‑

﹁人生相渉論﹂を中心

.
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しかし'それでは'一体生前の透谷は若き島崎藤村にどのよ‑に

らであろう︒﹂とも記しています︒

に・I

﹁戦ひの人﹂としての透谷について

序

ましょ‑か︒﹁掘っても掘っても尽きない種々なもの﹂とは'全体

深い﹁成:化﹂を⊥え''jjんな1}'. '*'い かではJL‑,"‑*しい"‑0で蝣﹂蝣り・

明治二十五年二八九二年)二月へ ﹁隠世詩家と女性﹂一作を提
げて楓舞と明治文学の一角に名乗りをあげた北村門太郎透谷は'そ

どのよ‑なものであったのでしょ‑かo醍村自身は私がさきにも引

れ以後わずかに二年有余の歳月を閲したまま'明治二+七年(一八

用しました﹁飯倉だより﹂の中で︑この点についてい‑つかの注目

九四年)五月十六日払院︑芝公園地餌二十号四番の自宅匪上において
満二十五年四ケ月の短い生涯の幕を我と自らの手で降ろすにいたり

た人であったとか'﹁戦ひの人﹂であったとか'あるいはまた﹁Pa‑

ssionateな性質の人﹂であった等とい‑見解を展開しておりますo

すべき所論'たとえばへ,透谷が﹁何頭も本質的に見て掛らう﹂とし

も書いた反古だの'日記だの︑短々哲き残した宅紙なぞを見る機会

みなtLrnti'¥*ii‑1し ぺiro‑K^jさ' さV‑ ‑J'心.期するCでおr.nす︒

私はこのよ‑な言荘のはしばしの中に'藤村の透谷に対するなみな

ました︒透谷晩年の盟友島崎藤村は'この透谷のいたましい命運を

があって︑長い年月の問にあの友人のことを考へて見ると.掘って

哀惜へ痛恨してその著古﹁飯倉だより︼の中で̲﹁透谷が死んだ後で

も掘っ七も尽きないやうな種々なものが後から ‑ と田て来るや‑

さきに藤村が論

がありませんので︑この小論を進めて行く便宜上へ

けれども'今はそれらの一つ一つについて詳細に吟味するゆとり

とを忘れないといふのも'一つは自分の年の若く'心の柔らかな青

述しましたい‑つかの開放の中からt r﹃戦ひの人﹄としての透谷1
41
に焦点を定め'透谷がいかなるものを目指して﹁戦ひ﹂'何を敵と

に思はれた︒﹂と述べておりますOまた︑﹁これほど私が透谷のこ
年時代にあの友人と知合になったからでもあり'一つはあの友人の

して'どのように挑戦していったか

という観点から多小の考察

古き遺したものを組めて冠か‑と恩ふほど狭い縁故のあったからで

ー

もあるが︑就中へ私があの友人から感化を受けたことの深かったか
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しておきます︒

七回忌に﹂を重要な手がかりとしたことをへあらかじめおことわり

てさきにあげました在村の﹁飯倉だより﹂の中の﹁北村透谷二十

を進めてみたいと考えます︒なお︑この論を艮関するにあたりまし

ひの人﹂と論じた藤村の考えは'はたしてほんとうに正当なもので

識しなおすのであります︒
ォか
*しtJS谷の木質をこのようにまず第一に愛山の思想への﹁戦
し

いるにもかかわらず﹁戦ひの人﹂としての透谷の風貌を︑改めて認

あったのでしょうか︒

むろん'文章により'節によってこの人の性に生きるR味をた

は︑この蘭争において透谷自身が述べた最も大切な意味を持つ言裏

としての透谷の両目を窺おうとしたよ‑でありますOそして︑藤村

の山路愛山との﹁人生相渉論争﹂に触れへまずここに﹁戦ひの人﹂

さて︑島崎藤村は﹁北村透谷二十七回忌に﹂の最初の部分で'例

i
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に空を撃つが為にあらずO為す所あるが為也o竃の弾丸へ千の剣巴

