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十一三川年譜考

十 三川俳句論 ‑ 編年体三川句集

九 糸瓜忌論争 ‑ 選者としての三川

八 信濃十句集

七 松声会小史 ‑ ｢はゝき木｣を中心に

六 新題昆虫俳句

五 教育者としての一面

四 旧派との論争

三 ｢新俳句｣編稗の内情

二 月次十句集における三川

一 日木沢俳句との出会い

九 糸瓜忌論争

H はじめに

‑選者としての三川I

上 原 三 川 (五)

1日本派俳句運動の地方へ伝播状況Ⅴ‑

(以上四号)

(以上一母)

(五号)

本木外が三十六年四月以降つとめているが､三川を推挽したのほ､

もっと すぐれた啓蒙思想家である｡長野新聞の俳句選者には'岩

社会思想'教育と多方面にわたり論じ､当時から長野県内における

くの文章を掲載している｡博学な寄峰は俳論にとどまらず'政治､

紙上での活動が目立つのは､欠ケ崎寄峰であり､俳句作品の他に多

の一文を載せるのも三十六年一月であるが'三十五'六年当時､同

派の差違を十二章に分けて論じている｡｢尋常四年生の観たる教師｣

日とあわせて四日間｢句さく｣と題し､主として俳句の新派と旧

ではない｡三十五年十二月三､四'五と三日間'さらに翌年一月六

る｡もっとも､それ以前に'長野新聞とのか わりがなかったわけ

(三号)

(二号)

的には､いきおい三川を長野新聞俳壇の選者に専念させることにな

をもって'松声会機関誌｢はゝき木｣が廃刊となったことも､結果

長野新聞にしぼられる｡たま '三十八年十月 五日発行の十号

年六月二十五日逝去するまで'三川の晩年における活躍の舞台は'

欄をはじめて出すのは､明治三十八年九月八日である｡以後､四十

三川が｢長野新聞｣(発行兼印刷人'長田儀三郎)に三川選の俳句

(1)

(2)

宮坂 敏夫

*信州大学医療技術短期大学部一般教育

*

探求のはじまりであった｡端的には新題発掘である｡

い酒をいかにして醸し出すかという'形式よりも内容へのあ‑なき

う｡明治期の子規による俳句革新運動は､いわば､旧い革袋に新し

な流れとして'縦題よりも横題の開拓に力を入れてきたといえよ

時には調和､また時には互に反駁し合いながら'ゆったりした大き

ては'いつの時代でも推題･横 の両様への新たなる探求が'ある

を通して新局面を見出すかは'大きな問題であった｡

新しみを出すか､あるいは､その時代の卑近な季語｢横題｣の発掘

詠むべき題を雪･月花･時鳥の｢凝(竪)層｣にとり'その中で

これは俳譜に関してだけのことがらではない｡俳譜 句史にあっ

い｡

｢竪題は重し'横題は燈し｣(許六)と'蕉門俳譜においても､

の是否をめぐる論争を中心に'三川の言語意識にひかりをあてた

である｡本項では'この点に関し､糸瓜忌論争と名づけて俳句表現

かに､選者としての三川の側面がある0俳人三川の全体像をさぐる

には､ぜひともあきらかにしなければなら い指導者としての一面

うよな晩年の珠玉作を紙上に発表しっづけたことである｡が､ほ

31 添削論

たて

あるいは寄峰であったかもしれない｡

長野新聞俳句選者時代の三川の特出すべき点は平淡至昧とでもい

新らしい事物や古人の見落して'手を附けなかったものを詠み出すと

(3)

削をせぬのも物足らぬ様な気がして遂に筆を加ふることにもなる｣

削が果して当を得て居るや否甚だ覚束ないものである｣が｢全‑顔

た｡添削論と題した本項に閑し､以下表現面から考察してみたい｡

句の添削｣と題し､信州の俳人七 の投句を添削し掲げた｡｢其添
三川は明治三十九年二月 十八日と三月1日の両日にわたり｢俳
(5)

たいのである｡

新題発掘は､俳句の表現よりも内容にか わることがらであっ

をもってす められ'生涯かけての仕事となった点を強調しておき

い｡要は'三川の新題発掘作業は､晩年にあっても､ます 熱意

｢新題昆虫俳句｣で触れているので'こ ではこれだけにとどめた

業は'長野新聞紙上にもひきつがれるo
こう書いて る｡新題発掘という点に関しては'すでに本論考六

り人々が無頓着過ぎると思ふのである｡

との別も知らない人がくらもあった'是は僕の実に唖然とする処で余

も横題の発掘にカを入れる｡｢はゝき木｣での新題掘り起こしの作

これが子規門流の三川基本的な姿勢である｡徹底して兼題より

して見たのであるが'実際は予想に反して賦虫を知らぬ人'龍乳と峻姑 であるから田舎の人は大抵知って居られやうと思って説明も附けずに出

にも張合があり興味があるのである｡ 腐を免れ易いのは勿論でもあり'古人に作例といふものが無いから作る

今回募集新題の妨虫'龍乳峻姑'尺墳天牛等は何れも普通の昆虫

(4)

るよりは'どれ程商白いか知れぬ'尤も題さへ新らしければ句も必ず陳 いふことは大に趣殊のある事で'何時でも懐虜の題ばかり繰 返して居

上

へ原作

卜原作

改作
夜の‑もり暁雪となりにけり

村の衆や学校の道の雪を掃‑

改作

.lJ

○南齢と三川の俳句表現への評価の違いをあざやかに示している｡

ヽ 0

南齢 原句は田舎的光景に対し其聯想頗る豊富にして且若干の文字に優勢 三川 評なし
し｡

なるを存するも'改句は前文を附せざれは印象不明瞭なる駄句たるべ

(PV

いう語のゆったりした語感を生かしたものと受けとれないことはな

川

掃きよせて落葉つめこむ古俵

湯気のぼる冬田の中の堆積肥 南齢

長に失せしめたる｣と評されるような点も､意味よりも｢広き｣と

㈲

ろう0 ｢平と云ふたるに猶又広きと云ふ無用の字を入れて殊更に冗

詠い出した伸びやかなリズムと音感上甑齢するものを感じたのであ

水仙の水をかへたる掃除かな

古俵に錦つめこむ落葉かな 自知

ロ腐作

掃除してあとで水仙直しけり 松仙

○南齢の批評は的を射ているが､三川にしてみると､｢川あり｣と

こ らあたり桑畑多き冬田かな

改作

る'改句の平と云ふたるに猶又広きと云ふ無用の字を入れて殊更に冗長 単一なる'況んや原句のありと段階をつけ'かなと置字を以て止めた

善光寺平は広き冬田かな

桑畑の間に若干の冬田かな 支柱

南齢 原句の写生的にして其叙景の複雑なる'改句の平凡にして其叙景の 三川 評なし ハイ)
に失せしめたると'君以て何れか勝れりとなすか｡

イ原作 善光寺平川あり冬田かな 都月

改作

改作

切り､さらに｢冬田かな｣と畳み込んだ表現が｢善光寺平｣云々と

と記し次のような改作例を示している｡

ハ原作

改作

流れ出る冬田の中の温泉かな

村衆や学校道の雪を掃‑ 梅里

三

ニ腐作

ホ原作

改作
夜の北風を暁雪となりにけり 紫明

原

してみる｡

添削方法を通し､三川の俳句観がうかがわれるので'句ごとに比較

高池南齢が三月九日に反論をしている｡両者の批評を対比すると､
これに対し､｢三川君の俳句添削を読む｣と題し､投句者のl人

4

0改作は三川のいう通り月並臭を脱してはいるが､ただことがらを

句は解るもので無い｡ は全‑月並の臭気を脱却し得たりと信ず'此辺の消息が解らねば新派の

経も改句も亦感服すべき句に非ざるものと信ずるなり0

三川 ｢の｣ 字を二つ点綴した迄である｡が原作は雪を掃くといふ位な

事柄に対して句柄が重‑且雪を掃く人と雪を掃くこと に対して]寸余

三川 此落莫の原作の如きは所謂月並流にて厭味たっぷりなるもの'改作

南齢 原句錦つめこむとは何たる月並ぞや'こは全く三川君の説 如しと

みることができる｡
八へ)

