
絶対文感【特別篇】 

         

 第六章 賀川豊彦               陽羅 義光 

 

 

 ひとはだれでも（だれでもでなければ多くは）自分の人生のなかで、「分岐点」

といおうか「臨界点」といおうか、大きなエポックを持っているものである。 

 わたしの場合は、結核で倒れた二十歳の時期以上に、二十五歳前後の或る季節の

ほうが、まさしくそれだといえる。 

 

 そのころわたしは卒業できる見込みのまったくない、早稲田大学の六年生で、こ

れもまた芽がでるはずもない、素人芝居にのめりこんでいた。 

 それでも、退屈しのぎに書いた戯曲のいくつかは、早稲田界隈で上演され、その

ころ（学園内のみながら）華々しく登場した、つかこうへいは、（いまはだれも信

じてくれないだろうが） 

「ひらさんの芝居を模倣する者が慶応に現れた」 

 といわれたくらいであった。 

   

 わたしが芝居にのめりつくせなかった理由のひとつは、貧乏すぎたせいであった。 

 とにかく芝居づくりにも上演にも金がかかり、仲間はそれ相応の仕事やアルバイ

トをしていたが、未だ結核が治り切っていないので、新聞社の臨時嘱託をやっては

いたが、その収入は交通費と昼食代で消えてしまう程度であった。 

 そんな食うや食わずの生活を憐れんだのか、芝居を手伝ってくれていた女子大生

が、ある仕事を紹介してくれたものである。 

 彼女はクリスチャンで、のちにわたしの〈彼女〉になるのであるが、その話は小

説にも書いたからここではやめておく。 

 彼女の父親が、（プロテスタントの東駒形教会に隣接している）〈賀川豊彦記念

館〉の、理事長であったその関係で、そこで開いている〈学習塾〉の、講師の仕事

を紹介してくれたのである。 

「賀川豊彦」の名に惹かれて、決めたわけではない。 

 なぜなら、わたしは「賀川豊彦」が何者か、ほとんど知らなかったのであるから。 

 お金がほしくて、決めたわけではない。 

 なぜなら貧乏が身に付いてしまっていて、ちっとも苦ではなかったのだから。 

 わたしは、「貧乏」とはいうけれども、「貧苦」とはけっしていわない。 

 はっきりとは覚えていないのだが、おそらく、隅田川の近くの駒形という町に、

小さくはない興味があったのである。 

（この仕事は、問題のある子ばかり預かる、教会のボランティア活動の一環でもあ

ったから、給与はかぎりなく安く、貧乏生活はちっとも改善されなかったのである



が） 

  

 往復三時間ほどかけてそこに通い、主に小学六年生に算数を、中学三年生に英語

を教えた。 

 もちろん、勉強を教えるのは容易いことではなかった。 

 小学六年生の算数は、習ったことのない〈集合〉が難題であったから、渋々〈集

合〉を一夜漬けで中途半端に学ばなければならなかったし、中学三年生の英語は高

校受験用のもので、わが学力では手に余るところもあり、煮詰まると情けなくも（の

ちに東大に行った）教え子に聞いたりしたものであった。 

 そうして生徒たちが（というより自分自身が）授業に飽きると、勝手に自由時間

ということにして、生徒たちと一緒に館内で、飛び箱や卓球やバスケットボールや

レスリングに興じて、責任者や関係者や牧師を顰蹙させたものであった。 

 むろん他の講師たちからも苦情が殺到したが、極力無視し、ときとして威圧した。 

 

 勉強ができない生徒を叱ったことはなかったが、女の子や下級生や障害児童をい

じめる悪童たちに対しては、ときとして烈しい体罰を与えた。 

 わたしは自らに、 

「落第講師」 

「不良講師」 

「暴力講師」 

 のレッテルを貼りたかったが、どういうわけか（悪童たちも含めて）生徒たちに

は慕われた、というか、責任者にいわせると、 

「無闇に慕われ過ぎだ」った。 

 

