
絶対文感【附録篇】 

 

  絶対詩感                      陽羅 義光 

 

 

 

 わたくしは小説に就いて、いくら優れた小説であっても、ああせいこうせい云っ

てきたけれども、それは散文だから云えることであって、優れた詩に就いては、あ

れこれ云いにくい。 

 すくなくとも絶対に云えない、〈絶対的な詩〉（あえて〈絶対詩感〉と名付ける）

があって、そういう詩をわたくしは愛唱してきたものである。 

 小説家に「詩はわからない」という人が沢山いるけれども、詩がわからないでよ

く小説が書けるものだと、わたくしは半分同情し半分呆れておもうのである。 

 なぜなら詩は小説の原点というか源泉というか、まあそういうものであって、「小

説には詩がなければならない」と云われるのは、そのためなのであるから。 

 前置きはこのくらいにして、〈絶対詩感〉とわたくしが云うもののなかからいく

つか紹介したい。 

  

 

     ＊     ＊ 

 

 

 まずは、二千六百年前の女性詩人サッフォー。 

 

【ただの息にすぎないが 

 わたしの使う言葉には 

 永遠の命が宿っている】 

 

 詩とか小説とか評論にかぎらず、言葉を使うなら、このくらいの自負がほしいも

のである。 

 

 シュタイナーの、 

『魂のこよみ』 

 

【私の我意を忘れさせるほどに 

 夏のおとずれを知らせる宇宙の熱が 

 私の霊魂を充たす 

 霊視が私に 

 自分を光に委ねよと命じる 



 予感が力をこめて私に告げる 

〈おのれを見出すために 

 おのれをすてなさい〉】 

 

 わたくしが昔から唱える、〈通天捨私〉の精髄がここにある。 

 

 ヘンリー・スコット・ホランドの、 

『さよならのあとで』 

  

【死はなんでもないものです 

 私はただ 

 となりの部屋にそっと移っただけ 

 私は今でも私のまま 

 あなたは今でもあなたのまま 

 私とあなたは 

 かつて私たちが 

 そうであった関係のままで 

 これからもありつづけます 

 

 私が見えなくなったからといって 

 どうして私が 

 忘れられてしまうことがあるでしょう 

 私はしばしあなたを待っています 

 どこかとても近いところで 

 あの角を曲がったところで 

 すべてはよしです】  

 

 どちらが先かは知らないけれども、『千の風にのって』によく似ている。 

 わたくしはこういう感性が好きである。 

 

 アルセーニイ・タルコフスキーが、息子であるアンドレイ・タルコフスキー（『ノ

スタルジア』『ストーカー』『サクリファイス』の映画監督）に贈った『遺言』の詩。 

 

【町の並木道の木々がざわめく 

 まるで緑の炎を燃やす松明のように 

 あれを君にあげよう 君の方がもっと必要だろうから 

 ここへおいで、そして私から木々を受け取るがいい 

 

 巨大な君の町が朝焼けの中 



 緑に覆われて起ち上がる時  

 君は母の胎内で  

 柔らかな半透明の泡に包まれて眠っている 

 

 君には何も見えないかもしれない 

 でも君の頭上を今太陽が移ろいゆくところなんだよ】 

 

 この父にしてこの子あり。 

 ちなみにアンドレイ・タルコフスキーは自作映画の中で、父の詩を印象深く使っ

ている。 

 

 二十四歳で他界したロートレアモン（イジドール・デュカス）の、『マルドロー

ルの歌』 

 比喩に溢れていて大変難しいが、この有名な一行はわかりやすいであろう。 

 

【彼は美しい 

 解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会いのように！】 

 

 中東戦争で祖国を追われたパレスチナの女性詩人（ファドワ・トゥカン）ほどに、

小生は残念ながら人間ができてはいないが、こういう感性も好きである。 

 