｢冬田の中温泉｣の方にころ動かされる美意識が存したものと

板さを救った添削である｡

齢のいうほど｢わざとらし｣い改作とはいえない｡むしろ原句の平

りもすなわち掃除だと三川は例によって省略手法を用いてる｡南

の水をかへたる｣と添削したもの｡それが掃除の一つ｡と'いうよ

○原句の水仙を直したとの概括な表現を嫌い'より具体的に｢水仙

ウ冠

をあたえる面がある｡三川の中には｢冬田の中 堆積肥｣よりも

南齢 原句あとで≡字不用なるが為めに大 耳障りの感を起きしむると経 三川 評なし BEE:
きものならんか｡

句としては印象深い｡このような旬の添削には'素材の好嫌が影響

のではないが'原作の素朴な発見には'稚拙味があり'この時代の

指摘通りである｡三川君の俳句云々以下は南齢の私見 域を出るも

に句 詠まれてあるいはずがない｡この句 評については'南齢の

情を詠むのも作者の自由であり､たとえ堆積肥料であっても､十分

よ‑わかる添削といえよう｡

ことを南齢はわからないのである｡三川の表現を重視する考え方が

いた省略表現にこそ'どこそ と限定する以上の拡がり 生まれる

る｡別に改作旬に前文を必要としない｡｢こ らあたり｣と一歩退

れた帯趣きほあろうが'句中で詩語にまで昇華されない生硬さが残

置き､盲蛇に怖じずの煩に近い｡｢若干｣は日常語を大胆にとり入

が'両胸の批判は表現への配慮よりも意味のわかりやすさに主眼を

新派の句には､往々にして'このような作がある｡

述べただけで'南齢の評 ように｢感服すべき句に非ざるもの｣｡

も'水をかへたると聯かわざとらしく改作するに比すれば何も甲乙な

○改作の仕方に関しては､三川の言いさ か強引である｡どんな景

三川 無理に堆積肥料など担ぎ出さなくとも句になるべしと思ひて改めし (ホ)

南齢 原句の魂は堆積肥にあり'湯気のぼる山間の冬田中に堆積肥のある
るを悲しむものなり｡

は君が二十世紀の今日猶十九世紀の造物たる新俳句時代に沈激しっゝあ

り'之を要する堅二川君の俳句並に其選句は陳腐平凡のも多し'吾輩

り'著し夫れ改句の如‑簡単に句作せんと欲せば何の労をも要せざるな は其光景眼前に見ゆるが如‑実に配合の調和を得たるものと膚ずるな

たやうである｡

なり'併し此句にてほ原作の港気が温泉になったので余り句が変り過ぎ

る｡

あった｡糸瓜忌論争の緒言として､本項をもうけた所以もそこにあ

添削論での問題提示と糸瓜忌論争でのそれとはいっかんした問題で

論争にひきつがれる問題の緒口がこ にある｡三川自身には'本項

て'これは好例である｡｢の｣ 字の用法に関して'次項の糸瓜忌

のが､わずかな添削によって､いき と句が起って‑る例とし

れるものではない｡作者から離れた消極的､傍観的な句であったも

う三川の評言は決して南齢が批判するように仰山な評でかたつけら

上

原

様な感じ｣ ｢作者自身も同じ村の人である｣ た かさが出たとい

示されている｡改作の方に､｢村人をなつかしみ其労作をいたはる

三

はいうまでもないが'その点が原作と改作との違いによってよ‑提

川

事柄と表現 の調和が俳句表現にあっては､なによりも肝要なこと

EE)

容まで影響を及ぼすかを実証した見事な添削である｡句に詠まれる

O｢の｣ 字の描入によりいかに語感が変わり'ひいては'句の内

南齢 改句の 字 点綴云々を以て村人をなつかしみ其労作をいたはる様
ょまずに軽‑三者によむ積りである｡ 相違があらうか様に思ふ｡尚｢学校の道 ｣は｢学校｣を正し‑四音に 作者自身も同じ村の人であるのと原作の方は道行く人が作者である位な 村人をなつかしみ其労作をいたはる様な感じもある｡つまり改作の方は 調子が軽くなって雪を掃くといふ位な事柄と調和がよいと思ふ｡それに 所くしい感がある｡｢村の衆や｣といひ｢学校の道 ｣といふと句の

山過ぎはせぬか'三川君の再考を望む｡ な感じもあるとか又は作者自身を同じ村の人であるとかの解は余りに仰

示しておきたい｡

時､活動していた主要な新派俳人を7覧するためにも､因みに次

首章が九月二十六日付長野新聞に｢子規忌｣と題し発表された｡当

が読まれ､さらに'当日までに間 合わなかった詠草を合わせて'

し子規忌が催された｡その折に'｢信中に募りたる追悼七十余章｣

毎年各地で追悼会がもたれてきた｡

となり'紫金桃､右衛門､兵衛大我､維夫射川､梧村らが参集

明治三十九年 月十九日'諏訪湖東の其徳寺で'岩本木外が中心

弟子1千各々一句子規忌かな 機庵に木櫨花落つ子規忌かな 其中に糸瓜の水も手向かな 寺借りて子規忌営む芙蓉哉 学者殖えし新声会の子規忌哉 誇るべき句もなき我や子親忠の旬 へちま忠に寄る三人や南瓜飯 たて川の茶会や竹の里人忌 へちま忌や貧乏村の教師達 子観の日を柴粟拾ふ山家かな 風呂立て子規忌の宿をしたり良 糸瓜忌の俳壇果てゝ昼鍋かな

