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【論　文】

浪漫主義詩人・雷石楡の誕生

局清のゼ沙漠の歌避批判及びその他

池　澤　實　芳

一　まえがき

　雷石楡（i凱i．5～鱒．i2）が横浜港から筑波丸で日本を追放（強制送還）されたのが，欝35年簸月

2i日で，再渡日したのが36年5月初だから，彼の日本留学期間は，誕年逢月初～35年n月震段

までの前半約i年7ヵ月余と，36年5月初～難月欝欝頃までの後半約6ヵ月余になる。雷石楡が田

本語の処女詩集ζ沙漠の歌墓（欝35年3月2§欝，24日，前奏社〉緯を出版したのは，8本留学の前

半の時期に当たる．本稿では，野詩精辮輔掲載の日本語詩や小熊秀雄との往復はがき詩や中国人留学

生の雑誌郵詩歌鍍東流欝掲載の中国語で書かれた詩など雷石楡の欝本留学時期の詩作晶のうち，日

本語で書かれた最初の詩集郵沙漠の歌選に的を絞り，この欝本語詩集の特徴をまとめておきたいと

思う。雷石楡は，36年難月に上海に戻るが，この上海時簸から，福州時類，広州時期，さらに従軍

した晋南・洛陽時期，そして大後方の昆明を経て東南の厦門，台湾，香港に至るまで，多くの詩作

晶を作っている。今後，雷石楡の詩作の遍歴をたどりつつ，それぞれの時朗，場所での詩作晶の特

徴を分析する作業を進めたいと思う。本稿は，それらの考察の一環をなすものである鋤。『沙漠の歌選

（i）　載岡論文によれば，戦前の検閲と納本饒度のため疹沙漠の歌毒には3月騰霞発行と騒獲発行の2種のテキ

　　ストがあるという。本稿では3月24騒発行のテキストを硬篤したが，35年護月謬詩精麟馨2巻嫁号「前奏社

　　出版便り諜欄には，「豫定よ群少し遅れて，三月二十霧に出た。装纏は，詩精嚢で好評を博した棟方志功氏で，

　　支那趣味の赤と薄墨，黄色の見返しと照癒して一寸面白い。頁は百頁そこそこであるが，紙はある特殊會薩

　　から仕入れた厚手の紙で樵営の手ごたへのある厚みが鐵た。内容は廿五篇の傑作選，霧氏未嚢表の多数を牧

　　めてこの異色ある国際的鐡版をして意義深からしめてみる。涯とある。

（2〉　ζ詩歌遜ζ東流垂は共紅左連東京支部の雑誌。慶詩歌郵ま路年5月，東京で麟刊。現存の最終巻は蕊隼欝月，

　　i養護難。後に騒本政府が発禁とし，上海で『詩歌生活露と改め発行。麟刊号～i巻3簸まで霞石捻が，i巻

　　羅難は魏晋が編輯。詩，詩論の飽ハイネ，ホイットマン，マヤコフスキー，ベズイメンスキー，べ一ドヌイ及

　　びその詩作品を紹介。姦葺死去後，記念号を発行。執筆者は，郭沫若，蒲颪，張天虚，洪逡ら。月刊誌『東

　　瀬は，灘年8月麟秘。終講時難1ま不鞘。現存の最終巻は総年7月発行の3巻i難。左連東京支部が主編。

　　初め林換平が編輯し，その後陣達人に交代。雛本東京棄流文芸月刊社発行．掲載作品は短編小説が主で，ロ

　　シア文学と作家の紹介，麟究文もある。郭沫若の講演r中欝文化的交流」，「講大家学習新文学蓬，薄靄ヂ雷雨

　　的写作」が該誌1こ掲載。（陸耀棄・孫党伯・唐達暉主縮紳國現代文学大辞輿郵欝8年8月，高等教育灘版社〉。

（3／雷石楡の中蜜語詩を論じた次のような議論（麟（緋2本がある。（3汀雷石楡繕際縦隊妻試論一悪魔の敵陣

　　への醜臓　　」（紳露文人の思考と表現毒2§§青年7月，汲古書院〉，（紛「雷石楡緩擦縦塚還前史（一〉

　　暮本留学鋳鱗から．ヒ海逗留鋳鱗まで」耀大久保隆郎教授退官紀念論集　漢意とは何か選欝艇年捻月，東方書

　　店）。
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の特徴については，すでに北岡正子「雷石楡と猛沙漠の歌遜　　中國詩人の田本語詩集一」α弱7

