
駒澤大學佛教學部論集　第47號　平成28年10月 （1）

伊丹末雄と堀口大學
―或る有らざらん格言をめぐる本の旅―

金　沢　　　篤

探せ、小鳥等よ、探せ、
聳え立つこの思ひ出のうちに、
そのわななきのやまぬ間

ま

に、
かつて君等の巢のあつた場所を 1。
　（ジュウル・シユッペルヴイエル）

西
ちべつと

蔵の奧に、一本の不思議な大樹があつて、
その葉の一枚一枚には、梵

ぼん

字
じ

で佛教の経
けい

典
てん

が記
しる

されてあると云ふ。
　この寓

ぐう

話
わ

の作者は、これによつて哲
てつ

人
じん

の
姿を示し且つは一本の樹木が多数の葉を持
つてゐるやうに、一人の哲人にも多くの意見
があることを諷

ふう

喩
ゆ

したのであると私は思ふ。
　然るに秋が來れば木は葉を落す、そして
又春が來ると、同じやうな形をした若葉の
上に、新らしい文字が記

しる

される。
　この木の祕密を知らうと思つたら、この
木が枯れて死ぬ日まで、毎年落す木の葉を
一々拾つて讀まねばならぬのだ 2。

（ルミイ・ド・グウルモン）

はじめに
　4月 8日の入学式に合わせて刊行された大学の『学園通信』No.322に、「学部
長から新入生へのメッセージ」として、わたしは、「若者よ急げ、それは前途

－448－

1 全集 6　65頁。同 374頁、全集 2　645頁、全集 3　452頁、渡辺他［1968］266-267
頁、堀口［1980a］所収の飯島耕一「三つのオマージュ」参照。なお、本攷に於ける
旧仮名遣いの引用文は原則としてすべて旧漢字が使用されているが、入力の手間を惜
しんだ結果、その旧漢字の使用に関しては徹底を欠くこととなった。諒とされたい。

2 全集補巻 3　7頁。
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が長いからだ」という表題の、「昔こんな言葉を国語の先生が教えてくれまし
た。50年も前のことですが、・・・」と始まる単文を寄せた。わたしの記憶の
中にある、「こんな言葉」とは表題そのもの、「国語の先生」は、伊

いた み

丹末
まつ

雄
お

先生、
「こんな言葉」は、その伊丹末雄先生によれば、詩人の堀口大學のもの。50年
前に形成されたわたしの記憶だけを頼りに、わたしはその堀口大學の言葉を、
新入生へのメッセージの中に有効利用したのである。その原稿を係へメールに
添付して提出したのが 2月も末。それから今日に至るまでの、「こんな言葉」
探し、いわばわたしの「有らざらん」物語を紡ぐ作業が、本攷を構成すること
になる。
　わたしは豪雪地帯として知られる越後の高田（現在の上越市）に生まれ育っ
た。家の近くの市立小学校へ通ったが、そこを卒業するとお濠に囲まれた広い
高田公園の中、城趾中枢部、高台にある新潟大学教育学部附属高田中学校へ進
学した。中学校の 3年生の時の国語の先生が伊丹末雄先生。だが、授業中にも
授業以外でも先生と口をきいた記憶はない、したがって個人的に親しく教えを
受けたことは一度もなかったと思う。見るからに古風な端正な顔立ちのいかめ
しい感じのやや近寄り難い先生で、洟垂れ小僧のわたしなどが気軽に話しかけ
れるはずもなかった。確か「万葉集の専門家」という触れ込みだった。いや、
当時はそんな情報もわたしには与えられていなかったかも知れない。なにぶん
にも 50年も前のことで、先生の風貌や声や話しぶりは今でもはっきりと思い
出せるものの、先生の授業ぶりはどうで、先生からどんなことを授業で教わっ
たかとなると全然おぼろである。が、その先生が授業中ただ一度口にした言葉
に、確か堀口大學の「若者よ急げ、それは前途 3が長いからだ」があって、そ
れだけは何故か忘れずに覚えている。伊丹先生がどういう文脈でその話を持ち
出されたかもはっきりしないが、よほどわたしには印象的だったと見え、それ
以来今日にいたるまで、堀口大學というと、まずは、伊丹先生より教わったそ
の言葉が思い浮かぶのである。いや、伊丹先生は、わたしにとっては、ただ堀
口大學のものとされたその言葉そのものでしかなかった。
　伊丹先生が個人的にも親交があったらしい堀口大學という詩人は、実は高田
とも深い関わりを持ち、英語だけは得意そうにしていたわたしの同級生に R
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3 これは「ぜんと」とわたしは記憶している。伊丹先生がそのように発音したのだと
思う。
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という女子生徒がいて、お濠端にある彼女の家かその近辺に、昔その堀口大學
が住んでいた、などということも確か耳にしたことがある。かつてあった城の
南側の南城町のことでもあり、その反対側の北城町を通って川向こうより通学
していたわたしなどには、いわば別世界のことだった。だが、詩人の堀口大學
と言われても実はなにをした人かも明確でなかった文字通りの山出しの猿とし
ては、当時はその真相を突き止めようなどとも夢にも思わなかった 4。

　そんなこんなで、わたしはどうした巡り合わせか、今は東京は世田谷区、駒
澤大学の佛教学部に籍を置き、数年前から学部長を仰せつかっている。新年度
が始まり、花祭りの入学式に合わせて刊行される『学園通信』には、立場上
「新入生へのメッセージ」を寄せることが求められる。もう 4度目となる。十
年一日の如き顔写真と「見出し」とわずかばかりの「メッセージ本文」である。
そして先にも触れた通り、今回の No.322（2016年 4月 8日発行）は苦しまぎれ
に「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」を見出しにした次第。むろんそこ
にはわたしにのみ関わりのある、それを教えてくれた伊丹末雄先生や、知る人
ぞ知るの堀口大學の名前は出さなかった。だが、50年もの間、文字通りいつも
ひとりで呟いていたばかりのその警句であるが、こうして一度公にしてみると
ちょっと不安な気持ちになった。はたして本当に堀口大學がそのような言葉を
伊丹先生に口にしたのだろうか？　もしかしたら堀口大學のものとしてその言
葉は既に有名なものだったりして。あるいは、伊丹先生のふとしたでっちあげ
か、何かの思い込みかも知れない。それとも、伊丹先生より堀口大學の言葉と
して教わったとわたしは 50年もの間疑うことなく信じてきたけれど、もしか
したら、わたしの聞き違い、わたしだけの夢、とんでもない錯誤の可能性もあ
る。・・・堀口大學が伊丹先生とのやりとりの中で、若き伊丹先生に対してあの
クラーク博士のようにふと口にした真正の言葉であるのかも知れないが、その
言葉はけっこうスタイリッシュであり、何かの「格言集」に登録された格言の
ようにも見えることから、堀口大學の著作物の中の有名な言葉なのかも知れな
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 4 だが中学を終えてから大学に進学するまでの 3年間通うことになる高等学校は、文
字通りその南城町にあり、その気になれば、いくらでもそのことも解明できたはずな
のに、わたしは他のことどもに夢中になっていたのか、何か急いでいて、そうしな
かった。
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い、とも考えたのである。自明であるように見えたその言葉の意味も、実のと
ころはどうなのだろう 5。
　わたし自身は、中学校の国語の先生であること以上には伊丹先生のことは何
一つ知らないも同然だし、ましてやその先生が、有名な堀口大學とどういう関
係だったかも皆目知らないのであった。そう、これも何かのご縁だ、この機会
に少し調べてみようと思い立った次第。伊丹先生は「万葉集の専門家」とはい
え 6、中学校の国語の先生だったのだから、本などを書きあらわしていること
はないとしても、堀口大學なら翻訳を含めて相当量の書き物を残しているはず
である。全集も出ているから、一つ、その当たりから調査を始めてみようと思
い立った。やるなら、この時期しかないか。
　そうと決心すれば、もうやる作業は決まってる。堀口大學が書き残したもの
の中から、先ずはその箴言を探し出すことだ。『堀口大學全集』（小澤書店刊）
にあたってみればいい。堀口大學は、詩人と言うよりは、フランス文学の翻訳
者としての方が有名かも知れない。例えば翻訳詩集『月下の一群』という、日
本語による詩集の詩人として、同時代の文学者たちに測り知れない影響を与え
たと言われている。だが、詩人の堀口大學は、詩人としてよりも圧倒的な翻訳
者であるわけだから、もしかしたら、その問題の警句も、自身の創案ではなく、
翻訳によってもたらされたもの、つまり他の人のものである可能性もある。
　それにしても、わたしは何故その言葉に気を留めたのだろうか。わたしが伊
丹先生と遭って、先生の口よりその堀口大學の言葉を教わったその年、わたし
はある一人の少女から一冊の本を贈られ、その中の詩節「若者よ飲め　ひもす
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 5 この警句の解釈上の陥穽は、「前途」を、サンスクリット語の āyuṣmat（若者）の場
合の āyus（余命）のように考えてしまう点であろう。若者だから「余命が長い」＝
「前途が長い」とつい解してしまいがちだということである。「若者」とは「年齢が若
い」という意味ではない。「未熟者」、「新人」という意味だ。「前途は、誰にとっても
長い」という前提の下に、古参が未熟な新参者に対して教訓を与えたという体裁を
とったものだということである。「急ぐ」とは「精進する」「努力する」「頑張る」と
いうこと。

 6 実のところ、この情報もいつ入手したのか不明。昔から知っていたようにも思える
し、つい先頃入手したばかりの情報のようにも思える。本論攷に着手してから明確に
意識されたことのようにも思われてくるのだが、伊丹先生は「中学校の国語の先生」
であり、ほとんど知らないも同然の堀口大學も「万葉集」との関わりで意識されたこ
ともなかった。
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がらきよらかな幸福を／恋しい処女のまなざしから／夜にはやさしいまぼろし
に揺られて眠れ／恋する人のよろこびはこれにまさるものはない…」をやはり
何故かはっきりと記憶している。したがって「山出しの猿」とは言ったものの、
詩というものに無縁だったわけではない。彼女にもらったその本もどこかへ
行ってしまって今は手許にないが、調べようと思ったら簡単に調べられる。
「ドイツの文学」と銘打った全集ものの一冊、ゲーテの巻だった。そして調べ
てみると、それは、昭和 41年（1966）1月に刊行された『ドイツの文学　第一
巻　ゲーテ』（三修社）。1966年 4月にわたしは中学 3年生になったから、刊行
されて間もない新刊本の一冊をプレゼントされたことになる。それをわたしに
プレゼントする人がいたということは、その当時、放課後はクラブ活動に明け
暮れ、休日は補虫網を手にして野山を駆け回っていたわたしが、そういう雰囲
気を周囲に発散させていたということだろうか。ちなみに、わたしの記憶に食
い入っている、そのゲーテの詩は「離れている幸福」Glück der Entfernungとい
うものだった。

Ⅰ．堀口大學という文学者
　まず、堀口大學（1892～ 1981）の生涯についてざっと見ておこう。その年
譜の類いは数多く出回っているが、本攷との関係にしぼって、堀口［1975］、
堀口［1980b］所載の平田文也氏による「年譜 7」、堀口［2007］所載の長谷川
郁夫編の「年譜」を元に、以下に《堀口大學略年譜》を掲げる。

《堀口大學略年譜》
明治 25年（1892） 1月 8日、東京・本郷森川町一番地に生まれる。父九萬一、
母マサ。

明治 27年（1894） 9月、外務省勤務の父が朝鮮国へ赴任するに当たり、家族
（祖母、母、妹、叔母）と家郷の新潟県長岡へ引き揚げる。
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 7 わたしは個人的には堀口［1980b］所載の平田文也氏による「年譜」が好きだ。堀
口大學生前最後の年譜で、その最後が「昭和五十五年（一九八○）八十八歳」の年
の、「一月、帝国ホテルで、門人・知己らによる文化勲章受章祝賀会。二月、NHK教
育テレビで『月下の一群』の成立について語り、訳詩「失われた美酒」を朗読。三
月、詩文集『秋黄昏』（詩三九篇・散文一一篇・対談二・座談会一＝河出書房新社）
刊。五月、上越市に詩碑「高田に残す」建立。」で終わるもの。
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明治 42年（1909） 3月、中学卒業とともに長岡の家をたたんで上京、祖母と
妹の三人で上野桜木町に一戸をかまえる。

明治 44年（1911） 7月、父の任地メキシコに赴くため慶大を中退、横浜を出帆。
大正 14年（1925） 3月、三十余年の外交官生活をはたして官界を去る父とと
もに帰国。9月、訳詩集『月下の一群』出版、日本近代詩に新風をまきお
こす。

昭和 7年（1932） 3月、小石川茗荷谷に一戸をかまえる。
昭和 14年（1939） 8月、畑井マサノと結婚。
昭和 16年（1941） 10月、静岡県興津に疎開。12月、太平洋戦争起こる。
昭和 20年（1945） 1月、長女すみれ子生まれる。7月、爆撃下の興津を脱出、
妻の実家である新潟県妙高山麓関川の畑井家に再疎開。8月、終戦。10月、
父 81歳で他界。11月、久しい沈黙を破って、小冊子の詩集『山巓の氣』
を出版。

昭和 21年（1946） 11月、新潟県高田市南城町の仮寓に移る。
昭和 25年（1950） 6月、高田を引き揚げ、神奈川県葉山に移る。
昭和 32年（1957） 2月、芸術院会員となる。
昭和 45年（1970） 11月、文化功労者として顕彰される。
昭和 54年（1979） 11月、文化勲章を受章。
昭和 55年（1980） 5月、新潟県上越市に詩碑「高田に残す」建立。12月、脳
梗塞のため自宅で倒れ、病床に伏す。

昭和 56年（1981）　3月 15日、急性肺炎を起し、死去。10月、『堀口大學全
集』の刊行が開始される。

　この「略年譜」からも知れる通り、堀口大學は東京生まれではあるにしても、
「新潟県人 8」と呼ぶべき人である。新潟県長岡出身の外務省の役人、堀口九
萬一の長男として生まれ、2歳（1894年）から 17歳（1909年）の春までを長
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 8 「新潟県が生み、はぐくんだ多くの傑出した人材が、郷土の日本の礎として、それ
ぞれの時代に生きた。遠い上古の時代から現代まで、その人脈は絶えることなく続
く。」との認識にたって編まれた《新潟県人物群像》シリーズの 2、「文」の巻には、
會津八一、靑野季吉、小川未明、坂口安吾、鈴木牧之、相馬御風、西脇順三郎、堀口
大學、良寛の計 9名が取り上げられている。文字通りの「新潟県人」である父、堀口
久萬一については工藤［2001］や柏倉［2008］に詳しい。
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岡で生活した。終戦の年の 1945年の 7月に、高田ともそう隔たってない、妻
の実家のある新潟県妙高山麓関川に疎開し、10月に、その地で父九萬一の最期
を看取った。その翌年の 1946年から 1950年まで、わたしの育った高田に住ん
でいたことになる。わたしの生まれたのは 1951年、わたしが生まれた時には、
堀口大學は既に高田を去った後だった。伊丹先生は、どこでこの堀口大學に出
会い、どこで、その交流を育んだのだろうか？　恥ずかしながら、わたしは伊
丹末雄先生の生年月日なども何一つ知らないのであった。自分が出会った
1966年、先生がはたして何歳だったかも考えたことがなかったのである。
　以上の点を確認した上で、取りあえずは、堀口大學の著作の中に、問題の言
葉と伊丹末雄先生との関わりを示す文言などを探ってみたい。堀口大學全集
（全 13冊）を手許に置いて、ウォーミングアップよろしく、「随想」と帯の背
に記された第 6巻を手にとってぱらぱらと拾い読みを始めたが、思いがけず、
すぐにこんな一節に逢着した。運がいいのか悪いのか。ちょっと長いが、この
部分をそっくり引用する。字下げ、改行、空行を含めて可能な限り忠実に。
  「
　昨年の一月に、建築技師のエッフェル氏が巴里で死んだ。例のエッフェル塔
を建てた人である。あの塔は出來上つた當時は、ひどく文士や畫家に嫌はれた
ものだ。
　一八八九年の巴里大博覧會が開會中のこと、ヴェルレエヌが、或る日この有
名な塔を見物するために、珍らしく羅典區から這ひ出す決心をした。彼は大い
にきばつて、辻馬車を雇つて、景気よく、蹄の音も高々と、いい機嫌で、シャ
ン・ド・マルスへ向けて急がせた。然るに遠くの方から、エッフェル塔の姿が
見え出すと、忽ちに彼は、顔色をかへて怒り出した。
  「　　御者、廻れ右、前へ！　あんな醜惡なものは、またとこの世にありはし
ない！　ああ、いやだ！　馬鹿馬鹿しい！　まるで燭臺を倒にして立てたやう
だ。」
　羅典區へかへつて來てからも、まだ中々に、「無言の歌」の詩人の怒りは靜
まらなかつたといふことだ。
　この新しい建築物が、巴里の美觀を損ふといふので、文士や画家の名を澤山
に書き連ねた請願書が、その筋へ提出されたのも、實にこの當時のことだつた。
　然るにその後、年は行き日は流れた。そして三十年後の今日になつた。この
頃若い文人や畫家はこの塔を何と眺めるであらうか？　彼等は馬鹿にこの塔を

－442－
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愛してゐるのである。詩人ジャン・コクトオは「エッフェル塔の花嫁花婿」を
書いたし、小説家のジャン・ジロオドオは「アクロポルの祈」の向ふを張つて
「エッフェル塔の祈」を書いた。アンリイ・ド・レニエの息子のポオル・ド・
レニエは、その處女詩集の中で、

