
絶対文感【特別篇】 

 

   第十六章 北村 透谷               陽羅 義光 

 

  

 西鶴研究家としても名高い森銑三の著作を読んでいたら、 

「夏目漱石と文芸委員会」 

 というエッセイに巡り会い、漱石という人物の立派さを改めて認識した。 

 森銑三によると、 

「文芸委員会」 

 とは、明治四十四年、お役人の構想から出たもので、文部省内に文芸の振興

を図って設けられたものであるという。 

 するとすぐさま夏目漱石が、 

「文芸委員会は何をするか」 

 という一文を朝日新聞に発表して、警告した。 

 夏目漱石の意見は、一国の文芸が官憲の力で興隆したりなどしないと説き、

かえって弊害が生ずるというものであった。 

 出端をくじかれた感のあった「文芸委員会」は、それでも委員を森鴎外、幸

田露伴、徳富蘇峰、島村泡月など十六人に定めた。 

 そのころ夏目漱石は、自宅に来た客に向って、 

「文芸委員会などというものは、文部省という串で、委員という団子を突き刺

すことをするのだ。突き刺された団子にどんな活動ができるというのか」 

 という主旨の事を語ったと云われる。 

 また、夏目漱石が読売新聞の記者に語った、こういう談話筆記が残っている。 

 

【実は先刻私の作物が選奨されたということを聴いて、甚だ困っていたところ

である。困ったというのは、第一に、私は先に博士の学位を返したが、文部省

の方では、出した辞令を引戻すことが出来ないというのだから、今回推奨され

たとすると、無論辞令に文学博士として記入されるだろうし、そうするとやは

り貰うわけにはいかない。第二に、私は文芸委員会に、元来主義として反対し

ているのだから、それから推奨を受けることは出来かねる。第三に、美術展覧

会の方は賞状ばかりだが、この方は金がついているので、自分からいっては変

だが、相当に暮らしている者より外の比較的困っている人たちへ分ける方が当

然だと思うから、これを受けることは出来ぬ】 

 



 この文芸委員会は、三年ほどで自然消滅したらしいが、現在ならさしずめ「芸

術院」というところであろうか。  

 芸術院会員になって脂下がっている連中は、漱石の爪の垢を煎じてのむがよ

かろう。 

 とはいえ、わたくしの親しかった八木義徳は、長年貧乏をしてきたけれども、

芸術院会員になってホッと一息、生活が落ちついた。 

 そのことを思うと、非難ばかりもしてはいられない。 

 

 それでも現在、貧乏作家は皆無に等しい。 

 なぜなら売れない作家は「職業作家」になれない時代であるからである。 

 

       ＊     ＊ 

 

 明治とか大正の時代には、貧乏な職業作家が少なからずいて、川上眉山のよ

うに貧困のために自殺したり、藤沢清造のように陋巷に窮死したり、島田清次

郎のように狂死したりしている。 

  

 北村透谷（１８６８年～１８９４年）も、貧困に苦しんだ文学者の一人で、

なぜなら食えないのに、亦、精神の病いを抱えているのに、妻子がいたからで

もある。 

   

 自殺した文学者は、いま思いつくだけでも、 

川上眉山 

芥川龍之介 

牧野信一 

太宰治 

田中英光 

原民喜 

三島由紀夫 

川端康成 

火野葦平 

田宮虎彦 

佐藤泰志 

見沢知廉 

 と、かなりいる。 



 三島由紀夫と川端康成の自殺は、わたくしもリアルタイムで感受しているか

ら、強い衝撃を受けたが、いまとなってみれば、もはや芥川龍之介や太宰治の

自殺と変わりがない。 

 むろん変わりがないのは、その自殺の理由ではなくて、わたくしの衝撃度の

話である。 

 そうなると、わたくしにとって最も身につまされるのは、北村透谷の自殺で

ある。 

 尾崎紅葉の〈硯友社〉とともに、明治文學をリードした〈文學界〉の透谷の

仲間たちはみんな高齢まで生きている。 

 いま思いつくだけでも、 

島崎藤村 

星野天知 

戸川残花 

戸川秋骨 

馬場孤蝶 

平田禿木 

 と、みんな明治の人にしては長寿である。 

 

 そう云えば、さらにさらに森銑三の著作を読みすすめていくと、 

「尾崎紅葉雑記」 

 と題する文章に遭遇した。 

 その冒頭に、こうある。 

 

