
絶対文感【附録篇】 

 

   私の宮本武蔵              陽羅 義光 

 

 

 むかしから一般に「ペンは剣よりも強し」というけれども、ペンをつかうわたく

しは、単純にそう信じることはできない。 

 ほんのたまにペンが剣を打ち負かすことはあっても、やはりペンは剣には適わな

い。 

 尤もわたくしは、ペンと剣とを敵対するものとしてかんがえることをしたことが

なく、剣に示唆されるペンの力をかんじることもあれば、ペンの力が剣に及ぼす感

化もある気がしている。 

 それでもわたくしが「剣」をかんがえるとき、日本の剣豪の剣であって、「兵器」

となると、また話はちがってくる。 

 この警句は、 

「ペン」＝「平和」 

「剣」＝「戦争」 

 が、隠喩としてこめられているとおもわれる。 

 けれども、わたくしには、それは飛躍のしすぎにかんじられる。 

 

 さて、わたくしが「ペン」というとき、それは日本ペンクラブではない、あくま

でも我がペンである。 

 さて、わたくしが「剣」というとき、それはあくまでも、 

宮本武蔵 

 の剣である。 

 わたくしの「剣豪四天王」は順不同で、 

上泉信綱 

堀部安兵衛 

山岡鉄舟 

宮本武蔵 

 である。 

 

塚原卜伝 

伊藤一刀斎 

柳生十兵衛 

千葉周作 

 なども強そうだが、まだ研究が足りなくてよく解らない。 

 

 そのほか幕末の、 



中村半次郎 

岡田以蔵 

田中新兵衛 

沖田総司 

 なども強そうだが、これは「剣豪」というよりも、小説などでいわれる「人斬り」

というのが似合っている。 

 

 信綱は日本一の剣豪だとかんがえるから、安兵衛は例の高田馬場の決闘と討ち入

りのダブルショックから、鉄舟は剣禅一致の見事さから。 

 宮本武蔵には、わたくしが避けては通れない、 

『五輪書』 

 がある。 

 さらに吉川英治の小説『宮本武蔵』があり、それを原作にした中村錦之助主演内

田吐夢監督の映画『宮本武蔵』がある。 

 つまり、好むと好まざるにかかわらず、宮本武蔵のイメージは、吉川英治が創っ

た宮本武蔵であり（但し若い人にとっては、吉川英治の小説『宮本武蔵』を土台に、

独創的な視点を加えた、井上雄彦の超人気漫画『バガボンド』の宮本武蔵であろう）

さらに「剣」というイメージは、宮本武蔵が代表する。 

 

 司馬遼太郎にも『宮本武蔵』があり、これは吉川英治が築いた宮本武蔵の偶像破

壊であり、史実からみれば、こちらの方を信用するしかないが、その分主人公であ

るはずの宮本武蔵の魅力が乏しくなっていて、小説としては成功していない。 

 どうにも矛盾するのが、司馬遼太郎は、宮本武蔵の偶像破壊をやっておきながら、

『竜馬がゆく』『燃えよ剣』で坂本竜馬と土方歳三の偶像建立をやっていることで、

司馬遼太郎は、宮本武蔵が嫌いで、坂本竜馬と土方歳三が好きだという結論を出す

しかない。 

 わたくしは司馬遼太郎の小説の大愛読者なのでいいにくいのだが、司馬遼太郎の

『宮本武蔵』は、嫌いな人物を主人公にした小説を書くべきではない、ということ

の例証にもなっている。 

 

 ちなみに『宮本武蔵』の毀誉褒貶に就いては、櫻井良樹博士著『宮本武蔵の読ま

れ方』があるので、ここでは云々しない。 

 ただひとことだけ述べておくと、吉川英治の『宮本武蔵』は戦争讃美といわれて

戦後ひどく批判された。 

 むろんこれらは、なんでもかんでも「戦争犯罪」にしたがる、戦後民主主義の風

潮であるからどうでもいいことではあるが、吉川英治は宮本武蔵を精神の人修練の

人にしすぎた感がある。 

 わたくしは精神や修練で、真剣勝負に勝ち続けるのは容易ではないとかんがえて

いる。 



 本質的に強力で運動神経が抜群、しかも死を厭わない性格であったことがおおき

いとかんがえている。 

 小林秀雄は、宮本武蔵のことを、 

「実用主義というものを徹底的に思索した、恐らく日本で最初の人」 

 といって評価しているが、わたくしがその説に加えるに、 

「精神すらも実用的に利用した剣法」 

 だということである。 

 

