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正宗白鳥の夢（1）1

―「ダンテについて」の本文批評を中心に―

金　沢　　　篤

はじめに
　明治、大正、昭和と三代を通じて作家活動を持続した正宗白鳥だが、その晩
年近くに、一つの奇妙な長篇小説（未完）を発表している。「お伽噺　日本脱
出」というのがそれだ。短篇や戯曲で特に名を上げた白鳥としては異例と言う
べき大長篇である。その作品の評価に関して世間が揺れているのである。なに
か明確な意味を読み取ろうとして多くの文学者たちが奮闘したが、必ずしも明
確な評価を定め得ていないのである。
　それとはっきりと指摘されたことはなかったと思うが、わたしは、それを

「正宗白鳥の夢」ということばで取り敢えずは括ることが出来るのではないか、
と思うようになった。そして、意外やわたしの本稿は、正宗白鳥の「夢」に始
まり、「夢」に終わるのである。これはわたしの長年の正宗白鳥研究、いや読
書遍歴の所産などではない。ふとはしなくも始めてしまった作業の、「発作的
な」とも言うべきささやかな燃焼の儚い燃え滓のようなものに過ぎない。
　論の全体は大きく二部に分かれている。その前半が本稿で、白鳥の初期評論
の代表作「ダンテについて」中に現れる「夢を夢ませる」の読みをめぐる、原
テキストを探る、いわば文献学的な作業。その後半は別途準備を進めているが、
正宗白鳥にとって、正宗白鳥の作家人生にとって、「夢」とは何であり、それ
はどういう意味を持つのか、との解釈学的なアプローチである。
　なぜインド学・仏教学の一介の研究者が正宗白鳥なのか、という当然のよう
に予想される一般的な疑問に対しては、まずそれなりに答えておきたい。昨今
の筆者の研究課題の一つに「近代日本に於けるインド学・仏教学の成立と展
開」というものがある。文学者として知られる正宗白鳥ではあるが、仏教の強
い影響下にあって自我の模索と確立にこそ腐心すべきであった近代日本人の一
サンプルとして、今回はたまたま正宗白鳥が選び取られたというのが一点、そ
してインド学・仏教学研究を志しているとはいえ、筆者が実際に従事している
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のは文献学的研究であり、その対象がたまたまブッダその人、仮面の仏教徒な
るシャンカラ、あるいは、青春期に内村鑑三に強く感化されてキリスト者の道
を選び取った明治生まれの正宗白鳥であったというだけのことである。それら
の人に帰されるテキストそのものに審及すること自体には、なんら差異は意識
されていないということである。

Ⅰ .「夢を夢ませる」
　同僚の松本史朗氏とは研究室も隣り同士、けれども授業時間のこともあった
りで、あまり話す機会はない。結局決まって顔を合わせるのは教授会の時くら
いだろうか。それでも思い出したように紙切れを使って問答したりする。紙切
れにサンスクリットの単語やフレーズなどを書き付けて意見を求められること
がある。氏にとってはその時々の研究の中で気にかかることを打開するための
お気楽な駄目元ツールの一つ。

　最近の話だが、メモ書きには「夢を夢ませる」とあった。「夢ませる」を何
と読むのかとのご下問。答えに窮する難問だ。日本語なのだからと気張るが、
なかなか思いつかない。なんと読ませたいのか。しばし思案した後に、わたし
が得たのは、「夢を夢（まどろ）ませる」だった。「夢を見させる」と言えば済む
ところ。「夢」という漢字にどういう読みを当てると送り仮名の「ませる」に
うまく接続するのか。無理矢理の「まどろませる」だとやはり意味がずれてく
る、でも「夢を見るようなうとうと眠りに誘う」ほどの意味だろうか、とこじ
つけた。
　松本氏は、それが正宗白鳥（1879.3.3 ～ 1962.10.28）の「ダンテについて」
中に現れる用例だと明かしてくれた。氏がキリスト教信者でもあった正宗白鳥
を特別視していることは昔から知っていた。そうしたこともあって、わたしも
正宗白鳥のものは主要な作品はだいたい揃えて持っていて一通りは目を通して
いるつもりだった。
　松本氏の話では、氏の令夫人も同じ読みを提案したとか。だが、松本氏がそ
れをなお問題にしているということは、松本氏自身やはり正解を得ていないこ
とを告白していることになる。その折、松本氏は正宗白鳥の『作家論』が岩波
文庫で出ているねとも言った。松本氏は、それで「ダンテについて」を読んで
いるのだろうか2。正宗の『作家論』なら、創元文庫でも角川文庫でも新潮文
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庫でもいずれも二冊本で出ていた。それらに「ダンテについて」なんて入って
いたかしら。どれもわたしは持っているし、新しい岩波文庫のその一冊本も
買って持っている・・・と思った。結局、その読みの問題に関してはその場で
は決着がつかず、わたしとしては家に帰って、色々現物に当たって調べてみる
つもりだった。

　「サンスクリット極微文献学」を日ごろ旗印に掲げているわたしだが、サン
スクリット語という外国の古典語がいっこうに読めるようにならないという苛
立ちが逆襲カムフラージュの挙に出たというのが事の真相である。サンスク
リットをすらすら読める人を心底羨望しつつ、苦肉の果てに案出した学問方法
である。何十年もの間自分がやってきたことは、そうした苦々しい足掻きの連
続であり、したがってその成果などは吹けば飛ぶようなものである。だがすら
すら読めないのは外国の古典語ばかりではなかった。母国語の日本語でさえ未
だ思うに任せないのである。修士論文を書いて提出した時、審査後の予餞会で
の山口瑞鳳先生のスピーチにこうあった。「今回の修士論文で一番日本語がよ
く書けていたのはギーブル君」、この山口先生のことばが今でも忘れられない。
その時、日本人としての誇りを傷つけられたと思ったわたしは、こう心の中で
応酬したのである。「いい日本文は外国人のギーブルさんにも書けるだろうが、
わかりにくい変てこりんな日本文は日本人でなければ書けない」と。これはあ
あ言えばこう言う式の屁理屈にさえなっていないな、と今ならすらっと言える。
もう 30 年以上も前のこと。
　だが、その時、日本語も難しい、日本語を自在に操れるようになるのも並大
抵ではない、とわたし自身秘かに思ったものだ。数年後、大学院を出て東洋文
庫の奨励研究員にしてもらったが、その時代、『東洋学報』に毎号のように投
稿した。その査読に当たられたのが山口先生で、先生の目を経て真っ赤になっ
て送り返されてくる原稿を泣く泣く書き直した、結果的に日本語作法を指導し
ていただいたことになる。

　さて、今日若い人で、正宗白鳥のものを読む人はほとんどいないのではない
か。小説など、読みたくても簡単に手に入るのだろうか。岩波文庫ですぐにで
も読めるのはその一冊本の『新編　作家論』（岩波文庫 2002）だけだ。小説家
としてよりも批評家としての正宗白鳥が現代にあってもまだまだ意味を持って
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いるということだろうか。近代日本文学に関心を持つ者には、文化勲章をもら
うほどに立派に長生きした正宗白鳥は時代の証人として珍重すべき存在、「自
然主義文学盛衰史」とか「文壇的自叙伝」とか「文壇五十年」とか「作家論」
とかがいつも話題に上る。確かにそれらを読み始めると、正宗白鳥の人を見る
目のただならぬものであることをすぐに看取できる。情緒に流されることはま
ずなく、常にクールであまりにシャープな印象である。
　そういう正宗白鳥が使った「夢を夢ませる」との表現、白鳥先生は、いった
いどう読ませたかったのか。そしてそれをどういう意味で用いたのか。「外国
語は苦手」と自覚しているわたしだから、それくらいははっきりさせたいもの
だ。そんな意気込みで、調べられる範囲で、いくつかの資料に当たってみた。
そして松本氏からこのお題をもらってから、こうして書きつつある現在までの
間に、わたしは、氏に宛て次のようなメールを出していることも告白しておき
たい。