だ'﹁文葦即ち事業なり︒文士笠を打ふ増英雄剣を樟ふが如し︒共

の一つへすなわち﹁大丈夫の一世に立つや必ず一の抱‑所な‑んば

鍔つ﹂ためではないO﹁世を益﹂するための﹁事業﹂として訂‑の

本論

あらずO然れども抱くところのものは必ず見るべき功抗を建立する
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し"
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とれ
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ようとする技師のあることを言って見せて'世を益することもなく

だ理由を'﹁山陽のような覇業家以外に︑別に人間の霊魂を建築し

ことによりへ愛山の思翻心を当面の刑とし'それに対して論戦を跳ん

ずo﹂を引用して'透谷が﹁人生に相捗るとは何の謂ぞや﹂を著す

形の横間となりて︑ニコライの高塔のごとく衆目を引‑べきにあら

故に'彼の如‑には諭ぜしなれ︒﹂と,蕪へていることによっても明白

を以て'即ち事業を標率として文章を論ずるを非なりと思ひしが

を'怪しみたるのみ.(中略)﹃指事諭﹄の口頭数行が両日からぬ

べての他の文士を諭ずるの標^rとして'共の串菜を駁らんとする

批評したるにあらず'愛山君が項票を論ずるの標率として'及びす

c2^!卜記した﹁吋?>yUJ﹂のTrPtT誓:'fj川りTI告i'﹂

微しい烏城に'磁村は深い感銘を覚え︑透谷死後二十数年を経過して

あるように私には思われるのです︒と申しますのは'さきに透谷が

あることを弁明した﹂のであると説きました︒このよ‑にして山路
であります︒
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愛山の論に挑戦した時に用いた︑﹁事業﹂という言葉について改め

﹁文章﹂という言琵の概念が'夏山の用いた﹁文章﹂のそれと‑い

V.'j!こにその

の意味は依然して不明接で暖陳であります︒この際昧さ︑不明紅さ

▲▼

て検討し圧す必嬰があるように考えられるということであります.

るり‑f‑; 1.4は一'i'C,一Oii'‑rlを'∵工JLI一︑リ＼

一体'鼓谷は﹁事買﹂というものをどのように考えていたのでしょ

4*%ってい⁚'‑*"k小にふ・る上:::㌻蝣i?.'.¥,. ‑*>f;:,に(・小‑‑>‑, ‑.小し''?Jり文・:り

頭によってもはっきり認識することができますよ‑に'透谷は﹁文
'vTlなり中にtf^Tr'たる人を/.‑.むこ
葺と
﹂を創ることを﹁事業﹂と認めているわけですoけれども︑透谷

うかo今しばらく透谷の語る﹁事業﹂についての考えに注目してみ
たいと思います︒
﹁・・・・て‑
あり︒極めて高大なる覇業の中に'尤も拙劣なる生涯を抱‑こと
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の言う﹁文章﹂はあくまでも﹁文学としての文章﹂であります︒だ
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﹂空
としての﹁文章﹂を創ること=透
際に撃つ碓士は︑人間が感謝を払はずして恩沢を霞むる稗の如し︒
谷のい‑﹁望末﹂⑧﹁非文学﹂としての﹁文章﹂を作ること=愛山
'4/'蝣:‑V‑p,一三月写＼して'‑‑U'Jvi,id

っと別な言裏で言いかえますと︑透谷の考える﹁事業﹂とは'文撃

のいう﹁事業﹂というよ‑に区別するべきであろうと思います︒も

によってあくまでも人間の内面にかかわる枇界へ人間の霊魂を陶冶

を遺すことな‑して去り'而して自ら能‑甘んじ'自ら能‑信じ
て'他界に遣るものへ吾人が尤も能‑同情を表せざるを得ざるな

していこ‑とする﹁意志﹂あるいは﹁精神の構え﹂を指すのであ

このように﹁事業﹂といol￨ll藁の概念を規定すれば︑透谷が文責を

していると琴見て差し琴NIないのではないかと埠っ&ffのります0

・

.:・:・・::・ '+'.;・・.:'..・ '・・‑... :・'・... ・.:

り︑愛山の言‑﹁望巴は︑世の人のための利益を考え,盲いたる

り︒﹂
1.'蝣"';・'蝣蝣・''.'v蝣;..'...'.‑
茸と事業とを都会の家屋の如く'相抜出したるは不可なり︒敢て不
可といふ︒何となれば'抑T ・︑粉にして犯すべからざる文学の成技
は'﹁覇業﹂といふ俗界の﹁柑﹂に近づけられたるを以て損ずぺ

るまでもないことですがt,qJ谷・愛山の論争はその意味で共通の諭

の論争点がなければ成立しないということはいまさら事新し‑述べ

およそ何かの問題で論争を戦わす場合には'論争する両者に共通

ると判断するわけであります︒

ければなり︒‑‑﹂
創る自身のことを﹁人間の霊魂を建築せんとする技師﹂と称した意
G)﹁然れども文学は琉嘉を目的とせざるなり'文学は人生に和捗る 味もはっきり理解できると思いますLt夏山が﹁文責即ち﹂ ﹁牡を
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を目掛けて撃ちかゝることへ山陽の勤王諭の如くなるを必須とせ
ざるなり‑‑︒﹂
以上へ透谷の説く﹁事業﹂の意味をたしかめようとして煩を厭わ
ず透谷白身の文章を辿ってみましたoLかしへ透谷の言‑﹁空き
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点へ共通の概念規定がその田発の当初から欠けていたと私は思わな

ノむろん'これを読む人の中には︑大へんうがら過ぎた見方だとと

ます.﹂ (一八<ページ)

られる人があるかもしれません︒透谷に対してあまりにも酷な見方

ての透谷'少‑とも明治十七年における透谷は︑自身の生命をかけ

だと判定される意見が出てくるかもわかりませんoけれども'かつ

さて'それならば一体へ透谷はなぜこのような醤しい口調の論陣

いわけには参りません︒
を張って愛山に﹁戦ひ﹂を挑んでい‑必要があったのであろうか︒
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たr事業﹂として'﹁憐む可き東洋の衰運を快復す可き一個の大政治衣

なるほどさきに例示しました藤村の熱意のこもった透谷擁誕諭や'

(

となりて︑己れの1身を苦しめ'竃民の為めに大に計る所あらんと熱

i

て'読谷自らその理由について述べてはおります.しかし'愛山の

蝣

透谷自身の﹁曙事業弁﹂あるいはまた﹁人生の意義﹂の文中に石い

‑

が'翌十八年六月中旬項へ透谷はその政治上の茨人であった大矢正

蝣

心に企て起しl﹁己れの身を宗教上のキ‑ストの如‑に政治上に尽力

ならなかったのでありましょうか︒もっと他に理由があったのでは

夫等から﹁大阪事件﹂に参加することを和誘された時︑﹁この時に

蝣

﹁頼雫を詣ず﹂全体に対して真正面から放り組むことなしにへその

ないか︒このような疑問を私はここ数年抱いていたのであります

﹁頭を剃って﹂その﹁事業﹂に参加することを断りに行っているの

至りて我は既に政界の醜状を悪くむの念漸‑専らに﹂なったため'

最初の部分数行のためにどうしてこのような論戦を展開しなければ

が'たせたま﹁座談会明治文学史﹂の中で柳田泉氏が語っている次

であります︒(勝本清一郎編透谷年譜)しかも'このような透谷に

のような言環にぶっつかったのであります︒
﹁僕自身の考えだと︑彼自身は大いにこういうことを哲かざるを

続々たる笠の力を以て﹂世人を﹁支配﹂啓表しょうと企てるのであ

る﹂とまたまた﹁論‑は仏のヒューゴ其人の如くへ政治上の運動を

ります︒(前記石坂ミナ宛書簡)けれども︑この企ても結局へその

とって重大な挫折を経験しながらも︑彼は﹁少し‑元気を恢復す

までも負目になって︑おれば敗北者だ'おれは事業から,逃げたの

得ない個人的な理由があったのだと思う︒それはなぜであるかと

だ︑という設識がいつまでもつきまとっていてとれない︒それを

の梯子より落ちて︑是より気楽なる生活を得たり﹂(請)という無

午(明治十八年)の幕には全‑影を浴め'﹁生は全‑アンビシnン

いうと'彼は例の十八年の大阪事件から,逃げた'あのことがいつ

隠しているからへ愛山がその方両で文学は事業だということは'