【この地の上で息絶え 

 この大地に埋められ 

 この土に還るのなら 

 それでじゅうぶん 

 そうすれば芽生えが一輪の花となって 

 わたしの祖国の子どもと戯れよう 

 祖国の土に抱かれて 

 一塊の土になって 

 一本の草の芽 

 一輪の花になるのだから 

 わたしはそれでじゅうぶん】 

 

 外国の詩は翻訳なので、詩の味わいが原語とは微妙にちがう。 

 わたくしはポオの詩が大好きで、そのため努力して原語で読んだが、翻訳との相

違に唖然としたものである。 

 それは翻訳が下手という意味ではなく、逆に日本人の翻訳は上手すぎるというこ

とである。 

 けれども、外国語の特徴的な調べや響きは、翻訳では出せないから、つまりは明



確な〈絶対詩感〉は伝えられないから、これ以上は外国の詩の紹介は控えたい。 

 

     ＊     ＊ 

 

 というわけで日本の詩であるが、まずは宮沢賢治の、 

『眼にて言ふ』 

  

【だめでせう 

 とまりませんな 

 がぶがぶ湧いているですからな 

 ゆふべからねむらず 

 血も出つづけなもんですから 

 そこらは青くしんしんとして 

 どうも間もなく死にさうです 

 けれどもなんといい風でせう 

 もう清明が近いので 

 もみぢの若芽と毛のやうな花に 

 秋草のやうな波を立て 

 あんなに青空から 

 もりあがって湧くやうに 

 きれいな風がくるですな 

 あなたは医学会のお帰りか何かは判りませんが 

 黒いフロックコートを召して 

 こんなに本気にいろいろ手あてもしていただけば 

 これで死んでもまづは文句もありません 

 血がでているにかかはらず 

 こんなにのんきで苦しくないのは 

 魂魄なかばからだをはなれたのですかな 

 ただどうも血のために 

 それを言へないのがひどいです 

 あなたの方から見たら 

 ずいぶんさんたんたるけしきでせうが 

 わたくしから見えるのは 

 やっぱりきれいな青ぞらと 

 すきとほった風ばかりです】 

 

 珠玉の私小説短篇すら適わない、〈絶対詩感〉の見本である。 

 この詩を知っていたら、普通の私小説は書けなくなるはずである。 

 



 伊東静雄の、 

『わがひとに与ふる哀歌』 

 

【太陽は美しく輝き 

 あるいは太陽の美しく輝くことを希い 

 手をかたくくみあわせ 

 しずかに私たちは歩いて行った 

 かく誘うものの何であろうとも 

 私たちの内の 

 誘わるる清らかさを私は信ずる 

 無縁のひとはたとえ 

 鳥々は恒に変わらず鳴き 

 草木の囁きは時をわかたずとするとも 

 いま私たちは聴く 

 私たちの意志の姿勢で 

 それらの無邉な廣大の讃歌を 

 ああわがひと 

 輝くこの日光の中に忍びこんでいる 

 音なき空虚を 

 歴然と見わくる目の發明の 

 何になろう 

 如かない 

 人気ない山に上り 

 切に希われた太陽をして 

 殆ど死した湖の一面に遍照さするのに】 

 

 抒情詩の決定版といえる。 

 文語を活用したこの品格ある〈絶対詩感〉は、萩原朔太郎、三好達治など日本の

優れた詩人に特有のものであるが、静雄のこの詩は極北であろう。 

 この詩を知っていたら、もう抒情詩は書けなくなるはずである。 

 

 鮎川信夫と田村隆一も〈絶対詩感〉を残した詩人である。 

 

『姉さんごめんよ』より 

 

【姉さん！ 

 飢え渇き卑しい顔をして 

 生きねばならぬこの賭はわたしの負けだ 

 死にそこないのわたしは 



 明日の夕陽を背にしてどうしたらよいのだろう】 

 

『繋船ホテルの朝の歌』より 

 