　　この夕エッフェル塔は
　　月でお手玉とつてゐた

　と歌つてゐる。
　エッフェル塔はまた、幾度か、ドワニエ・ルウソオの畫に現はれるのだが、
彼の自畫像の背景に描かれてゐるのが殊によく人に知られてゐる。
　然しエッフェル塔を一番に好きな畫家はドロオネエである。彼は凡ゆる姿の
エッフェル塔を描いてゐる。立つたのも、ねたのも、傾いたのも、矢のやうに
天に向つて昇るところも、飛行機のやうに地に向けて落ちて來るところも・・
・・・・。時代と一緒に、藝術家の審美眼も變つて來る。然しそれにしても、上
野の山の西郷さんの銅像が人間の眼に藝術として映る日が来るだらうか？

　　若者は急ぐ。
　　前途が長いからだ。

　　一人は木に登つた。
　　一人は平地を驅けた。
　　一、二、三、で出發しただけでは競爭にはならない。
　　一人は詩人になつた。
　　一人は小説家になつた。

　義眼の歴史も、今日では、埃及までさかのぼることが出來る。カイロの博物
館にある古代埃及人の義眼は雪

アラバスタ

花石で出來てゐて、角膜には駝鳥の卵の殻が應
用してある。羅馬人は銀で義眼をつくつてゐた。十七世紀の伊太利では、取り
はづしの自由な義眼が行はれた。」（全集 6『季節と詩心』「望翠楼雜記」117-119

頁）
　いかが。探索を開始したばかりの問題の警句に類似の「若者は急ぐ。／前途
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が長いからだ。」が、ここに現れているのが見てとれる。わたしの記憶を正し
く裏付けるように、堀口大學が実際にその類いのフレーズを用いたことが知れ
るのである。だが、命令文をとっていないそのフレーズの意味はと言うと、や
はり必ずしも明確ではない。はたしてどういうことを意図して、堀口大學はそ
のフレーズを用いたのだろうか。「エッフェル塔」や、それに先立つ「上野の
山の西郷さん」とどういう繋がりがあるのだろうか。また、それに後続する
「一人は木に登つた。一人は平地を驅けた。・・・」などとどのように関連する
のだろうか。
　この堀口大學の第一随想集たる『季節と詩心』は、講談社文芸文庫の一冊、
堀口［2007］として今日容易に手に取ることが出来る。その巻末には、「本書
は、『堀口大學全集 6』（一九八二年八月　小沢書店刊）を底本として、新漢字、
新かな遣いに改め、多少ふりがなを加えました。本文中明らかな誤植と思われ
る箇所は正しましたが、原則として底本に従いました。」（348頁）とある。上
引の箇所を見てみると、その言に偽りはないが、注意深く眺めてみると、興味
深いことが明らかになる。この「望翠楼雜記」に限って言えば、その「雜記」
通り、幾つかのエピソードが空行を挟んで連なっているようである。そしてエ
ピソード中への他からの引用の詩篇などは、やはり空行を挟んで、2字下げの
処理が施されている。したがって、上引の箇所においては、「この夕エッフェ
ル塔は／月でお手玉とつてゐた」は、明らかに、言及されているポオル・ド・
レニエの詩の引用である。その傳で行くと、問題の「若者は急ぐ。／前途が長
いからだ。／／一人は木に登つた。／一人は平地を驅けた。／一、二、三、で
出發しただけでは競爭にはならない。／一人は詩人になつた。／一人は小説家
になつた。」も同様に他からの引用詩などのように見えるのである。上引の箇
所に少し先立つ箇所をやはり、引いてみよう。
  「
　ボルシェヴィストの詩人、アルスキイといふ男は、自分の信念を次のやうに
歌つてゐる、

　　さわやかな革命の火で
　　われら地球を取り巻かう
　　古い太陽を消して
　　われら新しい太陽に點火しよう。
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　折角消して、また點火するのなら、手數だけが損になる。

　千九百二十三年にフランスで贈與された公私の文學賞金の總額は九十一萬三
千九百二十九法にのぼる。

　ポオル・ヴァレリイはタイプライタアで詩を書く。

　フランソワ・モオリアックの小説、「火の大河」が出た當時、雜誌クラプ
イョの批評家ギュス・ボッファが、「これは大河どころか、絲より細い雨でし
かない。」と云つて小つぴどくやつつけた。その後、モオリアックは、新作
「ヂエニトリス」を出版した時、先きに自分を酷評した批評家に、次の獻詩を
書いて贈つた。

　  「ギュス・ボッファに贈る
　　傘の下でお讀み下さい。」

　」（全集 6　114頁）
　この箇所に関して言うならば、「さわやかな革命の火で／われら地球を取り
巻かう／古い太陽を消して／われら新しい太陽に點火しよう。」や「「ギュス・
ボッファに贈る／傘の下でお讀み下さい。」」は、著者堀口大學にとっては他か
らの引用詩であり、例えば、前後との関係が不明の「千九百二十三年にフラン
スで贈與された公私の文學賞金の總額は九十一萬三千九百二十九法にのぼる。」
や「ポオル・ヴァレリイはタイプライタアで詩を書く。」などは、引用詩など
ではなく地の文、堀口大學自身の記述である。この「望翠楼雜記」はまことに
やっかいな代物である。そして、問題の「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。
／」である。これは、堀口大學自身のことばではなく、誰か、他の者の詩など
からの引用と考えるべきもののようにも思えるのである。堀口大學全集の発行
者でもある長谷川郁夫氏は、『季節と詩心』の文庫版、堀口［2007］の解説な
どを書いている当事者でもあるが、堀口大學の第一随想集を構成することにな
る個々のエッセイの内容にも関わるこうした問題にはなに一つ触れていないの
である。
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　ならば、全集に収録する際に底本とした、その「望翠楼雜記」を含む堀口大
學の第一随想集、堀口［1935］を見てみよう。初刷（1935）も二刷（1939）も
基本的には同一である。問題の「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。／」など
の引用詩と考えられる部分は、地の文とは字の大きさが 1ポイントも 2ポイン
トも下げられた上、さらに 2字下げではなく、3字下げで印刷されている。す
なわち、「一人は木に登つた。」以下の部分、「この夕エッフェル塔は」の部分、
「さわやかな革命の火で」以下の部分。だが、意外や、「「ギュス・ボッファに
贈る／傘の下でお讀み下さい。」」はポイントは落とさずに、しかも 2字下げで
はなく 1字下げで処理されている。思うに、初刊本では、他からの引用とかセ
リフとかの観点ではなしに、その部分が詩節、ないし詩節の一部分の時に、ポ
イントを下げ、3字下げの処理を施したようである。しかも、空行で挟んだ上
で。したがって、やはり「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。／」が詩節、な
いし詩節の一部分であるらしいことがわかるだけで、それに後続するやはり詩
節、ないし詩節の一部分であるらしい「一人は木に登つた。／・・・」との関
連、それに先立つ地の分「上野の山の西郷さんの銅像が・・・」との関連は明
確にならないのである。はたして、その詩節が、堀口大學のものかどうかも明
確にならないのである。さて、どうしたものか。

　「望翠楼雜記」は、全集 7の解題（資料 2）によれば、大正 14年［1925］6月
に出た『女性』誌第 7巻第 6号が初出とある。（全集 7　814頁）
　全集 9所載の「年譜」には、
  「大正十四年［一九二五］　三十三歳
　三月、官界をしりぞく父とともに帰国。大森望翠楼に投宿。以後、海外に出
ず、日本に定住。
　四月より、文化学院大学部で、フランス近代詩の講座を担当する。
　九月、東京小石川区小日向水道町一○八番地（通称久世山）に建築された父
の新居にはいる。在外中刊行の進まなかった『月下の一群』の原稿を新潮社よ
り取り戻し、同月、改めて第一書房より上梓。」（530頁）
とある。その大森の望翠楼に住まいしていた時期に書いた随想が「望翠楼雜
記」であり、『女性』誌（プラトン社）第 7巻第 6号（1925年 6月刊）に掲載
された。長きにわたる海外生活を切り上げて帰国した後に書いた随筆の一つの
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ようだ。「昨年の一月に、建築技師のエッフェル氏が巴里で死んだ。」とあるか
ら、「アレクサンドル・ギュスターヴ・エッフェル（Alexandre Gustave Eiffel, 1832年
12月 15日-1923年 12月 27日）」（ウィキペディア）を正しいとすると、堀口
大學が、エッフェル氏の死去を誤って 1924年 1月のことと理解していたと仮
定すれば、随筆のこの部分を 1925年 3月以降 6月以前に書いたことになって、
万事符合する。
　かくなる上は、堀口［1925］、この「望翠楼雜記」初出の『女性』誌に掲載
されたものを見よう。この「望翠楼雜記」に関する限り、『女性』誌に初めて
掲載された初出のものが最良のテキストと考えられる。重複を恐れずに、以下
に、問題の箇所の初出形を引く。
  「　　　　※

　昨年の一月に、建築技師のエッフエル氏が巴里で死んだ。例のエッフエル塔
を建てた人である。あの塔は出來上つた當時は、ひどく文士や畫家に嫌はれた
ものだ。
　千八百八十九年の巴里大博覧會が開會中のこと、ヴェルレエヌが、或る日こ
の有名な塔を見物する爲めに、珍らしく羅典區から這ひ出す決心をした。彼は
大いにきばつて、辻馬車を雇つて、景気よく、蹄の音も高々と、いい機嫌で、
シャン・ド・マルスへ向けて急がせた。然るに遠くの方から、エッフエル塔の
姿が見え出すと、忽ちに彼は、顔色をかへて怒り出した。
  「　　御者、廻れ右、前へ！　こんなに醜惡なものが、またとこの世にありは
しない！　ああ、いやだ！　馬鹿々々しい！　まるで燭臺を倒にして立てたや
うだ。」
　羅典區へかへつて來てからも、まだ中々に、「無言の歌」の詩人の怒りは靜
まらなかつたと云ふことだ。
　この新しい建築物が、巴里の美觀を損ふと云ふので、文士や畫家の名を澤山
に書き連ねた請願書が、その筋へ提出されたのも、實にこの當時のことだつた。
　然るにその後、年は行き日は流れた。そして三十年後の今日になつた。この
頃若い文人や畫家はこの塔を何と眺めるであらうか？　彼等は馬鹿にこの塔を
愛してゐるのである。詩人ジャン・コクトオは「エッフエル塔の花嫁花婿」を
書いたし、小説家のジャン・ジロオドオは「アクロポルの祈」の向ふを張つて
「エッフエル塔の祈」を書いた。アンリイ・ド・レニエの息子のポオル・ド・
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レニエは、その處女詩集の中で

　　この夕エッフエル塔は
　　月でお手玉を遊んでゐた

と歌つてゐる。
　エッフエル塔はまた、幾度か、ドワニエ・ルウソオの畫に現はれるのだが、
ことに彼の自像の背景に描かれてゐるのが、ことによく人に知られてゐる。
　然しエッフエル塔を一番に好な畫家はドロオネエである。彼はあらゆる姿の
エッフエル塔を描いてゐる。立つたのも、ねたのも、傾いたのも、矢のやうに
天に向つて昇るところも、飛行機のやうに地に向けて落ちて來るところ
も・・・・・・。時代と一緒に、藝術家の審美眼も變つて來る。然しそれにし
ても、上野の山の西郷さんの銅像が人間の眼に藝術として映る日が來るだらう
か？

　　　　　※

　若
わかもの

者は急
いそ

ぐ。
　前

さ

途
き

が長
なが

いからだ。

　　　　　※

　一
ひと り

人は木
き

に登
のぼ

つた。
　一

ひと り

人は平
へい

地
ち

を驅
か

けた。
　一

ワン

、二
ツウ

、三
スリー

、で出
しゅつぱつ

發しただけでは競
けうそう

爭にはならぬ。
　一

ひと り

人は詩
し

人
じん

になつた。
　一

ひと り

人は小
しょうせつか

説家になつた。

　　　　　※

　義眼の歴史も、今日ではわれ等は埃及までさかのぼることが出來る。カイロ
の博物館にある古代埃及人の義眼は雪

せつくわせき

花石で出來てゐて、角膜には駝鳥の卵の
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殻が應用してある。羅馬人は銀で義眼をつくつてゐた。十七世紀の伊太利では、
取りはづしの自由な義眼が行はれた。」（堀口［1925］、『女性』「望翠楼雜記」 
107-108頁）
　いかが。初出誌では総ルビであるが、ここでは問題の箇所と「雪花石」だけ、
ルビを付した。確認しておくべきは、「望翠楼雜記」は、「雜記」の言葉通り、
長短雑多なエピソードが、※によって、区切られて、並べられているという点
である。「上野の山の西郷さん」を含む「エッフェル塔」のエピソードとそれ
に続く、問題のフレーズ「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。」は、別個のエピ
ソード、そして、それは、さらにそれに続く「一人は木に登つた。・・・」とは
また別個のエピソードを為すものであり、さらに「一人は木に登つた。・・・」
は、それに続く、最後の「義眼」のエピソードとは別個のエピソードというこ
とになる。初出の「望翠楼雜記」が、10年後に、堀口［1935］、第一随想集
『季節と詩心』に収録される際に、各エピソードを区切る記号として重要であ
るはずの※が消された結果、通常の「一行アキ」の「空行」に一元化されてし
まい、初見の読者には、それぞれの繋がりがわからなくなってしまったという
ことである。堀口［1935］の「序」で、堀口大學が「見らるる通り、この書に
は何の統一もない、首尾を貫く何ものかを強ひて求めるとしたら、それは筆者
の詩人としての心だけかも知れない。四半世紀に近い時の流れと、世界の隅々
の異なる気候とが、一人の詩人の心の鏡に映して行つた、これはそのてりかげ
り、はかない形見にほかならない。」は、文字通りに受け止める他ないのであ
る。して、「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。」はどういう意味なのだろう。

　同じ『季節と詩心』所収の「唇を嚙む」は短いけれど、その意味を探る上で
極めて重要である。
  「二十歳代の私の苦勞、それは悉く文學的だつた。そんなものは苦勞の仲間に
ははひらない。それはむしろ樂しみの部類にはひる。ただ、若い頃、私は蒲柳
の質だつた。ロマンチツクな心持ちもたぶん、多分に手傳つて、何時かしら私
は自分の壽命を三十歳までと豫想して深くそれに信を懸けてゐた。この短い自
分の壽命と、自分の抱いてゐる詩人としての熱情と、この二つのものの間に調
和を見出だすこと、云ひかへれば、三十までの間に、及ぶ限りの力を盡して、
詩人としての自分の力を出しきつて、よしそれが一首の歌でさへなく、また一
篇の短詩に過ぎぬとしても、會心の作を成し遂げて逝きたいと、この念願が私
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の二十歳から三十までの苦勞の總てだつた 9。自然、私は急いだ。また急がね
ばならなかつた。私の悲劇的なランニングは、絶えず死とせり合って、抜きつ
抜かれつ、決勝戦の黑い死のテイプを目指して頑張つた。」（全集 6　10-11頁）
　このように堀口大學の個人的な事情を考慮してこそ、「若者」と「急ぐ」と
「前途が長い」などの、そのアフォリズムの意味が明らかになるのではないか。
「望翠楼雜記」中のこの「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。」には、堀口大學
本人も批評家連も、誰もコメントを付していない。わたしとしては、堀口大學
自身が書いたものの中から、もっとも近い表現を得たもっとも初期のフレーズ
であると、直ちに認定したいところのものである。だが、それでは十分ではな
いのではないか。別エピソードを為すものとして、問題の二行は、後続する
「一人は木に登つた。・・・」と関連はないかのように見える。だが、今の場合
は、やはり相互に関連するものとして、堀口大學には意識されていたのではな
いかと想像されるのである。詩人になった人物と小説家になった人物。詩人が
堀口大學その人だとすると、小説家になったのは誰だろうか。堀口大學が、帰
国後に書いたこのエッセイで意識していたのは、誰だろうか。わたしは、堀口
大學の生涯の最初期にあって、新潟県立長岡中学校での同級生であった松岡譲
の存在以外には考えられないのである。松岡譲をご存じだろうか。やはりここ
は松岡譲に注目する必要があると思う 10。堀口大學は、次のように言う。
  「山本元帥で有名な県立長岡中学校で、松岡譲君とは、入学から卒業までの五
年間、同じクラスに机を並べた仲だったが、それ以上の交際はなくてすぎた。
明治四十二年三月、中学卒業の夏には、たまたまくつわを並べて、第一高等学
校の入試を受けたが、べつに相談したわけではなかった。君は一度で見事パス、
落ちた僕は翌年慶応の文学部に入った。
　大正十二年、久々で僕がブラジルから帰朝した時には、君は一高東大在学中
に交りを結んだ一代の俊秀、菊池寛、芥川龍之介、久米正雄の諸公と肩を並べ、
第四次「新思潮」の同人、入室を許された文豪夏目漱石の直門、大長編『法城
を護る人々』の新進作家、夏目家の息女筆子嬢に選ばれた婿君、なぞという、
二重三重の輝かしい円光の中にあった。たまたま君の出世作『法城』の出版者、
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第一書房主人長谷川已之吉君が、僕の訳詩集『月下の一群』を出版してくれる
なぞという機会もあったが、この時も君との間に交際は生れなかった。・・・・・11」
（全集 7　85-86頁）
　堀口大學と松岡譲の二人 12、堀口大學の立場よりすれば、松岡と競争してい
る意識はなかったけれど、二人の若者が、お互い離ればなれになりながら、そ
れぞれの事情の下に「急いだ」結果、競争していたということになり、一方は
詩人に、もう一方は小説家になった。堀口大學が、久しぶりに帰国して、ほと
んど最初に書いたエッセイの中の二つの連続するエピソード、「若者は急ぐ。／
前途が長いからだ。」と「一人は山に登つた。・・・」は、それぞれ独立してい
るように見えるが、堀口大學の意識の中では、そのような、まとまった一つの
エピソードを構成していたと考えられるのである。
　かくして、問題の警句の意味は明らかになっただろうか。堀口大學によって、
1925年に公にされた文章の中に現われた「若者は急ぐ。／前途が長いからだ。」
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11  柏倉［2008］には「第一書房から出た堀口大學の最初の本は、同年（＝大正十四
年：筆者註）八月のポオル・モラン著堀口大學訳『レヰスとイレエン』であった。堀
口大學と松岡譲は長岡中学校の十四回卒業の同期で、二人は間に一人をはさんで机を
並べていた。こうした関係から長谷川に堀口大學を推したのは、松岡だったかもしれ
ない。三人は同じ新潟の出身であった。」（225-226頁）とある。なお、『レヰスとイレ
エン』の刊行されたのは「八月」ではなく 7月である。『月下の一群』が刊行された
のは同年の 9月。