臼 糸瓜忌論争
しきんとうだいさいぎじをしやせん

松無梅衝只文重四梅一審三
奴意里雨

自

生哉浮塘露鮭川

子規の辞世糸瓜三句に因んで､子規の忌日を糸瓜忌と称し､死後

○滴々として塵境もなし糸瓜の忌

糸瓜忌やまだ着馴染まぬ黒小袖 相集忌雲のあな目に神やゐる 糸瓜忌のへちま何れも無言かな なつかしや子規にすゝる粥の友 槻祭忌伊予の俳人屯しけり

竹凹柿定

日

百姓の家に生れて妬条忌 糸瓜忠の麻木に明けて今朝朗ら へちま忌や庭に時雨る･^蔦紅葉 へちま忌の1日雨しぬ嵐しぬ 瀬祭忌今ごろは柿思ふらめ 貧乏の教師をつとめ子規忌かな へちま忠に分つ枝豆7枚かな 先輩は三川寄峰子規忌かな へちま忌の朝の鶴や根岸魔 糸瓜忠や茶はまだ咲かぬ寺の庭 十七夜忌燭点ずれば河鹿かな 鶏頭の花咲き出でし子規忌哉 糸瓜忠の談笑常のごとき哉 芋掘ていざや祭らん十七夜忌 糸瓜忌や君あちら許り見て在す 枝豆を旅ごと上げて子鹿忌哉 へちま忌や露の野のもの山の物 糸瓜忌に阿羅漢達の句集かな 蓬生の宿に会して子規忌かな 十七夜忌画像に子規の活きて有 糸瓜忌の糸瓜二尺に伸びにけり

角演旭五孤

帽

覆水人月

鴎左残柳其兎木柏雲羽真解作牧顛
雪

知子雲翠松子坊水文居月

〇倍州に残る御句や糸瓜の忌

山中の秋の小寺に子規忌かな へちま忌や俳人多き諏訪の国

よ
し

○へちまの忌其後月の出ぬ夜かな

○隆昔寮風ひやゝかに糸瓜の忌
子規の日を二人で遊ぶ寄宿かな 元禄の天明以後のへちま仏 子規忌とて茸狩に行く書生哉 糸瓜忠の露に声ある夜なりけり

糸瓜忌の雨にして1座白けたり

鏡角犀生月

山僧の句を静ず糸瓜忌日かな 宗匠といふもの悪め瀬条忌 木骨にある御詠を捧げ子鹿忌哉 根岸庵野分の中の子規忌哉 糸瓜忌や産前の梧桐風に鳴る

へちま忌にへちまを供ず詩轟かな 糸瓜仏善光寺鬼もせられずに

○珍らしき人も来りてへちまの忌

垢

曲

○革の戸の南糸燈や糸瓜の忌

亜
箭

白砂生家仙我南二

風吹いて糸瓜落ちたる子貌忌哉 へちま忠や我等如きも未弟子 ある程の林檎に悲し糸瓜の日 掘祭忌まだ生きて居る糸瓜かな 透徹す糸瓜仏の遣教かな 国中の俳人こぞり子規忌かな 魔の師の十七夜の追句かな 松親も有線無縁子規忌かな 子親忌了て後に発電ひく法師哉

○

右衛門 栄金桃

披 史 蛍 雪

仏生坊 桑 里 雪 友 錦 朗 芳 倦 光 栄 だ 水 玉露魔 禾 乃

日 狐 李 入

曲汀 辰男

菩 松 清風魔 徳 堂 菰月子 未 明 唆 々

雪 舟 央 石 一朗 竹 虎

上

原

三

川

CE)

○糸瓜の忌天下に伝ふ子奴忌かな
歌十題糸瓜7額の子娩忌かな 猫祭忌仰臥漫録読む夜かな 子塊の忌や進に仰‑露時雨 此夕へちまの露をなつかしむ 病子規の像究めたる忌日かな 落日に障子明けたる子規忌かな 子規魔忌門人一人奥の旅 鶏頭に我丹誠の子規忌かな 散会のへちま月夜となりにけり

志して始めて会す子規忌かな

糸瓜忌や緒乱として庭の花 疾仏かまつか赤き忌日かな 糸瓜忌に出や二巻のホト ギス 正風の衣鉢へちまを祭りけり

糸瓜忌や端然と座せば虫の声 へちま忌や中に秀句の柿の主 柿林檎旬評に更けし子規忌かな 読初めし句を思ひ出す子規忌哉 革の花‑ぬちに足りて子規忌哉 一人食ふ梨にさびしき子規忌哉 埜且の子規忌新酒の鬼貫忌

子規忌日我句の拙を呼び醒す 糸瓜忌や自強不息の額の寺 子鹿忌する老いて壮語の主かな 俳譜のへちまの神の忌日かな 都に居れば柿沢山に子鹿忌哉 子規忌てし秋の心となりにけり
(t･t･)

鵠如都柳金紫自

多寡 七五三

嶋鶴 射川

一票

山 水 美 羊 寄 尚

水 翁 六 合

竹舟郎 雑 犬 紫水明 大 哉 九寸児 兵 衛

汀 川

一哉

山百合 河 柳

星雪麦南堂峰人眠牒

にも｢糸瓜の忌｣とする句が散見しているのである｡この点から推

哉､衝雨ら北信地方の俳人による追悼旬が載せられている｡その中

であるが､当日｢長野新聞｣紙上に｢子規忌｣と題し､梅頻､董

ているのであろう｡｢糸瓜の忌｣が実際に書かれたのは'十月一日

もとの含みある書き方をしているのは'別の記事をも念頭におい

中の句を当面主要な疑点をもった句として指 いるが､その他に

句が幾つも見えた｣云々から推測するに'先掲の木外選子規忌首句

下の論争のもとになる一文なので'全文､原文通り記しておきたい｡

右の三川の文中､｢木外選子規忌首句その他にも糸瓜の忌といふ

が附くなるべし｡

いはず'これさへ知れば糸瓜忌を糸瓜の忌といふの馬鹿げたることが気

の帯'猿股をの股といはば如何'正岡子鹿とほいへども正岡糸瓜とは

｢の｣ 字を入れていふは飛んでも無きことなるべし'兵児帯を兵児

を子規の忌といぼんは固より妨げなし'されども糸瓜忌を糸瓜の忌と

の○印参照) について上原三川が次のような短い随筆を書いた｡以

右の句群のうち､子規忌'糸瓜忌を糸瓜の忌と称した句(本文中

木外遺子親忌首句その他にも糸瓜の忌といふ句が幾つも見えた'子娩忌

糸瓜の忌

雁来る日忘れぬ庵の子規忌かな 壮年の句に志し子規忌かな 子鹿の日の糸瓜に目鼻あらぬ哉 へちま切て友に送りし子規忌哉 月明らかに寺の一問の子規忌哉

三川

◎

へちま◎

◎

木
◎

梧如鶴得

外村陸水逸
(6)

◎

べき点はないかに見えたのであるが'宮林董我を皮切りに､次々と

の1文に対し'まず反論を書いた宮林董我は同じ仲間である〇

地方の指導者格の俳人によりつ‑られている｡三川の｢糸瓜の忌｣

三川の指摘はきわめて素朴な問題提示であり､別段異議を唱える

○草の戸や繭かき終て糸瓜の忌

右文中に｢糸瓜の忌｣ (本文中に○印)は梅塘'亜仙寺という当

糸瓜や鳴子を引て一卜休 宗匠も新派となりて子規忌哉 風邪ひいて咳に茶む子規忌哉 念仏申す茶腹の音に子規忌哉 草の実のホ句も作りて子規忌哉 露ふるや十七夜の淋しきよ

○善愛の花開く所に糸瓜の忠
がちゃくに十七夜忌の淋しさよ

糸瓜忌に行‑べ‑道を迷ひ見 草の実や物思ふ九月十九日 子塊の日を濡てほ乾く糸瓜哉 忌日ぢやと棚の糸瓜を兄上鬼 半顔の像は老ずも五年の忌 子規の忌に稲田の小道急ぎ鬼

