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吉江喬松「アルプス連峯の輝き」試論
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Ⅰ．はじめに
本稿は日本の文学者、芸術家のフランス体験の内実を問う研究の一環として、吉江喬松の
著作、特にそのエッセー「アルプス連峯の輝き」を取りあげるものである。
＊
吉江喬松が洋行の途についたのは一九一六年九月、すでに三十歳代の半ばになってのこと
だった1。当時、孤雁の号で詩、小説、随筆に健筆を振るう一方、早稲田大学文学部英文学
科で教鞭を執っていた彼を、早稲田大学がフランスに派遣し、研究にあたらせることにした
のだ。その背景には早稲田大学が仏蘭西文学科の新設を計画していたという事情がある。
一九二〇年七月に約四年間の留学を終えて帰朝すると、吉江は予定通り新設された仏蘭西文
学科の主任教授のポストに就き、以後、一九四〇年に亡くなるまでフランス文学の研究と後
進の育成に力を注ぐことになる2。
幕末の開国以来、今日に至るまでに出版された日本人のフランス滞在記は数知れず、すで
に日本近代文学の一ジャンルを成していると言ってもよさそうだが、その中で吉江の著作―
―『仏蘭西印象記』
（一九二一年）
、
『仏蘭西文芸印象記』（一九二二年）、その他フランス滞
在に材を採った数多くのエッセー――を際立たせている特色は何かと言えば、それはまず、
自然に対する彼の強いこだわりに求められる。吉江はヨーロッパの自然（森、山、海）の風
景に魅入られ、それを倦むことなく語りつづけた人だった。もちろん、内容は発表媒体など
によってまちまちで、学術論文風のものもあれば、洒脱な、あるいは滋味豊かなエッセーも
ある。本稿で取りあげる「アルプス連峯の輝き」も後者の一つだ。「山岳美と文芸との関係
を究めるためには、私の余暇をささげつくしても余りある事である3」と語る吉江の持ち味
を知るのにうってつけの小品だ。
1

吉江喬松に関する伝記的情報については、『吉江喬松全集』全八巻、白水社、一九四一－四三年（以下、

『全集』と略記する）中の第六巻（一九四一年）の巻末に収録された「吉江喬松年譜」に負うところが大き
い。この年譜は吉江喬松に親しく接した根津憲三、桜井成夫、日夏耿之介が編纂したもので、現在まで吉江
喬松の本格的な評伝が存在しないだけに、極めて貴重な情報源である。ただし、間違った記述も見られる
（本稿の注13を参照のこと）。
2

吉江喬松と早稲田大学文学部の組織については、小林茂「吉江喬松のパリ時代――調査のための覚書――」

『近代高等教育の成立――日本と欧米――』早稲田大学社会科学研究所（高等教育部会）研究シリーズ30、
一九九一年、六七頁
3

を参照のこと。

『山岳美観』協和書院、一九三五年、三頁。
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一見したところ、
「アルプス連峯の輝き」は手練れの文章家が一筆書きでものした肩の凝
らないエッセーのように見えなくもない。だが、実は、そこには戦前の日本最大の世界文学
事典（
『世界文芸大辞典』全七巻、中央公論社）を監修した吉江喬松の学識が詰まっていて、
このエッセーをつぶさに検討すれば、当時の日本における西洋文学受容の水準が見えてくる
はずだ。比較文学的な観点から日本近代文学における風景の表象の変遷を辿り直そうとする
者にとっては、一つのメルクマールとなり得る文章でもある。以下では「アルプス連峯の輝
き」の冒頭部分に考察の対象を限り、そこに言及ないし暗示されたさまざまな文学作品、芸
術作品との関わりを探りながら、徹底したスロー・リーディングを試みたい。

Ⅱ．テキスト
「アルプス連峯の輝き」はまず『改造』一九二八年八月号に発表され4、翌一九二九年、評
論・随筆家協会編『山水大観』に収録された5。『山水大観』は三十一名の同時代作家の小文
を集めたもので、執筆者のリストの中には幸田露伴、島崎藤村、田山花袋、野口米次郎など
の名が見える。さらに吉江は「アルプス連峯の輝き」を少なくとも二度、自分の著作に再録
6
7
している、一九二九年刊の『南欧の空』
と一九三五年刊の『山岳美観』
だ。後者は吉江の旧

友で山岳画家として知られる武井眞澄が絵・装丁を手掛けた本で、「アルプス連峯の輝き」
には「山岳重畳」と題する挿絵が添えられている。
吉江の死後、
「アルプス連峯の輝き」は『吉江喬松全集』第七巻に収録され 8、次いで
一九五九年に『アルプの麓』
（朋文堂）の巻頭に再掲された9。『アルプの麓』は山岳に関す
る吉江の主だったエッセーを一冊に纏めたもので、早稲田大学の吉江の弟子にあたるフラン
ス文学者佐藤輝夫の序文によれば、本書編纂を最初に提案し、その実現に尽力したのは「山
の文学の研究家」近藤等だった10。なお、一九七八年には日本山岳会により『山岳美観』の
復刻版が刊行されている11。こうして見てくると、今日ではほとんど顧みられることのない
吉江喬松ではあるが、その彼の作品の中で「アルプス連峯の輝き」は比較的人目に触れる可
能性が高いエッセーだと言えるだろうか。生前、彼が二度自著に再録したことを考えると、
それなりに自信もあれば愛着もある文章だったに違いない。
「アルプス連峯の輝き」は四部構成のエッセーだが、本稿ではそのうち主に第一部と第二
部を扱うこととする。この二つの部は内容的には不可分で、分量的には合わせて全体の約三
分の一に相当する。以下にその第一部と第二部を引用しよう。なお、版に拠る字句の相違は
ほとんど認められないが、句読点の打ち方が二度変わった箇所が一つある（この点は後述）。
本稿では、吉江本人が承知していた限りでの「最終形」と看做し得る『山岳美観』所収のテ
4

『改造』一九二八年八月号、四七－五二頁。

5

評論・随筆家協会編『山水大観』新潮社、一九二九年、八四－九三頁。

6

『南欧の空』早稲田大学出版部、一九二九年、二三－三四頁。

7

『山岳美観』前掲書、四七－六〇頁。

8

『全集』第七巻、一九四二年、九一－一〇〇頁。

9

『アルプの麓』朋文堂、一九五九年、九－二〇頁。

10
11

佐藤輝夫「序文」同書、三頁。

『山岳美観』新選覆刻日本の山岳名著、日本山岳会、一九七八年。
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キストに拠る。
アルプス連峯の輝かしい姿を一望におさめ得るのは、伊太利のトリノから汽車で、仏蘭
西の幽境へ向って行くときであろう。我々が通過した五月中旬の爽快な空の下に、アルプ
スの連峯は、雪白の姿をほとんど全地平線上に浮ばせて、ただトリノヘ向う一角の空を残
すばかり、この眼を奪ふような輝かしい円形の直径線上を、汽車はその連峯の中心をめが
けて走りに走るのであった。
巨大な無蓋円形劇場の真中を走っているような、華やかさと、晴々しさとを感じなが
ら、しかもサアカスの中央へ追い出された馬が、その観衆の視線に怯えて狂うように、純
白な巨人らの連立し、瞰視している中を走る汽車は、急いで、この黙々として立つ無数の
白衣の巨人らの冷たい瞰視の眼を脱れようとするものの如く走りに走りつづけていた。
うるんだ輝きを持つ伊太利の空も、この北部山岳地帯へ来ては、さすがに紫紺色を濃厚
に加えて、それがこの輝かしい大弧線の絶端の上へ落ちる時は匂やかなほのめきとなっ
て、空そのものが地上の最高処と溶け合って、光りとも匂いともつかぬ、一種おぼろな色
となって蒼茫としてはてしなく広がっているのである。
厳粛な、透明な、輝かしい、そして一切が浄化せられた、しかも無限の一方に連続して
いる気分、これはまたユング・フラウなぞの頂上に立った時の感じなぞとは異った、一種
のやすらかさの伴った、人界の中にいながらにして感ぜらるる壮美の極致である。
スタンダアルは幼年時から眺めやつていた佛蘭西アルプスのなつかしい姿を離れて、伊
太利へはいったとき、初めてアルプスの荘厳に打たれたといっているが、少なくも全体と
してアルプスの連嶺を、その輝かしい姿において眺め得らるるのは伊太利の方面からであ
る。トルストイが青年時に、コオカサスヘの初めての旅に向ったとき、草原の果て、地平
線上につぎつぎに現われて来る山岳の姿を遠望したとき、その都度嘆美の叫びを挙げずに
はいられなかった心理過程もほぼ想像の出来ることである。
山岳征服者らの悦びは、その遠望せらるる山岳の美に、その山岳の空際に描き出す力あ
るしかも柔かい空線に龍められている無限の動力が、一時的に靜止している一種不思議な
魅力に引きつけられるのであるが、彼らは更に、その無限の魅力を持つ空線の一端に自分
の身を置いて自分らの体をも同じくこの自然が彫みいだす大群像の一部となしたい要求に
駆らるるのである。
ロダンの彫像の如何なる部分を見ても、我々はやはりこの大自然の彫みいだす山岳を構
成する各部分、各線の美を見出すと同じように、我々はまたこの大自然の原型芸術の中
に、我々人類の巨匠の創造し出す無数の変化を、一層拡大したる形において認むるのであ
る。そしてその自然の芸術と同じ形態に身を整え、同じ呼吸に気分を整調せんことを要求
する。スタンダアルやトルストイの山岳を望んでの絶叫はつまり、その瞬間における自然
と人間との呼吸の一致を無意識に発露せしめたものである。
私は所謂日本アルプスと呼ばるる連峯の大観をおさめ得るのは、ちょうど欧羅巴アルプ
スを伊太利の方面から眺めると同じように、信濃の方面から眺むるのではなくして、むし
ろ裏面と思わるる越中の方面からして、しかも海上を能登から越中へ向う船の甲板上から
眺むるのがもっとも壮観であると信じている。
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海国日本の連嶺は、他日飛行機上から瞰下する折があれば知らぬこと、今日までは信濃
の中央、松本市の東部なぞの山々から眺めやるのが大観をおさめ得るもっとも好適な場処
であろう。「たて廻す雪の高根の銀屏風、なかに墨絵の松本の里」という歌が何人の作で
あるか、かつて少年時代に松本市の古老からきかされたことを覚えているが、徳川期の或
る時代の人の即興実景をうたいだしたものであろう。そしてこれはおそらく今日の所謂日
本アルプスなるものが、その名において呼ばれざる時代に、その雪の高峯として、一望に
美的鑑賞眼にはいつた最初の表現であろうと思わるる。この実景は、そして、松本市の東
部の山々から、眼下に松本市を見おろして、更にその背景をなす飛騨山脈一体を眺めやつ
て、詠じ出したものであろう。
けれど、能登の海上からの眺望は、この連嶺を其正面に眺めやるとか、或いは多少でも
俯瞰するとかいうのではなく、遠く一種の島山の如くに仰ぎ見る大景である。我が日本の
中央を横断する梁骨を一望に仰視する壮観である。日本を暫くも離れて遠国へ行っている
ものが、或る時、若し日本全体を一の画図として、夢の中に思い浮べ出させることがあり
とすれば、それは必ず、紺青の夜の海に、銀灰色をなして浮び上がる島山の姿であろう。
そしてその連山の麓に、同じく銀波の寄せて砕くる遠い音を耳にするであろう。――我々
が能登の海から仰ぎ見る日本アルプスの連嶺は、まさにこの夢裡に浮ぶ日本そのものの如
き大景である12。