　「・・・気になっていたのですが、正宗白鳥の「ダンテについて」の例の「夢
を夢ませる薬」の読みの件、解決しましたか。今もってきていませんが、岩波
文庫の『作家論』所載では「夢みませる薬」となっていたと記憶します。そし
て、それは福武書店版の全集によるとあったと思います。全集を見ると確かに

「夢みませる薬」とあります。昔の新潮社版全集を見ると「夢ませる薬」と
あ っ て、「 夢

ゆめみ

」とルビがついています。また昔出ていた筑摩の「現代日本文学
大系」の「白鳥」の巻では、「夢

ゆめみ

ませる薬」となっています。初出は、昭和 2
年 3 月号の『中央公論』ですが、その時はやはり「夢

ゆめみ

ませる」となっていたの
ではないかと思います。それに基づく版では、ルビがとれて単に「夢ませる
薬」、福武の全集ではやはりルビをとったかわりに「夢みませる」と改変し、
岩波文庫の「夢みませる」になったのではないかと思うのです。結局、読みは

「ゆめみませる」です、どういう意味かは不明ですが。」

　それに対して松本氏から「「夢」の件、解決していませんでした。ご教示、
有難うございました。それにしても、「夢みませる」とは不思議な表現ですね。
白鳥の謎というところでしょうか。」とのメールをもらい、それに対してさら
にわたしは「初出の『中央公論』昭和 2 年 3 月号を調べてみます。「夢ませる
薬」の謎が解けたら、ブログ3にでもアップしましょう。」とのメールを出して
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いたのである。
　そう、そうした諸々のにわか勉強の成果が、このエッセイである。いつも変わ
りばえのしない静かなブログの無意味かもしれない「賑わい」の一つとして新
連載《BST》4を思い立ったが、その一回目にこの問題を取り上げることにする。

　限られた時間の中でわたしが正宗白鳥「ダンテについて」の問題の箇所を実
際に調べ得たものはさほど多くはないが、そのうちの 10 点が以下に引く諸版
である。年代順に並べてみよう。ただし横書きにつき踊り点の「くの字点」
は、ゝとゞを組み合わせて用いる。「ゝゝ」と濁点付きの「ゝゞ」。今回特に問
題にする「その夢を夢ませる藥」と、それからもう一箇所ついでに問題にした
い箇所「馴染深いダンテを、新たに讀直さう」を□で囲って強調しておく。テ
キスト校訂の立場よりすると、初出形を何よりも尊重したい。後続の諸版の初
出との違いはゴシック（太字）体で示す。正宗白鳥は、昭和 37 年、1962 年に
没しているから、最初の 5 つの版が著者存命中の刊行物、新潮社版全集以下の
5 つの版はすべて著者没後の刊行物である。

正宗白鳥「ダンテについて」（昭和 2年 3 月）

○初出『中央公論』第 42 巻 3 月号（通巻 470 号）（昭和 2 年 3 月1 日）《中公：
1927》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖ゑたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（説苑 121 頁5）

○正宗白鳥著『文壇觀測』人文會出版部（昭和 2 年 6 月18 日）《文壇：1927》単
行本初収録
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　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假の宿ではないか」地球が圓
からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖ゑたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀み直さ
うと思つてゐる。」（27 頁）

△昭和 3 年 11 月 23 日、夫人同伴で横濱から船で世界漫遊（ほぼ一年間）の途
に就く6。

○改造社版『現代日本文学全集　第 21 巻　正宗白鳥集』（昭和 4 年 2 月 3 日）
《改造：1929》
　「煩

はん

瑣
さ

な哲
てつ

學
がく

も、 その夢
ゆめ

を夢
ゆめ

ませる藥
くすり

として役
やく

立
だ

つてゐたのだから、彼
かれ

等
ら

に
は無

む

用
よう

でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜
や

の假
か

りの宿
やど

ではないか」地
ち

球
きう

が
圓
まる

からうとも平
ひらた

からうとも、自
じ

轉
てん

してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいいではないか。・・・・・彼

かれ

等
ら

は不
ふ

安
あん

な思
おも

ひをしておどおどしてゐないで、
地
ち

上
じやう

の巡
じゆん

禮
れい

の終
おは

るを待
ま

つてゐた・・・・・私
わたし

は思
おも

ふ。人
にん

間
げん

はさうなり切
き

ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐

おう

洲
しう

でも大
たい

戰
せん

後
ご

は、中
ちう

世
せい

紀
き

渇
かつ

仰
かう

者
しや

が殖
ふ

えたさうである。従
したが

つてダンテ研
けん

究
きう

が
ますゝゝ盛

さか

んになつたさうである。私
わたし

も、馴
な

染
じみ

深
ふか

いダンテを、新
あらた

に讀
よ

み直
なほ

さう
と思

おも

つてゐる。」（498 頁）

○正宗白鳥著『現代文藝評論』改造社（昭和 4 年 7 月 8 日）《現文：1929》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
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　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（399 頁）

○講談社版『日本現代文学全集 30　正宗白鳥集』（昭和 36 年 9 月 19 日）《講
談：1961》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新に讀み直さう
と思つてゐる。」（310 頁）

○新潮社版『正宗白鳥全集　第 7 巻』（昭和 42 年 5 月 30 日発行）《新潮全：
1967》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢

ゆめみ

ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖ゑたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（105 頁）

○筑摩書房『定本限定版　現代日本文学全集 30　正宗白鳥集（一）』（昭和 42
年 11 月 20 日）《筑摩定：1967》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が

－492－



正宗白鳥の夢（1）（金沢）（46）

圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖

ふ

ゑたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（341-342 頁）

○筑摩書房『現代日本文学大系 16　正宗白鳥集』（昭和 44 年 7 月 15 日）《筑
摩：1969》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢

ゆめみ

ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の仮りの宿ではないか」地球が
円からうとも平からうとも、自転してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡礼の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに読直さう
と思つてゐる。」（305 頁）

○福武書店版『正宗白鳥全集　第 22 巻』（1985 年 4 月 30 日）《福武全：1985》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢みませる藥として役立つてゐたのだから、彼等
には無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球
が圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどう
でもいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染み深いダンテを、新たに讀み直
さうと思つてゐる。」（125 頁）

○岩波文庫『新編　作家論』高橋英夫編（2002 年 6 月 14 日）《岩波文：2002》

－491－



正宗白鳥の夢（1）（金沢） （47）

　「煩瑣な哲学も、その夢を夢みませる薬として役立っていたのだから、彼ら
には無用でなかったのだ。・・・・・「どうせ一夜の仮りの宿ではないか。」地
球が円かろうとも平かろうとも、自転していようといまいと、そんなことはど
うでもいいではないか。・・・・・彼らは不安な思いをしておどおどしていな
いで、地上の巡礼の終るを待っていた・・・・・私は思う。人間はそうなり切
ればそれでいいのではあるまいか。
　欧洲でも大戦後は、中世紀渇仰者が殖

ふ

えたそうである。従ってダンテ研究が
ますます盛んになったそうである。私も、馴

な

染
じ

み深いダンテを、新たに読み直
そうと思っている。」（436-437 頁）

　いかが。こうして初出以下の諸版を並べて比較してみると、色々興味深い事
実が判明する。本文批判（テクストクリティーク）の重要性が思い知らされる。
時にわれわれは知らず知らずして、どこにもなかったかも知れないテキストを
相手にひたすら自分勝手な夢を紡いでいるのである。知らぬが仏、知ったら決
して心穏やかではいられないのである。

