連載

鶏 窓 雑 考

幸典

茂吉の「もつと本物を観玉へ」について

島田

『短歌作者への助言』から引いた。いずれも昭和四十一（一

九六六）年、佐藤佐太郎五十六歳のときの言葉である。
「何を」

より「 どう」表現す るかに重心を置 いている。さ らに既成の

技術 に「習熟す る」という水準 を超え、いか なる素材にたい

してもそのつど最善の表現を見つけだし、
「一回性」の言葉に

よって 歌を作ること を説く。言わば経 験と表現と の一期一会

の結び つきとして歌 の言葉を摑 みとるよう求める のである。

妥協のない、佐太郎らしい表現論であり、
「私の文章も、助言

と はい っても実は自身の ために問題を 解決するという 態度で

書いたものであった」という本書の序の言葉が思いだされる。
れ ないが 、その 人そ の人に 応じ た、自分 なりの努力と工

続いて考えたい 。『軽風』（昭和十七年刊。佐太郎の第一歌集

そ の佐太郎 の「何を」をめぐ る見解につい て、前回に引き

◇

夫 とが やはり なけ ればな るま い。見る ことが先ず大 切だ

にあた るが、刊行 順としては『 歩道』に続き二 番め）の後記

不断 の工 夫と変 化と が要求 される のである。 習熟するこ

素材は 何で あって もい いのだ が、 見る眼、表現の言 葉に

る ○しか し、 歌つく りも いろい ろの処を 通過するゆゑ、

端書を保存してゐる。
「少々気が利過ぎてゐる○細かすぎ

［略 ］私は 昭和 二年八 月二十 日附 で先生からいた だいた

にこんな言葉がある。

と は一つ の力 量だが 、その 習熟 をあえて ふり捨てるだけ

気長に やり 玉へ。 ○観 方、も つと 本物を観玉へ」と いふ

疑ひ、また心の動揺する毎に一葉にすがつた。

歌 を続け たとい つて も過言 では ない。私 は自らの才能を

ほんもの

の勇気 をも って、 一回性 の経 験、一 回性の言語とし て一

端書 であ る。私 は全 くこの 一葉を 護符のごと くにして作
「素材（Ⅱ）
」

首があるという方向に行くのが本当である。

「主観的表現」

が、 見たも のを どう現 わす かとい うことが課題 である。

独創 とい うこと は誰 にでも 望まれ るものでは ないかも知
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番号一九〇五）
。初対面から半年近く経ってのものだが、佐太

町下六番町の発行所で面会を果たす。満年齢で茂吉四十四歳、

の二月 号より茂吉の 選歌を受け るようになり、三 月六日に麹

五年に アララギに入 会した。年末の改 元を経て、 翌昭和二年

新 聞広告で茂 吉作品に触 れたのを機に短歌 に関心を抱き 、十

よれ ば、大正十 四（一九二五） 年に佐太郎は 雑誌「改造」の

右の後記および「入門当時の思ひ出」
（『斎藤茂吉研究』
）に

た 。歌 が実際的経験を契 機とする詠嘆 に基づくにせよ 、現実

を加 えないで 、ありのまま に見なければなら ぬ」ことと 捉え

を意味 し、見方につ いて「ほし いままに主観的な 解釈や修飾

は「枝葉末節」では なく「根幹 」
、あるいは「真髄 」
「中心」

つ 意味につい て佐太郎の 理解が示される。 佐太郎は「本 物」

を残す。
『短歌作者への助言』の「本物」では、この言葉のも

とくに 「観方、もつと 本物を観玉へ 」は一読して強い 印象

郎の資質や作風について熟考したうえでの助言であろう。

佐 太郎 十七歳のことであ る。二十年後 の昭和二十二年 に、佐

の一切 が歌になるわ けではなく、 その中の「大切 なもの」を

先｢生」は斎藤茂吉である。懇切な助言だが、忌憚のない批
評でもあり、同時にその端的な歌論でもある。

太郎は当時のことを次のように回想している。
「二階に通ると

摑み とらなけ ればならない。だ が何が「大切 」か抽象的に説

現 実のなか から何を詠う か、という問いは 技術論によ って

明することはできない。
「その時その人によってさまざま」だ

回答を 与えがたい。 それが「さま ざま」だという ことは、こ

そこ に五六人 の人が居て、皆相 当の年輩であ り、私はいまだ

（「入門当時の思ひ出」）
。若い新入会員の不安と緊張が伝わる

こに 作家の自 由と課題があり、 各々の個性（ たとえば佐太郎

少 年でこん な所に出て来 て取り返しのつ かぬ事をしてし まつ

ととも に、茂吉の姿 が彷彿する。 前年（大正十五 年）の三月

と 近藤芳 美の違い）の核 心が見いださ れることを示唆す る。

からである。
「だから結局はその「人」に帰着するのだが、し

二十 七日にア ララギを率いてき た島木赤彦が 病没し、茂吉は

と同時 にそれは最終 的に作家その「人 」が何を求 め重んじる

かしそ の人の眼は 努力と工夫と によって進歩す ることを忘れ

五 月号か ら編集発行人、 昭和二年四月 には青山脳病院院 長と

のか、という問題に繋がる。何が「大切」か、
「本物」なのか。

たやうな気がしきりにした。
［略］二階に来られた先生は、私

なった 。また八月十 一日には、昔から の歌友であ る古泉千樫

そう した自問 が創作の起 点になければなら ないが、先入 観や

が漠然 と想像して ゐたよりはず つと若く細い縞 のある洋服を

が死んだ。孤独のなかで担うものばかり大きくまた重くなる。

てはならない」
。

そん な状況の もとで茂吉 は佐太郎に葉書を 書いた。全集 第三

他人の意見を借りて答えることのできない問いである。

着て居られ、時々舌を出して黒い口髭をなめるやうにされた」

十四巻によれば、宛先は「神田、南神保町岩波書店内」
（書簡
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