【街は死んでいる 

 さわやかな朝の風が 

 頸輪ずれしたおれの咽喉につめたい剃刀をあてる 

 おれには掘割のそばに立っている人影が 

 胸をえぐられ 

 永遠に吠えることのない狼に見えてくる】 

 

『四千の日と夜』より 

 

【一篇の詩を生むためには 

 われわれはいとしいものを殺さなければならない 

 これは死者を甦らせるただひとつの道であり 

 われわれはその道を行かなければならない】 

 

『三つの声』より 

 

【その声をきいて 

 ついにわたしは母を産むであろう 

 その声をきいて 

 われわれの屍体は禿鷹を襲うであろう 

 その声をきいて 

 母は死を産むであろう】 

 

 鮎川信夫も田村隆一も、「荒地」時代の初期の詩は、それぞれトーンが同じで、

わたくしはよく詩のタイトルを間違えて、引用してしまうことがある。 

 田村隆一には、金子光晴に捧げた詩があるが、これは初期ではないのでトーンが

異なる。 

 つまり、田村隆一が拒絶してきた感傷性が混じる。 

 

『迷宮ー光晴先生に』 

 

【六月の雨がおわりかけたのに 

 あなたが 突然 

 この世からいなくなってしまったから 

 ぼくの胃腸の調子がすっかり狂ってしまった 



 頭はもともとおかしいから 

 あなたに恨みごとを云う筋あいはないのだが 

 胃腸まで狂ったとなると この世から 

 あなたがいなくなったせいだ】 

 

 ではその金子光晴の詩の一節。 

 

【陽が沈んでしまった 

 そして陽ばかりではない 

 ほかの何かも沈んでしまった】 

 

【しゃぼん玉は 

 どこいった 

 

 かるがるとはかない 

 ふれもあへずにこはれる 

 にぎやかなあの夢は 

 どこへいった】 

 

 金子光晴はなにを喪ったのか。 

 わたくしはなにを喪ったのか。 

 わたくしたちはなにを喪ったのか。 

 それは百年経ったらわかるのであろうか。 

 

 金子光晴にあれこれ世話になった、山之口貘。 

 貘の〈絶対詩感〉に触れると、病みつきになる。 

 

【ひとたび生れて来たからには 

 もうそれでおしまいなのだ 

 たとえ仏になりすまして 

 あの世のあたりに生きるとしたところで 

 かかりのかからないあの世はないのだ】 

 

【誰も居なかったので 

 ひもじい と一声出してみたのである 

 その声のリズムが呼吸のようにひびいておもしろいので 

 私はねころんで思い出し笑いをしたのである】 

 

【金ばかりを借りて 



 歩き廻っているうちに 

 ぼくはある日 

 死んでしまったのだ】 

 

【僕ですか？ 

 これはまことに 

 自惚れるようでありますが 

 びんぼうなのであります】 

 

 こういう自己紹介は、わたくしも貧乏だからよく解る。 

 文学者が「貧乏」を云うのは「自惚れ」なのだ。 

 

 光晴が出たから、西脇順三郎も。 

 西脇順三郎は日本の詩人のなかで唯一、「ノーベル文学賞」の候補にあがってい

る。 

 まるでコトバの魔術師だ。 

 次の詩はまだ魔術師っぽくはないが。 

 

【（覆された宝石）のような朝 

 何人か戸口にて誰かとささやく 

 それは神の生誕の日】 

 

【生物は永遠の中に生れ 

 永遠の中で死んで行く 

 ただそれだけであると 

 いうことは 

 人間の唯一の栄光で 

 生物の唯一の哀愁だ】 

 

 詩はなによりも感性（感受性）である。 

 茨木のり子のコトバ。 

 

【自分の感受性くらい 

 自分で守れ 

 ばかものよ】 

 

 まど・みちおの感性も桁はずれている。 

 

【生まれたところだけがふるさとではなく 



 死んでいくところもふるさと 

 宇宙をふるさとにすれば 

 一緒のところになります】 

 