　さて、テキストの確定に関してベースにすべき《中公：1927》所載の初出は、
大学図書館に申し込んでの数日後、マイクロフィルムで実見することができた7。
苦手なマイクロフィルム、しかも今回は複写は不可という制限付きで、問題の
箇所は、判読する傍らわたし自身がパソコンに入力したものだ。もしかしたら
入力ミスがあるかも知れないが、やむを得ない。上に引いたものがそれである。
調査の結論から先に言うと、「その夢を夢ませる藥」の漢字の読みをめぐる

「白鳥の謎」は依然として解けていないのである。というのも、一瞥して明ら
かな通り、白鳥の「ダンテについて」の初出はわたしの予想8に反して「その
夢を夢ませる藥」とルビなしの形。白鳥がそれをどう読ませたかったかはわか
らないままということである。ただし、「ダンテについて」の初出の検分の他
に、幸いなことに、白鳥自身がその刊行に直接的に関わったと思われる改造社
のオレンジ色の円本も参照し得た。行き方知れずになっていたわたし自身の所
蔵本が偶然見つかったのである。そしてそこには驚くべきことに問題の「その
夢を夢ませる藥」に、「夢

ゆめ

ませる」という当たり前すぎるルビが附されていた
のである。絶対とは言えないにしても、正解は、この「夢

ゆめ

ませる」である、わ
たしは現段階ではいちおうそう結論づけている。動詞は「夢む」。日本語の古
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典語の動詞としての「夢む」。「夢見る」と同義。この動詞は『広辞苑』などに
も登録されている＜自動詞・上二段＞の古語である。読みは「ゆめ・む」とあ
る。上二段活用のままだと「夢ませる」との形が説明不能と思われるのだが、
その「夢む」は、江戸時代には幸いなことに四段活用になるとの情報・報告が
ある9。したがって使役の助動詞を俟って、「ゆめ・ま・せる・藥」といった連
体形を得ることが出来る。または、『広辞苑』には出ていないが、「夢

ゆめみ

む」との
＜自動詞・四段活用＞の動詞も可能なら、それより「ゆめみ・ま・せる」も導
出することが出来るのかも知れない。「楽

たのし

む」から「たのし・ま・せる」を導
出出来るように。
　したがって、読みに関しては、《新潮全：1967》10以後の刊本に現れる「夢

ゆめみ

ま
せる」との可能性11も残ってはいる、完全には捨てられない。だが、送り仮名
に関しては、初出形「夢ませる」を考慮すると、「夢みませる」は許し難い改
変ではないか。この形は《福武全：1985》に端を発している。二度目にして

（最後の？）決定版となるべき正宗白鳥全集の本文批判の杜撰さを指摘すべき
だろうか12。われわれのサンスクリット文献学、仏教文献学でも写本研究が盛
んだが、なかなか難しい問題を孕んでいる。この正宗白鳥の「ダンテについ
て」の謎に関してわれわれが出来る作業は、もし残っているのなら、白鳥の

「ダンテについて」の手書き原稿に当たってみることである。また、白鳥が残
した膨大な文字資料の中からこの「夢を夢ませる」に類した用例を精査するこ
とだろうか。そして文脈にぎりぎり即してその「その夢を夢ませる藥」の意味
を絞り出すことだろうか。
　《岩波文：2002》で 27 頁を占めるこの白鳥の「ダンテについて」の中で、

「夢」という漢字は 5 回出てくる。わたしの見るところ、正宗白鳥にとって、
この「夢」は格別の意義を持つもののようである。まずその「夢」の最初の用
例をそれによって以下に引こう。

　「「我々が今日実世界といい事実というものも、中世紀の人々から見ると、そ
れらは人智で窺測し得られない神の真智の深淵が象徴されたものに過ぎない。
現実の世界、それがすでにアレゴリーである。」実生活は影であり幻であって、
真の事実の天の彼方にあると確信していた中世紀の人の考えに私の心は惹かれ
ている。そういう夢想を羨望している。」（423-424 頁）
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　正宗白鳥がダンテに惹かれていることの内実が、このゴシック体の部分に率
直に吐露されているようにわたしは考える。この部分は、今問題にしている

「煩瑣な哲学も、その夢を夢みませる薬として役立っていたのだから、彼らに
は無用でなかったのだ。」と見事に呼応するものと言えるのではないか。そし
て、「夢」の第 3 番目の用例は、「その夢を夢みませる薬・・・」の直前に現れ
るという意味で、とても重要な用例であると言えるのではないか。それは次の
通り。

　「表面的歴史の記述によると、中世紀はいわゆる暗黒時代なるもので、僧侶
や帝王の横暴な専制政治の下に、一般人民は悲惨な生活をしていたことになっ
ているのであるが、しかし、その暗黒専制の世は、徳川専制治下の陰鬱な泰平
の世とは違っていたように思われる。圧迫の下に徒

いたず

らに蠢
しゅん

動
どう

していた賤
せん

民
みん

で
はなくって、蜉

ふ

蝣
ゆう

の生涯のうちに、美しい夢を見ていたように思われる。」
（436 頁）

　いかが。問題の「その夢」とは、この「美しい夢」を指しているのである。
欧州中世紀の暗黒専制の世で流行った「煩瑣な哲学」が、そうした「美しい
夢」を「夢ませる薬」として役立っていたと白鳥は言うのである。「夢ませ
る」と当初あったものから、「夢

ゆめみ

ませる」というルビつきに移行し、さらにい
つしか「夢みませる」との表現に変化してしまった。

　実のところ、「夢ませる」の「夢」にどのような読みを当てるのが妥当なの
だろう？　人間の空想には果てしがない。そう、ここからは、わたしの好き放
題な想像である。白鳥の手書き原稿には、初出誌にあるような「その夢を夢ま
せる藥」とあったのではなく、実は「その夢を夢させる藥」とあったのではな
いか、ということである。むろん白鳥先生は「その夢を夢（ゆめみ）させる
藥」と読ませたかったのではないか。それを『中央公論』誌の編集者ないし印
刷業者が、「その夢を夢ませる藥」と誤読した、「さ」を「ま」と取り違えたの
である。それならば、日本語でさえ思うようにならない現代のわたしにも、意
味が通じるようである。またもう一つの可能性はこういうものである。「夢ま
せる藥」の夢の送り仮名を尊重して、「夢」の方を誤植と考える立場である。
白鳥の手書き原稿には、「その夢を樂ませる藥」と、「夢」ではなく「樂」と
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あった。そして白鳥はそれを「その夢を樂（たのし）ませる藥」と読ませたかっ
た、というものである。まるで笑い話のようなハチャメチャな空想のようにも
思えるが、この仮説は先に引いた諸ヴァリアントの中に打上げ花火のように唐
突に出現する《筑摩定：1967》の実際の用例である。正宗白鳥没後 50 年が経
ち、問題の「ダンテについて」の自筆原稿が失われてしまったのだとしたら、
そうした空想を馬鹿げたものと排除し得る者がどこにいるだろうか。白鳥の遺
品の中から「ダンテについて」の上に見た「終結部」を含む「自筆原稿」がい
つ発見されないとも限らないのである。わたしが白鳥の「ダンテについて」を
山車にして展開しているかの「本文批判」というものは所詮はそうしたものに
他ならない、とも言い得るのかも知れないのである。

