松岡荒村小論
‑ 文明呪岨か ら ｢
君が代｣批判へ ‑

荻 野 富士夫
は じめ に
荒村松岡悟

(
1
8
7
9‑1
9
0
4
)の名 は一般 に社会主義文学の先駆者,および最初

の ｢
君が代｣批判論者 として知 られている｡天皇制批判を含む思想 ゆえに戦前
はほとんど埋 もれさせ られていたが,戦後 は主 に文学 の側か ら発掘 と評価が試
大正期の労働
み られて きた｡｢
透谷の最 もラジカルな継承者 1
)
｣(
小田切秀雄),｢
者的 ･反資本主義的文学動向をへて昭和のプロレタ リア文学 の潮流へ と発展 し
てい2
)
｣く先駆 (
西田勝)という評価 は定着 し,さらに天野茂氏によって荒村文
学の全容 と周辺の諸問題が丹念 に解明されて きた｡天野氏の荒村論 は一言でい
えば ｢
透谷の浪漫主義を社会主義 にまで押 しすすめていった一人の革命的浪漫
主義者 3)｣ ということになる｡ こうした文学者松岡荒村への高い評価 にもかか
わ らず,思想家荒村を近代思想史上ない し社会主義史上 に位置づけようとす る
試みはほとんどなされて こなか った｡
歴史学 の側か ら思想史上ない し社会主義史上 に荒村 を位置づけるとは,第一

9
0
0年前後の社会状況 のなかに荒村 の文明批判 ･否定論 をおき, その生成
に1
と展開の過程および質 に注 目す ること,第二 に文明批判 ･否定か ら社会主義‑
の道筋を明 らかに して, どのような意味で ｢
透谷の浪漫主義｣を社会主義 にま

1) 小田切秀雄 『発禁作品集』｢解説｣ 1
9
4
8年
2) 西田勝 ｢
松岡荒村伝の試み｣ 『図書新聞』 1
9
5
5年 1月 のち西田 『近代文学 の発
掘』所収
3) 天野茂 ｢
松岡荒村略伝｣ 天野 『
埋 もれた明治 の青春 ‑ 松岡荒村』所収
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で発展 させたのかを問 うことに帰結す る｡いいかえれば,｢
荒村 は如何 に して社
会主義者 とな りしか｣,そ して ｢
如何 なる社会主義者 な りしか｣とい う二つの設
問に答 えることが小論 の課題 である｡ 荒村固有の問題 と重ねれば, どのような
思索の過程 を経て荒村 は ｢
君 が代｣批判 の先駆 た りえたのか,その軌跡 に焦点
を合わせ ることとなる｡
私の荒村論 の視座 は, 日本 の初期社会主義思想 の生成過程 において, キ リス
ト教や民権思想 とともに反近代 ･反文明の思想的境地が有力な要素 ･契機 であ
るとい う仮説 に立 ち, 卓の転回のあ りようについて,荒村 の場合 を一事例 とし
て検討 を加えようということにある｡ これまで同 じ問題意識か ら,反近代 ･反
文明主義 の範噂に属す る赤羽巌穴 ･高山樗陰 ･正岡芸陽の場合をそれぞれ考え
て きたが,彼 らと比べて荒村 はどのよ うな位置を与 え られ るだろうか,｢
彼が詩
草 は廿余年 の煩悶 と薄命を語 る活 ける短か き小人生史｣ (
『
荒村遺稿』への木村
夢弓の ｢
践｣
) とよばれ る 『荒村遺稿』 を もとに考えてみたい｡

Ⅰ 文明否定論の形成

1

英雄崇拝論 と ｢
天真欄漫｣論

熊本 にお ける少年期 の荒村 の資質 ･
･
家庭環境 や思想的な冒ざめな どについ
て,私 は天野茂氏の綿密周到 な調査 ･研究 に何 ひとつ付 け加 えるものを もたな
いので,す ぐに 『
荒村遺稿』 に即 して同志社時代 の荒村の思想的特質か らみる
ことにす る｡
同志社 に学ぶ契機 とな り, そ してその後 の荒村 の短 い生涯を底流 として支え
た ものは, い う､
まで もな くキ リス ト教‑の傾倒, ことに 『旧約聖書』の世界へ
の熱烈 な想 いである｡ のちに 『旧約聖書』中の ｢
詩篇｣について ｢
天地人生,
国家民族, 自然 に対す る希伯釆詩人の情弦,今や将 に絶高 の調べをな して綿 々
の情 を歌‑ る｣(
｢
希伯釆詩 の想源｣1
9
0
4年 2月) と語 るが,いわば荒村 の人生
もまた ｢
詩篇｣などに触発 されて ｢
天地人生,国家民族, 自然｣ についてそれ
らの真理や理想 を追求 してい った ものといってよい｡

3
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キ リス ト教 の影響 の もとで荒村 は人道主義者 として,真理への渇仰者 ･理想
主義者 として成長す る｡ さ らに荒村 は北村透谷 ･島崎藤村 の影響を受 け,本来
的な文学者 と しての資質を開花 させ る｡ これ らを底流 として,あるいは跳躍の
踏台 とした第二 の出発点 は,英雄崇拝論 と ｢
天真欄漫｣論である｡
英雄崇拝論 は中国南末の忠臣義士文天祥の ｢
正気歌｣を通 じて展開 され る｡
｢
和漢 の英雄｣として文天祥 そのひ と,幕末 の藤田東湖 ･吉 田松陰をあげ,彼 ら
の｢
正気 の歌｣を紹介 した うえで,｢
英雄崇拝の真想｣と ｢
運動｣の大切 さを力
説す る｡前者 は単 なる英雄児‑の盲 目的な執心ではな く,′
｢
英雄其物の後 ろに,
神文 は一種雄大 なる英霊 が働 いて居て,英雄 なるものは,其霊気の発現である

｡

と云ふ観念｣の謂 である ｢
運動｣ も雄大 な自然のなかを ｢
遠足｣す ることであ
る｡すなわち荒村が求 めていることは,英雄や自然 を通 して ｢
天地 の英霊｣を

,

,｢
『
正気之歌』

感 じること ｢
天地人生の根本｣を捉え るとい うことになる (
以上
を読む｣
)
0

この ｢
天地の英霊｣ のひとっの発現 を革命 とす る荒村 の革命観 は,その必要

'
,激烈党 と嘩倫党の好調和 による達成 とい う点 において特
性 の強調 において 4
徴的である｡ フランス革命 は激烈党優位であ ったがゆえに失敗 したとされ るの
に対 し, イギ リスの市民革命や 日本の明治維新 は激烈党 と経倫党の両立 ゆえに
｢
美挙｣ の成就が可能であったとされ る｡ こうした認識か ら導かれ ることは,
｢
智徳兼備の大人物｣への憧憶や明治維新への賛美 ‑ ｢
実 に盛大 なる革命｣(
以

,

上 ｢
革命の両面｣
)‑ であ り,同志社時代 の荒村の思想的位置 として記憶 にと
どめておいてよい｡
荒村 にとって 自然 の賛美 とは‥ 自然が天真燭漫その ものであるか らにはかな
らないが,この天真欄寝 の状態 は人間の世界 に も普遍化 され る｡｢
人間の太初 は

4) ｢革命の両面｣ において,荒村 はつ ぎのようにいう｡
社会が完全 になるまでは,一
革命 と云ふ ものは甚だ必要である,革命は一種の破壊的
運動であるが,其破壊 の奥 には,確固 として動かす可か らざる大基礎 と云ふ ものが
きづかれつ ゝあると云ふ ことは,吾人が決 して忘却 してはな らなぬ最大の事である