【尾崎紅葉というと、何よりも先に、明治の文学者という感じを深うする。紅

葉はもう戯作者ではない。自重するところのある、一箇の文学者として立って

いた。作家の社会的地位を高めたことにおいて、紅葉は有力なる一人だったと

いえるだろう。紅葉は文章を重んじ、文章に苦心した。「文章報国」ともいった

という。そうしたことにも、明治の精神を感ずる。紅葉は作家として、最高峰

に位していたのであり、その高い人気を、没後にも持続していたのであったが、

それが今日は、紅葉などは加えることもしない明治文学の叢書が、平気で作ら

れる時代となってしまっている。世の中の有為転変を、今さらのように感ぜざ

るを得ないが、紅葉を閑却して、明治の文学史を書くことは出来ない。紅葉と

いう作家に注意する人が、今少しあってもよいのではないかという気がする】 

 

 この文章の「紅葉」の部分に「透谷」を当てはめても、ほぼ同じ事が云える



と、わたくしには思われる。 

 

 明治の大きな文学者というと、いまや、 

森鴎外 

坪内逍遥 

二葉亭四迷 

夏目漱石 

正岡子規 

石川啄木 

北原白秋 

樋口一葉 

幸田露伴 

島崎藤村 

田山花袋 

国木田独歩 

柳田国男 

泉鏡花 

 といったところであろうが、明治の文学精神の象徴は、 

尾崎紅葉 

北村透谷 

 の二人が荷なっていると思われる。 

  

       ＊      ＊ 

 

 詩人＝評論家＝思想家という例は、わたくしたちは吉本隆明にその代表を見

るが、じつははるかな先達として北村透谷がいる。 

  

 尤も透谷は、若くして自殺してしまったから、詩人としても評論家としても

思想家としても、未完成である。 

 評論家の中村光夫は、 

「透谷の作品は、先駆的な役割をはたし、ある意味ではその実現し得なかった

高所を目指したものですが、それだけに文学作品として、円熟と完成の趣きに

とぼしいので、ここに明治二十年代の文学の一特色を見ることもできましょう」 

 と述べているが、中村光夫にしては珍しく的を射ていると思われる。 

 だがこの未完成は、畢竟未完成の魅力であって、その詩、 



『楚囚の詩』 

『蓬莱曲』 

 その評論、 

『内部生命論』 

『人生に相渉るとは何の謂ぞ』 

『エマルソン』 

 などは、その力業によって、人を魅了し、驚かせるだけのものを宿している。 

  

【冬は厳しく余を悩殺す、 

 壁を穿つ日光も暖を送らず、 

 日は短し！ して夜はいと長し！ 

 寒さ瞼を凍らせて眠りも成らず。 

 然れども、いつかは春の帰り来らんに、 

 好し、顧みる物はなしとも、破運の余に、 

 ただ何心なく春は待ちわぶる思ひする、 

 余は獄舎の中より春を招きたり、高き天に。】 

                      （『楚囚の詩』より） 

 

「楚囚」の苦悩は透谷の苦悩であり、「楚囚」の快楽は透谷の快楽である。 

 透谷はこの詩を自費出版したのであるが、その印刷ができあがるとともに自

信を失い、一冊を残して全部破棄したと、その日記のなかに書いているが、そ

れは透谷がこの詩の弱点・欠点に気づいたためと云われている。 

 たしかに弱点・欠点は見受けられるが、それでもここまでする者はそうはい

ない。 

 透谷の潔癖で純粋な精神を見るべきであろう。 

 

【空蝉のからは此世に止まれど、魂魄は飛んで億萬里外にあるものを、 

   世の形骸だに脱ぎ得たらんには、姫が清よき魂の飜々たる蝴蝶を ば、 

   追ふて舞ふ可し空高く。 

   人の世の塵の境を離れ得で 

 今日までも、愚や墟坑に呻吟けり。 

   とても限りなき苦悶をば 

   こよひ解き去り、形骸をば 

 世に捨てて行かんや、「死」とも「滅」とも】 

                       （『蓬莱曲』より） 



 

 これは詩劇である。 

 バイロン風の詩劇を作る努力の末に書かれた『蓬莱曲』には、試作としては

あまりにも透谷独自の「愛」と「死」が書かれている。 

 透谷の「処女讃美」は単純ではなく、肉欲主義、女性の道具視、遊廓での性

売買、家の部品視、等々からの女性解放と云われているが、そういうことより

もまずは透谷の詩のリズムに酔うべきであろう。 

 尤も、現代ではほとんど使われない漢字が頻繁に出て来るので、読みこなす

苦労が先に立つかもしれないが。 

 