年欝月瞬本中國學會報選第拾集所収）による詳細な資料を駆使した，緻密で周到な，まさに正

鵠を得た論考があり繊，この詩集の基本的な特徴は述べ尽くされた感がある。従って，新たな余地は

それほど多くはないが，北岡分析の導きに従いながらも，鉱沙漠の歌郵こついての若干の問題を吟味

してみたいと思う。

二　欝35年諺月露沙漠の歌選出版の頃の購精華輔をめぐる情滉

　最初に，ζ沙漠の歌選がどのような時代情況の下で出版されたのかを確かめておきたい。その頃の，

欝本のプ冒レタリア文学，プロレタリア詩，及びそれらをめぐる日本の政治情勢について，以下に

簡単に記してみよう。プ冒レタリアを描いた，あるいはプロレタリアによる文学であるプロレタリ

ア文学とは，「大正末から昭和初期にかけての，階級的観点による共産主義的立場に立った運動に基

づく文学盛のことで，「雑誌ζ種蒔く人選を起点とし，弾圧により昭和九年αg34）運動は解体した」｛5）。

澤正宏氏は，「一般にプロレタリア詩とは，マルクス主義ないしは社会主義的共産主義的な思想の立

場に自覚的に立つ，革命的な知識人や抑圧された労働者が，自らがおかれた現状を打破する方向で

書いた詩をいう。狭義では，自らを日本プロレタリア文学運動の正統派とし，羅本共産党（麟立大iD

を支持しその指導を仰いだ全段本無産者芸術連盟（ナップ，結成昭3〉が，その統一的な運動推進の中

で，生み申したマルクス篇レーニン主義に基づく革命の芸術，あるいは共産主義の文学としての詩」

と定義する｛§）。霞石楡の詩は，上述の澤氏の定義のうち「一般に～詩をいう。」までの意昧での，プ

ロレタリア詩となろう。

　次に，騒蒔く人選出版から野沙漠の歌蚕出版の頃までの，プロレタリア詩に関わる事項を，政治

情勢も交えて，年表風にあげてみるの。欝欝年欝月，蓼種蒔く人妻（東京版〉創刊。22年7月，日本

共産党創立。25年，治安維持法公布。28年3月蔦日，共産党大弾圧。28年6月，治安維持法改正

（最高欝欝年を死璃に引上げる）。29年2月，日本プロレタリア作家同盟（ナルプ）創立。3§年9月，

プ冒レタリア詩人会成立，鍵年i月，機関誌1プロレタリア詩選発行（～32年2月〉。3i年9月，満

州事変勃発。3i年難月，響本プロレタリア文化連盟（コップ）結成。32年，プ澱レタリア詩人会，ナ

ルプに発展的解消。32年3月，「満州国」成立，コップ大弾圧。32年5月，犬養首相射殺（五・一

五事件〉。33年2月，日本軍，熱河侵攻。32年6月，警視庁に特劉高等警察部設置。33年2月鎗霞，

小林多喜二虐殺（29歳〉。33年3月，政府，国際連盟脱退を声明。33年逢月，関東軍，長城線をこ

えて華北へ侵入開始。鳩山文相，京大教授瀧桝幸辰の辞職を要求（5月，休職発令），瀧桝事件。33年

6月，内務省，検閲制度を大改革し出版警察を拡充。33年8月9響，第i回関東地方防空大演習実

（嵯）　なお，麓岡論文には，北欝氏による，次のような補遺がある。薩東方文芸逼所載「魏音訳　給嫡嫡涯について

　　一「雷石楡ゼ沙漠の歌書一中国詩人の羅本語詩集一」の訂正一つ」（申蟹文芸醗究会編紳霞文芸概究会会報選

　　欝3号漸取。欝留年難局3§嚢発行）。

（駐　揮講談社　カラー版　欝本語大辞典選（i繋§年葺月，講談社／．

繕〉澤正宏・和田博文編著謬作品で読む現代詩史遷（欝欝年3月，白地社〉夢．鋳参照。

（7）塚本三夫ζ実録　侵酪戦争と新聞妻（1鰺6年鍍月．新経本鐵叛社／，前掲注⑥等を参照。
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施，本格的灯火管制と「非常時」の鼓吹。33年捻月，陸海軍両省，軍部批判は軍民離間の策動と声

