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子　規　俳　句　潰　潰　1

-　明治二十六～二十七年

前口上

｡子規俳句の評釈を通し'子規文学の問題点をさぐり'あわせて

その生涯を叙述しょうとする｡

｡明治二十六年以前'明治十八年から二十五年までは'｢子規秀

句｣と題し'俳誌｢鷹｣に昭和六十年1月より十三回連載｡よってこゝでは'その部分は省略した｡
乱酔で鬼砥げて行くけはひあり　　　明治等

つゐな

『寒山落木』巻二所収｡冬'季語追灘として出る｡明治二十六年
(一八九三)には'｢風吹て｣というフレーズを上五に『寒山落木』巻二には四十五句あり'同自選句集からの抹消句を合わせると'丁度百句詠まれたことになるo｢けさの春｣から｢追灘｣まで'はゞ四季の季語が配されているが'一年間かけて宵旬にしたものか'あるいはあるときに'｢風吹て｣百句をまとめたものかはっきりしない.召句中'『寒山落木』の他に'新聞｢日本｣に出るのが
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1句あるのみで'書簡や紀行文にも1切重複して出されていないところから推測すると'後者'まとめて作った可能性がつよい｡しかし'その作句年月を推定する手がかりが'私にはつかめていない｡

と-がらし

鹿'露'蕃敵などの一題百旬の試みの延長に'季語ではない五音

のフレーズを冠Lt俳句修行と酒落たものであろう｡

ではなぜ｢風吹て｣というフレーズを選んだのか｡近世俳句に'
｢風が吹-｣　｢風吹-に｣　｢風吹-や｣　｢風吹けば｣という用法はあるが'｢風吹て｣という軽妙な表現はない｡天然の景色の平凡ではあるが'そこに写実味が見える素材を掴もうと､前年末あたりから子親の句に変化がうかがえる｡｢風吹て｣というフレーズを選んだ子規の気拝は'そのような俳句上の微妙な変化と'かかわりがあるのであろう｡

属出句'悪鬼をおい払う鬼やらいの場を詠んだものoいまでは節
分の行事であるが'こゝは大晦日｡宮中では'群臣が桃の弓'聾の矢で疫鬼を追うといわれる｡その鬼が逃げて行-けはいを'風の動きに感じたというユーモラスな句である｡鬼やらいの行事そのものが宗教的な観念性をもっているのにもかかわらず'精いっぱい具体
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性をみせようとしたところに子規の苦心があったもの｡

掲出句の影響に関してエピソードを1つ｡高浜虚子に'盆の魂迎えの旬として､こんな旬がある｡
風が吹-仏来姶ふけはひあり

虚　子

『五百句』所収｡｢ホトトギス｣　(明治37年2月)によると'明
治二十八年(一八九五)八月上旬'府下豊島郡下戸壕村の虚子の住居に'鳴雪'五洲'碧梧桐'森々といったメンバーを招集して運座を開いたときの作｡虚子は数日前に越してきたばかりで'その家は'子規の従弟'藤野青白がいたところへ青白は才能のある青年であったが'この年四月十二日に'神経衰弱が昂じ自殺をしていた｡青白の新盆であってみれば'この仏は当然'青白のことであろう｡

一句のモデルのせんさくはさておき'魂迎えを仏来るという新しい
季語の形にして用いたのは大胆である｡このときの運座会稿を送られた子親は'この虚子の句に｢句法ノ巧妙'老成家ノ手三成リタラソ｣(『子規全集』別巻三'｢俳句会稿｣補遺)と寸評をつけ'天に抜いている｡｢句法ノ巧妙｣といゝ　｢老成家｣云々と評した子規は'単に'魂迎え'あるいは迎火の季語のアレンジの巧みさを指したものではないのではないか｡かつてこの点に関する小論｢『仏釆鎗ふけはひ』考｣(｢岳｣昭和57年8月)を書いたことがある｡その主旨をこゝに紹介すると'こうである｡

虚子の掲出旬は'あきらかに子規の追僻の旬の同巣ではないかo
｢鬼逝げて行-｣を道に'｢仏釆給ふ｣と正反対のものをもってきたのである｡風吹て首旬の中に'

風吹て聖霊いそぐ帰り道

という'魂送りの旬はあるが'魂迎えの旬がないことを虚子は東知していたのであろう｡｢風吹て｣を｢風が吹く｣にしたのは'虚子の巧妙さ'虚子が子規の旬を知っていたからである｡

もう一つ'追灘という大晦日の行事を詠んだ句から魂迎えの旬

に'虚子は'なぜ変えたのか｡たまたま'道産の席題が出て'盆の直前であったからということの他に'虚子の頭に'例の｢つれづれ

せりふし

革｣第十九段｢折節のうつりかはるこそ｣の1節'追灘(大晦日)

ごろ

の夜を'｢なき人の来る夜とて魂まつるわざは､この比都にはなき

あづま

を'東のかたには'なはする事にてありしこそあはれなりしかo｣とした有名な個所への連想がほたらいたのではないだろうか｡

子規は'おのれの追機の旬を裏返しに'いわば鋳型を踏襲した作
句だと鬼ぬきながら'なおかつ'すぐれた旬であったので'天位に推奨し評価した｡そこに'子規のいささかの余裕'大いさを私は感じる｡

鷺の淡路へわたる日和哉

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡春'億に出る｡同書の億の句は三十六



子規俳句滞混1

句｡そのうち掲出旬を含めて三旬'｢鷺や朝寝を起す人もなし｣｢鴬の梅に下痢せる余寒かな｣などが『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』　(明治35年刊)　に採られている｡子規の鷺の旬は生涯に1八四句あり'うち六十八句が'明治二十六年(一八九三)　に詠まれている｡昨年十一月十七日'松山から母八重と味得を迎え'下谷上根岸の寓居でのはじめての正月をすごした子規は'伊藤松宇の｢椎の友｣会友との交流がさかんである｡

掲出句は'一月二十二日'中根岸の汁粉屋岡野で開いた俳句会席

上での｢名所の初音｣をうたった題詠｡当日'八点が懸かった最高点句である｡ちなみにその人点者は'五百木瓢亭'勝田明庵'内藤鳴雪'松宇'森猿男'西原五洲'石山桂山'藤野青白｡出席者十二名中八名が採り､鳴雪は特選にぬいているほどの評判の句である｡しかし'子親は'点取句会を｢俗気紛々｣と批判的で'｢どうしても発句に俗気を帯びて､どうか高点を得たいとの念許り盛んに相成侯｣　(2月2日付虚子宛書簡)とい1'同じ虚子宛に掲出句に関Lt　｢鴛の旬は'根岸大会に高点を博せしものに御坐供o以て輿論の正しからざるを見るに足るべし｡｣と記している｡｢輿論の正しからざる｣とは'自句への謙辞とはいえ'高点句かならずしも好吟とはいえず'そこに俗気が見える点をいったものであろう｡

子規は'どんな点に俗気を感じたのか｡上述の虚子宛書簡の三日

(など)(きかん)

前に'碧梧桐にあて'｢此頃の様に俳句之競争杯'盛に相成供ひて

000

は'在京諸友の句皆々多少の俗気をまじへ'自然又は故意にあてこ

0(など)み杯をやり'いやな事に候｡｣(1月31日付'傍点子規)といっている｡｢あてこみ｣とは'作者自身の実感や感動よりも'それとな-客受けをねらって場当りの表現をすることである｡

掲出旬でいうと'下五を｢日和哉｣とした適度なバランスの取り

方たそれが指摘できるかもしれない｡道産の席上'昔日は｢日和｣を｢日かげ｣に'種山は｢高音｣に添削しているのなど'原句のお誹え向きの表現に'もの足りなさを感じたものか｡
淡路は'兵庫県の溌路島｡いざなぎ･いざなみの命が最初に作っ

たという島であるが'淡路島が特に知られるようになるのが'『百人一首』の｢淡路島かよふ千鳥の鳴-声に幾夜寝ざめぬ須磨の関守｣　(金葉集･冬･源兼昌)　である｡あるいは'｢淡路島瀬戸の潮干の夕碁に須磨よりかよふ千鳥鳴くなり｣　(山家集)なども'子規の記憶にあったかもしれない｡いずれにしても'<淡路島へかよふ千鳥>という古歌のパターンが子規の意識にあったからこそ'淡路島に千鳥(冬)ならぬ篤(春)を'かよあせるのではなく'わたらせたものと思う｡千鳥は夕碁から夜の鳥'鴛は暁から昼の鳥なのも'おのずから対席をなす｡

｢小生今年になりて己に教育句の凡調を得侯へども皆運坐席上の
もののみに御坐候故'名句無之困入侯云々｣　(掲上'虚子宛)という'運座の句とはいえ'

雀より鷺多き根岸哉鴛や馬子を相手の鈴鹿越

明治26年



篤や黒木ったひに八瀬大原

などよりも'｢淡路へわたる｣大景旬が私にはおもしろい｡

市中や苗代時の飴売

明治2 6年

(おい)春老てたんほゝの花吹けば散る

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡春'蒲公英に'｢たんはゝや根岸あたり

の貸地札｣と並んで出る｡『瀬条書屋俳句帖抄上巻』　(明治35年刊)　にも採っているところ'子規の愛着をおぼえた作であろうか｡

掲出旬の初出は'明治二十六年一月三十日本郷真砂町鳴雪居での
運座｡朝九時半から持ち寄り旬の句会後､更に二回道産を行なっている｡出席者は十三名｡松宇ら｢椎の友｣会友も参加｡掲出句に'松宇'古白が点を入れ'古白は､｢吹けば散る｣を｢さけは散る｣

