
 絶対文感【附録篇】             

 

      現代の『楽訓』                             陽羅 義光 

 

 わたくしたちは、江戸の学者貝原益軒（１６３０～１７１４）の、 

『養生訓』 

 は知っているし、触れたこともあろうが、 

『楽訓』 

 となるとどうであろうか。 

 おそらく、きいたことすらないという人もいるのではないか。 

 あるいは、数年前に作家童門冬二が、 

『新釈楽訓』 

 を出したので、それを読んでいる人もいるかもしれない。 

 いずれにしろ、その『楽訓』を拠り所に、わたくしなりの、 

『現代楽訓考』 

 を書きたいが、というより書いてみたくなったが、上手く書けるかどうか、まっ

たく自信はない。 

 なにしろ、訓戒とか教訓とか遺訓とか、そんな「訓」が大嫌いなのだから。 

 それでも、「楽」という語につられて、いつも楽をしたいなとおもっているわた

くしは、なんとか書いてみたいのである。 

 

 この文章はおそらく、『絶対文感』よりも『ヒラリズム』に似合うことになるで

あろう。 

 けれども、貝原益軒の文章を繰り返し読みつつ、その快さを感受するとき、『絶

対文感』として扱うことにためらいはなかった。 

 それにこれは初めて吐露するのだが、『絶対文感』は文章のことを述べつつ、作

家たる者の生きる道を問うている。 

 大袈裟なことはあまりいいたくないので、それくらいにしておくが、結句、『ヒ

ラリズム』は『絶対文感』の一部であるということである。 

 

 おまけ、というより、いささか本文に関係のあるお説を紹介。 

 芥川龍之介に貝原益軒に就いて書かれた文章がある。 

 

【わたしはやはり小学校時代に貝原益軒の逸事を学んだ。益軒は嘗て乗合船の中に

一人の書生と一しょになった。書生は才力に誇っていたと見え、滔々と古今の学芸

を論じた。が、益軒は一言も加えず、静かに傾聴するばかりだった。その内に船は

岸に泊した。船中の客は別れるのに臨んで姓名を告げるのを例としていた。書生は

始めて益軒を知り、この一代の大儒の前に忸怩として先刻の無礼を謝した。ーこう

云う逸事を学んだのである。 



 当時のわたしはこの逸事の中に謙譲の美徳を発見した。少なくとも発見する為に

努力したことは事実である。しかし今は不幸にも寸毫の教訓さえ発見出来ない。こ

の逸事の今のわたしにも多少の興味を与えるは僅かに下のように考えるからであ

るー 

 一 無言に終始した益軒の侮蔑は如何に辛辣を極めていたか！ 

 二 書生の恥じるのを欣んだ同船の客の喝采は如何に俗悪を極めていたか！ 

 三 益軒の知らぬ新時代の精神は年少の書生の放論の中にも如何に溌溂と鼓動

していたか！】 

  

  

 

       ＊     ＊ 

 

  

 

【あめつちのめぐみをうけて、いきとしいけるもろもろきはまりなき内に、人ばか

りたふとき物なし。いかんとなれば、人は萬物の霊なればなり。されば人とかく生

れきぬる事、いたりて得がたき幸なり。しかるにわが輩おろかにして、人の道をし

らざれば、天地より生れ得たる人の心をうしなひ、人のゆくべき道をばゆかで、ゆ

くまじき道にまよひ、あさゆふ心をくるしめ、其上わが身にに私して人に情なく、

おもんぱかりなくて、人のうれひをしらず、いたりてちかき父母につかへてだに、

其心にかなはず、およその人倫にまじはりて道をうしなひ、人と生れたるたふとき

身をいたづらになし、鳥獣と同じくいき、草木と共にくちなんこそほいなけれ】 

 

 せっかく人間に生れたのだから、その身を大切にせよということだろうが、わた

くしは、鳥獣と同じく生きたいとおもったことや、草木と共に朽ちたいとおもった

ことが、すくなからずある。 

 たしかにむかしから、 

「人間は万物の霊長」 

 だといわれるが、万人が大切に生きなかった報いだろうか、鳥獣や草木がやらな

いことをやってきた。 

 つまり、自然宇宙に対して、悪影響を及ぼしてきた。 

 例えば、原爆を開発した者、使用した者、原発を開発した者、使用した者らは、

本人がどう思おうと、死罪に値する。 

 