12 堀口大學と松岡譲の関係について、『文藝冊子』を読んでいて興味深い記述を見つ
けたので紹介しておく。松岡［1946］がそれだが、6月に高田に遊んだ時、中学（長
岡中学）の同級生田中信二宅に二人が客として枕を並べて宿泊したことを記してい
る。それと共に、義父たる夏目漱石が明治 44年 6月中旬主治医として知られる高田
在住の「森成國手」の客になった折、乞われて高田中学（わたしの母校現高田高校）
で講演をしたが、漱石全集に収録すべくその時の記録を探しているがどうしても見つ
からない、断片でも記憶でも何でもいいから是非知らせて欲しいとの願いを記してい
る。一方、堀口大學は、佐藤春夫宛の手紙（昭和二十二年九月十四日、高田より）
で、「・・・漱石がかつて一見し三嘆したといはれてゐます。四十年ほど前ここの中
學で一度講演したことがある由。但し何を語つたものか？　誰も知らないので、松岡
がやつきになつてゐる。」（全集 6 435頁）と書いている。現行岩波版『漱石全集』第
16巻＜別冊＞の「無題―明治四十四年六月十九日高田中學校に於て―」と題する『高
田日報』紙に掲載された講演記録（400-403頁）を知る者にとっては、誠に興味深い
エピソードである。なお森成麟造医師は ｢文藝冊子｣ 第一年第二冊に東嶺山人の筆名
で「街頭風景」を寄稿している。
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であるが、そのようにして、その全集の中を読み進めて行くと、それに類似の
フレーズに屡々遭遇するのである。以下には、思いつくままにそれらを書き連
ねてみよう。

　堀口大学の「翻譯三十年」［昭和二十一年六月「世界文學」第一巻第二號］
が好きだ。
  「・・・僅かばかりの、詩と歌と隨筆的な文章を書いた以外、三十五年の永の
歲月を、翻譯なぞといふ、第二義的な仕事に費して、惜しくはないかと、問ふ
人があるかも知れない。私は、＜自分の場合は、惜しくはなかつた＞と答へる。
それは、翻譯が、及ぶ限りの精讀だからである。愛する詩篇、愛する小説、そ
れ等を、ゆつくり構へて、翻譯すること、それは私にとつては、またとない精
讀の機會に他ならない。好きな原作を餘すなく樂しみつくす。それに費された
三十五年。讀書人にとつて何んでこれが惜しからうぞ！
　人、各々その書を讀むといふが、だからまた、翻譯者は、幾ら勉强しても足
りないわけだ。そこに気がついて、語學は勿論、智識萬般の修得に志してから、
何年になるだらう？　牛歩遅々、日はまさに暮に近い、不敏を恥ぢるのみであ
る。」（全集 7　228頁）
　堀口大学の「教訓」めいた言葉を問題にしようとする時、かっこうの資料と
なるのが、以下の「文學志望者に與へる言葉」［昭和二十八年十月八日「朝日
新聞」］だ。
  「最初に先づ、文學といふこの山登りは、長い道だといふことを申上げたい。
これは一生の道、死ぬまで休みなく歩きつづけて、然も到

ゆき つ

達くべき絶頂はつい
に極めがたい道なのである。休止はない。だから息切れのない君のペエスで、
最後の息をひきとる時まで、君は歩きつづけなければならない。これは途方も
ない苦難の道だ。君はこの道を、ゆつくりと、急がなければならない。」（全集
7　231頁）

　「花束は薔薇の季節」［昭和十年四月「令女界」第一四巻第四號］
  「・・・この事實を最近、ある本の中で讀んで、私は、時間といふものを新し
く考へ直す機會を持つた。そして時間こそは、空間以上に人生に一番密接な關
係を持つエレメントではあるまいかと思ふやうになつた。例へば、われ等の一
生の如き、その始めであり終りである生も死も、すべて時間によつて決定され
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るのだ。
　かう考へて讀むと、十七世紀の仏蘭西の詩人、トリスタン・レルミットの短
詩、

　　輕き足どり小止みなく過ぎ行く時の
　　なべて世の美しきもの奪ひて去るは
　　空しく時を過す勿とわれ等に訓へ
　　花束は薔薇の季節に作れと告ぐるなり

のやうな古めかしい作にも、昨日とは別な新しい訓が感じられる。
　時は、四月だ。薔薇だ。若い人等よ。花束を作らう。」（全集 7　659-660頁）
　「審査言―第十囘文藝汎論詩集賞」と題された以下の文に注目。
  「田中冬二君の『橡の黄葉』に、文藝汎論名誉賞が贈呈されたことはよろこば
しい。
　君の詩業は年久しい青い夜道だ。あとにもさきにも、行く人のない、これは
君ただひとりのさびしい道だ。
・・・・・
　詩人よ、わき目をふるな、さびしい君ひとりの道をどこまでも、君には辿つ
て行つて貰ひ度い。ほかの歌は、ほかの人たちにまかせて、君はそのひとすぢ
の草笛を吹き鳴らしつづけて貰ひ度い。
　君のその青い夜道が、この國の詩の最も清新な高根に至る道だと深く信じて、
老生は君の足どりを見守つてゐる。」（全集 7　220頁）
　全集 8「中村胖詩集『今いづこ』序」にはこうある。
  「人生は長い、急ぐには當らない。俗をさげすめ、虛名を追ふな。少なく作つ
て、多くを捨てよ。」（362頁）
　また、堀口大學には「祝婚歌　又」と題されたこのような詩もある。
  「
詩は長い一生の道
死後もなほ命ある道
若き友　平田文也よ
君こよひ耀る姫を得て
偕老のちぎりを結ぶ
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むつまじく相うるはしみ
明日よりはたづさへて行け
詩は長い一生の道
・・・・・」（全集 1　308頁）

　『水かがみ』の中の「マリー・ローランサン」は、「パリ電報によれば、マ
リー・ローランサンが他界されたそうだ。一八八五年の出生だから、七十一歳
だ。」という文章から始まる。「一九一五年一月」のマリー・ローランサンとの
スペインのマドリードでの出合いと交流が回顧される。
  「その日僕は、マドリードの盛り場ポエルタ・デル・ソルの近くのセヴィリア・
ホテルへ帰られる夫人を徒歩で送って行った。バルキーヨ街の舗道の古風な角
石を踏んで、アルカラ大通りへと街燈の下を歩いた。
　　あなたの絵を見てから、僕は自分も絵が描きたくなりました」と僕が言い
出した。
　　それはいいことです。午後からは毎日あのアトリエへ行っていますから、
いつでもあそびにいらっしゃい。一緒に絵を描きましょう」と言ってくれた。
　若者はせっかちだ。前途が長いからだ。早速僕は、翌日から、あの四階のア
トリエへ通って、ケント紙の裏表や、フュザンの尖らせかたを教えてもらっ
た。」（全集 6　610-611頁）（堀口［1977］77-78頁）
　1956年の堀口大學による、1915年の若き自身の振る舞いを指しての感慨が、
この「若者はせっかちだ。前途が長いからだ。」であるが、注目すべきであろ
う。

　また、堀口［1977］の「危険な株」に以下の一節がある。
  「ジャン・コクトーの言葉に「若者は安全な株を買ってはならぬ」というのが
ある。面白い言葉だと思う。おそらく彼自身の芸術信条なのだろうが、確かに
一家の見識を持った言葉である。
　難をさけて易につこうというのは人間の常である。しかしそれをしてはなら
ぬのである。ことに若い芸術家がそんなことでは駄目なのである。
　若者はよろしく進んで危険な株を買うべきである。わざと安全な株をさけて
までも、わざと危険の株をたずねてまでも、危険な株を買うべきである。しか
も自分の持っているものを悉くその危険な株に注ぎこむべきである。でき得べ
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くんば、自分一手でその危険な株を買占めるがよい。そしてその株と生死をと
もにする覚悟で努力すべきだ。」（171頁）（全集 6　384-385頁）
　また「ジャン・コクトオ」の中ではこうも言う。
  「ジャン・コクトオは言つてゐる。「若者は確實な株を買つてはいけない」と。
彼ほど危険な株ばかりを買ひつづけて、しかも破産せずに、二十五年間の文學
生活をつづけ、今日の自己を作り上げた文人も珍らしい。・・・」（全集 6　276頁）
　同趣旨のことが、「山は地の」（昭和三十九年、発表誌不詳）では、次のよう
に表現される。
  「若い人気歌手、坂本九君は＜上を向いて歩こう＞と歌い続ける。向上の心を
忘れずに毎日を生きて行こう、向上心こそは人生の第一義だという意味だと思
う。
　上を向いて歩いたのでは、足もとがるすになって、つまずいて倒れるかもし
れないが、倒れたらまた起きあがればよい。人生は長いのだ、それに何事にも
危険はともなう、足もとにばかり気をとられていたのでは、向上はあり得まい。
向上のない人生なぞ無意味だと知るべきだ。」（全集 7　758頁）

　有海久門詩集『人生を行く』の序。
  「有海君

　君が最初に詩を示した時、僕は思ふところあつて、「多く讀んで多く作り給
へ、それが君の勉强だ、それが詩の道の精進だ」と、君に告げたと記憶する。
　詩の道を問はれる時、僕の答は、常に必しも一つではない。ただ君に對して
は、多讀と多作をすすめた。
　早いもので、その日からもう五年になる。その間、君は實に熱心だつた。君
は多くを讀み、多くを作つた。
　君は時々、北海道の奧から飄々と出て來て、僕の門を叩いた。半日、或ひは
一日、語り終ると、また飄々として歸り去つた。
　　　北海道へ行つては見られまいから、今度は是非一度レヴュウを見て行き
給へ。」とすすめても、君は決して肯かなかつた。
　　　私は先生に逢ひに來たのです。お逢ひ出來ましたからこれで歸ります。」
その夜の汽車で、君は上野を發つて去る。
　この集に収められた三十五篇の詩は、最近五年間の君の作から、すべて僕が
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選んだものだ。君がその間に作り試みた全量の十分の一にも當るまい。
　打ち見たる所、この集に於ける君の姿は、詩に對する角度と共に變化が多く、
眞個の君は奈辺に伏在するか、にはかに判じ難い。けだし詩人が自己を見出す
までに、探求模索するあの不安な時期だ。
　君は今やうやくこの時期を脱しかけてゐる。アテネ人は業に遅い。君ももと
より速成の質ではあるまい。五年の歳月は君の詩にあつては、最初の一歩だ。
僕が期待する所も、君の第二、第三の集にある。君のひたむき心が、必ず詩を
貫く日のあることを僕は信ずる。さうして僕は待つ。

　有海君。
　前途は長い。
　さらばゆつくり急がう。　一九三四年端午［昭和九年六月十日、文藝汎論社
刊］」（全集 8　352-353頁）

　以下の北川幸比古詩集『草色の歌』序は、「若者よ急げ！　それは前途が長
いからだ」の意味を明確にする格好の用例と思われるので、その全文を引く。
  「詩集『草色の歌』の著者北川幸比古君は二十歳白面の靑年である。今春、谷
川徹三君の紹介状を持つて來訪した。谷川君の紹介状には、＜倅俊太郎の友人
で、やはり詩を書く靑年だが、本人の希望で紹介する。會つてやつて欲しい＞
とあつた。言葉も行儀も、育ちのよさを思はせる禮儀正しい大學生だつた。大
學ノート一巻の詩稿を示し、教を乞ひ度いと言つた。その日は、兄姉はあるが、
現在は母一人子一人の暮しだなぞと話して辭去した。
　明治の末年から大正年間にかけて、「文章倶樂部」「女子文壇」なぞを舞臺に、
その新鮮多感な文章で一世の靑春男女を魅了し去つた才媛、北川千代女史は父
方の伯母だとも語つた。
　託された詩稿『草色の歌』は、その後、閑を得るたび、ぽつりぽつりと讀ん
だ。おだやかだが、個性のはつきりした好もしい詩篇だつた。いたづらに頭で
つかちのイズムで詩をでつち上げようとせずに、心のままなリズムで詩を追ひ
かけてゐる勇氣に好感が持てた。
その後月餘にして、北川君は再來、先の詩稿に就いての僕の意見を求めた。＜
一應のものだ＞と、僕は答へた。＜版に上す價値があるか？＞と、君は問ふた。
＜君に一生詩を書き續ける熱情と勇氣があるなら版にし給へ＞と、僕は答へた。
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　詩集『草色の歌』が、世に出る一半の責任は即ち僕にある。所以を記して序
に代へる。
　若者よ、行け、君の新しい詩の道を。長い前途だ。
　　　　　　　　　　　　　一九五一年九月二日　葉山一色の仮寓にて
　　　　　　　　　　　　　［昭和二十六年十月一日、私家版］」（全集 8　363-

364頁）
　北川幸比古詩集『草色の歌』の序に現われるものは、わたしが気にかけてき
た「若者よ急げ！　それは前途が長いからだ」と、ほぼ同じトーンのフレーズ
と言えるのではないか。「梅村久門著『鎮魂花賦』序」［昭和五十四年十一月、
私家版］には先に引いた「有海君の処女詩集『人生を行く』序」が引用されて
いる（全集 8　408-409頁）。梅村久門とは有海久門と同一人。
　さて、「東一郎君／君の二

は た ち

十歳は僕の信念に裏書する。」と始められた岩佐東
一郎詩集『祭日』の序 13は、次のように展開する。
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13 わたしは、この堀口大學の岩佐東一郎の第二詩集に寄せた序を読むと、堀口大學が
紹介しているヴィクトル・ユゴーのヴェルレーヌの処女詩集『土星びとの歌』（土星
の子の歌）に対する手紙の文面を想起する。「「僕の日没が君の夜明けに敬礼す
る。・・・・・行け若者よ、芸術の道は無窮だ、そしてこの暗黒な大世界における君
こそは光明だ」と、ほめそやしたユゴーの讃辞は、大袈裟すぎて眉つばものの感じを
与えたかもしれないが、・・・」（堀口［1950//1973］256-257頁）同じ文面が堀口大學
唯一の研究書『ヴェルレーヌ研究』の中では、こういう形で紹介されている。「「—同
僚よ、君は詩人だから僕の同僚だ、そして同僚であることは兄弟のやうなものだ。僕
の日没が君の黎明に禮す。君は思念の十字架の山をいま登り始めるのだが、僕は注意
ぶかい眼で君の登山をまもってゐる。僕の下りが君の登りに敬禮する。行け、若人
よ。芸術は無窮である。この暗黒なる大世界にあつて君は光明である。僕は詩人であ
る君の両手を握る。　V・H・」と云つた調子の出鱈目なおちやらつぽこを雄辯に書
き連ねて、ヴェルレエヌに送つたのであらうと思はれる。何故ならば、ユウゴオは彼
に詩集を寄贈する後進者には何時も同じやうな讃辞に満ちたおざなりを云ふ習慣を持
つてゐたからである。然し『土星びとの歌』の出版當時に、果して大ユウゴオがこの
無名詩人の第一集を一讀して呉れたかどうかは實に怪しいものである。」（全集 5　
63-64頁）別の機会（昭和二十二年六月『十二人の肖像画』雄鶏社刊）にも、堀口大
學は、次のように書いている。「また、詩集を受取ると、大ユウゴオはゲルヌセイの
島から、早速書いてよこした、「—同僚よ、君は詩人だから僕にとつての同僚だ、そ
して同僚だといふ事は、また兄弟のやうなものだ。僕の日没が君の朝あけに一禮す
る。君は思念の十字架の山をいま登り始めるのだが、僕はいま其所から下りて来た。
僕は注意深い眼で君の登山を見まもつてゐる。僕の下りが、君の登りに敬禮する。行
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  「東一郎君
　君は最初に僕の前に現はれた若い琴尾鳥の一羽であつた。數年前の事である。
君が二八 14の日の事である。僕はその頃ブラジルに居た 15。鈴木龍一が僕に君
のことを語つた。君は君の詩を送つて僕に示した。僕はすなほな溫良な君の人
となりを愛した。僕は君のうちに明

あ

日
す

の詩人を見た。君は昨年第一詩集『ぷろ
むなあど』16一卷をわれ等に與へて多くの約束に署名した。君は今また矢繼早
にこの第二詩集『祭日』をわれ等の爲に梓に上して先の『ぷろむなあど』の約
束の一部を果さうとする。若者は急ぐ。前

さ

途
き

が長いからだ、

東一郎君
君の二

は た ち

十歳は僕の信念に裏書する。
一九二四年六月　ぶかれすとにて」（全集 8　349-350頁）
　この『祭日』は「大正十四年三月十五日、泰文社刊」。本節冒頭でわたしは、
堀口大學の第一随想集『季節と詩心』所載の「望翠楼雜記」中の「若者は急ぐ。
／前途が長いからだ。」を堀口大學による同フレーズの最初の使用例だと言っ
た。が、この岩佐東一郎の第二詩集の「序」の使用例がそれよりもさらに若干
早い使用例と言うべきである。前者が、多年に亘る外国生活を切り上げて帰国
しての最初期のエッセイ中のものであったのに対し、この場合は、まだ帰国す
る前のルーマニヤはブカレストでの使用である。これが最初の用例と言えるか
も知れない。ここには、「一人は山に登つた。・・・」は付いていない。「望翠楼
雜記」の各エピソードが独立性を持つと考える一つの根拠になるだろう。だが、
「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」という命令口調は現れない。「詩の
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 け、若者よ、芸術の道は無窮である、この暗黒なる大世界に於ける君は光明だ。僕は
詩人なる君の両手を握る。V・H」。・・・・・」（全集 7　444頁）　直ぐに見るように、
堀口大學自身も、「若者はおだてて育てる」を信条としていることが明らかであるこ
とに照らしても、わたしの想像が正鵠を得ていないこともないのではと思われる。