とみ亡

と添削している｡｢春老て｣と晩春の率に'｢さけは散る｣はいささか屈折が大きい｡原句の下五は'その点自然｡

子規の旬で｢春老て｣という措辞は'掲出句のみ｡どことなく'
短歌的な拝情をさそう表現が'以下十二音の散文的な表現とひとつになって'この時期の子規にはめずらしい'俳句らしからぬ俳句をつ-り出している｡後の北原白秋の短歌の上の句のような'柔らかなリズムは'あるいは蕪村の俳句へかようものか｡｢たんはゝの額｣でなく'｢たんはゝの花｣なのが'新鮮である｡

『寒山落木』巻二所収｡春'苗代に出る｡掲出句以外五旬'同句
集には苗代の句が並んでいるが'それらは'掲出旬も含めて'当時の子規がおかれていた作句の状況をよくもの語っている｡ちなみに五句を掲げる｡

苗代のへりをつたふて日高哉苗代や蛙の坐敷青みたり君が代や苗代時の物Ljかすみきるや苗代水の上流れ夜の雨や箇代青むさ1濁り
右の旬のうち'第二句は苗代を蛙の座敷と擬人化したへ　いわゆる

月並調の俗臭がみえる｡第三句は'｢君か代｣ということば自体'子規が前年十一月二十八日以来､本年十二月二十日まで三十六回にわたって｢日本｣に載せることになる'俳句で世相を訊刺する｢俳句時事評｣の流れを-む川柳風な発想から出たものである｡第一句の旦尚の旬'第四旬の常代水の句あたりが'この時期以後目指す写実的な作風の原型をなすものであるが'いまだこの作風を強力に推しすゝめる自信がついていなかった｡｢宗匠といへば卑俗を意味し､発句といへば陪観を意味するが如き其宗匠'其発句は早-之を地底に葬り尽して'只へ其墳墓より生ずる新萌芽の成長を待たんと
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欲するとなり｡｣(｢文界八つあたり｣日本･明治26･4･1)と'▲旧派の宗匠俳句を叩-が､さて､それにかある自分に'どんな新しい手法があるのかと顧みたときに'意気軒昂なほどには'はっきりしていなかったのだ｡哲学好きな子規は'このような写実的な作風がよいと決め手になる哲学を求めていた｡

第五旬は'｢さゝ濁り｣という措辞が問題になる｡私の推測で

は'丈草の｢ほととぎす鳴くや湖水のさゝにごり｣が記憶にあったのではないかと思う｡この旬は'『統猿蓑』に出る旬で'近世俳句の俳句分類を開始した子規にとり'好句と思われた一句なのか'ノートに書き込んでいた｡余談にわたるが'いま私が重宝させて覚っている『季語別子規俳句集』　(松山市立子規記念博物館刊)では'｢ほととぎす｣の項の明治二十二年に'子規の旬として分類されている｡作者名を記さなかったのでノートの句を子規のものと見誤ったものであるらしい｡前掲｢夜の雨｣の句は'｢夜の雨｣と｢さゝ濁り｣にいささか因果関係がみられる｡この頃の子規は'これくらいのことわりが欲しかったようだが'この句は'古句模倣の句として'さまざまな試みをやっていた子規の一面がわかる句である｡肯句模倣といえば'前年の十二ケ月シリーズをこの年は'蕪村風十二ケ月'去来調十二ケ月といった具合に､以下'伊丹(鬼貫)調'素堂調'凡兆調'宗困調の十二ケ月がつくられる｡それぞれの作者に真似た自旬を月別の季語を入れて詠むのである｡器用この上ない子規の得意なさまがうかがえはゝえましい｡

さて'掲出旬の｢市中｣は'凡兆の｢市中は物のにはひや夏の
月｣　(｢猿蓑｣)の｢市中｣から触発されたものではないか｡七部集のもっとも名高い集の発句のことばをとり入れたものだが'以下の十二音の場景があざやかで'1歩'古句模倣をぬけ出したところがある｡梅雨飴の時期であるが'百姓のにわか魚屋が飴売となって町に来るというところ'明治というよりも'どこか江戸風の趣きが感じられる｡新味はないが'子規が自分の詩嚢を肥やすには'必要な句風であったのであろう｡

(どぜうとり)

山吹の下へはいるや鯖取

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡春'山吹に出る｡他に'『瀬条書屋俳句
帖抄上巻』や『寒山落木抄』'『｢瀬祭書屋俳話｣附鋸俳句選集』などにも採られている｡山吹の句では'同じ俳句帖上巻には'｢山吹や人形かわ-一むしろ｣があるが'掲出句の方が動きがあり'野趣に富む｡山吹というと'たとえば'名高い六玉川や一重とか八重を連想する'次のような句が'当時でも多-詠まれていた｡

山吹に玉川べりの夜明かな山里はたゞ山吹の一重かな

道　滞　囲

むかばきに八重山吹の乱れけり

桃　雨瓢　亭子　規

歌題'歌詞としての山吹からいかに離れ'たゞ美しいだけでな



い'季語山吹の新しい俳味の発見は'当葉子親の時代にも必要であったわけで'そういう視点からみると'掲出旬の山吹には'花の美しさよりも野の花山吹の植生としてのぶっきらぼうさが出ている｡そこに'ひかれるのである｡

松嶋の闇を見てゐる涼みかな

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収o夏'納涼に出る'松嶋三旬のうちの一
句｡子規のみちのく紀行『はてしらずの記』が明治二十六年(一八九三)七月二十三日から九月十日まで二十一回にわたって｢日本｣に掲載された｡掲出句は'八月二十日付の同記事が初出｡後に'

晶朗掘祭事星俳話附鐘』　(明治2･9刊)　に収鍵されるに際Lt
大幅に添削'削除されているが'この句は､ゐる1居る'涼み-すゞみと表記に異同があるのみで'残されている.

『ほてしらずの記』のもとになった東北の旅は七月十九日汽車で

上野を発ち'宇都宮'白河と泊り'みちのくへ入ってからは'ほゞ芭蕉のコースをたどり'仙台から塩竃を経て松島に宿ったのが七月二十九日｡掲出旬は同日作であるoその後'平泉や立石寺には立ち寄らず'最上川を下り'酒田に出'北は象潟を経て八郎潟まで行っている｡帰途は秋田から人力車で大曲を通って水沢まで来て'汽車を使っている｡上野着が八月二十日｡1か月にわたる旅は子規では最大のものであるが'｢奥の細みち｣や｢雪丸げ｣を書写Lt数種

の俳書から白河'松島をはじめ'みちの-全般の旬を披苦し'さらに下野'磐城など十一か国の人口'耕地'産物'仏寺'所得税などの統計表をも調べている｡出発前には'林江左の解介で旧派宗匠三森幹雄や島本青宜に会い'みちのくの宗匠衆｢吟路諸大家｣宛の藤巻をもらっている｡このように'ゆきとどいた旅の支度は当然'芭蕉を意識したもので'たとえば'二本松の手前'本官あたりの道中の記事に'こうある｡

とにかくに二有余年の昔芭蕉翁のさまよひしあと慕ひ行けば'い

づこか名所故跡ならざらん｡其の足は此の道を踏みけん'英日は此

Vr;i;凡

の景をもながめけんと思ふさへ'たゞ其の代の事のみ忍ばれて'悌ほ眼の前に坊飾たりO

その人の足あとふめは風薫る
子規の芭蕉批判の論｢芭蕉雑談｣　(日本･明治27･1･22まで25

回)の連載がはじまるのは､同年十一月十三日からである｡芭蕉論の構想がすでに'夏のころから芽生えていたものか'その時期はさだかでないが'子規は芭蕉を'細道の跡追い旅行を通して'体感しようとしていたことはたしかである｡はじめから芭蕉を神格化するのではな-'｢涼しさや芭蕉も神に祭られて｣　(同年7･5㌧宗匠幹雄と会った当日吟)と'芭蕉を1俳人として'人間的にみていこうとする虚心な眼が子規にはあった｡
さて'掲出句'子規も芭蕉にあやかり'｢こよひ一夜こそ松嶋の

月を見んと来し｣が'日暮れても'月は出ない｡初出紀行には1



子鹿俳句溝混1

文'｢今や月出づらんと眼を見張るもをかしく｣と'旬の前に書かれている｡

すゞしさやさらに月なき千松嶋松嶋に目のくたびれしすゝみ哉
すずし

｢涼｣は付合語(『俳譜類船集』)に｢月｣をもつ｡これらは常套
的な着想である｡掲出旬は'｢涼しき月｣が顔をみせない松島の闇をみつめて涼を納れているという'常套を破って'なんの滑落気もないリアルな句｡｢さらに月なき｣や｢目のくたびれし｣は'あまりに

ふlrLわ

も低俗な主観が顕で'余韻に乏しい｡その点'掲出句の｢闇を見てゐる｣という表現からは作者の張りつめた期待感が正確に伝わって-る｡雅語風な｢松嶋の月｣でな-｢松嶋の闇｣というのも'無造作ないゝ方に'おもしろみがある｡

土用から残暑にかけての1か月'みちのくへ行くとなれば'納涼

を満喫されたしとの挨拶はご-白魚である.