 人間が、 

「人間第一主義」 

 を唱えるのは、当然といえば当然であるが、その結果、どれだけ人間のためにな

ったというのか。 



 いまこそ人間は、鳥獣や草木と共に生き、共に朽ちることを、本気でかんがえる

べきではないか。 

 

 

 

【世の人のひが事多きは、うき世の習いなれば、いかんともしがたし。をしへても

したがはざる愚人なり。聖人といへどちからに及ばず。人の愚なるによりて、いか

りてわが心をなやますべからず。人のあしく生れ付たるは其人の不幸なり。あはれ

むべし。わが心にあづかりてうらみとがめ、みづからくるしむべからず。人のあし

き故、わが心の楽を失ふは愚なり】 

 

 この世の不平等にこだわるな、そして他人がどうあろうと、その他人の愚かさに

かかずらうな、ということで、そのとおりなのだが、その愚かな他人が他人ではな

く、家族ともなると、そう単純ではない。 

 その愚かさに一生にかかずらうしかなく、その愚かさと共に生きなければならな

い。 

 

 それも愚かさならば、 

「愚家族」 

 としての道を行くほかはない。 

 例えば、障害のある子をかかえた大江健三郎が生きた過程は、 

「愚家族」 

 としての道であり、ほかに正しい道があったとはおもわれない。 

 

 

 

【人もしいとまあらば心のどけく閑にし、日を永くしていそがはしかるべからず。

ことに老ては残れるよはひやうやくすくなく、時節のすぐること殊に早ければ、時

刻ををしみて一日を以十日とし、一月を以一年とし、一年を以十年として楽しむべ

し。楽まずしてあだに月日をくらして後にくゆべからず】 

 

 老いたら一日を十日分使おうというのは理想だが、現実は一日分に十日費やすと

いうのが、老人の活動力である。 

 だが要は、気持の持ち様であって、その一日分に十日費やす、その費やすことが

自分にとって楽しい事なら、費やす時間が長ければ長いほどいい事になる。 

 わたくしの知っている老人は、わたくしとちがって、食べることが最大の楽しみ

である。 

 そのためだろう、他の人の十倍の時間をかけて、ゆっくりと楽しんで食べている。 

 見習いたいものである。 



 

 

 

【富貴なればおごりおこたりやすくして此楽を得がたし。貴賎の人はおごりおこた

りすくなくしてさとしやすし。富貴の人は世のはかなきわざ多きにまよひて、書を

よんで道を楽しむ事をしらず。然れば富貴なるは、かへって不幸と云べし。此大な

る楽を得がたければ也。古語に貧しきは富るにまされりといふ。又読書は貧者の楽

といへるもむべなりなり。わがともがら愚にして又いやしければ、ちりひぢのかず

にもあらぬ身なれど、書をよみ道をたふとぶ薬は、いかなる富貴にもかへがたし】 

 

 貧者だからこそ読書の楽しみがあるというのは、図書館に行けばわかる。 

 そこに富貴な者はいない、年金生活者たちが、朝から晩まで、そこで時間をつぶ

す。 

 読書の楽しみというよりも、読書しか楽しみがないというのが近い。 

 いや、読書が時間をつぶすのに、最適だからということにすぎないのだ。 

 読書をしていると、眠くなる、その眠りも気持がいいのである。 

 それほど現代は、何をやるにも金がかかる。 

 

 どちらにしたって、いずれ眼も頭もかすんで、読書どころではなくなる人も多い

なかで、いまこのとき読書できるのは有難い。 

 

 

 

【いとけなきよりさかんになり、老にいたり、おとろへて死にいたるまで、百とせ

のよはひも亦いくほどなし。人の世にある事、かりにやどれる旅人のごとし】 

 