14 これは「二十八」と読むべきではない。二×八＝十六。
15 堀口大學は外交官の父などと 1918年から 1923年の 5年間、ブラジルはリオデジャ
ネイロに滞在する。その後、1925年 3月に帰国するまでは、ルーマニアのブカレスト
に滞在。

16 岩佐［1925］序では、書名も二重カギ括弧ではなく、引用文と同じく、通常のカギ
括弧が用いられている。
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道」などに志す若者は、自分のような個人的な事情を抱えていない場合でも、
つい「急いでしまう者」である、との認識が堀口大學にはあるようだ。これま
で見てきた、同フレーズの微妙なヴァリアントは、そうした若者に対しては適
度にブレーキをかけるべきか、との老人の教育的配慮が込められた結果と言い
得るのではないか。
　堀口大學の次のような言葉にも注目しておこう。堀口［1972］、堀口大學晩
年の随想集『捨菜籠』中の「青春の詩情」の一節である。
  「おだては一種の教育法だと、僕は思っている。これによって初心者に自信を
与えるのだ。詩が学びたいと言って来る若い人たちに、僕は何度かこれを応用
した。そして成功したと信じている。詩は長い一生の道だ。飽きずに続けるこ
とが大切だ。それには自信を持たせることだ。自分に天分ありと信じさせるこ
とだ。多少ともよい所があったら、そこを拡大して認めてやることだ。
　この僕の星野恒二先生（堀口大學の小学校の先生：筆者註）流のおだて教育
法は、多くの場合成功した。ただ幾つかの派手な失敗もなくはなかった。無反
省に思いあがる質の対手には、大変なことになってしまう。いきなり自分を大
天才かなぞのように信じて、思いあがるからもう駄目だ。・・・」（全集 6　502

頁）
　そして、岩佐東一郎の第二詩集『祭日』序のそのフレーズに目を留めて書か
れたのが、「詩は一生の長い道」を副題とする、大部の堀口大學の（前半生の）
伝記の作者にして、堀口大學全集の発行者でもある小沢書店の長谷川郁夫氏に
よる、長谷川［2009］の次の一節である。
  「十四年［大正］三月に出版される予定の岩佐東一郎の第二詩集「祭日」（泰
文社）のために序文を書き送ったのは、帰国の準備に追われる年末のことで
あったかと推定される。この短文には、なぜか、堀口さんには珍しく苛立った
様子が感じられるのである。・・・＜中略＞・・・「君は最初に僕の前に現はれ
た若い琴尾鳥の一羽であつた」として、堀口さんは、いささか屈折した表現で
二十歳の門下生第一号の新詩集出版を祝福した。
「若者は急ぐ。前

さ

途
き

が長いからだ」という、気の利いた一句を添えて。」（長谷
川［2009］374頁）
　長谷川郁夫氏は、わたしが気に掛けている「若者は急ぐ。前途が長いから
だ」というフレーズを「気の利いた一句」と評している。この長谷川氏の「い
ささか屈折した表現」には、若く、急いでいるかの岩佐東一郎氏に対する、師

－425－



伊丹末雄と堀口大學（金沢） （25）

である堀口大學の「ブレーキ」の思いが込められているのかも知れない。

　結局、わたしは、懸案のフレーズ「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」
を、全集の中から回収することが出来なかった。そして、同じく全集の中に必
死に眼を凝らして探していた伊丹末雄先生の名前の方である。堀口大學全集の
中には、伊丹末雄先生の名前は、僅かにただ一カ所に二回だけ登場する、その
ことがとにかく確認された。日記や書簡を含まない全集であるから当然と言え
ば当然かも知れないが、それでも、しっかりとその名前が出てきたことは、重
要であろう。以下に見る通り、堀口大學にとって伊丹末雄先生は「髙田在住の
万葉学者、伊丹末雄君」である。堀口大學の門人第 1号の岩佐東一郎氏は、
1905年日本橋生まれ。同じく堀口門下の城左門氏が、1904年生まれ。門人にし
て堀口大學の年譜作成者としても名高い平田文也氏は 1926年生まれ。伊丹末
雄先生は、はたして何年のお生まれなのだろう。
　「序にかえて秋雨さんを語る（木村秋雨著『越後文芸史話』）」［昭和五十年六
月、北越出版刊］の記述である。
  「現に終戦後の五年間、高田に住み、親しく秋雨さんと交際していた僕までが、
先日、これも 高田在住の万葉学者、伊丹末雄君 から、電話で、秋雨さんの最
初の著作が、ようやく出版されることになったから、何か、序文のようなもの
と、題

だい

簽
せん

の文字を書くようにと頼まれた時も、まさか、今度が初の著作だなん
て、そんなことがと、耳を疑ったものだった。
　僕の高田暮しは、昭和二十一年十一月から二十五年六月までだから、親しく
僕が交際っていた当時、明治三十九年生れの秋雨さんは、僕より十四年の歳下、
まだ四十そこそこの年齢だったはずなのに、すでに五十三歳にもなっていた僕
の目に、年長者に見えていたのだから、これも亦驚きだが、僧形に頭をまるめ、
前歯の欠け落ちたままの口を大きくあいて、呵々大笑される枯淡な風姿は、ど
う見ても、五十の峠はとっくに越えた、風流老人のおもかげだった。
　その秋雨さんも、今年は古稀になられたはずだ。
　僕の髙田ぐらしを、せめても堪えられるものにしてくれた数人があるが、秋
雨さんもその中のおひとり、風土や文化やその他について、氏から僕は多くの
教示を受けた。それやこれやの事があるので、 伊丹君 の電話での要請には、素
直に応じる気になり、一も二もなく引き受けてしまったが、・・・昭和五十年二
月十一日、葉山にて」（全集 8　395-396頁）
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　堀口大學が高田を離れたのが昭和 25年（1950）だから、この序を書いた昭
和 50年（1975）までに既に四半世紀の歲月が流れている。そして伊丹先生は、
堀口大學との間に、電話をかけて、木村秋雨氏の著作に序文を書くよう依頼出
来る関係を築き上げ、維持していたことになる。その場合を除くと、堀口大學
の書くものの中に伊丹末雄先生が全く登場しないとはいえ、二人の間には、相
当に親密な交友関係があったと言うべきだろう。そうした伊丹末雄先生が、あ
る時堀口大學から「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」を聴取し、それを
昭和 41年（1966）、わたしが中学 3年生の時の国語の時間に語ったもののよう
である。わたしは堀口大學とは一面識もないが、堀口大學の著作を短期間にあ
れこれ読んだ立場よりすれば、その堀口大學の語り口が何となく想像できるよ
うに思われる。次節では、堀口大學によって「高田在住の万葉学者」と呼ばれ
る伊丹末雄先生に即して、その問題のフレーズを探索してみたい。

Ⅱ．万葉学者、伊丹末雄と堀口大學
　わたしにとって、伊丹末雄先生は、中学 3年生の時の国語の先生に過ぎない。
それ以上でもそれ以下でもない。中学校を卒業して、高校へ進学。そして高校
を卒業して大学へ通うために東京に生活圏を移してから今年ではや 46年にな
る。わたしが高田で過ごしたのは 19歳になる年の 3月までのほんの 19年間に
過ぎない。堀口大學を想起する時にだけ付随的に伊丹先生の名前と顔と、そし
て問題のフレーズを思い浮かべてきただけである。伊丹先生がいつ何処に生ま
れて、どのような生活を送ってきたか、今もご存命なのか否かなども、何一つ
意識したことがなかった。わたしの中では、あまり若やいだところのない、ま
じめでもったりとした話しぶりの先生が、変わりなく静かに生き続けてきただ
けのことだ。先生がどこの大学を出て、どのような勉強や研究を重ねてきたか
についても、まったくと言って考えたことがなかった。その姿も、中学校を卒
業してからは本当にただの一度も見かけなかった、いやはや。

　堀口大學全集を読み進める傍ら、伊丹先生については、いつものことながら、
インターネットで《伊丹末雄》を検索することからスタートした。そして程な
くして、伊丹先生が数多くの著作や論文を発表している研究者でもあり、著述
家でもあったことをまざまざと知ったのである。また、その過程で、次のよう
に始まる「伊丹末雄先生の思い出―「莫囂円隣」歌訓のことなど―」と題する
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実に興味深い文章に、接し得たのである。
  「わたくしは新潟県高田市（現上越市）の生まれ育ちで、その地にあった新潟
大学教育学部附属高田中学校に学んだ。そこで国語をご担当くださったのが、
伊丹末雄先生である。

　先生は、そのときすでに万葉集や実朝、良寛の研究者として世に知られてお
り、『実朝秀歌』（1957私家版）・『万葉集難訓考』（1970国書刊行会）・『万葉集
成立考』（1972国書刊行会 /増補 1988笠間書院）・『良寛：寂寥の人』（1994恒
文社）などの著書を相次いで出されたが、惜しむらくは平成 17年（2005）9月、
ご闘病の末に 79年の生涯を終えられた。」
　また、「そんな先生のお仕事がわかってくると、わたくしは先生から教科書
に載っている「国語」以外のお話をうかがいたくなり、授業中に先生ご自身の
「読書論」をお聞かせくださるようお願いした。」とか「またあるときは、こと
もあろうに「上代特殊仮名遣い」についてお話しくださるよう水を向けたこと
もあった。すると先生は、石塚龍麿、橋本進吉の研究を紹介された上で、ご自
身の「上代における特殊仮名遣と発音」というご発表（『万葉集難訓考』付録）
の内容を噛み砕いてご説明になり、それによってわれわれ生徒は、はじめて国
語学や国文学のような人文分野の研究に一生を捧げた人がいることを知ったの
である。」などともある。早熟な中学生と言う他ないこの著者は現早稲田大学
教授、上野和昭氏。上野氏が書かれたこのエッセイ、上野［2006］を読むこと
から、わたしの伊丹末雄捜しは始まったと言えるのである。早稲田大学で「国
語学」の専門家として教鞭を執る著者の上野氏はどうやら中学ではわたしの二
年後輩に当たるらしい。つまり、わたしが中学 3年生で伊丹先生の国語の授業
を受けた時、上野氏は中学 1年生。このエッセイよりする限り、上野氏は、伊
丹先生の高度な（？）国語の授業ぶりや授業内容を含めて、伊丹先生について
驚くほどに詳細鮮明に語っておられる。恥ずかしながらわたしの場合はお粗末
この上ない、ただ先生の風貌と語り口、例の堀口大學の言葉しか記憶にないの
である。遅まきながら、わたしは直ちに伊丹末雄先生の著作を求め、そして入
手出来たものを片っ端から読み始めた次第。現段階では、伊丹先生の書かれた
ものを含む、単行本として刊行された十数冊は、ガリ版刷り（孔版印刷）の私
家版を含め、ほぼすべてを手許で読むことが出来る。専門の万葉集や源実朝、
余技と言うべき良寛、越後や高田の文化、高名な詩人・歌人・書家・芸術家の
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堀口大學、會津八一や吉野秀雄などなどに関するものだが、驚くほどに多彩で
あり、批判的精神に満ちた興味深い著作ばかり。そのほとんどは、わたしが中
学を卒業して以降の刊行物である。

　堀口大學の場合と同様、伊丹末雄先生（1926～ 2005）の略年譜を作成して
おこう。

《伊丹末雄略年譜》
大正 15年（1926） 新潟県白根市に生まれる。
昭和 22年（1947） 新潟第二師範学校（高田）卒業後、郷里の白根小、白根中
学校に勤務（昭和 24年度の一年間は、塩野町中学校に 17）。

昭和 23年（1948） 秋、白根中学校を来訪した堀口大學に会う。
昭和 41年（1966） 新潟大学教育学部附属高田中学校に勤務 18。高田市（昭和

46年に直江津市と合併して上越市となる）に移り住む 19。
昭和 63年（1988） 春、大阪青山短期大学教授を退職 20。
平成 17年（2005） 9月、死去。享年 79歳。

　伊丹先生の経歴に関しては不明の点が少なからずある。著作の奥付近くに印
刷された著者のプロフィールを頼りとする他なかった結果である。特にわたし
が高校に入学した昭和 42年（1967）以降、大阪青山短期大学教授を退職され
るまでの履歴を正しく知りたいところだが、取りあえずはこれで事足りると考
えて済ました。わたしが入手参照出来た伊丹文献は、本攷末尾の【略号・参考
文献】を見られたい。そこからだけでも、一地方の小・中学校の国語の先生と
してスタートした伊丹先生が、実は、立派な成果をあげた立派な「万葉学者」
であったことが容易に想像出来るのではないか。併せて伊丹先生は新潟県ゆか
りの良寛の歌と書の専門家でもあり、さらに新潟という一地方に栄えた地方文
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17 伊丹［2011］207頁参照。
18 後で論ずるが、伊丹末雄先生が、附属高田中学校にいつまで勤務されたかは結局不
明である。伊丹［1970］には「新潟大学教育学部付属高田中学校教諭」、伊丹［1973］
には「新潟県上越市立戸野目小学校教諭」と記載されている。

19 伊丹［2011］23頁参照。
20 伊丹［2000］194頁付記参照。
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化の広範にわたる専門家であり、新潟という一地方に関わりを持つ一流の文化
人たちと親密な交流を持った重要な時代の証人でもあったということらしい。
　伊丹［1974a］の「万葉集読解の夢はたす」の冒頭には、「私は昭和十六年春、
数え年十六をもって、万葉集のまだ読めない歌、いわゆる難訓歌を読むための、
とてつもなく、むずかしい研究を志した。」（194頁）とある。また、同書の
「昭和四十九年八月十五日」との日付を持つ「序」には、「思えば、自分が少年
の身をもって、わが国の代表的古典たる万葉集の研究を志してから、すでに三
十余年の歲月が流れ過ぎてしまった。」とある。
　わたしが伊丹先生から国語を教わったことが確実な年代は、わたしが中学 3

年生の時であるから、1966年（昭和 41年）。したがって、その時の先生は 40

歳ということになる。
　伊丹先生の遺稿集、伊丹［2011］所載の「歌人・会津八一の誕生―失恋と引
き換えられたもの―」は、次のように始まっている。
「かつて私は、まだ若かった会津八一が、松樹にまつわりつく猿（三匹ぐらい）
の俳画を描き、俳句を一句したためながら、「鹿鳴道人」と署名した、小じん
まりした作品を所有していた。それは昭和四十一年に上越市高田に移り住んで、
まもなく入手したもので、明らかに八一の有恒学舎勤務時代の画賛物であっ
た。」（23頁）
　堀口大學全集 9には、「高田の記」（昭和二十二年十一月「小説新潮」第一巻
第三號）が収録されている。
  「高田へは昨年十一月移つて來ました。
　高田は森の町、そしてひなびた雁木の町です。城左門君は一緖に市内を步き
ながら、
　　　まるで村ですね。農村ですね！どこを見ても市なんかではありませんよ、
こりやあ！」と言つてゐましたが、市の中央部のほんの僅な部分をのけたら、
この言葉は當つてゐるやうです。何しろ私の家の近所にも（そしてここは市の
中心に近い住宅區域ですが）百年も前に葺いたままの藁屋根の家が幾軒もある
ほどですから。城址のお濠が昔のままに殘つて蘆と蓮の王領になつてゐたり、
百年來三萬の人口に增減がなかつたり、昔ながらのことを繰りかへして、昔な
がらの人々が、靜かに住みつづけて來たこの靜かな、村のやうな市で、僕も靜
かに暮してゐます。町はづれのひなびたあたりを散步したり、道具屋をあさつ
たり、町竝みも、人も、自分も雪に埋れるのを待ちながら。（二二・九・二

－420－
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○）」（396頁）

　伊丹［2000］所載の「堀口大学先生追慕―東郷先生 21に及ぶ―」の中の
「思えば私が堀口大学先生に初めてお目にかかったのは、確か一九四八年の秋
だった。当時、私は郷里、新潟県白根市の中心部にあった白根中学校に、最も
年少の教員として勤めていた。戦争直後の窮乏と混乱の中に新しい学制が実施
されたのが四七年度からだから、生まれて二年目の学校だったわけだし、自分
もまた教員生活二年目でしかなかったのだが、校舎こそ借り物のオンボロ木造
だったものの、自由な精神の横溢した、実に楽しい職場であった。」（199頁）
に注目したい。伊丹［2000］所載の「堀口大学先生の思い出」の、以下の一節
と見事に呼応する。
  「私が先生に初めてお目にかかれたのは、確か昭和二十三年の秋だった。当時、
私は郷里、新潟県白根市 22の中心部にあった白根中学校に、最も年少の教員

－419－

21 「東郷先生」とは良寛研究者の東郷豊治氏のこと。伊丹先生の、新潟第二師範学校
（高田）時代の文字通りの師、校歌作詞のために白根中学校を来訪した高田在住の堀
口大學とは友人関係であり、この折も同道している。伊丹先生は、このエッセイの中
で、「世人が今に至るもなお充分認識してくれないのを遺憾とするのであるが、堀口
先生こそ昭和時代きっての良寛マニアでいらっしゃった。ところが、良寛思慕におい
て堀口先生におくれをとるはずがない東郷先生が堀口家にほど近く住んでいられたの
だから、たまったものではない。互いに良寛に関して両三度行き来しない日とてな
かったという。まるでゲーテとシラーを想起したくなる、その親密な交友ぶりは、東
郷先生のご労作『良寛全集』のための堀口先生の序によって偲ぶことができる。つま
り、堀口先生が遠出されるからには東郷先生もまた同行されるわけで、ましてや白根
はすでに良寛の行動範囲であるうえ、国上に良寛ゆかりの諸家を訪ねて遺墨を見た
い、との目的もおもちだったようだから、グルにならない道理がない。まるで影の形
に添うがごとく東郷先生もお見えになったのである。」（200-201頁）

