十六年一月号

なんとも解せない︒茂吉が︑むかしからニ i チェ花関心を寄せている

観相するよりほかに途は無い︒(後略﹀
﹁アララギ﹂収載V傍線山根)

乙とは︑僕也知っていた︒乙のときも︑ニ lチェの何か一冊携えて行
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あろうものが︑﹁わが落す涙﹂を歌うにしては︑いかにも仰山で空疎

ひょうきんな作がある︒乙れもそれかと思ってみたものの︑茂吉とも

っただろうぐらいの見当はついた︒茂吉には︑ときたま︑即興的で︑

本の詩歌﹂ 8 ﹃斎藤茂吉﹄に収められた︑白井吉見氏の解説﹁詩人の肖像﹂

鑑賞はおろか︑一首の意さえ判然としない乙とになる︒ハ中央公論社﹁日

か︒乙うなると︑私生活の伏せられた女人関係を洗いたてない乙とには︑

﹁諦念で誘念で諦念﹂の相聞であるとは︑知るべくも伝い︒だれが知ろう

乙乙に至って私は︑人間茂吉の根底に到り着乙うとしていて︑その乙と

より引用﹀

にすぎる︒ニlチェも知らぬ歌人どもをおどかしてやれという青年客
気では︑まさかあるまい︒ハ中略)
茂吉没後十二年︑茂吉の秘め隠していた︑三十近くも年令のちがう
愛人永井ふさ子が︑突如として︑﹁小説中央公論﹂に︑茂吉の﹁愛の
書簡﹂を発表した︒八十通という量にも驚いたが︑内容に至つては︑

自体に向の不合理も不思議も感じなくなっていることに気がつく︒茂吉の

さらに驚かされた︒昭和十一年七月二十五日付のに︑乙うある︒

O拝啓二十四日午後四時消印のお手紙いただきました︒ O御手紙は

って︑人間茂吉の本一般へ熱り着こうとしているようである︒

持っている歌人的な相貌・学者的な素養︑乙の二つの門をくぐる乙とによ

もちろんその申の本尊は︑まだ私ごときにはよく見えないけれども︑少

いうちから鯛が群鳴します︒そのころ起きて机に向いますが苦然と

鈴木様の名にして下さい︒山口君でも来ると知れまずからO朝くら

しています︒また夜︑入浴して麗の林中を見ます︒そうすると恋し

の心をもって仰ぎ見る姿勢にいつの間にか往っている私であった︒

その私の耳に聞えるものは︑相も変らぬ彼の油っこいエネルギッシュな

なくとも神や仏とも違うと乙ろの人簡の持つ偉大きを︑こよなきあこがれ

言説であり︑同じ乙とを繰り返しても飽︑さることを知らない言語的行動力

い人のかおが初練としてあらわれます︒乙れが現実なら飛びつくで
う︒ツァラツストラの洞窟の中で落す涙をば伴の獅子が抵めてくれ

のたくましさが︑また新しい魅力をもって鳴りひぴいてくるように恩われ

しょう︒この悲しみをのぞくには恋人を憎まねばならないのでしょ

みてわがおとす涙を抵むる獅子さへも作惜しO 乙の夏の大体の御計画

ます︑私の場合はその獅子もいぬではありませんか︑山中に心悲し

てくるのである︒

私の立場で見直して見なければならないと思う︒

例えば左藤春夫をして言わしめた︑彼の中にある矛盾的なものを︑私は

おしらせねがいますO香雲荘へのおたよりも︑そろそろ止めねばな
りませぬか︑恋しい憎い悲しいめちゃくちゃです︒ O諦念で諦念で

我等が茂吉は都会人のやうな田舎者︑もしくは田舎者のやうな都会

諦念です︒中央公論と短歌研究の歌作ろうとしています︒獅子の歌

人であった︒また結局それと同じやうな事を意味するのかも知れない

人のやう伝気がした︒もっとずばりと云ってしまふなら︑彼は思ひき

が︑彼は自分には古代人のやうな近代人︑もしくは甚だ近代的な古代

は誰にも分らず︑出してもいいでしょう︒︒御自愛ねがいますO箱

﹁恋しい憎い悲しいめち宇めちゃ﹂の︑

根に来るまえ手紙二つ︒箱根から一昨日一つ︒きょうハガキ一つと
この手紙です︒乞焼却
ツァラトヲスト矛の獅子の歌が︑
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四

あの新鮮に健康な官覚と︑その繊綴密な神経と︑あの人なつこげな温

ってヤボなダンディ︑深刻な好人物︑洗練された野人であったと思ふ︒

った声議論・万葉認などは︑彼の生命力がつかんでいた言語的音楽美から

楽の世界を彼は作っていたのであったかもしれない︒彼が情熱を乙めて言

不協和音が︑実はより大きな調和の要素となるように︑壮大な宇宙的音

ろの︑人間味あふるるものでもあったのである︒ハ

Mt

・6 ・2)

く行動は︑ダイナミァクでもあったが︑一面我々に親愛感を通わせると乙

その大き佐世界の中で︑人間茂吉が占める位置は︑そしてまたそれが働

くるゐらわれ‑であったかもしれない︒

さと︑伺ものをも見逃すまいと心構へした冷さ︒そんなさまざまな対
照的なものを何の不調和もなく一時に感じさせるのがその人柄であっ
た
︒

ζとが︑自分に前述のやうなことを恩はせたものか︑それ

詩人と科学者とが︑あの頑丈なゃうでゐて感じやすさうな一身に同
棲してゐた
ともさういふ複雑な性情が︑彼を詩人で同時に科学者にしたのか︒自
分はそのどちらとも知左い︒ともあれ︑自分にとっては幾分の畏れと
ともに多くのなつかしさを感じさせる人であった︒(﹁短歌﹂昭和二
十九年三月号︿斎藤茂吉特輯V収載﹁斎藤茂吉の人及び文学﹂﹀

彼は誰よりも肉親を愛する点では世俗的な人であった︒縁というものを
誰よりも大事にし︑科学者だけが直観しうる偉大な平衡感覚ll大調和の
精神にそれは近かろう 111を認め︑それにすがり︑ただ自己をひたすらに
生かせばいいというふうに考える人であったらしい︒彼の限には音が聞え︑
耳には物が見えた︒耳で見る乙とさえ彼にはできた︒それはただ人間の生

とであるやもしれぬ︒

命力を︑乙の世を貫く宇宙線と直結さす乙とのできる人だけに許されたこ

そのように恩わなければ︑彼が口ぐせに言う﹁全力的﹂という乙とばも
不可解であろうし︑また︑﹁自然・自己一元の生﹂という乙とも無意味と
なろう︒
不思議に彼の場合は︑客鏡花通じるほどの偉大なる主観をもち︑あらゆ
る矛盾が︑いわゆる矛盾的自己統一を果たす乙とになって何のためらいも
ないかのように思える︒

‑29‑