4
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天真欄漫 に して,其理想 も亦天真欄浸 たるにあ り｣ というわけである｡ ところ
が現実 は権謀術数 の横行す る世界である｡つ ぎのよ うに荒村 はい う｡
然 るに現今 の社会 は,人間虎狼 の如 く,詐偽策略腕をさすって網を張 り,
眼をいか らして牙 をかみ営利 のためには骨肉 と雑 も相争 ひ,金銭の為 めに
は朋友 と雄 も相売 るを厭 はず, ま して隣国をや外人をや,三千年来西 に東
に絶叫せ られ し四海同胞 の訓言 は今将何処 にさまようて居 るらむ哀れなる
かな｡
されば天真燭漫 といへ る希望 も,暫 しは真姿 をか くすのまことに止むを得
､ ざるに立 ち到 りつ,天の高 さも地 の広 さも,鳥飛んで空 に廻 らず,魚躍っ
て淵 に楽 しむを恐 れ,宏大 も高遠 も我等 のためには如何 ともす る能 はず,
人間 はせ まき方寸 の内にとらはれの身 となるの悲運 に陥 らむ とす0
さらに人間の性 としての ｢
餓鬼道修羅道畜生道｣ を も別 出す る｡ それ らすべ
てを荒村 は ｢
人生 の悲境｣ とよぶが, そこか らの離脱 はやはり ｢
天真欄漫｣の
境地,自然 との一致 に求 め られ る｡｢己が心 を天地万有 に通ぜ しめよ,然 らばそ
こに一つの不平 も馨憶 もな く,秘密 もあ らねば暗 さも断 じてあ らざるな り｣ と
断言 され るのである｡ ここに も先の英雄崇拝論 と通底す るものをみいだせ るわ
けだが,む しろのちの荒村 をみるうえで重要 なことは,不完全 な社会 とい う認
識 にある｡荒村 の眼に も 1
9世紀末 の日本 の当の現実が ｢巧言令色偽愛｣(
以上,

8
9
8年 6月)の社会 とうつ っていることは疑 いないが,荒村 の批判
｢
天真欄漫｣1
の刃 はまだ直接的に現実社会 には向け られず,人間社会の不可避的な欠陥 に向
け られているといってよい｡ それは ｢
天真欄漫｣ とよぶ理想社会の希求 と表裏
の関係 にある｡

2

｢
偏頗の社会｣への憤激

友人で 『
荒村遺稿』編者 のひとり江 口信行 は,その ｢
緒言｣で荒村の思想傾

｣

狂女追懐時
向について ｢
正気 の歌崇拝時代｣につづけて ｢
亡国詩人愛慕時代 ｢

8
9
9年後半か ら
代｣と観察 しているが,それ らは同志社中学校卒業をはさんで 1
1
9
0
0年 にかけて,ほぼ同時進行的に荒村を襲 った未見雅人の死 と荒村 自身の悲

5
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恋の衝撃 によって もた らされたといえ る｡兄 の死 と恋愛の非成就を, 自 ら固有
の事例 とはせず,荒村 は新旧思想の対立,そ して家 の犠牲 と普遍化 してみよ う
と した5
)
｡ そ こか ら荒村 の思索 は人生 や社会 との対峠 に向か い,一転 Lで 険
悩.
†絶望 の深 まりへ といたる｡
超歴史的に社会 を不完全な ものとす るそれまでの認識 を進 めて,現実社会や
人生の悲惨 と暗黒を糾す荒村 の姿 は,｢
仲秋無月欄貧児｣(
1
8
9
9年

1
9
0
0年
象のこ ゝろに｣(

1
0月)や ｢万

1月)などめ文章 に読みとれる｡｢街頭 の‑寒生｣や ｢貧

･家純潔 の処女｣ の生涯 に眼 を向 けるとき,荒村 には営利 ･金銭 ･詐偽策略の
｢
偏頗 の社会｣の実相がみえて くるとともに,｢
鳴悲惨悲惨,光明の裏 に暗黒あ
り,而か も明 は暗を弄す る今 の如 くむば吾等如何 になるや らむ｣ (
以上,｢
仲秋
無月個室児｣)とい う痛切 な想 いがたかまって くるのである｡このように社会や
人生を直視 し対時す るとき,荒村 には新 たな視点が生 まれ る｡ 急速 に醸成 され
た社会批判 ･時代批判 の矛先が, ｢
現今文明の文士｣ に向 けられ るのである｡
｢
万象の こ ゝろに｣でつ ぎのようにいう｡
鳴呼現今文明の文士 は,何すれぞ徒 らに冷眼家を気取 て,泣 くべ き時 も敢
て笑 を装 ひ,苦 しき時に も,強て楽 しき様をなさむ とす るか,泣 くべ き時
に泣 き,苦 しき時に万附 の涙 を しぼ りて,以て其同胞 の心 に注がむ とす る,
可憐淡泊の心 は,何 とてかれ等 より遠 ざけられ,宛然隔世 の観念 は,つめ
た き雲 にかれ等を覆 はん とす るか, これ もとよ り社会が其罪を犯せ るによ
るな らむ も,かれ等の強固なる意志 を誇 り顔 に,人生 を苦笑す るも又怪 な
･

らずや,かれは遂 に涙 と情 の福音 を知 る能 はざるのみな らず,却って これ
を噸弄せむ とす るは,豊 に拙々の怪事 にあ らずや｡

5) ｢
哀詞｣ において,荒村 はつ ぎのよ うにい う｡
殊 に一般教育 あ る青年が理想す る家庭団撃の空想 は多 く実際 と礁突 し,駿烈龍の如
き者 と錐 も,徒 に人生,暗黒の裏 に幽囚の身 となるの悲 しさを見 る｡子が再度家庭
をなすや旧さ袋 に芳烈 の新酒を盛 りたるが如 く,新旧の思想 なかなかに合ず,礁突
つ らさ｣を観 じたる事姑
又礁突,家庭 の風波穏 なる能 はず, うた ゝ此世 の ｢うさ ｢
何計 な りしか

｣

6
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この ｢
現今文明の文士｣批判 は,のちの文明批判 ･近代批判 に連 なるものと
して注 目すべ き論点だが, ここではそれ以上展開 され るわけではない｡む しろ
重要 な ことは, この批判 と一体化 した荒村 自身の変革への意志 のたかまりセあ
われはわが声のつ ゞかむ限 り曙の暗の,晴の暗なる悲歌 を うたは
る｡ それは ｢
む｣(
｢
浮 き雲｣
)とい う悲壮 な決意 として表明 された り,大 いに影響 を うけてい
た北村透谷を乗 りこえたいとい う意欲 6)となって もあ らわれる｡
しか し,｢
偏頗 の社会｣への憤激が高 まり変革へのボルテー ジがあがればあが
るほど, まだ現実社会への手がか りを もたない荒村 にとって,それ らは空転 し
た末 に暗転す るはかない｡慎悩 は深 まり,そ して自殺願望 を導 く絶望 の境地 に
追 いこまれるのである｡｢
鳴呼迷 ひと苦 しみ と,悲痛 と哀痛 とに,充 ちた りと思
ひ し昔 日の,今 は却って慕 はる ゝ哉｣(
｢
追懐｣
)と嘆 き,さ らに ｢胡蝶 よ 人 と
生 る ゝ勿れ｣とよびかけるだけではない｡同志社中学校卒業後の 1
9
0
0年初夏 に
は自殺の機会を求 めて明石方面 を漂泊す るのである｡ 自殺 は未遂 におわ るが,
この前後 の絶望的心境 は ｢ウヱルテルズムを論 じて自殺 に及ぶ｣｢自殺 に対す る
ウヱルテルが観念｣
,あるいは ｢‑ム レッ トに於てオ フエ リヤをあわれむ｣など
風浪荒 らきこの世にさまよひ,哀恋の苦
の文章 によ くうかがえ る｡ そ こでは ｢
痛 を負ふて,独 り暗涙の淵 に入 りしかれ薄命児｣ (
｢ウヱルテルズムを論 じて 自
殺 に及ぶ｣
)ウェルテルに自 ら盲重ね合わせた り,｢当世の狂愚｣ (｢‑ム レッ ト
に於てオ フエ リヤをあわれむ｣
)と自認す る荒村の姿が垣間みえる｡それほどま
でに兄 q)
死 と自身の悲恋 を契機 として知 った人生や社会の暗黒性や虚偽性 は荒
村 を打 ちのめ した｡