22 本攷で語られる伊丹末雄先生であるが、先生が高田の人ではなく、高田に住む者に
とっては遙か北方の白根市の人である点が重要であるように、わたしには思えて仕方
なかった。新井市に生まれ、わたしと同じ高田高校に通った劇作家の清水邦夫の小説
「月潟鎌を買いにいく旅」をこのほど偶々読んだが、その中に、「凧揚げで有名な白根
市をごぞんじでしょう。月潟鎌の月潟村とは川をはさんでとなりあっていますが、あ
の周辺にはいい風が吹くんですヮ。いい風の吹くところには悪い人間は育たない。た
べものだってなんだってそうだ。いい風の吹くところにはいいものができる、うどん
だって鎌だって女だってそうなんです」（清水［1993］57頁）を目にして、わたしは
伊丹先生を思い浮かべた。
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として務めていた。敗戦直後の窮乏と混乱の中に新しい学制が実施されたのが
二十二年度からだから、生まれて二年目の学校だったわけだし、自分もまた教
員生活二年目でしかなかったゆえ、校舎こそ借り物オンボロ木造だったけれど
も、自由な精神の横溢した、実に楽しい職場であった。」（219頁）
　伊丹先生が堀口大學に出会ったのは昭和 23年（1948）、中学校の教員に成り
立ての先生、若干 22歳の時である。堀口大學の方は 56歳、既に昭和 21年
（1946）に妙高関川から高田に移住していた。その同じ文章の後続箇所には、
本攷に直接関わる以下のような重要な件りがあるので、長くなるが、引く。
  「ご来校のみぎり、片桐校長が、私を「万葉集」を勉強している教員として紹
介してくれたらしいのだが、それはそれとして、堀口先生は私が机上においた
九谷の古い皿にお目を留められ、いまどき古陶磁を楽しむ若者など真に珍しい、
と話しかけられ、ぜひ自宅へ遊びに来るよう招いてくださった。
　それにしても、相手は天下著名の詩人でいらっしゃるのに、自分は白面の一
青年にすぎない。当然、儀礼的におっしゃったのであろう、と解し、ただその
ご好意を謝していたところ、二、三か月もたったころか、堀口先生から速達便
（？）の催促状が届いた。あれ以来、首を長くしてお待ちしているのに、いっ
こう、おいでくださるようすがない。いつになったらご来宅いただけるのか、
といった意味の文面に、驚いたり喜んだりし、さっそく恐る恐る南城町のお屋
敷へ参上したことであった23  。以後、先生は青二才の私を厚遇され、終生変わ
るところがなかった。まことに、ありがたい限りである。
　すでに「万葉集」を学んでいたといったところで、私はほとんど独学に近い
人間で、いちはやく佐佐木信綱・山田孝雄・新村出・武田祐吉・折口信夫・斎
藤茂吉・会津八一・沢潟久孝・久松潜一といった方々からお便りはもらってい
たものの、そのころまでに、じかにお会いしていたのは、まだ佐佐木・会津の
両先生ぐらいのものだったのでなかろうか。したがって、堀口先生の知遇を得
たことで、どれだけ田舎に住んで孤独だった若者の心が慰め励まされたかは、
余人に察してもらえるはずのない程度のものであった。誇張でもなんでもなく、

－418－

23 伊丹先生が堀口大學の速達によって「さっそく」「参上した」「南城町のお屋敷」は
高田市（現在の上越市）に在り、当時伊丹先生が住まいされていたのは新潟県の北の
方、白根市であることを忘れるべきではない。相当な長旅を強いられたはずである。
堀口大學は高田住まいで人との文化的交流に餓えていたせいだろうか。
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先生をはじめとする諸先達の保護と激励がなかったとしたら、私みたいな境遇
の者が「万葉集」の研究を抛たずに暮らしたか否か、はなはだもって疑問であ
り、なかんずく堀口先生の恩恵は大きい。書き送ってくださった二行詩 24が
今なお手もとに保存されている。
　　　若者よ急げ！
　　　それは前途が長いからだ
　高田の邸宅へお伺いした思い出だけでも、いろいろある。玄関に入ると、そ
こに「嵐窓記」という良寛の筆跡が額に入れられていた。これのみならず、良
寛の作品を見せていただけることも訪問の楽しみの一つだったのである。
　いつだったろう、話がはずみすぎて夜がふけ、翌日にくい込んでしまったの
で、さすがに恐縮して退出しかけると、「あなたはもうおやすみですか。私は
これから二、三時間、書きものです」とおっしゃられたのには、いまさらなが
ら先生のご精励ぶりに驚嘆するとともに、自分がいかに貴重なお仕事の時間を
奪ったかについて後悔させられた。先生は実に努力の人であったのである。堀
口家に出入をゆるされて、まもなく、出されたご本の数をお伺いしてみたとこ
ろ、あっさり「確か百二十六冊に達しました」と答えられるのには、あきれざ
るをえなかったのを覚えている。ご生涯の終わった今、そもそも、どれだけの
冊数に及んでいるものであろう。おそらく三百冊を下らないのではないか。
「私など格別、基盤や背景をもたず、ただ、がんばるしか方法をもちません」
と何度か語られた。独学の若者に、道の険しさを教えられたのであったと考え
られる。努力のたいせつさこそ、先生に学んだ最大のものであった。」（221-

222頁）
　いかが。伊丹先生の書かれたものの中に、ややあっけないことに、わたしが
50年前に中学 3年生で、国語の時間に堀口大學のものとして教わったとわた
しが記憶する、問題のフレーズが、そっくりそのままの形で登場するのである。
しかも、そのフレーズの意味に対する伊丹先生の解説までもが記されていると

－417－

24 堀口大學がその「二行詩」を伊丹先生に書き送った年代は不明である。いずれにし
ても伊丹先生が堀口大學と出会った 1948年以降のことであるから、前節で確認した
門人第 1号の岩佐東一郎氏の第二詩集『祭日』の序の 1925年より遙かに後のことで
ある。堀口大學は対する若者に応じて教育的配慮から、そのお気に入りのフレーズ
「若者は急ぐ。／前途が長いからだ」を、変化をつけて用いたと思われる。
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考えられるのである。う～む。はたしてこうしたことまで含めて 50年前、伊
丹先生は国語の授業中に話をされたのかどうか。
　伊丹［1974b］の「良寛を慕った人々」の中には、以下の文章がある。
  「私は昭和十六年春、高田師範学校に入学させてもらいましたから、さっそく
東郷先生に接することができたわけでありますが、運悪く、授業を受けたこと
はいくらもありませんでした。まれに教えてくださったのは良寛和尚に関する
もので、「自然」「法爾」という、良寛が字を書いた墓に対するご感想などをぼ
んやり覚えています。いかにも飄々とした風貌の持ち主で、まさか後年、名著
『良寛』や『良寛全集』を完成される方とは思いませんでした。」（293-294頁）
　これは、伊丹［2000］の「教員落第者の詭弁」中の以下の記述と対応するも
のと思う。
  「正真正銘の恩師でいらっしゃりながら、実は私の受けたご授業はただの二時
間に過ぎなかった。しかも、うち一時間は専ら良寛を語られ、他の一時間は岩
波文庫を読めと諭されたのだから、客観的には雑談を承っただけとなろう。先
生はいつも小首をかしげ、「マ」と発音してから話し出されるのが癖で、「マ、
良寛さまの字はすばらしいものですワ」というふうに語られるのであった。見
てきた二基の墓に刻まれている「自然」「法尓」の文字がいかなるものであっ
たかを伝えられるお顔に、ただ、うっとり見入った記憶がある。ともすると私
は、東郷先生ならぬ良寛その人に対していたのかもしれない、そんな気さえす
る、ひとときであった。」（196頁）

　伊丹［2000］には、堀口大學と良寛の関係について伊丹先生による貴重な証
言が見られる。
  「・・・されば、先生ははなはだ、かかりやすい体質をもって発病、重態にお
ちいられた由緒正しい良寛病患者で、仮病をつかう、いいかげんな野次馬連中
と類を異にされている。
　しかり、堀口先生は詩人にふさわしい純粋さをもって良寛を思慕された希有
の人物で、他になんの野望もおもちでなかったから、安心して対応することが
できた。和尚を利用して僅かな地位や名声をせしめようとか、なにがしの利益
にありつこうとか、もくろむ多くの卑しい手合いとは似ても似つかぬその高風
を、いかに伝えたらいいものか。私はただ自らの文才の乏しさを恨むほかない。
もしそれ疑いをさしはさむ読者あらば、『堀口大学全集』について、つぶさに

－416－
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調べられよ。流麗な詩文を蚕のごとく自在に生み出すことのできた先生にして、
良寛を題材とした作品がそも、いかばかり、のこされたか。むしろ、そうした
類のものを捜し出す困難をかこつのがオチであろう。つまり、先生は良寛をそ
のご心中深く、しっかり抱きしめて生きた、真の思慕者だったのである。」
（202-203頁）
　また伊丹先生はこうも言われる。
  「実際、海外生活の長かった堀口先生の日本語は、ツバが玉と変わるかと疑い
たい美しさに溢れ、しかも暖かく人の心にしみ入った。私はいつもウットリと
聞き惚れるほかなかったのだが、あるとき先生が、「良寛禅師奇話」中の、良
寛の読経の声が人々の心耳に響き、ただちに信をおこさせるほどのものであっ
た、との一項 25に触れながら、「詩もまた、かくのごとく読者の胸にしみとお
る力をもたねばならない」と語られたことがあって、にぶい私も、道元以来の
「愛語」の教えが良寛を経由して先生に脈々と伝わっている事実を覚らされた
のである。「努力だけが自分の身上」と夜も昼もなく勉強された堀口先生のこ
ととて、生来の才能にさらに多くのものを加えられた成果だったのであろう。」
（203-204頁）
　そして伊丹先生は、そのエッセイを以下の文章で結んでいるのである。
  「運命の糸に繰られて、私は二十数年来、かつて堀口大学・東郷豊治先生が良
寛を慕いながら住まわれた上越市高田に居住している。そうして、ときおり、
東郷先生が教え、私の学んだ新潟第二師範学校の跡地の、今は上越教育大学の
一部と変身しているさまを眺め、また堀口邸がとりこわされ、ただの草地と変
わってしまった一角にたたずむ。東郷先生もまた二百メートルばかりを距てて
暮していらっしゃった。しかし、往時の若者は髪に白きものを加え、足を引き
ずり、ただそれだけの道を歩きなずむのである。人生のこと、かくのごとし。
それにしても、両先生のみならず、名だたる良寛敬仰者の多数に親しく接しえ
た自分の幸せは、いかに顧み味わっても、なお味わいきれないものがある。」
（205頁）

　伊丹先生の生きる姿勢の中に、若年時に堀口大學より受けた問題のフレーズ
がどのように反映したかを伺う文献資料には事欠かない。伊丹［1974a］「暴言

－415－

25 東郷［1959］下 522頁参照。
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一束」中に以下のような記述がある。重要なものである。
  「なにもイエスや道元に教えてもらわなくとも、求道者が貧しくなければなら
ないことは理の当然である。芸術を志す者もまた、まちがいなく求道者である
べきだとすれば、今のわが国に尊敬に値する芸術家の稀少である理由が充分う
なずけてくる。
　修行一途の道元とその弟子たちを、ちゃんと当時の人々が養った。良寛も周
囲の手厚い保護を受けて終わった。命がけで精進する人間を、世間が見殺しに
する道理がない。つまらぬ欲など抛って、まっすぐに自分を鍛え続けるならば、
いつのまにか、いい字（うまい字でなどない）の書ける人物になってしまって
いることに気づくに違いない。芸術とは、もと、そういうものであろうと私は
理解している。
　すべてを道にかけると、ことばで、なんとなく言えても、実践はむずかしい。
他に色目をつかわなくなるために、大きな犠牲を要することがしばしばである。
初めに悪口をたたいてみた富岡鉄斎にしても、嗣子・謙蔵に死なれ、自分の死
期をも知った晩年、八十歳以降の作品がすぐれたものとなった。つまり、人間
的にたえがたいほどの代償と引き換えに、いい書と画を成就したわけである。
（ここらで少しほめないと、まずかろう。）良寛にしても、出家のときから、た
て続けに犠牲を払わされている。曰く、父母への不孝。曰く、生家への不義理。
　代償。これが大事なのだ。およそ代償を支払わずに、みごとなものを手に入
れようと、たくらむ根性がゆるせない。
　　われは一切を失いて、僅かに一二の詩を得たる者。
　　いかんぞわが詩、空しくも尊きかなや 26。･････････
うろ覚えの堀口大学先生の詩旬（詩句？：筆者註）のとおりである。青春の歓
楽を棒に振っても、ぐらいの覚悟で精進しなくて、なんでいい字など世に残せ
るものか。

－414－

26 『人間の歌』所収の「岡崎清一郎君に」と題された詩の冒頭部、正しくは「我は一
切を失ひて／わづかに一二の詩を得たる者、／如何ぞわが詩／空しくも尊きかなや。」
（全集 1 187頁）このフレーズはやはり堀口大學のお気に入りのもののようで、濱谷
［1946］の中で、濱谷氏は「白雲牒」に記された「われは一さいを失つてわづかに／
一二の詩を得たる者／空しくも尊き哉やわが詩　堀口大學」を紹介している（56頁）
し、また濱谷［1998］には、堀口大學によるその墨書の写真が掲載されている（30
頁）。
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　若きがゆえに前途有為な読者各位よ、願わくは髪ふり乱して一筋の道を行
け。」（132頁）
　この過激な表題「暴言一束」を持つエッセイは、『にじみ』（新潟大学教育学
部特設課程書道科の雑誌）十九号（昭和四十九年三月）所載ということである
が、伊丹先生の人生観が率直に語られているものとして、注目すべきであろう。
堀口大學の言「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」の伊丹流の理解のほど
も明確に知れるように思う。そして、伊丹先生が、問題のフレーズ中の「前
途」を、「ぜんと」と読んでいたことも、この用例は示しているのではないか。
「わかものよいそげ、それはぜんとがながいからだ」。

　とまれ、以上で、本論攷が当初意図していた堀口大學の問題の箴言をめぐる
疑問の大半は解明された。わたしの 50年前の記憶は、基本的に完全に正し
かったと言える。問題のフレーズは、「なにがしかの目的をもつ若者は、とに
かく怠ることなく一生懸命努力すべし」という意味の、味わい深い箴言・格言
であった。以下には、足早に通り過ぎてきたかの本攷に多少の肉付けを行うべ
く、堀口大學が戦後間もなく高田に居住していた事情、そして当時堀口大學を
一つの核として展開していた高田の地方文化の実情をからめて、さらに多角的
に眺め、伊丹末雄先生、及び詩人堀口大學について理解を深めてみたいと考え
る。

　「万葉学者、伊丹末雄」と出しておきながらも、伊丹先生の万葉学者として
の側面についてはほとんど触れることがなかった。それは本攷の目的から大き
く逸脱することになると考えたからであるが、本節を閉じるにあたって、伊丹
先生の堀口大學の問題のフレーズを受け止めての人生態度とからめて少しだけ
触れておこう。わたしが入手し得た伊丹先生の著作のうちの最古のもの。伊丹
［1951］、『萬葉集第九番の歌の解讀研究　伊丹末雄』と題された 70頁ほどの小
冊子である。伊丹先生が若年志したのは、難訓をもって聞こえる「萬葉集巻第
一の九」、額田王作歌の「莫囂圓隣之大相七兄爪湯気吾瀬子之射立為兼五可新
何本」の訓読、解読である。それを踏まえての、吉野［1951//1970］の以下の
評言に耳を貸そう。
  「聞くところによると、伊丹君の問題の歌に対する第一説は、原字を四文字改
めて、
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　　三室戸の山見つつ行けわが背子がい立たせりけむ厳橿がもと

といふので、昭和二十四年五月、堀口大学氏が筆をとつて毎日新聞の新潟版に
紹介した 27ことがあるさうであるが、この第一説に較べて、このたびの第二
説が天地のへだたりをもつてすぐれてゐることはいまさら説明するまでもなか
らう。しかも、伊丹君は第一説を生みいだすまでにもすでに数年間の準備期を
もつてゐたわけで、君がわたしに寄せた私信によれば「勤務の寸暇をぬすみ、
眠るべき時間を割き」そして「若き日のほとんですべてをこの問題に費し」た
のであつた。
　ひるがへつて想ふ。事はわづか漢字十二文字をどうよんだらいいかといふだ
けの話であるにもかかはらず、これがために、伊丹君は青春の褪せるのも意に
介せずに勉励して悔いるところがなかつた。世上の小利口にして打算に汲々た
る徒輩からみれば、さだめし嗤うに堪へたる所業であるに違ひない。しかしな
がら、およそ文化とは、それがいかなる部面の文化であれ、忍苦して根本をつ
ちかふ一事をないがしろにして勃興するはずはあるまい。終戦後わが国は俄か
に文化をもつて国是ときめたよしで、文化々々と口先きに唱へるもろもろ朝野
にあふれ、実はいたづらに浮薄軽佻の風俗を煽りたててゐるにひとしく、早く
も文化の語それ自体不愉快なひびきをかもすといふ哀しむべき情況をさへ呈し
てゐるが、青年伊丹君の真摯な努力のごときこそ真に文化的なるものではなか
らうか。
　わたしは、自分が歌をよみ万葉集に関心が強いといふ理由ばかりで、伊丹君
を賞揚するのではない。また伊丹君が越後人であるといふ事実にのみすがつて
本紙にこの一文を書いたのでもない。もつともつと深く広く浸透し波及させね
ばならぬ文化的精神の問題の好個の一例として考へてもらはねばならぬのであ
る。」（685-686頁）
　この文章を書いているのは、歌人としても良寛研究者としても名高い吉野秀
雄である。吉野秀雄とは、例えばわたしたちの青春時代には誰でも一度ははま
り込んでしまったあの小林秀雄の魔術的なエッセイの一つ「真贋」の冒頭に登
場するあの御仁。結局、伊丹先生が万葉集のその難訓歌に対して与えられた読
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27 全集未収録。わたしは未見。
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みは「夕月の　光
かげ