 新川和江も深い。 

 

【わたしがかかえている闇は深く大きい 

 億年の夜を合わせたよりもさらに長い 

 いずこから来て いずこへ流れてゆくのであろう 

 川があり 

 太古の犬が耳をそばだてている】 

 

 おそらく日本の詩人のなかでいちばん優れた詩人であろう、室生犀星の〈絶対詩

感〉。 

 

『晩年』 

 

【僕はきみを呼びいれ 

 いままで何処にいたかを聴いたが 

 きみは微笑み足を出してみせた 

 足はくろずんだ杭同様 

 なまめかしい様子もなかった 

 僕も足を引き摺り出して見せ 

 もはや人の美をもたないことを白状した 

 二人は互の足を見ながら抱擁も 

 何もしないでふくれっつらで 

 あばらやから雨あしを眺めた】 

 

 犀星の盟友、萩原朔太郎。 

 朔太郎はむろん詩も独創的で素晴らしいが、わたくしは『詩の原理』などの評論

をさらに高く評価している。 

 

【まっくろけの猫が二疋 

 なやましいよるの家根のうへで 

 ぴんとたてた尻尾のさきから 

 糸のやうなみかづきがかすんでいる 

『おわあ、こんばんは』 

『おわあ、こんばんは』 

『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』 



『おわああ、ここの家の主人は病気です』】 

 

【地面の底のくらやみに 

 うらうら草の茎が萌えそめ 

 鼠の巣が萌えそめ 

 巣にこんがらかっている 

 かずしれぬ髪の毛がふるえ出し】 

 

【きのふまた身を投げんと思ひて 

 利根川のほとりをさまようしが 

 水の流れはやくして 

 わがなげきせきとむるすべもなければ 

 おめおめと生きながらへて 

 今日もまた河原に来り石投げてあそびくらしつ】 

 

 朔太郎の数ある名詩のなかでも、 

『蛙の詩』 

 と題されたこの一篇は凄いのひとことである。 

 世界中で、いったいだれがこんな詩を書けるであろうか。 

 

【蛙が殺された 

 子供がまるくなって手をあげた 

 みんないっしょに 

 かわゆらしい 

 血だらけの手をあげた 

 月が出た 

 丘の上に人が立っている 

 帽子の下に顔がある】 

 

 朔太郎の弟子の三好達治のこの詩は、奇跡的な詩である。 

 

【太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ 

 次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ】 

 

 さっき伊東静雄が出たから、伊東柚月も。 

 このフレーズには、サッフォー流の自負がある。 

 

【いっそ 

 大きく凹もう 



 いつか 

 多くを満たす 

 器になるのだ】 

 

 村上昭夫の詩の大半は、有無を云わせない〈絶対詩感〉で、わたくしたちはその

精神の過酷さにおののくばかりである。 

 

『死んだ牛』 

 

【ぼくらがとぼとぼ歩いているからには 

 ぼくらは敗れた民族なのだろう 

 ぼくらは遠い昔に恋人を犯してしまって 

 それからはこんなに淋しくうつむいて 

 歩き続けているのだろう】 

 

『三つの道』 

 

【三つの道を考えよう 

 ひとつの道はさびしい道 

 ふたつの道はさびしい道 

 三つ目の道はさびしい道 

 その道のことを考えよう】 

 

 平凡なおばさんの非凡な詩を、創り続けたのが石垣りん。 

 

『くらし』 

 

【食わずには生きてゆけない 

 メシを 

 野菜を 

 肉を 

 空気を 

 光を 

 水を 

 親を 

 きょうだいを 

 師を 

 金もこころも 

 食わずには生きてこれなかった 



 ふくれた腹をかかえ 

 口をぬぐえば 

 台所に散らばっている 

 にんじんのしっぽ 

 鳥の骨 

 父のはらわた 

 四十の日暮れ 

 私の目にはじめてあふれる獣の涙】 

 

