
絶対文感【特別篇】 

 

  第十七章 辻 潤            陽羅 義光 

 

 前章の「北村透谷」同様に、また森銑三の著作の話から始める。 

 森銑三に、 

「ダダイスト辻潤」 

 という文章がある。 

 その冒頭。 

  

【『辻潤集』の第一、第二の両巻『浮浪漫語』と『ですぺら』とが図書館の書庫

に列んでいるのを、私はしょっちゅう見かけていたにもかかわらず、その本を

取上げて目次を繰って見ることすらもしなかった。辻潤という人物には、殆ど

何らの関心を持たずに過して来たからである。ところがついこの間、武林無想

庵の著『むさうあん物語』の第十冊の内に採録せられている潤、無想庵両氏の

「巴里コンニヤク問答」というものを読んでから、急に潤氏の人物に好感が持

たれて、潤氏の著書が読んで見たくなった。それで図書館から右の二册を借り

て来て通読した。 

 しかし潤氏の文章は、纏まりが悪くて、叙述がごたごたしていて、形式を成

さぬものが多い。その上に『辻潤集』は活字がぎっしり詰めて組んであるもの

だから、甚だ読みづらい。そのために、つい飛ばし飛ばし読む結果になってし

まったが、しかもその読みづらいものの中に、何ともいわれぬ面白い部分があ

って、潤氏その人のよさがにじみ出ている。それで粗雑な読み方ではあるけれ

ども、とにかく二冊を読上げた】 

 

 率直で真摯。 

 森銑三の文章は、みんなそうだから、信用ができるし、読んで損はない。 

 そして森銑三は、辻潤の言葉をいくつもいくつも引用している。 

 それらの言葉はまさしく、辻潤の「絶対文感」であるので、ここにそのいく

つかを再引用してみる。 

 

【西洋流の尺度から押せば、われわれはまだ半開人かも知れぬが、僕らの尺度

でかれらを見れば、かれらこそよほど野蛮である】 

 

【日本が日本として堕落したのは、西洋と交際して、異人にかぶれすぎた結果



である】 

 

【人間を平等に愛するーそんなことが出来てたまるものか。ひとりを強く愛す

ることは、その他に対して冷淡になるということだ】 

 

【人間と話をすることは恐ろしく退屈で、欠伸が出る。時々、犬や熊などと話

がしてみたくなるよ】 

 

【世に愚人を欺すほど、容易にして罪深いことはあるまい】 

 

【新しいということは、旧いということよりも、少しも新しくも旧くもない】 

 

【始めに神ありとか、始めに言葉ありとかいう代わりに、私は始めにマチガイ

ありといいたい】 

 

【鎮守の森を持たない村は、何と殺風景ではないか】 

 

【謹賀新年、諸君の盲動を祈る】 

 

【どんな悪罵でも冷罵でも、私は慎んで引き受ける】 

 などなど。 

 ううむ、驚いた。 

 なぜなら、わたくしの考えとまったく同じだったからである。 

 

 それでは森銑三の文章の末尾。 

 

【それにしても、かような魅力のある人がいたのに、私はどうしてこれまで注

意を向けることをしなかったのであろうか。あるいは新聞か雑誌のゴシップか

何かから、辻潤はずぼらの、のんだくれの三文文士だというような印象を受け

て、取るに足らぬ人間とばかり極め込んでいたのかも知れない。もしそうだっ

たとしたら、そうした即断を恥入らなければならないが、ジャーナリズムとい

うものは、真実から離れた、ゆがんだ姿ばかりを伝えてくれているのではある

まいかという気がする】  

 

 これを読んで、わたくしも恥じ入った。 



『辻潤選集』 

 の編者、玉川信明は、 

「理想社会を想うものにとって辻潤の文章は不可欠なのである」 

 と云っているくらいなのである。 

 

 わたくしが知る辻潤（１８８４年～１９４４年）は、その年譜的な事実に過

ぎなかった。 

 

○「日本ダダイズム」の中心的作家である。 

 

○『ダダイスト新吉の詩』で有名な、高橋新吉（１９０１年～１９８７年）の

兄貴分である。 

 

○妻の伊藤野枝（１８９５年～１９２３年）は、潤を捨てて、アナーキスト大

杉栄（１８８５年～１９２３年）の元に奔り、栄の妻、愛人と四角関係を演じ

た。 

（野枝は、長男を家に置き去りにし、連れて行った赤子の次男は邪魔になって

海辺に捨てた） 

 

○後に、野枝は栄と共に、甘粕正彦（１８９１年～１９４５年）大尉率いる憲

兵隊に惨殺された。 

 

