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 第二十五章 萩原朔太郎                    陽羅 義光 

 

 

 参議院選挙が終わって、自民党と公明党が、恥ずかし気もなく万歳をしている。 

 莫迦な結果になった、と歎いている者もいるだろうが、われわれ国民が莫迦なの

だから、歎く必要なんかない。 

 選挙のたびに、日本国民は莫迦だなあと苦笑させられてきたが、それは、（われ

われ庶民の生活をちっとも楽にさせてくれない）与党に票を入れるからではない。 

 政治権力なんてものは、弱体化させておくのが、国民の平和の基なのであって、

もし、与党が自・公ではなく、民・共だとしても同じことである。 

 清き一票を、与党に入れるということは、おのれの細き首を、しめているんだと

いうことが、解らない。 

 つまりは、日本を含めた世界の歴史の、勉強が足りないのである。 

 個人の努力にも限界があり、子供や未成年ならなおさらで、となると、学問・教

育のレベルが低いということになる。 

 となれば、文学者たるものが、その「使命」を負わなければならないであろう。 

  

 さて、菅野昭正が、横光利一の『旅愁』に就いて書いた文章に、こういう部分が

ある。 

 

【弁解しようのない数々の破綻を露呈しているにもかかわらず、『旅愁』が昭和の

小説の歴史のなかにいまも踏みとどまっていられるのは、近代日本に宿命としてつ

きまとうアポリアに、怯まず臆せず立ちむかったからである】 

 

 このアポリアとは何かというと、明治維新以来の「西洋文明開化」と「伝統的な

日本文花」の相克ということらしい。 

 

 このアポリアに立ち向かった（わたしにいわせれば翻弄された）のは、横光利一

のみではない。 

 わたしは萩原朔太郎を思い浮かべている。 

 室生犀星を取り上げたから、萩原朔太郎なのではない。 

 さきほど「使命」といったが、明治以降の文学者で、日本文学を牽引したのは、

夏目漱石でも島崎藤村でも谷崎潤一郎でも横光利一でも小林秀雄でもなく、わたし

は萩原朔太郎であるとかんがえている。 

 そうして学歴とか肩書きとかではなく、（原語の）真の意味でのインテリゲンチ

ャの、その典型を、萩原朔太郎（１８８６～１９４２）に見ている。 

  



 詩ばかり書いていたころ、わたしの座右の書は、萩原朔太郎の『詩の原理』であ

った。 

 『月に吠える』『青猫』、あれほど感覚的な詩を多数残した萩原朔太郎の、詩論と

いうことで、眉唾状態で読み始めて、完全に魅せられてしまった。 

 その論旨の正しさに、魅せられたのではない。 

 解決不可能なテーマに、作者は挑戦しているのかもしれないのだから、正解か否

かは、わたしにも解らないし、だれにも解らないであろう。 

 要は、詩を原理的に考察すること。 

 詩の本質は何かを、突き詰める試行と志向。 

 その文業、その絶対文感に魅せられたのである。 

 それでも、『詩の原理』は、詩の本質と、詩的なるものと、芸術全般のなかでの

詩の位置付けと、世界文学と日本文学の差異を考える、ひとつの大きな指標として、

今日も存在している。 

 

【東と西と。一つの越えがたい国境から、地球は永遠に対立している。何故に我々

は、いつまでも此処に留まり、国境を越えて行くことができないのか。太陽は照り、

氷山は流れている。時は既に正午の線を過ぎたけれども、万象は死んで動かず、地

上に一の新しい変化もない。永遠に、永遠に、東のものは東を向き、西のものは西

を向いている。いかなれば世界の景色は、かくも単調にうら悲しく、よそよそしげ

に見えるのだろう。 

 しかしながら我々は、既にこの単調から鬱屈している。今や眠れるものの上に、

新しき欲情は呼び起され、世界の変化は近づいている。実に吾人が求めるものは、

詩に、文学に、芸術に、文明に、すべてに国境を越えて行こうとする。東からの若

い精神である。しかもこの「東方の巡礼」は、既に幾度か出発し、西にあこがれて

行き、そして国境のあたりをさまよい、空しく西洋の幻像を追いながら、迷路の中

に道を失って帰ってきたのだ。吾人の測量された地図によれば、日本から世界の公

道に通ずる道は、ただ一つの直線されたものしかない。他はすべて迷路であって、

無数の複雑した岐路の中に、人を惑わすものにすぎないのだ。吾人はこの書の結論

として、最後にこの点を明らかにし、新日本の詩と文明とが求めるものを、本質に

於て啓示しておかねばならない】 

 