3 文明の呪岨へ

1
9
0
0年 9月,京都洛陽教会安息 日学校教師 となった荒村 は,翌春 にはキ リス

6) 透谷について ｢
其一生を悲哀 に泣けり｣としたうえで,荒村 は ｢
苦 しみはさく可 き
ものにあ らず して脱す可 さものな り,泣 く可 き浮世の定めな らば,涙の谷を渡 り終
｢
相国寺の幽林に透谷子を懐ふ｣)
｡
らむ｣ という (
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7

卜教伝道 に情熱 を注 ぐようになったようである｡兄 の死 と悲恋 の打撃か ら立 ち
なお ったわけだが,その回復の要因 には,絶望の底 まで落 ちきったこと,真理
をあ くまで も求 めるために強靭 な意志 の必要 を認識 したこと7
)
,｢古人の風雅｣
に慰籍 を うけた こと8
)
などがあげ られ る｡
早稲 田進学

(
1
9
0
3年春)にいたる 2年間で注 目すべ きことは,足尾鉱毒事件

との関わ りと濃飛育児院勤務 である｡江口信明がい う ｢
弱者 に対す る同情思想
時代｣ である｡荒村が足尾鉱毒事件 に関心 を寄せた時期や契機 については不明
だが, 田中正造 が衆議院議員 を辞職 して直訴 におよんだ 1
9
0
1年末 には鉱毒被
害地 の渡良瀬川流域を実際 に歩 き,翌年 1月か ら 2月にか けては関西各地 で鉱
毒問題演説会を開 き′
,義指金募集 をお こな っている9)｡｢
暗涛余沫｣のなかで,
｢
食ふに ものな く着 るに物 な く,宿 るに家の軒 は朽 ちた り,水が毒,乳が毒,田
園荒れて一族離散す,而か も尚 は人の生命の尊 さは,黄金 の色 の光 りに及ばず｡
鳴呼夫れ是れを如何 とかす る｣ と述べ るよ うに,荒村 の深 い同情 は ｢
渡良瀬河
畔三十余万の同胞｣に注がれ,憤藩 は ｢
黄金 の色｣万能の時代 に向 け られ る｡
二年間の勤務 の代償 に早稲 田進学 を保証す るとい う契約 にもとづ き,荒村 は

1
9
0
2年 3月濃飛育児院に赴任 し,す ぐに音楽隊を率 いて寄金募集 の旅 にで るな
7) ｢鷲の歌｣ において,荒村 はつ ぎのように歌 う｡
鳴呼人 の世 に生れ来て
真理 に飢 うる人の子 よ
あ らしに狂 ひ風 に鳴 き
猛 く雄 々 しき鷲の ごと
雲をやぶ りて空 に入 り
迷 ひをはらひ神を呼 び
鳴呼天地の きはみまで
心 のつばさを振へか し
8) ｢雅歌 を読む｣ において,荒村 はつ ぎのよ うにいう｡
思ふ槍浪の水の面,潤汗常 に定 めな うして,雷飛 び風吹 く世 は荒ぶ も,愛の楽園 は
未来永劫,欄寝 として枯れ行 くの時やなか らむ｡
9) 演説会の講師のひとり木下尚江 は,荒村 の活躍ぶ りを ｢一人の尤 も機鋭敏活 なるも
のあ り,音吐朗 々談論風発 し,而 して俊秀の気眉宇 の間 に動 くを見た り｣ (
｢
余 は何
時如何 に して君 を知 りたる乎 『
荒村遺稿』序) と語 っているほどである｡

｣
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ど献身的な活動 を展開す る｡ それは ｢
弱者 に対す る同情｣の実践であったが,
｢
人心 のい と ゞつめた くして世路 のまことに羊腸 たるを見 るに,天下無告 の児
等 の手 を とりすて られ し世を渡 らむ とす,昼 には昼 のなやみ多 く,夜 には夜 の
夢安か らず｣(
｢
寂実を希ふて｣
)という苦悩 の色濃 い辛酸 をなめる旅であった｡
この ｢
弱者 に対す る同情思想時代｣ の焼烈 な体験 を通 じて,荒村 の思想 はか
っての ｢
偏頗 の社会｣認識 をっ きぬけて一挙 に文明を否定す る領域 に達す る｡
｢
天爵 よりも人爵の尊 ばれ,人権 よ･
りは金権 の重ぜ らる ゝ明治の御代｣,｢
明治 の
昏睡せ る時代｣,｢
商流滑 々たる時代｣(
以上,｢
足尾鉱毒問題｣1
9
0
2年 1月)な
どの ｢
痛罵 の鉾尭｣が明治政府 はもとより国民 その ものに向け られ,ついで ｢
残
虐 の世 に寄す る歌｣が読 まれる｡最初 の三連 を引く｡
人の浮世 の半面 に坐 る,
金殿 よきけ玉楼 は耳 をかたむけよ,
･ 大底高楼 は宜 しく爾 の首 を垂れよ,
鳴呼爾等残虐 の鬼,̲

酒池 に持 し肉林 に戯 れ,
爾等が放歌乱舞のどよむ うらには,
飢 に泣 き寒 に凍えて,
咽泣 日夜 に絶 ゆるなき様を知 らずや｡

持て る者 は益 これに与へ ら匹,
持たざる者 は持て る物 を も奪 はる ゝとは,
如何 に戟懐 のことばな らずや,
みよ鬼 はますます牙す るど く,
弱 きはます ます肉を食 まる,
鳴呼残虐の世や暴戻 の世や,
田中正造が直訴 を敢行 しない限 り足尾鉱毒事件の悲惨 さが注 目をあつめない
文明社会 の状況を ｢暗黒 ! 暗黒 !
｣とよび,｢よるべなき身を飢 にないて,死 に

9
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行 く児等 のあはれ｣ に一片 の同情 も寄 せない弱肉強食一片倒 の ｢
残虐 の世｣
｢
暴戻の人｣ を糾弾す る荒村 の痛憤 はす さま じく, さらに ｢
今の我世の様｣ を
｢
左 も右 も前 も後 も末法の浮世の群鵡ばか り,積土 に葡 ひ行 く蟻群 のみ｣(
以上,
｢
木村夢弓に与へて現代の所謂円満を呪岨す｣) と慨嘆 させ るまでにエスカ レー
トさせ るのである｡そのとき荒村 は ｢
暗黒の文明｣観を一歩進 めて,文明を否
定 し呪岨す る地点 に立 っている｡ すなわち,
｢
頑迷消極 のともが ら｣ と対決 し,
｢円満成熟 の正統者流｣の思想を拒否す る｡ 荒村 にとって ｢円満成熟｣の状態 は
虚偽 に満 ちた ｢
文明｣ の別称 にはかな らなか ったがゆえに,真の文明‑ ｢
永却
無辺の大天地｣ を求 めるために,つ ぎのよ うに戦 いをよびかけるのである｡
足下 よ,撞着 を恐れ矛盾を怖れ戦懐 して早や く円満寂滅を求むるものは卑
怯 なり,撞着せよ,矛盾せよ,撞着 し矛盾 し岩 に砕 け淵 に渦巻 き,而 して
百年百難錬磨 し得 たる,足下全身の大精髄を育て出 して,永却 の旅程 の途
の花 と咲かせよ,鳴呼足下幸 に奮闘せよ,かの自ら円満を口に して,奔逸
の大想海 を賦せん とす る,小痛 なる小君子を破壊 しつ くせ,永却無辺 の大
天地 に,無擬清浄の大 円満を与へんが為 めに｡