○人気画家であり、人気詩人であった辻まこと（１９１３年～１９７５年）は、

長男である。 

 

 ちなみに、石垣りんの詩に、こういうものがある。 

 

【「まこちゃんが死んだ日」 

 

 まこちゃんが 死んだ日 

 わたしは ごはんたべた 

  

 まこちゃんが 死んだ日 

 わたしは うちをでた 

 



 まこちゃんが 死んだ日 

 そらは 晴れていた 

 

 まこちゃんが 死んだ日 

 みんなで あつまった 

 

 まこちゃんが 死んだ日 

 夜は いつもの通り 

 

 まこちゃんが 死んだ日 

 では さようなら】 

 

（まこちゃんとは、辻まことのことである） 

 

○武林無想庵、大泉黒石、萩原朔太郎らとの深い交流があった。 

 

○「天狗」となって二階から飛び下り、脳病院に入院した。 

 

○放浪癖があり、尺八の門付をして歩いたこともある。 

 

○大平洋戦争開戦直後に「日本必敗」を予言した。 

 などなどである。 

 

 わたくしはさらに恥じ入ることがある。 

 この『絶対文感』に、武林無想庵、大泉黒石、萩原朔太郎を取り上げつつも、

もしも森銑三の文章を読まなかったならば、辻潤をいつまでも取り上げなかっ

たであろうから。 

 

 なにしろわたくしは本能的に、「馬面」が嫌いである。 

 つかこうへいと、ともだちにならなかった理由は唯一、まことに失礼ながら、

つかこうへいが「馬面」だからである。 

 馬も競馬も好きなのに、「馬面」が嫌いとは、天の邪鬼もひどいものであるが、

本能的なるものは、なかなか治るものではない。 

 辻潤の写真をいくつか見たが、「馬面」なので、敬遠していたのである。 

 こういう本能的なるものは、結果的に恥に繋がる。 



 

 それとわたくしは、『絶対文感』もしくは『ヒラリズム』の中で、「ダダイズ

ム」に就いて、かなり詳しい文章を書いた記憶がある。 

 つまり、１９１６年、スイス、チューリッヒから発したアバンギャルド芸術

運動で、『ダダイズム宣言』を書いた、ルーマニアの詩人ツァラが中心人物、云々。 

 けれども「日本ダダイズム」の事は書かなかった。 

 だから当然、辻潤に就いても触れていないか、触れていたとしても、おざな

りだったはずである。 

 

 とにかく反省反省、反省の証しとして、この章もおざなりにもなおざりにも

しない。 

 

      ＊     ＊ 

 

 さて、辻潤の言葉（一種のアフォリズム）を通読した際に、わたくしは（愛

読書である）フローベールの『紋切型辞典』を想い出した。 

 

【入れ歯ー永久歯の生え変わり】 

 

【自殺ー卑怯の証拠】 

 

【詩人ー「能無し」を人聞きよく言い換えた同義語】 

 

【小説ー大衆を堕落させるもの】 

 

【神経ー病気の正体がわからないときは神経のせいにすること。この説明で病

人はけっこう納得する】 

 

【有名人ーその私生活の細部にいたるまで探索し、悪口の種子にすべし】 

 

【天才ー賞讃するにあたらず、「精神病」の一種である】 

 

【自由貿易ー国内商業不振の原因】 

 

【煙草ー脳と脊髄の病気はすべて煙草のせい】 



 

【賭博ーいったん取りつかれたが最後、逃れ得ないこの情熱を慨嘆すること】 

 などなど。 

 いやはや、紹介するとなると切りがないくらい、名言の数々。 

 

 またこれは想い出したわけではなく、わたくしのノートに『ラ・ロシュフコ

ー箴言集』が列記されているので、それも見直してみた。 

 

【われわれの美徳は、ほとんどの場合、偽装した悪徳にすぎない】 

 

【人は決して自分で思うほど幸福でも不幸でもない】 

 

【人間は、もしお互いに騙され合っていなければ、とうてい長い間社会をつく

って生き続けられないであろう】 

 

【誉める非難があり、くさす賛辞がある】 

 

【大部分の人は羽振りや地位によってしか人間を判断しない】 

 

【女は相手がうとましいのでなければあくまですげなくしない】 

 

【恋のかけひきの中に最も少ししか見当たらないものは愛である】 

 

【頭のいい馬鹿ほどはた迷惑な馬鹿はいない】 

 

【その真価が美貌より長持ちする女はめったにいない】 

 

