（挨拶要旨）

得た俳句の掲載 を、この七十四歳の 方は誇らしくも心 待ちに

していたこ とでしょう。そんな 世の片隅のささやか なたのし

みを 潰すほどの問題が 、
いったい この俳句のどこにあ るのか 。

「牙」 会員有志四十数名 と短歌研究誌「あま だむ」会員四十

八雁は、 石田比呂志逝去によ る結社「牙」解散の のち、元

の か反感なのか、それ は読者にまかされ ている。何を根拠に

た、と客観 的に叙述しているの み。そこに含むもの が共感な

あって、そうい うプラカードを掲 げる女性たちのデモ があっ

てい る わけ で は あり ませ ん 。「 九条を 守れ 」 はプラ カ ード で

創刊五周年を迎えて

のちに市の教育長は 「世論を二分してい る内容の作品は載 せ

ない」と明 言したそうですが、 何を証拠に世論を二 分などと

数名とが合流、それ を母体として出発し た短歌会です。思え

共感と読んだのか、 とわたしなら屁理 屈の一つでも捏ねて ね

英

ば、創刊準備 を始めた二〇一一 年秋は、あの三・一 一から半

じ込んでや るところです。
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年後のこと 、そうして今年四 月は熊本大地震。そ の間の政治

いうのか 。そもそもこの俳 句は「九条を守れ」 と主義主張し

社会状況の変化には 絶句するというか、 二十世紀後半を生き

す。二十 人ばかりの互選で最 高点をとったこの 俳句は、いつ

七十四歳の おばあちゃんが公民 館で趣味でやってい る俳句で

たというニュースを 読んだときには驚い て目を疑いました。

いう 俳句が、さいたま市 三橋公民館だより に掲載を拒否され

一 昨 年で し たか 、「 梅雨空に 『 九条 守れ 』の 女性 デモ 」と

間的な 共感を覚えている 、そんな俳句です 。だからこそ教室

町に出て積 極的に示そうとして いる、そこに胸の底 からの人

かつては外に出た がらなかった女性た ちが平和を願う熱 意を

と いう主張に賛成し て作ったというより も 、
もっと 全体的な 、

がじつによ く照りあっています 。プラカードの「 九条守れ」

体 が「 女 性 」で ある の がい いし 、「梅雨 空」 と「 女 性デモ 」

す。一読、わたしは とても良い句だと感 じました。デモの主

この俳 句は素人らしいもの なのかも知れませ んが、秀句で

もなら毎月発行の「 公民館だより」俳句 コーナーに掲載され

てきた者には常識 外の思いをさせら れるような毎日です 。

るはずでしたが 、公民館側が「公民 館の意見と誤解さ れる恐

の会員たちの賛同を 得たのです。

から締め出 すということを意 味します。公権力 を使っての、

このような俳 句の掲載拒否とは 、人間的な共感を 公共の場

れがある」 と掲載拒否を俳句教 室に通告、その号は 俳句コー
ナー を削除して発行し たというのです。
何より素人のたの しみでやっている俳 句です。皆の共感を
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ろですが 、寡聞にしてそん な話は聞いていませ ん。俳句どこ