【今や吾人は、最後の決定的な問題にかかっている。島国日本か？ 世界日本か？ 

である。前者だったら言うところはない。万事は今ある通りで好いだろう。だが後

者に行こうとするのだったら、もっと旺盛な詩的精神ーそれは現在しないものを欲

情し、所有しないものを憧憬する。ーを高潮し、明治維新の溌溂たる精神を一貫せ

ねばならないのだ。何よりも根本的に、西洋文明そのものの本質を理解するのだ。

皮相は学ぶ必要はない。本質に於て、彼の精神するものが何であるかを理解するの

だ。それも頭脳で理解するのでなく、感情によって主観的に知り、西洋が持ってい

るものを、日本の中に「詩」として移さねばならないのだ】 



 

 この見事な絶対文感に魅せられつつ、わたしは困った顔になる、なっているはず

である。 

 明治維新こそ、西洋文明の本質を理解せずに、皮相を学んだのではないか、とか

んがえているからである。 

 また、本質において西洋の精神を理解しえた文学者は、残念ながら日本には皆無

ではないか、ともかんがえているからである。 

 さらに、西洋と日本とを比較させる、対立させる、相克させる発想は、まちがい

ではないか、ともかんがえているのである。 

 

 日本の文学者は、外国文学、のみならず、外国芸術の感化を受けてきた。 

 必要以上に受けてきた。 

 戦前は、イギリス、ドイツ、ロシア、フランス、そして戦後は、アメリカ。 

 けれども、どれだけ解ったというのだろう。 

 

「あなたが影響を受けた文学者はだれですか」 

 という問いに、べつだんかっこうつけるわけでもなく、あまりにも素朴に、ある

いは不注意に、シェークスピアや、ゲーテや、ドストエフスキーや、スタンダール

や、ヘミングウェイをあげたとしたなら、あなたは誤解しているだけであって、影

響なんか受けていないはずである。 

 

 ほんとうに、わたしたちが、西行や芭蕉を解る以上に解ったといえるであろうか。 

 解ったと誤解しているだけではないのか。 

 

 たしかに、和歌も俳句も、漢や唐の感化を受けてきた。 

 中国大陸も外国なのだから、ヨーロッパ大陸やアメリカ大陸の感化を受けても、

不思議でもなんでもない。 

 だが、その吸収のしかたが問題なのであって、外国の文学から感化を受けようと、

大切なのは日本独自の文学として、屹立させることであろう。 

 

 ちなみに、萩原朔太郎がいちばん感化を受けた、外国の文学者はドストエフスキ

ーである。 

 

【私が始めて先生を知ったのは、今から二、三年前のことである。あの恐ろしい小

説『罪と罰』『白痴』『カラマーゾフの兄弟』『死人の家』等が、私にたまらないほ

ど大きな慰安と感激と驚異とをあたえたことは言う迄もない。それらの書物には私

のいちばん苦しいこと（私はそれを神経質的良心と名づけている）が、驚くべき程

度にまで洞察され、そして同情されて居る】  

 



【ああ、偉大なるドストエフスキー先生。 

 私はもうこの人のあとさえついて行けばいいのだ。そうすれば遅かれ早かれ、屹

度私の行きつくところへ行くことができるのだ。私の青い鳥を今度こそほんとに握

ることができるのだ】 

               （以上『握った手の感覚』より） 

 

 ああ、偉大なる萩原朔太郎でさえ。 

 むろんドストエフスキーは偉大であるが、その小説の逐語訳のみで、ほんとうに

ドストエフスキーが解るとは、とてもおもわれない。 

 わたしたちが解るのは、その（いろんな意味の）面白さが解るということなので

ある。 

 たとえば、ドストエフスキーのロシア語の、絶対文感が解るわけではない。 

 

 もしきみが日本語で散文を書くならば、外国語は邪魔になるだけであるし、翻訳

文は混乱を招くだけである。 

 

 英文学者で翻訳家の柳瀬尚紀が最近亡くなった。 

 ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』の翻訳を、長年かけて完成させたひとで

ある。 

 この驚異的な労作を読んで改めて強くかんじたのは、翻訳作品は、原作とは別物

ということである。 

 もっと具体的にいうなら、翻訳作品は、原作を基にして作られた別の作品である。 

  