【嫉妬はあらゆる不幸の中で最も辛く、しかもその元凶である人に最も気の毒

がられない不幸である】 

 などなど。 

 いやはや、紹介するとなると切りがないくらい、名言の数々。 

 

 その皮肉、その諧謔、その偏屈、その正直、その率直、その炯眼、辻潤が、

フローベールやラ・ロシュフコーに似ているとはおもわなんだ。 

 



      ＊     ＊ 

 

 あれこれ辻潤の作品を読みながら、わたくしなりに代表作を選ぼうかと思っ

たが、なかなか難しい。 

 そこで辻潤の、まじめで、とぼけた「絶対文感」がよく表れているものにし

た。  

 まじめであることと、とぼけていることが、渾然一体になっているなんてこ

とは、普通は有り得ないのだが、それが有り得る。 

 尤もそれは、辻潤の場合に限られるのかもしれない。 

 というわけで 

『絶望の書』 

 を選んだ。 

 これは、「るふれん序」と「序文」と「ものろぎや・そりてえる」と「ふらぐ

まん・でざすとれ」と「どりんく・ごうらうんど」、はたまた「かれ等果たして

何を求めつつありや？」と「うんざりする労働」と「ふわんたじあ」と「こん

とら・ちくとら」に分かれている。 

 まったくわけが分からないが、内容は案外分りやすい。 

 

 ちなみに、引用は、すべて現代口語改めである。 

 辻潤の表記は旧仮名が大半なので、余計に読みにくい。 

  

 では、その「序文」から引用。 

 

【自分にとって、生きているということは恥を曝すということにしか過ぎない。

またぞろ、かくの如き文集を出す所以である。この書を読んで読者はしばらく

自己の優越をかんじたまえ。著者にとってそれはいささかの慰めとなるのであ

ろう。 

 自分はキャメレオンであり、マゾヒストであり、なんでありかんである。な

んかんてんところんてんである。てんとして恥ずるところを知らざる猿でもあ

る。去るものは日々に消え、行く者またかくの如し。かくていつまで生きたと

て死ぬだけの話なり。なんすれぞそれ恐れざることあらん。あなかしこ、にい

おろか】 

 

 ううむ、立派な序文である。 

 続いて、「ものろぎや・そりてえる」の冒頭。 



 

【虫が鳴いているーまさに秋だ。秋になると虫が鳴くー別段今さら珍しいこと

でもないー子供の時分から幾度となく聴いているのだ。しかし、こうやって静

かな真夜中にひとりで虫の鳴いているのを聴いてみるとーまことにいい気持ち

で、なんとなく生まれて初めて虫の鳴くのをきいているような気持ちがする。 

 いい気持！ なのは、自分がいい気持ちだからなのだ。虫の鳴いているのを

きいていい気持ちにならない人間が沢山いることはきまっている。 

 自分はなぜいい気持ちなのか一向にわからないが、実になんとなくいい気持

ちでたまらないのだ。だから、今夜は久しぶりで物を書きたい気持ちになった

のだ。まったく不思議だ】 

 

 まったく不思議なのは、読んでいて、（森銑三ではないが）作者の人間の良さ

をしみじみと感じるのである。 

 

      ＊    ＊ 

 

 さて、わたくしに限らず、気になるのは、大杉栄にとられた妻のことを、辻

潤はどう思っているのかである。 

 幸い、 

「ふもれすく」 

 という題の文章が、五月書房発刊の、 

『辻潤選集』 

 のなかに見つかった。 

 ところどころ、伊藤野枝に関する部分だけを引張ってみる。 

 

【野枝さんが「青鞜」を一人で編輯することになって、僕は小石川の指ケ谷町

に住んでいた。 

 野枝さんは至極有名になって、僕は一向ふるわない生活をして、碌々と暮ら

していた。殊に中村孤月君などという「新しい女の箱屋」とまでいわれた位に、

野枝さんを崇拝する人さえ出てきた。 

 野枝さんのような天才が僕のような男と同棲して、その天分を充分に伸ばす

ことの出来ないのははなはだケシカランというような輿論がいつの間にか僕等

の周囲に出来あがっていた】 

 

【同棲数年の間、僕はただ一度外泊したことがあるばかりであった。まるで今



思うと嘘のような話である。別れるまで、殆どケンカ口論のようなことをやっ

たこともなかった。がしかしただ一度、酒の瓶を彼女の額に投げつけたことが

あった。更に僕は別れる一週間程前に僕を明白に欺いた事実を知って、彼女を

足蹴りにして擲った。前後、ただ二回である。別れる当日はお互いに静かにし

て幸福を祈りながら別れた。野枝さんはさすが女で、眼に一杯涙をうかべてい

た。時にまこと君三歳】 

 

