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こにおかしさがある｡

を徴収したとい‑｡鐘をつかせて貰った料金というのではない｡そ

知らせるべく撞いて'撞‑費用だといって'一ケ月に五厘かl銭か

集める御布施｡寒川鼠骨によると'上野の鐘は'三十分毎に時間を

御利益や'打ちならして時刻を知らせたりする手数料という名目で

ごりやく

い方が淡泊｡｢行‑秋の｣と軽‑切れる｡鐘つき料は'鐘の響きの

と古歌以来さまざ な言い方がある｡これら傍題よりも行‑秋は用

之部にも入っている句であるが'掲出句の焼直し'同想である｡

｢秋の別｣'｢秋の名残｣､｢秋惜しむ｣'｢秋の行方｣'｢秋の果｣など

に来る鐘つき料や碁の秋｣(『俳句稿』拾遺)がある｡『春夏秋冬』秋

明治二十九年秋にも採られている｡後に三十二年(一八九 )｢取り

行く秋は晩秋の季語｡過ぎゆく秋を惜しむ思いがこもっている｡

空高く澄み'季節も終りに当たる深秋のとある日'寺からひょっ

『寒山落木』巻五所収｡秋'行 に出るo 『裾祭書屋俳句帖抄上巻』

わかれ

行‑秋の鐘つき料を取りに来る

おふせ

子規俳句混混5

‑ 明治二十九年
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まれたのがおもしろい｡一句から寺との｢1種の連帯の感情｣(山本

健書･『現代俳句』)を感じるとの指摘は桐眼である｡

『寒山落木』巻五所収｡秋' 時候雑に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄

える｡世俗の些細なできごとが'たいしたことのように印象的に詠

く鐘つき料を托鉢に来たとも れる｡晩秋は鐘の音もいちだんと冴

らない｡｢の｣ 絶妙なはたらきによって'秋という季節の惜別につ

ない0

｢行く秋の｣は､巧みな時節の設定だが､単にそれだけにとどま

ろの托鉢であり'取られる方でもお寺さんのためならと気分は悪‑

いわばお寺の縄張りのうちである｡間もな‑冬篭りに入るというこ

岸一帯は'上野寛永寺の鐘 音に明け暮れる｡檀家ではな‑とも､

こり鐘つき料を徴収に来られたことよ いう意｡

な気拝になった｡発想のきっかけはそこにあろう｡子規庵のある根
鐘つき料という変わった名前のさ やかな徴収にふとユーモラス

砂の如き雲流れ行‑朝の秋

宮坂敏夫

けいがん
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機をほなれて読み手にふしぎな感じを与える｡

規にとり'格別表現に凝った句ではないが､詠まれた一句は作句動

如何なる句よりか生れよう｣(『評釈子規の名句』)と讃えている｡子

徹の表現｣とい '｢芸術の与ふる悠久感は斯る句より生れずして､

措親辞に秋の季語を用いな で'秋の季感が出されてい る点を｢巧

すべてであったのである｡日田亜浪が砂の如き雲流れ行‑朝という

充実しているのである｡｢砂の如き雲｣の流れが'このときの作者の

空虚とか寂実とは違うが'主人公の内面よりも外の光景 方がより

風景に吸い取られるがごとく'あっけらかんとしたものではないか｡

思い描いてもよい｡

想が行きつ‑｡さしずめ子規の保養先であった須磨海岸のあたりを

きがほしいようにも思う｡すると､朝の海辺の場景へおのずから連

ように雲が空を流れていくとほ､見上げる主人公の足元にも砂の響

の比愉となると'常凡ではない｡白砂がさら と音を立てるかの

確な子規の姿勢をみとめる｡砂の如きとは卑近なたとえであるが雲

な作に点が入っている｡

当日､子規に風を詠んだ句がある｡

右の墨水の句にも嵐が詠われているが'嵐の場 想定旬であるo
庭十歩秋風吹か ぬ隈もなし

萩は月に薄は風になる夕

萩低‑巴の風をかぶりけり

杉 垣 の 裏 や 日 中 の 中朝貝

上根岸萩も薄もある所

嵐吹かは萩こぼれ人らん君が家

伏して見るやだの中に上野山

井戸端の盟に萩のこぼれけり

上巻』明治二十九年秋'『春夏秋冬』秋之部にもそれぞ 入っている｡

般の比喰表現を用いた点に'安易に季題に寄りか ろうとしない明
鰯雲とか鯖雲と'秋の雲を特定しないで､｢砂の如き雲｣とごく一

爽やかな朝にはちがいな ｡が､中天を見上げる主人公の気特は､

があったものか'子規庵風景を詠った作が多い｡運座では次のよう

人を入れ十三名の出席｡ 題は特に設けず'産前属目‑らいの制限

十九年 月十日の子規庵第一回運座での作｡｢庭へ来る｣とある｡主

月)'｢太陽｣(明治3年10月｢秋三十六旬｣) にも載る｡初出は'二

明治二十九年秋にも入っている｡のちに『ほとぎす』(明治30年8

『寒山落木』巻五所収｡秋'野分に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』

萩の中を豆腐屋の来る中庭哉 庭に椙の樹ありつ‑つ‑法師鳴‑

野分して上野の鳶の庭に来る
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子規

牛伴

牛伴

墨水

天歩

把粟

蒼苔

子規
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た｣(『評釈子規の名句』)0

庭樹にバサと影を落す｡それは一ツ時野分の猛威を逃れた鳶であっ

いる｡｢中空低‑輪を描‑間もあらせず'羽風を切って'眼前十歩の

リズムの違いからだ｡臼田亜波は下旬のそ辺呼吸をこう訳して

おもしろい｡上述の訳で不意にと言葉を補ったのも'両者の表現の

は口語調でどこかぐっと肩の力を抜いた表現｡そこの緩急の呼吸が

‑'漢文訓読調の硬さが感じられる｡ところが掲出句の以下十二音 高名な句｢芭蕉野分して盟に雨を聞夜哉｣(武蔵曲)の例にみるごと

てと過去形ではない｡

意に森の鳶がわ 庭にやって釆たことよの意｡｢野分して｣は芭蕉の

｢野分して｣の｢して｣は､暴風が吹きと現在形に解する｡過ぎ去っ

れる風の意｡台風は雨を伴う場合が多いが'野分は風が主である｡

季語｡普通､秋の暴風'台風のこと｡本来は､野の草を吹き分け荒

に十一句あり'頻出句形｡子規愛用の句とみてよい｡野分は仲秋の

された場景句であろう｡｢野分して｣と上五に冠せた句は掲出句の他

また 運座がもたれ 九月十日は二百 十日にあたることから想像

あったようだ｡しか それも強風といったものではない｡

さて掲出句の野分は'当日の状況を勘案するに属目ではない｡た

暴風が吹き'眼前の上野の森 木立が荒れ挟んでいるさなか'不

右の句を属目と考えるならば､萩や薄の茂る庭前に適度の風は
萩薄風たゆることもなかりけり

きくよ

たわ

三十七年(一九大二) に廃止された｡
掲出句は 意ほとり立て いらないだろう｡｢花火聞ゆる｣とは'