 インターナショナルという言葉があるが、インターナショナルな文学なんかない

のである。 

 自国語を使う以上は、自国語を極めねばならぬ。 

 それだけの話である。 

 つまり日本人の文学者が、インターナショナルな精神の持主たるならば、日本語

によってその精神を表出しなければならない。 

 それを横文字をさかんにつかえば、もしくは翻訳調の文章を駆使すれば、インタ

ーナショナルな作家であるなんて、思い違いも甚だしい。 

 

 わたしは『詩の原理』を敬しつつ、苦い自己弁護ともみられるし、居直り風な新

展開ともかんじられる、同じ萩原朔太郎の問題的散文、『日本への回帰』に渋く同

調する他はない。 

 

【ふらんすへ行きたしと思えども 

 ふらんすはあまりに遠し】 

 



 かつては、「空間的」な「遠し」ものに憧れていた萩原朔太郎は、紆余曲折を経

て、「時間的」な「遠し」ものに憧れることになった。 

 

【広瀬川白く流れたり 

 時さればみな幻想は消えゆかん】 

   

【僕等は西洋的なる知性を経て、日本的なものの探究に帰って来た。その巡歴の日

は寒くして悲しかった。なぜなら西洋的なるインテリジェンスは、大衆的にも、文

壇的にも、この国の風土に根づくことがなかったから。僕等は異端者として待遇さ

れ、エトランゼとして生活して来た。しかも今、日本的なるものへの批判と関心を

持つ多くの人は、不思議にも皆この「異端者」とエトランゼの一群なのだ。ある皮

相な見解者は、この現象を目してインテリの敗北だと言い、僕等の戦いにおける「卑

怯な退却」だと宣言する。しかしながら僕等は、かつて一度も退却したことは無か

ったのだ。逆に僕等は、敵の重囲を突いて盲滅法に突進した。そしてやっと脱出に

成功した時、虚無の空漠たる平野に出たのだ。今、ここには何物の影像もない。雲

と空と、そして自分の地上の影と、飢えた孤独の心があるばかりだ】 

 

 グローバル化ずれした、現代の若い作家にとって、萩原朔太郎の探究は、笑って

見過ごす類のものかもしれない。 

 いや笑うことすらしないかもしれない。 

 だが、おそらく彼等は、日本文学とは異なる次元の場所に行こうとしているので

あろう。 

 意識的にであれ、無意識的にであれ。 

 ただ、そこが「空漠たる平野」だと自覚することもなく。 

 

 わたしは「人間」とは、不治の病いの病名ではないのかとおもうときがあるが、

こういう文章を読むと、「日本人」も、不治の病いの病名ではないのかとかんじる。 

 

 他に注目すべき散文は、歌論でもある『悲恋の歌人 式子内親王』や、句論でも

ある『郷愁の詩人 与謝蕪村』など数多くあるが、わたしにとっては、『日清戦争

異聞』である。 

 わたしは前々章で、日清・日露に対する「反戦小説」が少ないといったが、これ

はその数少ない例のひとつである。 

 尤も、田村泰次郎の説によれば、「信じる気持になれない」戦争小説なのである

が。 

 

【日清戦争が始まった。「支那も昔は聖賢の教ありつる国」で、孔孟の生れた中華

であったが、今は暴虐無道の野蛮国であるから、よろしくようちょうすべしという

歌が流行った。月琴の師匠の家へ石が投げられた。明笛を吹く青年等は、非国民と



して擲られた。改良剣舞の娘たちは、赤き襷に鉢巻をして、「品川乗出す吾妻艦」

と唄った。そして「恨み重なるチャンチャン坊主」が、至る所の絵草紙店に漫画化

されて描かれていた。そのチャンチャン坊主の支那兵たちは、木綿の綿入の満州服

に、支那風の木靴を履き、赤い珊瑚玉のついた帽子を被り、弁髪の豚尾を背中に長

くたらしていた。その弁髪は、支那人の背中の影で、いつも溜息深く、閑雅に、憂

鬱に沈思しながら、戦争の最中でさえも、阿片の夢のように彷徨っていた。彼等の

姿は、真に幻想的な詩題であった。だが日本の兵士たちは、もっと勇敢で規律正し

く、現実的な戦意に燃えていた。彼等は銃剣で敵を突き刺し、その弁髪をつかんで

樹に巻きつけ、高粱畠の薄暮の空に、捕虜になった支那人の幻想を野ざらしにした。

殺される支那人たちは、笛のような悲鳴をあげて、いつも北風の中で泣き叫んでい

た。チャンチャン坊主は、無限の哀傷の表象だった】 

 