し｣は'爽涼感よりも'その季節感を内意にとり込んだ挨拶性の意がつよいであろう｡象徴性を帯びている｡それに対し'子規の涼しは'

涼しさやかもめはなれぬ杭の先涼しさのはらわたにまで通り魔涼しさのはてより出たり海の月われは唯放すゞしかれと祈るなり
右の旬のように'涼しという季感の実感をいかに的確に詠うかに

つとめている.象徽性というような他に揺曳するところのものを1切'断ったところで旬を作っているのである｡

1寵のこき紫や桔梗売

明治2 6年

松島で日本一の涼みせよ

という鰻に'予親自身'

みちの-へ涼みに行くや下駄はいて

執　事

と出立吟で応じている｡以下'同上紀行の101句中'三十八旬が涼し'涼みでうまっている｡｢おくのはそ道｣にも｢涼し｣が多用されているが'それは'｢旅先の亭主とあいさつを交す俳譜師にとって'夏の宿の涼しさを旬の趣向とするのほ当飴の配慮｣(｢芭蕉の｢涼し｣｣小林貴子｢岳｣59･9)といわれるように'芭蕉の｢涼

『寒山落木』巻二所収｡秋'桔梗に出る｡『はてしらずの記』八
月十二日の記事に､本庄での朝市属目旬としてみえる｡｢生者'焼肴'野菜'業物など路のべにならべて婦人そを常ぐなり｣として'｢朝市や鯛にかぶさる笹の露｣と並べて出るo格別推奨するほどの旬ではないが'どこか見すごしがたい灘がある｡前夜､本庄での旋寵さがしに難儀Lt替察官をわずらわせて'ようや-投宿｡それより先'町の入口の青榛の様子を'こう書いている｡｢青楼軒をならべて'幾首の顔色ありたけの姫を皇したるも'飢渇と疲労になやみて余念なき我には'唯臭骸のゐならびたる心地して'格子をのぞ-



若人の胸の内いたすらにうとまし｡｣そこでの属目旬が､次の旬｡

骸骨とわれには見えて秋の風

どんなにか'疲労国債したらしく､翌十二日も､昨夜来の疲れを
強調している｡｢昨夜の旅草臥猶いえずして'足のうら痛さは痛し｡熱さと痛さとに攻められて'こゝが風流なり｡六里の道やうやう道川にたどり着きて日猶高きに宿りをここに定めぬ｡｣

象潟を過ぎ'秋田への途上'本庄での一日はぎんぎんであった

が'肉体の疲労に比して子規の感受性はそれほど鈍っていない｡掲出旬の桔梗亮は'折から旧盆人の前日'みちのくの山野から採った桔梗をわずかばかり商っている'農家の主婦の小銭かせぎか.紀行文中には'盆行事には一切触れていない｡気づかなかったかとも思われるが'桔梗亮の7句は'ちゃんと見るべきものを'見ている子親の態度の手堅さがうかがわれる句として記憶にとどめておきたいのである｡

のちに『寒山落木抄』では'｢一篭のこき紫や｣の十二音を消し
ている｡なぜ抹消したのかわからない｡｢一能の｣という形は'同年に二句ある｡

一寵の脱にまじる根芹哉1寵の紅葉い-らぞ落葉損
後者は『寒山落木』からの抹消句｡根芹'桔梗売'落葉損と'同

1の上五音だけに'春の根芹の1句を残し'他は捨てたかったのか
もしれない｡

秋風や旅の浮世のはてしらず

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡秋'秋風に出る｡｢ほて知らずの記の後

に題す｣と前書がある｡新聞｢日本｣明治二十六年九月十日に掲載'『はてしらずの記』の最終回には'｢はてしらず｣と紀行を名付けた長い口上が'掲出句の前に付いている｡｢三十日の旅路志なく八郎潟を巣として'帰る日あては終に東都の一草庵をはなれず｣とある通り'子規の旅そのものは'はてしらずではない｡が'人塵も世の中ももとよりはてしらずであるという観念は子規にもあっ

すみか

た.｢日々旅にして'旅を柄とす｣と'芭蕉が｢無所住の旅を住とするという逆説的把撞｣(『お-のはそ道』尾形倣訳注･角川文庫)に興じたと同様の逆説的なあそびを'子規は'この紀行文に思いついたのかもしれない｡

｢無窮時の間に'曹らく我7生を限り'我1生の間に曹ら-此1

か･'む

紀行を限り冠らすにはてしらずの名を以てす｡はてしらずの記ここに尽きたりとも誰れか我旅の巣を知る者あらんや｡｣と記す｡端的にいうと'紀行はその果てをみたが'わが生の族は果てしらずだとの意であろう｡私のいう子規の観念とは'このことであるが'その点を掲出旬でみるかぎり'あまり切実な課題として受けとめていたとも思われない｡この年は'丁度'芭蕉没後二百年目にあたる｡粟津義仲寺での芭蕉二百回法要　(『元禄明治姑尾花』刊行)　をはじめ'



子規俳句滞混1

旧派宗匠を中心に'改めて芭蕉回帰の動きが目立った年だ｡子規の｢はてしらずの記｣の旅そのものが'芭蕉の族への追体験であった｡二〇〇年の隔たりとはいえ'明治の子規にとり'江戸時代はすぐ前の時代である｡昭和六十年代のわれわれが感じる以上に'芭蕉のもっていた無常感をたやす-実感できたはずである｡

ところが子規にとって'いちばん実感しに-いのが無常感ではな

かったか｡子規の年令や経験の多寡を云々する以上に'体質的に子規には'無常感を寄せつけないような健康さがある｡だから'子規の無常感は'掲出句にみられるような無常感表白の公式を出られないところがあるように思う｡中七下五が｢浮世の旅のはてしらず｣ではない点に'い-分のおもしろさはあるが｡季語｢秋風｣も常套o子規の秋風には'こんな句が同じ年にあるo　こちらの方が'いかにも子規の秋風である｡

最　上　川

秋風の吹きひろげけり州の幅政宗の眼もあらん土用千

『寒山落木』巻二所収｡夏'虫干に出る｡｢瑞岩寺｣と前書があ

る｡『瀬祭書直俳句帖抄上巻』にも同様の前書で収銀｡『はてしらずの記』によると'七月二十九日に仙台に入り､塩竃へ行き'塩竃神社に参詣'小舟で松島七十余島めぐりの後'観月襟に宿をとる｡

それから'観潤亭見物'瑞岩寺'五大堂に参詣という順になっている｡相変らず'なんでも見てやろうという子規の好奇心に満ちた一日で'瑞岩寺参詣は午後のいちばん暑いときであったろう｡掲出旬のつ-られる瑞岩寺のところを同上の記からみると'こうなる｡｢瑞岩寺に請づ｡両側の移林1町許り奥まりて山門あり｡苔蒸し虫

はなはせ-だい

蝕して猶旧観を存す｡古雅幽静太だ愛すべきの招撞なり｡門側俳句の碑林立すれども殆んど見るべきなし｡唯'

春の夜の爪あがりなり瑞岩寺　　　　　　　　　　乙　二

の1旬は古今を圧して独り卓戯たるを覚ゆ｡寺に入りて宝物を見る｡雛僧案内して玉座のあと名家の画幅外邦の古物'八房の梅樹等一々に緒示す｡唯たふとくのみ覚えて英名を記せず｡｣

子規の文章はめりはりがはっきりしている｡このような文章の呼

吸は'子規の平常の態度であったのだろう｡それが旅にあっては'いちだんと頗著に出るようだ｡句碑に｢殆んど見るべきなし｣と書いた彼'ただ乙二の句は｢古今を圧して独り卓然たるを覚ゆ｣と最大級に誉めあげる｡宝物見物でも'｢唯たふとくのみ覚えて英名を記せず｣と'皮肉とも実感ともつかない'振幅の大きな一文を記している｡

こう書けば'次にくる自句に並のものは出せないはずで'地の文

の張りが'図としての句に緊迫感をあたえることになる｡政宗の独

けいけい

眼龍は名高い｡その桐桐たる隻眼が土用千の中にあるのではないかという想像は'凡ではない｡むしろ奇抜な発想だ｡奇抜なだけに'
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上述したような地の文とはよく調和がとれている｡が'この発想は瑞岩寺に来ての属目ではないのではないか｡あらかじめ'子規の坤で用意されていた着想のような気がする｡

周知のように'現に瑞岩寺には､政宗の甲胃を鎧った武人像が展
示されている｡人形には義限が入り'いかにもそれらしい｡子規の見た宝物には擬似人形はなくとも'政宗の甲胃くらいはあったであろう｡甲胃の土用千を云々してみても'林立する句碑ほどに陳腐な旬にしかならないことを子規は東知していた｡

さは
捌きのちからをひそかにうかがわんと'用意する問題旬のことを

はらみく

連句では挙句という｡連句の座ではないが'掲出旬は子親自身の挙句ではないか｡このような私の推測には'格別の根拠があるわけではない｡たゞ'掲出旬の前後の松島詠には'限の旬が多い｡

涼しさの眼にちらつ-や千松島涼しきのこゝからも眼にあまりけり

つぽのいしぶみ

多賀城虻の壷碑でも用いている｡
のぞく日に1千年の風すゞし

これら属目旬の眼という語には生彩がない｡どこか借物めいてい
る｡それに比べると'政宗の限の句はちからを孝んでいる｡前年実景を詠う属目句に俳句開眼かと自信をもった子規であるが'この年には'｢実景ならば何でも句になると思ったのは間違いであった｣(｢瀬祭事屋俳句帖抄上巻を出版するに就きて思いつきたる所をいふ｣明治35年)と'後年自らをふりかえっている｡子規といえば'

実景を詠う写生旬俳人とみられているが'子規自身は'それほど単純には考えていないのである.