【文藝は宗教若くは哲學の如く正面より生命を説くを要せざるなり、又た能は

ざるなり。文藝は思想と美術とを抱合したる者にして、思想ありとも美術なく

んば既に文藝にあらず、美術ありとも思想なくんば既に文藝にあらず、華文妙

辞のみにては文藝の上乗に達し難く、さりとて思想のみにては決して文藝とい

ふこと能はず。先覚者は知らず、末派のポジチビズムに於て、文學をポジチー

ブの事業とするの余りに、清教徒の誤謬を繰返さんとするに至らんことを恐る

るなり】 

                     （『内部生命論』より） 

 

 透谷の文藝に対する考えは、いまだに古びてはいない。 

 

【然れども文學は事業を目的とせざるなり、文學は人生に相渉ること、京山の

写実主義ほどになるを必須とせざるなり、文學は敵を目掛けて撃ちかかること、

山陽の勤王論の如くなるを必須とせざるなり、最後に文學は必らずしも一人若

しくは数百人の敵、見るべきの敵を目掛けて撃つを要せざるなり、撃といふ字

は山陽一流の文士にこそ用あれ、愛山の所謂空の空を目掛けて大に撃つ文士に、

何の用かあらむ】 

              （『人生に相渉るとは何の謂ぞ』より） 

 

 昔から、 

「小説は人間を描くものである」 

 という言葉があるが、その源泉とも云うべき論である。 

 

【彼は旅行せり。彼の旅行は此時に於て始まりしにあらず。彼は旅行家として

生まれたるなり。ホーマー、プレトー、シエークスピーア以下の古今遠近の大



思想家は彼の地図の上にありて、常に彼の思想を逍遥せしめし名跡なり。新ら

しき陸に生れ、新らしき民となり、新らしき制度を建てんとする彼は、古るき、

遠き地方に彼の思想を運びて、謂う所の愈々故くして愈々新らしき真理を捉へ

来るが為に、彼は書史の上に於て足らざるところを現実の名勝に向って求めた

り】  

                     （『エマルソン』より） 

 

 透谷の「絶対文感」は自信に満ち溢れている。 

 曖昧な表現や、疑問の余地は垣間見せもしない。 

 それを透谷の若気の至りとするのは誤りであろう。 

 透谷は、「エマルソン」に仮託して、己を語っている。 

 自信家が己を語れば、自信に満ち溢れないわけがない。 

 評論家の小田切秀雄は、 

「透谷は、かつて自由民権の政治に挫折して文學に移行し、〈政治から文學へ〉

の最初の典型となった人物であるが、かれにおいてのこの移行は、政治によっ

て実社会で実現しようとして失敗した民主主義的な解放を、人間の内面性の領

域に移してここでの精神的・思想的・主体的な徹底的な解放として実現しよう

としたのであって、いわば闘いの新しい領域に転じたのではあるが闘いを放棄

してよそに移ったのではない」 

 と述べているが、たしかにここらあたりの姿勢が、その「絶対文感」に表出

されている。 

 

 それでもその「闘い」なるものが、どれほど意識化されていたかとなると、

疑問符が付く。 

 透谷はいつも、 

「自由、自由、自由の精神」 

 と繰り返し書いたけれども、自由の精神ほど難しいものはない、そんなもの

がどこにあるのか。 

 わたくしは、自由とか自由の精神とか云う時にはいつも、クワインの『哲学

事典』 

 の一節を思い浮かべる。 

 

【社会の約束という枷を投げ捨てる、自由の精神のことを考えてみよう。ネク

タイを投げ捨てることは、たしかにせいせいすることである。ただし、タイな

しの人間が目立つほどの少数派でなければ、あるいは、目立つことが下品なこ



とでなければであるが。もっと重大な例をひこう。創造的で慣習にとらわれな

い結婚式といったものは、どういうふうにやればよいのか。結婚式などという

ものはしないことにしてもいいが、それなら配偶者とはいえない同棲の相手の

ことを、何といって紹介したらよいのか。気遣いを示すときの習慣に頼らずに

人々に気遣いを示すにはどうしたらよいのか。決断につぐ決断が必要である。

旧時代の制約から自由になることは、何をするにも、ルールや前例がないので、

うろうろしなくてはならないということである。自分は何をしたいのかさえ、

はっきりしなくなるかも知れない】 

 

       ＊     ＊ 

 