「人生は旅だ」 

 というのは、年輪を重ねるほどに実感となる。 

 それなのに、旅行ばかりする人がいる。 

 人生そのものが旅だと認識している人は、旅行など行く気にはなれないのではな

いか。 

 もしかすると、 

「人生は旅だ」 

 という言い方を、 

「旅をするのが人生だ」 

 とはきちがえているのかもしれない。 

 

 芭蕉は、人生は旅だ、と実感していたとおもわれるが、奥の細道を旅した。 

 あれは、俳句を作るために旅したのであって、旅をしたから俳句ができたのでは



ない。 

 結果は同じ事だが、どうにも純粋でないものをかんじる。 

 小説家でも、小説を書くためにあえて旅をする人がいるが、なかには戦場だって

行く人がいるが、そういう作家は商売っ気がぬけない作家であって、そうなると芭

蕉の旅も商売っ気だった可能性があり、そこに純粋でないものをかんじるのである。 

 老いたなら余計に、旅行なんかせずに、旅であった人生をふりかえって楽しめば

よい。 

 

 益軒の口癖に、 

【さこそ有るべけれ】 

 というのがある。 

 意味は、 

「そういうこともあるだろうよ」 

 だろうが、何か家族に事件が発生したときに、わたくしはよく「そういうことも

あるだろうよ」とつぶやいて、家族に激怒、叱咤される。 

 そのときわたくしは、自分のフカイオモイを理解できない家族を蔑むが、同時に

「そういうこともあるだろうよ」というのは、（現代では）心の中だけの言葉とし

て、外に発してはいけないのだと覚る。 

  

  

 

【君子小人ともに楽みをこのむは人情なり。されども君子小人の楽みとする所同じ

からず。禮記に、君子は道にしたがふ事をたのしみ、小人は欲にしたがふ事を楽む。

道を以欲を制すれば楽んでみだれず、欲を以道をわするればみだれて楽しまずとい

へり】 

 

 むかしはいざしらず、現代の日本、人口一億人のうち、君子の割合はいかほどで

あろうか。 

 一％にも満たないであろう。 

 そんな君子のことよりも、九十九％以上の小人のことをかんがえなければ、現代

の楽訓とはいえない。 

 ただ小人の一人であるわたくしは、たまたま（あくまでもたまたま）欲を忘れて

道に従うことになったときに、道を忘れて欲に従っていた何時もよりも、楽しい気

分になることはたしかである。 

 けれども、その楽しい気分が持続しないのが、小人たるゆえんであろう。 

 いずれにしても楽しむ云々より、君子になる努力をすることが、小人にとって先

決だとおもわれる。 

 努力したらなれる、というものでもないが。 

 



 

 

【聖人ややもすれば楽の字を説給へり。其故をいかんと思ひ、楽の身にせちなる事

をしるべし。禮経にも、心中しばしも和がず楽しまざれば、いやしき心生ずといへ

り】 

 

 楽しまないやつは心が卑しいか、ほんとうにそうか。 

 忘年会やコンパや合コンなどで、ひとりだけ鬱々として楽しんでいない者がいる、

そんなら出てこなければいいのにと思うだろうが、こんなはずではなかったという

思いが、顔や態度に出てしまうのである。 

 そういうときでも融通のきく者は、あるいは精神に余裕のある者は、もしくは演

技のできる者は、楽しんでいるふりをして、周りに厭な思いをさせずにすむのであ

る。 

 楽しまないやつは心が卑しいのではない、だれでも楽しくない場に遭遇してしま

うことはあるのだ、かくべつ現代はそういうことが発生するのである。 

 

 さらに、江戸時代には、 

「発達障害」 

 の人がいるなんて、まったく解らなかったから、楽しめなんていえるのであって、

「そんな無茶な」とかんじる人は現代には、ゴマンといるのである。 

 ただ品性を疑われないよう、楽しんでいるふりをして、周りに厭な思いをさせな

いこと、それが肝腎であるが、はたしてうまくできるか。 

  

 

 

 

【世の中に同じく人とうまれて、飢こごゆる人亦多し。其不幸あはれむべし。わが

身余財あらばかかる貧人にほどこしすくひて、みづから楽み、人を楽しましむべし。

人間世の楽はみづから善を楽しみ、人をすくひて善をするにこえたる楽しみはなし。

おごりて益なき事に財を多くつほやすは、浮気のなすわざ、甚をしむべし】 

 