乱玉 (星を打ち出す)がある｡

きの花火は打上と仕掛｡打上は 簡により発射され上空で点火す

るもので'割物(菊花など円形模様) とポカ玉 (吊物)がある｡仕

掛は枠仕掛(図形や文字を出す) と滝仕掛(火の粉を降らせる) と

花火､玩具花火(吹出し､線香花火'ねずみ花火)とあるが､川開

競った｡そこで川開きを大花火ともいう｡花火には打上花火､仕掛

設けられ'川には屋形船が出'玉屋鍵 が花火を打ち上げ'技を

みの時期とされていた｡その初日の川開きには両岸の料亭に桟敷が

るといわれ､陰暦五月二十八日から八月二十八日まで三か月が夕涼

いる｡

よしなり｡夜分なり｣(『御傘』)とあるをはじめとして'江戸時代の

俳書は孟蘭盆の風景に花火は欠かせないものとみて'秋に分類して

隅田川のほとり両国の川開きは享保十八年(一七三 ) から始ま

近ごろは七月の第三土曜日が両国の川開きとなっていたが'昭和

明治二十九年秋'『新俳句』秋之部にも採られている｡花火は｢秋の

『寒山落木』巻五所収.秋'花火に出る｡『裾条章屋俳句帖抄上巻』

わく

うらぼん

両国の花火聞ゆる月夜かな

わりもの
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私は後者の立場をこ ではとっておきたい｡

り受けとるこ も'さらにい‑分こだわって解することもできる｡

つながっていたのではないか｡｢花火聞ゆる｣の措辞は､ごくあっさ

花火に関する私的な感情はどうであったか｡

強情､しかも意地わるき父と回想しなければなら い子規にとり'

ン花火をあげるのが趣味であったという｡毎日一升酒を呑み､高慢

まか勢』)とある通り､花火の製法を少しばかり学び､昼からボン

り｡父は高慢にして強情に'しかも意地わるきかたなりしと｣(『筆

りゐしが､こは花火とか何 のために少し学ばれたりとか聞きた

が家に天元の書'一部と竹を黒白に染めわけたる算木'百本許り残

術にもたけ給はず｡さりとて学問とてもし給はざりし如く見ゆ｡余

子規が六歳の時だった｡その父がなぜか花火好きであった｡｢父は武

を呑み､それがために衰弱し､男盛りにか る四十歳で世を去った｡

花火の音はこ ろの底で当然花火好きで身を滅した父への思いに

を動かす波の音｣が出るo解は日本人にもっとも親しまれたニシン

涯｡所謂太平洋｣とある｡また｢か‑れみの句集｣に｢七浦や安房

(明治24年) の三月 十1日の条に｢過七滴｡憩千野嶋崎｡1望無

のひとりと思われる｡

掲出句の七滴は房総の地名｡漢文体による房総旅の記｢隠蓑日記｣

つき子規に問合わせの手紙を寄せているところから'熱心な愛読者

る｡

花火見物に行けない1抹のさみしという思が十分に伝わってく

るが､印象明瞭｡しかも'掲出句のように作者の境涯に即すならば'

折からの月夜によく聞ゆるのである｡『新俳句』時代の句は淡泊であ

子規にとり花火には格別の思いがあった.父隼太は､毎日1升酒

季詠九句中にみえる｡左一郎は前年｢日本｣掲載の｢俳譜大要｣ に

県石巻の藤岡左一郎(勝巳)宛書簡(明治29年10月24日) に出る秋

新聞｢日本｣(明治3年10月 4日)に｢鰯｣と題し載せられる｡宮城

明治二十九年秋'『春夏秋冬』 之部にそれぞ 入っている｡のちに

の間に月を配する構図が快い｡ あわい への把握は子規俳句の魅力のひとつに違いな ｡天と地の呼応､そ

『寒山落木』巻五所収｡秋'鰯引に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』

月｣(明治28年)という一句もあるが'掲出句のもつ荘洋たる広がり

せた句形を子規は､十八句残している｡｢武蔵野や大きく出たる昼の
『寒山落木』巻五所収｡秋､月に出る｡上五を｢武蔵野や｣と冠

七滴の夕雲赤し鰯引

武蔵野や月大空のたゞ中に

明治2 9年
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根岸に病臥の主人公にとって'両国で打上げる川開きの花火の音が
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る｡同時の作を掲げておく｡

入る要地｡福島県白河市にあった白河関を想像してうたっ もの｡

ら'常に些事への関心を強‑持ちつづけるのが子規の特徴なのであ

が子規にもあったのかもしれない｡雄滞な景色や大景をうたいなが

一層赤‑光ってゐる｣(『子規俳句評釈』)と鰯引の漁師の姿への想像

てゐるといふので'さなきだに薄黒き漁人の顔が夕雲に照らされて

なるが､寒川鼠骨の評釈にみえる､｢海の彼方には夕雲が赤‑棚引い

つ‑り出す心地よさも1句をゆたかなものにしている｡

が出る｡子規の掲出句は叙景､こちらは鰯引の人事へと'関心が異

『寒山落木』巻五所収｡秋' 山に出る｡白河は東山道の陸奥へ

u音'｢鯖引｣から‑音がそれぞ 抽出され'alu‑のリズムが

た子規得意の叙法で､一句は｢七滴の｣からa音'｢夕雲赤し｣から

われているよとの意｡お らかな大景を背景に'鰯引へ焦点を絞っ

ている｡

り止んだりの雨中を結城氏の祉見物をし'その日は白河に泊っ

『分瑛俳句全集』第八巻｢鮪引｣ には'

にぎやかに廟引‑也九十九里

1望涯ない太平洋を前に'七滴は夕焼のさなか'大漁の鮪引が行

を獲ること｡九十 里浜の地曳網による鰯引が名高い｡

科の海魚｡暖流に乗り群をなして押し寄せる｡鯖引ほ鯖網を引き鰯

第二 1段)とみえる古来名高い白河であるo 子規は明治二十六年

｢関は'逢坂｡須磨の関｡鈴鹿の関｡しらかほのせき｣(『枕草子』

此滴 の 人あ り た け か 鰯引 写妙(新類題)

白河や山あっまって山の秋
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ちに秘めていることを感じさせるもとになっているものである｡

は大雑把にさえみる子規の俳句が'実はたいへん繊細な情感をう

れる｡この醒めた1筋の水系が何であるのか'お らかに'ときに

高揚した気特の底に'まざれることのない1抹のさみしさが感じら

出されている｡山の秋とは1面の紅葉黄 のさまを思いうかべるが'

の秋｣と山をリフレーンさせた表現に'作者のはずんだ気持がよ‑

るという掴み方が'見事に白河の地形を坊排とさせる｡さらに､｢山

な白河の地だけに'山を擬人化し'山がおのれ 意志で蝿集してい

ころに白河の関がある｡掲出句の｢山あっま て｣ にあたる｡高名

記｣･｢日本｣･明治26年7月27日)
常陸'岩代の山脈がそれぞ 交差し､那須野高原がすぼまったと

るので掲げる｡

狭うして両脈峰尾相接する処之を白河の関とす｡｣(｢ほて知らずの

｢常陸の山脈東南より来 岩代の峰勢西北に播る｡那須野次第に

車中から白河の地形を記した一節'すなわち掲出句の傍注ともな

わだかま

(1八九三) 七月二十日､汽車で宇都宮を発ち白河に下車.降った

30

木月斗『子規名句評釈』) である｡

で'それだけ露月への思いがあったのであろう｡

名医' 師の敬称｡咽るは亀田小姑のいうよ に､｢かるい郷旅｣(育

使いものになら い渋柿の渋は馬鹿を治す薬になら いか､窟月

い出すま1｣･｢日本及日本人｣)子規の外出はきわめて珍しいもの

た｡行人坂を上るときに肋骨らは後押しを たという｡(佐藤肋骨｢思

哉'墨水'蒼苔'秋骨'凍石ら合わせて十一名｡子規は人力車で来

ている｡出席者は子規､霜月の他'虚子'碧梧桐､把粟'肋骨'愚

句会がもたれ ｡表題は粟飯であるが実景十句とし'二回運座をやっ

へ帰るに際し二十六日'目黒不動前の茶店福嶋屋で送別会を兼ね小

験までの間､子規庵の運座に出席していた｡十月試験に及第､秋田

業試験準備のために帰国｡翌二十九年 月再び上京し'前期試験受

二十八年十二月に心境1変し'医師になろうと決心し'その医師開

本｣ の編輯局で校正を担当した｡子規に従い俳句を学んでいたが'