 ただいえることは、だれが書いたものであれ小説『宮本武蔵』は、虚実皮膜であ

るのだから、読んで楽しめばいいとして、史実上の宮本武蔵に就いては、もっとも

っと研究されてしかるべきであろう。 

 なぜなら宮本武蔵という存在は、日本人として本質的に可能な一境地の極北を示

しているとおもわれるからである。 

 

 さてさて『五輪書』であるが、一時期のわたくしにとって、 

『武士道』 

『代表的日本人』 

 と並んで、これは座右の書であったが、ここで引用したり解説したりするには、

いささかまどろっこしいところがある。 

 もしかすると、武蔵の弟子がまとめたものではないかとおもわれるくらいである。 

 従ってここでは、『五輪書』の元となった、 

『兵法三十五箇条』 

 を取り上げて、我がペンを云々したい。 

 

 その前に、小説や映画ではなく、実物の宮本武蔵（１５８４～１６４５）に就い

て、少々蘊蓄を述べておく。 

 

 武蔵は若年より兵法の道を目指し、十三歳で、新当流有馬喜兵衛に打勝ち、十六

歳で、但馬国秋山某に打勝ち、二十一歳で、当時天下第一とうたわれた吉岡一門に

ことごとく打勝ち、二十九歳で佐々木小次郎に打勝つ。 

 その間、六十数回の勝負をするも、負けたことは全くない。 

 その剣は、 

「二天一流」 

 と武蔵自ら名づけ、その二刀流は天下に敵なしであった。 

 武蔵いわく、二刀流とは、基本的に利き腕一本で持つ一刀流であり、もう一本は

まあ楯のごときものであろう。 

 刀を片腕で持つことによって、当然鋭い刀捌きが可能となるのだが、それは生易

しいことではなく、武蔵はよほど強腕だったのであろう。 

 或る資料には、物凄い体格であったとある。 



 その後は不遇の身といってよく、「大坂の陣」に参加したといわれ、 

「島原の乱」に参加したことも最近わかったということである。 

 肥後熊本の細川家から招かれたのが五十七歳のとき。 

 細川家は病気がちの武蔵を庇護し、武蔵はそのために『兵法三十五箇条』をまと

めることができたのである。 

 

 

        ＊     ＊ 

 

 

【身のなり、顔はうつむかず、余りあをのかず、肩はささず、ひづまず、胸を出さ

ずして、腹を出し、こしをかがめず、身を真向にして、はたばり広く見する物也】 

 

 ここでいうべきことは、 

「身を真向にして」 

 である。 

 これは、かつては原稿用紙を前にした姿勢であり、いまはパソコンを前にした姿

勢である。 

 たとえ、斜に構えた内容のものを書くとしても、身を真向にする姿勢は変らない。 

 病気のとき以外は、寝そべって書いたり、だらけた姿勢で書いてはいけない。 

 もちろん、そういう表面的な意味ばかりではない。 

 

 

【足づかい、時々により、大小遅速は有れ共、常にあゆむがごとし。足に嫌ふ事、

飛足、うき足、ふみゆする足、ぬく足、おくれ先立つ足、是皆嫌ふ足也】 

 

 ここでいうべきことは、 

「常にあゆむがごとし」 

 である。 

 夜更かししたり酒を飲んで物を書くと、ふわふわ、ふらふらした文章になる。 

 空中を駆けたり千鳥足になったりしない、歩むリズムで地に足のついた文章を書

かねばならない。 

 

 

【心の持様は、めらず、からず、たくまず、おそれず、直に広くして、意のこころ

かろく、心のこころおもく、心を水にして、折にふれ、事に応ずる心也】 

 

 ここでいうべきことは、 

「心を水にして」 



 である。 

 心を常に水にしていれば、おそれずにおもったとおりの文章が書けるし、その文

章に誇りと自信が持てる。 

 