1回をなすo

糸瓜夜風にぶらりぶらりとしてはたをり軒に鳴く｡やがて革の実に運座

しれないo参考までにその前半を記しておきたい｡

すと'あるいは'直接の執筆誘因となったのは､こちらの旬文かも

聞｣紙上での大掛りな論争に展開していった｡その論者と題名を記

論の応酬があり､｢糸瓜忌論争｣とでも名づけるような､｢長野新

日本派の同人相会する十有余人'衝雨居に糸瓜忌を修す｡三十余の棚

子鹿忌

一審文露無木東真衝西只静亜茎梅
露睦生香意帝人砂雨友

仙

自適寺哉塘

◎

のみであり'三川への反感をいだ ているという意味では勿論ない｡
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14

13

12

手前味噌を読む 糸瓜十把(川柳) 手前味噌

糸瓜の忌の論に就て

11

10

9
むくげあん

糸瓜の忌諸論を諭ず 糸瓜の忌に就きて 再び糸瓜の忌に就きて 糸瓜の忌に就いて 氏に答ふ(上) (下) 楼庵年頭を読んで木外 楼魔年頭 就て)人に答ふ(糸瓜の忌に

｢糸瓜の忌に就て｣

再び｢糸瓜の忌｣に就て

｢糸瓜の忌｣に就て

糸瓜の忌に就て

(上･中･下)

(上･中･下)

(上･下)

名
上原 三川

北村 春睦

凡翁

臥牛山人

上原 三川 平林 岐水

北村 春睦

上原 三川

岩本 木外

宮林 茎哉 胡桃沢四浮 宮林 茎哉

宮林 茎哉

千耳

文生

〇

〇

〇

〇

論 者一掲晋日転川歪官

中立､反三川側と区分した｡反三川側といっても､泰論争に関して

すと､次の通りである｡論旨を端的に掴むため'形式的聖二州側.

上

原

三

川

CE)

ある｡そこで'両者の論については'全文を紹介しておく｡
て三川氏の説けるが如くへ糸瓜忠と云ふ]個の名詞にの 1字を摘んで 云ふことまで窓しかるべき道理固よりなし'兵児帯'猿股などの例を以 要領を得ぬ説にあらずや'糸瓜の忌と云ふ事が不可なりとて'糸瓜忌と

哉氏は之に対して反対説を掲げられたり･然れども茎哉氏の謂ふ所は榔

きものなり｡

て結構なり'穴さがしの如き解説は現今の俳壇にてほ其平御免を蒙りた 糸瓜の忌と云ふも瀬条忌と云ふも俳壇の約束さへまと り居らばそれに 量にものさしを当てるものは之れ馬鹿の骨頂なり'即ち糸瓜忌と云ふも 由来俳壇には約束と云ふことあり'目分量と云ふことあり'約束や目分

論およびそれに応じた胡桃滞四浮の応酬が､論争を大き‑した趣が
糸瓜忌論争は三川の一文に端を発したのであるが､宮林董哉の反

り'三川氏に如上の意志(糸瓜忌迄も不可と云ふ)ありしや甚だ疑し｡ 弱なりと云はざる可からず,三川氏の解説を熟して行けばかくなる ず'子規居士辞世の句に糸瓜を詠ぜしからとて糸瓜忌と云ふ理由には薄 も不可となる り'芭蕉忌を時雨忠と云ふも不可なりと云はざる可から 云はずとある'それは御丈もなり'され共それにてほ糸瓜忌と云ふこと 解説の如し'糸瓜の忠と云ふは不可じゃと云ふ理由として正岡糸瓜とは めて居る'魚し乍ら余の見る処に凍れば三川氏の解説は三川氏1個の

上原三川氏が糸瓜忌を糸瓜の忌といふことの不可なるを説くや宮林蕃

以下順に概要を記しー論争の問題点を明らかにしていきたい｡

先輩上原三川氏の随筆に糸瓜の忌と云ふことに就て解説丁寧をきめ
2 ｢糸瓜の忌｣に就て 胡桃浮四浮

‑ 糸瓜の急に裁て 宮林茎哉

ヽ

ヽ

ヽ

存立の条件をひとつひとつ自分達の限で検討し､俳人仲間だけで通

まる明治新俳句の運動は'俳句の前提や約束事だとされてきた俳句

との相違に気づ‑表現の徽妙さへの配慮が欠けている｡子規にはじ

が1日焼魚である｡董我には､四浮の指摘通り'糸瓜忌と糸瓜の忌
両者の論旨を対比してみると'四浮の言わんとする所が正論なの

為に大に得る所あらん也'至嘱々 '妄言多罪. 己まず'而して後再び三川氏の説をも併せ聴‑事を得んか'余等後進聾 み'好漢幸に自重して大に真面目なる研究的態度に出でんことを望みて 亦余1個の見なり'茎哉氏猶説‑所あらは余 黙々として傾聴せんの ば冷評に走らんとせるものゝ如きを以て甚だ憶となす'以上余の云ふ所

とて茎哉氏の説は聯か見当達の感なくんばあらず'其筆鋒やゝともすれ 文筒にして或は読者をして誤解せしむる事なしとは保し難けれど'さり

目分量とは何の事を称して云ふにや'若し子規忌'糸瓜忌を五文字に使

材料たるなり｡三川氏の説は三川氏一個の見解たること固より諭なし' 共中間に1辞を加へて五文字にまとめることなりとすれば'寧ろ噴飯の 用するに方りて'助字テニヲハの類を除きては文字不足する故に'強て

も'其他の場合に茎哉氏の謂ふが如き約束の成立すべきは殆んどなLt

この場合には所謂省略法の約束によって或は不穏当を免るゝ事を得べき

如きの句ありとせんか'

ても自分量とやらむにても左様の破格は許されざるなり'もし弦に薪の 雨の息と云はん事の不可なるは云ふまでもなし'如何に俳句上の約束に 忌日を称する名にして糸瓜の忌日にはあらざるなり'従って時雨忌を時 は]種変なものになりはせずや'誤解する勿れ'糸瓜忠とは子規居士の
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