｣

,

｢
永却無辺 の大天地 ｢
無磯清浄の大 円満｣の対極の現実の世界 は ｢
末法の浮

｣

世 ｢
稜土｣と表現 されていた｡こうした時代認識 は,内村鑑三や田中正造 のい
う｢
亡国｣状況 と近接 している｡荒村 も 1
9
0
0年前後 の反近代 ･反文明の思潮を
共有す るひとりであ った｡
では,真の文明の創造 はどのように して可能 なのか｡創造 のための戦 いを志
向す ること自体,荒村 の変革意識の昂揚を物語 るのだが, その戦 いの方法 はも
ちろん歴史的 ･構造的な社会認識 に もとづいているわけではない｡社会運動 と
しての変革ではない,超人間的な存在 による一挙破壊 の願望 として語 られ るの
である｡ その一つは自然である｡ 慈愛 にみちた自然 は究極的に人生 を済度す る
という観念を もつ荒村 は,
､自然 の威力 による虚偽 ｢
文明｣ や破壊 を説 く｡ たと
えば,｢
残虐 の世 に寄す る歌｣では,｢さもあ らばあれ大 自然一度腕 を療ふて/
泡沫の虚栄 を強 くうつ とき, /又 は人道の征矢 とび交ふて /汚濁の大野 に押 し
｣と
寄す る時,/富 もたか らも何のためぞ,/歓楽 の歌 は風前の燈火なるらむ,

10
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｣｢偏執盲 目

歌われ,｢
暴風雨に寄するの辞｣では ｢
暴風｣による ｢旧代の遺物

の老朽の鬼｣の駆逐が期待 され る｡ もう一つ は,田中正造やバイロンを理想 と

｣

｡

愚｣の超人的活動 によってである ｢
徒 らに治国平天下を誼歌 して,
した丁狂 ｢
(
ママ)
観楽に眠れる社会を破壊す可 く,世 には数十の狂人を要す｣とい う具合である｡

)と述べるよう
｢
余や もと不幸に して狂暴の性 に生れ｣ (
以上,｢
足尾鉱毒問題｣

｣

愚｣た らん としている｡ 円満成熟を打破するために撞着
に,荒村 は自ら ｢
狂 ｢

｣｢愚｣の行動を求めることに等 しい｡

矛盾をおそれるな, という言 は,｢
狂

文明呪喝の心境 まで達 した荒村の京都洛陽教会時代 ･濃飛育児院時代を別の
側面か ら観察す ると, い くつかの論点が浮かぶ｡第一 に,おそ らくそれ以前か
ら保持 していた天皇への畏敬の念である｡｢
時 は明治聖代の御世な り,垂天子上
に居 ま して,玉座 を去 る遠 か らざるの地 に於 てか く数十万の陛下の赤子が｣

(
｢
足尾鉱毒問題｣) という足尾鉱毒被害民 を捉える認識 にあ らわれた天皇観 は,
｢
教育勅語｣的な忠君愛国主義 とは無縁 にして も,純朴 な荒村の心情 の吐露では

｡

｣｢昏睡せる時代｣ という痛憤 は,一面で

残虐の世
ある ｢

｢
明治聖代の御代｣

にこの "
体 たらく'
'という発想 に根 ざ しているといえる｡この段階の天皇観が,
のちにどのようにかわ ってい くのか注 目したい｡

,

弱者 に対す る同情｣を跳躍 のバネとした文明の呪唄 と真文明の想望
第二 に ｢
ではあったが,それは一挙に突 きすすんで獲得 した ものではないことである｡
これまで もみ られた荒村 に著 しい昂揚 ･絶望 ･再昂揚の心理が この期 にも認 め

9
0
2年 9月執筆の ｢暗響｣で ｢われ嘗ては痛 く信念の覚悟 に誇 りし身
られる｡1
の,今 日は殆んど不平 と悲慨 と撞着 と迷乱 の虜 となり｣と心境を告 白 している｡
あるいは ｢
外に発する憤 り｣ と ｢内幡 る憂愁の想｣の相克 ともいうO この ｢内

｣

囚窓の記｣で率直に語 られる｡ ことに自ら
蟻 る憂愁 の想｣は ｢
寂英を希ふて ｢
を ｢
獄囚｣ とたとえる意識 は顕著である｡ しか し, この期の絶望が 2年前の自
殺願望を強 くもらたそれ と異なるのは,常 に ｢
外 に発する憤 り｣ との相克 とし
0
)
という強 さ
て意議 されていること, そ して ｢
獄 囚｣の知覚を も栄養に しよう1
を もっていることである｡

,

.第三 に ｢日本風流国の文学史｣‑の着 目である｡荒村 は ｢自然思想の鼓吹者｣

松岡荒村小論

ll

として 『
方丈記』の鴨長明をみいだす｡｢自然思想の鼓吹者｣だけな ら同時代 の
吉 田兼好 や西行 もいるわけだが,荒村 は哲僧兼好や高踏詩人西行を避 けて,良
明に親 しみを覚えるム｢
空 しく煩悶苦慮の間 にあり,臭の声 に心を驚 し山鳥 のほ
ろほろと鳴 くを ききては父か母かを思 ひっ ゝ,悲哀 の暗涙常 に其裸 に絶 ゆるな
｢
方丈記 に長明
か りし｣長明の人間性 に ｢同情の念｣と共感を寄せ るのである (
｡と同時 に,暴圧的な自然 と ｢
無形の天地｣を もた らし ｢
人生 を済度｣
を観 る｣)
す る自然 の両面 の表現者 とい う意味で,長明を ｢自然思想d)
鼓吹者十‑風流 と
捉 えている｡ こうした自然観 ･文学観 はまもな くさ らに遡及 されて 『
万葉集』
におよぶ｡
もう一つは,｢日本｣への愛着である｡ 鴨長明草風流をみた感覚 と通 じる "
風
雅 の日本"の希求 である｡｢日本が負へ る風雅 の使命｣とい う短文 には,その自
然観 ･文学観を総合 した荒村の面 目躍如 たるものがある｡
懐 しいかな日本美 しいかなや 日本,其地 は東海 の波 に浮 び,其姿や今将 に
波 の穏 にたはむれ出でんづ龍神の如 し,
̲
人 よ誇れ,われは此神 の子 たるの
幸を感謝す るな り｡
市の子 よ,希 は くぼ誤ってわれを解す るなかれ,吾今愛着惜 く能 はざる日
本の意義 は,かの窮屈 なる政治の上の日本 にあ らず,国際の上 の日本 にあ
らず ‑ 鳴呼東海 の波 に洗 はれ,千秋清 き大富士 と,万古濁 らぬ大琵琶 を
抱 いて ‑ 悠 々此境 に自適す る美 は しの自然の 日本 こそ,我愛着の風土 に
てあるな り｡
国を愛す るの意が,単 に国家政治の上 にあ りとせんか, こは野心 ある愛情
を含み未だ純潔の土 を愛す るものを以て許 さる ゝを得ず,大 自然 と人生,
これが大天 の摂理 によりて郷土 とわれ らの関係 に現 はれ,あ らゆる歴史 と

1
0
) ｢囚窓 の記｣ において,荒村 はつ ぎのようにい う｡
鳴呼覚束なき浮世 なるかな, され どわれ未だ全 くこ ゝを去 らむとは得せず,未練の
っなにつながれて干す じのなはに縛せ られ,世間の鬼に笑 ほれて,涙を呑むで この
苦 しさを嘗めっ くしっ,時々窓 を もれてさし入 る彼の月かげに泣 いて見むかな, こ
れせめて もの この牢獄 に,おとづれ来 る慰 めな り,呼
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時 日とによって纏綿 として脱す可 らざるの心 よ り来 る,此愛情 より来 らず
(
ママ)
んば愛国 も寧 ろ皮想の観 なきを得 じ｡
｢
美 は しの自然 の日本｣が賞揚 され るのに対 し, ̀
̀
社会の 日本'
'とで もいうべ

｣

き現実 の ｢
窮屈 なる政治 の上の日本 ｢
国際の上の 日本｣ははっきりと否定 ･克
服すべ き対象である｡荒村 は ｢
大 自然 と人生, これが大天の摂理 によりて郷土
とわれ らの関係 に現 はれ｣ ることを "
風雅 の 日本" と位置づげ,その顕現を日
本が負える使命 としたのである｡ しか も, "
風雅" は日本においてだけでな く,
個人 の人生 において もめざされ るべ きもの とす る｡｢
我等 の命数 は人生 の鍛冶
場 に於 て定め られ,燃 ゆ らむ如 き観念 .
b勤労 も,その鉄床 に於て鍛 ひ上 げ らる