 さて、森銑三の著作をさらに読み続けていたら、学者の井上通泰の話になっ

て、井上先生いわく、 

「鴎外のおっかさんは、清少納言、露伴のおっかさんは紫式部だ」 

 遺伝というものは、案外莫迦にできないものである。 

 そこで、わが透谷のおっかさんの事を考えた。 

 小伝で見るかぎり、透谷のおっかさんは、いわゆる、 

「教育ママ」 

 で、それも神経症的な教育ママであった。 

 少年時代からの透谷の精神的な病いは、その母親の強圧からくるものである

と思われるし、また母親の遺伝とも考えられる。 

 小伝では、 

「鬱病」 

 とあったが、透谷の作品を望見すると、 

「躁鬱病」 

 が正解であろう。 

 私見では、 

「アスペルガー症候群」 

 の一種であろうと思われる。 

 

 透谷の年譜を望見すると、職業もあれこれ考えたりやったり、けれども実現

もしなければ定着もしない。 

 政治にも宗教にも肩入れしたが、早々に見切りをつけた。 

 詩や日記や評論や書評や翻訳のみならず小説も書いて、「ドラマ」（ドラマの

内容は不明であるが、劇詩のことかもしれないし、ドラマチックな小説のこと



かもしれない）への執着があった。 

 そうして、まだ二十代半ばなのに、（自殺未遂の後） 

「我が事終われり」 

 と、もはや執筆しなかった。 

 じっさい短期間でとても多くの文学活動をしたけれども、総てが中途になっ

た感があり、ちっとも終わっていないはずである。 

 人生への文学への見切りのつけかたが、早い、早すぎる。 

 じつにアスペルガーの症例そのものである。 

 まったく、他人事ではない。 

 

 そうそう、また余談になるが、この井上先生も夏目先生に気骨が似ていて、

森銑三によると、あるとき鴎外が使者となってやってきて、 

「こんど君に、文學博士を贈ることになったから受けてほしい。就いては大学

側の連中と、これからは仲良くやってもらいたい、という意向を伝えた。それ

を聞いた先生は、君の云う事は、おかしいではないか。大学側の連中と仲良く

やってもらいたいと、君個人が忠告してくれるのなら、僕はありがたく受け入

れる。けれども、そうしてくれるなら学位をやるというのでは、条理が立たぬ。

そういう条件付きで文學博士となる事などは、御免蒙る。 

 先生のいうことを、鴎外はただ黙って聞いていた。そうして井上がそういう

態度をとる以上、改めてかれこれいうのは無駄だと思ったのであろう。それ以

上に一言も口をきこうとせずに、辞去したそうである。鴎外としては、薮をつ

ついて蛇を出したようなことを仕出かしたので、これは失敗したと思ったので

あろうか、話を打切って、さっと帰ってしまう。そこに冷静な人だった鴎外が

出ている」 

 ううむ、明治の文化人は気骨がある。 

 現代のふやけた文化人は、爪の垢を煎じてのむがよかろう。 

 

      ＊     ＊ 

 

 恋でも愛でも恋愛でもいい。 

 どんな語彙でもいいが、こういう言葉に翻弄される文学者は多い。 

 いや、恋愛に翻弄されるのは、文学者のみではないが、文学者の場合は、言

葉に翻弄されてしまう。 

 透谷がその許婚者から奪った、妻ミナへの手紙が残っている。 

 そこで透谷は、しきりに、 



「ラブ」 

 と書いている。 

 透谷のラブは、恋愛のみならず、基督教的な愛を含んでいると思われる。 

  

 その言葉にこだわり、その言葉に裏切られた。 

 それが自殺の原因の一つであった。 

 結婚前のミナは、透谷いわく 

「貧を厭わず」 

 を繰り返し云ったという。 

「だから尊敬するあなたには、自分の信念に忠実に生きてほしい」 

 その思いこそが、ラブなのである。 

 けれども、いくらどんな綺麗事を云っても、どんな健気な約束事をしても、

結婚し子供も産まれれば、ミナに限らず、妻であり母親である女性は、決まっ

て豹変する。 

 それが女性の本能的な本質であって、そこを見破れない男性が大半なのだか

ら、よく、 

「恋愛と結婚は違う」 

 と云う人がいるが、体験者の言葉であるゆえに、当然当たっている。 

 子供の将来を考えれば、甘ったるいことなんぞ云っていられなくなるのであ

る。 

 一文にもならない文学にうつつをぬかし、一文すら稼ぐ手立ても講じない夫

であり父親である男性は、悪魔か甲斐性無しである。 

 そんな当たり前の事を、透谷は納得できなかった。 

 いや、そういう状況の男性なら、だれでも納得はできない。 

 できないけれども、妥協し、長いもの（家族、家庭）に巻かれる。 

 それができなければ、蒸発するか自殺する他はない。 

 そうして透谷は自殺した。 

 わたくしにとっては他人事ではない。 

 他人事ではないから、 

「情ない」 

 と云いたいのである。 

 