 そういうダメ講師だったせいもあるのかもしれない。 

 わたし以外の講師や責任者や関係者や、生徒たちもしくは生徒たちの親のほとん

どが、クリスチャンであったが、まったく気にならなかったし、クリスチャンにな

れともいわれなかった。 

『聖書』も読んだし、『賀川豊彦全集』も読んだし、賀川豊彦に関する大江健三郎

の講演も聴いたが、かくべつ感化もされずに、「授業料値上げ反対声明」を唱えた

ことと、彼女と別れることになったのをきっかけに、講師を辞めることとなった。 

 なんとも忸怩たるものがあり、やりのこした感覚がいつまでも去らなかったため

に、その後三年ほどして、〈松下村塾〉に似たものを計画したのだが、人徳と人脈

が欠落していたせいで、あえなく瓦解したのであった。 

 

 そのとき脳裏に去来していたのは、芥川龍之介の〈アフォリズム〉のこんな言葉

であった。 

 

【人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのは莫迦々々しい。重大に扱わなけ



れば危険である】 

 

 二年たらずのこの時代この季節が、おのれにとって、二十年以上に匹敵すること

を自覚したのは、もう中年になってからであった。 

 ほかの時代ほかの季節と異なり、あれもこれも、極めて細部の状況も、印象深く

記憶している。 

 なかでも、生徒たちとのささやかでさまざまな交流は、大袈裟にいうなら生きる

力にさえなっている。 

 

 坊主頭に大きな疵のある知能障害のあの子。 

 授業中じっとしていられない発達障害のあの子。 

 ラブレターばかり書いている不良少女のあの子。 

 笑顔がかわいい不良少年のあの子。 

 女の先生を追いかけてばかりいるあの子。 

 両親が末期ガンのあの子。 

 両親が行方不明のあの子。 

 いつも黒い服着て暗い顔のあの子。 

 家が貧乏で一日一食だったあの子。 

 勉強はできないが卓球はうまかったあの子。 

 優等生だが勉強よりも喧嘩が好きだったあの子。 

 いじめっこだが人懐っこいあの子。 

  

 そんなわたしにとって、〈賀川豊彦〉の名は、ベストセラー『死線を越えて』の

著者の名でも、特異なクリスチャン兼社会主義者の名でもなく、むろん記念館の冠

でもなく、いつのまにか、あの季節を象徴する大切な名となっていた。 

 

 前置きが長くなったが、今章は賀川豊彦（１８８８～１９６０）である。 

 

 安部磯雄、木下尚江の著作を読み、キリスト教社会主義に共感を覚えた十六歳以

降の、賀川豊彦の勉学、精進からからはじまる、伝道活動、社会活動、貧民救済運

動、労働運動、農民運動などなど、その功績は深く且つ多岐にわたっているし、そ

の『全集』も膨大なものなので、なにを、どこを、紹介していいか、正直途方にく

れている。 

 しかたないから、個人的な興味の中心のみにとどめさせていただく。 

 

 わたしも文学の道を歩みはじめた原因は、まちがいなく病気と貧乏であったが、

賀川豊彦は病苦と貧困をバネに、わたしなぞの百倍の意志でもって、信仰の道を歩

みはじめた。 

 



 わたしとほぼ同じ年代での、賀川豊彦の喀血は、わたしのそれとはちがって医師

から死の宣告をされたほどの重症であった。 

 そのときの賀川豊彦の「神秘体験」（労働経済学者隅谷三喜男）を、『評伝 賀

川豊彦』の著者武藤富雄はこう記している。 

 

【賀川は呼吸困難の中に、落日が床柱に反射する光を見つめ、母の胎盤に吸いつい

ている思いで、じっと動かずにいた。すると霊的な光が全身を包み、天にあげられ

る心地がした。そして呼吸困難を忘れ、光明遍照の境に身をおくこと一時間、我に

返ると咳が出て、血痰を吐いた。それは小さな痰壺を半ば満たした。すると熱は三

七度五分に下り、頭は軽くなって、胸部の圧迫感は消失した】 

 

