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まずは 「隠 遁のス スメ 」、な かでも 有 名な言葉 を出 してみ る。
兼好法 師の 【人と 生まれ たら んしる し には、い かに もして 世を遁 れん
ことこそ あら まほし けれ】
道元禅 師の 【人多 く遁世 せざ ること は 、わが身 をむ さぼる に似て わが
身を思は ざる なり】
年輪を 重ね れば理 解でき る言 葉では あ るが、実 行と なると なかな か難
しいもの だ。
長明に も、 西行に も、芭 蕉に も、同 じ 意味合い の言 葉があ るが、 それ
らを知っ ても 何ら不 思議は 思われ ない は ずだ。
兼好や 道元 と同様 に、何 よりも 実行 者 であるか ら。
だが、 それ が森鴎 外だと したら どう で あろう。
夏目漱 石と 並び称 せられ る明 治の文 豪 森鴎外の 、か の有名 な遺言 【余
ハ石見人 森林 太郎ト シテ死 セント 欲ス 】
この言 葉の 解釈は 一筋縄 ではい かな い 。
瀬沼茂 樹は 【「 官権威 力」に 対する 反 逆の言】 と書 いてい る。
唐木順 三は 【官権 への抗 議】 と 書い て いる。
高橋義 孝は 【陸軍 省や宮 内省 の具体 的 なやり口 に対 してや る瀬の ない
憤懣】と 書い ている 。
果たし てそ うであ ろうか 。
もしそ うな らば、 森鴎外 の志 向や思 考 や嗜好か ら考 えると 、さら に文
学者とし ての 闘う姿 勢を見 せつ けられ る と、遺言 を発 するず っと以 前に
そのこと を書 くはず だと思 われる 。
これは おそ らく少 数意見 であ ろうが 、 佐々木雄 爾は 【死に 臨んで よう
やく発せ られ た「隠 逸」「隠遁 」の宣 言 であった ので はない だろう か】
と書いて いる 。
森鴎外 晩年 の、史伝制 作の根 気を 支え た太い芯 が、
【 江戸時 代への 挽歌 】
だ と 考 え てみ ると、 佐々木 雄爾 の説が 今 日では正 解で はない かと思 われ
る。
東洋思 想全 般、日 本人に 馴染 みのあ る 次元では 、禅 や俳句 に大き な影

響を受け たサ リンジ ャーの 「隠遁 」も ま た興味深 く不 可解で もあっ た。
その謎 を解 き明か したの は、
『 サリン ジ ャー・生涯 ９１ 年目の 真実 』
（ケ
ネス・ス ラウ ェンス キー） という 本で あ る。
多くは 引用 しない けれど も、い くつ か ポイント にな る部分 のみ。
【これほ どの

牡丹 と仕か た

する子 か な

一 茶は 牡丹の 花がそ こに

あると助 言す るだけ でよか った 、とサ リ ンジャー は主 調する 。あと は読
者次第と いう わけだ 。
「 一茶 は警 察のよ う に我々を 強制 しない のだ 」から 、
我々は自 分と 向きあ おうと しなけ れば な らないの だ。】
【第二次 世界 大戦中 、数え 切れ ないほ ど の兵士た ちが 、こん にちＰ ＴＳ
Ｄ（心的 外傷後 ストレ ス障 害）と呼 ばれ る症状に 苦し んだ 。
（苛 酷な戦 争
体験を味 わっ たサリ ンジャ ーが 、ＰＴ Ｓ Ｄを乗り 越え られた のは、 書く
ことがあ った からだ 。）】
【サリン ジャ ーと鈴 木大拙 との 交流。 大 拙のキリ スト 教神秘 主義と 禅の
思想が渾 然一 体とな ってい ると ころが サ リンジャ ーの 思考に 合った 。サ
リンジャ ーの 信念。 執筆と 瞑想 はおな じ もの。た だ瞑 想する ように 執 筆
すること は孤 独と集 中力を 必要 とした 。 知名度や 名声 がもた らす喧 騒は
自分を執 筆と 祈りの 両方を 妨げる もの 。】
ちなみ に以 下のこ んな逸 話は、 あん が い知らな い人 が多い 。
ジョン ・レ ノン殺 害の犯 人、 チャッ プ マンが殺 害後 その場 所で、 サリ
ンジャー の『 キャッ チャー ・イ ン・ザ ・ ライ』を 読み 始めた 。チャ ップ
マンはジ ョン ・レノ ン殺害 はサ リンジ ャ ーの小説 の影 響だと 主張。 自分
は、ホール デン・コー ルフ ィール ド（『 キ ャッチャ ー 』の主 人公・語 り手）
だと思う と説 明。つ まりレ ノン が新し い ホールデ ンだ と言い 出すの が怖
かった。ロ ナル ド・レー ガ ン大 統領暗 殺未 遂事件の 犯人 ヒンク リーも『 キ
ャッチャ ー』 の本を 所持し ていた 。
簡潔に まと めると 、以下 の通り 。
苛酷な 戦争 体験 → 自分が 思っ た以上 の 成功と虚 名 → 東洋哲 学の本 格的
勉 強 →禅 、ヨ ガ、瞑 想の虜 →瞑 想と執 筆 は同じ → 孤独 と集中 力の獲 得を
欲 す る → 現代 文明嫌 い、人 間嫌 い、田 舎 の自然の 中で 質素に 暮らす →自
作に関連 した 社会的 事件や 評論 家のサ リ ンジャー 論や 出版社 の身勝 手な
思 惑 →う んざ り感 → 発表し ないで 執筆 の み。
長い間 「謎 」とさ れてき た、 サリン ジ ャーの「 隠遁 」の経 緯が、 この

分厚い本 から は読み とれる 。
だが、 森鴎 外とサ リンジ ャー の「隠 遁 」から（ もし かする と、兼 好や
西行や芭 蕉な どの「 隠遁」 から も）人 々 が（なか でも 曲がり なりに も文
学に携わ る者 が）ご く普通 に感 じるの は 、功なり 名を 遂げた 文学者 なら
ではの、 唯我 独尊的 発想で あり、 ある 種 のエリー ト意 識であ る。
くわえ て、 隠遁の 精神の 裡に は、い さ さかなり とも 「進歩 」に対 する
反抗や疑 念が あるの ではな いかと 思わ れ る。
例えば （ほ んの一 例にす ぎな いのだ が 解りやす い事 例をあ げると ）十
九世紀ま での 戦死者 の数よ りも 、二十 世 紀だけの 戦死 者の数 のほう が圧
倒的に多 い。
そうし た「 進歩」 への反 抗や疑 念で あ る。
なお私 見で は、隠 遁には 、永世 的な 隠 遁と季節 的な 隠遁が ある。