水飯や弁慶殿の喰ひ残し

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡夏'洗飯に出る｡｢満禰寺に宿る'此寺

にて義経飯を食ひたる由来あり｣と前書がある｡『親祭畜産俳句帖抄上巻』にも同じ前書がついている｡『寒山落木抄』には｢満福寺｣とある｡『ほてしらずの記』によると'七月二十三日'二本松から黒塚の巨石'鬼の岩屋を見て'溝福寺へ来て泊っている｡同寺はかっては七堂伽藍がととのった六百年の寺歴をもつ壮厳な寺であったが､子規の訪れる数年前に焼失｡子規は'この寺の山号が飯出山というめずらしい名であることに興味を示している｡その由来は'同上の記から'こうある｡

｢そのかみ義経公奥州へ没落の節'此処に立ちよられしかは'寺

より飯をまゐらせけるに'弁慶此寺の山号はと尋ぬ｡いまだ山号なきよし住僧答へければ'食らは庶出山といふべしと弁慶自ら名づけたるよし言ひ伝へたりと｡｣
ユー亨フスな寺伝である｡この事由を踏まえて'子規は'｢饗応

の挨拶｣に狂歌をつくっている｡

飯の出る山とも開けばありがたや餓鬼も行脚も満ふ-になる
行脚とは行脚僧｡さすがに狂歌は'再版本『はて知らずの記』で



子規俳句溝濃1

は削られるが'掲出句を考える参考になる｡水銀の旬は'戯句である｡いま､土用のさなかで'飯はすぐあるくなる｡水飯は寺の厨先にでもひろげてあったものかもしれないが'それは山号にちなみ'弁慶が食い残した余り飯だというのである｡

ことわり

上旬が結果､下旬が原因という形をとり理がみえる｡頭でつくっ

た遊びの句であろう｡しかし'こんな戯れは'作句の幅をひろげるための肥やしとして'俳句作者には必要なのではないか｡写生句というと'一から十まで実景を見たまま詠う修行をつみ重ねて'写生旬作者ができあがるような想像を'われわれは子規の上にしがちだ.写生旬とは'子規にとり'ほんの上澄みにすぎない｡理屈をこねたり'茶化したり'さまざまなどろどろした表面下があって'上澄みができあがる｡

｢水銀｣の句は'特殊な季語だけに'子規にも生渡に十四句と少

ない｡

水飯や京なつかしき京の水

明治34年

ll

後年には'こんな句もある｡上澄みの旬だ｡二本松満福寺では'掲出句の他に'｢涼し｣の類の句を三句残し
ている｡いったいに､清福寺詠をはじめ'福島近傍での｢涼し｣の多作は'子規のみちのく詠のはじめのやまをつくっている｡

御仏に尻むけ居れば月涼し寺に嬢る身の等ときよすゞしきよ

いずれも'満福寺での作｡上述の通り'焼失後の仮普請の寺に泊

ぷつがん

ったわけで'｢仏寵に隣りて書院の巽中に嬢ころびたるも我身'此世ならぬ心地す.｣とあるのが'句解の参考になるoとくに'｢寺に採る｣の句は'｢奥羽行脚の時清福寺に一夜の宿を請ひて｣と前書し'溝福寺に残した'子規の自信作と思われる｡昭和三十七年(1九六二)寺蔵の短冊をもとに句碑が建立された｡筆勢にうるおいがあり'なかなかいい字である｡

｢明治二十六年は最多-俳句を作った年で其数は四千以上にもな

った｡此年は夏から秋へかけて二ケ月許り奥羽の行脚をやったので'旅行中の旬だけでも'随分沢山ある｡併し前年に実景を俳句にする味を悟ったo以来愛に至って濫作の極に達したやうである｡｣(｢瀬条書屋俳句帖抄上巻を出版するに就きて恩ひっきたる所をいふ｣明治35年)
と書いて'｢御仏に｣｢寺に朕る｣他'福島近傍での｢涼しJ十三

句を掲げている｡そして'さらに'

｢漸ういふ風に何でも彼でも十七字にいってしまへは共でよいや

うに思ふてゐたのであるから'後から見ては殆ど取るべき句がない｡要するに'此年は行脚と多作との為に自分の修行にはなったけれど'別に前年に無かった趣味を見出す迄には進歩しなかった｡｣(同上)といっている｡正確にいうと'明治二十六年は四六三四句'一日平均十三旬のペースで作っている｡うち四季では'夏の旬が一四六四旬である｡俳句をはじめて以来'秋の旬が多-'秋が好きで'自選
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旬稿にも｢寒山落木｣と秋を意識した名をつけた子規であるが､この年に至り夏の旬が多くなる｡｢段々進歩して-ると夏が好きになる｣(｢回想の子規こ佐藤紅線への談話)と'前言とはい-分違うことばをもらしている子規であるが'｢趣味｣といゝ　｢進歩｣といゝ'たえず揺れつゞけている子規の素顔がみられるのが'『ほてしらザの記』を書いた年であった｡

あさがほ

轟に今朝は朝森の亭主あり

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡秋'朝顔に出る｡｢行脚より帰りて｣と

前書がある｡『猫祭事屋俳句帖抄上巻』にも同じ前書で出る｡前年九月二十四日から本年九月二十三日まで書きつゞけている旬日記｢猶条書畳日記｣には'八月二十一日に'鳴雪翁釆として出ている｡前日二十日正午にみちのくの旅から上野に着く｡早速帰京の挨拶に鳴雪を訪ねたが'不在であった｡｢みちの-の秋ふりすてゝ帰り候｣か前日詠｡
7句は注釈を要しない｡七月十九日から八月二十日'丁度一ケ

月'極暑から残暑にかけての東北旅行から帰った子規の安堵のさまが日にみえるようだ｡何回も書いてきた通り'芭蕉没後二首年目のこの年'東北地方の俳詣宗匠を訪ねて'旧派の実状を知ることと'｢お-のはそ道｣の旅を追体験して芭蕉の作句の呼吸を会得したいという'二つの目標を定めて出発したのだった｡前年'属目詠

に'俳句開眼を感じていた子規にとって'対象となる実景の場が東京近郊からみちのくに肱がることは'先の実感を体感し'おのれの句境を深める冒険にちがいなかった｡当面の二つの目標にしても'到底楽なものではない｡成果はどうであれ'やれやれ終ったという気拝が'｢今朝は｣という'散文的なことばからよ-伝わってくる｡薬の花と一緒に目覚める働き者の子規である｡そんな､凡帳面な子規の日常に'この句を置いてみると'｢亭主｣という措辞もなかなかおもしろい｡亭主はまざれもな-'造遥や四迷が使っている小説や戯曲の中のことばである｡さらに'二十七歳の青年を指すには'いささか格好もつ-まい｡だが'大仕事を終えた翌朝という状況を思うと'子規もぐっと大人になった感じがする｡もちろん'こゝには'旅行中もさかんに発揮された'自己をユーモラスに掴む'戯画化のほたらきがみられる｡舞の旬では'十日後に'｢淑石来る｣として'こんな句がある｡

革や君いかめしき文学士
淑石は｢いかめしき文学士｣'自分は｢朝寝の亭主｣｡子親の中に

は'こんなあそびがあったのではないか｡みちの-の族は'たしかに子規を大き-したのである｡

薪をあるいもうと一人冬篭

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡冬'冬寵に出る｡｢草庵｣と前書がある｡
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『東条書屋俳句帖抄上巻』にも同様の前書がついて入る.初出は｢貧属人詠｣と題し｢日本｣(12月25日)に掲載｡文字通り'貧居のさまを詠んだ八旬にみな一行の前書を付けている｡掲出句には'｢米を炊-下女もなく水を汲む下男も居らず｣とある｡他に｢家は上野を負ふて庭には1枚の樹だに植ゑず　三尺の庭に上野の落葉かな｣｢雨は頻りに漏れとも屋根を繕ふの力なし　しぐるゝや写本の上に雨のしみ｣などがみるべき句｡なかでも'薪をあるの1旬が秀逸｡薪を割るという男手の仕事も妹ひとりが受け持ち'私は妹にあまえて'内に冬寵をきめ込んでいることよ-らいの意｡草庵との前書は'私と妹とのひっそりした閑居のさまを思わせ'さっぱりした句である｡

薪は年中割らねばならないが'どこか冬という季節感と結びつ

く｡台に薪を立て'左手を添え'右手で銀を振りおろす｡薪の頚にうまく錠を入れて'あとは力まかせに地面にとんとんと打ちつける｡うまく真二つに割れたときのここちよさ｡薪割りの緊張感はやはり男の仕事｡いもうとというやさしいことばとの取り合わせは'ふしぎな違和感をつ-り出し'掲出旬は'かえってそこが新鮮である｡

子規の妹律は'明治三年二八七〇)生まれ'子規より三歳年
下｡子供のときから'きつい気性の持ち主であったようで'そうであればこそ'二十六歳から三十三歳までの七年間'兄の看病一筋に献身し得たのであろう｡｢律ハ理窟ヅメノ女也　同感同情ノ無キ木

石ノ如キ女也｣｢律ハ強情也　人間二向ツテ冷淡也｣(『仰臥浸食』)と当りちらす兄に'妹はいかなる思いを抱いたことか｡子規没後'三十四歳で共立女子職業学校本科(現在の共立女子大学)に入り'更に同補習科を卒える｡のちに'同校の教員として二十年近-も教壇に立つという'まさにキャリア･ウーマンの道をまっしぐらに進んだ妹を'子規は遠い世からどんな思いでながめたことか｡