三)上京'翌年藤野古白の紹介で子規と出会い'｢小日本｣ついで｢日

辺郡女米木の人｡秋田中学の頃から文学者志望で二十六年(一八九

とある｡霜月は石井露月'明治六年(1八七三)生まれ'秋田県河

『寒山落木』巻五所収｡秋'柿に出る｡前書｢霜月国手を咽る｣

掲出句は'その時 子規の送別句｡国手は国を治す名手の意から

渋柿は馬鹿の薬になるまいか
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業｡馬に乗って往診したという｡生涯'草深い田舎を愛し'｢山に樹

験にも合格し'明治三十二年(一八九 ) には郷土女米木山村で開

が多い分だ姥叱りつける風の期待があったのである｡

ている｡巧みな答えである｡露月は済生学舎で医学を修め'後期試
露月は子規の送別句に､｢渋柿を喰ってしまへは帰るなり｣と返し

な‑ものをいう人であり､子規の霜月への愛には'嘱望するところ

であった｡咽るとい ながら'噸弄した一句ではない｡子規は遠慮

正反対の存在であったであろう｡が'子規が彼を愛したのもその点

の朴嗣な人柄とに'およそ南国育ちの明陣で才気換発型の子規とは

た｡｣

右の一節にもあるよ‑に'露月には､荘洋たる風貌と東北人特有

なところがあり'慎重にして'他を許さず'慎重にして寡言であっ

なか 老成してゐたし､遅鈍なるが如‑であって､なか 犀利

あっても他に額を見ざる一人であった｡一見愚なるが如‑であって､

日･講談社刊) の序に記すところが参考になる｡｢霧月は子規門下に

について虚子が福田清人著『俳人石井露月の生涯』(昭和24年3月25 物｣と呼び'その超現実的な句風を陛目していた｡露月の人となり

る｡

が'前書の咽るの字意とい ' さ か常軌をはずしたい 方であ

の用をそれに寄せてか‑詠まれたもの｣(青木同上書)には違いな

君しらべて‑れよくらいの意｡これも小姑のいう｢牛浬馬勃'無用

露月は子規のもっとも早い時期の門下であるが'子規は彼を｢怪

ぎゆうしようばばつ

子規俳句混渥5
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であろう｡子規写生句の原点にあたるような句である｡ただ､掲出

ならぬ｡｣(高浜虚子『 規句集講義』第1回)右に虚子のいう通り

て漸ういふ事実を発見した点に居士の手柄はあるものとせなければ

何だそれだけかと軽蔑するかも知れぬが'併し俳句界にあって初め

る｣が一句の限目｡

最の'なんと動きがにぶ‑なったことよとの意｡

り'稲刈以前の轟活発な状態を連想させている｡｢にぶ‑なりた

ない｡刈り終えた後の時間を気づかせる意である｡この上五音によ

稲刈りがすんだ睦道を歩‑と'赤茶けた晩秋の草にすがっている

｢一度漸ういふ句が出来て了へは誰も其事実を了解して了って､

に｢姦｣と題し､後に出る｡

明治二十九年秋にも採られている｡新聞｢日本｣(明治3年10月 6日)

日々'子規への敬慕が篤かったといわれる｡

号Lt超脱の域への精進を怠らなかったと福田は書いて る｡

(福田同上書･虚子序)｡ときに近傍の山頂に立ち｢蒼天 ｣と呼

を植ゑ子孫の計を為し､医の傍ら郷党の子弟を育成するを心掛けた｣

いるのほ虚子の記憶違いではないか｡

句について'上掲の 『子規句集講義』第1回で'次のように記して

また青木月斗によると､掲出句の短冊を草虞の柱に掲げ､生涯の

『寒山落木』巻五所収｡秋'轟に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』

｢稲刈りて｣は稲を刈ったという動作の完了を叙したい 方では

稲刈りてにぶ‑なりたる姦かな

いなご

明治2 9年

平凡な句が多いけれども何とな‑厭味がなくて垢技がした様に思ふ

始めてわかった様な心持がして毎日得る所の十句二十句位な獲物は

のみ｡子規は二十七年の秋'轟の句を得て､｢写生的の妙味は此時に

掲出句の他に1句｢稲刈るや姦飛び込む野の茶店｣が残されている

この年 外出のすべてであったようだ｡また'二十九年は轟の句は

人力車で行ったとき '年末'九段上の貸席での句会に出たのが'

れ出席する｡それに十月､露 送別会のために目黒不動前の茶店へ

野公園の三宜事での新体詩人の会､上野元光院での観月会にそれぞ

夏'板橋'赤羽､秋'中山寺に請で船橋にそれぞ 一泊､九月に上

と記している通り'二月以後臥裾のま 状態であった｡わずかに

なくって殆んど常病人になった為め外へ出ることが出来ず｣云々

たる所をいふ｣(『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』)で二十九年は｢足が立た

てゐない｡｣

子規自ら｢瀬祭書屋俳句帖抄上巻を出版にするに就きて思ひっき

句が出来たのを覚えて居るが'如何いふ句であったかこは記憶し

に三河島近傍を歩いたことがあった｡其頃は二三十句と言はず轟の

らであった｡それで居士は晩秋に轟を写生すると言って毎日のやう

て､又意識して写生句を作るやうになったのは主として此頃の事か

歩したりしてゐた｡殊に居士の好んで歩いたのは三河島近傍であっ

｢二十九年には腰が痛む と言ひながら尚時々根岸の近郊を散
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二十七年(一八九四) に実物 景を見て写生Lt 印象明瞭な作風を

松井利彦の指摘(『正岡子規』俳句シリーズ4･人と作品)のように､

き合っていることよの意｡句 明瞭'印象があざやかな句である｡

なる｡かまきりが二つ'鎌を振りあげ'眼を剥き出して石の上に向

なった素材の一つと推測できるのではないか｡

蛙嚇を強調することは､おのずから以下十二音に目がとまることに

躍したい 方であるが'蛙嚇の句は子規の写生説が形成される基に

しかも'二十九年以後は'一句も作っていな ｡ということは'飛

二)十三句'二十九年二八九六)二十一句と両年に集中している｡

俳人が季語として定着させたもの｡

嘘娘､嬉 など呼ばれ､その風変りな姿や習性に注目し江戸時代の

子規は蛙嚇の句を三十九句残すが'なぜか明治二十五年(一八九

掲出句は､｢蛙噺の二つ向きあふ石の上｣ 意であるが'蛙嚇やと

いぼむしりたうろう

用いている｡

かまきりとも二通り読んでいる｡表記に関Lt 子規は培噺の二字も

蛭邪は『毛吹草』 (正保二)にいぼじりとみえるのが最初で'嬉嚇'

年との混同が虚子にはあったように思われる｡

て自分ながら嬉しかった｡｣(子規･上掲書) と記している｡二十七

物を捉える作風として安定してきたこと｣を示す句例といえよう｡

形づ‑る上でひとつの成果をみたが､二十九年になると'｢微細な事

『寒山落木』巻五所収｡秋､蛙廟に出る｡蛙劇をたうろ とも'

蛙卿や二つ向きあふ石の上

明治2 9年

かまきり

た句がないわけではない｡

す能舞台をみるようなふしぎな雰囲気によるのであろう｡

せる｡それは'箱根山という地名もさることながら'季語薄刈の醸

童を想像するが'他方では､どこか現実離れした幻の童子を紡沸さ

る｡山村にあっては'子どもとてだいじな労働力である｡働き者の

に掲載｡秋も終り蒋刈る童に山深い箱根山中で出違ったことよの意｡

天下の峻といわれ'箱根八里と称される山中で'山腰ならぬ童の蒋

刈に出交したおどろきが､｢逢ひぬ｣のぬ 一字によ‑収赦されてい

箱 根 路 や 薄 紫 の 花 iJ 太無(『太無句集』)

1切ない､それだけの句｡子規の句柄の一つの特色を示している｡

明治二十九年秋にも入る｡後に｢めさまし草｣(明治30年9月30日)

t'L･Iわ

故郷 を招 く か 尾花 二 子 山 鬼貫(『七車』)