Ⅲ．「欧羅巴アルプス」
まずは「欧羅巴アルプス」の魅力を語った引用文前段に注目し、その背景と特色を大掴み
に捉えておこう。
フランス留学中、吉江はパリに生活の拠点を置いた。ただし一九一七年と一八年の夏にア
ルプス山麓の町グルノーブルに長期滞在している13。
（
「アルプス連峯の輝き」では引用した
箇所に続いて、グルノーブルから眺めたベルドンヌ山塊の話が出てくる。）フランス国外を
旅することもあって、帰国直前の一九二〇年四月にはスタンダール『ローマ散歩』の記憶を
携えてローマを訪れた。その旅を回想した「南欧の空㈠」にはこう記されている。
一九二〇年の四月、巴里の大通にはマロニエが若葉して、その葉の間から祭壇の蝋燭の
ような花がそろそろ見えがくれするころであった。羅馬の五月に間に合うようにと、私達
三人は巴里のガアル・ドゥ・リヨンから夜行で、羅馬行きの汽車に乗ったのであった。国
境ではうるさい旅行券その他の検閲があって、アルプスの長いトンネルを越えて伊太利へ
はいったのは十幾時間の後であつた。
トリノからゼノヴァへと汽車は地中海の岸へ向って走って行く。輝く空は、スイスの空
12

『山岳美観』（一九三五）前掲書、四七－五一頁。旧漢字、旧仮名遣いは原則として新字に改めた。以下、

すべての引用について同様。
13

『全集』の年譜では吉江がパリからグルノーブルに初めて赴いたのは一九一八年とされているが、正しく

は一九一七年。吉江が日本の家族に送った書簡やエッセー「アルプの麓」（『全集』第三巻所収）の内容と発
表時期から見て間違いない。この一年のずれが持ち得る意味については稿を改めて検討したい。

吉江喬松「アルプス連峯の輝き」試論

177

の紺碧の果てしなき高さ深さを思わするものとも違い、また仏蘭西の空の蒼い、淡い漂う
ような想いを起さするものでもなく、寧ろ紫がかった青光のあまねく輝く、気高さと懐か
しさとを同時に呼び起すものである。この輝く空が、蒼黒い橄欖の林の上へ、乳白の羊の
群れている牧場の上へ、黄ばんだ丘陵の上へ、更に、その丘陵の上に立っている崩れか
かった古城の上へ、同じ光りを投じている［中略］
約百年以前にスタンダアルは羅馬を訪問すること前後六回、彼を巴里から運んで来た駅
馬 車 は、 二 十 三 日 目 で よ う や く 羅 馬 の 近 く ま で 来 て い た の で あ っ た。 我 々 が こ の
ラ・ヴィル・エテルネル

永久の都市にはいったのは、巴里を出てから二日目の午後であった14。
吉江はパリで知りあったイタリア人から祖国の「紺青の空」の美しさを度々聞かされたのだ
という。吉江の頭の中でまだ見ぬイタリアの空とダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の空（「ク
リストの背後からのぞいている青光の漂う［ダ・ヴィンチの］祖国の空」）が重なり、それ
が彼に旅心を催させたのだ（吉江はイエスの背後の空は、ダ・ヴィンチがイタリアの空を念
頭に描いたものではないかと推測している）15。そのせいか、上の文でも「アルプス連峯の
輝き」でもイタリアの空の描写には力が籠っている。なお、上の引用中の「アルプスの長い
トンネル」とはアルプス山脈西部のモン＝スニ峠のトンネルのこと。モン＝スニ峠はリヨン
とトリノを結ぶ古くからの交通の要衝で、一八五七―七一年に鉄道のトンネルが建設され
た。吉江はそのトンネルを抜け、トリノ経由でローマに向かったのだ。
「アルプス連峯の輝
き」の冒頭に描かれたのは、帰途、この行程を逆に辿り、トリノからフランスに向かう汽車
の窓から眺めた光景に違いない。
文学史家、山の文学の理論家としての吉江によれば、文学が宗教的先入観に縛られずに山
岳を語るようになったのはたかだが近代に入ってからのことにすぎない。それ以降、山岳文
学（山を主題とする文学全般）は三つの段階を経て発展してきた。彼の編纂になる『世界文
芸大辞典』の「自然」の項には、山岳文学の歴史的な歩みが海洋文学のそれと合わせて説明
されている。
「吉江喬松」と署名の入った文章だ。その一部を引いてみる。
山岳文学もまた海洋の文芸と同じく、最初は眺めやった文芸、陸上より見たる海、遠望
したる山岳、それ等をうたい出したるものであるが、やがて海洋そのものの真只中へ乗出
した生活、海洋との闘争生活を描き出すに到ると同じく、山岳は遠望から順次に登山の文
芸となり、やがては山岳そのものが直接人間生活へ及ぼす関係を描き出す物語となって発
展するのである。
登山文芸は「リテラチュール・アルペストル」（アルプス文学）とも呼ばれて、無数に
あるのであるが、これは、海洋文芸に於ける冒険録とほぼ性質の同じものである。山岳と
人間生活との直接関係からの文芸は、やはり近代の物語小説に展開せられて、ビョルンソ
ンの如き、ラミューズの如き代表作家を持っているのである。［中略］現代日本に於て登
山文芸は小島烏水以来盛になって来ているが、いまだ直接山岳と人間生活との関係に於け
る山岳文学の典型的なものは現れない16。
14

「南欧の空㈠」『全集』第七巻、前掲書、二二頁。

15

同書、一五－一六頁。
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近代的な山岳文学の初期段階では、山は遠くから眺められているにすぎず、人（つまり作者
とその分身の語り手、登場人物）は山に深く分け入らない。「自然に帰れ」で有名なルソー
の作品などでも実はそうだ。その後、アルピニズムの振興に伴って登山文芸が生まれたが、
登山文芸とは畢竟、冒険録の類にすぎない。ノルウェーの作家ビョルンソンやラミュ（「ラ
ミューズ」とはスイスのフランス語圏作家 Charles-Ferdinand Ramuz のことだろうから、
ラミュと記すのが一般的）の作品のように人間の日々の営みと山岳との密接な交渉を描いた
物語でなければ本格的な山岳文学とは呼べないはずだが、残念ながら日本の作家はまだその
域に達していない。――こんなところが吉江の基本的な見立てであって17、これは今でも山
岳文学の分類法を考える際の叩き台になりそうだが、それにしても、いささか窮屈な物の見
方ではある。ここに引用したのが字数に制限のある辞典の記述であることは差し引いて考え
なければならない。
実際の吉江はビョルンソンやラミュの作品を仰ぎ見て、日本の山岳文学の不振を嘆いてば
かりいたわけではない。ここでは二流品扱いされている「登山文芸」に対してもずいぶんと
理解のあることを述べている。例えば「最近の登山文芸」と題するエッセーにはこうある。
（引用冒頭の「この冒険と征服」は、登山家が危険を冒して山を征服することを指す。）
この冒険と征服との間から一種の文芸が当然生れて来る。登山文芸と仮に名づけること
にする。これは一種のルポルタアジュでもあれば、また日常生活とは全く異った環境に於
ける驚異感の披瀝でもあれば、努力と汗とでかち得た心境の展開でもあり、そしてその表
現は総じて率直で、爽かで、こだわりがなく、うるささがない。こうした登山文芸の出版
は年々相当数に登っているので、勿論、総てに目を通すことなぞは出来ぬ。幸い同じ校舎
に学校の山岳部の集合処があって、山岳に関する東西の文献が可成り整頓して集められて
いるのを、山岳部の一人の河合亮君が借出して来てみせてくれた。疲れた時に読むとして
はこれくらい愉快な文献はない18。
ここに具体的に挙げられている「文献」は小島烏水の一連の著作の他、辻村伊助『スウィス
日記』、槇有恒『山行』
、大島亮吉『山――研究と随想』などだ19。そもそも彼自身、「登山
16