,

べ き｣を自覚 して ｢
紛々の間に処 して楽 しんで淫せず,悲 しんで傷 らざる｣境
地

‑｢人間風雅 の極地｣(以上,
｢
村 の鍛冶屋｣
)が究極 の課題 とされるのである｡
,

こうした認識をえ るにいたって,荒村 は心 の安定をみ ｢
内煉 る憂愁 の想｣か ら
解放 された｡
ここに ̀
̀
風雅 の日本'
'の顕現化, いいかえれば真の文明の創造を求めて,荒
村 の新 たな戦 いの条件が整 ったことになる｡その戦 いの方向 は,1
9
0
3年春 の早
稲田進学 とともに急速 に社会主義 に収赦 されてい く｡

Ⅱ ｢
詩的社会主義｣の展開

1

社会主義の陣営へ

1
9
03年 3月上京, 5月早稲 田大学高等予科
ことが多 くな り, 6月帰郷, 7月 23日死去,
編

入

, 翌

こ れ

が

4 年

荒

村

た｡ だが, わずか 1年 5カ月程度の間 に, 荒
史･文学史の上 にきざみつける思索 と運動 を全面
会主義 との関わ りか らみよう｡
これまで触れずにきたが,荒村の社会主義 との関わ
さかのぼる｡当時の同志社の雰囲気 のなかに社会問題 や
在していた ことは山川均 の回想 1
1
)
にもあるところであ り,
村

は

そ

の 名

的

に 展

開

々

に

は病床 に伏す

の 残

さ

れ た時間だこ

早

会

主

義史 ･思想

し た ｡

ま

ず

荒村 の社

を

社

り の 端

初

は 同

志

社

時代 に

社

会

主

義

の

関

心が内

荒

村

に 関

へ

し て

い

えば
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特 に恩師安部磯雄 に傾倒 し, その ヒューマニズムの精神 に発す る弱者への共感
は, これまでみて きたように荒村の人格 と思想を鍛 えあげて きたのであ った｡
そ して同志社時代 ･濃飛育児院時代を通 じて 『
労働世界』を購読 している｡ し
か し,荒村 は自前 の思想的苦闘 を経 て現文明を否定す る地点 に立 ったのであ
り,安易 に社会主義思想 に飛 びっいたわけではない｡ いわば "
風雅 の日本"を
現実化 させ る最良 の手段 として,荒村 の前 に,それまで底流 にはあ ったが表面
にはでなか った社会主義が一挙 に浮上 して きたといってよい｡ ち ょうどその段
階が上京 ･早稲 田進学 と重 な り,荒村 に社会主義陣営参加の絶好の環境を もた
らした｡
早稲田大学高等予科 に編入学す るのと前後 して,荒村 は安部を会長 とす る社
会主義協会 に入会 し, まもな くその機関誌 『
社会主義』 に後述す iような詩 こ
評論 を精力的に寄稿す る｡また 1
1月 には ｢
本会 は学術的に社会主義 を研究す る
を目的 とす｣̲などの規約 を もった早稲 田大学社会学会 を発会 させ, その中心的
な人物 となる｡ さらに社会主義協会演説会 ･車夫問題演説会 ･社会主義基督教
1月か ら病 いに
演説会 などで演説や詩吟をお こな っている｡ その精力ぶ りは 1
伏す翌年 2月にいたる短期間で 9回におよぶ｡最後 の登壇 となった演説会では
｢
予言者の見識｣と遺 し,その熱弁ぶ りは山口孤剣 によって ｢ク リス トの愛 に及
び,内はあ らき狼 に して外 は美 は しき衣をまとへ る輩 を痛罵 して,天 に救 の光
あ り,地 に天国を築かざるべか らず と絶叫｣ したと伝え られている (
山口孤剣
｢
松岡悟君 に芙す｣『
直言』第 9
号, 1
9
0
4年 8月 5日)｡
では,荒村の歩んだ社会主義 の性格 はどのように捉 え られ るだろ うか｡ その

l
l
) 山川均 はその 『自伝』のなかで,つ ぎのように記 している｡
当時の同志社 は,わが国で もっとも早 く講壇か ら社会主義 について講義 したという
ラーネ ッ ド先生がまだ在職中だ っただけに,われわれ下級生 で も,社会主義 に関心
を もっていた｡ この時期 はまた,わが国の産業革命がほぼ完了 し,それにつれて労 ･
働問題,社会問題 という新 しい問題 がは じめて発生 した時期 だ ったか ら, こうい う
情勢 を反映 して,労働運動 とか社会主義 とい う言葉 をひんぽん に聞 くよ うにな っ.
た｡
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点 では 『
荒村遺稿』 に ｢
践｣ を寄せた木村秀雄 (
夢弓)のつ ぎの一節が示唆 に
富む｡木村 は荒村 の もっとも近 くにいた友人である｡
古今天才の生涯 はなべて幸 うす し,そははげ しき運命 に従 はで 自家の尊威
を立せん と悶ゆればなり,清々たる世俗 は運命 に自己を投了す,超人 なる
天才 は運命を自家 に摂す,停滞せ る時代精神 は常 に天才 の歓ばざる所也,
荒村晩年 に社会主義 を唱‑早稲田大学社会学会 の大綱 を把 る,吾れ想ふ被
れが社会主義 は世 ゐ所謂経済的社会主義 にあ らで寧 ろ強 いて名 けなば詩的
社会主義 と称す るを当れ りとせん,彼れが憧 る ゝ所 はキ リス トの愛 の国,
プ ラ トオ ンの理想 の邦,更 に芸術の花の とことはに葬 る人文の極致 に外 な
らざるな り,彼れ は其 の理想実現 の為めには何 ものを も憧れぎゃ一箇無名
の天才 な りき｡
｢
世 の所謂経済的社会主義 にあ らで寧 ろ強 いて名 けなば詩的社会主義｣ とい
う評価 は,おそ らく荒村 の全実像をほぼそのまま写 しだ している 『
荒村遺稿』
を読み解 く限 り,正鵠を射ている｡｢
経済的社会主義 にあ らで｣ ということは,
荒村 に一貫 して資本主義経済 ･社会体制 に対す る構造的 ･歴史的認識がなか っ
た, とい うことである｡ その ことは荒村の社会主義理解の弱点 といえな くはな
いが,む しろその弱点 を大 きく上回 る,荒村 を荒村た らしめた ｢
詩的社会主義｣
の開花 こそ大 いに論ずべ き点である｡ それほどまで ｢
詩的社会主義｣の内実 は
豊かである｡
別の角度か ら荒村の社会主義 を捉えれば, もちろん弱者 ･貧者への同情 と救
済 を第一義 とす るキ リス ト教的社会主義 に属する. それは,同志社出身,安部
磯雄 の影響か らみて順当ではあるが, より本質的 には荒村 の文明観や白旗観 お
よび真理 の渇仰者 とい う資質 などに由来す るはずである｡ すなわち,確かに社
会主義の陣営 専
こ加わ り,そ してのちにみるよ うに荒村 の社会認識の度合 は深 ま
りと広 ま りをみせ るにもかかわ らず,彼の ｢
詩的社会主義｣ のいずれの展開 も
究極的には ｢
永却無辺の大天地｣の追求 にはかな らなか ったのである｡

̲
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社会主義文学の開拓

荒村 は短 い顛間に,鋭敏 な感性 と文明否定の論理を母体 に,社会主義文学を
開拓 し, 自ら豊かな収穫 を克ちえた｡｢
詩的社会主義｣の展開 とよぶ由縁だが,
その卓越性 は,詩 ･小説 ･評論 の分野 にわた.
って実践 を試みた とい う点 にあ
る｡