 こういう体験は、わたしにもある。 

 しかしこれを、「神秘体験」と呼んでいいかには、疑問符が付く。 

 殺伐たるいいかたをするならば、喀血によって死に近づくこともあれば、喀血に

よって回復に近づくこともあると、経験上おもうからである。 

 

 いずれにしても、この大きな体験は、賀川豊彦を命知らず（そういっても見当は

ずれではないとおもわれる）の活動家（もしくは活動家の卵）にした。 

  

 それでも当初は、苦悶と焦躁の連続であったらしい。 

 貧民窟に入ったころの、賀川豊彦の詩が残っている。 

 

【五歳の秋 父母と別れ 

 十六 兄を失って 孤独！ 

 身はイエスと 生きんとすれど、 

 貧しき者は 天国に遠し 

 肉は（あヽ）亡びぬ。 

 

 他に霊もらん、器もなし、 

 眼をすえて、 

 自滅の最後、笑んで、待つ】 

 

【あ？ おいしが唖になった、 

 泣かなくなった、 

 眼があかぬ、死んだのじゃ、 

 おい、おい、 

 未だ死ぬのは早いぜ、 

 わしは葬式料がないんだぜ、 

 南京虫がー 



 脛噛んだーあ痒い！】 

 

【思うて 狂ひ 

 祈って 狂ひ 

 ただ 魔にさされた 

 ようです。 

 

 二重人格と 云ふものは 

 こんあものですかねー 

 ああ】 

 

【花柳病患者、足なし、心臓病、足の腐った男、 

 妻を淫売に出す男、高利貸、木賃宿、 

 ただ、とりとめもなく 頭の中を走る、 

 いや 眼の前を走る。 

 私は神経過敏牲の衰弱に陥る。 

 ああ、恐ろしい。 

 

 また思ふと、また狂ふ 

 貧民窟を救ふに 道はないものか？】 

                    （『涙の二等分』より） 

 

 しかしながら、賀川豊彦の「絶対文感」は、（精神はともかくとしても）あの脆

弱な肉体から出たものとは信じにくいほどに、強く烈しい。 

 ここで、賀川豊彦の個人史の、それぞれの時代の、特徴的な「絶対文感」を紹介

しよう。 

 順に、貧民窟に就いて、神に就いて、労働に就いて、宇宙に就いて、である。 

 

【日本を私が讃美せざるを得ないのは、このドン底にも一種の固い道徳と、愛と、

相互扶助のあることです。貧民窟の博徒が入監でもすれば、徴兵にでも行くように

騒いで、皆で同情して差入れをする。病気になれば、近所で救済する。それこそ言

葉にも余る様な世話を此等の急しい貧民の御上さん達が決して辞しない。私は貧民

窟で死にたい】 

                   （『地殻を破って』より）  

【私は神になりたい。全智全能になりたい。至上の美の創造主になりたい。之が私

の本体である。私は神になりたい。私は脱皮して、神になるのだ】 

                   （『労働者崇拝論』より） 

 

【神が単に我々にとって理想たるに止まり、綱でもって引張られて行く間はまだ本



当の宗教ではない。真の宗教は、神自身が我々に乗移る、神としての人間の経験で

ある】 

                （『イエスの宗教とその真理』） 

 

【人間はその本源に於て平等だ。金の高や、一夜造りの爵位などで人間が区別出来

る道理がない。労働者も人間である。彼もその主人と称する資本家と同様に、生を

享楽する権利は充分持っている】 

                    （『労働者新聞』より） 

 

【労働者を崇拝せよ。彼は地球から生えた第一の霊だ。我等はもう過去の英雄に飽

いた。彼等の多くは略奪者ではないか。野獣の子ではないか？ 今日迄の歴史は皆

その略奪者の歴史である】 

                      （『新神戸』より） 

 