 

【打とあたると云事、何れの太刀にてもあれ、うち所をたしかに覚へ、ためし物な

ど切る様に、おもふさま打つ事なり】 

 

 ここでいうべきことは、 

「おもふさま打つ」 

 である。 

 ためらってはいけない、ためらいのある文章は、読者もためらってしまう。 

 おもいきった、おもうさまの文章を書かなければならない。 

 

 

【影は陽のかげ也。敵太刀をひかへ、身を出して構ふ時、心は敵の太刀をおさへ、

身を空にして、敵の出たる処を、太刀にてうてば、かならず敵の身動出すなり】 

 

 ここでいうべきことは、 

「身を空にして」 

 である。 

 妙な思惑や、つまらぬ遠慮や、過度の個人感情は、文章を濁らせる。 

 捨私、去私、無私の文章を心掛けなければならない。 

 

 

【たけをくらぶると云事、敵のみぎはに付く時、敵とたけをくらぶる様にして、我

身をのばして、敵のたけよりは、我たけ高く成る心、身ぎはへ付く拍子は、何も同

意也】 

 

 ここでいうべきことは、 

「たけ高く成る心」 

 である。 

 読者や、描く対象に正体して、あたまひとつ高い位置で書く。 

 高飛車になったり、高慢になったりという意味ではない、あたまひとつでいいの

である。 

 そのことによって、見通しがきいてくるのである。 

  

 

【将卒と云は、兵法の利を身に請ては、敵を卒に見なし、我身を将に成して、敵に



すこしも自由をさせず、太刀をふらせんも、すくませんも、皆我心の下知につけて、

敵の心にたくみをさせざる様にあるべし】 

 

 ここでいうべきことは、 

「たくみをさせざる」 

 である。 

 読者は敵ではないが、読者を巻き込むためには、将としての威厳を文章に持たせ

なければならない。 

 でなければどうして、素直な卒の心情で読者が付いてこよう。 

 

 

【景気を知ると云は、其場の景気、其敵の景気、浮沈、浅深、強弱の景気、能能見

知べき者也】 

 

 ここでいうべきことは、 

「景気を知る」 

 である。 

 空気を知ると置き換えてもいい。 

 極端な例だが、小説を求められているのに詩を書くという、そうした空気を読め

ないものを書いても、本人以外はだれも喜ばない。 

  

 

【期をしると云事は、早き期を知り、遅き期を知り、のがるる期を知り、のがれざ

る期を知る】 

 

 ここでいうべきことは、 

「期をしる」 

 である。 

 ひとつだけ例にあげれば、小説を終わらす、その終着駅をまちがえると、浪費が

読者を徒労させ、蛇足が読者を興醒めにするばかりである。 

 

 

【我身、敵にしておもふべし。或は一人取籠るか、又は大敵か、其道達者なる者に

会ふか、敵の心の難堪をおもひ取べし】 

  

 ここでいうべきことは、 

「我身、敵にして」 

 である。 

 敵は読者と置き換える。 



 文章というものは、一行一行、読者の身になった気持で読み返さなければならな

い。 

 もしかすると、この一行は、読者がかんちがいするかもしれないという疑念が湧

いたら、必ず書き直すべきである。 

 

 なお、以下は、武蔵の遺構といってもいい、 

『独行道』 

 のなかから、我が作家的信条と合致するものに絞って記する。 

 

 

【一、身にたのしみをたくまず 

 一、我事において後悔をせず 

 一、いづれの道にもわかれをかなしまず 

 一、恋慕の道思ひよるこころなし 

 一、物毎に数奇このむ事なし 

 一、私宅においてのぞむ心なし 

 一、身ひとつに美食をこのまず 

 一、末末代物なる古き道具所持せず 

 一、老身に財宝所領もちゆる心なし 

 一、仏神は貴し仏神をたのまず】 

 