箱根山にて故郷を思ひて

けんやまがつ

合っている二つのかまきりのみ｡なんの暗示も象徴もない､背後が

二つのかまきりを視覚的に捉え'措いて るのは'石の上に向き

『寒山落木』巻五所収o秋'薄に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』

『分煩俳句全集』第八巻｢薄｣ の項に､箱根山と薄を取り合わせ

薄刈る童に逢ひぬ箱根山

明治2 9年
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あるが'風に揺れているときは尚更だ｡

ときでもズタ に菓先で切られそうな'危い感じを与えるもので

という名がいっそう可憐さをひき立て いるoEは静止した状態の

もとに隠れるように寄り添っている吾亦香を案じたもので'吾亦香

ともなかったことよ'芦)にもまれた吾亦香は'との意｡丈高い芝の

のか｡

は自咽の意を表わす場合が多いが､こ では､軽い感動をこめたも

や侯｣(｢芦刈｣)と用いられる謡曲に多い表現｡失望'落胆､あるい

もな｣は何ともなやの 省略された形の感動詞か｡｢あら何ともな

いて るので'どちらとも決められず｢秋草雑｣としたもの｡｢何と

10月7日) に｢草]｣と題し掲載｡ 出句は秋の季語苦と吾亦香を用

空には下五の表記が｢我亦香｣とある｡後に新聞｢日本｣(明治32年

の薄の句に通うところがあろう｡

一句の質的な高さからいうと'上掲の二句よりも､蕪村(蕪村句集)

『寒山落木』巻五所収｡秋､ 草雑に出る｡『春夏秋冬』秋之部'

大風の過ぎた後'庭先のだ叢を見遣ったものと想像した｡あ 何

掲出句の発想は'芭蕉の｢江戸三吟｣ の高名な一句を踏まえたも

右の箱根山の句と比べても'子規の掲出句は格段にすぐれている｡

山は暮れて野はたそかれの薄哉

何ともな巴がもとの吾亦香

あしかり
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の井』 (寛文三) は秋八月にみえる｡｢大和本草に云､目白の目ぶち

とある通り｡また目白も'江戸時代からの季語で､『毛吹草』 『増山

‑'数十ひとかたまりにな てあり｣(『改正月令博物笠』文化五) 保二)に秋九月､江戸時代から用いられた季語｡｢実は赤小豆のごと

類にしたがい南天の実 句としておく｡南天の実は'『毛吹草』 (正

雀｣ は同想｡

掲出句'南天の実'目白ともに秋の季語であるが'子規自身の分

句稿』明治三十年(一八九七)に出る｡｢南天の実をこぼしてや鳴‑

聞｢日本｣(明治32年9月14日) には ｢秋季雑詠｣として載る｡『俳

抄上巻』明治二十九年秋'『春夏秋冬』秋之部にも採られている｡新

てがたい味があろう｡

『寒山落木』巻五所収｡秋'南天に出る｡他に'『瀬祭書屋俳句帖

しか ､写生風な眼を効かせた､やさし において､子規の句は捨

な｣も同じ意であるが'1句の強烈なおかしみは芭蕉の句がまさる｡

賞事典』･広田二郎)という転じた意味といわれる｡子規の｢何とも

の意ではな‑'｢あ 'なんともな‑てよかった｣(『俳句の解釈と鑑

のか｡

右の ｢あら何ともなや｣も｢おや'なんだ｣｢なんだつまらない｣

あら何ともなやきのふは過ぎてふ‑と汁

南天の実をこぼしたる目白かな

あづき

明治2 9年
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曇華が漢名､檀特は焚語かといわれる｡

どんくわ

てきたもの｡夏から秋にかけてカンナのような深紅色の花をひらく｡

朝顔'鶏頭'暮夜などと もに子規庵の景物であった｡

席題を出さずに庭前属目とでも銘打ったらしく'檀特花は､萩'薄､

村が人'他に下村牛伴'河東碧梧桐が点を入れ､よく点が掛った句｡

る｡主人を交え十三人出席｡掲出句には'吉野左衛門が天､中野其

と'明治二十九年月十日子規庵での第一回遷座に出された句であ

『子規全集』第十五巻俳句会稿(昭和52年7月刊･講談社)による

檀特花は'カンナ科の多年草で､東南アジ から江戸時代に入っ

におさめている｡

『寒山落木』巻五所収｡秋'檀特花に出る｡｢庭前｣と 書がある0

つといえよう｡作為がな‑､しかも掴むべきものをしっかりと掌中

える作風｣(『正岡子規』･松井利彦)をみせた､この年 代表句の一

限許の白と色彩あざやかな日本画風の句｡写生に｢微細な事物を捉

ぽろ とこぼすことよ'との意｡南天の実 赤'目白の羽 青､

り｣(『滑稽雑談』正徳三) とあるのが参考になる｡

似たり｡これも渡り鳥なり｡群をなす｡枝上にて同類と押し合ふな

もしろみはない｡のちに新聞｢日本｣にも｢秋季雑詠｣として載る｡

形で入っているが､｢草むら‑〜｣と重ねても'掲出句形を超えたお

縫ゆるがごとし｡ゆゑに繍眼と名付‑｡その羽音褐色'青鳩の色に

目白がやってきた｡軒先の南天 実をみつけ'啄みはじめたが'

草むらに檀特花わづかに赤し

(だんとくくわ)
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なから用いられる垢麿を例に引いたものと判断されよ‑0

読者の眼にうつらない｡むしろ糸瓜の愚を愛するが故に'大衆みん

ぅに糸瓜を定めたからといって'作者が糸瓜を軽蔑しているとは'

まれついたものといえば､いっそうユーモラスだ｡しか'このよ

のがふつうの論理であるが､逆に垢麿 なるために糸瓜は愚かに生

いることよいうのである｡糸瓜が愚なるが故に垢麿なるという

けた檀特のうつ‑しさを強調できないと子規は考えたのであろう｡

年8月) には ｢糸瓜性愚なり｣とある｡

句意は､垢をこすり落す垢麿にならんと'糸瓜は愚かさを持して

『寒山落木』巻五所収｡秋､練瓜に出る｡｢ほと ぎす｣(明治30

花｣ では'安定したリズムの壁に阻まれ'草叢にわずかにひらきか

景に迫る手応えを感じているのである｡｢草むらにわづかに赤し檀特

時期の句風には､このような破調もあり､稚拙な表現にかえって実

原三川･直野碧玲瀧共編'明治31年月刊) にまとめられる'この

が新鮮にうつる｡のちに日本派初の撰集『新俳句』 (正岡子規閲'上
十七音であるが､定型のリズムを‑ずした一行の自由律風の叙述

垢すりになるべ‑継瓜愚也けり
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『春夏秋冬』秋之部には､｢草むら‑1檀特花わつかに赤し｣の句

子規俳句塀演5
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祭書屋俳句帖抄上巻』明治二十九年冬にも入る｡季語しぐれ｡冬の