吉江喬松編輯『世界文芸大辞典』第三巻、中央公論社、一九三六年、五三〇－五三一頁。

17

吉江自身は「山岳そのものが直接人間生活へ及ぼす関係」の具体例として、アルプスの houille blanche

（白い石炭＝水力エネルギー）に注目していた節がある。「この地ドオフィネとサヴォワとは、ご承知の如
くフランスのアルプ地方で、西北の戦線からは比較的遠い処ですが、この付近の山間渓谷では、今無数の電
気工場が日夜休みなく活動している。戦線への物資の供給をつとめているので、いわばこの地方が戦争の物
質上の原動地となっているのです。所謂『白い石炭』と呼ばるるアルプ連嶺の雪と水とは、この活動に不断
の動力を供給しているのです。シャンベリに向う鉄道の沿岸、イゼエルの渓谷なぞには、闇の中に明るく輝
く幾つの大工場を見掛けるかわかりません。／かような工場活動が、地方人の心理に大きな影響を及ぼすこ
とはいうまでもないことです。今後のアルプ地方には、こういう意味の様々な現象が起って来ましょう。」
「アルプの麓」『全集』第三巻、前掲書、七五頁。「スタンダアルの故郷」同書、一六三頁も参照のこと。
18

「最近の登山文学」『山岳美観』前掲書、一一六－一一七頁。

19

吉江は小島烏水と交友があり、烏水の紀行文を早くからよく読んでいた。烏水が発起人の一人となって

一九〇五年に山岳会が発足すると、吉江はその機関誌『山岳』に烏水の『雲表』の書評を寄せ、中身のある
賛辞を述べている。『山岳』一九〇七年一一月、第二年第三号、一五九－一六〇頁。
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文芸」に分類できそうな文章を書いている。一九〇六年に発表し、後に『山岳美観』に再録
した「木曽御嶽の両面」は、
「木曽の御嶽へ登って、更にその裏山の急峻な熊笹の中を飛騨
路へ降りて再び高山の町から平湯温泉へ、そして山林地帯を白骨へ引きかえして来た一週間
の山中旅行20」の記録だ。
もっとも、若い頃に山歩きを好んだにせよ、彼はいわゆる山男ではなく、むしろ山の風景
の目利きたらんとした人だ。目利きたらんとする彼が一番にこだわったのは、山を遠くから
眺め、その大観をおさめることだった。要するに「山岳遠望」を旨としていたのだ。
多数者にとっては、山岳は必ずしも登らずとも、遠望するだけでも爽快な感じを与うるも
のである。私一個にとっても山岳は、登らずとも遠望することで事たるほうである。［中
略］山岳は登るとは限らない。遠望においてこそ一そう全体の美観が全容の威力が人間に
迫って来るものである21。
「全体の美観」ないし「全容の威力」に惹かれる彼は、それだけに、「大観をおさめ得るもっ
とも好適な場処」を探しだすことに心を砕く。彼のフランス滞在記には実にさまざまな場所
から眺めたアルプスの印象が書き留められていて、さながらアルプス三十六景だか百景だか
の感があるが、その一つ一つがアルプスを眺めるのに格好のスポットを探し求める探索の旅
の途中で手にした果実に他ならない。なかなか美味な果実もあれば、そうとも言えないもの
22
もある。リヨンのフルヴィエールの丘から眺める山は「物たらない」
。その彼が、ついに、

これぞアルプスの大観をおさめるのに最適のスポットと思い定めたのが、トリノからフラン
スの幽境に向かって、まるで観客の視線に怯えたサーカスの馬のように走りに走る汽車の車
窓だった。
『世界文芸大辞典』での吉江自身の定義に従えば、「アルプス連峯の輝き」は近代
的な山岳文学の初歩的な段階から抜け出ていないということになりかねないが、よしそうだ
として、それのどこが悪いと開き直る気が彼にあったかどうか。とにかく、山岳遠望を愛す
る人、吉江喬松の真骨頂を示す文章であることは間違いない。
なお、
「アルプス連峯の輝き」の冒頭近くに「ユング・フラウなぞの頂上に」云々とある
のは、イタリア旅行の前年一九一九年八月にスイスを旅し、ユングフラウの山頂に立った実
体験に基づいている。ただし山頂に立ったとは言っても、麓から歩いて登ったわけではな
い。早くも一九一二年には登山鉄道がユングフラウ・ヨッホまで通っていた23。

Ⅳ．「所謂日本アルプスと呼ばるる連峯」
続いて「欧羅巴アルプス」と比較しながら「日本アルプス」を語った引用文後段に目をや
ろう。最初に指摘しておくと、吉江は一八八〇年に松本市伊勢町に生まれ、東筑摩郡塩尻村
永畝で育った人だ。松本中学卒業後、しばらくして上京、それからは東京暮らしが続いた
20

「木曽御嶽の両面」『山岳美観』前掲書、三頁。

21

「山岳遠望」『全集』第七巻、前掲書、一二五－一二八頁。

22

『山岳美観』前掲書、五四頁。

23

「瑞西の自然美」『全集』第三巻、一九四一年、四九七－五〇一頁。
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が、実家はずっと塩尻にあって、信州と縁が切れることはなかった。「アルプス連峯の輝き」
は「所謂日本アルプスと呼ばるる連峯」の眺めに幼い頃から親しんでいた人の文章だ。
佐藤輝夫はその辺りのことも念頭におきながら、師の文章についてこう述べている。
吉江先生の文章の特色の一つは、比較と類推である。一つの理念は直ちにそれと関連の
ある他の理想 ママ を呼びよせ、一つのテーマは直ちにそれに類似するテーマを引き寄せ
る24。
これはまったくその通りで、甲斐の徳本の伝説がゴール人のワイン造りに纏わる伝承を呼び
寄せるかと思えば25、パリ近郊の森林の眺めがゴシック建築を、さらにヴァイオリンの音を
連想させ26、アルプス山麓の羊群の鈴の響きが講中の白衣姿を呼び起こす27といった具合で、
「比較と類推」の例にはこと欠かない。特筆すべきなのは、俳句で言うところの「取り合わ
せ」の妙だろう。吉江の場合、二つの項の組み合わせが「つきすぎ」にならず、そうかと
いってシュルレアリズムのイメージのようにかけ離れすぎて理解を拒絶することもない。
「欧羅巴アルプス」と「日本アルプス」の映像を重ねる「アルプス連峯の輝き」の一節もま
た、この「比較と類推」の一例に他ならない。
欧羅巴アルプスの「大観」を示した後は、それに匹敵するような日本アルプスの「大観」
を求めて記憶を探る――それは、心に残った様々な風景を並べ変えたり重ね合わせたりしな
がら、アルバムを整理するように記憶を整理することでもあっただろうか。むろん連想ゲー
ムに興じる遊び心もあったはずだ。かつて松本の古老からきかされた「徳川期の或る時代の
人」の歌を懐かしみつつ、
「壮美」という点でこの歌の上を行くようなヴィジョンはないか
と頭を捻り、日本海に浮かぶ日本アルプスの姿に思い当たったときは会心の思いがしたに違
いない。濃い紫紺色の空をバックに匂うような光に包まれた欧羅巴アルプスと、紺青の夜の
海に浮かぶ日本アルプスがこうして重ね合わせられると、まるで陽画と陰画のようで、この
二つのイメージはもはや切り離しようがないと読者に思わせるのが吉江の文章の力だ。
「徳川期の或る時代の人」は江戸時代後期の狂歌作者、鹿都部真顔のこと。吉江の引用は
正確でなく、文政九（一八二六）年に建立された松本深志神社の石碑（現存）には「立廻す
高ねは雪の銀屏風中にすみ絵の松本の里」とある。松本の周囲の雪嶺はさながら銀屏風のよ
う、その銀屏風に描かれた「墨絵」の中に人々が「住んで」いる、という程の意味。たしか
にこれもなかなかの大観だ28。
なお、このエッセーの夜の海に浮かぶ「島山」とほぼ同じイメージが吉江の別の文章中に
出てくるので一瞥しておきたい。吉江がいつ海上から日本アルプスを眺めたのか、それは分
からないが、そのとき目にした光景はよほど印象深かったのだろう。
24