たそがるゝ窓に時雨の忌日かな 秋幾年棚に糸瓜の忌日かな

きh一じ

らみ

ここかく

10

の反論でないだけに弱い｡

が､｢糸瓜の忌｣の用字法そのも への批判をかわすには'正攻法

から十句｢糸瓜の忌｣の旬例を記している｡

などの煩o例旬を掲げるというのは､たしかに説得的な論法である

星｣(六巻七号)雑吟の五工選'｢タカラフネ｣(六巻一二号)など

近刊の｢ホト ギス｣(九巻三号)地方俳句界の虚子選や小俳誌｢俳

ある｡

した三川には､そこまで安易に特異な用い方がゆるせなかったので

わめて特殊な用法になる｡もっとも素直率 で平易な表現をよしと

瓜の忌と五膏にして'そこまで子規の忌日の称なりとするのは､き

拙を厭はず句晶を思ふ糸瓜の忌 寒山は誰と営む糸瓜の忌 旬を廃す人を叱るや糸瓜の忌

三洋の実意を理解できなかったといえる｡

現をと､表現の特異さを除ける志向をもった運動であった｡董哉ほ

いる｡しか ､三川への反論は大事な点を､このような類推ですゝ

に飛躍があり'三川の問題提示をよ‑理解できないで論が書かれて

実感を､俳句表現の特定の約束よりも'日常の場における平易な表

用する約束事は最少隈にとどめた｡ことばの本意 情よりも自分の

四沢の論 展開は正確であるo糸瓜忌というまと った名詞を糸

本論では､俳壇で｢糸瓜の忌｣を是認している証左だと言って､

3 再び｢糸瓜の忌｣に裁て 宮林茎哉

◎
◎

るまいか｣という個所で'三川の一文は糸瓜忌の糸瓜を普通の糸瓜

乙

小

字

字

姑

て踏まえる論なので'長文を引き紹介したo

る次第は､第三者が客観的にみると指摘できる｡

｢三川氏が糸瓜忌の糸瓜を普通の糸瓜に説かれたのは誤解ではあ

乙

はじめに記した通り'飛躍と誤解と類推の上に論が立てられてい

きたい｡

この論は､後に岩本木外が三川へ反論をするときに､肯定論とし

るまいか｣

置くもの 恥ではあるまいか'徒らに理屈 過ぎた没趣味な考えではあ いったからとて普通の糸瓜の忌日だといふやうでは'むしろ俳壇に膚を

‑'糸瓜忌を糸瓜の忌といったとて決し差支ないと思ふ'糸瓜の忌と 居士の歴史的聯想の糸瓜である以上は'子規忌を子塊の忌と思ふと同じ の名が俳壇に約束されてある以上'子規忌の異名である以上'尊き子規 先生が糸瓜の句を最後に世を去られたので'子塊忌を糸瓜意といふ'そ

める論じ方が大方なので､その例示として､原文の一部を示してお

董哉の論を敷術した形での糸瓜の忌肯定論であるが'その論じ方

とぎすの忌日だといふものないわけである'それと同じ道理で'子規 子規先生をほと ぎすだといふものはあるまい'従って子規の忠をほと 正岡先生の雅号は子規だといふことが'俳壇に約束されてある以上は' いか'つまり此糸瓜は正岡子規といふ偉人の歴史的柳想の糸瓜である'

｢三川氏が糸瓜忌の糸瓜を普通の糸瓜に説かれたのは誤解ではあるま
4 ｢糸瓜の急に託て｣ 千耳生

ll

では‑と少し張合が抜けたのである｡果然読み終って甚だがつか

上

の説と大要を同じ‑して居ると言ふて居らる1ので先づ第一にそれ

の反論だけに､三川の真意がよ‑あらわれた文といえよう｡

呆然たるものであった､それが今君の言はる1所を見ると其千耳氏

三川がその選句｢糸瓜の忌｣に疑いを挟んだ当面直接の相手木外へ

三川はまず｢予は千耳氏の所説を読んで共的なきに矢を放てるに

原

三

川

のはかならずしもふさわし‑ない｡

ているので､こ では7の文章を主に検討していきたい｡本論は､

的

瓜の忌 表現の不適格さを｢猿の股｣や｢兵児の帯｣を掲げていう

ものには之な‑侯｣との董我の指摘は鋭い｡三川の例示の仕方'糸

岩本木外の文を掲げながら､それに答える形で三川の論が展開し

は､肝心なところが理解できず､飛躍した論である｡

れし｢猿の股｣ ｢兵児の帯｣と糸瓜の忌とは同格に談ず可き性質の

瓜忌を糸瓜の忌といったとて決して差支ないと思ふ｣との論 類推

千耳の誤解である｡また､｢子規忠を子規の忌と思ふと同じ‑､糸

だとは別に言っているわけではない｡｢普通の糸瓜｣との解釈は､

た通り｡木外､三川の応答を次に紹介する｡

りして仕舞ったのである｣と害‑｡千耳の論に関しては､先に触れ

別段新しい論の展開があるわけではないが'｢三川氏の例に引か

‑ 橿庵年頭を読んで木外氏に答ふ(上･下)上原三川

5 人に答ふ(糸瓜の忌に就て) 宮林茎哉

6 楼庵年頭 岩本木外
むくげあん

塩類である'松の内なる名詞は｢松内｣といふ詞へ ｢の｣字を入れて長 値で元来一つの名詞である'それは丁度｢松の内｣などいふ名詞と同じ 字を入れて引き伸ばしたものでもない'｢糸瓜の日｣｢時雨の日｣それ其 ｢の｣字を入れて引き長めたものではなく｢時雨日｣といふ名詞へ ｢の｣

で一つの名詞をなして居るので｢糸瓜日｣といふ名詞があってそれへ

も無論差支ないと思ふ'｢糸瓜の日｣ ｢時雨の日｣などいふは元来それ のは予も無論差支ないと思ふ｡同じ‑芭蕉の忌日を｢時雨の日｣といふ

も無い事であらうと言ったのである'子規の忌日を｢糸瓜の日｣といふ

｢糸瓜忌｣とほいふが｢糸瓜の忌｣と｢の｣字を入れて言ふのは飛んで 瓜の日と言ってはなら いなど言った覚えはない'予は只子規の忌日は 思ふ'予は芭蕉の忌日を時雨の日と言ってはなら い'子規の忌日を糸

こゝが即ち肝腎の処である'此所でも君は的無きに矢を放って居る様に 三川答へて日く

居らないことは首肯し得ること 信ずる｡

ことを言ひし覚えなしつ的なきに矢を放つとは是等のことである｡ ｢の｣ 字を入るれば糸瓜其物の忌日になるとは誰の解釈にや予は斬る 三川答へて日く

く子規の忌日を糸瓜の日或は糸瓜の忌といふことが余りに妥当を欠いて ｢時雨の日｣を芭蕉の忌日と解釈することが古来の約束となって居る如 木外君日く

(中略)

の忌日と解釈するのは余りに偏狭なる説である｡ 修辞の都合上｢糸瓜の忌｣と｢の｣ 字を入れたからとて直に糸瓜其物 糸瓜忌といふ名詞が一つの約束上に成立って居る詞であるからは夫れを ｢木外君日‑

12

る｣として'｢糸瓜の忌｣ 用法を批判しているのではないだけ

る通り'三川自身｢の｣ 字を入れ1ば'｢糸瓜其物の忌日にな

わざるを得ない｡三川がしば ｢的なきに矢を放つ｣といってい

余りに偏狭なる説｣との見方とは､微妙に'しかも選庭があるとい

と｢の｣ 字を入れたからとて直に糸瓜其物の忌日と解釈するのは

っている｡それは木外のいうよ な､｢修辞の都合上｢糸瓜の忌｣

論法を三川は当初､｢飛んでも無きこと｣ ｢馬鹿げたること｣ い

ときのそれとは'まった‑異なるという肝心のところを､無視した

忌｣という一語がかもし出す子規追悼の心情と｢糸瓜の忌｣とした

まれないと う三川の心情も当然托されていた｡すなわち'｢糸瓜

なことばの用い方への批判には'もう一つ語感への鈍感さにいた

という1つの名詞形を崩して｢糸瓜の忌｣でもよろしいと う安易
以上の応酬で､三川のいわんとする点は明らかである｡｢糸瓜忌｣

べくんば何れをか許すべからざらんやである｡｣ 只々真に都合のよい結構なものであるといふより外は無い'之をも許す 忠などゝ言っても許しても宜しいと ふことになると俳句と云ふものは 通の文法語格等に拘泥して居らぬものなることは言ふ迄も無いが糸瓜の たので明かであると思ふから改めて言はないこと する｡元来俳句が普 ｢糸瓜の忌｣と言っては支離滅裂になるといふことは既に蚊水成に答へ になる'丸で見当違ひの詞を引合ひに出して居るのである'糸瓜忌杏 れて｢糸瓜の忌｣としてもよいと ふことの例証には当て依らないこと 雨の日｣｢糸瓜の日｣を引いて来 も糸瓜忠といふ名詞へ｢の｣字を入 めたもので無いことは木外君にも首肯せらるゝことゝ思ふ'されば｢時