 他にわたしの大好物は『死なない鮹』であるが、これは萩原朔太郎の詩の世界を、

散文にしたものである。 

 とうぜん全文引用したいが、腱鞘炎なのでご勘弁。 

 

【けれども動物は死ななかった。鮹は岩影にかくれて居たのだ。そして彼が目を覚

した時、不幸な、忘れられた槽の中で、幾日も幾日も、おそろしい饑餓を忍ばねば

ならなかった。どこにも餌食がなく、食物が全く尽きてしまった時、彼は自分の足

をもいで食った。まずその一本を、それから次の一本を。それから、最後に、それ

がすっかりおしまいになった時、今度は胴を裏がえして、内臓の一部を食いはじめ

た。少しずつ他の一部から一部へと。順々に。 

 かくして鮹は、彼の身体全体を食いつくしてしまった。外皮から、脳髄から、胃

袋から。どこもかしこも、すべて隈なく。完全に。 

 或る朝、ふと番人がそこに来た時、水槽の中は空っぽになっていた】 

 

 この鮹は、このわたしである。 

 

『死なない鮹』は、『純情小曲集』のなかにある、「ありぢごく」の散文版といって

もいい。 

 むろん、散文のほうが優れているが、一応紹介しておく。 

 

【ありぢごくは蟻をとらへんとて。 

 おとし穴の底にひそみかくれぬ、 

 ありぢごくの貪欲の瞳に 

 かげろふはちらりちらりともえてあさましや 

 ほろほろと砂のくづれ落つるひびきに 

 ありぢごくはおどろきて隠れ家をはしり出づれば、何かしら 

  ねどうす紅く長きものが走りて居たりき 



 ありぢごくの黒い手脚に 

 かんかんと日の照りつける夏の日のまつぴるま 

 あるかなきかの虫けらの落とす涙は 

 草の葉のうへに光りて消え行けり… 

 あとかたもなく消えゆけり。】 

 

 短篇小説といってもいい『猫町』も、わたしの大好物である。 

 道に 

迷って山中を彷徨する語り手の眼前に、住民がすべて猫という町があらわれる。 

 宮沢賢治の『注文の多い料理店』に触発されたのだとはおもうが、見事な出来栄

である。 

 

 萩原朔太郎は凄い詩人であるけれども、わたしは室生犀星の詩のほうが好きだ。 

 その室生犀星は凄い小説家でもあるけれども、わたしは萩原朔太郎の散文のほう

が好きだ。 

 萩原朔太郎の散文は、正岡子規と双璧で、近代日本を代表するものである。 

 

 萩原朔太郎論は数あれども、その散文に触れたものはほとんどない。 

 野村喜和夫の『萩原朔太郎』もすぐれたものではあるが、萩原朔太郎の散文や散

文詩に就いては、ついでに少々触れている程度で、これでは文学者の総体を論じて

いるとはいいがたく、表題が泣く。 

 

 福田恒存は「近代日本文学（もちろん現代文学も）は二流だ」といった。 

【ふらんすへ行きたしと思えども 

 ふらんすはあまりに遠し】 

「一流文学へのノスタルジアを抱きながら、せっせと二流文学を作るという程度の

才能でしかない」ともいった。 

 その「一流文学」とは何か、それは「西洋の文学」である。 

 けれども、西洋は西洋で一流も二流もあり、日本は日本で一流も二流もあるので

あって、もし「西洋文学は人間いかに生きるべきか」というテーマを内包している

から一流で、日本文学にはそれが欠落しているから二流だというのでは、テーマ主

義、もしくはグローバル主義に陥った見解である。 

 一番大切なのは、それぞれの国の言語の問題であって、テーマは二番目か三番目

でいいとわたしはかんがえる。 

 そういう『絶対文感』的観点に立てば、西洋一流日本二流という批判は通用しな

い。 

 現代作家の場合は結論をだすにはまだ早いが、近代作家（とはいえ、俳人、詩人

という肩書きで一般化されているが）正岡子規と萩原朔太郎の散文が随一である。 

 比較は難しいが、ロシアの作家がロシア語を使って、フランスの作家がフランス



語を使って、ドイツの作家がドイツ語を使って、これだけの散文を成し得た者は少

なかろう。 

 西洋文学の研究者や翻訳家は、とんでもないプーシキンを見よボードレールを見

よゲーテを見よ、というであろうし、わたしも一流の散文家だと認めるが、西洋崇

拝者がもし日本の散文を下に見るのなら、かれら特有の身贔屓根性を割り引かねば

ならぬであろう。 

 