1) 社会主義詩 の創作
社会主義協会に入会 してまもな く,荒村 は 『
社会主義』に ｢
三つの声｣ を発
表 した (
第

7巻 1
4
,1
5号 1
9
0
3年 6,7月)｡
｢
虚栄の声｣
･
｢
貧苦 の声｣
｢
大霊 の

声｣ の三部か らなる｡ その構成 はこれまでの荒村 の思索の推移を示す ものであ
り,｢
社会主義只やせ犬の/墓原 に吠ゆるが如 く/黄金 の城の何の こしゃ くな
/中止解散我意のま ゝな り｣などという暴露的な過激性 はあるものの,同時代
の社会主義詩人小塚空谷や児玉花外 と共通する公式的なものが色濃 く感 じられ
る｡だが,す ぐにそうした欠陥 はつづ く ｢
飴売之歌｣で払拭 される｡
巷のちりはしげ くして,
初夏頃のあつ き日に,
親子二人の飴売 は,
しば し木かげにやす らひぬ,

子 は小車 に種 々の,
小 さき旗をばっみのせつ,
親 は手 なれ し‑菅の,
飴売 り刷机肩 に して,

涼 しさかげに塵をさけ,
剰机の歌 に飴 うりは,

16

人 文

研

究

第7
8輯

しば し浮世 をよそに吹 く,

もとよ り富 める商人に,
くらぶ るよ しはなけれど も,
つみ と苦痛 の富 よ りも,
夜半 の夢 はやすか らむ,

かの高楼 の歌 きかば,
わが飴 うりはあはれな り,
やがて青葉 の涼風 の,
小 ささ旗 をばふ きし時,
親 は剰肌をとりあげて,
高 さ調子 に歌 ひ出ぬ,

げに面 白 さ歌 なれば,
それ と知 りつ ゝ童等 は,
子 の小車 を とりか こみ,
旗 と飴 とによろ こべ り,

鳴呼心地 よきな りはひや,
され ども天 の風流 は,
夏 の木か げの歌 にあ り,

いざふ きな らせ飴 うりや,
寡慾清涼の剰机をば,
虚栄 の雲 をふ き破 り,
天つ光 りを もらす まで｡
日常市井が繊細 な感覚で うたわれ,絶叫調 ･スローガ ン調 とは無縁 な詩的余

松岡荒村小論
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韻がただよ う｡1
9
0
4年 4月に 『社会主義』(
第8
年第 6号)に発表 された ｢もの
種の歌｣においては詩 としての完成度 はさらに高 め られ る｡｢
外面 の相 に覆 ほれ
て, /みえず しられず現 はれず, /只ひそみ行 く時のかげ, /うか ゞふてのみ
か くろひっ, /折 りまち顔 を柚 に被ふ, /もの ゝ種 こそゆか しけれ｡/
/降れふ
け雨 もはた風 も, /覇 もとんでふ るき世 の, /残んの吉葉払 ひ去れ, /われ新
らしさ世 を望む｡｣とあるように,革命の火種 としての ｢もの ゝ種｣が象徴的 に
うたわれ,｢
新 らしさ世｣の到来が展望 されているのである｡

2) 社会小説 の構想

おそ らく詩のかたちでは,現代社会の矛盾や虚偽を十分 に別出 し告発す る;
とは困難 と考えるようにな ったのだろう,荒村 は小説の創作でそれに挑 もうと
す る｡｢
四槍之梅雨｣ はその実験作 (
未完)である｡｢
或高貴 の栄華の遊興｣を
警備す る二人の警官 の対話 という設定で,青年 の ｢中流以上の社会 は,道義 と
徳義 との制裁 の及 ばぬ禽獣社会｣ という憤怒 と, それを慰撫す る中年 の ｢
牢囚
の人｣ の意識 が対照的に措 きだされ る｡生硬で小説 と しての奥行 に欠 ける面 は
否めないとして も,社会の非道義性 を糾弾す る荒 村の筆致 の鋭 さには見 るべ き
ものがある｡

1
9
0
3年秋,荒村 は小説 ｢埋れ木｣を構想す る｡おそ らく完成すれば,その主
題 の先駆性 と斬新性 で文学史 に残 る長編小説 にな った可能性 は大 いにあるが,
荒村 の健康 はそれを許 さなか った｡ しか し,その構想 と主題 は荒村 自身の言葉
で語 り‑
残 されている｡それは一言でいえば ｢
現代新 旧の衝突｣である｡｢
多年胸
中にわだかまりしもの｣とあるように,未見雅人の悲運 な生涯 ‑ ｢
新 旧思想 の
衝突 より生 じたる養家 との風波の為 に心身を消耗 し,肺患の為 に集 る｣ (
以上,
｢
埋れ木の作意如何｣)‑ が措かれよ うとした｡その際,主人公 およびその妻 と
なる養家の女性の性格や主人公の苦痛 を代弁す る親友の役割など,小説 として
の効果 を高 め るための配慮 がな されて いる｡荒村 にとって は未完 におわ った
が, このよ うな社会小説の構想 は友人白柳秀湖 らによって雑誌 『
火鞭』 の文学
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に引 きつがれてい く｡

3) ｢貧窮問答歌｣論か ら ｢君 が代｣論‑
すでに荒村 が "
風雅 の日本"を求 めて古典文学の世界を造遺 し,鴨長明 に共
感を寄せたことをみたが, さらに 『
万葉集』や 『
古今集』の世界 に踏みいって
収穫 したのが,｢
山上憶良が貧窮問答の歌 を読む｣(
1
9
0
3年 8月),｢万葉 の快楽
詩人｣(
同年

1
0月),｢国歌 としての 『君が代』
｣(
0
4年 4月)の三つの評論であ

る｡ そ こでは古代文学 に社会主義 的精神 が存在 す ることが発見 され るととも
に, はげ しい現代批判 が展開 されている｡
｢
貧窮問答歌｣論では憶良 を ｢
古代 に於 ける,沈痛真面 目なる一個吾覚 の大詩
人｣ とネび, この歌を ｢日本古代 に於 ける詩歌精神 の神髄｣ と位置づける｡ い
うまで もな く社会主義詩人 ･
･
社会主義詩 という認識 である｡赤貧清廉の役人憶
良が クローズ ･ア ップされればされ るほど,荒村の ｢当代 の俗吏｣ に対す る糾
弾の言葉 はあふれでる ‑ 殊 に足尾鉱毒被害民 に対す る官吏の冷淡 さ ･残酷 さ
が弾劾 される12)｡そ して ｢
残虐の世｣とい う点 において,古代 も現代 もかわ るこ
とがないとい う見解が示 され,暴威 ･暴圧 に対す る奮起 と戟 いがつ ぎのよ うに
よびか け られ るのである｡
天地 は広 Lとい‑ ど, 日月は明 しと難,残忍の人鬼践虚 し,横暴の徒充満
せ る不完全 なる世 の中に於て笹 地位 な く権威 な く富 な く飾 りなき貧窮の
良民 は, 日夜 に領土を狭 くせ られ,圧屈せ られ侮辱せ られて, 日月の光 り
を仰 ぐに力 なか らむとす,鳴呼姦悪 の世,随醜朝野 に雲 をな して,世道を
乱 し民衆 を苦 しむ るは,古今一徹変ぜ ざるか,憶良が こ ゝに歌 ひたる,馨

1
2
) 荒村 はつ ぎのよ うにい う｡
敢 てす ゝむ漸死せ よ当代 の俗吏,渡良瀬 の畔 りに其同胞 は飢 えて死 して も,工場 の
梱 りに幾百 の弱者 は消えて失す るも,尚汲政 として,一身の安危政権の争奪 をのみ
事 とす る売国 の校奴汝等果 して塩 をか じりて天下 の憂 ひを憂 とす るの心 あ るか,憶
良 はま ことになっか しき民 の牧者 のやさ しみを備‑ き｡

松岡荒村小論
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勃 のどよみ生活の悲鳴 は,今尚明治聖代 といふに,忠君愛国の君子全土 に
満て りと伝へ聞 くに,市町村落,到 るところに繰 り返 され, さて は只‑詩
人文客 にのみ之 を委ねず,民衆各各相率 ゐて,大 に叫ばむ とす るの傾 きを
見 る, 叫べ大 にわれ らの主張を｡
この評論 において注 目すべ き点 はい くっかある｡ まず, 日本 の文学史上の水
脈 にこのよ うな詩 と詩人が存在 した ことの確認,すなわち社会主義精神 は決 し
て輸入的な ものだけでな く,自生的な もので もあることの指摘である｡第二 位,