【宇宙に大きな秘密がある。私が弱者、貧者のために生命を棄てる其中に、私は一

つの宗教を発見したのである。十字架の精神！ 即ちイエスは単に宇宙悪に対して

の挑戦者であったのみでなく、苦しめる者は繃帯し、痛める者を癒す人格的白血球

運動者として、自らの使命を自覚せられたのである】 

              （『イエスの宗教とその真理』より） 

 

【十字架は…宇宙を完成するための十字架である。十字架は自然律の真理を完成す

る。宇宙を完成するためには、人間を完成しなければならぬ。人間を完成させるた

めには、愛を完成しなければならぬ。愛を完成するためには、十字架を完成しなけ

ればならぬ】 

                （『十字架に就ての瞑想』より） 

 

「宇宙を完成するためには、人間を完成しなければならぬ」とは、なんとすさまじ

い「絶対文感」ではないか。 

 

 凡百の小説家が、性懲りも無く「愛」を連発していることに、わたしは強い違和

感と強い不快感を持つ者であって、どうして「愛」を使ってはいけないか、その具

体的な説明も既に何度もしてきてはいるが、「愛」という語も、賀川豊彦が使うな

ら信用できる。 

 

 内村鑑三と同様に、賀川豊彦には、賛辞と同量の非難がある。 

 教会を徹底して否定した内村、キリスト者と社会主義者のいわば二足のわらじを

はいた賀川豊彦（本人は「私は一個の文明批評家であり社会教育者です」といって

いる）、いずれもクリスチャン文化人からの非難が多い。 

 賀川豊彦の身近に居たひとたちに、賀川豊彦の人間性に就いて、それとなく直接



話を聞くことができたが、そのひとたちの話を総合すると、こんなところである。 

 

「賀川は偉いが、キザで鼻持ちならない」 

「賀川は賢いが、天狗である」 

「賀川は顔は穏やかだが、気性が荒く、気が短く、つきあいにくい」 

「賀川は唯我独尊であり、他人の意見に耳をかたむけない」 

「賀川は立派なことをしたが、自分を立派だと威張っている」 

「賀川は差別主義者である」 

「賀川はきりすと教伝導のために、姑息な手段を用いた」 

 

 しかし問いたい、お前はどうなのか、何者なのか、何をやってきたのか、と。 

 人間性も大切だが、その一度きりの人生において何をやったかが、もっと大切で

ある。 

 

 評論家の大宅壮一はこんなふうにいっている。 

 

【明治、大正、昭和の三代を通じて、日本民族にもっとも大きな影響を与えた人物

ベストテンを選んだ場合、その中に必ず入るのは賀川豊彦である。ベストスリーに

入るかもしれない。 

 西郷隆盛、 

 伊藤博文、 

 原敬、 

 乃木希典、 

 夏目漱石、 

 西田幾太郎、 

 湯川秀樹、 

 などという名前を思いつくままにあげてみても、この人たちの仕事の範囲はそう

広くない。そこへいくと、我が賀川豊彦先生は、その出発点であり到達点である宗

教の面はいうまでもなく、現代文化のあらゆる分野に、その影響が及んでいる】 

 

（これは遊びであるが、我がベストテンは、（明日は別の人物を選ぶかもしれない

が）順不同で以下のごとくである。 

 

 平塚雷鳥 

 宮沢賢治 

 小林多喜二 

 野口英世 

 黒澤明  

 美空ひばり 



 長嶋茂雄 

 手塚治虫 

 阿久悠 

 美智子妃殿下 

 

 さて、きみはだれを選ぶかな） 

 

「賀川豊彦は山師的だ」という者も多いが、宗教家で山師的でない者がどこにいよ

う。 

 誤解をおそれずにいえば、キリストこそ、「最も強大な影響力を発揮した山師」

であったのではないか。 

 