　今回わたしは、それぞれの刊本の編纂者については触れていない。だが、
《筑摩定：1967》で、「夢ませる藥」を「樂ませる藥」と読み替えた編纂者の姿
勢は、それなりに評価できる。少なくとも日本文としてはそれなりに意味が通
るからだ。一方、《福武全：1985》やそれに基づく《岩波文：2002》の「夢み
ませる藥」は日本語としてどういう意味だというのだろうか。それらの編纂者
たちは、それをどのような意味と理解したのだろうか。理解せぬままに書き付
けて平気な者のなんと多いことか。わたしがもしかしたら本エッセイで言いた
かったことはそのことかも知れない・・・お気に入りの正宗白鳥のエッセイを
読む過程で、松本史朗氏がふと立ち止まった。わたしのこのエッセイはいわば
そうした松本氏の思索のうねりのスタートにいわばシンクロして成ったもので
ある。「その夢を夢ませる薬」をどう読めば、意味が会通するか、テキストを
解読するとは、そうした単純ではあるが基本的な作業の積み重ねをおいてはな
いように思われる。

　正宗白鳥作「ダンテについて」の「夢を夢ませる」を中心とした本文批評の
為の最初の作業を終えるにあたって、今回問題にした正宗白鳥「ダンテについ
て」の終結部の一節で、もう一箇所注目した文字通りの最後となる一文「私も、
馴染深いダンテを、新たに讀直さうと思つてゐる。」についても少しだけ触れ
ておきたい。
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　初の網羅的な正宗白鳥作品集（三段組）となっている円本《改造：1929》の
巻頭には、「正宗白鳥氏の近影（洋行直前帝国ホテルにて）」との説明のある写
真と、“The Imperial Hotel of Tokyo” と名前の入った用箋に書き付けられた手
書き原稿が、「序詞（筆蹟）」として掲載されている。上に掲げる写真がそれで
あり、それを書き写したものが以下の文章である。

　「自作を讀直して囬顧するに、人間は、少くも文學藝術の方面では、進歩発
展は甚だ遲々たるもので、修養の効果の微弱であることが察せられる。自分に
ついて感じるばかりでなく、他の作家についてもさう感ぜられないことはない。　
正宗白鳥」（2 頁）

　この序詞の意味深い点は、この最初の作品集《改造：1929》を刊行するにあ
たって、正宗白鳥自身が、「自作を讀直して」いると表明していることである。

－486－

 

 

改造社版『正宗白鳥集』「序詞（筆蹟）」 



正宗白鳥の夢（1）（金沢）（52）

そして収録する自作を取捨選択しているという点である。問題の「ダンテにつ
いて」は、収録作品中最新作と言うべきものであろう。収録作品は総ルビ、即
ちすべての漢字に読みが附されているのも意味深いと言えるが、読みの如何が
問題になるようなのは、ざっと見るにこの「その夢を夢ませる藥」くらいでは
ないか。この「夢ませる」に対して、その後の諸版に見る通り、驚くほどの
ヴァリアントがあることは、この「夢ませる」という語が、出版や編集に携わ
るいわば日本語の達人たちによっても難問であったことを証し立てているよう
に思われる。「夢ませる」→「夢（ゆめ）ませる」→「樂ませる」→「夢（ゆめ
み）ませる」→「夢みませる」。つまり、初出の「夢ませる」から変異を重ねて、
福武書店版全集《福武全：1985》、現在の最流布本たる《岩波文：2002》では

「夢みませる」となっているのである。ルビは著者自身によるものではなく後
続者の個別な事情によるものであると考えられるので、「夢

ゆめみ

ませる」まではま
だ許容範囲である。だが、決定版全集である《福武全：1985》の「夢みませ
る」への大きな踏み出しは本文批判の点からは如何なものか。決定的な全集を
編纂するのに初出にあたっていない（それを尊重していない）とは驚くべき姿
勢である。《福武全：1985》の、初出形に付加された三つの「み」、すなわち

「夢みませる」「馴染み深い」「讀み直し」は、その編纂方針からも大きく逸脱
した、看過すべきでない改変である。そう、この「馴染み深い」も「讀み直
し」も、先の白鳥自身の「序詞（筆蹟）」から見ても、とても問題である。

　《改造：1929》には、また巻末には正宗白鳥自身による以下の「跋」がある。
この際であるから、参考までにそれも見ておこう13。

　「私は長篇らしいものは稀れにしか書いてゐない。「深淵」は、私の作中では
最も長いものと云つてもいゝのだが、作者自身でも好感を持ち得ないのでこの
集には収めなかつた。
　私は可成り努力する方だが、根気に乏しいためか、長いものに取りかゝると
中途でいやになつて、筆力の鈍るのを例とする。
　この集中に収めた多くの短篇（あるひは中篇）は、比較的世評のよかつたも
のである。作者自身はどれを好むかといふと、作家臭のない淡々たる作品を好
むのだ。
　「玉突屋」は、初期の好小品と云つていゝ。「地獄」と「徒労」とには、ある
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時期の作者の心境が現はれてゐると思ふ。「微光」「泥人形」などは、どうして
評判がよかつたかと疑はれる。
　私は随筆とも小説とも論文ともつかぬやうな、十枚内外の短い雑文を何百篇
となく書いてゐる筈だが、つまりは、かういふ片々たる雑文のうちに、私の作
品としてのいゝものがあるのではないかと思はれる。
　私は同じやうな小説を書きつゞけるのに飽いて、大地震後、しきりに戯曲を
書いたが、この方面でも、同じ事の繰返しになりさうである。
　人物評論には、近来、自分も可成り興味を感じて筆が執れた。
　芸術的評価は別として、自分の書いたものには、いかなる種類の作品にも、
自分の影が映つてゐるにちがひない。個々の作品をよく見る人に対しては、作
家は自己を自己以上にも自己以下にも現はし得ないのである。　正宗白鳥」

（499 頁）

　今日の正宗白鳥の文献学的研究は、《新潮全：1967》を含む新潮社版 13 巻全
集ではなく、この白鳥からかけ離れたところの多々ある《福武全：1985》を含
む福武書店版 30 巻全集を底本に展開されていくのではないか。そして、現代
の若い読者への配慮から旧漢字旧仮名遣いを排した最新の《岩波文：2002》や
講談社の文芸文庫などが、それに則って粗製濫造されてゆく。誰にでも読める
もの、読みやすいものに移行して行くのが定めということかも知れないが、結
局、「悪貨が良貨を駆逐する」ことになってゆくのが現状であろう。読むなら
新本ではなしに古本、作品はすべて著者自身の意にかなった初出本で、とまで
言いたくなる。
　初出に出る「新たに」に関しても問題がある。マイクロフィルムで読み取っ
たものの中に「新たに」とあったことに、家に帰って気づいた。よく見ると

《改造：1929》や《講談：1961》では「新に」である。白鳥の場合は、「新た
に」と「新に」のどちらが正解か。本当に初出では「新たに」だったのか、急
に自分の読み取りに自信が持てなくなり、再確認の二度手間をかけることに
なった。だがやはり、初出『中央公論』誌ではわたしの読み取った通りの「新
たに」だった。正宗白鳥は「新たに」と表記するのだ。たとえば手元に正宗白
鳥の『讀書雑記』（角川文庫　昭和 29 年）がある。それを白鳥流に速読してみ
た。「新たに」42,47,70（3）頁、「新たな」51 頁「新たに讀直し」51 頁、「新たな
る」64 頁、「讀返して」150（2）頁、「讀通した」151 頁とあった。一方「新に」
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は一例もない。ここから何か法則を読み取ろうとするものではないが、正宗白
鳥の書き癖のようなものとして、「新たに」は、「新たに」と表記して、「新
に」ではないと言えそうである。また「讀直し」は、やはり「讀直し」であっ
て、「讀み直し」ではなさそうだ。印刷もすべて機械がやってくれ、原稿を書
くにしても、自分で漢字を書き付けつけることをしなくなった今日ではないの
である。そして本エッセイ中、先に掲げた正宗白鳥の手書き原稿の写真からも、