本当なら俳 句団体がこぞって反 論し、声明を出して よいとこ

りではなく 、
芸術の根幹にかか わる問題に触れてい るのです 。

なす ものでしょう。こ の事件は、政治や法 の問題というばか

か。人間的 共感の力こそは文芸 ・芸術の根源であり 、本質を

人間的共感の力 の否定。これは由々 しきことではあり ません

面を統一する絶対的 な精粋を言う」と、 簡にして要を得た説

ますと「 芭蕉が俳諧の美的 理念と考えた、不易 と流行との二

たいこの「 風雅の誠」とは何か 。日本国語大辞典を 引いてみ

のあ と も し ばし ば「 風雅 」「誠 」と出 てく る けれ ども 、い っ

一つ というのは風雅の 誠である

る。師の風 雅はこの二つに極ま って、本は一つであ る。その

師の風雅に万代 変わらぬものがある 。また一時の変化 があ

い っているのが昨今で す。このまま進ん でいく果てには萎縮

こんな大 事が、ささいな事象 として次々にやり過 ごされて

うし」の文 面からその指すとこ ろを読み取って、自 分なりの

とい う 言 葉 をも って 芭蕉 が何 を 言お うと した のか 、「あか さ

抜けてゆく身に染まない言葉です。そこで 、この「風雅の誠 」

くとも実作 者であるわたしたち には、頭の上をすー っと通り

有名な 冒頭の一節で、こ

ろか、短歌も詩も、 文芸全般に関わる人 々が声をあげなけれ

明がしてありま す。でも、わかっ たようでわからない 。少な

と自己規制、一方で 新時流に乗っての 太鼓持ちと、相場は 決

―

ばならない問題 でした。

まっていま す。こんなたいへん な時代に生きて歌を つくるこ

翻訳を してみようと思いま した。

まず「風雅」とは 、辞書的な意味では 「詩歌文章の道。文

との意 味はどこにあるのか 。これからわたし たちは、どんな

芸。芸術一般 」ということになり ますけれども、も ともとは

歌を作っていけばい いのか。誰もが考え ないではいられない
ことを、わた しも昨日つらつら思 い巡らしているう ちに、ふ

に 成立した、日本で 言えば記紀歌謡のよ うなものにあたりま

詩経から出 た言葉です。詩経は 紀元前四世紀中頃 に中国大陸

ひ さしぶりに書棚か ら埃を払って岩波 文庫『去来抄・三冊

す。詩経は国風・ 雅・頌から成ってい ます。国風とは訓 ずれ

と「不易流 行」という語が浮か んできました。
子・ 旅 寝 論 』を 開い たの です が 、「不易 流行 」と いう 言葉 は

ば国ぶり、 各国の民間でうたわ れた主に男女の思い をうたう

師の風雅に万代 不易有。一時の変化 あり。この二ッに究

経の粋たる風 と雅とは歌のふる さと、記紀歌謡成立 より古い

宗教的な仮面舞踏劇 詩をいうのだそうで す。ようするに、詩

歌です 。雅には小雅と大 雅とがあって、政 治的な意味をもつ

「三冊子」 の「あかさうし」冒 頭に出てきます。

り、其本一也 。その一といふは 風雅の誠也。

いわば東洋 における歌のふる さとということに なります。
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こから人類の歴史は この上なくうつくし いもの、より良い も

でな く、風雅という語 がのちには芸術一般 をさすように、そ

すが、たん にただよう歌声の呪 力で相手の心を動か すばかり

風とはただよう て物を揺るがすとい う意味でもあるそ うで

悪辣で、憎悪と保身 と欲望に渦巻いてい ます。芭蕉の生き た

なも のではないでしょ う。相変わらず戦争 はするし、愚劣で

と振り返れ ばわかるように、お のれを含めて人類な んてろく

という信頼を据 えたということにな ります。でもね、 ちょっ

ず 良 きも の を 生み 出す 存在 であ る 」、その こと は不 易だ 、と

時代だって 同じでしょう。にも 関わらず、芭蕉は「 人類は必

そ こ でわ た し は 、「 風雅」 とい う語 に「 人 類にと っ て良 き

の、あるべ きものを見出してゆ きました。

な意味では「真 事、真実、実際」 ということになりま すが、

ても、年齢 の変化によっても、 一年の春秋によって も、時の

し かし 、「 その 生ま れ出 ると ころ 」は 、 時代 の変 化に よっ

言い切っているので す。これはたいへん なことです。

「その生ま れ出るところ」と訳 しました。したがっ て「風雅

変 化 に した が って つ ねに 変化 する 。「四時 の押 移如 く 物あ ら

もの 」 とい う 翻 訳語 を与 えて みま した 。「 誠」とは 、 辞書 的

の 誠 」 とは 、「 人類に と って 良き もの 、そ の生 まれ 出 ると こ

たま る 。 皆 かく のご とし 」。お し移 るにし た がっ て誠 を「 せ

常に風 雅の誠をせめさとり て、今なす処俳諧 に帰るべし

時代には新しい歌を とか、そんな話じゃ ありません。

これは 、時代の変化には追 いついていかなき ゃとか、新しい

むるものはその地に足をすへがたく、一歩自然に進む理也 」。

ろ」という意味にな ります。

と云る也。

の 、その生まれ出た ところをつねに振り 返り、どのようにし

したがっ て、これを読み解く ならば「人類にとっ て良きも

きものの生まれ出 づるところがあると 、きちんと証され てい

思 えます。しかし、 大きく見渡せば人類 の歴史のなかには良

時代ともい えそうで、悪い方に ばかり変わってい るようにも

冒頭に話を戻 せば、昨今はいよい よ愚劣な人間悪の 栄える

てこの良きものは 生まれ出たのかと問 いに問うて自ら悟 り、

八雁はほんとうにささやかな場ですが 、つねに「風雅の誠 」

る。そうい う「風雅の誠」を尋 ねたあとが残ってい る。わた

をせめて一歩 おのずと足をすす め、己を新しくしよ うとする

したち も芭蕉にならって そこに信を置きた いものです。

師の風雅に万代不 易と一時流行とがあ るが 、
根本は一つ「風

ひるがえっ て今あなたがなして いる俳諧にそれを実 現するよ

雅の誠」であ るという冒頭の語 はしたがって、芭蕉 はおのが

者の、たま しいの自由を護る 場でありたいと思 います。

うにし なさいといわれた 」という意味にな ります。

芸術観の根底に「人類は必ず良きものを生み出す存在である 」
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