に痛いところをつかれているわけで'自分は事業から逃げたんだ

(中略)愛山はそうは言わないけれどもへ透谷自身としては'非常

の如‑﹂啓蒙事業を契践し始めようとした時期との問にはtははま

治二十六年)の二月のことですからへ文章によって﹁仏のヒューゴ

もちろん︑読谷が﹁人生和捗諭﹂を発表したのは一八九三年(明

惨な結果に終ってしまうのです︒

これはぶれに対して︑おれのそこをついて'おれの弱いところを

から'そういうことをいわれちゃかなわないというので'かっ.JJ

る六年間の歳月のへだたりがあるということを'充分計算に入れな

知りながらへ ついてきたんだというふうに感じたのじゃないか︒

﹂>つて︑ああいう斑しい駁論を習いたのじゃないかという気がし

︑

‑190‑

ってへ ﹁抜々たる筆の力﹂によって政治上の啓蒙活動を果そうとし

ければならないと思いますoしかしながら'透谷自身が︑文革によ

がいないと思われるのでありますO

▲▼

た等興は'しかもそれが﹁租栗・山陽﹂のように結実せずに'失敗

て'この私の考えは甚だ当を失したものであるかもわかりません.

またへ ﹁﹃戦ひの人﹄としての透谷﹂という題目を設貸しておきな

以上'沈幣'混迷を続けていた明治中期の文学の世界にあって︑
空足のように束の間の光輝を放ちつつ消え去っていった透谷に対し

も払拭しえない痕跡となって'いつまでも透谷の心のどこかに残っ

がら'わずかに愛山との論争についてだけを耽りあげて'他の面に

に終ったという苦い透谷内面のしこりは'やはり払拭しようとして
ていたはずであります︒従ってへ柳田泉氏が指摘されるように'愛山

おける透谷の﹁戦ひ﹂に全‑触れえなかったことも心残りではあり

ます︒けれども︑未完成のままにこの世を去っていった一人の文学

の﹁舶馨を諭ず﹂という文章の冒頭わずか数行にひっかかり﹁かっ
となって'ああいう湖しい駁論を琶いたのtJやないか︒﹂という見
い︒やはり読谷内面の急所を射抜いていると思うのであります︒.

解は︑あの座談会における一時の思いつきの放言とは受け振りに‑

(滋賀県立大揮商業高等学校教諭)

(
完
)

者の一断面を把逸しようとした一つのささやかな試論として受け振
っていただければ幸いであります︒

結
このように考えて参りますと'透谷の﹁戦ひ﹂には︑この小論の
最初で引閑しました藤村のような熱心な弁護があったにしても'自
己の感情に斑Lt性急に白身の主張を貫き通そうとする無理な﹁精
神の構え﹂があったように思われるのであります︒もしほんとうに
れば'自身の感情や自己の内面にわだかまる古い心の傷跡を︑より

本気になって︑愛山の思想にわかって﹁戦ひ﹂を進めてい‑のであ

と戦うのもよろしい︒しかし'それよりも以前にもっと沈苗な態度

鋭‑より玲瀞に見つめ続けるべきであったと思います︒愛山の思想
で'まず透谷は透谷自身との﹁戦ひ﹂を続けるべきではなかったの
かと思わずにはいられません︒このことが'透谷の内面で着実に行
なわれていたならばへ彼の同いる言菜の1つ一つはもっと美しい光
巴を放ったことでありましょうLtもっと読む人の心を捉えたにち
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