 このごろ、ふやけた新人作家ばかり登場する。 

 たとえば芥川賞受賞の言葉を読んだだけでも、そのことが感受されるし、小説を

読むと確信にかわる。 

 おそらく歴史を勉強していないせいだろうとおもわれるし、じっさいにそうなの

である。 

 歴史を勉強し、歴史上の人物の生涯を学べば、ふやけた精神もすこしは矯正され

るであろう。 

 現代小説を書くからこそ、歴史を学ばなければならない。 

 とはいえ、 

平清盛 

源頼朝 

織田信長 

豊臣秀吉 

徳川家康 

 などの人物はお奨めできない。 

 わたくしが奨められるのは、順不同で以下の人物たちである。 

楠木正成 

平将門 



源義経 

源実朝 

西行 

空海 

道元 

法然 

親鸞 

日蓮 

一遍 

一休 

利休 

良寛 

雪舟 

芭蕉 

蕪村 

一茶 

写楽 

世阿弥 

井原西鶴 

太田蜀山人 

山東京伝 

滝沢馬琴 

伊藤若冲 

安藤広重 

葛飾北斎 

平賀源内 

北条早雲 

武田信玄 

上杉謙信 

上杉鷹山 

直江兼続 

真田幸村 

上泉信綱 

宮本武蔵 

荒木又右衛門 

柳生十兵衛 

佐藤一斎 

山鹿素行 

新井白石 



頼山陽 

渡辺崋山 

高野長英 

上田秋成 

本居宣長 

大石内蔵助 

堀部安兵衛 

大塩平八郎 

島津斉彬 

吉田松陰 

河井継之助 

小栗上野介 

勝海舟 

山岡鉄舟 

高橋泥舟 

近藤勇 

高杉晋作 

坂本竜馬 

西郷隆盛 

福沢諭吉 

二宮尊徳 

渋沢栄一 

中江兆民 

幸徳秋水 

田中正造 

正岡子規 

石川啄木 

宮沢賢治 

内村鑑三 

賀川豊彦 

大杉栄 

吉野作造 

樋口一葉 

与謝野晶子 

平塚雷鳥 

 

 朝日新聞記者の近藤康太郎は、 

「古典を読まんやつは、あほうである」 

 といっていて、さかんに世界の古典文学の紹介にあい努めている。 



「歴史を学ばんやつは、あほうである」 

 とわたくしも考えているから、これからもさかんに歴史上の人物の紹介にあい努

めたい。 

 

 

【附録篇の附録】 

 

 わたくしは「剣豪四天王」を順不同で、 

上泉信綱 

堀部安兵衛 

山岡鉄舟 

宮本武蔵 

 と書いたが、宮本武蔵に就いてはいま書いたし、堀部安兵衛に就いては自作『新

約忠臣蔵』で書き尽した、山岡鉄舟に就いては自著『SAIGO 

』に西郷隆盛がらみで書いた。 

 けれども上泉信綱に就いては、あまり書いていないので、この場を借りて（大部

分『ヒラリズム』と重複はするが）書いておく。 

 

 日本一の剣豪は誰かとなると、人それぞれではあっても、まず識者や専門家や歴

史家や好事家の半分以上は、上泉伊勢守信綱の名前を挙げるにちがいない。 

 

 上泉伊勢守信綱（以前は秀綱であったが武田信玄から「信」の一字を授かったと

云われる）は、一般的には宮本武蔵や荒木又右衛門ほどには有名ではない。 

 それでも上泉伊勢守信綱は戦国時代に小さくとも一国一城の主であったし、度重

なる戦闘で主自ら先頭を切り、（太刀のみならず騎乗での槍も多かったのだが）戦

闘の度に数十人を倒したと云うから、総計すると途方もない数になる。 

 三十人とか五十人倒したと云われる宮本武蔵が十人いてもかなう数字ではない。 

 

 とはいえ、たくさん敵を倒したから日本一の剣豪だというわけではない。 

 城主であった時代から苛酷で孤絶した武道の修業に余念がなかった上泉伊勢守

信綱であったが、中年（当時の感覚では初老か）になって嫡子に城を譲り、剣の弟

子二名を連れて放浪の旅（修業の旅）に出る。 

 途上招かれた柳生の里で、柳生宗厳（後の石舟斎・宗矩の父・十兵衛の祖父）に、

「新陰流」（後に「柳生新陰流」）の後継者の認可を与える。 

 このとき、宗厳は信綱と数度立ち合い、一度も歯が立たなかった。 

 それでも、信綱が宗厳を後継者としたのは、剣は技術のみにあらずと考えていた

からにちがいない。 

（この認可の書面の実物をわたくしは見たことがあるが、素晴らしい筆跡であった） 

 