初めの降ったりやんだりする局所的な通り雨をいう｡茜諺は'こん

のである｡

あり'｢小夜時雨上野を虚子の来つゝあらん｣と並んでみえる｡『瀬

ニナルゾ後 ルナ｣(明34)を経て'辞世の糸瓜三旬へも通っている

ているからだ｡それは'夕顔も同様｡

る本性を臆面もな‑さらすところに'鶏頭の雅があると高‑評価し

たとえば'同じ年の鶏頭の句にこんな旬がある｡

姿を指したものであろうが'鶏頭の愚を愛する所以は'鶏頭が愚な

かりでな‑'子規が好感をもった景物いずれにもあてはまるのだ｡

の美しきの哲学であり'美学の根本義なのである｡それは'糸瓜ば

かし たものといえようか｡｢愚なる処すなはち雅なる｣とは､子規

四年後の右 作は'糸瓜の愚なるもの 真意を作者みずから種あ

場景としては'秋も終りに'黒‑無惨にも枯れ極まった鶏頭の立

掲出句に糸瓜の愚を愛した心情は､晩年の糸瓜の句､｢蘇瓜サへ仏

『寒山落木』巻五所収｡冬'時雨に出る｡前書に｢病中二句｣と

夕顔の貧に処る赫瓜の愚を守る 明30

愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな 明3

秋尽きんとして鶏頭愚也けり 明29

しぐるゝや茜義冷えて贋の上

(こんにや‑)
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がっている｡

抱‑0

『分類俳句全集』第十1巻建築飲食の頃'薄着に'次の二句があ

馴れていな ｡温みの抜けた端番に'かえって異物めいた違和感を

いと聞き試みたのもそのため｡しぐれが‑る頃は'まだ寒さに身が

忽ち獅子恥え'忽ち感魅泣‑｡｣

潅ぎ買走り(中略)それより後ち日毎夜 折々には忽ち風'忽ち雨'

そ あられのひごとよごとたちま

夕碁には忽ち陰峻なる兆候をあらはし夜に入れば雷鳴り電 閃き雨

鳶舞ひ雀鳴きつるに昼過る頃より黒雲少しつ 飛び行くと見しが

カリエスの余病として胃腸を患っていた｡湯婆代わりに為義がい

とぴすずめすぐ

たる人々を驚かしぬo今まで何事のありとも知らざりし小春の空は

崩れゆ‑様子とからめ'暗示的に記している｡

それでは脊椎カリエスに胃された漏膿の苦しさを､小春日の天候

こでは鹿部を温めるために用いたもの｡

がいつか冷えて忘れ物のように贋の上にあることよ の意｡

回日に､掲出句を含め九旬の病床吟が出て'その前に小文が付‑0

新聞｢日本｣(明治29年1月30日)に載る｡｢松産玉液｣第三十一

｢病み初めたるは､十一月の半になん｡にほかの事なれば来合せ

わずかな晴れ間もどこへやら'しぐれてきた｡湯婆代わりの茜藩

傾城 に 蒐蕩‑は す彼岸哉

起々 にこんにや‑畷あ彼岸哉

たちまいんけんいなづまひらめ

せきつい

まちみ

(うた)

なかば

しようらぎよくえき

大武(新五子)

ゆたんぽ

九重(井華)

にゃ‑玉の粉末を煮てのり状にLt石灰乳を入れて固めた食品｡こ
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出句に併出されるのは次の句である｡

の句として出 いる｡虚子の名を詠み込んでいる点からすると'掲

いかとの意｡

十一回目に｢しぐる･Jlや落着冷えて贋の上｣が同時に作られた時雨

の子規庵へは'上野の山を抜け'寛永寺坂を下るのが常であった｡

は'上野の山あたりを根岸へ向かい'ひたすら急いで るのではな

新聞｢日本｣(明治29年12月30日)所載の随筆｢松薙玉液｣第三

る高台｡当時'虚子は神田淡路町の高田屋に下宿をしており'根岸

一句｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』 明治二十九年冬にも入る｡

か情緒が感じられる｡上野は東京都台東区の寛永寺や上野公園のあ

俳譜の瓢逸味が生まれている.

鹿薄さもな‑'的確な写生の眼が感じられる｡そこにおのずから'

ばし 触れてきたo その上'｢贋の上｣という把捉には自頓の暗さち

その俳諸味が好かれ詠まれてきたが'湯婆代わりの茜番は珍しい句

材である｡句材の発見や拡充が明治の子規の新しさであることはし

芭蕉にも｢蔦葛のさしみもすこし梅の花｣があり'食物の為義は'

『寒山落木』巻五所収｡冬'時雨に出る｡前書｢病中二句｣中の

小夜時雨の小は接頭語｡夜降る時雨｡ものわびしい雨音にもどこ

宵が過ぎた頃､ばら と時雨が来た｡ひと恋しい｡今ごろ虚子

小夜時雨上野を虚子の釆つゝあらん 明治29年

しようらぎよくえき

の句会に出かけたりしている｡

『寒山落木』巻五所収｡冬､時雨に出る｡『裾祭書屋俳句帖抄上巻』

だ余裕のある頃の作といえよう｡年末には､病裾をぬけ'九段上で

すらな病者の心情がみえる｡

冠りに一句が芝居仕立てに詠まれているのほ'病中とはいえ' ま

いまかと恋人を待つように待った｡八乗つ1あらん)にはそんなひた

語っているが'時雨に濡れながらやって来る虚子を気遣い' まか

いえ､どこかうまが合った｡病臥の身になれば'いっそう虚子を恋

しがった｡｢升は清さんが一番すきであった｣と､のちに母堂八重が

学問精進をうながした道湛山対談が子規のひとり相撲に終ったとは

ことに'虚子に対しては前年文業の後事を托さんとし'自覚を求め

月胃痩ヲ病ム 苦甚シ 虚子碧梧桐更ル 来り看護ス｣とある｡

所がある｡また'『寒山落木』明治二十九年俳句稿の巻頭に､｢十一

の 如し｡｣(｢松薙玉液｣) と碧虚二子の献身的な看病を称賛した個

言ひ二子の恩を受‑ること多し｡わが命二人の手に繁りて存するも

虚二子は常に枕をはなれず看護ねもごろなり｡去年と言ひこたびと
前掲の随筆に'｢人々代る おとづれとぶらひたまひし中にも碧

しかし'｢サヨシグレ｣(a･o‑･ue) ときらめく母音を

碧梧桐の吾をいたはる湯婆かな

烏鳶をかへり見て日くしぐれんか
のぼきよ

たんぽ

こぞ

･カ･P
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のか｡擬人法を用い'変った句調だ｡

句らしからぬ新鮮味に度肝をぬかれた｣(『子規の回想』･河東碧梧

の来る頃合'喬木の棺に止まった鳥が鳶をかえりみて話しかけたも

『新俳句』時代の新調がすなわちこれ｡それは'『新花摘』の｢発

夏

秋 草むらに下りる野分の鵠かな

冬 冬かれや物欲しさうに鳴‑烏

春鵠なく春の七滴七夷子

兼題が｢烏｣であった｡ちなみに'子規の烏十句を示すと次の通り｡

二月｢門十句集｣まで月一回郵便句会を主催した｡その第三回目の

とり入れ'二十九年四月｢畑十句集｣から三十 年(一九〇 )十

の 『新花摘』 をみて'感心した子規はその一題十句の方法を句作に

物やあらん烏あつまる冬の川

酒落た俳画｡と見てよい｡｣(『子規名句評釈』)

る｡

二十九年六月｢からす十句集｣冬之部であり､したがって題詠であ

明治二十九年冬､『新俳句』冬之部'時雨にも入っている｡初出は'

『子規の回想』所収｢当時の新調｣の章で'次のように記している｡

柄)子規l門の俳人のいわば試行錯誤を披渥したもの｡碧梧桐は'

十句集は月次十句集という｡大阪の水落露石がさ し出 た蕪村

右の句中では'掲出句は'｢旭に烏｣と もに破調.初冬にしぐれ

秋の‑れ東照宮に鳴‑からす

になったのである｡

などいふ語がある｡烏が鳶を顧みて日'しぐれんか｡と言ってゐる｡
｢日がさしてゐると見てゐるのに'さっと時雨れてゐる｡片時雨

青木月斗が'こんな鑑賞をしている｡

じめに題す) と記した裾祭書屋主人の模索が'掲出句のような句体

時鳥烏 は 死 ね と 起請書‑

早乙女の弁当を覗く鵠かな

旭に烏それがどうして春の朝

吉原 や鵠な い て も散 る 桜

天明よりも精細に蕪村に似て蕪村よりも変化多し｣(『新俳句』 のは

摘できる｡元禄でも天明でもない明治の俳句の特色を'｢天明に似て

しか ､それは碧虚ばかりでな‑'子規の句においても'新調が指

ろを'二十九年当時の青年の ｢雑煩的心境｣ の反映だとみている0

移った'そんな気のする新調であり'乱調であった｡｣

碧梧桐の右 文はもっぱら'碧虚の新調あるいは乱調の困るとこ

もんか'と言った捨鉢的な気分の濃厚な雰囲気に'蕪村の魂が乗り

たものであった｡我々の不平 安'心の焦燥'どうともなれ'構ふ

乱調なるものは'とりも直さず'我々の当時の雑煩的心境を反映し

ったが､其の余勢に生れた'虚子を先陣としての我々の新調､又た

｢半ば浮かれ調子であった当時の我々は'言 ゞ傍若無人でもあ
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らは'一抹の恋情が立つ｡