 教会にも行った、牧師にも触れた、内村鑑三にも賀川豊彦にも小さくはない関心

を抱いた、『聖書』も繰り返し読んだ、私淑していた小川国夫の『イエス・キリス

トの生涯を読む』まで読んだ。 

 それでもわたしは、クリスチャンにはならなかった、なれなかった。 

 それは性格が唯我独尊であったことと、キリストを（むろん偉大だとはおもわれ

たが）けっきょく大好きにはなれなかったからである。 

「最も強大な影響力を発揮した山師」だったからではない、小説を書く者も大なり

小なり山師的である。 

 好き嫌いに大それた理由なんかないものだろうが、おそらくキリストがいうとこ

ろの、パンとか葡萄酒などに、馴染みがなかったせいだろうと、いまのところ自分

ではそうかんがえている。 

 それとナポレオンがいった言葉を、キリストを想うときにいつでも思い出してし

まうのである。 

 

【荘厳と滑稽との差は僅かに一歩である】 

 

 蛇足と知りつつ、ついでにいう。 

 日本の代表的な哲学者、西田幾太郎の『善の研究』の「宗教の本質」の冒頭はこ

ういう言葉である。 

 

【宗教とは神と人との関係である。神とは種々の考え方もあるであろうが、これを

宇宙の根本と見ておくのが最も適当であろうと思う、しかして、人とは我々の個人

的意識を指すのである】 

 

 立派な見解であることは認めざるを得ないが、この見解に見合った立派な宗教が、

今日どれだけあるというのであろう。 

 オウム真理教は論外としても、山師にすらなっていない姑息なイカサマ新興宗教



が、現代には多すぎる。 

  

 さて識者によれば、賀川豊彦の著作は、一般の現代人にはまったく読まれていな

いという。 

 ためしに、行きつけの図書館に行って、パソコンで検索してみたら、残念ながら

練馬区の図書館には一冊も置いていなかった。 

 内村鑑三の著作も調べてみたが、同様であった。 

 くだらん小説家の本は、ゴマンとあるというのに、情けない。 

 こんな莫迦なことはない、こんな莫迦な世間はない。 

 日本人は、いよいよ堕落したらしい。 

 クリスチャンか否かにかかわらず、プロテスタントか否かにかかわらず、貧民か

否かにかかわらず、労働者か否かにかかわらず、いまこそ、賀川豊彦を読むべきで

はないのか。 

 賀川豊彦の著作と、その存在は、現代人にとってこそ、大きな意義がある、とお

もわれる。 

 

 とはいえ、単細胞的に、賀川豊彦を推奨しているわけではない。 

 賀川豊彦の生涯を望見すると、あくまでも私見ではあるが、「エネルギー過多」

のせいだろう、「勇み足」とおもわれる事がある。 

 中国、台湾、満州、フィリピン、ブラジル、タイなどなどへの伝道旅行。 

 大阪紡織労組の組合長、労働農民党の中央執行委員などなどになったこと。 

 日本社会党の結党式で「社会党万歳」の音頭をとり、のちに社会党の顧問になっ

たこと。 

 まだまだあるがこのくらいにして、その『全集』をめくってみると、〈神の問題〉

とは無関係の、例えばファッションなどを題材にした文章もある。 

 よく書けてはいるが、意味がない。 

 つまり、いくら「エネルギー過多」といっても、一人の人間のエネルギーの総量

には限りがある。 

 あれもこれも、ではなく、仕事を絞って、深く徹底的にやるべきではなかったか

と、僭越ながらおもうのである。 

 もちろんそれは自戒をこめてのものであって、せっかく文筆一本に絞っても、小

説、戯曲、シナリオ、詩、俳句、短歌、評論、エッセイとあらゆる分野に手を染め、

例えば評論だけでも、文芸評論、美術評論、映画評論、演劇評論、哲学評論などと、

あれこれ書いて来たし、小説になると、編集者が考える小説のジャンル総てを書い

て来た。 

 わたし自身は「何を書いてもマグマは同じ」と嘯いて来たけれども、だれがかん

がえても「エネルギー過多」でもないのに、「エネルギーの濫費」であった。 

  

 そう、そんなことも含めて、繰り返すが、賀川豊彦の著作と、その存在は、大き



な意義があるといっているのである。 

  

 

 

  

  

  

  

 

 