佐藤輝夫「序文」吉江喬松『アルプの麓』前掲書、三頁。

25

「武蔵野」『全集』第七巻、前掲書、一四〇－一四一頁。

26

「秋」『全集』第三巻、前掲書、三七五頁－三九四頁。

27

「武蔵野」前掲書、一四二頁。

28

鹿都部真顔と松本については、鈴木俊幸『一九が町にやってきた――江戸時代松本の町人文化――』高美

書店、二〇〇一年（第五章「鹿都部真顔がやってきた」一三五－一七〇頁）を参照のこと。
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日本を遠く離れて、日本を思ふとき、太平洋と日本海とに四方取りまかれて、銀盤上に浮
かび漂ふ緑の島国が、遠い遠い水平線上に姿を見する。紺青の波に浮び、白銀の浮彫を持
つて、夜の海に漂ふ日本の島国、自在な海波は劫初この方、この岸辺を洗ひ、不断の楽を
立ててゐる29。
「アルプス連峯の輝き」では「日本を暫くも離れて遠國へ行っているものが、或る時、若し
日本全体を一の画図として、夢の中に思ひ浮べ出させることがありとすれば、それは……」
という文言に続けて島山のイメージが示されていたが、上の引用中にも「日本を遠く離れ
て、日本を思ふとき」云々とある。実際に彼はフランスから日本を（むろん「夢裡に」であ
るにせよ）こんなふうに見ていたのだろうか。だとすれば、途轍もない「遠望」ではある。
ここで気の滅入るような話題にも少しだけ触れておく。今、引用したのは一九二三年、つ
まり帰国の三年後に吉江が上梓した単行本『自然美論』の第一編第八章の一節だが、この第
八章は全体が海洋文学に割かれ、「海洋美論」と題されている。つまり、島山のイメージは
吉江の山岳文学への関心と海洋文学へのそれとが交差する点に位置するものなのだ。
一九〇〇年に幸田露伴が「海と日本文学と30」を発表し、古来の日本文学に本格的な海洋文
学の伝統が欠けていると指摘して以来、ときおり海洋文学の出現を求める声があがったが、
吉江もまた西洋近代文学をモデルに日本のあり得べき海洋文学の姿を探っていた。一九三九
年、吉江はずばり「海洋文学の提唱」と題する文章を著し、その中で、
海へ往け、永えに若き海をば我等のものとせよ、これは独り文芸には限らない。科学の将
来とてもあの無限の海洋に取材することで発展するであろうと思う。海洋国日本の輝かし
い文芸表現をこそまづもって望ますにはいられない。
とやや声高な口調で訴えているが、こうした主張ははたして大日本帝国の南進政策と無縁で
あり得ただろうか。
『全集』の年譜の一九三八年の項には「秋、海洋文芸を提唱、海軍省軍
事普及部の指導斡旋を得て、海洋文化協会設立にあたり、その有力な準備委員として尽力」
とある31。夜の海に浮かぶ美しい日本アルプスのイメージは、この疑念とともに記憶に留め
ることにしたい。
29

『自然美論』『全集』第六巻、一九四一年、一〇四頁。

30

幸田露伴「海と日本文学と」（一九〇〇年）『露伴全集』第二四巻、岩波書店、一九五四年、三六〇頁。

31

『全集』第六巻、前掲書、五四二頁。海洋文化協会について筆者は多くを知らない。ただ、大戦中（吉江

の死後）に『標準海語辞典』を刊行したことは分かっている。その「序」の冒頭を参考までに引用する。
「大東亜のあたらしき秩序は、海洋の上に打樹てられるべき秩序である。ここに洽き大御稜威のもと、ゆた
けき共存共栄の大和の世界を構成するあまたの国国の思想を、感情を、生活を、意思を、ひとつに結ぶもの
は、海洋でこそあらねばならぬ。／まして、大日本帝国は、肇国のはじめより、波濤とはゆかり浅からぬ海
洋国家である。［中略］皇国隆替の運命のわかるるところも、所詮は国民が深く海を愛し、海と相親しみ、
海を支配すると否とに存するのである。／海洋文化協会が、海語辞典の編纂を重大なる事業の一つとして選
び、すくなからざる抱負を以てこれに着手したことも、動機とするところは、宏く国民のあいだにかかる海
洋への理会を普及し、かかる海洋への愛を喚起せんとするに在った。」海洋文化協会編纂『標準海語辞典』
博文館、一九四四年、「序」。
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Ⅴ．「島山」のイメージへの補足
ところで、海上から山を仰ぎ見るという発想はもとより吉江の専売特許ではない。話を文
学に限らなければ、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」や歌川広重の「駿河薩夕之海上」がすぐに
思い浮かぶ。仮に話を明治期以降の文学に限っても、上に名を引いた幸田露伴であれば、風
景体験を「我が魂を以て自然境を縫った場合」（その場合は「猶お時間というものが存在し
ている」という）と「時間という生暖かいものも無くなって、端と自然に魂が直面して打た
れる場合」の二つに大別し、後者の例として「駿河の海上から富士を看る」のケースを挙げ
ている32。また田山花袋であれば『山水小記』の中の飛島を回想した一節に、
「鳥海山は北
廻りの日本郵船の甲板の上から見たのが一番好いという話だ」という一文をそれとなく差し
挟んでいる33。いつか山岳美と海洋美の出会いの場としての「海上から眺めた山」のイメー
ジを拾い集め、アンソロジーを編んでみるのも悪くない。その上で、改めて吉江の「島山」
の特色を考えてみるのもいいだろう。その手始めに、という程のつもりで、以下に一つだけ
サンプルを挙げておく。吉江自身の文章ではないが、吉江と縁浅からぬ文章だ。
モーパッサンの晩年の作に『水の上』がある。愛するヨット「べラミ号」を駆って地中海
を周遊したモーパッサンの実録風の旅行記で、夜明け前にコート・ダジュールの港から出帆
した作家は、やがて朝日に照らされたアルプス連嶺をヨットのデッキから眺めることにな
る。管見によれば、この『水の上』を日本で最初に翻訳、紹介したのは吉江喬松だ。吉江は
まず一九一三年にこの作品を翻訳上梓し、その後、一九二七年にその旧稿に手を入れた改訳
を岩波文庫から刊行した34。以下では一九二一年に『モウパッサン全集』第五巻に収録され
た吉江の訳、つまり改訳前の訳文で引用する。なお、ヴイルフランシユとベイ・デ・アン・
ジエ（アンジュ湾のこと）はどちらもニース（引用中では「ニス」）近くの湾。
微風は、眼にはみえないが、まだ雪を戴いていると思われる山の上から、冷たく乾いて
吹いて来た。極くかすかに、まだ醒めきらないもののように、間を置いて気紛れに吹いて
来た。
やがて水夫等は錨を揚げた。私は舵機を執った。
［中略］
夜が明けかかって来た。星辰が次第に消えて行った。そしてヴイルフランシユの灯台
も、もうその廻転する目を閉じた。私は、まだはっきり目に入らないニス市の上に当っ
て、遠空の下に、奇妙な薔薇色だった閃きを認めた。アルプス氷河の絶顚が曙光に照し出
されたのであった。私は舵機をベルナールに渡して、日の出を見守っていた。爽かさを増
32

幸田露伴「穂高岳」（一九二八年）『露伴全集』前掲書、第一四巻、一九五一年。

33

田山花袋『山水小記』（一九一七）『底本

田山花袋全集』第一六巻、初版一九三七年、復刻版一九九四

年、臨川書店、五三七頁。なお、この『底本

田山花袋全集』第一六巻の初版に吉江は序文を寄せている。

34

『全集』第六巻の年譜（五三五、五三八頁）参照のこと。筆者は一九一三年の初版にあたることができな

かった。なお、一九五五年にはさらに新たな訳が岩波文庫より刊行されている。これは吉江の教え子だった
桜井成夫が吉江訳に加筆修正を施したもの。
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した微風は私達を吹いて、紫色に慄えている波の上を滑って行かせた。
［中略］
今や、アルプスの全嶺の姿が現われて来た。海に迫る巨大な波浪、雪を戴く花崗岩の
波、其処には、有ゆる尖頂が、一掬の飛沫が凍てついたまま動かずにいるような姿を見せ
ている。そして太陽はこの氷の背後に登って、その上に鎔銀の光を降り注いでいる。
［中略］
私はいま三つの港湾を見ることが出来る。前方に当って、島々の向うにカンヌの湾が横
たわっている。近くにはズアンの湾がある。そして後方には、アルプス連嶺と、雪の高峰
とを頂いたベイ・デ・アン・ジエがある35。
こんな風にぶつ切りにして引用してはせっかくの味わいが台無しだが、原文では時間の流れ
とヨットの動きにつれて変化する山の姿が無駄のない筆致で的確に捉えられている。モー
パッサンはここでまず、まだ姿を見せない山の存在を肌で感じている。そのうち「遠空の
下」に「奇妙な薔薇色だった閃き」が見え、ついにアルプスの全容が姿を現すと、その山は
まるで「巨大な波浪」のようだと感じられる。「一掬の飛沫が凍てついたまま動かずにいる
ような」波浪、まるでストップモーションをかけられたような波浪だ。ストップモーション
とはいえ、不動性を印象づけるものではない。何しろ海に襲いかかろうとする波なのだ。動
きの化身、宙吊りにされた運動性そのものと言うべきだろう。だがその強烈な印象は長つづ
きせず、じきにアルプスは後景に退いていく。
興味深いのはやはり「雪を戴く花崗岩の波」vague de granit couronnée de neige36という
表現。プルーストの『失われた時を求めて』には「海と陸を比較し、両者の境目を悉く取り
去ってしまう隠喩37」を好んで用いる画家エルスチールが登場するが、これなどはまさにエ
ルスチール風のメタファーだと言えないだろうか。ランボーの『イリュミナシオン』の一編
「海景」（「荒地の潮流と／引潮の巨大な轍が／円を描くように東方へ過ぎ去る38」
）を思わせ
なくもない。翻訳するとは、煎じ詰めれば、原文を恐ろしくゆっくり読むということだ。読
み飛ばすのを禁じられることだと言ってもよい。吉江は翻訳の作業を通じて、原著のこうし
た言葉一つ一つの重みや手触りを得心がいくまで確かめていたに違いない。

Ⅵ．西洋の文学／芸術
吉江は西洋の文学者、芸術家の作品に触れることで己の風景感情を深め、山岳美の目利き
としての腕を磨いた人だ。
「アルプス連峯の輝き」では、いま取り上げたモーパッサンなど
は名指しされていないが、スタンダールとトルストイの名はいわばセットで登場する。続い
35

『モウパッサン全集』第五巻（『水の上』吉江喬松訳）天佑社、一九二一年、一九－二四頁。

36

Guy de Maupassant, Œuvres complètes illustrées, LʼInutile beauté, Sur lʼeau, notice par René Dumesnil,

illustrations de Robert Lotiron, Librairie de France, Paris, 1955, p. 249.
37

Proust, À lʼombre des jeunes filles en fleurs, II ; À la recherche du temps perdu, Gallimard, coll.

Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1988, p. 192.
38

Rimbaud, Œuvres compètes, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2013, p. 307.
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てロダンの名前も出てくる。吉江は彼らのどの作品と、どんな関わりを持ったのだろう。そ
こを探りながら読み返せば、吉江の文章に対する理解が深まるはずだ。
その１）スタンダールとトルストイ
吉江が二度にわたって滞在したグルノーブルはスタンダールの故郷だった。吉江にとって
グルノーブルは「スタンダールの市」に他ならなかったが39、スタンダールがその故郷を唾
棄していたのはよく知られている（スタンダール曰く、「すべてブルジョア式の下等で平板
なものは私にグルノーブルを思い出させる。すべてグルノーブルを思い出させるものは私を
ぞっとさせる。いや、
『ぞっとさせる』ではお上品すぎる、胸糞が悪くなるのだ40」
）
。ただ
し、そのスタンダールも町を取り囲む山々だけは愛していた。
一七九九年、スタンダールはグルノーブルを去って憧れのパリに出る。ただし、期待に反
してパリは彼に幻滅しか感じさせなかった。翌一八〇〇年、ナポレオンの第二次イタリア遠
征軍に編入され、サン＝ベルナール峠を越えてイタリアに入ってようやく彼は大きな幸福感
に包まれる。以下に引用するのはスタンダールの自伝的作品『アンリ・ブリュラールの生
涯』の終わり近く、イタリアに初めて足を踏み入れた場面だ。吉江が「スタンダアルは幼年
時から眺めやっていた佛蘭西アルプスのなつかしい姿を離れて、伊太利へはいったとき、初
めてアルプスの荘厳に打たれたといっているが……」と書きながら思い浮かべていたのは、
この一節だったかもしれない。なお、引用中のイブレアはイタリア北西部、トリノの北北東
約五〇キロに位置する町。ドーフィネはフランス南東部の旧州名で、その主要都市の一つが
グルノーブルだ。
やや右手にある、四分の三里くらいのところから眺めたイブレアの最初の姿が今もなお
目に浮かぶ。左の遠くに山々が見えた。どうやらモンテ・ローザやピエルラの山々、ま
た、後にあんなにも愛するようになったレセゴーネ・デ・レッコだったようだ。
［中略］
私の人生は更新され、パリのすべての幻滅は永久に葬り去られた。
私は、幸福がどこに存するかをまざまざと見たのだ。今日思ってみるに、私の最大の不
幸は――非常に長い間パリでなら幸福を見出せると信じていたのに、そのパリで幸福を見
いだせなかったため、それではいったいどこに幸福はあるのだろう？
我らがドーフィネの山中には見つからないのだろうか？

ほんとうにそれは

私の家の者が言っているのが本

当で、私はドーフィネの山々に帰った方がよいのではないだろうか、と、そんなふうに
思ってしまうことにあった。
イブレアのこの夜は、私の精神の中のドーフィネ地方を永久に破壊し去った。イブレア
に到着する朝に見た美しい山々がなかったら、ベルランやサン＝タンジュやターユフェー
ルの山々は、たぶん永久に消し去られなかったろう41。

39

「スタンダアルの故郷」『全集』第三巻、前掲書、一六〇頁。

40

Stendhal, Vie de Henry Brulard, texte établi avec introduction, bibliographie et notes par Henri

Martineau, Classiques Garnier, 1966, p. 86.
41

Ibid., p. 406-407.
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モンテ・ローザは言わずと知れたアルプス山脈の高峰。ピエルラはイブレア北東の町。レセ
ゴーネ・デ・レッコはミラノの北の山。こうした山々の眺めがドーフィネの山（ベルランや
サン＝タンジュやターユフェールの山々）の印象を消し去り、スタンダールを恍惚とさせた
というのだが、正確を期すと、彼は上の引用中の省略した部分で、イブレアに到着した日の
晩に劇場に赴き、チマローザのオペラ『秘密の結婚』を観て「崇高な幸福」を味わったと記
している。つまり、イブレアの幸福には山だけではなく、オペラも大きく与っているわけだ
が、そうにせよ、イタリア側から眺めたことで、アルプス連峰がスタンダールにこれまでに
ないほど強い印象を与えたことに変わりはない。この印象はやがて『パルムの僧院』の有名
な一節に生まれ変わる。主人公ファブリスがイタリアのパルム公国にある高い塔の上の監房
に入れられるくだりだ。トレビゾはイタリア北東部の町。ビーゾ山はイタリア北部、フラン
スとの国境近くにある高峰。
その日は月があった。そしてちょうどファブリスが監房に入ったとき、厳かに水平線上
の右側、トレビゾの方、アルプスの山脈の上に昇った。まだ夜の八時半だった。水平線の
反対の端、日の沈む方では、オレンジがかった赤色の輝かしい夕映えが、ニースから北へ
モン＝スニの山やトリノにまで至るビーゾ山その他のアルプスの先鋒の輪郭を、完璧に描
き出していた。ファブリスは自分の不幸についてそれ以上思いもせず、この崇高な光景に
感動し、夢中になった。
［中略］彼の魂に話しかける水平線を嘆賞し、何度も美しい司令
官邸に目を落としたりしながら、二時間以上も窓際で過ごした後、ファブリスはふいに叫
んだ。
「いったいこれが牢屋なのか。僕があんなに怖がっていたのは、これなのか42」
山は人を幸福にする――素朴と言えばあまりにも素朴なこの真実を、これだけ簡潔に力強く
言い切った文章も稀ではないだろうか。断わっておくと、確かにファブリスは監房に入れら
れて俗世間から切り離されたように見えるが、ただし、ここに描かれた山は世捨て人の目、
すべてを超脱して悟りすました人の目に映った山ではない。彼が「何度も美しい司令官邸に
目を落としたり」するのは、そこにいとしいクレリア・コンチがいるからだ。スタンダール
にあっては、山の魅力はオペラと同様、恋とも手を携え得るのである。
一方、トルストイは一八五一年、二十三歳のときにコーカサス（カフカーズ）に赴いた。
その経験を踏まえて執筆したのが『コザック』
（一八六三年）だ43。この小説は一八九三年
に『コサアク兵』の題で翻訳され、博文館から「世界文庫」第八編として刊行された。訳者
は若き日の田山花袋だ。花袋が翻訳の底本としたのは英訳 The Cossacks. By Count Lyof
Tolstoi, Tr. By Mrs. Laura E. Kendall, New Yord, G. Munro, 1888（On cover ; Seaside
Library Pocket ed. No. 1090）だった44。
吉江はロシア語は読めなかったはずだが、フランス留学前にロシア文学に強い関心を寄せ
42

Stendhal, Œuvres romanesques complètes, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 2014, p. 420.