はま

ったというもの｡

るべ‑用いな 方がよい､だが用いたといって非難するに及ばない

る｡持病の中風症で長‑臥していたが､みるにみかねて､仲裁に入

ひとりで､｢森魁不覇流俗と合はず｣と評された'三川の親友であ

那の八千渓'諏訪の木外､東筑の寄峰､岐水'南安の豊風のうちの

て､かつて明治三十五年に推した下伊那の釣月､虻川芋作'上伊

水は､三川が｢借中新派の俳句を善‑する人｣ (｢旬さく｣)とし

説｣が出て'三川の論点はいっそう酸味になってしまう｡筆者の岐

するものである.ところが'平林岐水の1文のような｢1種の仲裁

違が判然とすれば論争自体の意味付けや価値評価は後世の歴史が決

もに明確な考え方を提示し'どこがどのように異なるのか'その相

である｡｢糸瓜の忌｣の用法に対し'首肯する者､否定する者､と

を呈してい‑｡

本釆このような論争に仲裁が入るということは'意味のないこと

糸瓜の忌論に一断案を下さんといって'糸瓜の忌という用法はな

8 糸瓜の急に就いて 平林岐水

(7)

さらに新たな仲裁者が出て語句の解釈をめぐりいよ 混乱の様相

当時の長野県内新派の俳人達になか 理解されザ'糸瓜忌論争は 辞｢糸瓜の忌｣をめぐって三川が指摘する以上の二つの問題点は'

感受性をあきらかにする上で､重要視されるのである｡しか ､措

に'この論争が三川のことばの用い方や語感へのきわめてすぐれた
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上

るべきもの｡

してほ'猿股の禅､越ヰの禅､嚢児の帯など適切ならん､猿の股は

｢へちのま｣ ｢越の中｣ ｢兵の児｣の療なるべし｡｣との指摘が衣

る｡中で'｢三川氏の例中､猿の股は無理なり､糸瓜の忌例と

批評せんとして､三川董哉､四浄'千耳の見解に寸感を記してい

で公式論が出されているのである｡さらに'以下少しく諸氏の説を

原

三

eE)

が､岐水にあっては'三川の論点をはなれて'より1般化された形

三川は格別｢の｣ 用法そのも を問題視したわけではない｡

岐水の1文に付記して三川は'｢岐水氏の新案は一種の仲裁説と

川

なり｡｣

余が好んで用ふべきにはあらねど用ふる人あらば許容すべしといふ所以 許容せんとす 聞けば'今日1般に用ひられ居る有様を知るべLt これ 山に上るの記といふの類にて此の類 ｢の｣字は既に文部省にても之を

‑る忌といふ方正しかるべきもこれは富士山に上る記とあるべきを富士 支なからん'勿論期る場合の｢ ｣字とても国語の法にては糸瓜と名つ

と､次の通りである｡

論争の全体像を明らかにするために'岐水の見解の主要な点を示す

な‑'論争そのも にはなにほどの意味も付加しない一文であるが

許容事項にすべきだという提案｡これは一断案というほどのも で

り'今や岐水氏の説あり､壷ぞ一言せざるを得んや｣と書いて

して敢 言はざりしものは言ふべき程の価値を認めざりしに困れ 是として之に服するものにあらず､予が董哉'千耳氏等の諸氏に対

も見るべきものなり､予は敬意を以て之を精読せるも未だ氏の説を

位に置き4黒,?軽く見るべし･即ち｢糸瓜と名つくるの忌｣ 略と鬼は差 ｢余恩へら‑糸瓜の忌といふ場合には忠の字を主格に置き糸瓜二字を客

9 再び糸瓜の忌に就きて 上原三川

ゑつちうへこ

ている｡長文になるが本論争の中核となる一文なので､記してお‑0
るれどもこれは只々都合よき説と言ふの外無きなり'又氏ほの字括人に 岐水氏は糸瓜の忌は糸瓜と名づくるの忠 略と見ば差支なからんと言は す兵児の帯たらざるを欲するも得べからざる所以なり｡ 非ず'然るを無理に｢の｣字を病人して尚同様の意義を保たしめんと欲 詞の意義を失ふと同じ‑)なれば決して天爾速攻など編入すべきものに ると同じ‑而して又猿の股と｢の｣字を編入すれば支離滅裂全く最初の に始て1定の意味を生ずる詞(猿股と二字連熟して始 意義ある詞とな たる子規忌といふ詞と其性質の興るほ勿論なり'前者は≡字連続して弦 即ち糸瓜の句に困みて出来たる糸瓜意と称する詞と実際の号共感を用ひ

り'是れ英語の成立せる根本に於て其性質を異にするものあればなり' 忌蕪村忌等の如き｢の｣字を話人するも差支なき成語とは異るものな して始 子規居士の忌日を意味するtl種の成語となれるものにして子規 瓜の忌といふの滑稽なるを感ずるものなり'糸瓜忌ほ糸瓜忌と三字連続 こと は思 るれども)といふの滑稗なるを感ずると同じく糸瓜忌を糸 にて明かなり'予は兵児帯を態々｢の｣字を入れて兵児の帯(兵児帯の は無理と思はず)されども兵児帯の例は岐水成も異論なきは氏の説‑所 ｢猿股の例は岐水氏の言へる如‑或は無理なる例なりしゃも知らず(予

式の書き方をして'先掲の木外との応答と同じ‑見解がよ‑示され

る｡

再び筆を執って自説を詳細に説‑'三川の文章は､岐水へ応える

◎
ちな

いづくん

てに･>̲

◎

ここ
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る種の中立的な感想を述べたもの｡

丙は聯かありと云ひ､丁は境ぐったいなど云ふ｣類のことだ 'あ

先述した岐水の論と同様に､仲裁論である｡寄峰と並んでTもっ

糸瓜の忌論争は'｢甲は歯が浮‑と云ひ'乙は感覚なしと云ひ､

此頃の投稿中左の句あり

糸瓜の忌を許容する人は塊て冬のざれをも許容するならん.｣

竹婦人'矢数等もの字を入れていふも差支なしと言はる ならん'弦に びしには非ざるか'魚らざれは｢の｣字描入許容論者は破魔弓'中腰原' の忠といへるは作者 元より選者も別に意を留めずして之を作り之を選 如きは決して是認せられ許容せらるべきに非ず'予は私かに思ふ'糸瓜 俳句の如き短形の詩は短き詞を無理に儲細工的に引伸ばして長くするが 肝要なりとす｡