「麻子シリーズ」 

 の作家畠山拓は、盟友であるわたくしが貧にくるしんでいるのに、余財を女悪に

ばかり使い、友善にはけっして使わない。 

 その理由として、金の貸し借りは、こじれるからといっているが、わたくしは借

りるとはいっていない、くれといっている。 

 金をあげて、貧を救っても、恩に着せない、そういう君子だと認識しているから

いっているので、要は、女悪を撰ぶか友善を撰ぶかの問題である。 

 失礼ながら、いまだ善を楽しむ境地にはなっていない、うつけものである。 



 

 

 

【つねの気象は従容として不迫、此四字を守るべし。従容とはおもむろにしてしづ

かなるをいふ。すみやかにいそがはしき時も、心平かに気和にして楽を失ふべから

ずこと多くとも心はしづかなるべし】 

 

 急ぐことは落ちついてやる、そうでないと、まちがえるし、怪我をする。 

 それは理想ではあるし、わたくしなぞもその理想どおりの生活をしたいと念じて

いる。 

 けれども、家内や家族や他人が関わっていると、そうもいかず、落ちついてゆっ

くりやるつもりが、たとえばゴミ集めゴミ出しのとき、部屋を汚さないよう捨ての

こしのないよう、慎重にやっていると、 

「なにをちんたらしてんの、さっさとやってしまいなさいな」 

 という罵声が飛んでくる。 

 部屋のなかをうろうろされてうざったいのと、家内としては次の仕事にさしつか

えるのと、また、もたもたしていると清掃車が行ってしまうのと、いろいろあって

罵倒ということになるのだが、こちらが弁解や理屈をいったって通用するはずもな

い。 

 

 現代というもののスピードが、むかしとちがいすぎる。 

 たとえば宅配物が届き印鑑をする場合、こちらはまちがいのないよう印鑑を何度

もチェックするのだが、配達員のほうは他にもいっぱい届け物があり、一秒でも勿

体ないので、焦っていらついて、こちらが印鑑を正しく捺したいからテストなんか

していると、ぶんどって自分で捺したり、「サインでけっこうですから」ってこと

になる。 

 

 わたくしが江戸時代に憧れる、その大きなひとつは、いわば、 

「のんびり性」 

 であって、近代化が遅れている国には、現代でもその、 

「のんびり性」 

 をかんじる。 

 わたくしなぞも、時間勝負の仕事に就いてきたから、そういう国の人たちと交流

するのは、ずいぶんと骨がおれた。 

 それでもいまでは、自分が勝手に骨おれていた気がする。 

 なお、近代化が遅れる、と書いたが、その言い方は、近代化肯定の言い方であっ

て、わたくしの思想からは、出していい言葉ではない。 

 

 



 

【清福といふ事あり。楽みをこの、える人必これをしるべし。是識者の楽む所にし

て俗人はしらず。この故にわが身に清福を得て大なる幸あれども、是を知りて楽し

める人まれなり。たとへば寶の山に入ても、寶をしらざれば手を空くして帰るが如

し。清福は富貴の驕楽なる福にはあらず。貧賎にして時にあはずとも其身安く、静

にして心にうれひなき是なん清福とぞ云める。いとまありて閑に書をよみ、古の道

を楽しむは、是清福のいと大なる楽也】 

 

 益軒いうところの、 

「清福」 

 という言葉は、現代でいう、 

「清貧」 

 に近いのであろうが、なかなか魅力的である。 

 いや「清」という語のなかに「清貧」の意味が含まれるのだろう、となると、「清

貧」に「福」来たり、ということであろうか。 

 清貧だったら、泥棒にやられることもないから、福は来なくても安心はある。 

 濁富だったら、安心はないかというと、やっぱり泥棒にやられない、というのは

現代では金の力で、セキュリティーはいくらでも可能だからである。 

 

 やはり福が来るのは、清貧よりも、はるかに濁富であろう。 

 それが現代の現実であり、それが現代の最大の汚点ともいえる。 

 あるいは益軒のいうとおり、清貧の人は、多く愚かであるゆえに、濁富の人より

も、おのれが清福なことに、気づかないのであろうか。 

 