｣｢飴売之歌｣ など自らの詩歌 の創作 も憶良以来の伝統 と精神 を継承

｢
三つの声

す るものであることの自負が底流 にあることである｡ 第三 に,文学 と社会変革
の関 わ りについて一定の方向を指 し示す ことである｡ それは,荒村の言を借 り

｣

民衆 が目ざす可 き彼方を指 し示｣す ことで
れば,｢
天下 の惰眠を打破 ること ｢
ある｡ 暴戻 の世,残忍の強者 の実態の暴露 と ｢
新 らしき世｣の想望 といってよ
い｡第四に, おそ らくこの段階で もまだ天皇への畏敬の念がかわ っていないこ
とである｡｢
現代 の小役人等が,社会の事情を密閉 して,聖上の眼をお はいまつ
らん とし,又 は社会主義思想の伝播を恐れ,警官 まで も騒 ぎ回 る｣の一節 は,
｢
聖上｣ の眼 を くらます現代 の俗吏への糾弾であ り, 荒村の真情 にはかな らな

い｡
｢
万葉の快楽詩人｣では,大伴旅人の歌 を観賞す るなかで ｢あ くまで も飲み飽
くまで も笑 ひあ くまで も楽 しみ, あ くまで も喜んで,一生 を送 れといふ,かの

,

所謂快楽主義｣の本質を明 らかにす る一方 で ｢
道学先生 の権威強大 に して,忠
君愛国邦土一切 の指導者 を以て任ず るの輩｣ の横暴や虚偽 さ加減 を論難 してい
る｡ 荒村 にとって究極 の目標 は,快楽主義 の鼓吹 にあるのではな く (もとよ り
それへの共感 と憧憶 は強いが),｢
人生帰趣 の大極致｣ の希求 二
‑ ｢新 らしさ世｣
における人生 いかにあるべ きかの解答 一二 にあ った｡

1
9
0
4年春,日露戦争開戟 に湧 きたっ熱気のなかで荒村 は ｢国歌 と しての 『君
｣を書 いた｡彼 自身の古典文学への遡及 と折か らの愛国心 の昂揚‑の批判
が代』
として ｢
君 が代｣が荒村 を捉えて きたのだろう,荒村 は揮身の力を込 めて この
画期的な文章 を書 きあげる｡そこには, これまでの思索 の総決算 とい うべ き成
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｢

栗がある｡ 荒村 はこの論の目的を 『
君が代』の曲が,果 して一国家の国歌 とし
て適当の ものなるか,否かを観ぜん とす るにある｣ とした うえで,前提 として
つぎのよ うにあるべ き国歌論 を展開す る｡
国歌 は即 ち単 に国土の歌 に もあ らず又 は国民 の歌 に もあ らず, さればとて
決 して主権者 のみを讃美称揚す可 き音頭 にて もあ らざるな り,国民 の元
気,国民 の理想,国民 の精神,国民の信念が凝って一団の霊趣 とな り,此
霊趣が活躍 の思想 とな り詩 とな り歌 となって即 ち一国家を代表す可 き国歌
となる｡
然 るが故 に国民 のいや しくも此歌をきくや,夫れ自身の琴線 をた ゝか る ゝ
な り,おのが胸中を歌 はる ゝな り,同情 なり同感 な り同調な り同曲なり,
豊 に心 ゆ くまで我 この胸 を歌 はざ らむや,鳴呼誰れかそれ歌 はざ らむや｡
このような ｢由民 の元気

国民 の理想,国民の精神,国民の信念｣ を発現 し

た国民同調 の歌 とい う観点 に立 って,それ と ｢
君が代｣の帝離の総点検が試み
られる｡まず楽譜 ･旋律 に注 目す る｡｢
君が代｣に著 しい過度 の哀調 は ｢
深厳の

,

感｣を もた らす として も ｢
霞立っ青春の野 に,勇 ま しき汗馬 に鞭っ ゝ,真一文
字 に乗 り切 るが如 き天地堂々の陽気｣の下では, はなはだ不適当 といいきるの
である｡ 快楽主義 に憧れ るいかに も荒村 らしい感覚である｡
ついで歌詞 の面では二点 をあげて ｢
国歌 としての適否｣ の判断を くだす｡第

,

‑ に,君主主義偏重であ り ｢
今一歩 をあやまれば吾幾億の同胞を して永久尚且
君 は即 ち国家 なりてふ頑迷 なる観念 に迷惑せ しむ るの悲運 に到 らむか｣ と疑問
と警戒感を表明す る｡ 第二 に,下二句 の ｢
益益陰気 に益 々馨陶 しく｣,｢
寂実凄
●●●●●●
憶の感｣を鋭 く指摘 し, さらに ｢
徒 らに小事 に鮭髄 として, もったいぶ り儀式
ぼ り,何等真率 の信念 な くして,唯軽々に国歌 といふ もの ゝ‑形式 を造作 した

.

るに過 ぎざる｣ (
傍点,荒村) とまで痛論す るのである｡ また,『
古今集』か ら
の借 りものになっていることも安直 と批判 される｡荒村 は ｢
君が代｣ に一片の
尊厳 さも高貴 さも認 めない｡実 に徹底 した批判ぶ りである｡ では, こうした批
判 の対極 にあ る新 しい国歌 はどのよ うな もの と して歌 われ るべ きなのだ ろ う
か｡荒村 の結 びの一節 を引 こう｡
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君見ずや,世 に忠君 を説 き愛国を叫ぶ者 の声の中,我 日本程其強大 なるも
のはあ らC,上 に一天万乗 の君を戴 き,下 は生命 を鴻毛 に比す るの勇士 あ
りとや, まこと果 して民衆 にか くの如 きの精神溢れた らむには‑篇の国歌
の,か くも淋 しき姿 とな り現 はる ゝとは,まこと怪 しき極み とやいはま し,
鳴呼国賊 に酷 たる愛国者 よ,国家 に忠 なる上下億兆の人 々よ,卿等 の心 に
根底 ありや,卿等の信念 に基礎 あ りや,然 らば真率 に其生命の声をあげよ,
遠大 の希望 と絶高や理想 と而 して百年動かざるの信念の奥を叩 いて,何 ぞ
金石 の響を発せん とはせざる,区々として義々として一個淋 しき石を歌ふ
(
ママ)
て, これ国家な りとなすのあはれさは到底吾人の堪え得 るところにあ らざ
るな り,歌 は ゞ須 らく雄大 に,弾ぜばすべか らく絶美絶妙 に,而 して吾人
が満腔の精神を洩 らすな く九天 にませ も到 らしめよ,鳴呼速かにわれ らを
して新 なる生命ある歌 に接せ しめよ｡
｢
新 なる生命ある歌｣
, いいかえれば雄大 ･清新 ･高遠 な理想 を もつ国家の精
神を体現 し,かつそれを激励す るための国歌 ‑ ｢国民 の歌｣である｡
荒村の全身全霊 を傾 けたこの ｢
君が代｣論 はどのよ うな点で評価すべ きだろ
うか｡第一 に, 日本最初 の ｢
君 が代｣批判 ということである｡ しか も詩人 とし
ての鋭敏 な感性 を武器 に,旋律 ･歌詩 の両面 にわた って理論的欠陥 を指摘 しえ
た点 に,先駆性 に優 る卓越性が光 る｡第二 に, この晩年 にいた り,ついに荒村

,

は君主主義 の否定,天皇制批判 の地点 に立 ったことである｡君主 イコール国家
は ｢
頑迷 なる観念 ｣ といいきることが可能 になったのは, 日露開戦 にともな う
忠君強制 の愛国心 の昂揚への憂慮であ ったはずである｡ほぼ同時期の ｢
雑木山｣
では,その点をよ り鮮明に書 きしる している13)｡
こうした先駆性 ･卓越性 と結 びっいた天皇制批判の筆鋒鋭 い評論 であるがゆ