1 糸瓜の忌諸論を ず(上･下) 北村春暁

ば何の役にも立たぎるなり'要するに詞 は間に天爾遠波など描入する 併し斯る例にては子娩忌を子親の忌といふも差支なきと同様のことなれ ば)と言ふ場合は富士山を富士の山といふ場合の例ならざるべからず'

も原の意を矢はざるものと魚らざるものとあれば其区別を誤らざること

とするは少しく無理には非るか'糸瓜忌を の忌(若し言ひ得べ‑

｢の｣字を否定するものと誤解すべからず)糸瓜の下に｢と名づくる｣を

略し単にの字を残し置きて富士山に上るの記 場合と同様に解せしめん

々以て都合よき説とのみ思はるゝなり'(予を以て富士山に上るの記

就きて富士山に上るの記といふを挙げて其許容すべきを言はれた 共愈

もと

妖石に藁層散れり冬のざれ
10 糸瓜恵に就きて 文 生

◎

◎
◎◎◎◎

◎

くす

◎◎◎◎

てになは

◎

こがねの蝶｣を掲げている｡

はないが変格もまた表現上許容される例に'蕪村の｢牡丹や銀の猫

両立し得るのではないかといったのが春畦の主旨｡そして'正格で

て､董哉の提出したような例句があることから言い得る｡両者とも

派の変格論も俳道上必らずしも許容できないものではない例とし

った類は避けようとしていることから知 れる｡それに対し､木外

する場合､子規庵忌､瀬条忌と苦心惨憤しているが'糸瓜の忌とい

といった論調で､三川派の正格なのは､子規の忌日を五文字に表現

弱点を有せざるが'之れ吾輩が論ぜんとする所の眼目なり｡｣

り｡然と経も両派各々其一面を観察して'他方面を洞察せざるの

三川陣を攻撃しっつあるは'実に俳句界近来の快事と云ふべきな

は或 歴史的聯憩論に訴へ'或は中央先輩の選句に訴へて､頻りに

しさがある｡

｢三川派は語格を根拠とLt本陣として'論戦甚だ勉め､木外派

せざるべからざるの場合なしとせんや｡是れ吾輩が両派各々其一面を観 ざれはなり｡糸瓜の忌ほ語格変 なりと錐も'一句全体の構成上蓋許容 を猶且子規は之を許容したるに非ずや｡之れ一句全体の構成上止むを得 ｢ぼたんは語格正 にして'ぼ‑たんは語格変 なり｡変格のぼ‑たん

ぽーたん

忌論そのも よりも､論争を三川派と木外涯の対立とみた見解に新

者の諭を比較しながら､両者の弱点を補充せんとしたもの｡糸瓜の

って任じた筆者だけに'本論争を三川派と木外派の対立とみて､両

とも早‑子規の｢小日本｣に投句をして'長野県内日本派長老をも
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後に新傾向を標傍する碧梧桐の俳句革新運動がしだいに定型のリズ

上

ヘゲモニーが､虚子よりも碧梧桐に移りつ ある頃のことで'数年

できる表現範囲はどこまでかをめぐってなされた論争であるが'根

はもっと深いところにあった｡子規の亡き後三十年代後半の俳壇の

と諦めて居るのである｡｣

於て用捨な‑槍玉にあげられたのも虎の威を犯した因果､自業 得

途方も無いなど'ウッカリ筆を滑らした為､目出たき新年の努頭に

を開きつゝ居らる 木外君の選句と知り乍ら｢糸瓜の忌｣などとは

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

原

三

川

船

が出て'本論争もひとつの行きつ‑べき極をみたといってよい｡

で､こう書いている｡

党だと宣告された予が天下第一の碧格桐調を宗とし常に向上の大路

このような文面から考えるに'たま 助詞｢の｣ 用法で許容

論のように､糸瓜忌論争を地方俳壇における両派の争いとする見方

揚足とりがつづき'格別の結論はでないで終わってしまう｡春畦の

三川自身､先述した7'櫨庵年頭を読んで木外氏に答ふの所論

｢嘗て本紙上に於て其氏より十九世紀式で新俳句時代其俵の陳腐

論争のつねとして､議論の焦点がしぼられないま '博引勇証や

解を正したること諸氏の記憶に存するならん｡｣ 真似て'ぼ‑たんやを使用したりしかは'子規大に之を叱責して'其誤

く故を鳴らして改むべきなり｡子規在世の時'天下の俳人狼りに蕪村を 若し毅りに糸瓜の忌を使用せば'そは俳道を乱すの徒輩なれば'よろし 察して'他方面を洞察せざりしを恨むる所以なりO焦りと錐も'木外派

ヽヽヽヽヽヽ

(8)

ニ｣､｢ムサシクニ｣と訓みたる者あるを聴かさるにあらずや｡｣と

はー悉‑｢の｣ 字を省けるも｢シナノハクニ｣,｢ウゼンハクニ｣,

｢ムサシノクニ｣と訓みて'未だ曾て ｢シナノクニ｣'｢ウゼンク

ず'普通' 俗の文体に在る｢信濃国｣､｢羽前国｣､｢武蔵国｣等

の論への其向からの反論であるが､右の説によると｢子規忌｣ ｢糸

瓜忌｣とのを省いて読むことの方が破格という珍説がとび出し'ま

ともに扱えない論と えよう｡その例示として､｢仮い漢文にあら

たるべきを信じたれば也｡｣
三回にわたり書かれた論であるが､要点はこれだけである｡三川

ことごと

と｢の｣ 字ある心得にて読むべきが至当にして､英之なきは破格

とも､之を読むに方りては､必ず｢子規の忌｣若‑は｢糸瓜の忌｣

要旨だけ一通りみておきたい｡

｢三川君の所謂｢子規忌｣ ｢糸瓜忌｣と'仮に漢文体に約め害す

派であった｡

以下の諸論は'単なる繰り返しや蛇足に近い余論の類であるが'

12 糸瓜の愚 論に裁て(上･中下) 臥牛山人

ヽ

よ

たと

つ.つ

した俳人で､董哉'春畦ともに'新傾向俳人として世に出る碧梧桐

ねいたものである｡長野県下の俳壇で､木外は逸早‑碧梧桐に共鳴

と思われる｡新調批判が'はからずも､このような糸瓜忌論争をま

梧桐の新調を'表現に厳格な三川は内心認めがたいところがあった

ムを超え､破調の中に斬新さを兄い出す方向へ傾いて た｡その碧
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として有力の議論は無之侯､丈も有る管はなきこと存じ侯｡｣と