 透谷の所謂、 

「浪漫主義」 

 は、すなわち、 



「人間主義」 

 でもあった。 

樋口一葉 

石川啄木 

 など、二十代で無念にも病死せざるを得なかった文学者がいた時代にあって、

二十代で自殺するなど、人間主義に反していると云わざるを得ない。 

  

 北村透谷は小田原の生まれである。 

（ちなみにやはり自殺した牧野信一も同じである） 

 ついでにいうと、わたくしは横須賀生まれであるが、元々小田原の一族であ

る。 

  

 牧野信一を好きだった宇野浩二は、 

「小田原の人間には一種の気風がある」 

 と云っている。 

 たしかにあるかもしれない。 

 かたくなな気骨。 

 憂悶の気質。 

 それらと相反するかのごとき、剽軽さとハイカラ趣味（新しいもの好き）。 

 鬼面人をおどかすのを得意とし、それゆえにまた沈潜する。 

 中村光夫は、 

「透谷と小田原の関係は、藤村と馬籠のそれほど掘り下げられてはいませんが、

ひとつの興味ある研究課題です」 

 と述べている。 

 そんなもの研究しなくてもいいと、わたくしはかんがえる。 

 解る者には解る、それでいいし、それだけのものだ。 

 

 ただこの「一種の気風」は、自殺に繋がる気風である。 

 だから、生地と自殺の関係を研究したほうがいいであろう。 

 

       ＊     ＊ 

 

 どういうわけか、北村透谷のことを語ると、とりとめがなくなる。 

 さあもうよかろう、と思っていると、また後から後から、透谷に就いて語り

たくなる事が生じてくるからである。 



 それはどうしてなのか。 

 正確には云えそうにないが、透谷のことを考えると、わたくし自身の青春時

代のことが浮かんでくるのである。 

 わたくしも透谷同様に、十代から詩を書き小説を書きエッセイを書き評論を

書き戯曲を書きシナリオを書き、恥をかいてきた。 

 もちろん透谷の存在や業績とは、天地の開きがあるのだけれども、その試行

錯誤の煩悶と憂愁は、まったくといってよいほど似ている。 

 また、政治や宗教への傾倒と挫折も、それなりに似ている。 

 加えて、その結婚までの経緯や、家庭生活に於いても、瓜二つと云ってよい。 

 その希望と絶望、その夢想と悪夢、その清新と汚辱。  

 何度も云うが、よって他人事ではないのである。 

  

 まったく、人生は紙ひとえ。 

 わたくしが自殺をしなかったのは、 

「我が事終われり」 

 と思うほど、自作に対する周りの評価が高くなかったのと、わたくしより先

に実母が自殺してしまったためである。 

 それ以外には考えられない。 

 

      ＊     ＊ 

 

 なかなか有り得ない事ではあるが、わたしたちは幸運にも、北村透谷の実像、

少なくとも風貌を垣間見ることのできる作品を読むことができる。 

 島崎藤村の私小説（というよりも自伝小説と呼んだほうがいいであろう）『春』

と『桜の実の熟する時』である。 

 前者は蔵書にあるはずだが、なかなか見つからないので、後者から引用する。 

 文中「青木」とあるのが、透谷であり、「捨吉」とあるのが、藤村である。 

 

【逢って見た青木は、思ったよりも書生流儀な心易い調子で、初対面の捨吉を

捉まえて、いきなりその時代の事を言い出すような人であった。麹町の吉本さ

んの家で、例の応接間の大きなテエブルの前で、捨吉は自分の前に腰掛けなが

ら話す四つか五つばかりも年長な青木を見た。男らしい眉の間に大人びた神経

質の溢れているのを眺めたばかりでも、早くからいろいろなところを通越して

来たらしいその閲歴の複雑さが思われる。捨吉の心を引いたものは殊に青木の

眼だ。その深い瞳の底には何が燃えているかと思わせるような光のある眼だ。



何よりも先ず捨吉はその眼に心を傾けた】 

 