冬寵の句は子規には1七三旬と多いo
なかなかに病むをカの冬こもり看病の我をとりま-冬寵鼠にも猫にもなじむ冬寵冬寵あるじ麻ながら人に逢ふ人も釆ぬ根岸の奥よ冬寵

明治2 8年明治2 9年明治3 0年

このような佳句もあるが'掲出句'いまだ子規の病臥以前に'妹
をよんだものとして'忘れがたい旬である｡

あかがりや京に生れて京の水

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収o冬､敬に出る｡

あかがり

我は頗も通用｡｢頗'阿加々利'手足折裂也｣(和名抄)とある｡あかぎれ'あかぎり'あかがりいずれとも｡子規は十一句作っているが'もっぱら旧いいい方あかがりを用いている｡

つぼねザまゐ

あかがりや局住居は去年の夢

明治2 6年
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あかがりやまだ新線のきのふけふあかがりや傾城老いて上根岸

これらは想像句か｡後年になると'

あかがりに油ぬりつゝ待つ夜哉あかがりの手をいたわりて泣-夜哉朝や母の看護の二十年

明治26年明治28年明治29年明治30年明治34年

といった生活の実感に裏付けられた旬がみられる｡その中で'掲出旬は'虚とも実ともつかない子塊の京への憧憶の句か｡京の水は水質がよいので有名である｡西鶴の『好色一代男』『好色五人女』をはじめ'江戸期のものには多-出る｡たとえば'1九の『東海道中膝栗毛』には'こうある.｢京の水で洗ふと'ごうせへにいろがし

･t･,め

ろくなるといふことだぜ｣子規の旬は'京に生まれて'京の肌理のいゝ水をつかって育った女子だが'さすがに京の冬はきびしい'あかがりをつくっているよとの意｡｢京に生れて京の水｣だけでは'想像はむしろ常套だが'それをあかがりの句に転じたところに'京美人を単にムードだけで掴んでいない子規のとらわれない鋭さがうかがわれる｡

木町養寿院に十名が集まり芭蕉二首年忌を修した｡その席上'芭蕉忌にちなみ持ち寄りの句を披露｡掲出句はそのときの一句か｡芭蕉忠(一句)とあるが'芭蕉忌そのものをよんだ句は兼題にはないo芭蕉の句境をしのび'思い思いの旬をものして忠を修したものであろう｡会者は'子親の他'薮鴛'素香'桃雨'松宇'紫影'欄腸'非風へ瓢亭'青白｡欠席投句者に鳴雪へ桂山'碧槽桐'狙酔'猿男'得中'孤松'可全'虚子'五洲｡｢当日天気晴朗'空に倣雲無ク樹二微風無シ｣とある｡小春日和の絶好の日であった｡

凧の旬は子規の他に三旬ある｡

(いたち)

凧や馳顔出す倉の窓凧や障子にひゞ-糸車凧や水なき空を吹き尽す

凧や星吹きこぼす海の上

明治2 6年

『寒山落木』巻二所収｡冬'夙に出る｡『俳句会稿』(『子規全集』
第十五巻所収)によると､明治二十六年十一月十九日上野公園外桜

このうち'狙酔の句には子親が天'青白が人'紫影'薮鷺'薫香
が点を入れている｡碧梧桐の旬にも桃雨'青白が天'子規が地'欄腸'親事が入点｡他はともか-'当時の子塊がどんな旬をよしとしたか'子規の推奨句からおゝよその傾向は推測される｡碧梧桐の句の冬空を｢水なき空｣と見立てた才気よりも狙静の句の無骨ともいえる実景らしい句を評価したo子規の掲出旬には'淵源が天'瓢亨が地を入れたのみ｡しかし'なかなかの佳句｡尻の夜'海上の天空に散らばる星屑を'凧が吹きこぼしたものとみたところ'対象に即した適度にうまい表現だ｡碧梧桐の才気と狙酔の写実味の中間をゆくようなのが子規の句風である｡子規は掲出旬を着想したときに'
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当盆'『去来抄』のはじめに出る夙の句が意識にあったであろう｡

夙に二日の月のふきちるか　　　　　　　　　　　荷　今風の地にもおときぬしぐれ哉　　　　　　　　　　去　来

両旬とも凧の本意'風のはげしさをうたっているが'子規の句

は'風そのものの強さよりも'一旬の構図を描き出したかったのであろう｡

(うき)

かいつぶり恩はぬ方に浮て出る

明治2 6年

儀に言ひ放して猶幾多の趣味を含む老｣(｢芭蕉雑談(十八)｣)という域が子規の目指すところであった｡
かいつぶりの掲出旬'句意はあきらか｡かいつぶりほ二メートル

近い深さまで潜るといわれる｡その中休みない動きは'掲出句にいう通り｡実景をありのま1にいう点では申し分がないが'そこに｢趣味｣又は｢一種の雅味｣が生まれているかどうか｡
子規には'鳩の句は少ない｡生涯に八句のみ｡その中では'掲出

句と'晩年の次の旬が注目される｡

かいつぶり浮源のひまもなかりけり

明治34年

『寒山落木』巻二所収｡冬'鳩に出る｡これも'｢凧や星吹きこ

ぼす海の上｣と同じ『俳句会稿』'十1月十九日芭蕉忌での作o当日'持ち寄り旬での句会の後'二回運座をした｡掲出旬は第一回の運座'席題鳩で作ったもの｡他に炉開'浮渡鳥'枯尾花'枯柳'霜'里神楽'落葉'帰花'吹革条へ寿老星又は福禄寿(冬季)'木枯'冬木立'冬枯'よこ引'枯野'鉢赦'十夜'芭煮忠などの題で試みている｡第二回の方は'小春'雪の二題のみであるが'ともか-朝九時から夕方の点灯時まで作句づめのエネルギーはたいへんなもの.伊藤松宇ら｢椎の友｣の俳人との交友は1気に子規に運座熱を高めている｡十一月十三日付｢日本｣に｢芭蕉雑談｣第7回を掲載'以後'翌年一月二十二日まで二十五回の連載となる｡芭蕉二百年忌にあたり'子規の中で'独自な芭蕉見直しがはじまった折でもありへ芭蕉の旬がもつ　｢一項事一飲物を取り'其実景実情をありの

豚煮るや上野の嵐さわぐ夜に

明治2 6年

くすりくひ

『寒山落木』巻二所収.冬'薬境に出る｡他に『寒山落木抄』に
掲る.薬喰とは'主に寒中の鹿の肉を食うと身体に精がつき'健康を増すとのいわれから'｢和俗寒に入て三日･七日或は三十日が間'其功用に応じて鹿･猪･兎･牛等の肉を喰ふ.是を薬暁と称する也｡｣(『滑椿雑談』)かならずしも鹿の肉とはかぎったものではなかったらしいが'掲出句のように豚を食したという句はめずらしい｡子規の薬境の旬は'一五句｡｢豚煮るや｣以外はすべて'季語に英境の語を用いている｡その点でも'この旬は特異｡『寒山落木』巻二の薬境には'掲出旬の他に'
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鷺に鍋のぞかせじ薬喰　　　　　　　　　　　明治26年

の1句が出る｡一目瞭然'鷺の句は観念が勝っている｡子規庵の前は通称鷺横町といわれ'根岸あたりは鴛の名所｡その可憐な春告鳥億に薬境の鍋の中をのぞかせたら'いっぺんに嫌われてしまうとの意であろう｡たわいのない想像である｡

掲出句の豚煮るは'あるいは空想旬かもしれないが'いかにもあ

りそうな書き方だoそれは'｢上野の嵐さあぐ夜に｣がきわめて自然だからである｡｢寒念仏京は嵐の夜なりけり｣(明26･冬)という句もあり'｢嵐の夜｣なる表現に子規が執着していたようであるが'できあがった1旬の上で'それが白魚であれば'塀想句があろうとも'認めてよい｡｢豚煮るや｣という上五音からの表出は'意表をつ-迫力がある｡豚を上五音に用いた表現は'私の見たところ'掲出句の他では次の四句だけである｡

かると思う｡いうまでもな-豚は豚肉の意であるが'豚煮るという語感は'どこかまるごとの豚へ連想がおよんでしまうためにおだやかに受けとれないのである｡

冬の夜'上野の森にさあぐ嵐を耳にしながら'豚を煮るという子

規の家の円居を想像するのは愉しくていい｡きわめて自在なとらわれない子規を'こんなところにも感じる｡

2

元日の雀鳴くなり手水鉢

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡新年'元日に出る｡とり立てゝ誉めると

ころもないが惹かれる旬である｡『寒山落木』以外には'採られて

金　州

家飼ふて香の咲かぬ家もなし膿尽きて葱を余る主かな

闇　汁

豚汁や芋を得て秋の季となりぬ豚汁の後口掲-蜜柑かな

明治29年明治30年明治32年明治33年

いないから'子規も格別'力を入れた句ではない｡

元日も二日も暮れてしまひけり元日の馬車見に行くや丸の内元日の人通りとはなりにけり

明治2 8年明治29年明治2 9年

第二旬日の豚は豚肉の意｡この旬が唐突の感じを与える外は'
｢家飼ふて｣や｢豚汁｣は以下十二音の措辞と違和感がないo　これらと比べてみると'いかに｢豚煮るや｣という上五音が大胆かがわ

子規の元日の旬は五十八旬'この三句など比校的知られた佳句｡

どこか新時代明治のにおいがする｡それに比べると'掲出句は'句柄が小さい｡
『分類俳句全集』第一巻歳旦の部には'努頭に'

先祝へ初暁の初手水

と'手水の句がある｡

菰　薬
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元日と鳴禽類とを取り合わせた句は鶏'鷺'鳥とあるが'なかで