「讀直し」は「讀み直し」ではなく「讀直し」であることが判明した。正宗が
「新に」と原稿に書いたにもかかわらず、印刷したものが「新たに」となるな
んてことはまずないだろうと思われる。『中央公論』に初出のものに、「新た
に」とあったということは、白鳥の原稿に「新たに」と書かれていたというこ
とだと考えるべきだろう。とすれば、それを「新に」と改変している版はやは
り問題があるということになる。

　さて、こうした本文批判にどれほどの意味があるだろうか。そんなのはどち
らでもいい、そんなことよりも本文そのものの解読、正宗白鳥の言わんとして
いることの解明こそ大切だ、そんな囁きも聞こえるが、それはここでのわたし
の課題ではない。

Ⅱ .「夢を夢ませる」（続）
　【BST01】（PrintVersion）14を松本史朗氏に届けた後、氏から次のようなメー
ルをもらった。
　「BST 01 を再読しました。
　今日言い忘れたのですが、例の予餞会の山口発言に対するあなたの感想、そ
の通りだと思いました。ギーブルさんに日本語の悪文は書けないでしょうね。
しかも、立派な作家はほとんど悪文ですね。おっしゃる通りだと思います。た
だ私は随分前に、その山口発言にたいするあなたの感想を伺ったのですが、そ
のときは多分表現が違ったせいか、真意を充分理解することができなかったの
です。
　それから例の「夢」の件ですが、「夢

ゆめみ

させる薬」という推理が正解ではない
かと思っています。白鳥が、異常な表現をする筈ないですからね。見事な推理
だとおもいますね。・・・」
　だが、わたしとしては、松本氏のこのメール中の「白鳥が、異常な表現をす
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る筈ないですからね。」に胸を撃たれた。日本語文法の見地から「夢を夢ませ
る薬」をあれこれ詮議することの不毛さを指摘されたように思ったのだ。そう、
前節でも紹介した通り、問題の箇所の直前で「蜉

ふ

蝣
ゆう

の生涯のうちに、美しい夢を
見ていたように思われる。」と書き付けていた白鳥が、「夢を夢

ゆめ

ませる薬」や
「 夢 を 夢

ゆめみ

ませる」といった現代語から乖離したような表現を用いるわけはない
と直ちに考えるべきだったのである。鋭敏な松本氏はわたしが提示した「夢を
夢
ゆめみ

させる藥」との読みの可能性を支持してくれているようである。だが、白鳥
は「美しい夢を見ていた」と表現する表現者である。わたしは、その「夢を
夢
ゆめみ

させる」ですら、白鳥らしくないのではないかとふと思ったのである。そし
て、実は白鳥自身としては「夢を樂

たのし

ませる藥」と表現していたのではないか、
と考えるに到っている。すなわち「煩瑣な哲學も、その夢を樂（たのし）ませ
る藥として役立つてゐたのだから、彼等には無用でなかつたのだ。」と。これ
が最も正宗白鳥らしい言葉づかいではなかっただろうか。文脈から言ってもそ
れが最も妥当な表現かもしれない15・・・
　松本氏よりの先のメールを見て、わたしはこう思い、白鳥の全作品の中の

「夢」をめぐる表現を調査する必要を痛感したのである。白鳥の全作品が電子
テキストになっていれば、その作業はあっと言う間なのだがと思いつつも、取
り敢えずは福武書店版全集の「評論」の巻にあたって調査を敢行することにし
た。それと並行して、白鳥の「ダンテについて」を収録した白鳥の著作・作品
集の調査も行うことにして、新潮社版全集に先立つ 7 例を含む計 10 例を知る
にいたった。わたしが先の【BST01】では、「まるで笑い話のようなハチャメ
チャな空想のようにも思えるが、この仮説は先に引いた諸ヴァリアントの中に
打上げ花火のように唐突に出現する《筑摩定：1967》の実際の用例である。」
とした問題の「夢を樂ませる藥」の用例が、なんと以下の新たに調べ得た 10
資料のうちの、7 例にもあることに、いわば愕然としたのである16。この「ハ
チャメチャな」読みは、《筑摩定：1967》に唐突に出現したのではなかった。
それに先立つ《古典文：1946》にも《南北選：1949》にも《読売新：1953》に
も堂々と採用された一つの読みである。

○正宗白鳥著『文學修業』現代叢書 13：三笠書房（昭和 17 年 11 月 20 日）《修業：
1942》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
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は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も馴染深いダンテを、新たに讀直さうと
思つてゐる。」（188-189 頁）

○正宗白鳥著『古典文學論』現代叢書 55：三笠書房（昭和 21 年 9 月 25 日）《古
典文：1946》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（399 頁）

○南北書園『正宗白鳥選集 第九巻評論』（昭和 24 年 1 月10 日）《南北選：1949》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂しませる藥として役立つてゐたのだから、彼等
には無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球
が圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（42 頁）
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○正宗白鳥著『思想・無思想』読売新聞社（昭和 28 年 8 月 20 日）《読売：1953》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいいのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますます盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（113 頁）

○河出書房『現代文学論体系　第三巻』（昭和 29 年 4 月 30 日）《現文体：1954》
　「煩瑣な哲學も、その夢を夢ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してゐようとゐまいと、そんなことはどうで
もいゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゞしてゐないで、
地上の巡禮の終るを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切ればそ
れでいゝのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（335-336 頁）

○筑摩書房『現代日本文学全集 14　正宗白鳥集』（昭和 30 年 9 月 25 日）《筑摩：
1955》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいいのではあるまいか。
　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖

ふ

えたさうである。従つてダンテ研究が
ますます盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
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と思つてゐる。」（341-342 頁）

○筑摩書房『現代文学大系 12　正宗白鳥集』（昭和 41 年 11 月 5 日）《筑摩：1966》
　「煩

はん

瑣
さ

な哲学も、その夢を楽ませる薬として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の仮りの宿ではないか」地球が
円からうとも平からうとも、自転してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡礼の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいいのではあるまいか。
　欧洲でも大戦後は、中世紀渇

かつ

仰
がう

者
しゃ

が殖
ふ

えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに読直さう
と思つてゐる。」（318 頁）

○文藝春秋『現代日本文学館 12　正宗白鳥』（1969 年 5 月 1 日）《文春：1969》
　「煩

はん

瑣
さ

な哲学も、その夢を夢みませる薬として役立っていたのだから、彼ら
には無用でなかったのだ。・・・・・「どうせ一夜の仮りの宿ではないか」地球
が円

まる

からうとも平からうとも、自転していようといまいと、そんなことはどう
でもいいではないか。・・・・・彼らは不安な思いをしておどおどしていないで、
地上の巡礼の終るのを待っていた・・・・・私は思う。人間はそうなりきれば
それでいいのではあるまいか。
　欧洲でも大戦後は、中世紀渇

かつ

仰
ごう

者
しゃ

が殖
ふ

えたそうである。従ってダンテ研究が
ますます盛んになつたそうである。私も、馴

な

染
じみ

深いダンテを、新たに読み直そ
うと思っている。」（389-390 頁）

○筑摩書房『増補決定版　現代日本文学全集 30　正宗白鳥集（一）』（昭和 48 年
4 月1 日）《筑摩増：1973》
　「煩瑣な哲學も、その夢を樂ませる藥として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の假りの宿ではないか」地球が
圓からうとも平からうとも、自轉してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡禮の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいゝのではあるまいか。
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　歐洲でも大戰後は、中世紀渇仰者が殖
ふ

えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに讀直さう
と思つてゐる。」（341-342 頁）

○筑摩書房『筑摩現代文学大系 11　正宗白鳥集』（1977 年 11 月15 日）《筑摩：
1977》
　「煩

はん

瑣
さ

な哲学も、その夢を楽ませる薬として役立つてゐたのだから、彼等に
は無用でなかつたのだ。・・・・・「どうせ一夜の仮りの宿ではないか」地球が
円からうとも平からうとも、自転してようとゐまいと、そんなことはどうでも
いゝではないか。・・・・・彼等は不安な思ひをしておどゝゝしてゐないで、
地上の巡礼の終るのを待つてゐた・・・・・私は思ふ。人間はさうなり切れば
それでいいのではあるまいか。
　欧洲でも大戦後は、中世紀渇

かつ

仰
ごう

者
しゃ

が殖
ふ

えたさうである。従つてダンテ研究が
ますゝゝ盛んになつたさうである。私も、馴染深いダンテを、新たに読直さう
馴染深いダンテを、新たに読直さうと思つてゐる。」（318 頁）

　さて、この「夢を樂ませる藥」という読みをどうすればよいのか。初めてこ
の読みの表れる戦後最初の刊行書《古典文：1946》は、《修業：1942》と同じ
三笠書房の「現代叢書」の一冊である。《修業：1942》には、著者正宗白鳥自
身の「昭和十七年七月」との日付の入った「あとがき」が附されているので、
以下に引用しよう。

　「ここに集収した原稿の多くは十数年前に執筆したもので、新たに読直しな
がら、その頃の世相や文壇を回顧すると、私としては少からぬ感慨を覚えるの
である。私はいつも同じやうな態度で世に處してゐたつもりであつたが、周囲
の事情によつて心が動かされてゐたことが、この文集を読みながら感ぜられた。
この文集にもその時代が反映してゐるのだ。超然として自己一箇に徹してはゐ
ないのだ。その意味で旧文の集収にも存在価値があるのである。
　あの頃は文壇華やかであつたと云つていい。その華やかな文壇を私は淋しい
思ひをしてぽつぽつと歩いてゐたのであつた。あの頃は、私の原稿でも雑誌や
新聞に歓迎され、可成りの評判を保つてゐた上に、物質的にも恵まれてゐたの
だから、淋しい思ひなんかしないで、世を樂んでゐればよかつたのに、と、今
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回顧して、自分の心根を愚かしく思ふ。」（245-246 頁）

　また《読売新：1953》にも著者正宗白鳥自身による「あとがき」が附されて
いるので、それも引いてみよう。

　「いくつかの人物論、いくつかの古典と近代作家についての感想、西洋見聞
記などを集めて一冊とした。「思想・無思想」は、漫然と書流したうちに、お
のづから私自身の人生観芸術観が現はれてゐるのぢゃないかと思つてゐる。
　私は何事についても、その時々の直截な感じをそのままに述ぶるのを執筆の
方針としてゐる。矛盾があつても、却つてそこに私の真実性が現はれてゐるや
うにも思はれる。自分の真の感想はいつも型の如く整頓してゐるのがいいとは
限らない。
　ここに出てゐる人物や古典は、その是非の論は別として、私の興味を惹いた、
或意味で好きなものであると云つていい。
　アメリカ見聞記は、私の世界見物の一部の感想で、これから欧州に渡つての
見聞感想を叙述したら、私の世界観がおのづから染み出る筈であつたのだが、
これを掲載した雑誌に長々と書き続けたら、雑誌のためにならぬであらうと憶
測して、アメリカだけで切上げたのである。私は、自分の作品がそんなに世に
迎へられないことを知つてゐるので、いつもいい加減で切上げて、長々と書通
すことは遠慮するのを常例としてゐる。
　単行本を出しても、多数の読者が喜んで読むことはあるまいと、いつも覚悟
してゐる。この随感集だつて、読みたい人は少いだらうと案ぜられる。それは
仕方がないが、ただ、出版社が私の本のために損をしない程度に売れればいい
と、それだけは切望してゐる。」（253-254 頁）

　過ちのようにして正宗白鳥「ダンテについて」の森に踏み迷うことになった。
多少の時間を費やしてあれこれ資料にあたり、ない智慧を絞ってあれこれ詮議
してきたが、作業の段取りとして、大きな過誤を含んでいたため、すべては水
泡に帰しそうな塩梅である。問題の「夢を夢ませる藥」が、正宗白鳥の「ダン
テについて」中のものであることが判明した後、改めてそのエッセイを精読し
たと思っていたのであるが、得意の速読がいつもの通り「ザル読み」であった
のである。前節において、わたしがたどり着いた取り敢えずの結論とは、テキ
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ストを「夢を夢ませる」と確定した上で、それを「夢（ゆめ）ませる」と読み、
「夢む」という動詞の使役の助動詞の付加したものの活用形と同定するという
ものであった。だが、その「夢む」という現代では見慣れない動詞を、果たし
て正宗白鳥が用いたりするだろうか、との一抹の疑念から、「夢（ゆめみ）させ
る」の可能性、「樂（たのし）ませる」の可能性もあり得るのではないかと付記
したのであった。そして本節に於けるような引き続きの作業だった。
　そう、この「夢を夢ませる」との読みを強力に支持するかの「ダンテについ
て」中の重要な用例を迂闊にもわたしは見過ごしにしていたのである、また、
この問題をわたしに振った松本史朗氏も、もしかしたらわたし同様に看過して
いたのかも知れない。それは、白鳥としてはやや長くもある力作エッセイ「ダ
ンテについて」の第一節中の以下のような用例のことである。

　「「現世を苦の世界とし、假りの住ゐとして、修道院に籠つて、天の一方を夢
む」中世紀氣質は、いかに強烈な近代の力、文明の光を以つてしても人心から
消亡させ得られないのである。」（中公：1927・説苑 110 頁）

　いかが。ここになんと問題の動詞「夢む」が、終止形でしっかりと用いられ
ていたのである。かぎ括弧が用いられているのであるから、他人の文章を引用
した上で、それを自身の文に組み込む体をとっている。白鳥自身が、そうした
今様な文章の書き方をすることにわたしとしては驚かざるをえないのであるが、
だが今はそれよりもなによりも、この「夢む」である。やはり、この動詞は

「夢見る」という意味で用いられている。通常の白鳥の用語法から言うと、古
風な印象を与えるものである。誰かの訳文か、誰かの文章の中の「夢む」であ
り、それを踏まえての「夢ませる藥」であろう。「ダンテについて」に現われ
るこの誰かのものからの引用文の「夢む」であるが、わたしが調べ得た 20 資
料のうち、その読みを与えているのは、「天

てん

の一方
ぽう

を夢
ゆめ

む」（492 頁）としてい
る総ルビの《改造：1929》がただ一例あるばかりである。そしてわたしの調べ
得たところでは、その引用の典拠もいまだ突き止められていないのである。正
宗白鳥の同時代の日本人によるダンテの翻訳か、ダンテの紹介文か、ダンテの
研究書中の一節だと思われるが、残念ながらまだわたしにはわからないのであ
る。それはともかくも、その記述よりすれば、問題の箇所の「夢を夢ませる
藥」との初出文言も根本的誤植として無下には棄却し得ないのである。むしろ
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謎は深まるばかりである。