踏みて立つ　わが夫子が　い立たせりけむ　厳橿がもと 28」
である。この読みに到達するための獅子奮迅の努力が、伊丹先生の 79年に亘
る生涯を決定したと言っても過言ではない。そして、運命のように出会って進
んで指導を仰いだ堀口大學の詩人としての人生を決定づけたのが、翻訳詩集
『月下の一群』であったというのも何かの縁だろうか。堀口大學は、後年、そ
の書名について次のように記している。
  「表題『月下の一群』の月下は、太陽の反対のもの、日陰の意味。詩人を日光
の当らない世界に生きるものと見ての暗喩だった。若い頃の僕は月に憑かれて
いた。」（全集 8　272頁）
  「どうしてさほどにまで月が好きだったのか？　母親ゆずりの生来病身の自分
には、強烈すぎて、太陽光は堪えがたかったのだと思う。月へのあこがれは、
言わば太陽からの逃避を意味していたようだ。」（全集 8　279頁）
　堀口大學の若者への接し方を見ていると、次のようなエピソードが注目され
る。弟子と言うべき詩人の河合紗己氏が没後に寄せた回顧文である。
  「八十歳を過ぎた頃から、「急ぎ給え」「僕をもっと利用し給えよ」などと、よ
く仰有るようになった。先生を利用するといっても、その方法が私には皆目見
當もつかない。五十二年の正月、葉山町の賀詞交換會に妻に付いてゆき、會場
に入ってふと氣がつくと、奧の名譽町民の席から、先生が手を上げて私におい
でおいでをされている。私がそこへ伺うと、ご自分の盃を空けたのへお酌をし
てくださりながら、「君は僕になんにも賴みに來ないな」と仰有った。詩集の
序を書いてやるのに、というご意向なのだ、と私は思った。」（河合［1986］8頁）
　ああ、伊丹先生は、出来る限り急いで、堀口大學先生他を立派に利用して人
生を全うしたのだな、と感慨もひとしおのものがある。高田に帰省した折に、
堀口大學の詩碑が建立されたと知らされ、一度その詩碑を見に行ったことがあ
る。馴染みの濠端の一画の詩碑の裏面に、幾人かの知った名前が刻まれている
のを見つけたが、その中に伊丹先生の名前も見出して懐かしく思ったことを覚
えている 29。
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28 伊丹［1970］35頁など参照。
29 本攷執筆中の 6月の初旬、堀口大學と同じ 89歳で逝った亡父の 3回忌法要のため
帰省したが、駆け足で詩碑と堀口大學の住居跡を見てきた。詩碑は、いつの間にか、
最初に建立された外濠西端から、より本丸寄りの東側の、濠端からやや離れた寛ぎの
スペースに移築されたようだ。青葉に囲まれてはいるが、風通しが悪くなった。が、
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　数ある伊丹先生のご著書のうちで、先生生前の最後の著作、堀口大學の手に
なる題簽「萬葉の香」が表紙に躍る、伊丹［2000］をわたしとしては何よりの
賜物と考え、何度も何度も読んだが、不自由な病身を託つ伊丹先生に代わって、
その著作の刊行に直接的に尽力した二名の発行人のうちの一人が、わたしが伊
丹先生に出会った翌年進学した新潟県立高田高等学校でわたしが編入された 1

年 7組のクラス担任にして国語の先生の町屋雅章先生であったことも、そのわ
たしの感慨にいっそうの拍車をかけることになった。ご自宅の書斎での伊丹先
生の近影に続いて置かれる、「平成十一年十一月三日　文化の日　伊丹末雄
（萬羽啓五代筆）」とある、その伊丹［2000］の「はしがき」の冒頭は以下のよ
うに始まっている。ほんとうに感無量である。これまで数多くの先生のご指導
を仰いできたが、極度の人見知りから、教場以外では、どの先生とも口をきい
たこともなく、先生の影響を受けたと言い得ることもない狷介至極なわたしで
あるが、中学 3年生の時の国語の先生である伊丹先生と高校 1年生の時の国語
の先生である町屋先生のお二人の名前とお顔だけはこの 50年間忘れたことが
ないのである。町屋先生から教わった中桐雅夫の名作「夏の遍歴」中の一節 30

と伊丹先生から教わった堀口大學の「若者よ急げ、それは前途が長いからだ」
は、非行動的で常に暗く停滞がちのわたしのしょぼくれた人生にあって、わた
しを辛うじて行動の方へと後押しする二つの力と言うべきものであった。
  「私は六年余前に脳梗塞という厄介な病気に見舞われ、字を書けなくなってし
まった。くやしくもどかしいけれども、すでに十何冊かの著作を公表できたの
であるし、これが自分の運命であろう、と諦め、文字と無縁の生活に耐えて過
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 近くの見晴らしの良い濠端には上越教育大名誉教授峯田敏郞氏作の清々しい「西風の
防波堤（ブロンズ像）」が。後者に関しては、旧国道 18号線沿いの見当をつけていた
辺りの木立に隠れるようにして「詩人　堀口大學・・・」と記された白い角柱状のモ
ニュメントが。

30 「・・・それをもこれをもというわけにはゆかないから、／すべてのことを理解し
ようとしてはいけない、／君のテントをちいさくせよ。／（おれの脇腹には夏の真昼
がある、／いまわのきわに投げつけるべき石がある）／このことを十分考えるつもり
なら、／そのことにもあのことにも耳を塞げ、／君は十種競技のチャンピオンではな
い。／（走れ、走れ、汗と埃に光る少年の脚で、／自転車をとばせ、夏の真中へ）／
あの問題にもこの問題にも意見があろう、／だが、君の人生はとくに短い、／この本
を読めばあの本は読めないことを知れ。／・・・」（中桐 [1971]95頁）中桐雅夫のこ
の詩については別途書きたい。
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ごしてきた。
　しかるに、思いがけずこの度、町屋雅章・石川満雄 31両氏のご尽力で、近
年のつたない文章のいくらかが佐藤和夫氏（北越出版）により単行本としてい
ただける運びとなった。まことに感謝にたえない。小著を普及させるためにご
協力くださった方々にも厚くお礼申しあげる。」
　伊丹先生のご著書のうちで、最後に手にしたものが、先生没後の、文字通り
の「遺稿集」、伊丹［2011］。新潟ゆかりの二人の文化人、會津八一と吉野秀雄
をめぐる著作。「序にかえて　伊丹末雄先生の思い出」を、やはり本節冒頭に
触れた上野［2006］の著者、早稲田大学教授の上野和昭氏が書いておられる。
上野［2011］がそれ。それは上野［2006］があったればこそ成立したものかも
知れないが、その両文より伺うに、上野氏は、いわば伊丹先生の弟子と言うべ
き人のようだ。伊丹［2011］の事実上の編纂者の萬羽啓吾氏は、上野氏のこと
を「その中学教師時代の教え子の一人」（245頁）と呼んでおられる。とすれ
ば、わたし自身も正真正銘、「その中学教師時代の教え子の一人」ということ
になる。上野氏は、わたしと同じく、新潟大学教育学部附属高田中学校で伊丹
先生に国語を教わり、卒業後はわたしと同じ新潟県立高田高等学校に進学した
人である。生年より判断するにわたしより二学年下、わたしには彼についての
記憶は皆無。上野氏は、「先生の授業は、その学識がそうさせるのであろう、
年端もゆかない中学生に教えるにしてはずいぶん内容の濃いところがあった。
たとえば、鷗外の芸術性をたたえて、漱石の高踏的なところを批判し、茂吉を
人麻呂と並称して、啄木の思いあがりをなじったりなさった。本居宣長を「宣
長先生」と敬い、良寛和尚を「良寛さん」となつかしそうにお呼びになったの
を昨日のように思い出す。」（ii頁）と伝えている。驚くばかりだ。また「中学
卒業後も、わたくしは寺町の浄興寺にほど近い先生のお宅をいくたびかお訪ね
した。」とも「わたくしは、せっかく先生の指導を受けながら、力およばず先
生のように国文学の方面へ進むことができなかった。」（iii頁）とも記してお
られる。次節では、こうした伊丹先生とその父親ほども年長の詩人堀口大學の
長年の交流の背景にあった「高田の堀口大學」、いや「高田の堀口党」につい
て少しく考えてみたい。
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 31 伊丹先生の記述（はしがき）の中には「石川満雄」と出て来るが、編集後記には
「石川満裕（満祐の誤植）」（252頁）とある。真相は不明である。
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Ⅲ．詩碑「高田に残す」の建立と「高田の堀口党」
　伊丹［2000］所収の「堀口大学先生の思い出」の中には、次のような一節も
ある。
  「白根はもちろん、近年住まわせてもらってきた高田こそ堀口先生のかつての
居住地とて、先生をなつかしむ人々が今なお、たくさんいて、うれしい。現に、
先生の米寿を祝った会、文化勲章を祝った会でも、参会者の一画を高田勢で占
めていたほどであった。そうした町へ十余年前、白根から移り住んだ私もまた、
いつのまにか高田の堀口党に加入できたことを喜ぶ。そうした高田の人々に対
し、先生もまた最後まで親愛の情を尽くされた。昨年の詩碑建設も、あるいは
遅きに失したものだったのかもしれない。」（227頁）
　本節では、この「高田の堀口党」と「詩碑建設」に注目したい。
　詩碑「高田に残す」32の裏面には、以下のような名前が列挙されている。設
計施工の金城承吉氏はともかくとして、以下に掲げるその他の 26名が、実質
的に、詩碑建立のための資金集めに寄与した人物であろう。伊丹先生の言う
「高田の堀口党」をうかがう資料の一つかと考える。

宮越光昭　植木公　加藤良作 33　石黒愛規　近藤孝吉　伊丹末雄　大嶋一郎　
池田昇一　来海正元　宮沢雄敏　田中靜枝　登戸美代治　栗原浩　水野喜代　
工藤聦　吉田節子　笹原信二　掛川俊一　丸山喜平　金沢憲郎　木村秋雨　
春山他石　安田亨
（世話人）青山みす　渡部義郎　斎藤三郎

　この詩碑裏面の記載より知れることは、次のようなことであろう。青山みす、
渡部義郎、斎藤三郎の三名が「世話人」となって、資金集めに奔走した結果、
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32 「高田に残す」の詩碑の写真が、最終刊配本（別巻を除く）の『全集 9 月報 12』に
掲載されている。これは、現在の場所に移転する前の、最初に建立された時のもので
ある。

33 下線を付した宮越光昭氏は高田の本町通りに店を構える和菓子舗大杉屋惣兵衛の主
人、植木公氏は詩碑建立時の市長、加藤良作氏はやはり堀口大學全集に名前は出てこ
ないものの、堀口大學も懇意にしていたと言われる骨董商。その「遊心堂」は、現在
も本町通りに店を構えているはずである。宮越氏は齋藤［1998］に「窯焚き」を寄稿
している。
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合計 26名の賛同者を得て、詩碑建立が可能となったということである。
　堀口大學は「年頭高田を思う」（1962年）の中で、水野霞雪（子）（俳人）、
その喜代夫人、来住麦芽（子）（俳人）、陶匠斎藤三郎君、樫野助役、小山直嗣
君（ジャーナリスト）、川澄市長、他石宗匠（春山他石：俳人）、戸張さん（戸
張幸男：塑像家）、故森成医師（森成麟造：夏目漱石の主治医）、真保彊先生
（歯科医）に触れている 34。また、「年末高田を思う」（1963年）の中では、
「終戦の翌年から、あしかけ五年の長きにわたる、あの困難な時代に、直接な
んの実益もない言わば荷厄介な、老人と病婦と頑是ない幼児ふたりの一家に、
事欠かさぬ衣と食と住を惜みなくわかち賜った、大恩ある土地だもの、よしや
今、去って十年の歳月は過ぎたとは言え、残る思いのないわけがなんであろう
ぞ 35。」（全集 7　752頁）と言う 36。そして、続けて、以下のような記述を残
している。
  「そんな時、めいる心に鞭を当て、僕に生きる勇気を与えてくれたのは、当時、
高田にいて、自ら＜三馬鹿＞と称して大空かける天馬を夢み、目前の利害から
遠く、地下一尺の深きに生きて、それぞれにその愛する芸術に精進している若
い三人の芸術家たちの希望に満ちた姿だった。
　その頃の僕の詩に、

　　寸雪庵の冬がこひ
　　曲りなりにも仕上げたか？

　　三郎さんののぼり窯 37

　　火は今日あたり入つたか？
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34 全集 7　747-750頁参照。
35 七五調六連詩「高田に殘す」の第二連「殘る心のなかるべき」（詩碑の「のこる
こゝろのなぞ無けん」）と呼応する。

36 当時の高田生活を説明して、堀口すみれ子［1987］は、「その頃の父の交遊関係は、
たまに東京から城左門さん、青柳瑞穂さん、岩佐東一郎さん、田中冬二さんなどのお
弟子さん方、それに佐藤春夫さんの来遊もあったようですが、父の郷里の長岡も近い
ことですし、自然に越後の方々が中心になっていったようです。」（54頁）と記している。

37 この登り窯は、堀口大學によって「風船窯」と命名された。平石他［2002］52頁な
ど参照。
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　　時雨の音をききながら
　　枕の上で思ふこと

　と、いうのがある。ちょっと説明するなら、寸雪庵は、三馬鹿のひとり、写
真家浜谷浩君の夫人、茶人宗朝宗匠の高田大手町通りにあった茶室の名だ。
・・・・・三郎さんと出て来るのは、これも三馬鹿のおひとり、人も知る陶芸
家斎藤三郎さん、・・・・・さて、三馬鹿の最後のひとりは、彫塑家戸張幸男 38

さん、新大高田の教授として、日展のベテラン作家として、今や押しも押され
もしない有名な芸術家・・・・・」（全集 7　753-754頁）
　同じ詩「高田師走初旬」を引いた上で、堀口すみれ子［1987］は、次のよう
に補足している。
  「寸雪庵は写真家濱谷浩さんの奥様です。この頃はまだ結婚されていらっしゃ
らなかったのでしょうか。年をとったお姑さまと二人、お茶を教えながらひっ
そり暮らしていられる未亡人が記録的な豪雪にモンペ姿で雪おろしをしてい
らっしゃる姿を見ていられなかったのでしょう。ご縁があって、庵号をたのま
れた時、「せめてあなたのところは一寸の雪で暮らせますように」との祈りを
こめてこの名をおつけしたそうです 39。
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38 本攷では詳しく立ち入ることをしないが、「高田の堀口大學」を考える際には、写
真家の濱谷浩氏、陶芸家の齋藤三郎（1913～ 1981）氏、彫塑家の戸張幸男（1908～
1998）氏の 3名は欠かせない。平石他［2002］などを参照のこと。

39 伊丹［2000］の「先生の笑顔は、人も知るごとく、まことに魅力的なものであっ
た。しかし、どちらかと言えば、もの静かな方だったと評すべきであろう。そうした
先生にして、文字どおり抱腹絶倒されたことがある。ある日、高田のお宅へ参上した
ところ、「このたび頼まれて浜谷浩（写真家。当時、高田に、どころか、堀口家の近
くに住んでいられた。）夫人の茶名を考えてさしあげましたが、われながら、いい名
だと思います。それは寸雪庵宗朝というのです。」とおっしゃったので、とっさに
「ほんとうに、いい名だと思いますが、積雪をもって天下に知られた高田の宗匠に寸
雪庵はいかがでしょう。豪雪庵あたりがもっと、ふさわしいのではないでしょうか。」
と答えるや、先生は、うーん、そのとおりですねえ。豪雪庵とすべきでしたか。」と
何度か、くりかえされながら、苦しそうにまで笑いこけられた。これはまだ浜谷ご夫
妻にお伝えしたこともない、茶名にまつわる裏話ながら、今となっては、むしろ私の
涙を誘う思い出の一こまとなってしまった。」（225頁）と照らし合わせると、実に興
味深いものがある。この「寸雪庵」は、小田嶽夫の小説「続　侘びのある話」では、
「新雪庵」として登場する。小田嶽夫［1964］213頁参照。
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　陶斉君（三郎さん）は陶芸家斎藤三郎さんのことです。父が逝って一と月後、
あとを追うように急逝されました。懐の深い、お話ぶりがその作品のように温
かい鷹揚な方でした。父はこの方の作品が好きで、多くの愛用の湯呑み、猪口、
壺などが遺っています。今ではなつかしい二人の形見です。
　そしてその頃、大切な機材と一緒に高田のお寺に疎開しておられた濱谷さん、
小田嶽夫さん、野尻湖にいらした坪田譲二さん、時には家族の主治医、父の酒
の肴をまかなってくれる魚屋さん、それに呉服屋のマダムなどが加わって、中
宴、小宴があったのでしょう 40。当時父とかかわりのあったほとんどの方が、
父なきあとも変わらずに今日までおつきあいいただいているのは、高田の風土
が生んだ人情なのでしょうか、父の人柄のおかげでしょうか、有難いことだと
思います。」（55-56頁）
　「三馬鹿 41のひとり」とされた濱谷浩氏は、次のように言う。
  「高田で三貧倶楽部というのができた。朝鮮美術界で重きをなして、丸裸で引
き揚げてきた彫刻家朔人こと戸張幸男さんと、大陸をあちらこちらと歴戦して
復員してきた陶芸家陶斎こと斎藤三郎さん、それに私の三人、貧乏に負けてた
まるかと開きなおって意気投合、別に規約ははないが趣旨めいたものといえば、
三人そろって貧乏ということだった。・・・・・
　小田嶽夫さんは時たま上京、仕事もはかどり、夜ごとカストリ文化に浴して
いるとの風評があって、倶楽部員の資格査定で一悶着あったが、名誉倶楽部員
になった。
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40 高橋［1987］の「そのころ、大学の家の近くに住み、新聞記者をしながら、詩人で
もある小山直嗣氏によれば、大学は、いつも白たびをはいて、近よりがたい存在に見
えたという。散歩はするが、気さくに人の家にあがりこんだり、一緒に酒を酌み交わ
すといったことはなかったという。詩や文学の話より、食う話ばかりで、魚屋や呉服
屋、美容院といった人とのつきあいが多かったという。・・・・・・そのころ、人の
口に出来ない刺し身を魚屋からとったり、妻を毎日のように美容院に行かせたりする
ところがあったという。」（318-319頁）との記述を照らし合わせると実に興味深いも
のがある。