も雀は､

元日やほれて雀のもの語り　　　　　　　　　　風　雪

が高名｡子規も分類のはじめに取り上げている｡元日'雀'手水と揃えば'子規の掲出旬は同憩といえないこともない｡が'元日の気負った旬が多い中で'子規の句は'小品ながら'思いが先行しないで'雀や手水鉢の<もの>が見えている｡写生とは'<もの>を立てゝ'思いは'<もの>への着眼､選択の際の瞬発力にこめる｡掲出旬は'着眼がそれほど鋭-ないが'素直な旬である｡

枯蔦や石につまづく宇都の山

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡初めての冬'枯蔦に出る｡｢早稲田文学｣
(明治29･9)には下五が｢宇津の山｣'『寒山落木抄』には'｢うつの山｣と表記｡『瀬祭事屋俳句帖抄上巻』にも入れている.伊藤半次郎(松宇)宛書簡(明治27･12･31)によると'掲出句は石百句中の1句.石という語を入れて首旬詠むもので､石宵句は二十七年中に完結したものか｡したがって'枯蔦の句は属目吟ではない｡

蔦'宇都の山とあれば'当然'『伊勢物語』第九段東下り､宇津
谷峠の場景を思い描-｡｢字津の山にいたりて'わが人らむとする道は'いと暗う細きに'つたかへでは茂り'もの心ぼそ-｣とある'蓋の細道のつたは'夏の青蔦である｡蔦'宇津の山は古来'典

型的な和歌の題材｡子規は'それを'枯蔦に転じることでパロディ化し'俳味を出したもの｡｢石につまづく｣という中七も同様のはたらきである｡あるいは'こゝで'東下りの晋男一行をもじった有

やぷくすしにらみすけ

名な仮名草子『竹斎』の天下一の薮医師竹斎と従者脱の介の狂歌のやりとりを連想したかもしれない｡

あだゆめ-つゝ

世中は見る礎も無き徒夢の現に越へし宇津の山かな　竹　斎

かしらはらあして

ひもじさに今ぞ頭は芋幹の山腹も足手も痩せて細道　脱の介
はやらぬ薮医者なので'下僕晩の介は'ひもじ-て'歩-のに'

今にも地面に頭を打ちそうだというのである｡(一説に｢頭は打つ｣は頭痛がする意)
ところで'このころ子規は'和歌と俳句との共通点をさぐるとい

う妙なことに熱心である｡その字数の違いを除き'両者の違いはわずかなので'共通している点を意匠(心)と言語(姿)　の二面からさぐり'和歌流の俳句'俳句流の和歌がつくれないものかというのである｡こんな論である｡

｢例へは冠辞を措き対句を為し'其他肝余娩曲の勉は和歌の長所
にして'十七字の俳句之を学ぶべ-もあらず｡又些少の事掌大の景之を簡勤なる文字に綴りて多少の余韻あらしむる者は'俳句の長所にして三十一字以上の和歌却て此趣を現はす能はず｡戯れども是れ

El由i;(

只一点のみ｡雄洋壮大なる処'秀麗間雅なる処'蒼老撲茂なる処'平遠情渡なる処'和歌と俳句と総て其投を1にす｡｣(｢文学浸言｣(十)和歌と俳句(上)･日本･明治㌘･7･28)
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また'和歌俳句の改良策として'｢先づ改良の第1着として和歌俳句の調和を謀らざるべからず｡
其調和を謀るには先づ和歌の言語に俳句の意匠を用ゐるを以て第一とすo和歌の言語とは単に雅言を用ゐ'古文法を用うるの謂に非

うが

ず｡俳句の意匠とは固より俗情を穿つの謂に非ず｡1言にして之れを云はゞ三十1文字の高尚なる俳句を作り出たさんとするに在るなり｡｣(同上(十一)和歌と俳句(下)･日本･明治27･8･1)

｢和歌の言語に俳句の意匠を用ゐる｣俳句流の和歌が'子規の短
歌革新の核心にあたる｡そんないゝ方もできるかもしれない｡歌はさておき'掲出旬のように'和歌の題材を俳句に転用する'ひとつの模索がこゝにはじまっている点を指摘しておきたい｡

春の夜のうた1ね更けぬ牡丹亭

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡春､春夜に出る.｢目黒｣と前書がある｡

『病淋六尺』によると'三月宋'｢日本｣での同僚青島1雄(古洲)と目黒の牡丹革へ行き笥飯を食う｡そこの給仕に出た十七八の女に惹かれる｡愛嬢のある顔に'しかもおぼこなところがあり'こんな料理屋なんかにいる女にしては'おとなしい｡子規も宙洲もゆかし-思いながら'品川へ出る途中まで小提灯をさげた女に送ってもらう｡品川は火災の直後で'仮宅を構えて商売をしている妓横の女を見て帰ってくる｡

牡丹事とは中華料理屋か｡事実はともか-'掲出句は'艶っぽい
名の料亭での春夜の酔漢のうたたねを詠っている｡｢春の夜のうたゝね｣とは'和歌の世界の題材｡たとえば'こんな歌を思いうかべる｡

千五首春歌食に　　　　　　　　　　　　　　二条院讃岐

あほれあはれはかなかりけるちぎりかなただうたたねのはるの

よのゆめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新勅撰これはまさしく春の夜のうた1ねであるが'うた1ねというと'
夢が出て恋歌になる｡それもはかない恋というのが歌の常套｡

掲出旬も恋の気配をただよわせながら'｢うたゝね更けぬ｣とは'

いささか恋情に弛緩がみえる｡それが牡丹事という料亭と取り合わされることにより'恋情は消え'たゞ自堕落な酔漢のさまが坊排とする｡

恋歌風の纏綿なる情緒をはぐらかし'一介のよっばらいのさまへ
落としたところに'おもしろみがある｡こゝにも｢和歌の言語に俳句の意匠｣がみとめられよう｡

『病淋六尺』には'上掲の記事の後に'
うたゝ森に春の夜浅し牡丹亭

明治35年

が出ている｡｢うたゝね更けぬ｣という措辞はチグハグで不透明なところがある｡そこを改作したものと思うが'うたゝ麻であるだけに'｢春の夜浅し｣はあたりまえすぎないか.
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永き日の滋賀の山越湖見えて

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡春'日永に出る｡初出は新聞｢小日本｣
明治二十七年五月三日｡他に『俳句二葉集』　(｢小日本｣第86号附鋸'明治27･5刊)'『新俳句』(上原三川'直野碧玲瀧編'明治31･3刊)'『寒山落木抄』にも入っている｡『新俳句』には中七の表記が｢志賀の山越え｣とある｡

｢麓賀の山越｣とは'｢北白河の滝のかたはらよりのぼりて如意

のみねごえに志賀へ出る道也｣(『袖中抄』)とある通り'京都市左京区北白川から大津市滋賀里へ比叡山の麓を越えた｡志賀寺(崇福守)参詣の道である｡

｢滋賀の山越｣というと'『古今和歌集』の貫之の歌を思いうか

べる｡

つか

志賀の山越えに'女の多く漁へりけるに､よみて迫はしけるあづ4tIゆみ

梓弓春の山辺を越え来れば道もさりあへず花ぞ散りける

この貫之の歌の｢春の山辺を越え来れば｣というリズムはいかに
も永き日にふさわしい悠長さがある.道には避けられないほどの績紛たる落花だという｡まざれもない情緒がたゆとう｡

掲出句は'滋賀の山越をしたところ湖が見えたという｡肩透かし

の1句｡滋賀の山越に志賀の海'究琶湖が見えるのは'あたりまえ｡そこが､｢永き日の滋賀の山越｣と和歌的世界の情緒を高めて

おいて'もっとも平凡なところで収める｡下五の意外性がうもう一

こだま

度十二音に餅を返すことで'一重の和歌的世界が重層化される｡そこに俳句のひろがりが生まれる｡掲出句は'

宮嶋や春の夕波うねり来る　　　　　　　　　明治27年

などと一緒に子規によって｢1家二十旬｣の自旬に採られている｡愛着があったものか｡

浅草に鵠輝くなり春の暮

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡春'春の碁に出る｡他に『寒山落木抄』

一･'

にも中七が｢鵡な-なり｣としてみえる｡｢春の暮｣の幾にもぼってりした情趣に'浅草の鵜を配した点'俳句として'しっかり決まった旬である｡旬のスタイルもいい｡

梅を見て野を見て行きぬ草加迄

明治27年

『寒山落木』巻一二所収｡春'梅に出る｡『俳句二葉集』では下五の表記が｢草加まで｣o『新俳句』'『寒山落木抄』『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』にも入っている｡｢発句を拾ふの記｣(｢小日本｣明治27･3･24)によると'虚子と千住街道を草加迄行き'さらに西新井の大師堂を拝み'最終汽車で帰る｡一日の探梅行である｡

寵さげて若菜つみく関屋迄

明治27年
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こんな句もあり'｢草加迄｣という下五に地名を入れた形は'ど

こかのんびりした途上感を与える｡梅を見'野を見'草加迄というと'地名草加のひびき'字感などから'春浅い季節感がにおうようだ｡｢野を見て行きぬ｣が生きている｡いわば'無用の用のようなことばである｡

(その)フサ

其まゝに花を見た目を浜がれぬ

明治27年

『寒山落木』巻三所収o春'桜花に出る｡｢悼静瑛盟｣と前書が
ある｡他に『俳句二葉集』(｢小日本｣第八十六号附鋸'明治27･5

(そのめ)(じか)

･30刊)には'｢河東静漠翁を悼む｣　として'｢花を見た英日を直に隈がれぬ｣があるo後者が原句'初出は｢小日本｣同年五月五日

せいけいれんきとう

付にみえるもの｡河東静漠は'名は坤｡子規の親友竹村鍛(黄塔)や碧梧桐の父｡子規は八歳のときに素読の師'祖父大原観山をなくしたが'以後'静漠が晩年'自宅の侍屋敷ではじめた千舟学舎に漢