題。34年2月i日，蓼詩精神鎗誓刊。誕年2月22蒙，ナルプ解体声明発表，プ灘レタリア文学運動

崩壊。誕年5月，皇室の尊厳冒濱，安寧秩序妨害などの取締りを強化した出版法改正公布。34年憩

月，陸軍省運国防の本義と其の強化の提唱叙所謂「陸軍パンフレット」）頒布。35年2月，貴族院で

美濃部達吉博士の「天皇機関説j問題化（護月，帝国在郷軍人会，機関説排撃のパンフレット頒布）。

35年3月，運沙漠の歌選出版。35年3月23目，衆議院，国体開徴決議案を溝場一致で可決。35年婆

月，文部省，r機関説」問題に関し国体開徴を訣辞。

　以上の年表風の事項からもわかるように，経本の政治情勢は，溝川事変以後，加速度的に，戦争

とファシズムヘの道をひた走る．瞳沙漢の歌選25篇のうち4篇に官憲の検閲された跡を示す伏字があ

るのも当時の情勢と無関係ではない。現行憲法第2i条は「集会，結社及び言論．出版その飽一切の

表現の自由は，これを保障する」と明記するが，そもそも大股本帝国憲法（鰺器年発布〉の第29条

では，「日本臣民ハ法律ノ範囲内二於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」と規定していた。つ

まり，蓼沙漠の歌選は，「法律ノ範闘内」の検閲により伏字のまま出版しなくてはならなかった詩集

の一つであり，ナルプ解体によるプロレタリア文学運動崩壊後の暗い時代に生まれた詩集である。亀

井勝一郎は詩論「詩と詩的情操の悲麟4（34年3月藩詩精興聾i巻2号）で，「企業の歌は企業の人

に委すべきで」「インテリは，その泣き言を，泣き言の根元に到るまでラディカルに歌ふことによっ

てはじめて能動的詩人に轄化する］し，εそれはまさしく詩の勝利であって，その敗北ではない」と

主張した。置詩精神垂同人たちの反響を受けて，さらに亀井は詩論「光りは閣の中に輝く」（誕年5

月藩詩精興垂i巻藁号〉の中で，プロレタリア詩人の敗退的情況を次のように述べる。「意志，つよ

い意志は闇のなかでのみかたまる。私は，我々のいまおかれてるる敗邊の内面的心理を闇だと思ひ，

そこにまづ身を委ねようといふのである。」「現實において我々は，その戦ひにあまりにもへだたっ

た深淵を経験しつ》あるのである。そしてもし我々の未来といふものを高らかに歌ひうるとすれば，

その未来，その光りはこの闇の中にのみ輝く。闇を認知しないものは決して未来を知らない。この

意昧で「インテリの泣き言」を歌へといった私を罵倒する精神が，もし眞劔のものであるならば，換

言すればそれが最高の詩的精神として現實に結晶しうるものならば，私は何も云ふことはない。」

　亀井は，ナルプ解体後の詩人たちの「内面的心理」を「闇」「深淵」と規定するがぼ沙漠の歌選の

序文を草した遠地輝武（ま9蟹～67），新井徹α899～ig襲〉は，そういう「心理」や「現實」や「現

代」を「不安」と記す。「不安」という語は，ナルプ解体後のプ資レタリア詩人たち（あるいは窪詩

精神垂同人たち／の心境を端的に語る言葉だったと思われる。そして，遠地も新井も，郵沙漠の歌選

には「不安」がないという。「そこには謄沙漢の歌選所収の詩を指す1日本の詩人がこのごろ好ん

で歌ってみる不安がない。不安がないといふのは不安な現實とか，われ〈を不安がらせる現實が

歌へないといふことでなく，あくまで鏡烈にか、る現實への劉挟に立ち向ひながら，この詩人が如

何にも大陸の子であるらしい陽氣さと，イデオロギー的にひらかれた優位な眼によって，不安を放

下し去ってみることを指すものだ。重（遠地「序涯35年2月焉鋤。／「「沙漠の敬重は實に不安の現

代に，みんなを元気づけ，足並を高ならせてくれる行進曲に外ならない。」（新井「序」35年2月〉。
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三　局清の疹沙漠の歌選鋭判 正しくない詩「初雪」