最初より九で他愛も無きことのみ申居り相手にはなれ申さず候'一 論では'ピシャリと諸諭をきめつけている｡｢要するに反対論者は

ひ居候｣と書き'今迄'論じ方もすこぶる穏やかであった三川が'本

小生は斬る愚論を読みて成馨杯と感服するもの やあらんかと気遣

として教ゆるが如き態度､戒むるが如き口振片腹痛き次第に侯'唯 海を見ても直ぐ分ることに侯'それに何ぞや多‑の論者に対し静々

のことは知って居 喋苦って茸ひたきものに侯､これ位のことは言

ものに侯､明治も既に四十年の今日ぼうたんはぼたんの古語なる位

んと言へるはさも蕪村の発明で もある様に子規 がどう言ったの

かう言ったのと今更長たらしく頻々しいことを申し居候には困った

格なり'ぼうたんは破格なり杯途方もなきことを断定して'ぼうた

春畦の掲げた｢ぼうたんや銀の猫黄金媒｣について'｢ぼたんは正

の言なりとし之に向って途方も無きことを申し居らる ｣というO

なる次第に侯'殊に臥牛山人氏の如きは勝手な事を言ひ蹄へて小生

に対してほ､｢何と評して宜 きや盲､蛇に怖ぢずとでも申した‑

文生'九寓字､春畦'臥牛山人の諸諭中'九寓字'臥牛山人の所論

論である｡｢糸瓜忌の諭は愈々出でて愈々変痴奇に侯｣と書き出し'

あるのは､特殊な思い付きを出るものではなく'ふさわしくない｡

｢編輯局諸兄｣宛に書かれた本論は'主に上掲の北村春畦への反

1 3 手前味噌 上原三川

しやべ

いまし
もつと

な'･･)

くど

こしら

であった｡

糸瓜の忌何ぞ共の板に帰らざる 約束で解り切ったと糸瓜の忌 糸瓜忌や糸瓜の葛に南瓜かな 猿の又'ね'そら糸瓜の忌7,ソ 猿の又締めて宗匠糸瓜の忌 等ひいて手繰り出される碧梧桐 糸瓜の忌燈蟻の上の議論なり

が'当時'こんな川柳にまで詠まれ'論争そのも は華やかなもの

争は'俳句表現の核心に触れないで実りすくな‑終ってしまった｡

回'十人程の論者が入れかわって行われた信州俳句界での糸瓜忌論

省く｡

明治三十九年十一月から四十年三月まで五か月にわたって十五

糸瓜の忌やつきとなるが五六人 糸瓜忌やの 字を入れて叱られる 糸瓜の忌こゝに三川木外子

が'本題｢糸瓜の忌｣ へ触れる個所はない｡よって本論への考察は

いうのが'それである｡

三回にわたり長文を費やした三川の｢手前味噌｣ への駁論である

(9)

◎評

糸瓜十把

牛阿弥

凡 翁

川 手前味噌を読む(上･中下) 北村春睦

17

九 糸瓜忌論争

上

人証)

るといえよう｡

い｡明治期の三川のさ やかな問題提起は､今日でもなお生きてい

する作業は'裏面に日本語を匡す視点をつねに持たなければなら

た｡日本語はどこまで表現できるかという表現方法を意識的に模索

実証された点では'三川の生涯に頬を見ない興味深いものであっ

原

三

川

的

る些細な論争であったが三川の言語感覚の鋭敏さ'論証の的確さが

のように書いている.

愛弟子四津のことばは決して過褒ではない｡糸瓜の忌是非をめぐ

1｢長野新開｣は'明治三十二年(7八九年)四月'六十三銀行の

時'松本中学校の教師であり､坂井久良岐門'俳風柳樽社中の川柳
牛阿弥とは飯田弟治の別号で'日本書紀通釈の飯田武郷の息｡当

論争が終膏した三月後､三川は亡くなっているが'後に昭和十三

三川先生の為に'眼を開かせて選ったことを'感謝する心で]はいにな 是認論者であったことを不思議に思って居る｡と同時に'私たちほ上原 ｢私は今でも明治末期の膚州新俳句界を代表する諸家が'悉く糸瓜の忌

るのである｡｣

家｡｢糸瓜十把｣はなかなかよ‑できた川柳の連作である｡

年｢三川句集｣を校正しながら胡桃津四浮は往年を思い起こし'

子規子逝ての 字でもめる糸瓜哉

(10)

ような企画自体'海月選者をさがすという点に無理があり'数か月後 虚子が担当している｡三川はそのトップに推されたのであるが'この 者に課題句選を依頻したものかもしれない｡困竺7月は億の課題句で

り推測すると'木外が三十八年に入り新企画として'毎月適当な選 を得ず'応募者たるもの爾後大に密励すべきなり｣がみえる｡これよ

これとても大体平凡陳腐なるものに之有侯云々と'余亦同感たらざる

｡｢巴人論｣ (一〜三)岩本木外'9月8 '10日｡

日に二月課題'寒菊'三川選｣として'

とあり'そこに木外附記｢三川君の雪中に日‑億八句を得俵へども

天 寒菊や英子売る節が店の先 地 寒菊や日南に近くひげを剃る 人 南天に寒菊に旭さしにけり

三川の選句初出は'明治三十八年九月八日以前に一回'同年二月八

｡｢俳句配合論｣佐藤紅線'6月1日｡

｡｢借浪俳人大島参太｣(一〜九)松田竹駒'6月123'516
17､20､21､2 ､23､29日0

｡｢俳句と自然美｣ (一〜四)日田亜浪'4月9‑14日｡ 奇峰の他に'当時俳句関係の論を展開した者に次のような文章がある｡

｡｢俳譜諭｣9月節目｡

｡｢借青年'新文学'蛙虎蝉｣ (上･下)8月12'3日｡

｡｢松森蟻村君を送る｣8月14日｡

｡｢功名の児｣7月27日｡

｡｢寄蜂鹿渡鋸｣4月21㌧ 2'325'が27日'5月617日｡

｡｢来るべき俳壇｣ (上･中下)1月0'1 2日｡

立した｡ 長小坂蕃之助の政治勢力に対抗し'紙面の報導でもしば 店毎と対 資本で'更級政友会派にょり創刊されたもの｡当時の借波癌日新開社

明治三十六年'長野新聞紙上に載る寄峰の主要な文章は以下の通り0

｡本集の資料閲覧を許された信濃教育会に記して深謝したい｡

10 ｢三川句集を校正しっゝ｣胡桃滞四浮' 〇 字詰原稿用紙二十三
枚にわたる草稿｡未発表稿o

(一九七九年二月五日 受付)

8 この点に関しては'『夢の像‑俳人論』二六〇ページ'｢上原三川

9 ｢糸瓜十把｣ (長野新聞'明治四十年二月 十三日付)

と二つの論争｣参照｡

7 ｢句さく｣ (長野新開'明治三十五年十二月三日付)所載｡｢上

原三川(四)｣本学部紀要第四巻第]号(九七八年)]四ページ参照｡

6 ｢糸瓜の忌｣ (長野新聞'明治三十九年十月二十一日付)'同日付
もの｡

執筆したのは'それぞ '十月一'二三日と三日に分けてなされた で'｢俳壇の双壁｣'｢騎輪とさうして庇｣も合わせて出されている｡

(下)(長野新開'明治三十九年三月一日付)

5 ｢俳句の添削｣(上) 長野新聞'明治三十九年二月 十八日付)〜

4 ｢新題俳句募集に就て｣(長野新聞'明治三十九年五月三十一日付)
の推測として記しておく｡ か｡すると'三川を推挙したのは'木外とも想像される｡以上は'私 に'その代りとして'常任選者をひとり殖やすことにしたのではない