みなrtはじめまさT{

文を学んだ｡と-に親しい鍛や三並良'太田正窮'森知之ら五人は五友と称Lt同親会を結成Lt毎週月曜'金曜二回集まってほ漢詩をつ-った｡さらに'回覧雑誌｢五友詩文｣｢莫道詩文｣｢近世雅俵詩文｣などで詩文に熱中した｡のもに'漢詩人になりたいと望んだほどの漢詩文への傾倒が松山中学三年間にみられた｡

｢私の父は朱子学の通学者だった｡殊に処世上実践窮行を重んじ

た経学者だった｡松山薄の少参事とかいふ役まで勤めて'大参事に

しょうにん

陸任しょうとした時'その任でないと言って致仕したやうな物堅い人だった｡｣(『子規を語る』汎文社'昭9)と'碧梧桐が語る父の

たんかい

像や'｢天資敦厚'坦懐にして物を容れ'而して己を持すること端厳'介魚として守る有りて'犯すに非義を以てすべからず｣･｢農毎に鶏鳴に起き'諸生の為に経義を講説Lt詩語として俺まざりき｡｣(塩谷時敏撰)とある墓碑銘から推察される静漠先生像は'決して単なる堅物ではない｡
おのれの生き方をよく弁えていた'人間の中味が透った人物｡若

者を､生きる根っこのところで鍛えて-れるTはんものの人間といった手応えがある｡

子親もまた｢実践窮行｣の人であったが'どこか､その実践は淡

白さがあった｡淡白とはあっさりした'いつまでも飽きない日常の味わいだ｡子規の淡白さは､子規みずからがつ-り出したものに達いないが'静漠先生のような人間の｢物堅さ｣から受けた感化が大きいのではないか｡

上掲の墓碑銘によると'静湊は天保元年(一八三〇)九月朔日生

し

まれ'明治二十七年(一八九四)四月二十四日物す｡享年六十五歳｡六男三女をもったという｡またその漢学の質の高さは'｢南海
へきすう

僻陣の田舎学問に止まるものではなくて'此の国の学問の最高のレベルに連なるものであった｣(｢河東静漠の研究｣渡部勝己)と考えてよいものといわれる｡

このような静漠翁の生涯は'花に堪能した限そのまゝ'眠るよう
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な往生であったのであろう｡｢花を見た目を｣と口語調が混っているところに素朴さがある｡子規の静漠先生への至純な追悼のこころが伝わる佳句である｡

(には)　　　　　　　(のぼり)

大風の俄かに起る職かな

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡夏'職に出る｡他に『寒山落木抄』'『瀬
条書屋俳句帖抄上巻』にも採っている｡のちにへ｢ほととぎす｣(覗治31年5月号)や｢海南新聞｣(明治31年6月1 5日付)にも載せている点'この時期の自信作であろう｡

掲出句集の季語職のもとには'掲出句以外に'次の二旬が出る｡
職立てる人家は遺し大伽藍大職百万石の城下かな

掲出句を含め三旬の特徴はいずれも｢大｣の字を入れ'大景をう

たおうとしている点にある｡

子規は'後年明治三十五年(一九〇二)　1月'『繍条畜産俳句帖
抄上巻』序で'二十七年ころの自句の傾向を'元禄調から天明調に移りかけたことをあげている｡天明調といっても'蕪村ではなく'暁台'閲更などの真似をしていた｡そして'以前は輯斥していた艶麗な句を解すると同時に'雄健'雄壮な句をよいと考えるようになったといっている｡｢見ゆるかな｣といへば句が強-なると思ったり'｢大｣の字を入れると凡旬が名句になるように感じた由｡｢大

職｣の句など'｢大の字の濫用｣の例にあげている｡
このような大の字の心理面への影響'効果に触れた指摘はおもし

ろい｡俳人には共通した思いあたる節があろう｡

掲出旬にも'｢大風｣と大の字がみえる｡しかし､こゝは'ぜひ

とも｢大風｣でなければ困るo｢俄かに起る｣がいい｡端午の節句ごろの晴天から俄かに起る大風｡五月職がちぎれんばかりはためく｡活力あふれた子規らしい句だ｡

武蔵野や畑打ち広げ打ち広げ

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡春'畑打に出る｡他に､『俳句二葉集』'

『新俳句』にもみえる｡初出は'｢小日本｣(明治27･3･24付)　の｢発句を拾ふの記｡｣
三月中匂う一日'虚子を伴ない千住街道を草加まで行き'道を返

し西新井大師堂に詣でる｡そして'夜道を辿り'王子の伊藤松宇宅を訪問し'最終汽車で上野に帰る｡これが上記の一文であるが'掲出旬は'草加から西新井までの道中の作｡
どこといって取り柄のない句である｡では､なぜ注目したかとい

うと､一旬が武蔵野新田といわれる'旧江戸の城下町近郊をうたっ

いるま

ている点である｡武蔵野とは'｢入間川'荒川'多摩川に囲まれ'東京都と埼玉県とにまたがる洪積台地｣(『日本国語大辞典』)なのだが'明治二十年代から三十年代にかけて文学者の眼が向けられる
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ひきえはら

のは'比企'入間'多摩の丘陵から足立'豊島'荏原の高台の地であった｡本来の武蔵野には'江戸以来の城下町も当魚入っているが'子規の時代になると'その周辺の新田化された農村をさしている点に興味がもたれる｡いわゆる<郊外>という'町でも純農村でもない'町と農村との入り湿った接点の地であるo
武蔵野を<郊外>という視点から掴んだのは'子規よりも四年後

に出る国木田独歩の『武蔵野』(｢国民之友｣明治31年1･2月)なのは周知だ｡そこでは接点の地としての<郊外>の特徴をこうみている｡

｢一種の生活と一種の自然とが配合して一種の光景を豊し居る場

処｣であり'｢大都会の生活の名残と田舎の生活の余波とが此処で落合って'緩かにうづを巻いて居るやうに思はれる｣ところだといっている｡

｢日が暮れると直ぐ寝て仕了ふ家があるかと思ふと夜の二時ごろ

とこや

まで店の障子に火影を映して居る家がある｡理髪所の裏が百姓家で'牛のうなる声が往来まで聞える'酒屋の隣家が納豆売の老爺の

しはがれごゑ

住家で'毎朝早-納豆々々と嘆声で呼で都の方へ向て出かける｡｣
これが独歩のみた<郊外>としての武蔵野の生きた姿である｡さて'子規の掲出句は'独歩はど武蔵野の接点の地としての<郊

外>を強調してほいない｡独歩のいう｢田舎の生活の余波｣の面から'武蔵野を掴んでいるが'せわしなく'広げられる畑は'当然'都会生活者の需要に応える疏菜供給地となるのであってみれば'子

親の武蔵野もあきちかに接点の地としての<郊外>なのである｡
ここでささやかな仮説をひとつ琴不すると､子規俳句の写生説

は'接点としての<郊外>風景の発見と結びついてあきらかになるのではないか｡写生､デッサンは'単なる方法ではな-'なにをうたうかという題材'風景の発見と分ちがたく連なっている｡日清戦争勃発の年の活況が社会の縮図のようにうかがえる<郊外>としての武蔵野の発見が'だいじなのである｡

(ない)鴎嶋て妙義赤城の日和かな

明治2 7年

『寒山落木』巻三所収｡秋'鴇に出る｡｢郊外散歩｣との前書が
ある｡同じ前書が付き『瀬条書見俳句帖抄上巻』にも入っている.｢早稲田文学｣(明治29年9月号)には｢山｣として出る｡

｢郊外散歩｣とある通り'子規に<郊外>意識があったことはた

しか｡しかし'生活と日銀との'あるいは町と農村との接点といった視点は'掲出句からは'それほどうかがえない｡1見のんびりした句だ｡

秋の季節の象徴のような鳩の声'遠景には上州の妙義や赤城が見
わたせる絶好の日和だという｡しかし'何回か諦していると'上五音と以下十二音の風景との間に'微妙な揺れを感じとれないこともない.鴇のけたたましい鋭い声に'妙義赤城の日和はあまりにも静譜すぎる｡そこに'あるかすかな違和感は'子規の心象の不安定さ
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を暗示しているのではないか｡

(はれぎは)

鴇鳴-や十日の雨の晴際を
同率､同年の作.この句の方が掲出旬よりも一句としての出来は

よいo子規も俳句帖抄の他に'『春夏秋冬』(明治36年1月刊)にも採っている｡この旬には'｢鴇鳴-や｣の玉音と以下との不調和はない｡むしろ'気拝のいい鴇の鳴声として受けとれる｡
では'掲出旬のかすかな違和感とはなにか｡子親がはじめて｢写

生的の妙味｣がわかったといったのも同じ時期である｡そのよろこびを十句二十句と書きつけている｡が'1方｢欝勃たる不平｣のために'｢煩悶の極｣にある自分を感じてもいるのである｡それは'日清戦争への従軍記者希望が容れられない悩みであるが'その煩悶の前に'自分のつ-る俳句がいかに現実離れをした暢気なものでしかないかという苦しみになって'じわじわと子規を暗くしていたことが推察できる｡はんものの<郊外>の風景が'いまだ掴めなかったのである｡