てのスケッチとも考えられないこともないが'｢ほのかにうつる｣か

つのらせている心情がわかる｡子規魔の火鉢をとり囲んだ面々をみ

いうのである｡もとより子規の想像句であろうがどこか人恋しさを

般に屈折が浅‑､｢の｣ に近い用法がある｡こ も､後者の意か｡

を主格｢の｣と同意に解するならば後者｡子規俳句の｢や｣は'1

みが映るとも受けとれる｡切字｢や｣の屈折を重視すれば前者'｢や｣

んやりと室内にいる人の顔 輪郭が映るとも'人の顔面に埋火の赤

唾火に手をのべている人の顔が'わずかに赤みを帯びてみえると

同年作｡あきらかに｢恨みし｣とは過去の女人の傍｡平安朝以来､

れてきた｡

たが'冬の季語(兼三冬)として､江戸時代以来､その風情が愛さ

て置‑｡火鉢や火桶が少な‑ った今日'埋火を見ることもな‑ っ

点を入れている｡埋火は'炭火を倣し'火を保たせるため灰をかけ

季)｣が席題｡掲出句に会老十二名車'三名､天歩､鷺洲'四方太が

に入っている｡初出は'二十九年冬'子規庵運座｡日時不明｡｢顔(冬

『寒山落木』巻五所収｡冬'埋火に出る｡『新俳句』冬之部'埋火

掲出旬'｢ほのかにうつる｣がいさ か唆味｡障子や曇ガラスにぼ

埋火に恨みしそれも昔なり 明治29年

埋火やほのかにうつる人の顔

(うづみび)

明治2 9年

在なき身であればt Lぜんに感じられる｡

かならずしも病人でなければなら いわけではない｡が'病臥の所

出ぬ句｣(『正岡子規の世界』)と記している｡障子の穴への注視は､

特異性でなければ出て釆ぬことであり'実際を共感でなければ浮び

いる句だとい ､｢病林に臥し'障子の穴を見てゐるといふことが'

わかる｡寒川鼠骨が1連の雪四句を'作者の特異性が著し‑現れて

日常の中で'あるとき雪に出会ったおどろきを表現していることが

意してみるならば'障子の破れから外の光景をそれとな‑みている

げられている｡上五｢雪ふるよ｣と下五｢見てあれば｣ の呼応を注

中雪 二句｣として'｢いくたびも雪の深さを尋ねけり｣と もに掲

久ノ0

とある'第一旬日｡『砺祭書屋俳句帖抄上巻』明治二十九年冬にも｢柄
『寒山落木』巻五所収｡冬'雪に出る｡前書に｢病中雪 四句｣

る｡移は'つぎ に傍が移りゆ‑'懐旧の思いがそこにみえよ

情の一句と読めないこともない｡｢うつる｣は映るとも移るとも れ

た｡

ひたすら待つことのも 思いから'女房文学は花ひらいたのであっ

冬の埋火のもとで'どれだけ男への託言がつみ重ねられたものか｡

すると'掲出句も'埋火の上に恋しい人の傍をほのかに浮べる恋

雪ふるよ障子の穴を見てあれば

かごと
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が分かる｡切字けりはその昂ぶりの余韻 情をよ‑支えている｡回

上五｢い‑たびも｣ は下五｢尋ねけり｣と呼応してこ ろの昂ぶり

l句をものすといった構えたところがな‑､≡抗明快な旬である｡

雪 二句｣として､｢雪ふるよ障子の穴を見てあれば｣と並んで出る0

うち第二旬日｡『裾条章屋俳句帖抄上巻』明治二十九年冬にも｢病中

かのような雪と対比したところがおもしろいのであって'ガラスの

小窓を穴とみるのは'迂遠である｡

の破れを穴と俗がかったい 方をして'空からの聖なる使いである

スをはめてあった｡それであらう｡｣(同上)といっているが､障子

けとり方はいかがなものか｡もっと重い旬とみる｡

の虜になっている自分を見出したかのような思惟をはたらかせた受

てゐるのである｡｣(『子規名句評釈』･青木月斗)と雪を熟視し､雪

しと来る｡現のやうに雪を眺めてゐるのである｡そして雪を憧憤し

して､雪の景気を連想して'病林にある身を忘れてゐる気拝が､ひ

直裁にあらわしたものとみたい｡｢罪々と降る雪を'その穴から熟視

また月斗は'｢障子の穴｣ に関しても'｢昔はよ‑桟の1角にガラ

『寒山落木』巻五所収｡冬'雪に出る｡前書｢病中雪 四句｣ の

四句連作の第一句であるから'上五は珍しい雪に出会った感嘆を

あ'雪が降ってきた'所在なく障子の破れた穴をみているとの意｡

ころの昂ぶりの余情とは'なんであるのか｡掲出句の核心はそこ

憩の助動詞ではたらきは詠嘆と分類される典型的な用例であるが､

いくたびも雪の深さを尋ねけり

明治2 9年

淋しさと此家の静かさとが連想される｡｣(『子規句集講義』第四回)

‑｡其雪の深さを唯一の問題にして幾度も聞‑ところに病人の心

病床の人が時々 ｢もうどれ程積った｣と其の雪 深さを気にして聞

勝手許に在る､別に其の間に他の話が取かほされるではないが'其

高浜虚子が記している｡その一つにこうある｡

｢此家の静かな趣で'主人は唯淋しく病床に横はつてゐ 家人は

一句の表面に現れていな が'なお種々に連想される点に関Lt

かせたものと推測できる｡

のは'連作への理解の一助にという配慮よりも､そんな気持をのぞ

ただし､子規の気持では'いまだ病みはじめの気分で'病臥がおの

れの日常とは思えなかったのであろう｡前書に ｢病中雪｣と認めた

となる.年の碁に一度九段の貸席での句会に外出したのみという0

雪の深さを尋ねたことだよとの意｡

この年は'十一月半頃から病状一変し'六畳の病間に仰臥の状態

したた

雪が珍しいのである｡

うに昂ぶるころを抑えかねて'何度も '家人に降り積もる
東京には珍しい大雪｡障子の中で寝たきりの自分は'子どものよ

い｡

｢雪の深さ｣とは､刻々と降り積もる雪の状況を指している｡積

にある｡この点はのちに触れ'しばらく必要な語句に注記を施した
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えられている｡