　前述の北岡論文は，局溝の蓼沙漠の歌蓋評を紹介した後，局清の批評で「注目すべきは，馨本人

を主たる護者とする外国人の欝本語詩が必然的に負わねばならぬ問題の所在が，ここで示唆されて

いることである」と述べた上で，「段本の詩人達の母語」である日本語を，中国人の雷石楡は共通語

として選択し，郵沙漠の歌里を出版したが，瞬本語詩を讀む日本人の翻に，ある種の錯贅を生ぜし

めてもいる。それを指摘しているのが，「言葉の揺さにある面白味」によって，離ち，言葉逡いの未

熟さと詩的表現の意外性とを混同して，雷石楡の詩を評覆することに異議を唱えている，局清の批

評であると思う。」と結論づける。しかし，局清の1沙漠の歌選批評をより詳綴に分析するなら，北

岡分析とは異なる様相が立ちあらわれるように思う。

　局清の郵沙漠の歌選評を考察する前に，ig蕊，誌年頃までの局清と，彼が謹沙漠の歌選評を載せ

た揮詩行動垂について簡単にふれておきたい。局清という名前は，戦前に驚いていた秋山清の筆名

である。局清は雷石楡より6，7歳年長であり，置沙漠の歌聖の概評を書いた時の局清は，鎗歳か駁

歳だった。澤・和田謬作品で読む現代詩史垂によれば，秋山清（ig縣～ig88輝は，詩人，評論家で，

福岡県門司市生まれ。i㌶3年，日本大学予科入学。24年，前衛系の詩誌野詩職行董（全欝欝，鍛年

～27年〉を，斎藤竣，小林一郎，給田東洋男ら4人で創刊。紛年，小野十三郎と2人で詩誌翻揮遠里

を創刊し，マルクス主義と権力とに反抗するアナキズム文学運動を展開する。35年，アナキストの

解放文化連盟の機関雑誌的な詩誌で，統一戦線的な性格の謬詩行動至（全7醗，35年3月～欝月〉に

詩作晶，評論を載せる。35年ii月，日本無政府共産党の全国的検挙に遭い逮捕される（3ヵ月で釈

放／。総年婆月，詩誌ゼ詩作雌（全i醗）に，2・26事件を題材にしたリアリズムの詩「或る朝」を

発表。以後もリアリズム詩への努力を続ける，とある。秋山清は自叙伝郵昼夜なく　　アナキスト

の青春雌で，発行部数約5倉馨部のζ詩行動蚕の詩の方法とは，「つまり感情にり一ドされずに，現実

に即して描け，という言わば詩心に反抗すること」，「現実をして語らせる」方法だったといい，「私

の詩の手法ははからずも抒情的から写実的に転悔しつつあった」と躍想する。また，秋山自身によ

る回想記畷詩行動垂の時期轡において，当時の1詩行動童詩人たちの手法や，新井，後藤郁子α9盤

～），遠地，小熊秀雄ら匿詩人恥こ集った詩人たちとの関係にも言及しながら，その手法を用いるに

至った情況を，曜詩行動蚕とゼ詩人璽とにはまず対立がありながら，あれやこれやの近似性があっ

た。また今にして思えば，その詩人たちにおいても，底流として大きく共通性のあったこと」は強

く考えさせられる問題だと述べた上で，ζ詩行動垂の成果を，「要約すれば「現実をして語らせる」と

いった方法を積極的に実践しようとしたことで」，「そのよって来たるところは，検闘に押えられて，

自由に反抗の声が挙げられぬとき，何を如何に書くべきか，何を如何に為し得るか，というところ

から出発したものであった。主観的な曝び，階級的，政治的な反抗の一切は発表を許されない。た