【大杉君も『死灰の中より』にたしか書いている筈だが、野枝さんが大杉君の

ところへ走った理由の一つとして、僕が社会運動に対する熱情のないことにあ

きたらず、エゴイストで冷淡だなどとなにかに書いたこともあったようだ】 

 

【僕角帯をしめ、野枝さん丸髷に赤き手柄をかけ黒襟の衣物を着し、三味線を

ひき、怪し気なる唄をうたったが、一躍して婦人解放運動者となり、アナーキ

ストとなって一代の風雲児と稀有なる天災の最中、悲劇的の最後を遂げたるは

まことに悲惨である。惜しむべきである。更に恐ろしいことである。お話にな

らぬ出来事である。開いた口が塞がらぬ程に馬鹿気たことである。 

 同じ軍人でもネルソンもあればモルトケもいれば、乃木大将のような人もあ

るかと思うと、アマカスとかアメカスとかいうような軍人もいる】 

 

【しかし、僕は野枝さんが好きだった。野枝さんの生んだまこと君は、更に野

枝さんよりも好きである。野枝さんにどんな欠点があろうと、彼女の本質を僕

は愛していた。先輩馬場孤蝶氏は大杉君を「よき人なりし」といっているが、

僕も彼女を「よき人なりし」野枝さんといいたい。僕には野枝さんの悪口をい

う資格はない】 

 

 おおよそ解った、気がする。 

 それにしても、辻潤は「お人好し」である。 

 しかも、年期の入ったお人好し。 

 作家の大半は、人が悪いので、こういうお人好しは珍しい。 

 

 辻潤はどこか、ドン・キホーテに似ているし、ハムレットにも似ている。 

 尤もドン・キホーテとハムレットとは似ているらしい。 

 

 辻潤ほどではないが、やはり可笑しな作家、小島信夫の、 

『小説の楽しみ』 



 にこうある。 

 

【ぼくの印象では、なんとなく『ハムレット』と『ドン・キホーテ』とは似て

いるんです。『ドン・キホーテ』の主人公が、騎士道物語を読んで、頭がおかし

くなってしまう。まわりの笑い者になるんですけど、自分が笑うことはない。

『ハムレット』もやっぱり同じように、自分が笑い者になるようなことをして

も、彼自身は笑わない】 

 

       ＊     ＊ 

 

 なにが哀れといって、コキュほど哀れな者はいない。 

 しかも妻の相手が、自分よりも有名人ならなおさらである。 

 わたくしも辻潤と同じ体験がある。 

 女は正式な妻ではなかったから、コキュとはいえないけれども。 

 いずれにしても、伊藤野枝を大杉栄にとられた辻潤や、長谷川泰子を小林秀

雄にとられた中原中也などの哀れさは、他人事ではない。 

 

 コキュが哀れなのは、それが、女の側のせいばかりではないということがあ

るからで、自分の腑甲斐無さを、厭がおうでも、認識させられるからである。 

 それを認識できなかった男は、ストーカーになり、ひいては殺人者になるが、

それを認識できた男は、恥辱のために切腹するか、かりそめの放浪者になるか、

ホンモノの詩人になるか、永遠のギャンブラーになるかしかない。 

 

       ＊     ＊ 

  

 コリン・ウィルソンは、春夏秋冬にたとえて、ベケットとカフカは冬だと云

っている。 

 そしてあと百年もしたら、冬の作家は、 

「おれたちは無駄をしたな」 

 と回想するだろう、とも云っている。 

 変な説であるが、前後も熟読すると、妙な説得力もある。 

 

 ベケットとカフカはともかく、冥土の辻潤は、 

「無駄をした」 

 と思っているかもしれない。 



 ダダイズムと云っても、アバンギャルドと云っても、曲がりなりにも文学を

やるなら、日本語で書かねばならず、既成の通念を完璧に否定するなら、書か

ない作家になる他はない。 

 あるいは一般に理解されない作品を書く他はない。 

 辻潤の作品（と云っても、作品として体をなしているものはないのだが）は、

一般に好まれなかったが、それでも読んだ者は、何が書かれているかを理解で

きた。 

 矛盾である。 

 思想と現実の矛盾。 

 その矛盾のせいか、タイトルだけは虚仮威しのものを付けて、一個の文学作

品として完成させたものはなかった。 

 そこまでが、ダダイズム、アバンギャルドの限界であった。 

 そんな頑な思想を持たなかったならば、少なくとも葛西善蔵や近松秋江に匹

敵する、苦い私小説作家になったであろうし、少なくとも井伏鱒二や木山捷平

に匹敵する、とぼけた作風の、一般にも愛される作品を残したであろうし、大

杉栄や伊藤野枝に匹敵する名声を得たであろう。 

 残念、というよりも、他人事ではないから、こういうことにも哀れを催す。 

 わたくしは、文学には、文学思想も、祈りも、主張も、大切だとは認識して

いるけれども、作家は特定の思想や宗教や主義を持ってはならないという考え

である。 

 ダダイズム、アバンギャルドは駄目だと思う、無駄だと思う。 

 辻潤に好感を抱いた今だから、あえてそう云いたい。 

  