　以下には改めて、「ダンテについて」の問題の「夢を夢ませる藥」に対する
ヴァリアントを列挙してみよう。

「夢を夢ませる藥」のヴァリアント
（1）その夢を夢ませる藥《中公：1927》初出
（2）その夢を夢ませる藥《文壇：1927》初単行本化
（3）その夢

ゆめ

を夢
ゆめ

ませる藥
くすり

《改造：1929》総ルビ

（4）その夢を夢ませる藥《現文：1929》
（5）その夢を夢ませる藥《修業：1942》

（6）その夢を樂ませる藥《古典文：1946》
（7）その夢を樂しませる藥《南北選：1949》
（8）その夢を樂ませる藥《読売：1953》

（9）その夢を夢ませる藥《現文大：1954》

（10）その夢を樂ませる藥《筑摩：1955》

（11）その夢を夢ませる藥《講談：1961》

（12）その夢を楽ませる薬《筑摩：1966》

（13）その夢を夢
ゆめみ

ませる藥《新潮全：1967》

（14）その夢を樂ませる藥《筑摩定：1967》

（15）その夢を夢みませる薬《文春：1969》
（16）その夢を夢

ゆめみ

ませる藥《筑摩：1969》
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（17）その夢を樂ませる藥《筑摩増：1973》
（18）その夢を楽ませる薬《筑摩：1977》

（19）その夢を夢みませる藥《福武全：1985》
（20）その夢を夢みませる薬《岩波文：2002》

　わたしとしては、正宗白鳥「ダンテについて」の問題の箇所に対して、以下
の三通りの可能性を示唆したいと思う。
Ａ：「夢を夢ませる藥」
Ｂ：「夢を夢させる藥」
Ｃ：「夢を樂ませる藥」
　Ａは言うまでもなく初出のものである。同エッセイ内の引用「天の一方を夢
む」のあることからも、絶対的に強力なものである。また、Ｂを採用している
版は皆無であるが、白鳥の手書き原稿の「さ」を「ま」と取り違えたとするも
のであって、かなり有望なものと言える。Ｃは、同じく手書き原稿の「樂」を

「夢」と取り違えたとするものであるが、こちらは「ダンテについて」のわた
しが調べ得た 20 種類の版のうち、白鳥自身の関与を経ている版を含む、なん
と 8 つの版で採用されているもので、やはりかなり有望なものである。
　現時点での正宗白鳥の決定版全集とそれに立脚したと謳っている最新の岩波
文庫版の「夢を夢みませる藥／薬」は、実は文藝春秋社版（1969）に先行例を
持つものであることが今回判明したが、いずれも意味不明・根拠薄弱な新潮社
版全集の「夢を夢

ゆめみ

ませる藥」から大きく一歩踏み出したものであり、決して受
け入れ難いものである。
　また、そうした文言を著者の正宗白鳥は「どのように読ませたかったの
か？」という観点で考えてみると、Ａの場合は「夢を夢（ゆめ）ませる藥」、Ｂ
の場合は「夢を夢（ゆめみ）させる藥」、Ｃの場合は「夢を樂（たのし）ませる藥」
であったろうと想像される。
　今日誤った「夢を夢みませる藥」を生み出した罪深い新潮社版の「夢を夢

ゆめみ

ま
せる藥」という読みは、やはり意味不明・根拠薄弱なものと言わざるを得ない。
さらに想像をたくましくするならば、もしかしたら新潮社版全集の編集責任者
は「夢を夢

ゆめみ

 ませる藥」ではなく「夢を夢
ゆめみ

 させる藥」としたかったのではない
か、それをどこかの段階で「さ」を「ま」とする取り違えが起こったのではな
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いか。いずれにしても、それも今となっては確認する術がないように思われる。
瓢箪から駒ではないが、現行岩波文庫版では「夢を夢みませる薬」であるから、
きっと今後は長きに亘ってその文言が生きながらえることになるであろう。

むすびにかえて
　以上で本稿における作業はすべて完了した。本稿冒頭でも述べた通り、本稿
では、正宗白鳥「ダンテについて」の「夢を夢ませる」をめぐる本文批判の機
械的作業に終始した。この作業を通じてわたしに深く自覚されるようになった
のは、正宗白鳥にとって「夢」がとにかくも重要なキーワードであるというこ
とである。「夢」と言っても、それが意味するところは微妙であり多様である。

「計画」とか「希望」とか「野望」といったものから、「白昼夢」や「幻」の
類、果ては実際に眠れる人の「深層心理の具現」としての「夢」に到るまで。
まったくやっかいなテーマである。
　近代日本を生きた日本人の「夢」、というのが取り敢えずのわたし自身の関
心の中心であるとしても、「正宗白鳥の夢」と本稿の表題に掲げた際に、わた
し自身がどんなものを意図していたかは、本稿では極力触れないように努めた
つもりである。期待維持法ではないが、今後なんらかの形で公にされるだろう
本稿の続編への期待をつなぐ沙門しい魂胆と言える。今はただ、正宗白鳥自身
は、その「夢」について、「私が青年時代から心に宿してゐた夢の正體は何で
あるか。それは自分でもはつきり分らない。何だかはつきり分らない物を求め
てゐるから、假りに、それを夢を追つてゐることにしてゐる。」と言っている
ことを紹介しておくこととする。

《「ダンテについて」一次資料》17

正宗白鳥（1879.3.3 ～ 1962.10.28）（著）
[19270301]：「ダンテについて」『中央公論』第 42 巻 3 月号（I）18・・・《初出》
[19270618]：『文壇觀測』人文會出版部（I）・・・・・・・・・《初単行本化》
[19290203]：『現代日本文学全集　第 21 巻　正宗白鳥集』改造社（I）《総ルビ》
[19290708]：『現代文藝評論』改造社（I）
[19421120]：『文學修業』三笠書房（II）
[19460925]：『古典文學論』三笠書房（II）
[19490110]：『正宗白鳥選集 第九巻評論』南北書園（II）
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[19530820]：『思想・無思想』読売新書：読売新聞社（II）
[19550925]：『現代日本文学全集 14　正宗白鳥集』筑摩書房（II）
[19610919]：『日本現代文学全集 30　正宗白鳥集』講談社（I）
===== 正宗白鳥没 (1962.10.28)=====
[19661105]：『現代文学大系 12　正宗白鳥集』筑摩書房（II）
[19670530]：『正宗白鳥全集　第 7 巻』新潮社（I）
[19671120]：『定本限定版　現代日本文学全集 30　正宗白鳥集（一）』筑摩書房（I）
[19690501]：『現代日本文学館 12　正宗白鳥』文藝春秋（II）
[19690715]：『現代日本文学大系 16　正宗白鳥集』筑摩書房（I）
[19730401]：『増補決定版　現代日本文学全集 30　正宗白鳥集（一）』筑摩書房19

（II）
[19771115]：『筑摩現代文学大系 11　正宗白鳥集』筑摩書房（II）
[19850430]：『正宗白鳥全集　第 22 巻』福武書店（I）
[20020614]：『新編　作家論』岩波文庫：岩波書店（I）

青野季吉・中野好夫（編）
[19540430]：『現代文学論体系　第三巻』河出書房（II）
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【註記】
 1 本稿は後でも述べるように、当初の予定では、未公開の【BST03】と合わせて、全