1
3
)｢
雑木山｣において,荒村はつぎのようにいう

｡

特に日露の平和一旦破るゝに当って,人道,天祐,神の道,等の文字に充ち充ちた
る征露の軍歌は此等のものゝ手に依って世に出でたり,借問す主権なく信念なき詩
人と淫風上下にふきすさむ日本国民の唱‑得る人道とは如何なる人道にてあるら.
む,こは面白さものゝとひ様にてある可 し
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えに,この ｢
君が代｣論を含む 『
荒村遺稿』は刊行後 まもな く発売禁止 となり,
戦前をっ うじて 『
遺稿』と荒村 自身 も埋 もれた存在 になって しまったのである｡
すでに ｢
貧窮問答歌｣論 において文学 と社会変革 の関わ りについて一定の方
向を指 し示 していたと指摘 したが,｢
君が代｣論 よ り少 しあ との ｢
雑木山｣では
やや異 な った角度か らの論を展開す る｡恋愛第‑,国家権力への追随,売文精
神 などの当代ゐ文学者 の資質 を痛罵 し,文学者 の社会的責任 を強調 した うえ
で,｢
爾等 は爾等身分相応の事をっ くせ｣, あるいは ｢
急 ぐなあせ るな心 を しづ
めて修養せよ｣ と論 じろのである｡ これは,天下の惰眠の打破 とか,民衆の意
向を リー ドせよ,といった論か ら一見後退 しているかにみえるが,｢
淫風上下 に
ふ きすさむ日本国民｣や ｢四畳半以外 に自然 と人事 と万物 を識 らざるの詩人｣
という現状への認識か らすれば,冷静 な文学観 を,人格 の修養 を, という論 は
現実的な提案であ った｡また,｢
人情 の源泉人道の淵源 に深 く入って,不変の霊
韻 を発す る｣ とい う荒村 の最終的な文学観 は,一般的抽象的な意味ではな く,
世情 に飛 びか う ｢
人道｣や ｢
人情｣ は戦争熱 などの手垢 にまみれた偽 りの もの
との認識 に立 った,実践的で根源的な内容 を もっていたといえ る｡
ただ,修養の重要性 を強調す るあまり, この ｢
雑木山｣で荒村 は守 旧的で疑
奴隷根性,依頼根
問符 のつ きかねない論 も展開 して しまう｡⊥っ は女性観 で,｢
性,無作用 なる品｣ とい う独善的で偏向 した認識 を前提 に,女権や平等 を唱え
文学 などを論ず る風潮 に冷水をあびせ,修養をっみ ｢
完全 なる女 となる可 く日
英
夜 に下女 のつ とめをせよ｣と断 じるのである｡もう一つは武士道復活論 で,｢

,

のゼ ン トルマ ン的の武士風 を養へ｣と訴えて ｢
武人の末葉｣の遺伝的品性 に期
待 を寄せ る｡ 蔑視的女性観 に して も武士道復活論 に して も, ｢
浮薄なる世間｣
｢
泰平 なる民｣などの救 いがたい現状への憤藩 と怒 りが背景 にあるわけだが,そ

,

れ らを割 引いて もなお荒村 の見解 は ｢
貧窮問答歌｣論や ｢
君 が代｣論 を もの し
た同一人物 の見解 とは思 えないほどの欠陥論である.病気 の進行 による肉体的
精神的後退 とい う事情 はあ るか も しれないが, あ る意味で この欠陥論 の根源
は,荒村の ｢
詩的社会主義｣ その ものに内在す るとみ るべ きだろう｡
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お わ りに
日清戦争を前後 して社会問題が顕在化 し,貧富の懸隔がだれの眼笹も明 らか
になった社会状況 は,1
9
0
0年前後 には田中正造のい う ｢亡国｣状況的な様相を
呈 した｡ あまりにも急激で不均等な文明化 ･近代化の進展 により必然的につ く
りだされた疎外観や被犠牲者の意識が広 く行 きわたるなかで,一部 の人々はそ
れ らの諸意識を鮮明に尖鋭的にとぎすませた結果,反文明 ･反近代主義 とよぶ
べ き思潮を生みだ した｡J
その思潮の内実 は各人各様だが,いうまで もな く松岡
荒村 もその一人であった｡
｢
貧富の懸隔｣に着 目し,文明その ものの歴史的考察 と日本の ｢
近代化｣‑の
自省的考察 により反近代主義にたどりつ.
いた高山樗陰,国粋主義 とキ リス ト教
の影響下 に自らの不遇不満を第一義 とす る直感的鋭 さで文明を否定 して社会変
罵倒 の権化｣として偽善的社会の告発
革 と自己変革の結合を試みた赤羽巌穴,｢
と破壊 に突進 した末 に強者の論理の信奉者 とな り英雄待望論 ･帝国主義賛美論
に陥 った正岡芸陽 とくらべた場合,荒村 の文明否定論 はその衝撃力や徹底度 に
おいて見劣 りす るのは否めない｡｢
文明の呪岨｣といって も,直感的に社会体制
の欠陥 と不備 に迫 りえなが 今,構造的 ･歴史的な視野か らの批判 と克服の論理
を もちえていないのである｡ しか し,荒村の場合,比較的スムTスに社会主義
に移行 しえた点 に特徴がある14)｡
その理 由はもちろん荒村の反近代主義の質のなかにある｡荒村 は呪岨すべ き
文明の対極 に抽象的には ｢
幽遠無辺の大天地｣をおきっっ一
,具体的には "
風雅
の日本'
'をおいた1
5
)
｡そ して,それを中世 ･古代の文学のなかに探究 し,その過
程で発見 した自生的な社会主義的精神を, 自らの文学 の創作のなかで継承発展

1
4
) その点 で赤羽巌穴 に近 いが,巌穴 は社会主義者 と して再生す るために祖国脱 出 ･
渡米 という苦難の道をたどらざるをえなか った｡高山樗陰 はその唯心論への固執 に
より社会主義運動への共鳴者 にとどまった｡正岡芸陽 は ｢
弱者｣救済 という点で社
会主義 に期待 を寄せ るが, まもな く優勝劣敗論をとりいれて社会主義を敵視す るよ

うになる｡
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させ,現代 に復活 させようとした｡ いわば荒村 は他 の反近代主義者 たちと異 な
り,｢
文明の呪岨｣を叫ぶ際にそ こに停滞せず,す ぐに ｢
幽遠無辺 の大天地｣お
よび "
風雅の日本'
'を追 いか けたのであ 尋

｡

別 の角度か らいえば,｢
経済的社会

主義｣でな く ｢
詩的社会主養｣であ ったことが,荒村を して反近代主義か ら社
会主義への転回を容易 に したといえる｡ ‑
‑
ところで,反文明 ･反近代主義の思潮 に連 なる人 々は何 らかのかたちで民権
思想 の流れを くむ といってよい｡荒村の場合 は ｢
透谷の浪漫主義｣であ った｡
本論で触れずにきたが,荒村が透谷か ら学んだ浪漫主義の本質 とは,詩人 の も
つ哀傷 によ り ｢
悲惨 なる人生 を うるはす事｣,そ して詩人の ｢
大理想 は,常 に大
相国寺 の幽林 に透谷子 を懐ふ｣
)という確
自在の風雅境 に遭遥せん事｣(
以上,｢
信 にある｡ 荒村が うけつ ぎ発展 させようとした ものは, この人生 における文学
の役割 を社会変革 における文学 の役割 に応周 し,かっ風雅 の観点か らあるべ き
理想の 日本を構想す ることであった｡
また,透谷が哀傷や憂愁 に傾 きがちだ ったのに対 し,荒村 はそれ らを少 なか
らず もちっつ,同時に快楽主義 ‑ ｢
楽 しんで淫せず,悲 しんで傷 らざる｣境地
‑ を志向 した点 に, 荒村 と透谷の資質のちがいをみることがで きよう｡ 荒村
が ｢
君 が代｣批判をな しえた理 由の一つ はこの快楽主義 に求 め られる0

1
5
) この点でも巌穴に似ている｡巌穴は ｢
偽悪醜の日本｣に絶望しながらち,
｢自然美
の日本｣に深い愛情を寄せた｡