 世俗を詠って世俗を超える、こうした〈絶対詩感〉も、書けそうで書けないもの

である。 

 

 八木重吉の詩も書けそうで書けない。 

 

【雨が 

 あがるように 

 しずかに 

 死んでゆこう】 

 

【無造作な くも 

 あのくものあたりへ 死にたい】 

 

 純粋さが重吉に似ているのは、金子みすず。 

『おさかな』 

 はその代表的なものである。 

 

【海の魚はかわいそう 

 

 お米は人につくられる 

 牛は牧場で飼われてる 

 鯉もお池で麩を貰う 

 

 けれども海のおさかなは 

 なんにも世話にならないし 

 いたずら一つしないのに 

 こうして私に食べられる 

 

 ほんとに魚はかわいそう】 

 



 立原道造の詩は、どれを読んでも、だれにも真似のできない透明感がある。 

 わたくしは道造の詩を敬遠して今日に到っているが、その根底には道造の〈絶対

詩感〉に対する羨望がある。 

 

『のちのおもひに』 

 

【夢は 真冬の追憶のうちに凍るであろう 

 そして それは戸をあけて 寂寥のなかに  

 星くづにてらされた道を過ぎ去るであろう】                  

 道造が出たから、中原中也も。 

 中也は逆に泥臭いが、その泥臭い哀感はやはりだれにも真似ができない。 

 真似ができないというのも、〈絶対詩感〉である。 

 

【ホラホラ、これが僕の骨だ 

 生きていた時の苦労にみちた 

 あのけがらわしい肉を破って 

 しらじらと雨に洗われ 

 ヌックと出た、骨の尖】 

 

【汚れっちまった悲しみに 

 今日も小雪の降りかかる 

 汚れっちまった悲しみに 

 今日も風さえ吹きすぎる】 

 

【私はその日人生に 

 椅子を失くした】 

 

 なくしたものは椅子だけであったろうか。 

 

 じつはわたくしも詩集を五册出している。 

『四角い宇宙』 

 を出したとき、出版者と書店から、 

「詩集で売れるのは谷川俊太郎だけ」といわれた。 

 だがどういうわけか、わたくしの詩集は谷川の詩集よりも売れた。 

 そのことを恥じて、それ以降は詩集を出してはいない。 

 なにしろ一番売れた詩集は、三好達治の愚にもつかぬ「戦争詩集」であるから。 

 小説もむろんそうだが、詩集だって、売れるものには決して優れたものはない。 

 

 立原道造よりも敬遠している、それでもやはりいい谷川俊太郎の、 



『夢』 

 

【金いろの赤ん坊がふたり 

 青空の下で金いろのうんこをしている 

 あなたの描く絵の中に私たちはいる 

 しっかりと手を握りあって 

 時が無力になるほうへよちよち歩いてゆく】 

 

 ミュージック・シーンでも、わたくしたちは、中島みゆき、松任谷由実、宇多田

ヒカル、西野カナ、さだまさし、谷村新司などの、優れた詩人を持っている。 

 なかでも、森田童子と泉谷しげるには〈絶対詩感〉がある。 

 

『逆光線』 

 

【安全剃刀がやさしく 

 ぼくの手首をはしる 

 しずかにぼくの命は 

 吹き出して】 

 

『ラストワルツ』 

 

【うつくしきあしたに 

 ついてもかたれず 

 ただあなたと 

 しばしこのときよ】        

 

『永遠の約束』 

 

【永遠のため息を 

 気づかずまた吐いている 

 永遠の約束を 

 果たすまで自分と向きあう】 

 

『春夏秋冬』 

 

【春をながめる余裕もなく 

 夏をのりきる力もなく 

 秋の枯葉に身をつつみ 

 冬に骨身をさらけ出す】 



 

 森田童子のコトバは胸に沁み、泉谷しげるのコトバは腹に沁みる。 