い｡むしろ､空中に微塵となって拡散するような意志のつよさに支

かo 子規の｢心 緊｣ は'子規の内側に暗くよどむものとはなら

識が九割'病者の意識が一割といった意気軒昂なものではなかった

ができない病臥の状態にあるとはいえ'子規の意識は'健常者の意

んの心情から生まれるものと思われる｡

心情を指している｡脊椎カリエスに冒された漏膿の苦しさに身動き

せざるをえないところの充たされない心の繁｣(同上)も'宙ぶらり

妹に雪の深さをい‑たびも尋ねるという､｢一見無意味なことに執着

る気特がみたしている点を指摘している｡看病や家事に忙しい母や

い'そのこ ろの間隙を｢少年の愚に還ってゐる｣(同上)ような逸

代俳句』)という､心理的に一種宙ぶらりんの状態にあったことをい

るまでに到らず､起きて外の風景を眺められないもどかしさ｣(『現

たいと思う｡

は'いかなる心情なのか'このときの子規の気拝にもうすこし即

川鼠骨の抽象的な掴み方よりも的確だ｡が'｢病人の心 淋しさ｣と

い雪の日 寂実感｣(『正岡子規の世界』)が表わされているという寒
｢病人の心 淋しさと此家の静かさ｣との指摘は'｢何とも言へな

その点について山本健吉は'子規が病気によって'｢諦念には達す

先に私が句末の｢けり｣ に､逸る気拝の揺曳をいったのも'同じ

かげ
ろうのう

はや

野中か町外れなどの〓一軒の家が雪に埋もれてゐるらしい'町中で

めて静かである｡静さの極'窺てゐるのかと思はれるTといふので'

さを尋ねる第二句の時刻は午後から日暮の趣き｡
掲出句に関し､寒川鼠骨が､｢雪に埋もれた家がある'其家内は極

り弾む調子の高揚に中七の字余りは水をさすからだ｡

もたらされる｡連作意識のはたらきからすると'いくたびも雪の深
雪の家に寝ていると思うよ な大雪の実感は'昼間よりも夜分に

み中七音に納める｡一句の抑揚は'厳かに詠い出し' だいに昂ぶ

によって軽‑転じたものと読みたい｡

余り､ただし句中は'｢寝て屠ると思ふ｣ の｢思ふ｣を｢もふ｣と読
上旬｢雪の家に｣ の｢家｣ は ｢や｣と読まず｢いえ｣と読んで字

ころ｡漢詩の転句の呼吸は俳譜の三旬日ぶりにも通う｡｢にて｣止め

を喚び起こすものとなっていよう｡掲出句は第三句'転にあたると

は軽‑弾む気分がある｡

じられる｡す と､連作四句はおのずから､漢詩の起承転結の呼吸
病中雪四句は一句 独立しながら'なお連作としての気分も感

句形が｢思ふばかりな ｣とある｡句末が｢なり｣よりも｢にて｣

うち第三旬日｡新聞｢日本｣(明治32年月15日付'｢病中雪｣)には
『寒山落木』巻五所収｡冬'雪に出る｡前書｢病中雪 四句｣ の

雪の家に簸て居ると思ふ許りにて
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という童心を蘇らせ'気分は弾んでいたのではないか｡

しろ一切の爽雑物を拝し'雪に埋もれ'雪とおのれみが存在する

ているのである｡しか '雪の家といった把握は沈轡ではな‑'む

陰険滅減と穴底に沈んでい‑ような境涯の感慨を主とした理解をし

の名句』)といっている｡雪に埋れた家の静けさよりも'病に囚われ'

来ない｣といふ事を予感させる巧妙な野情的表現である｡｣(『紺子規

う｡(中略)殊に｢思ふばかりにて｣は直ちに｢何うともする事が出

いじけて寝 ゐると思ふばかりである｡何んと情けない境涯であら

との意｡

白田亜波は'一句を'｢唯だ雪に圧されるゝ家の中に'病と寒さとに

か わりだけが鮮かに感じられ'あたかも雪の家に寝ているようだ

病中雪四句のうち'掲出句の表現はど理解が分かれる句はない｡

独自の句業の前半を代表する秀句であろう｡

句をなさしめたのである｡芭蕉や蕪村や白雄や一茶とも違う'子規

したにすぎないが'雪は子規の童心を薫き立て'率直な気拝のい

の命令口調のつよい懇願は子規の逸る気拝をよ‑伝えている｡

のだとの意｡

｢病中雪｣と題した四句'偶に見舞われた雪に'平常の感慨を託

障子をあげてほしい'上野の森に積もった雪をぜひ1日見たいも

れた光景が一変するそんな朝はなによりも見たいのである｡上六音

の積もった朝は尚更であろうが'病人の身にとってはう ふだん見馴

入るのをおそれ'看護にあたる家人は障子をあげない｡ことに'雪

空のみであるが｡｢障子明けよ｣とは'寒い雪の日には外気が病間に

目に上野の森が見えたのである｡今は寛永寺坂のガードを走る音と

出句の背景となっている｡

｢上野の雪｣ は'上野の森に積もった雪｡根岸の子規庵からほ遠

いない｡

さの比喰のよ‑に受けとった め'一句の時刻の理解も要をなして

を客観視した一句とみた見当外れの句解である｡｢寝て居る｣を静か

評釈』)といっているのほ'｢思ふ｣主体を無視し'外から雪中の家

である｡夜分ならば当然寝てゐる筈であるからぢゃ｡｣(『細子規俳句

雪に埋れ'もの音ひとつしない中に臥していると'雪と自分との

すると'結句は朝ということになる｡雪の積もった早朝の光景が掲

の背景となる時刻を想定するならば'起句承 が昼'転句が夜'

うち第四旬日｡
四句を連作とみると､結句にあたることはいうまでもない｡各句

『寒山落木』巻五所収｡冬､雪に出る｡前書｢病中雪 四句｣ の

障子明けよ上野の雪を1日見ん
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ほ ｢来てゐると思ふ｣が利かぬ｡又夜分の光景でな‑'日中の光景
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のかもしれない｡

楽しい家庭へ､どんなに憧れていたか'そんな心理が揺曳している

ならば'妹と二人きりの兄妹であった少年子規が､子どもの多い､

感情にもとづくように受けとれる｡こ には'穿った読み方をする

互に感じる親しさへの想像は'子規にとってきわめてナショナルな

八人だという理由ばかりでな‑､｢むつまし｣という血縁あるものが

し'居留地などの外国人ではな‑'日本人の家庭である｡子どもが

クリスマスに小き会堂のあはれなる

八人の子供むつましクリスマ ス

チャンの一家にとって'今日は待ちに待ったクリスマス｡

である｡

八人の子どもがみんな仲よ‑'楽しい時をすごしている｡クリス

右の句意のように､子どもの一家をクリスチャンとみたい｡ただ

子規にクリスマスの句は'生涯六句ある｡

月8日) に載る｡

抄上巻』明治二十九年冬にも入り､後に新聞｢日本｣(明治32年

掲出句は､クリスマ を新題として詠み､季語に用いた珍しい例

『寒山落木』巻五所収｡冬'クリスマ に出る｡『瀬祭書屋俳句帖

臓八のあとにかしまし‑りすます

八人の子供むつましクリスマス
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煩嘘'冬服'冬帽'外套､二重まはし'吾妻コート'毛布､襟巻'

直野碧玲瀧共編'明治31年月16日民友社刊) である｡そこでは'

して俳句選集に登場するのは'『新俳句』(正岡子規閲'上原三川･

がら'結局､焼払の句としている｡

自覚された噂矢の句ということになる｡クリスマが新しい季語と
してみると'掲出のクリスマ の句が､子規にとり'新題として

つゝく煤沸｣がある｡ス‑ブを新題にしたい思 をちらつかせな

同じ時期に､ストーブを｢すとうぶ｣と表記Lt｢すとうぶや上から

一句はクリスマ の旬ではなく膿入会を季語としたものだからだ｡

語として用いるには蹄 したものと思われる｡平仮名表記の他に'