【心の置けない青年同士の話がそれから始まった。逢う度に青木は自分の有つ

世界を捨吉の前に展げて見せた。「僕はこれで真実弱い人間だ、小さな虫一つ殺

しても気になる」とか、「僕は単なる詩人でありたくない、thinker と呼ばれた

い」とか、そういう言葉が雑談の間に混って青木の口から引継ぎ引継ぎ出て来

た。沈思そのものとでも言いたいような青木は、まるで考えることを仕事にで

もしている人物のように捨吉の眼に映った】 

 

【小半日、青木は捨吉を引留めて、時には芸術や宗教を語り、時には苦しい所

帯持ちの話をしたり、世に時めく人達の噂なぞもして、捨吉をして帰る時を忘

れさせた。ある禅僧の語録で古本屋から見つけて来たという古本までも青木は

取出して来て、それを捨吉に読んで聞かせた。青木は声を揚げて心ゆくばかり

読んだ】 

 

 つまらぬ透谷論を読むよりは、藤村のこの二つの小説を読んだほうが透谷が

解る、ということがある。 

 それはまさしく藤村にとって、透谷とその作品が大きいものだったからであ

り、透谷の死に深い哀惜の念があったからである。 

 これぞ青春の盟友であり、こういう人間を持っているかいないかで、作家の

価値は決まってくると云っても過言ではない。 

 いずれにしてもこの二つの小説は、 

『千曲川のスケッチ』 

『破戒』 

『家』 

『新生』 

『嵐』 

『夜明け前』 

『東方の門』 

 など、藤村の数ある傑作群のなかでも、最も読みやすく、最も親しみやすく、

最も面白いものである。 

 

「明治の小説として後世に伝うべき名篇也」 

 と、夏目漱石が、森田草平への手紙に書いた、 

『破戒』 



 の重要登場人物である、猪子蓮太郎の思想は、透谷の思想がモデルになって

いると昔から云われている。 

 それほどまでに、藤村という作家は、透谷に傾倒していたのかと考えると、

慄然ともするし、且つ羨望も感じる。 

 

     ＊    ＊ 

  

 この間、島崎藤村の小説を再読していたら、（『絶対文感』では早い段階です

でに書いているのだが）また書きたくなってきた。 

 詩人で小説家、もしくは元詩人の小説家は、島崎藤村の他にも、 

佐藤春夫 

室生犀星 

木山捷平 

伊藤整 

井上靖 

伊藤桂一 

清岡卓行 

辻井喬 

林芙美子 

富岡多恵子 

 などなど沢山いるが、島崎藤村は別格の感じがする。        その

感じを書いてみたいのである。 

 

【まだあげ初めし前髪の 

 林檎のもとに見えしとき 

 前にさしたる花櫛の 

 花ある君と思ひけり】 

 の詩人が、『破戒』や『夜明け前』の小説家に、どうしてなり得たのか、じつ

に不思議である。 

 その解明を書いてみたいのである。 

 他の文学者は、詩と小説がどこかで繋がるのだが、藤村の詩と小説は繋がら

ない。 

 じつは繋がっているのかもしれないが、どこでどう繋がっているのかが解ら

ない。 

 詩も小説も書くわたくしでもそう感じるのだから、一般の読者はなおさらで



あろう。 

 もしかすると、『若菜集』の藤村と、『破戒』の藤村は、違う文学者だと思っ

ている人がいるかもしれないし、藤村の詩の愛読者は藤村が小説を書いている

のを知らないかもしれないし、藤村の小説の愛読者は藤村が詩を書いているの

を知らないかもしれない。 

 知らないが云い過ぎなら、読んだことがないかもしれない。 

 

 

「文學の面白さとは、他人の生活をみずから辿るところにある、とかつて小林

秀雄が言ったが、それは具体的には『われを忘れる』面白さと『身につまされ

る』面白さとに分け得る。それが文學の功徳だ」 

 と述べていて、 

「人と作品」 

 という切り口が得意な平野謙の、 

『島崎藤村』 

 を、再読、熟読してみれば、なにかつかめるだろうが、評論家の説を鵜呑み

にするのではなく、なんとか自分でつかまなければ意味がない。 

 

『落梅集』 

 にある、 

【吾胸の底のここには 

 言ひがたき秘密（ひめごと）住めり 

 身をあげて活ける牲（にえ）とは 

 君ならで誰か知らまし】 

 に、なにかヒントがありそうな気はしているのだが。 

 

 そういうことで、その感じとその解明を書いてみたいのだが、残念ながらま

だ煮詰まってはいない。 

 とにかく幾つになっても、日々勉強勉強ですな。 

  

  

  

  