43

『トルストイ全集・別巻』河出書房新社、一九七八年の年譜（特に五二二頁以下）を参照のこと。

44

トルストイ『コザック』の邦訳およびその底本については、尾形国治『明治期文学の諸相――研究と資料

――』（「田山花袋訳『コサアク兵』論」五〇－六七頁）関東学院大学人文科学研究所叢書Ⅺ、一九九四年が
詳しい。
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ていた時期があり、一九〇八年には英訳からの重訳で『ツルゲーネフ短編集』を翻訳上梓し
ている45。その彼がトルストイの作品を英訳で読んでいたとしても何の不思議もない。もち
ろん、花袋による邦訳を手にとった可能性もある。さらに、この小説は一九一七年に広津和
郎が新たに訳出していて46、広津訳が吉江の目に触れる機会もあったはずだ。そのいずれか
の手段で吉江が『コザック』を読んでいたのであれば、「トルストイが青年時に、コオカサ
スヘの初めての旅に向ったとき、草原の果て、地平線上につぎつぎに現われて来る山岳の姿
を遠望したとき、その都度歎美の叫びを挙げずにはいられなかった心理過程もほぼ想像の出
来ることである」と述べたとき、彼が思い返していたのは『コザック』冒頭近くの一節だっ
たに違いない。主人公のオレーニンが従僕のワニューシャ、ノガイ人の御者とともに、赴任
先のコーカサスに馬車で向かうシーンだ。田山花袋訳で引用しよう（以下、「少年」と「ヲ
レナイン」はオレーニン、
「ヴァニア」はワニューシャのこと）。
あくる日の払暁、あまりに寒き嵐気に少年は目覚めて起上りつつ、何気なくあたりを眺め
ぬ。美しく静かなる朝なりき。この時不意に距離殆んど三十哩ばかりもあらむとおぼしき
処に、青き空に突立ちて、きらきらとかがやく白き山塊の多く連れるを明かに見ぬ。ヲレ
ナインはほとほと言うに言われぬ美に撲れて、夢の名残にはあらずやと疑いぬ。されど夢
の名残にてはあらざりき。まことの山は高く美しくその前に聳えたり。
見ゆるは何かと遂に叫出しぬ。山、山なりと冷淡に御者は答えき。
我等は久しき前より、かの美を嘆賞し居て候いき。如何に美しと思い給わずやと、従者な
るヴァニアも言いぬ。
朝日昇りぬ。白き山脈は、地平線の上に一歩一歩と退きいくもののごとく見えぬ。雲を戴
ける山角は、名残なく朝日のかがやける紅色を帯び来れり。ヲレナインはいよいよますま
すこの美に撲れぬ。山を見たるその心は、今までの不運、後悔、迷信などのことを悉く忘
れ果てたりき。
汝のまことに生活すべき時は今なりと、一種不可思議なる声ありて耳にささやくがごと
し。蜿蜒たるテリーク河も、最早遥かに見えはじめて、行く行く逢へる「スタニツカア
ス」、及び「コサアク」兵は、皆その眼に神聖奇異なる観を呈したり。ヲレナインはおり
おり大空を仰ぎ見ぬ。されど心は只山を思えり。彼はおりおりヴァニアと眼を見合せぬ。
されど心は只山をおもえり。
おのが肩に銃を載せて、馬に騎りつつ、二人の「コサアク」兵過ぎ行きぬ。二ツの小屋よ
り出でたるほそき烟は、たえだえにテリーク河のほとりに靡きわたれり。日かげは今河岸
に叢生せる高き蘆荻のうえに昇りぬ。若く美しき少女の数々は、不意に路の傍より顕れ来
り、遠く隔たる平原には「アブリーク」人の馬にのりて行きつまた戻りつするさま明かに
見ゆ。されどヲレナインは恐ろしとも思わざりき。彼は年若く、体健に、軍装に身をかた
45

『ツルゲーネフ短編集』吉江孤雁訳、一九〇八年、内外出版協会。翻訳の底本は、当時、日本の読書界で

比較的よく知られていたハイネマン出版の一五冊全集（訳者は Constance Garnett）。ただし短編「犬」は
この英訳版全集に収録されていない。吉江は訳者序言で「好意を受けて、さる雑誌から見付けて訳出したの
だ」と述べているが、底本は不明。
46

『コザック』広津和郎訳『トルストイ叢書』第六篇、一九一七年、新潮社。
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めたり。彼は只山を思えり。いつも只山を思えり47。
「アルプス連峯の輝き」の背後にはおそらくこんな一節も潜んでいる。吉江のエッセーは短
いとはいえ、けっこう元手がかかったものなのだ。「スタンダアルやトルストイの山岳を望
んでの絶叫」に思いを馳せ、それを「自然と人間との呼吸の一致を無意識に発露せしめたも
の」とする彼の言葉は、
『コザック』や先の『パルムの僧院』のユニークな解釈と受けとる
のがよいだろう。吉江が目をつけたのは「彼の魂に話しかける水平線」（『パルムの僧院』）
とか、
「一種不可思議なる声ありて耳にささやくがごとし」（『コザック』）といった表現だっ
たかもしれない。それにしても、スタンダールの作品とトルストイのそれでは舞台となる場
所も時代的、文化的背景もまるで異なる。それを臆せず一つに束ねる吉江の胆力はなかなか
のものだ。彼はヴィクトル・ユゴーの文学に「微細化し、先鋭化するばかりでなく、混沌た
るものを大きく掴むという態度48」を認め、それを賞賛しているが、この「大きく掴むとい
う態度」が吉江自身の文章からもしばしば感じられる。
その２）ロダン
吉江は若い頃からロダンの名を知っていたらしい。一九〇五年に早稲田大学を卒業した吉
江は、そのまま研究科生として島村抱月の指導を受けたが、抱月は日本で最も早い時期にロ
ダンに注目した人の一人だ。何かの折に教え子の前でロダンの名を口にしたとしても奇とす
るに足りない。また、トルバルゼン、シャピュ、デュボワ＝ピガール、ロダンの彫刻を写真
入りで紹介した抱月の「欧州近代の彫刻を論ずる書」は『早稲田文学』一九〇七年四月号の
巻頭に掲載されたが（ロダン作品からは「接吻」が選ばれている）49、同じ四月号には吉江
自身の小説も載っていて、吉江がこの雑誌を手にとらなかったとは考えにくい50。日本のロ
ダン受容において決定的な役割を果たすことになる高村光太郎編訳『ロダンの言葉』が刊行
されるのは一九一六年、つまり、この一〇年ほど後のことにすぎない51。
吉江は『自然美論』所収の「山岳美論」の中で、「山岳美と人体美の関係」を「実際的、
具体的に成形的に我々の眼前に浮かばせて呉れるものは、近代の巨匠ロダェンの彫像である52」
と述べているが、
「アルプス連峯の輝き」でもやはりロダンの人物像と山のアナロジーを強
調している。アルプスの連嶺を「黙々として立つ無数の白衣の巨人ら」に擬えたのも、ロダ
ンから受けた印象に導かれてのことだろう。だとすると気になるのは、吉江の脳裏にはロダ
ンのどの作品が浮かんでいたか、ということだ。これはクイズめいた興味本位の問で、唯一
の正解があるわけでもないから、あまり拘泥しないのが無難かもしれない。だが、吉江の文
章をより深く味わうには具体的な作品のイメージが欠かせないとする立場もあるはずだ。
この立場をとるとき、ヒントになるのはイギリスの詩人、批評家のアーサー・シモンズの
47

トルストイ伯『コサアク兵』世界文庫第八篇、東京博文館蔵版、一二－一三頁。

48

「環境描写の作家ウィクトル・ユゴオ」『全集』第五巻、一九四二年、一八七頁。

49

島村抱月「「欧州近代の彫刻を論ずる書」」『早稲田文学』一九〇七年四月之巻、一－二三頁。

50

吉江孤雁「冬」『早稲田文学』一九〇七年四月之巻、一一三－一二八頁。

51

日本におけるロダン受容については、東珠樹『近代彫刻

論社、一九八五年

らも吉江喬松には触れていない。
52

生命の造形――ロダニズムの青春――』美術公

と高橋幸次『「ロダンの言葉」とは何か』三元社、二〇一九年が詳しい。ただし、どち

『全集』第六巻、前掲書、一一〇頁。
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文章だ。吉江はエッセー「山岳遠望」でシモンズのロダン論に触れている53。同じエッセー
で彼が亡き師、島村抱月の面影を偲んでいるのは単なる偶然か、それとも記憶の中でシモン
ズと抱月が結びついていたからなのか（例えば抱月からシモンズの論文の存在を教えられた
等）、ともあれ、吉江がシモンズのロダン論を読んでいたことだけは間違いない。一九〇六
年にロンドンで刊行された Studies in Seven Arts 所収の論考だ。その書き出しはこうだ。
ロダンの芸術は、他の彫刻家の芸術と競うというよりむしろ自然と競っている。他の彫
刻家たちは生命を彫刻に変えるが、ロダンは彫刻を生命に変える。彼の用いる粘土は大地
を構成する物質の一部であり、粘土が形を成し、息づきはじめても、大地は依然として粘
土から離れようとしない。彼の彫刻は花であると同時に根でもある。他の者の彫刻は花で
しかない。手折られた花でしかない。ロダンの場合、純粋な形態を持つ最も美しい創造物
であっても、けっして天然の岩塊と完全に袂を分かつことはできず、そこに私たちは大地
との絆を見出すのだが、この大地との絆こそが彼の最も奥深い力の神髄である54。
こうしてシモンズはのっけからロダンと大地（原語は the earth）との結びつきを強調する。
人の姿を象ったロダンの彫刻を、大地と人間の媒体と看做す視点を提示しているのだと言っ
てもよい。この後、シモンズはロダンの主要作品の幾つかを取りあげ、個別に論じていくの
だが、彼の言葉にとりわけ力が籠るのは話がバルザック像に及んだときだ。
ここにバルザック像がある。王侯のような堂々たる姿で、絶対的孤独と勝利に向かって
群衆をかき分けて進むバルザックの像が。行動の思索家、世界の予言的創造者が、まるで
人間と化した山のようにそこに聳えている。その佇まいは、いくら波が押し寄せてもびく
ともしない岩壁のそれだ。生命への愛、生命を創出することへの愛のうちに、歓喜ととも
に或る種の獰猛さが認められる。猛禽類に似た巨大な頭部、巨大な顎、尖峰型の眉の下の
鷲の目のうちに、歓喜と獰猛さが認められる。人間を思わせる岩塊が、或いはガウンの修
道服をまとった労働者が――成形された粘土が形作るたっぷりした襞の下の、あのしなや
かな力のすべてが――まるで大地から隆起し、永遠にそこに立ちつくすかのように聳え立
つ55。
「人間と化した山 a mountain that has become man」とか「人間を思わせる岩塊 the rock
which suggests the man」といった表現が吉江の目を引かなかったはずがない。そう考える
と、吉江が「アルプス連峯の輝き」でロダンを引き合いに出したとき、彼の脳裏にあったの
はあの巨大なバルザック像だったのではないか、とも思えてくる。バルザック像の習作の一
つは男根を握った裸体の男だが（静岡県立美術館蔵）
、完成作なら修道服のようなガウンを
羽織っていて、吉江の「白衣の巨人」のイメージに似つかわしい。
ロダンは一八九一年に文芸家協会の依頼を受けてバルザック像の製作にとりかかったが、
53

「山岳遠望」前掲書、一三〇－一三一頁。

54

Arthur Symons, “Rodin”, Studies in Seven Arts, Archibald Constable and Company, LTD, 1906, p. 3.