 萩原朔太郎のアフォリズムは、芥川龍之介のアフォリズムと双璧であろう。 

『新しき欲情』『虚妄の正義』『絶望の逃走』。 

 

【結婚の利益は、女性の本質を知ることであり、結婚の損失は、女性への幻滅を知

ることである。それ故に結婚しない小説家は、未だ女を書くことが出来ない。結婚

した詩人は、もはや女を歌ふことができない】 

 

 いやはや、おっしゃるとおりで、しかしその真実を、結婚しなければ解らない、

というのが辛い。 

  

 萩原朔太郎の原稿をいくつか見たことがあるが、その凄まじいほどの推敲の痕に

驚嘆したものである。 

 詩であれ小説であれ、作品をより高度に成すものは、推敲以外にはない。 

 

 萩原朔太郎の写真を何十枚も見たことがあるが、（微苦笑のものが一枚か二枚あ

るのみで）笑顔のものが一枚もない。 

 あの太宰治だって笑顔の写真はいくつもあるのだから、これは異常というほかは

ない。 

 むろん明治の文豪は滅多に笑顔の写真を撮らせたりしないが、それは大半が肖像

写真であるからで、萩原朔太郎は日常でもほとんど笑顔を見せなかったのではない

かとおもわれる。 

 だからどうだということではないが、「考える人」＝真のインテリゲンチャは、

笑ってなんかいられないのである。 

 

 萩原朔太郎の盟友である室生犀星は『我が愛する詩人の伝記』で、萩原朔太郎の

ふだんの姿をこう描いている。 

 

【例の前橋訪問以来四十年というものは、二人は寄ると夕方からがぶっと酒をあお

り、またがぶっと酒の呑み、あとはちびりちびりと飲んで永い四十年間あきること

がなかった。帽子をあみだにかむり敷島というタバコの吸口を噛みちらし、膝には

酒はこぼし放題になった萩原はー】云々。 

  



 真のインテリゲンチャは、タバコや酒なんか、礼儀正しく飲んだりできないもの

なのである。 

 

 娘・萩原葉子の『父・萩原朔太郎』にも、そうしたことは詳しく描かれている。 

 日本随一のハンサムな詩人の生態は、無惨なものであって、無惨ゆえにその本物

性がよくわかるというものである。 

 

 萩原朔太郎には、三好達治、佐藤惣之助、伊東静男、伊藤信吉、保田与重郎など

の弟子がいるが、弟子たちに対して、偉そうなことはいわなかった。  

 いえなかったのかもしれないが、偉い人は偉そうなことをいうものではない。 

 三好達治は東大卒で偉そうでもあり、師の『氷島』を批判もしたが、師のほうは

文句はいわなかった。 

 

 志賀直哉とか佐藤春夫とか丹羽文雄は、弟子が多く偉かったが、いかにも偉そう

でもあった。 

 大岡昇平とか井上靖とか阿川弘之は、弟子はいなくとも偉かったが、偉そうなこ

とをいいすぎた。 

 真のインテリゲンチャは、偉そうになんかしないのである。 

 現代の小説家では、大江健三郎とか古井由吉とか村上春樹とかがインテリゲンチ

ャであろうが、偉そうにしないところだけは偉い。 

 わたしもこの『絶対文感』で、ずいぶん偉そうなことをいってきたけれども、わ

たしはちっとも偉くないからいいのである。 

 

 最後に蛇足。 

 わたしはこの『絶対文感』で、オノマトペをうまく使えないなら、つまり月並な

オノマトペしか使えないのなら、オノマトペは一切使わないほうがいいといってき

たが、わたしの念頭には、宮沢賢治がいて、中原中也がいて、そして大きく萩原朔

太郎がいる。 

 小説家は、オノマトペだけは詩人に学んだほうがいい。 

 

【ああ さめざめたる部屋の隅から つかれて床をさまよふ蝿の幽霊 

 ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ】 

                    （『薄暮の部屋』） 

 

【私はきく 遠い地角のはてを吹く大風のひびきを 

 とをてくう、とおるもう、とをるもう。】 

                    （『鶏』） 

 

【あれは犬の遠吠だよ。 



   のをあある とをあある やわあ】 

                   （『遺伝』） 

 