  

 

【武士は勇を専にすべし。勇を外にあらはさずして内にふくむなり。つねの時は和

楽にして、人に対するに温厚なるべし。勇天下におほえども、これを守るに怯を以

てすと、家語にいへるごとくになるべし。怯とはおくべやうの事なり。又大勇は怯

きが如しといへり。是外に勇をあらはさざる也】 

 

 レイモンド・チャンドラーはフィリップ・マーロウにこういわせている。 

「男は強くなければ生きられない。男は優しくなければ生きる資格がない」 

 わが益軒は、それよりもはるか以前に、そういうことをいった。 

  

 ベースボールやサッカーの名選手（大相撲の名横綱も）が、成功の秘訣は何かと

聞かれ、 

「臆病だったためだ」 

 と答えているのを、何度か聞いたことがある。 



 益軒のいう、 

「怯」 

 である。 

 もっと細かく聞くと、臆病だったから、常に細心の注意を払って事前のシミュレ

ーションを怠らなかったし、怪我のないよう事前のストレッチ運動を怠りなくやっ

て試合に臨んだし、また常に危機感を持ってやっていたといっている。 

 なるほど、天衣無縫、大胆不敵、豪放磊落では、名選手足り得ないのか。 

 作家も同じで、細心の注意を払ったり、準備を怠りなくやったり、危機感を持っ

たり、そのくらいでないといけないのであろう。 

 天衣無縫な作家は、ミスが多く、大胆不敵な作家は、自分にしか解らない作品を

書き、豪放磊落な作家は、文章が荒い。 

  

 もちろん、天衣無縫、大胆不敵、豪放磊落な人間のほうが、そうでない人間より

もずっと魅力的だが、どうやら作家には人間的魅力なんか要らないらしい。 

 

 

 

【堯舜の聖も、わが子の不肖なるをいかんともしがたし。わが子弟親戚など、をし

へてもしたがわずんば、せめとがめて和をうしなふべからず。人の生れ付て不肖な

るも、わが身のかかる人にあひて不幸なるも、皆天命なれば、みづからくるしみ、

人をいかりて、楽を失ふべからず】 

 

 堯と舜は名君といわれた王であるが、わたくしはよくはしらないのだが、その子

らは不肖の子だったらしい。 

 わたくしにいわせれば、子供というものはみんな、親にとっては不肖の子である

とおもわれる。 

 わたくし自身もそうであったし、不肖の子でない者はわたくしの周りには皆無で

あった。 

 わたくしたちの若いころは、よく、 

「いまどきの若いやつらときたら」 

 と、大人たちによくいわれたものであった。 

 不快な言葉なので、わたくしは大人になってから、 

「いまどきの若いやつらときたら」 

 というのを禁句にしている。 

 それでも内心はそうおもっているのだから、キリストさんじゃないが同じ事か。 

 

 年寄りが若者の言動を怒ると、「楽」がこないと益軒先生はいうが、現代に於い

ては、怒りを失うとろくなことにはならない。 

 国民が怒らないと、政治家や大企業は好き勝手なことばかりやるし、視聴者が怒



らないと、芸人やタレントは好き勝手なことばかりいう。 

 年寄りが怒らないと、若者は戦争ゲームにうつつをぬかし、お莫迦なネット犯罪

ばかりやる。 

  

 最近スポーツジムのプールで大怪我をした。 

 わたくしは自他ともにゆるす、おっちょこちょいではあるが、今回はあきらかに

ジム側の安全管理の問題だとわたくしはかんがえ、代表取締役に対して厳しい批判

を繰り出した。 

 何度もすったもんだをやったが、（ことしの電通の問題がいい例で）大企業とい

うものの、現場への丸投げ体質、責任者への押し付け体質、そして総合的な隠蔽体

質は、この半世紀まったく変ってはいない。 

 たしかに声を荒げないほうが楽ではあるが、楽をするという事は、自分のいまま

での主義や生き方を裏切る事でもある。 

 とにかく強大な相手ならば、なおさら徹底的にやらねばならない。 

  

  

 

  