55

Ibid., p. 25-26.
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一八九八年に石膏像をサロンに出品したところ、その異様な姿がスキャンダルを呼び、文芸
家協会は作品の受け入れを拒否した。以来、バルザック像はブロンズに鋳造されずに石膏の
まま、パリ郊外ムードンのロダンの家のアトリエに保管される。当初の予定通りパリの町中
に設置されるのは、ロダンの死後二〇年余りが経った一九三九年のことである。とすると、
はたして吉江にバルザック像を目にする機会があったのか、という疑問が湧く。高村光太郎
はムードンのロダン宅を訪問し、
「庭に立っている」バルザック像を「遠望した」という
が56、吉江がロダン宅を訪ねたという逸話は伝わっていない。ただし、彼も写真でならバル
ザック像に触れることができた。ロダンの談話を集めた有名な文献にはたいていバルザック
像 の 写 真 が 載 っ て い る の だ か ら。 例 え ば Judith Cladel, Auguste Rodin : lʼœuvre et
lʼhomme, Librairie National dʼArt et dʼHistoire, G. Van Oest&Cie, Bruxelles, 1908や Camille
Mauclair, Auguste Rodin : lʼhomme et lʼœuvre, La Renaissance du livre, Paris, 1918には全
体像の写真が、Auguste Rodin, LʼArt : Entretiens réunis par Paul Gsell, Editions Bernard
Grasset, 1951（première édition parue en 1911）には頭部と胴体を大写しにした写真が掲載
されている。ロダン自身がはっきりと意識していたように、写真には鑑賞者に対する教育的
価値がある（この彫刻はどの角度から見るのが望ましいか等のことを教えてくれる）
。また
写真には写真ならではの力、本物の代用品というにはとどまらない力がある57。バルザック
像を収めた写真の中で特に有名なのは、ルクセンブルク生まれの米国の写真家エドワード・
スタイケンが一九〇八年に撮影した「深夜の光に照らされた〈バルザック〉58」だ。月明か
りの夜のムードンの庭に聳え立つ白衣の（つまり、ブロンズに鋳造されていない石膏像の）
巨人は、右斜め前方から撮られているために反り返った上半身の傾きを際立たせ、しかも
（真横から撮られるのとは違って）広い肩幅を隠しもしない。まさに山のようだと言う他な
いだろう。ただし、残念ながら吉江がこの写真を目にしたという確証は今のところ見つかっ
ていない。

Ⅶ．「無限の動力」
吉江の文章は概ね明瞭で正確だが、
「アルプス連峯の輝き」には文意を取りにくい箇所が
一つある。
山岳征服者らの悦びは、その遠望せらるる山岳の美に、その山岳の空際に描き出す力ある
しかも柔かい空線に龍められている無限の動力が、一時的に靜止している一種不思議な魅
力に引きつけられるのであるが59、
［後略］
まず構文がとりづらい。敢えていくらか言葉を削ったり補ったりし、ダッシュを用いて言葉
56

高村光太郎「バルザツク」（一九四四年）『高村光太郎全集』第七巻、筑摩書房、一九五七年、一四五頁。

57

ロダンと写真については Hélène Pinet (Documentalististe chargée du fonds photographique du Musée de

Rodin) “Montrer est la question vitale”『ロダン館』静岡県立美術館、一九九四年、六二－六六頁を参照の
こと（同書には当論文の邦訳も掲載されている）。
58

この写真は例えば前掲書六〇頁に掲載されている。
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の繋がりを分かりやすく示せば、こういうことになるだろうか。
山岳征服者らは、その遠望せらるる山岳の美に――即ち、その山岳の空際に描き出す力あ
るしかも柔らかい空線に――籠められている無限の動力が、一時的に静止している一種不
思議な魅力に惹きつけられるのであるが、
［後略］
この文章でもう一つ分かりにくいのは「無限の動力」の一語。どうやらこのエッセーのキー
ワードらしいのだが、どう解すればよいだろうか。
他のエッセー（
「山岳美論」
）でロダンに言及した箇所にはこうある。
我々はロダェンの諸作を通じて、近代人の痛苦と、反抗と、そして一種の押さえがたき隆
起の力を認むると同時に、その諸々の裸形を表出する線に、山岳を囲む、力強き、黙して
は居れど怠りのなき、緊張した、隆起を認めずにはいられない。恐らくこれが、ロダェン
の彫刻美をして古典彫刻の美と特に区別せしむる要点の一つであるに異いない。解放せら
れたる自然力と近代人間力との一致点である60。
要するに、ロダンの人物像からは「一種の押さえがたき隆起の力」を感じるが、それと同じ
力を山岳からも感じる、ということだ。この「押さえがたき隆起の力」を「無限の動力」と
ほぼ同義と見做してよいだろう。
ロダンの彫刻が隆起の力を感じさせるとすれば、それはもっぱら「肉付け（モデリング）」
の妙による。ロダン自身による解説を以下に引用しよう。修業時代にコンスタンという名の
装飾彫刻の職人から教えを受けたことを明かした一節だ。
「今から言うことをよく覚えておきなさい」とコンスタンが言葉を継ぎました。「これから
彫刻をするときは、どんな形態を見るにせよ、ぜったいにその広がりではなく、つねにそ
の深さに着目しなければいけないよ。表面というのは奥行きのある物の末端の部分に過ぎ
ないと考えなさい。つまり、奥行きのある物が君の方に向けている、多少とも広がりのあ
る切っ先に過ぎないと考えるのだ。そうすれば肉付けの技法を会得できるから」
この原理は私にとって驚くほど多くの実りをもたらすものでした。
私は人物像を作る際にこの原理を適用しました。身体の様々な部分を、程度の差こそあ
れ所詮は平たい表面と思いなすのではなく、内に奥行きのある物の露呈部としてのみ思い
描いたのです。上半身や手足に膨らみをもたせるたびに、皮膚の下の深いところに広がっ
59

この一文は版によって句読点の打ち方に相違がある。「……力あるしかも柔かい空線に龍められている無

限の動力が、一時的に靜止している一種不思議な魅力に……」が、初出のテキストでは「……力あるしかも
柔かい空線に龍められている。無限の動力が一時的に靜止している一種不思議な魅力に……」に、また『山
水大観』収録のテキストでは「……力あるしかも柔かい空線に龍められている、無限の動力が一時的に靜止
している一種不思議な魅力に……」となっている。初出はおそらく誤植（これでは意味をなさない）。『山水
大観』のテキストに従えば意味が変わる。つまり「空線に籠められている」ものは、「無限の動力」ではな
く「一種不思議な魅力」となる。前述の通り、本稿は『山岳美観』所収のテキストに拠っている。
60

『全集』第六巻、前掲書、一一〇－一一一頁。
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ている筋肉や骨が突出したもののように感じさようと努めたのです。
こんなふうにして、私の人物像の真実は、表面的なものに留まらず、生命そのもののよ
うに内から外へ開花しているように見えたのです61。
人間の生命そのものが「内から外へ開花」する力、それを吉江は「隆起の力」と呼び、同じ
ような力を山岳にも認めた――おそらくそういうことなのだろう。それで納得できないでは
ない。だが、それでは山岳の生命とは何なのか、という新たな疑問が頭をもたげるのも事実
である。
ここでロダンを離れて歴史家のジュール・ミシュレを登場させよう。吉江はミシュレをよ
ラ・メデイテラネ

く読んでいた。エッセー「地中海）
」には一九一八年の春先に南仏のアンティーブを訪れ、
一人海を眺めたときのことが回想されていて、そこにこうある。
私は不図、ミシュレエの『海』を思ひだした。あの革命の歴史家は、人間生活の革命を、
あれくらい興味深く描き出して来たと同時に、自然の歴史をも詩人のような目で研究し
ラ・メエル

た。彼の『 海 』でも、
『

ラ・モンタアニユ

山

ロワゾオ

ランセクト

』でも、『 鳥 』でも、『 昆虫 』でも、我々には非常

に面白い62。
ことに『山』は吉江の愛読書だったようで、彼はたびたびこの本に言及し、そこから引用し
てもいる63。一八六八年、つまりミシュレがその最晩年に発表した『山』は、この歴史家の
詩人としての資質をよく示した一冊だ。とりわけ第一〇章「大地の上昇――その熱望」はそ
の感が強い。アルプスにほど近いアクイの温泉で泥浴療法を受けたミシュレは、「神聖な泥
土」を通して「大地が蒸気となり、液体となって昇ってくるのを目の当たりに」する64。彼
が地球の内部に動きがあることを実感し、この惑星には生命が宿っていると直観的に悟った
のはそのときだ。ミシュレによれば、地球の内部の動き（≒「膨張65」
。彼はさまざまな動
きの中でも特に「膨張」の動きを強調する）を引き起こすのは、太陽に対する地球の愛に他
ならない。地球全体が「父ないし恋人である太陽66」に追いすがろうとするために、地球の
内部が膨張し、ときに噴出が生じるのだ。ここはミシュレ自身の説明に耳を傾けよう。引用
中の「暗闇の時代」とは宇宙に地球が誕生して間もない時期を指す。

61

Auguste Rodin, LʼArt : entretiens réunis par Paul Gsell, op. cit., p. 46-47.