ている｡

規のもっとも早いクリスマ の旬であるが'クリスマ を新題の季

｢くりすま ｣と表記した最初の句は'『寒山落木』巻一所収.チ

その中で､掲出句は'きわめて率直に詠まれたあ たかみがこもっ

スマ に国旗を立てるという気遣い'贈り物への執勘な気配りなど｡

スト教会のあわれさ'子どもばかりが多いクリスマ の祝い'クリ

やって‑るキリストの降誕日を祝うクリスマ '日本の小さなキリ

ちなさを詠んでいる｡釈迦の悟りを開いた日という膿入会の後に
右は､掲出の一句を除いて' ずれも日本風のクリスマ のぎこ
贈り物の数を尽してクリス マ ス 32

こ̲つし

会堂に国旗立てたりクリス マ ス 3

子供がちにクリスマ の人集ひけり 30

子規俳句漏濃5

43

八七二)十二月三日をもって太陰暦を陽暦六年1月一日となす改暦

治十年代後半の情景を描いている｡

曜日の決定と､クリスマ の普及だと言われている｡明治五年(一

の魁げを味はせる｣(『バクダソ』･大正1 年 0月'春秋社刊)と'明

供に呼ばせる家庭では'聖誕を祝して忙しい歳暮にノンビリした春

めて､信者でない方面まで流行して来た｡パ さん'マ さんと子

嫌いされがちな中にあって､｢クリスマ だけは'不思議に人気を集

魯魔は'キリスト教が江戸時代切支丹として異端視されて以来'毛

われる｡(『明治文化史』第六巻宗教編'第四章明治基督教史)内田

たのは'十年(一八七 )も過ぎ､鹿鳴館時代が近づいた頃だとい

独占的な祝祭から開放され'日本人の信者以外の家庭にまで広まっ

日本人も稀にはいたが､クリスマ がクリスチャンの家庭における

校を設立した原胤昭のように'その頃いち早くクリスマ を祝った

なかには'明治八年(一八七五)頃'銀座にキリスト教による女学

は'明治の日本にあっては' じめ欧米人の風習にすぎなかった｡

めてとり上げられたのである｡

風月荘左衛門刊)など季寄や歳時記にも見えず'子規によってはじ

文堂･玉海堂刊)'『俳譜歳時記新莱草』(山口索揚編､明治15年6月'

れている｡『新題季寄俳諸手洋燈』 (萩原乙彦編､明治13年6月'正

手袋､火事'北風､焼芋などと一緒にはじめてクリスマ が用いら

キリスト誕生の祝日として十二月 十五日にクリスマ を催すの

明治日本の新風俗で､キリスト教と深いか わりがあるのが'日

(てらんぷ)

れり｣(『明治文化全集』別巻､明治事物起源) という｡

あったかの証左となる一句である｡

掲出句は'子規がいかに明治の新しい時代の息吹に鋭敏な詩人で

『寒山落木』巻五所収｡冬'雪に出る｡｢日本人｣(明治30年1月

1 つ家のともし火低し雪の原
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味ハイカラに赴き､クリスマ が自ら本邦年中行事の1となるに至

は却って勢を得'三十四五年頃の絵葉書流行も手伝うて'一般の趣

祭も盛んになれり｡二十七八年戦役後二一年不況なりしが､その後

二十一年頃の事なりとす｡その後追々輸入額も増加し'ク‑スマ

テーショソブックの輸入に次で､クリスマ カードの輸入は､明治

にては丸善を始めとす｡明治十八年頃に'ノートブックやプレセソ

スに就ての物品を輸入せるは'横浜のケレ‑商会を始めとし､東京

｢団子阪を望みて｣と前書がつ‑I

されるのである｡
石井研堂によると'クリスマ の始として'｢外国より'クリスマ

右の｢日曜｣ にも'新しい風俗習慣へのも 珍しさがいまだ感知
日曜やけふ菊によ る人 の蟻 明27

た｡

週1日' 曜日を休日とする'つづいての布達によって落着していっ

の布告は'耶蘇の暦を使うと非難する者もあったが'官立学校の1
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得た掲出句と'酸味な行情を吹っ切れずに､冗漫さを｢ともしめぐ

りて｣ にとどめた1句とでは'そこにはっきりした差異がある｡

雪に埋れた境野の孤屋のともし火を低しと見た作者独自の発見をし

ある｡しか '1句が立つか否 の違いは､両句とも中七音にあるo

と句材が類似した句を掲げる｡

方において'視覚を重視するのに対し'触覚や聴覚を効かせた句で
右の句とは'一つ家'ともしが同一｡掲出句が感覚的な把纏の仕

なかった模糊たる気持が､語句に拘泥させたのではないか｡掲出句

たところがみえる｡推測するに'満足するに足る一つ家の句ができ

子規には｢一つ家の｣が九句'｢l つ家に｣が六句と一つ家にこだわっ

なり蕎麦の花 蕪村｣(類苑集)は山家の孤屋を擬人化した巧妙な句｡

ねたり萩と月 芭蕉｣(奥の細道) は後者の意o ｢一つ家のかしこ頁

た｡

像が多方面にわたっているが'なかでは'掲出句の写実味に注目し

葉釣に入っている｡中七の表記が｢干菜釣りた ｣とある｡子規は'

年1 月 5日発行)に｢四季雑詠｣と題し載り'『新俳句』冬之部'干

禿もまじり雪摸す｣｢風雪をふきつけて馬遼巡す｣など'もとより想

は雪で'1題十句の試みは'｢浪人の赤子か1へて夜の雪｣｢仲町や

｢灯火低し｣とある｡初出は'二十九年冬'子規庵での運座｡席題

｢l つ家｣は孤屋の意で'同じ家の意ではない｡｢1 家に遊女ち

一ツ家のともしめぐりて秋の風 明25

(ひとつや)

たゝかさがある｡きびしい冬を迎える片田舎のl軒家が精一杯の生

き様を曝け出した､恥も外聞もない冬越しの支度なのだ｡

規の弱きはない｡山のように大きなびしい冬の季節に立ちむかう
子規の病床での想像句にすぎないが'こ には'病者としての子

よ'つ

には'量が多いと う視覚的な把握を超えた'写生の本質に迫るし

ぅなぎこちなさが感じられる｡その点では'掲出句の｢した1かに｣

いるが'この一語が句中に融け込めず､どこか翻訳された文体のよ

百姓家の干せるところはどこもかしこも干葉を吊ってある光景｡
右の両句とも'沢山とか多量にの意で｢した1かに｣は使われて

子規は'｢したゝかに｣という表現にも執着した｡

したゝかに新茶のみけり蛙の夜

であろう｡

｢したゝかに｣は､量の多い形容｡軒先の竿に連ね'垣に掛け'

似語句である｡一句の臨場感を高めようとする技巧から用いたもの

｢一つ家｣という措辞を多用しているが'掲出句の｢1軒家｣も塀

『寒山落木』巻五所収｡冬'干葉に出る｡｢早稲田文学｣(明治29

した 1 か に紅 の咲く中庭哉

したゝかに干葉つりたり一軒家
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31年
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5日発行)に｢雪｣と題し載り'『新俳句』にも入る｡後者の表記は

子規俳句濃潰5
井利彦が指摘している｡首肯される見方だ｡

規集』･日本近代文学大系10'補注50)の句風を継承したものと'松

高浜虚子が 規の'掲出句のような｢構図の中での動き｣(『正岡子

句の特徴が浮びあがる｡高名な｢流れゆ‑大根の葉 早さかな｣は､

短い時間の水鳥の無心さ加減を捉えたところにまざれもない子規俳

鳥のさまざ な動きの車から'菜層を追い'二間程流された'ごく

層の緑､水鳥の白という色彩の対照もあざやかには違いな が'水

つ 流されたというたわいなさに子規の眼が注 れた点にある｡菜

とがわかる｡

らも､菜層と禽類の取り合わせは､子規の着眼対象であったこ

など散らかしておけば鶴 鵜｣ の句が同じ頃つくられていることか

掲出句のおもしろさは､菜層の流れに従って二間程'水鳥が追い

聞｢日本｣(明治31年月28日)にも載る｡｢草庵｣と前書Lt ｢菜膚

明治二十九年冬'『新俳句』冬之部､水鳥にも採られている｡後に新

生きるた‑ましさが'たしかな場景として掴まれているのである｡

『寒山落木』巻五所収｡冬'水鳥に出る｡『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』

水鳥や菜層につれて二間程

(みそさぎい)

受付日 1九 〇年十1月八日
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