赤騎蛤筑波に雲もなかりけり

明治27年
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とんばう･とんぽ

『寒山落木』巻三所収｡秋'構　鍵に出る｡初出は｢日本｣明

治二十七年(1八九四)十月二十七日付｡『寒山落木抄』『新俳句』『裾条章星俳句帖抄上巻』にも入れ'旬形がすっきりしている点'愛着をもっていた作｡これも子規の郊外散歩の1旬である｡

掛稲のとぎれに背き筑波かな　　　　　　　　明治27年

こんな句も同じ秋の作o北に妙義'赤城'西に富士'東に筑波と

いうのが東京近郊の眺望である｡筑波山は'標高八七六メートルと高くはないが'東に裾野をひいた関東の名山｡筑波は筑波の道に踏み出した子規にとり'関心深い名称であるのは当魚であろう｡

赤構蛤は靖蛤のなかでも小形でかわいらしい｡ことに雄は全身が
赤い｡透き通った麹を陽にさらしながら群がるさまは秋の日を彩る代表的な風物｡｢雲もなかりけり｣は'文字通り'一片の雲もとどめない晴天の意であるが'昂揚したリズムにかえって'子規の心の底にあるさみしさがのぞ-0

前景の赤靖蛤の群れと筑波の大景とが見事に調和している｡｢写
生的の妙味は此時に始めてわかった様な心持がして毎日得る所の十句二十旬位な獲物は平凡な句が多いけれども何とな-厭味がな-て垢技がした様に思ふて自分ながら嬉しかった｡｣(｢裾条書屋俳句帖抄上巻を出版するに就きて思ひっきたる所をいふ｣)という｢厭味がなくて垢技がした｣｢写生的な妙味｣を感じる作品である｡

しかし'この頃の子規にとって'俳句は余技ではないまでも'ま

だへ自己の全身をうち込める本業にはなっていない｡編集長としてカを入れた｢小日本｣が七月十五日を以って廃刊となり'ふたたび｢日本｣の編集にもどっている｡暇になったのである｡その畷な分だけ'｢欝勃たる不平｣がつのる｡

｢日清戟争ほ次第に佳境に入って時々愉快なる報告を伝へるQ胸
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中の不平は愈々欝勃として来て'旅順が落ちた威海衛が破れたなどと閲-度に何時も胸の中は火の様になる｡｣(同上)

｢欝勃たる不平｣で｢胸の中は火の様にな｣　った子親の傍に'こ

の赤焼蛤の句を置いてみる｡すると'掲出句は'なんと繊弱なきれいごとにすぎないかが知れよう｡この時はどう子規の胸中とできあ

かいり

がった作品との乗離の大きかったことは'子規の生涯において他にないo

わだかま

子規の写生とは'播る｢欝勃たる不平｣をおさえた緊迫感の中で
成り立っている｡それだけに'掴まれた対象は'稲の句や象の旬のような胸の悶々の情とは1切かかわりのないものが多い.

の極致であるが'こゝでは'子規の写生の出発が'稲や轟の旬のような禁欲的な無菌の句からはじまったことを記憶しておきたい｡

赤購蛤の掲出旬は'その中でも'もっとも禁欲的な寡黙な旬であ

る｡それだけに'遠く筑波をながめやる子規のまなざしの底には'

ヽヽ

旅順への思いがひたと感じられないわけではない｡働きざかりの男

うかが

の心に秘められたさみしさがふと窺える一句なのである.

稲の穂の人招きよせ招きよせ

明治27年

稲の花道湛山の日和かな稲刈るや焼場の姻たゝぬ日に掛稲の上に短し塔の先掛稲に轟飛びつ-夕日かな低-飛ぶ畔の急や日の弱り吾袖に来てはねかへる急かな

明治27年

これは子親自身が『瀬条書屋俳句帖抄上巻』の自序に掲げている
｢写生的の妙味｣がわかったという折の作である｡この年の春夏の頃に比べて'｢少し寂が出て来た｣ともいっている｡子規の句はいったいに淡白であるが'これほど'胸中とはかかわりな-'稲や急に集中するという淡白さ加減は'やはり異様ではないか｡胸中の悶々の情と掴まれる対象とが無理なくひとつになる｡それこそが写生

『寒山落木』巻三所収｡秋'稲の穂に出る｡｢武蔵野の繁昌は昔

の薄原にもあらず'はた昔の江戸にもあらず｣と前書がある0

稲の穂やあちらこちらの赤錬瓦
同時の作｡また'同年秋にこんな武蔵野詠もある｡

武蔵野の薄にまじる岡穂かな

上掲の前書がひとつの句解になっている｡子規の関心は'昔の武
蔵野でも江戸でもない｡いまの武蔵野の繁昌への着眼が新鮮であ

おかぽ

る｡一面の薄原が開墾され'水稲や陸稲がつ-られる｡黄金の稲穂が武蔵野に人を寄せつけたのだ｡風に吹かれていま稲穂がおいでおいでをしているように｡

子規にとっては'武蔵野とは'開墾され'新田となった新しい農
村風景として掴まれている｡
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水赤く泡流れけり参の花

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡秋'参の花に出る｡｢王子製紙場｣と前

書がある0他に『瀬祭書屋俳句帖抄上巻』にも同様の前書｡｢日本｣(明治27･9･7付)　には'｢製紙場のうしろに出でて｣とある｡
王子は子規にとり郊外散歩の地であるOそこに新し-できた製紙

場での属目吟｡製紙場という明治日本の近代化の象徴物をとらえて'たくまずして'工場排水の赤濁のき軍曹スケッチしたのが掲出旬である｡

瞳道の曲り曲りや参の花森ぬけて州へ出づれば参の花
同年の参の花詠｡これも郊外詠には違いないが'子規の現代を見

つめようとする鋭い意識は'断裁王子製紙場詠の掲出句にみえる｡

子規に風景写生の大切さを説いた中村不折は師事した小山正太郎
からイタリアの画家フォンタネ-ジの写生説をと-と教えられてい

ヂツサy

た｡フォンぞ不-ジは臨画とか写生の技法を説-と同時に'対象を掴むにはこちら側にある｢見識｣が必要なことをいっているo

｢今へ昔の修業中のことを憶い出すと'自然の美しい風景が目前

にあるのを知らないで無駄な苦労をしたものである｡それは結局自分の見識が足りなかったのである｡｣(｢フォンタネ-ジ講義-藤雅三記食｣『画家フォンタネ-ジ』(井関正昭)昭和59年9月'中央公

論美術出版刊)｢洋画の要点はまずデッサンを正しく措くこと'次に彩色の釣り合い'その次は白魚の趣を望観するようにいつも頭で考えて描くことである｡｣(同上)

右のような点を'不折が子規に寸分違わず教えたとは思われない

が'その要点は不折流のいい方で伝えられたと想像される｡
いかなる自魚の風景を掴むか'写生の初歩の段階の学生にフォン

タネ-ジほへ一つは名所旧跡を描写すること'一つは美しい風景を選んで絵に仕立てることを示唆したりもしている｡名所旧跡や美しい風景は'素材としての美がすでに備わっているだけに'初学者にとっては目のつけどころ'｢見識｣を学ぶには手っ取り早いものだからである｡

子規の旬にしきりに詠まれる名所旧跡'たとえばへ上野東照宮'
谷中の猫の塚'お伝の塚'不忍池'王子権現'団子阪､飛鳥山'道藤山などは'写生を学ぶ前提になる右のような目のつけどころを知るためであろうと思う｡

そんな写生初学の段階におけるあれこれの試みの中から'(郊外)

としての武蔵野への着眼がしだいにはっきりして-るのではないか｡

唐黍に背中うたるる揚あみ哉

明治27年

『寒山落木』巻三所収｡秋'唐黍に出る｡｢田舎｣と前書がある｡
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初出は｢日本｣明治二十七年八月二十八日付｢王子吟行｣oそれによると'鳴雪'不折を伴ない王子権現に参詣｡滝野川湊頭の茶店に憩い'夜更けて帰京したもようで'掲出旬は滝野州での作｡そのときのもようを不折が後にこう回想している｡

｢その日のことは､正岡君が『王子紀行』といふものを書いて
『日本』に載せ'それには僕の挿画も一枚が入ってゐたと思ふ｡(略)

唐黍に背中うたるゝゆあみ哉
滝野川へ行く途中の実況である｡太ったおかみさんが行水をして

ゐて'傍らに唐黍の生えてゐる'都びた様子を思ひ出す｣(｢追懐断片｣『子規言行録』昭和12年1月'天泉社刊)
掲出旬は'右の不折の一文により湯あみをしているのは'第三者

とわかる｡が'旬そのものを見たかぎり作者本人の湯あみとみてもおかしくない｡子規はそのような誤読の可能性をおそれて'｢田舎｣と前書を付けたのではないか｡よくある田舎の風景といった-らいの意である｡と同時に'この前書は'松井利彦のいう｢田舎らしい風景を絵に近寄せてとらえた旬｡｣(『正岡子規集』日本近代文学大系1 6㌧昭和47年12月'角川書店刊)とみることができよう｡

同年十1月三日子規は､｢田舎の天長節と戦争の噂を知らんとて｣
(｢間遊半日｣)川崎大師'池上本門寺を廻る｡その日の作句紀行｢間遊半日｣(｢日本｣明治27･1 1･4-5付)　の最後に'｢新橋を過ぐれは車馬雑沓して国旗球燈は山の如し'田舎を見て而して後に

東京を知る｣と記している｡

子規の中にある｢田舎｣　への関心は'こゝにおいて'｢東京｣を

知るために､対比の視点を得んがためのものではなかったかと思うのである｡その点で'掲出句は'都会を意識した'絵としての｢田舎｣風景なのである｡

(一九八六年九月三〇日　受付)