62

「地中海（ラ・メデイテラネ）」『全集』第三巻、前掲書、二八三頁。

63

「山岳美論」ではミシュレが『山』でモンブランを評した言葉が引用されている。『全集』第六巻、前掲

書、一〇七－一〇八頁。また、「瑞西の自然美」には三度にわたってミシュレの『山』からの引用がある
（「湖水は瑞西の眼である。その眼の蒼色は空を二重にする。」という引用文の原典は明示されていないが、
これも『山』からの引用である）。『全集』第三巻、前掲書、四八二、四八六、四八七頁。
64

Jules Michelet, La Montagne, Calmann-Lévy, Paris, 1925, p. 119. なお、同書からの引用に際しては邦訳

（ミシュレ『山』大野一道訳、藤原書店、一九九七年）を参照した。ただし、訳文に手を加えた箇所がある
ことを断っておく。
65

Ibid., loc. cit.

66

Ibid., p. 120.
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光を通さない大気のヴェールで蒸気が地球を覆っていた暗闇の時代に、すでに地球は太
陽を感じ、己の夢の奥底から太陽を探し求めていた。地球の巨大な厚みの中で、まだあの
時代の闇は存続している。地球の何とわずかな部分しか、太陽を見るという幸せに恵まれ
ずにいることか。ただし、かつてなされたことは今もなされている。地球の深淵の最も奥
深い地点、最も暗いところで、かつてと同じ動きが今も存続し、かつてと同じように上方
への飛躍が繰り返されている。
暗闇の中の昏い土は、たえず光の大地に、「太陽」が受胎させてくれる愛の大地になり
たいと願っている。
それには何と多くの障害があることか。かつて、人々はまずこう推測していた。地球の
内部はすべて灼熱の液体、火の海であり、そこでは底から表面まですべてが簡単に移行で
きると。だが、この仮説は放棄された。灼熱した部分（たぶん白熱した湖）の他に、巨大
な岩、堅く思い不活発な鉱石の塊があって、それが地球の骨として、地球を支えているの
だが、しかしその岩が、地球の膨張しようという燃えるような魂を大いに邪魔し、そのた
め地球の魂は痙攣を起こし、光の方へ上昇しようとして隆起するという、このことの方が
はるかに本当らしいのである67。
これがミシュレの地球観のエッセンスであり、彼の「動物＝地球 animal-Terre68」説のベー
スでもある。詩人気質の歴史家の頭に宿った壮大な夢想と受けとめておけばよさそうだ。た
だし、この夢想を育んだのが同時代の科学的言説（地質学のそれ）だったことには留意する
必要がある。実際、ミシュレは引用した箇所に続けて、激変説 catastrophisme を唱えるエ
リ・ド・ボーモンら（これを彼は「戦争の学派」と呼ぶ）と斉一説 uniformitalisme のライ
エルら（こちらは「平和の学派」
）の相克を熱っぽく語り、「動物＝地球」の夢想をさらに逞
しく繰り広げている。そもそも地球を動物と看做す彼の発想の背後には、当時の地質学者た
ちが生物学の成果に着目し、動物相を仲立ちにして地球の歴史を再構成しようとしていたと
いう事情がある69。ミシュレの夢想は多分に周囲の科学的言説を糧にしていたわけだ。言っ
てみればジュール・ヴェルヌ的なミシュレがいるのである。
吉江が山に「隆起の力」を認め、生命を付与していたとすれば、それはミシュレの「動物
＝地球」のヴィジョンに感化されてのことだったかもしれない。その場合、吉江の「無限の
動力」の一語には、いわばミシュレ譲りの「地質学的な想像力」が潜んでいるのだろう。お
そらく吉江は地表の風景ばかりに目を奪われてはいなかった。地球の内部の厚みと動きに、
知的好奇心の混じった詩人の眼差しを向けていたのだ。

67

Ibid., p. 120-121.

68

Ibid., p. 128.

69

ミシュレは特に「平和の学派」の地質学者たちとダーウィン等の博物学者との連携を強調し、「新たな地

質学」（地質学の「平和の学派」のこと）を「大いなる博物学（ナチュラル・ヒストリー）の内の一種」と
見做している。Ibid., p. 127. 一九世紀における地質学と生物学の関わりについてはガブリエル・ゴオー『地
質学の歴史』菅谷暁訳、みすず書房、一九九七年の「第十一章
二〇九頁を参照のこと。

過去の世界と現在の世界」、特に二〇八－
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Ⅷ．結論に代えて――日本人によるアルプス表象の系譜。その一端
それにしても、ヨーロッパのアルプスはいつ頃から日本の文学作品に登場するようになっ
たのだろう。本稿の結論に代えて（結論は出ない。何しろまだ「アルプス連峯の輝き」の前
半三分の一程度を読んだに過ぎないのだから）、最後にそんな問を立てておきたい。
田中清光の『山と詩人』には「ヨーロッパのアルプスの一部を実際に肉眼で見た最初のわ
が国の詩人はたぶん土井晩翠」で、
「二番目の人」が高村光太郎だとある70。この本は明治、
大正、昭和の詩人たちと山（別にアルプスとは限らない）との関わりを、丁寧に作品を読み
解きながら探った好著で、けちをつける気は毛頭ないが、もし「詩人」という言葉を広くと
るなら、同じ頃、あるいはもっと早い時期にアルプスを見て歌った日本の詩人は他にいる。
例えば随筆家として知られる成島柳北がそうだ。
柳北が東本願寺の法主、大谷光瑩から宗教事情視察の旅に誘われ、洋行の途についたのは
一八七二年九月のことだった。翌七三年七月にアメリカ経由で帰国した彼は、後に洋行中の
見聞を『航西日乗』にまとめるが、そこに仏伊国境でアルプスを越える話が出てくる。柳北
はアルプス連峯を仰いで嘆息を漏らした最初の日本人ではないにしても、最も早い時期の一
人であることは間違いない。以下、まずはフランスからイタリアに向かう「三月一七日」の
往路の記述を引用しよう。なお、
「モンセニー」は前述したモン＝スニ峠のことで、「チュラ
ン」はトリノのフランス語式の発音。漢詩の読み下し文は岩波文庫版校注者、井出進也によ
る。
一七日［中略］一飯後、車を換えて発し隧道二処を過ぎ、有名なるモンセニーの大隧道
に入る。其の長さ三里九町なり。走過する二十三分時間を費やす。此の隧道、層巒大岳の
腹を鑿ち、其工十三年にして成り、紀元千八百七十一年、始て車を通ずると云う。地道中
灯を点ずる其数二十余基、世界第一の隧道なり。黒暗界を出でてセバツドネシヤの地に着
すれば、飛雪紛々として地上尺に盈てり。衆皆一驚を喫す。
斜陽影裏破雲行

斜陽の影裏、雲を破りて行く。

地道冥々三里程

地道冥々、三里の程。

走出洞門天未晩

走りて洞門を出づれば、天未だ晩れず。

満山積雪照人明

満山の積雪、人を照らして明らかなり。

九時チュランに達し、ホテルドヨーロップに投宿す。屋宇亦壮麗見る可し。乾蕎麦を食
う、味頗る佳なり71。
続いて「四月六日」の帰路の記述を引こう。トリノからフランス国境に向かって怯えたサー
70

田中清光『山と詩人』文京書房、一九八五年、七〇頁、一二四頁。

71

『幕末維新パリ見聞記――成島柳北「航西日乗」
・栗本鋤雲「暁窓追録」』井出進也校注、 岩波文庫、

二〇〇九年、八七－八八頁。
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カスの馬さながらに疾駆する汽車の窓から吉江が眺めたのと同じ山を、柳北も眺めていたは
ずだ。季節もほぼ同じ。あるいは吉江の方が一月ほど遅いか。
六日、日曜、晴。九時チュランを発しモンセニーを望めば、諸峰猶雪有り。十二時十二分
大隧道に入り（三十三分時間）
、洞門を出づれば風雪霏々たり。伊仏風土の変斯くの如し。
十二時二十分モダーヌを過ぐ 72。
［後略］
こういう漢文口調の、いわば南画風のアルプス風景も悪くない。一八七三年三月一七日の晩
に柳北がトリノで食べた「乾蕎麦」とはおそらくスパゲッティのことなのだろうが、その
「乾蕎麦」同様、この文章の味わいも「頗る佳なり」といったところだ。だが、ここは敢え
て吉江の文章と比べるとして、その比較からは半世紀ほどの間に日本人の風景感情が一段と
深まり、濃やかさを増したことが窺えるはずだと言っておきたい。


（2019年10月31日受理，11月15日掲載承認）
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同書、一一二頁。