体を二部構成とする予定であったが、枚数等が大幅に超過することもあり、その前半
のみを取り敢えず（1）とした。また、わたしは最後の最後まで、本稿を本誌に掲載
することを躊躇い逡巡してきたが、本誌が公になるのが 2012 年 10 月 31 日と予想さ
れ、その三日前の 10 月 28 日が近代日本を代表する一文学者正宗白鳥氏の没後満 50
年の記念日ということにふと気づき、思い切って敢えて投稿することにした。言うま
でもなく本稿は正宗白鳥氏に対するオマージュである。氏の文章は読めば読むほどに
興味深く、本稿では扱われなかった未完の「お伽噺　日本脱出」については、何時の
日かしっかりと論じてみたいものと夢想する。

 2 『新編　作家論』（岩波文庫）の編者高橋英夫氏は「解説」で、「外国作家論として、
ダンテ、トルストイを語った文章を収録したのが、今回の新編の特色になっていると
思うが、・・・」（455 頁）と言っている。

 3 2010 年 9 月に創刊された『インド論理学研究』（インド論理学研究会発行・山喜房
佛書林発売）の母胎となっている「インド論理学研究会」の公式ブログ（http://blog.
goo.ne.jp/indianlogic）だが、実質的にはわたし個人が個人の意志で運営している。

 4 《BST》とは、同ブログ上でわたしがわたし名義で不定期にエッセイを発表する際
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の企画シリーズ名。本稿は、実質その【BST01】と【BST02】を核として成立してい
る。本稿執筆の機縁を授けられた松本史朗氏に心より感謝したい。

 5 『中央公論』は、当時、《公論》と《説苑》と《創作》の三部構成で、それぞれ頁数
が独立に付けられている。したがって、（説苑 121 頁）とあるのは、《説苑》篇の 121
頁のことである。

 6 正宗白鳥の人生にあって格別の意義のあるこの最初の洋行に関してたまたま読んで
いた『文壇五十年』（河出文庫 1955 年）に面白い記述があったので紹介しておこう。

「それでついに自力ででかけることになった。帝国ホテルで寝ているうちに、とっさ
に思い立ったのだが、大磯居住以来、こつこつかせいでおのずから蓄積されていた財
貨は、使われ道もなくって、あくびしていたので、こういう場合にこそ造作なくお役
に立った。それに改造社円本の印税もその半分を出立前にくれる事になり、ホテルで
手渡しされて領収書を書いていると、それを背後からそっと見ているホテルの事務員
が「文学者は貧乏と思っていたら、案外金の入るものらしい」と云って、私も見直さ
れたらしかった。印税の残り半分はニューヨークに着いた時に電報為替で私あてに来
ていたのであった。洋行の噂がもれるとすぐに、大阪朝日記者来訪、通信の依頼あり、
改造社社長もホテルに来訪、これも通信の依頼であったが、中央公論に先約があった
ので断る。十数人のよりぬきの文壇人が臨港列車に乗じて横浜の埠頭まで見送ってく
れた。この所、私の一生での空前絶後の華やかさが出現したのであった。プロレタリ
ア文学がますます勢いを伸ばしている文壇をしりめに、私はブルジョア気どりの旅に
上った（昭和三・一一）ということでもあった。」（74-75 頁）「どうせ通り一ぺんの見
物だが一年足らず西洋を廻って、大いに新帰国者気取で東京の文壇に戻って、だれも
がする如くに、新知識を振り廻して見ようかとひそかに志していたが、日本の文壇は
ひどく変っているらしかった。なまなか外国へ行っていたために、私は文壇的には時
代おくれになっていたのであった。出立の際に、新聞や雑誌から原稿の依頼がいくつ
もあったほどだが、帰って来た時（昭和四・一一）に、紀行文や創作の依頼に来る新
聞雑誌の編集者はほとんどなかった。」（78 頁）

 7 大学図書館所蔵の貴重な資料も年々増加する資料のせいで図書館本館に収納できな
い状況が続いている。この『中央公論』のマイクロフィルムもそうで、見たくてもす
ぐには見れないのである。

 8 先に掲げたわたしの松本史朗氏宛メールを参照のこと。
 9 Cf.http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/intro/dousikatuyou.html.
10 正宗白鳥の初の全集であるこの新潮社版全集であるが、この箇所に関して言うと、

漢字づかい・仮名づかいを含めて、『中央公論』初出時のものを完全に踏襲している。
唯一の違いは、問題の「夢ませる」に対して初めて「夢

ゆめみ

ませる」といわゆるパラルビ
を付した点である。

11 福武書店版全集所載の「夢みませる」はいただけない。「み」の挿入という送り仮
名の改変は避けるべきである。

12 「ダンテについて」の収録されている第 22 巻に関して言えば、中島河太郎氏による
「解題」には「底本には初出誌紙を用い、単行本未収録作品については、その初版本
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と校合した。」とあり、「なお、仮名づかいは、白鳥の生涯にわたる一貫した執筆態度
を尊重し、新仮名づかいで発表されているものも歴史的仮名づかいに統一した。」「ル
ビについては白鳥特有の語句、読みの難易に応じ、パラルビとし、送り仮名について
も配慮した。その際白鳥生前の新潮社版『白鳥傑作集』、白鳥没後の同じく新潮社版
の『正宗白鳥全集』所収の作品については、それを参照した。」「初版本との主な校異
については、末尾に一覧表として掲げた。」（全て 635 頁）とある。そして、「末尾」
の「校異」には、「ダンテについて」に関しては、「ほぼ異同はなし」（656 頁）と記さ
れている。ここで改めて注意しておきたい点は、福武書店版全集では、初出誌などの
有りようとは関係なしに、仮名づかいに関してはすべて「歴史的仮名づかい」が採用
されているという点である。

13 《改造：1929》巻末の「年譜」も正宗白鳥自身によるものであることも付記してお
く。

14 前節第 II 節相当分である。わたしはブログ公開のエッセイとは、別に、それを若干
モディファイして印刷したものを、時に「私家版」として流通させることがある。

15 中世紀の人は「夢を見ていた」という前提があり、問題のこの箇所は、「無用なも
の」とも言われかねない中世紀に盛んになった「煩瑣な哲学」の有用性を言う件りで
ある。「煩瑣な哲学」を知らない中世紀の人もみな「夢を見ていた」のだろうと考え
ると、「夢を見させる薬」よりは「夢を楽しませる薬」とした方がより合理的なので
はないかとわたしは考えるのである。

16 前節で紹介した全 10 用例のうちの１例と合わせると、わたしがこれまで調べ得た
「ダンテについて」の全 20 用例のうち計 8 例までが「夢を楽［し］ませる薬」として
いるのである。初出雑誌以降の、白鳥自身の 18 種類の作品集に、この「ダンテにつ
いて」が収録されていることも驚きであるが、そのうちの 8 例までが、「夢を夢［み］
ませる薬」ではなく「夢を楽［し］ませる薬」である。

17 わたしとしては、以上で、正宗白鳥「ダンテについて」の公開・刊行版のすべてを
網羅したと考えるが、当然ながらまだまだ遺漏があることと畏れる。お気づきの方、
ご存じの方は是非お知らせ願えればと思う。それにしてもたかだか没後 50 年の文学
者の一エッセイが、短期間にこれほどまでに種々ヴァリエーションを以て＜再生（産）＞
されたことに、驚くばかりである。それでも同一出版社のものはそれなりに統一され
ているかと想像したが、その予想も見事に裏切られた。インドの古典的諸著作の本文
批判が困難を極める作業であることが肯われる。

18 資料末尾に附された（I）、（II）は、その資料の該当箇所が、それぞれ本稿第Ⅰ節、
第Ⅱ節で引用・検討されていることを意味している。

19 本書は、正宗 [19671120] の増補版であるが、この二者の間にもテキストの文言に相
違がある。

 （本稿は平成 24 ～ 26 年度科研費補助金に基づく研究の成果の一部である）