41 遊心堂の加藤良作氏は、「三郎さん、私、疎開していられた濱谷さん（写真家の濱
谷浩＝はまやひろし）。三郎さんが一番年上で、私、濱谷さんの順で、歳がひとつ違
いで続いていたのでわたしらは「三兄弟」と言っていました（笑）。」と回想しておら
れる。「三馬鹿」「三貧倶楽部」に加えて、「三兄弟」まで現れた。しかもメンバー構
成にも違いが存するらしい。後出、遊心堂 HP参照のこと。
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　私たち三人の貧乏に興味をもったのか、銀行支店長の池田昇市 42さんや市
川信次さんが、木彫と陶磁の頒布と私に肖像写真を写してもらうという頼母子
講みたいなものをつくって応援してくれた。高田の人々の控え目な親切は身に
しみてありがたかった。」（濱谷［1971］116頁）
　さらに濱谷氏は、高田に形成された文化サロンについて、次のように証言し
ている。
  「そのころ、多くの芸術家や知識人が地方に拡散していて、地方文化を認識し、
文化運動が活発になり、ひととき地方に文化の花が咲き乱れた。高田に上越文
化懇話会 43ができたのが敗戦の年の四月。郷土に帰った小田嶽夫さん、民俗
学の市川信次さん、善導寺住職の内山泰信さん、高田図書館長で俳人の小田葦
雄さん、小田嶽夫さん同窓の医師藤林道三さんの五人が、春夏秋冬四回集まっ
て、各自持ち寄りで飲み食いしながら、地方文化を語り、できることなら何か
地方の文化のためにつくそうではないかという話になった。
　夏の会合は敗戦のドサクサで流れ、九月二十九日の二回目の会合には、疎開
してきた五十沢二郎さんと私が仲間に加わり七人になった。五十沢さんは「東
方古典叢刊」十巻の著者で、雑誌「古東多萬」の編集にもたずさわった好事家
で、市川さんを頼って高田にきた。この会合で雑誌「文藝冊子 44」の発行が決
まった。
　  「文藝冊子」第一年第一冊は昭和二十一年一月二十日発行された。・・・・・・
　第一冊の目次は「上代の土器」五十沢二郎、「思文存稿」布施秀治、「民俗採
集者の言葉」市川信次、「女談拾遺」内山泰信、俳句「蓮枯るゝ」小田葦雄、
創作「唇寒し」小田嶽夫、加えて糸魚川町在住の相馬御風先生の短歌「老心」、
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42 池田昇市は詩碑「高田に残す」の裏面にも名前の刻まれている池田昇一の誤りと思
われる。銀行支店長であると同時に濱谷浩氏の夫人の親戚。詩碑の説明文も池田氏の
手になる。徳永［2015］などを参照のこと。

43 この上越文化懇話会の成立の事情については、小田嶽夫［1946］23-25頁などで修
正する必要がある。

44 本攷でしばしば言及される『文藝冊子』とは、戦後の昭和 21年 1月から昭和 22年
12月にかけての 2年間、高田に疎開していた小田嶽夫を中心に組織された「上越文化
懇話会」によって計 18冊刊行された雑誌である。現在では入手困難で参照も容易で
はないが、幸い、高田文化協会結成三十年記念事業の一端として、平成 5年 11月 20
日に、全 18冊帙入で立派に復刻版が刊行された。この雑誌に関しては別途また書く
機会もあると思う。
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妙高山麓に疎開された堀口大学先生の詩「聲と木だま」を寄せて頂き、文芸復
興、人間復活のきざしがあった。」（濱谷［1971］104-106頁）
　また濱谷氏は、次のようにも言う。
  「堀口先生や小田さんが在住されたので、上越にいち早く文芸復興の機運がた
かまり、上越文化懇話会が発足し、二十一年一月には「文芸冊子」が発刊され
ました。
　誰もが苦しい時代ではありましたが、堀口先生のお宅にはお二人の愛児を中
心にした楽しい日常があり、文学の時間があり、交友もお医者さん、学校の先
生、骨董屋さん 45、魚屋さん、呉服屋さんと多彩で、まったく町にとけこんで
暮しておられるように見うけられました。」（濱谷［1966］102-103頁）
　伊丹末雄先生の手にかかると、こうした事情は次のように表現される。しか
も伊丹先生が高田に移り住むのはずっと後の昭和 41年のこと、当時はまだ中
学の新米国語教師として、高田から北に遠く離れた白根市に在住、堀口大學を
訪問すべく時々は高田に顔出しした程度のはずである。
  「敗戦後、四十歳という充実した心身をもって木村師 46は故郷にもどられ、
以後の半生を禅僧として過ごされた。当時、高田の寺町、久昌寺住職だった斎
藤泰全師は、なかなかおもしろい人で（たとえば、私の良寛妻帯説に、まっ先
に賛意を示すはがきを寄せられた人物）、それに引かれて錚々たる人物が群
がった。この町に置かれた新潟大学高田分校に勤務された金原省吾氏（美学
者）が確か宿泊されていたし、町で疎開生活を送っていられた堀口大学先生
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45 堀口大學没後の伊藤 [1987]所載の鼎談「公開「大學」講座」の中で、濱谷氏は「高
田に二軒古い骨董屋さんがあって、先生は良くのぞかれては良寛の書や陶磁器などを
お集めになっていました、どうして、そんなお金がおありになるのかと思う程、お持
ちになっていました。」（92頁）と貴重な証言をしている。

46 木村師とは、本稿でもしばしば触れられる禅僧木村孝禅（木村秋雨）師のこと。伊
丹先生は、この博覧強記の木村師の唯一の著作『越後文芸史話』の仕掛け人である。
この一節を含む伊丹先生のエッセイは「良寛に通じた生きざま　木村秋雨」と題され
ている。また、相馬御風の「良寛和尚に縁の深い新潟県西蒲原郡地蔵堂町に先頃まで
警察官をつとめていた知人が、今回退官して郷里糸魚川に帰住するに当り、私へのみ
やげとして持って来てくれた一紙片は、痛みこもる私に時ならぬ歓びを恵んでくれ
た。／　その人は古くから古文書に深い趣味をもち、到るところでその土地土地の古
文書を収集した。その量全く驚くべきものがある。」（相馬［1984］16頁）中の「知人」
「その人」が、この木村孝禅／秋雨氏である。
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（詩人）・小田嶽夫氏（小説家）・浜谷浩氏（写真家）といった面々が出入りし、
その上、ご住職の実弟たる陶芸家・斎藤三郎氏が復員してころがり込み、窯を
築いた。そこへ木村師が通って寺務を援けられたのだから、たまったものでな
い。寺そのものがまるで文化サロンの様相を呈し、中でも木村師は、その博識
をもって談論風発の源となりがちだったから、ために寺務がはしょられたりし
たのを覚えている。」（伊丹［2000］214-215頁）

　だが、戦後ほどなくして、疎開組の小田嶽夫が高田の地を去り、昭和 25年
（1950）に御大堀口大學が去り、昭和 27年（1952）に最後の濱谷浩氏が去って、
残された地元組が、伊丹先生のいわゆる「高田の堀口党」である。詩碑「高田
に残す」建設に寄与した 26名のうち、名前を堀口大學全集の中に留めている
「高田の堀口党」員を□で囲っておいた。堀口大學の詩碑が建立されたのが昭
和 55年（1980年）だから、その時点でも既に 30年が経過したことになる。
地元の者でも、既に高田を離れた者、亡くなった者、代替わりをした者もいる
と思う。20歳代前半の一若者に過ぎなかった伊丹先生ももはや高田のカルチ
エ・ラタン寺町 47の正規の住人であり、54歳の引く手あまたの地方文化人であ
る。だが、「高田の堀口党」の中心は、やはり詩碑建立の真正の「世話人」、陶
齋こと齋藤三郎氏である。
　「高田に殘す」が初収録された詩集『夕の虹』（昭和三十二年　昭森社）は 4

章構成、「昭和三十二年二月二十五日　葉山　森戸川のほとりにて　大學老詩
生」とある「あとがき」には、次のように記されている。
  「敗戦の年の八月から、今年の二月まで、前後十二年にわたる期間の自作の詩
を、ほぼその成つた年代順に配列して、この集を作つた。
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47 高田の市街部で南北に走る信越本線の西側が寺町である。東側に市街部を成す仲
町、本町（ほんちょう）、大町が南北の帯状に並んでいる。その東部に西城町を挟ん
で、南から南城町、本城町、北城町が並び、その東側に東城町があって、やはり南北
に流れる大きな関川によって距てられて農村部が拡がっている。堀口大學の住居は二
重の濠（外濠と内濠）を含む本城町（城址）の南西部の南城町だが、『文藝冊子』な
どによってひとつの文化サロンを形成していた主要メンバーの小田嶽夫と濱谷浩氏の
二人は、寺町 2丁目の善導寺に、陶芸家の陶齊こと齋藤三郎氏は、その南の久昌寺に
住んだ。善導寺の西側には塔頭の八ケ寺を従えた浄興寺が。伊丹先生は昭和 41年以
降高田に移り住んで、やはりその寺町 2丁目に住むことになった。
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　集中、『冬心抄』、『雪國にて』、『あまい囁き』の三章に集録した作品は、そ
れぞれの題名下、昭和二十一年と二年の両年に、パンフレットに仕立てて発行
したことのあるものだ。『夕の虹』と題する章の作品が、それ以後のものにな
る。」（全集 1　311-312頁）
　問題の詩「高田に殘す」は、昭和 25年（1950）に堀口大學が高田を離れて、
葉山に移る際に作ったと言われている。詩集『夕の虹』に収録され、その結果
全集に収録され、一般にはその形が知られることになるが、堀口大學が亡くな
る前年の昭和 55年（1980）に高田の地に建立された詩碑には、それとは異な
る形のものが刻まれている。そのことは地元の者にも案外知られていないので
ある。
　伊丹先生は、「高田に残す」について直接的には二度言及している。杉・伊
丹［1975］と伊丹［1978a］である。後者の「雪とこしへに」と題した文章の
中には、通常の「高田に殘す」①の全篇を掲げた後に、次のように言う。
  「昭和二十年から戦火を避けて妙高高原町関川に、そうしてまた高田に暮らさ
れた詩人、堀口大学先生が、二十五年、葉山（神奈川県）に移られる際の作品
である。当時ご発表のものは、かすかに語句が違っていたように記憶してい
る。」（136頁）
　全集 9の解題によれば、詩集『夕の虹』「夕の虹」に収録された「高田に殘
す」は、「昭和 25年 1月作、発表誌不詳。」（469頁）とある。高田の有名な骨
董商、遊心堂所蔵の額装の自筆原稿には「一九五○年五月」とある。

　現在、濠端に建っている詩碑に採用された堀口大學の「高田に殘す」とは、
以下の詩②である。詩碑を実際に見て、その詩を丹念に辿ってみない者は「高
田に残す」というタイトルだけで、その違いを看過してしまうだろう。詩碑建
立に関わった「高田の堀口党」の面々はよもや知らないはずがないのである。

高田に殘す① 高田に殘す 高田に残す②

ひかるる思ひ ひかるゝお毛ひ ひかるゝおもひ
うしろ髪 うしろ可 美゙ うしろがみ

殘る心の 能こるこゝろ能 のこるこゝろの
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なかるべき 奈ぞなけん なぞ無けん

棲めば都と すめばみや古と すめば都と
いふものを いふさへや いふさへや

高田よ　さらば 高田よ　さらば 高田よ　さらば
幸くあれ さきくあれ さきくあれ

お濠の蓮よ おほ里のはすよ おほりのはすよ
淸う咲け きようさけ 清う咲け

雪とこしへに 雪と古しへに 雪とこしへに
白妙に 白妙に 白妙に

（全集 1　296-297頁） 一九五○年五月 堀口大學
 　堀口大學
 （額装）遊心堂蔵 （詩碑）

　この他に、わたしが確認しただけでも、実質②と同文の直筆原稿「留別賦」
1点（遊心堂蔵）、「留別」2点（高橋［1987］320頁 48：小山直嗣蔵；平石他
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48 この高橋［1987］を踏まえて言及しているのが工藤［2001］247-249頁。したがっ
て、工藤美代子氏も「高田に殘す」を正しく引用出来ていない。なお、高橋実氏は、
高田を知らずして書いているようである。堀口大學の言う「お濠の蓮」も見たことが
ないのではないか。氏は、「高田では、南城町に家を借りた。すぐ近くが城跡の濠で、
夏には白い蓮の花が咲く。」（318頁）と書いている。何ということか。だが、この手
の誤解・誤記はごまんとある。杉・伊丹［1975］は最強の高田ガイドブックと考えら
れるが、高田生まれ高田在住の童話作家の杉みき子さんは「中央公論社版「日本の詩
歌」の別巻「日本歌唱集」の巻頭に、古謡「さくらさくら」にちなんで、浜谷浩氏の
カメラによる高田公園の桜の風景がおさめられている。高田の桜の写真も数多いなか
で、これはいちばんの傑作ではないかと思う。町なかでありながら深山のような、静
かで幽玄な桜のすがたがみごとにとらえられていて、くりかえし見て飽きない。（浜
谷氏は戦時中高田に疎開し、昭和二十七年までをこの地で過ごしている）」（93頁）と
記している。わたしは大胆な奇をてらったような杉さんのこの見解にはまったく同意
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［2002］45頁）がある。漢字・仮名などの文字使いに関しては六者六様だが、
基本的には、今日「高田に殘す」という題で知られている、全集所載の詩篇①
と、高田のお濠の端に建てられた詩碑「高田に残す」の詩篇②の二種類という
ことになる。初出誌も不明であるが、②が①に先行するものと考えられる。伊
丹先生は定番の①を二度までも引いているが、杉・伊丹［1975］においては、
「これが堀口先生の高田に向かって残された詩だ。名作とすべきだろう。」（240頁）
としている。この詩にコメントした専門家はほとんど見かけないが、堀口大學
の生涯の友人でもあった佐藤春夫は、自身の撰になる『堀口大學詩集』、堀口
［1958］の解説の中で、「・・・ハワイ、メキシコ、ベルギー、スイス、スペイ
ン、ブラジル、ルーマニヤなどの異境に転々として客寓し、歸朝の後も直ちに
は定住の地を見出さなかつた彼に羈旅の情を託した吟詠の多いのは、さなきだ
に旅情そのものが詩情に近いだけに毫も怪しむには足るまい。惜しむらくは、
この主題の大部分は彼の詩生涯の前半に多く、異境の風物もこれに伴ふ旅情も
斬新に歌はれることなく、その優秀なものはむしろ歸朝後國内の流寓の間に見
出される。例へば「梛の家（＝梛の庭：筆者註）」「在所の家」「高田に殘す」
など、彼はエキゾティシズムの作家ではなく、むしろ日本的情趣の作者なのを
思はせる。」（205-206頁）と評価している。藤村の『若菜集』の名篇と同様の、
七五調のこの詩「高田に殘す」は、はたして名作の名に値するものだろうか。