 いや、辻潤のことだから、 

「文学は、本来無駄なものなのだから、無駄をしたなんて思うわけがない」 

 と嘯いている気もする。 

   

 わたくしはいまでも馬面が嫌いであるけれども、辻まことの馬面に、辻潤の

馬面を想い、馬面の息子辻まことをこよなく愛した辻潤の馬面を写真で見るに

つけ、辻潤の馬面だけは好きになってもいいだろうと考え始めている。 

 

       ＊     ＊ 

 

 コキュ辻潤の救いは、五十歳を過ぎて、松尾季子という才媛の愛人ができた

ことであろう。 



 その松尾宛の手紙がいっぱい遺っているので、最後にそのいくつかを抜き書

きしてみる。 

 辻潤の「絶対文感」も、辻潤の生きざまも、こういうものにも垣間見られる

のである。 

 

【自分の考え方からいうと、人間は智識がふえればふえるだけ不幸に成なると

いう考えですが、今の世の中で智識がないと生きてゆかれないのだから、どう

も困ります。フリオフレヒト先生の考えは、人間を動物に還元する理想です。

しかし当分は空想かも知れんが、いまにきっとそうなるだろうと思います。ど

この国の歴史を見ても、文明が栄えて絶頂に達すると必ず亡んでいます。ヨー

ロッパはこれから次第に衰退してゆくでしょう】 

 

【どうも原稿を書いてもこの先金になりそうもない。元からそうだったが、い

よいよダメらしい。しかしヒマがあるあいだはなにか書いておくつもりだ。死

んだら多分いくらかのゼニにはなるだろう】 

 

【恐らく私のような人間をほんとに心配してくれる人は、今のところ君ひとり

だと思うとありがたいと思う。私も五十以上まで生きたのだから、なんとかし

て天命を全うして死にたいと考えている。なにしろ生きることは辛抱すること

だから。君もガマンをしてもう少し落ちついて生きてもらいたい。そのうちに

はまた運がひらけてくるだろう。ツダがわる口をいうのはムリもない。まった

く私は世間の標準からいったらゼロに近い人間だと自分でも考えているのだ】 

 

【私は去年の九月から頭もヒゲも刈らんので、まるで山男然としている。京都

ではコドモ達にこわがられたり、からかわれたりした。これではちょっと女も

よりつかんから、その点は君も安心してもらえそうだ。ボロボロのマントをき

て、平然と歩いているんだが、まず本物の乞食に近いというより、そのものだ】 

 

【自分は真実だけを書こうとは思わない。書こうと思ったところで書けるわけ

はないからである。むしろ自分の心に浮かぶ、馬鹿馬鹿しいキマグレをなるべ

く書きたいと思う。なぜなら、たいていの人間がやらないからである。自分の

ような阿呆な人間ででもなければこんなことはやらないからだ】 

 

【「独断と偏見」という「文学論」を書いている。何枚になるかわからん。夏目

漱石の「文学論」の向こうをハルつもりだ。屈原の『楚辞』がいらなければこ



んだついでの時に送ってくれ。『楚辞』は君の愛読書かもしれんが、屈原はエラ

イが実に囚われた人物で、自分ばかりが高潔だなどと自惚れていたので、川へ

ハマッたのだ。つまり大馬鹿者の典型だ。故に可愛人物】 

 

【僕が年が若く、帝大でも出て大衆文学の作家だったら、君の両親も喜んで御

聟さんにしてくれるだろうと思うが、なに分、キチガイルンペンでは仕方がな

い。無理もない】 

 

【多くの天才は僕よりも遥かに悲惨な生涯を送っている。例を挙げればきりが

ない。僕なんかは俗物だからまだノメノメと生きているんだよ】 

 

 

       ＊    ＊ 

 

 前章の「北村透谷」と今章は、やけに長くなった。 

 各々五十枚余りある。 

 それもひとえに、他人事ではないからである。  

 まだまだ書いてもいいが、読む方が飽きる。 

  

 

 