 信綱は弟子たちと別れる際に、空を指さし、地面を指さし、こう諭したと云う。 

 

【天地自然の摂理を忘るな】 

 

 これは精神論のみならず実用論であり、敵と戦う際には太陽を背にしろとか、足

元が滑らないよう配慮しろとかの、剣士として当たり前の、自然を配慮した戦いを

云々したものかもしれない、と最近おもうようになった。 

 例えば、「新陰流」の極意の筆頭に、 

【相手の拳を肩で受ける】 

 なんて言葉もあったとされるが、たしかに相手の拳を肩で受ければ相手の剣は行

き場を失う。 

 だが、そうした技術面だけの話ではなく、生死を超越して相手の懐に飛び込むと

いう奥義を諭したものにちがいない。 

 また同時に、これらのことは、相手を殺すことを目的とするな、という精神も含

まれている気がする。  

 数多くの敵を殺してきた信綱だからこその到達点。 

 

 さて、上泉伊勢守秀綱が数多くの敵を「倒してきた」と書いたが、資料を熟読し

てみると、じっさい多くは敵の武器を奪い、急所以外のところ（手足）を刺し、斬

ってきた感がある。 

 信綱がどうしてそんなに強かったのかというと、素人ならずともよく解らない。 

 天性のものかもしれないし、凄まじい修業の賜物かもしれないし、生死を賭けた

場数を誰よりも踏んだためかもしれないし、その総て＋αかもしれない。 

 ただ資料を読むかぎりでは、死を恐れぬその精神力（格別胆力）の並でないこと

が解り、それから生まれる一種の思想もしくは哲学。 

 それでもわたくしは、宮本武蔵と同様に、何よりも本質的に身体能力が抜群であ

ったと断言できる。 

 

 さて、竹刀を編み出したのも信綱である。 

 （最初は竹を割って長細い革袋に入れたもの） 

 それまでの稽古では、木刀や刃引きをした剣を使っていたが、死傷者が出ること

もあった。 

 だが（竹刀を考案した）信綱自身が杞憂の声を漏らしている。 

 竹刀を使った稽古では、たるみ（ゆるみ）が出るのではないかということだ。 

 じっさい真剣と竹刀とでは雲泥の違いがある。 

 

 わたくしは柳生家の末裔の模範試合を見たことがあるが、真剣だろうと竹刀だろ

うと、型だけの話で、現実の命のやりとりとなると、こうはいかない気がした。  

 



 苛酷な「武士道」も消えた現代の剣道は、「剣道」というよりも「竹刀道」だ。 

 竹刀道の日本一が、即ち剣豪とは云えないのである。 

 また突飛な話ではなく、生涯に一度も竹刀も木刀も真剣も手にしたことのない人

が、剣の道に通達していることだって考えられる。 

 信綱の修業の仕方を想うと、そうした発想も無理がなくなってくる。 

 例えば、闘病生活の末に死の淵までいって無念無想で生還してくる、そうした人

のなかに、今日の剣豪は在りはしないか。 

   

 信綱のこうした「活人剣」（じっさい信綱は宗厳に無刀流の開発を託してもいる）

は、後々の山岡鉄舟の「剣禅一致」にまで繋がっている。 

 幕末から明治にかけて大きな活躍をした山岡鉄舟は、勝海舟に云わせると、 

【武士道の代名詞だ】 

 とのことである。 

 むろん「剣道」と「武士道」は切っても切れない関係にある。 

 ただし鉄舟の「道」は半端ではなく、私事よりも公事を優先させたから、鉄舟の

妻子は、 

「野辺に出て草木の葉や根や実を採ってきて食べた」 

 と云われ、また家の垣根を砕いて薪にしたとか、洗濯すると着替えがないので裸

で過ごし、客が来ると屏風の陰から茶を出したなどの、鉄舟夫人の談話が残ってい

る。 

 

 かほどに「道」をゆくは、苛酷なものである。 

 

  

  

  