　伊丹［2000］の「堀口大学先生の思い出」には、次のような一節がある。

－399－

 出来ない。この中央公論社の『日本の詩歌』は全 30巻別巻１という堂々たる構成の、
無上の全集であり、その各巻頭を飾る内容に相応しい写真頁は、すべて「三馬鹿」の
おひとりの濱谷浩氏の撮影によるものである。「いちばんの傑作」と杉さんによって
評価されるその巻頭のカラー写真であるが、その次頁の下には、確かに「前ページ
「さくらさくら・・・」新潟県高田市城跡公園の春景→」との説明書きが付されてい
る。だが、わずかに中学時代の 3年間であったけれど、ほぼ欠席することもなく毎
日、その城跡公園の中の中学校に通ってあれこれ散策したわたしよりすれば、その写
真は、高田城跡公園の春景ではないと思われる。高田城跡公園は、杉氏の言われる通
り、「町なかであ」るが、その写真は町なかの高田城跡公園ではない。むしろ「深山
のような」ではなく「深山そのもの」であると思う。そして、そこに映し出されてい
るのは「高田城跡公園の」桜ではない。文字通りの山、片方に杉の木でびっしりと覆
われた山の斜面があるのが、杉さんには眼に入らないのだろうか。写真のキャプショ
ンに誤りがあると思われる。
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  「一方、お嬢さんのすみれ子さまは、才色兼備の主婦におさまられ、私のこと
など、もはや忘れていらっしゃるらしいごようすであるが、けだし当然であろ
う。しかしまた、先生から、いくらかのことをお聞きかもしれないとも思うの
は、昨春、高田城跡に建設された堀口先生の詩碑の除幕式に、お父さまに代っ
て来られたとき、私に近づかれ、先生のおことばを伝えてくださったためによ
る。ととのったお顔に、父君そっくりの表情をたたえられるときがあり、さす
がに親子でいらっしゃる、と嘆息させられる。」（224頁）
　詩碑「高田に残す」建立の事情の一端が窺えて興味深いが、伊丹先生の堀口
すみれ子氏に対するややシニカルな記述ぶりからは、伊丹先生の心中を察して
余りあろう。だが、伊丹［2000］の巻末からは、この記事の初出は「『文芸し
ろね』平成二年三月号」と知れる。平成二年は 1990年である。詩碑建立は昭
和 55年（1980）、本文中に「昨春」とあるのだから、どのように考えても年号
がかみ合わない。どこかに別の錯誤があるようである。
　伊丹［2000］の伝える詩碑建立の事情をはっきり裏付けるようなのが、以下
の小山直嗣氏による小山［1980］の記事である。堀口大學の詩碑建立に関する
貴重なドキュメントだが、その冒頭部を引いておこう。
  「終戦後高田に疎開、郷土の文化に大きな影響を与えた詩人堀口大學先生の詩
碑が、先生ゆかりの高田城跡外堀のほとりに建設され、その除幕式が五月二十
八日午前十時から現地で行われた。その日、若葉のみどりがお堀の水面に映え、
さわやかな初夏の風が頬をなでて通る絶好の式典日和、集まった四十余人の関
係者の顔は喜びに輝いていた。
　折悪しく堀口先生は風邪が全快しないうえ、八十九歳 という高齢のため欠席
されたが、代って長女のすみれ子さんが出席され、特に友人代表として文化勲
章受章者の坂口謹一郎博士が出席されて関係者を感激させた。坂口博士は祝辞
の中で「文学碑の数によってその町の文化度がわかるというが、この詩碑は高
田の文化水準の高さを示すもので、文化的観先（光？）名物が一つふえたわけ
だ」と建設の意義を讃えられた。」（38頁）　堀口大學は 1892年 1月の生まれ
だから、除幕式のあった 1980年の 5月の時点では満 88歳数えで 89歳という
ことになる。
　堀口大學全集からはうかがい知れないが、「高田の堀口党」を語る上で、欠
くべからざるは、骨董商の存在ではないだろうか。書画や陶器の蒐集家の多
い？文化サロンである。高田で骨董商を営む加藤正作・良作親子の「遊心堂」

－398－
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のホームページ 49に掲載されている、その縁にある加藤裕明氏 50の以下の記
事である。
  「骨董好きで、加藤正作（しょうさく、良作の父）の店によく訪れた。いつも
和服姿だった。／／加藤良作は家（榊神社から南へしばらく）によく届け物に
行った。ガラス戸の家具には骨董がぎっしり。古九谷のような高価なものでも
雑器と同じように使った。／／娘の堀口すみれ子は当時幼稚園くらいだった。
葉山に移ってからも交流があった。／／亡くなってから、加藤良作は陶芸家齋
藤三郎と、石碑（せきひ）を建てる相談をした。他の有志者とお金を出し合い、
詩碑「高田に残す」を高田公園に建てた。」
　何ということか。その加藤裕明氏の記事に付した下線の部分に注目すべきで
ある。ためらいのない、もっともらしい記述のように思われるが、それによる
と、裕明氏のご先祖の「加藤良作は陶芸家齋藤三郎と、石碑を建てる相談をし
た。」とのことである、しかも、「亡くなってから」とある。誰が「亡くなって
から」と言いたいのだろうか？　当然のように「堀口大學が」ということだろ
う。これまでのところからも明らかな通り、この加藤裕明氏の記述は「真っ赤
な嘘」である。詩碑「高田に残す」が建立されたのは、堀口大學が亡くなって
からではない、生前のことである。遅れてきた加藤裕明氏の勝手な思い込み、
作り話であろう。
　また、堀口大學の弟子の一人、青柳瑞穂 51は仏文学者であるばかりか、骨
董の目利きとしても名高いが、青柳［1960］の「經机と骨壺」の中には、次の
ような一節がある。
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49 遊心堂 HPの「【堀口大学】新潟県上越市旧高田市に疎開した詩人」と題された記事
（http:// www.yushindo- art.com/2013/01/blog-post_50.html）には、堀口大學の写真と、額
装された堀口大學自筆の「高田に殘す」が掲げられている。平成 25年に行われた開
店 100周年を記念して行われた遊心堂加藤良作ミニコレクション展示に因んだ記事で
ある。

50 同ホームページ中の記事には、「遊心堂　加藤裕明（良作孫養子）」と署名されたも
のがある。

51 濱谷氏は、鼎談「公開「大學」講座」の中で、「その中の、青柳、岩佐、城、田中
の諸先生方は、云わゆる大學四天王という方たちですね。一同に会するということは
ありませんでしたが、高田時代も個々にお見えになっていましたね。」（伊藤［1987］ 
90頁）と証言している。堀口［1948］収録の「六つの詩集について」で、この 4名の
詩集を取り上げている（全集 6　 422-427頁）。他の 2名は、三好達治と菱山修三。
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  「越後の高田の齋藤三郎さんから久しぶりで便りがあつて、同じ町の K骨董
店に蒔繪の經机があると知らせてくれたのである。・・・・・
　齋藤さんは高田に窯をもつてゐる陶藝家で、もとより繪も字もよくし、鑑賞
眼にたけてゐる。私は高田へ行くことにした。尤も、私にはほかにも高田に用
事があつた。亡妻の骨壺を齋藤さんに造つてもらふことである。
　高田はわが師堀口大學先生の疎開の地で、戦後、私はいくどか訪れてゐる。
そして、やはりこの地に疎開中の友人小田嶽夫君には何年ぶりかで再會し、齋
藤さんや、寫眞の濱谷浩さんをはじめて知つた。その後、堀口先生や小田君は
高田を引きあげ、やがて濱谷さんまで上京し、今では齋藤さん一人だけになつ
てゐる。・・・・・・
　高田行きのもう一つの目的は、亡妻の骨壺の件であることは先にも言つたが、
これも齋藤さんの窯で見事に焼きあがつた。香骨の記は堀口大學先生の撰文で
ある。・・・・・」（147-151頁）
　青柳瑞穂による「同じ町の K骨董店」に注目すべきであろう。高田の「文化
サークル」は芸術家を中心としたものであるが、陶芸家や写真家や彫刻家、小
説家、詩人や学者たちの名前がまぶしいくらいである。良寛の歌や書、會津八
一の歌や書などのいわば骨董と呼ぶべきものによって深く結びついているよう
な気がする。また陶齋の陶器は骨董に準ずる価値を持つ。そこに骨董商が介入
する。骨董の蒐集家としても名高い青柳瑞穂の「K骨董店」で（加藤正作＆）
加藤良作の今日呼ぶところの「遊心堂」が意味されているらしいのである 52。
どうして実名ではなく Kというイニシャルで登場することになるのだろうか。
蒐集家と骨董商はきわめて近しい存在ではあるが、文化人たちのクラブには、
やはり骨董商はなじまないのではないだろうか？　加藤良作の回顧に「三兄
弟」と出てくるとはいえ、濱谷浩氏や堀口大學や伊丹末雄先生などの回顧に、
骨董商の加藤良作は登場することはないのである。金の多寡には換算出来ない
芸術の世界に、恣意的なものである価格を持ちこむのが骨董商に他ならないか
らである。かれらは「堀口党」の一員にはなれないのではないか？　したがっ
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52 齋藤三郎氏の甥の齋藤筍堂氏の「この頃の事を偲ぶよすがとして、時々私は、青柳
瑞穂さんの「ささやかな日本発掘」（昭和三十五年新潮社刊）の「経机と骨董」の項
を開く。加藤遊心堂での経机や根来盆、海北友松の達磨図購入の話と共に、奥さんの
骨壺を依頼する話が出ている。」（齋藤［1998］80頁）を参照のこと。
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て、もしかしたら世話人にすらなれない。魚屋や呉服屋はなれても骨董商は世
話人になれないのかも知れない。
　青柳いずみこ［2000］の中にも、骨董店は出てこない。
  「後添いが亡くなって六年たっていた。部屋には瑞穂の書きもの机があり、十
一年前にアメリカで事故死した茂の灰を入れたステンレスの骨壺が、イタリア
製の花瓶やお香に囲まれている。骨壺といえば、伊平村の山本気太郎の遺骨は
弥生式の壺におさめられ、胴に瑞穂が悼みの詞を入れた。とよの骨壺は、高田
の斎藤三郎という陶芸家に焼いてもらった。香骨の記は堀口大學の撰文で、最
後に挽歌が一首添えられていた。
  「細江越え
　引佐の山へねに行きし
　つきかげならばまた帰り来ん」
　富本憲吉に師事した斎藤三郎の焼く白磁は磁器ながらぬくもりがあり、観る
人の心に不思議な静けさをよぶ。とよの骨をおさめたのも、きっとそのような
壺だったのだろう。」（309-310頁）

むすびにかえて
　以上が今回のわたしの作業の取りあえずの結果報告である。いつものことな
がら、時間と紙数に縛られた苦しまぎれのやっつけ仕事という感が強い。はた
して、堀口大學を何とかわがものとし得ただろうか。伊丹末雄先生を何とかわ
がものとし得ただろうか。おそらくわたし自身は、伊丹末雄先生の言う「高田
の堀口党」の夢のように儚い残党と言うべき者に過ぎない。伊丹先生の温容な
物腰の背後に光る冷厳な眼差しを辛うじてなぞることが出来ただろうか。ぼ
うっとしていたら一瞬のうちに過ぎ去って消えてしまう寸劇を必死に眼を凝ら
して注視していると、それでも何やらの機微に富んだ劇的なドラマを看取出来
る。それを言葉で絡め取ることが出来ただろうか。読み解くべき公刊された資
料はごまんとある。その気になったら好きなようにアクセスして、思う存分そ
の世界を堪能することも出来る。遺族などの許に遺された堀口大學の未公開の
日記 53やノートや書簡も多数あるはず。だが、「老人よ急げ、それは前

ぜん

途
と

が長
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53 堀口すみれ子［1987］には、「その後、九年の年月がたって、昭和五十四年十月六
日の日記には、次のような記載があります。」（180頁）などとある。
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いからだ」と記した上で、ひと先ず、わが「有らざらん」物語の序章としての
本攷を閉じることとしたい 54。

－394－

54 宮栄二［1982］の「はしがき」は次のように始まっている。「昭和二十五年、私は
新潟県中蒲原郡阿賀川のほとりに創設された財団法人北方文化博物館の学芸主任で
あった。この年は郷土の偉人・良寛さまがなくなられてから百二十年にあたり、館の
記念事業として良寛遺墨展を開催することになった。当時、郷里新潟に疎開されてい
た秋草道人・会津八一博士を顧問に、良寛遺墨鑑定に明るい原田勘平、酒井千尋両先
生の参画をいただいて遺墨の収集にあたった。まず博士の紹介で私が相馬御風先生愛
蔵の資料を拝借に行くことになった。先生は病気中とのことで、あらかじめ面会日の
指定をうけ、風薫る五月七日、糸魚川の御風邸に出かけて行った。

 　玄関すぐ左の畳敷きの小さな応接間にこころよく迎えて下さった先生は、用がすん
でも次から次へと話題をかえ、資料を持ち出されては新参の客を帰そうとはされな
かった。半刻が一刻となり、予定の時間がどんどん過ぎて、気はあせるばかりであっ
た。切り上げの汐時をうかがい、話の腰を折るように、辞去の挨拶をのべて立ち上る
と、鄭重に玄関にまで見送って下さった。

 　感激を胸一ぱいに、お借りした良寛の帖や幅（・・・）をかかえて汽車にのった。
途中、高田駅に下車し、写真家の浜谷浩氏とともに、やはり当地に疎開されていた堀
口大学先生宅を訪れ、しばらく良寛展のことについて話し合っていた。ところへあわ
ただしく朝日新聞の記者がかけつけて、玄関から二階に向って、大声で「堀口先生、
いま相馬先生が亡くなられたそうです」と報じたのである。「そんなはずはなかろう。
ここにいま、先生のところから帰ったばかりの人が来ているのに」と大学先生。しか
し記者は支局からの急報で間ちがいはないという。がく然とした私は、拝借品を堀口
家に預けたまま、早速糸魚川に引き返し、相馬邸の玄関の戸をおそるおそるあけた。
倉若さん（・・・）が涙に頬をぬらしながら語られたところによると、私の辞去の後、
縁側にたたずんで、「秋海棠の花は淋しいね」とおっしゃって、じっと庭を見つめて
おられたが、まもなく二階の居室にもどられ、しばらくしてうめき声がしたので、か
けつけてみると、すでに意識不明になっておられたということであった（・・・）。

 　偶然とはいえ、私が相馬御風先生最後の客として先生の死を早める因となったと思
うと、強い自責の念にいたたまれない気持であった。高田へ行くときとはうって変っ
た沈痛な姿で新潟へ帰った。会津先生に報告すると、先生は暗然として「そういうこ
とがあるから気をつけねばならないのだ」と、一瞬きつく私をたしなめられた。」（3-4
頁）　わたしの今回の「有らざらん物語」は、新潟と糸魚川の間の糸魚川寄りの高田
を中心に、全体としては、＜良寛の歌と書＞を背景として、写真家の濱谷浩氏と共な
る堀口大學と、この宮［1982］の中には一度も登場することのない気骨溢れる伊丹末
雄先生をめぐって展開したと言っても過言ではない。上記の宮栄二氏の「はしがき」
のエピソードに関して、伊丹末雄先生は自らの日記に「相馬御風翁がきのう亡くなっ
たそうだ。かつて、もらっておいた二、三通の手紙を拾い出して眺めながら、冥福を
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【略号・参考文献】
青柳いずみこ
　［2000］：著『青柳瑞穂の生涯―真贋のあわいに』新潮社
青柳瑞穂（1899～ 1971）
　［1960］：著『ささやかな日本發掘』新潮社
　［1964］：「堀口大學の生態」『本の手帖』第 53号
伊丹末雄（1926～ 2005）
　［1951］：著『萬葉集第九番の歌の解讀研究』（孔版印刷・私家版）
　［1955］：著『萬葉集難訓歌研究』（孔版印刷・私家版）
　［1957］：著『実朝秀歌』（孔版印刷・私家版）
　［1970.6］：「万葉集の名義と成立」『日本文学研究資料叢書　万葉集Ⅱ』有精堂
　［1970.7］：著『万葉集難訓考』国書刊行会
　［1972］：著『万葉集成立考』国書刊行会
　［1973］：「万葉集の編者」『萬葉集講座』第一巻（有精堂）
　［1973］：著『万葉集の弥彦歌』富山県史編さん室
　［1974a］：著『越後と萬葉集』＜ほくえつ選書 3＞北越出版
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 祈ることとする。人々が名筆ともてはやす御風の文字は、つくづく見れば意外に下品
で、つまらない。これはやはり本人の人格を表わすものであろう。会津八一などの方
がはるかにいい筆跡だと思う。そういえば御風の著作は人の力を借りた、うす汚いし
ろものだったし、私生活も感心できかねる状態であったらしい。一見いさぎよい糸魚
川退隠だって、案外、大逆事件で身の危険を覚えての脱出行為に過ぎなかったのでは
ないか。どうも、ただの、それだけのことのような気がしてならない。（昭和二五・
五・九）」（伊丹［1974］ 155頁）と書き付けた。伊丹先生の良寛についての御著書二
冊、伊丹［1974b］（改訂新版［1994］）と伊丹［1976］を詳しく言及し得なかったの
で、伊丹［1974a］の「良寛の書について」の冒頭部を引いておきたい。「長い年月、
私は良寛和尚の魅力にひかれて深入りしないよう、自分を戒め続けた。毎日のように
国上山を眺めながら育った私にとって、良寛ほど先天的に受容しやすい、偉大にし
て、なつかしい先人もなかったから、よほど努力しない限り、いつしか吸い込まれか
けてしまうのであった。／しかるに、不幸にも（？）少年の日に万葉集の研究を思い
立ちはっきりした仕事の目標をもっていたから、二兎を追うの愚を冒すわけにいかな
いし、結局、目をつむって良寛に近づかないようにするほか、なかった。良寛関係の
本をわざと買わず、その書蹟を一枚以上もたない生活をしてきた。せっかくいい作品
を入手しながら、人に進呈してしまっていたのだから、辛い限りであった。今この小
文をしたためながら、お便りをいただいたので思い出したが、久松潜一博士にさし上
げた、桂家旧蔵の書など、国上時代のものであろうが、とりわけ、上できのもので
あった。いずれ展覧会に姿を見せることもあろう。」（120-121頁）　この伊丹先生の場
合もそうであるが、皆川［2000］を持ち出すまでもなく、良寛の書を所有したがる人
の何と多いことか。
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　［1925］：著『詩集　祭日』泰文社
上野和昭
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工藤美代子
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　［1980］：「堀口大學詩碑除幕」『文芸たかだ』第 128号
齋藤筍堂
　［1998］：編『泥裏珠光―越後の陶齋―』毎日新聞社
坂口謹一郎（1897～ 1994）
　［1979］：「雪里に無名を貫く陶芸家―斎藤三郎さんのこと」『目の眼』No.31 → 齋藤
［1998］

　［1988］：著『愛酒樂酔』TBSブリタニカ
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佐藤春夫（1892～ 1964）
　［1958］：著『佐藤春夫詩集』（堀口大學編）角川文庫
清水邦夫
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杉みき子・伊丹末雄
　［1975］：著『雪の高田物語―城下町の散策―』国書刊行会
関容子
　［1980//1984/2010］：著『日本の鶯　堀口大學聞書き』岩波現代文庫
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濱谷浩他
　［2015］：著『生誕 100年　写真家・濱谷浩』岩波書店
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　［1982］：「翻訳六十五年の大學先生」『堀口大學全集 3 月報 3』小澤書店
堀口すみれ子
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