（8／　秋田清ζ昼夜なく一アナキスト詩人の青春葺（雄編年逢月，筑摩書募〉に，戦争が終った欝菊年8月，「私

　　ともう一人の三懇さんは難十一歳」（欝．25i／とある．とすると，秋由の生年は，i§総年ではなく，i§艇年で，

　　それも麟年の8月以前だろうか。

（射　戦縷復刻版鷺行会の小難子揮プ欝レタリア詩雑誌集成　下｛詩人遜蓼詩行動遷解題・鐸想記轟く欝欝年6月）所

　　駄
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だ戦争へ急傾斜してゆく中で，β霞の日本と民衆の運命の変化，欝欝の不白鼠風景として現われ

る生活とその状態の急変，これらの誰もかくすことのできない出来ごとを捉えて，その現実をもっ

て詩を構成することはできないだろうか，瞬んだり，泣いたりなどしないかわ鱗こ，動かし難い現

実の中からわれわれの目的に沿って取捨選択した事実によって，詩を構成し得たならば，それは民

衆に何かを語りかけることはできないか。」「この主張と方法は後退したものではあっても，唯一つ

残された道ではなかったか」と述べる。以上を要するに，謬詩行動選の方法でもあ甑同時に秋山の

方法でもあった「現実をして語らせる」，野情的から写実的」への「転測とは，秋山にとって，「反

抗の一切」の発表を禁じられた時の，主観や移精を捨てて，客観や非情につくというストイックな

究極の選択だったといえよう。

　さて，郵詩行動選時期の秋山清つまり局清は，「抒情的から写実的に転向しつつ」あったというが，

局清の蓼沙漠の歌蓋に関する批評とは，35年5月疹詩行動郵券3号の「評論批評」欄に掲載さ

れた批評「三つの詩集について」を指す．3つの詩集とは，赤石鋲窪ほのかなる曝し北澤喜代治ζ兄

　　　　　　　　　　　　　　ママの最後の手紙垂，そして霞石楡窪砂漠の歌選のことである。迂遠を厭わず，局清の詩論の立脚点（「現

実をして語らせる」，移予購的から写実的に転向しつつ」あった手法と回想）を，もう一度確かめる

ために，赤石鋲の第一詩集1ほのかなる唄垂と北澤喜代治謬見の最後の手紙董に対する局清の批評

から見てみたい。局清によれば，赤石の詩集は，20頁に足りないガリ版の体裁極めて貧弱な詩集と

いう。局清はこの批評文の中で，ロマン主義の「反動的役割猛，危うさについて，次のように述べて

いる。「ロマン主義がともすればか・る時代に反動的役割をつとめるといふのは，情熱のロマン的昂

揚によって理責の陰毫を蹴とばす如くであってもやがてロマン的であることによって現實への追追

を弱め，ロマンそれ自身に溺れんとする傾向を持つからである」。しかし，赤石のこの詩集は「情熱

的であること》反撥的であること》が共に彼をとりまく現實の息吹の中に毅然と突立ち渾然と一つ

になってみて，だから冒マン的傾向にあるが足が地についてみる。この詩集が私を喜ばせてくれた

原因は第一に新鮮，若々しさ，第二に情熱的でそして一九三五年的情勢を擢んでるる着實さだ」と，

その「美黙」を褒めた後で，しかし，「非常に現實的であるとまでは云ひ得ない涯と注意し，最後に

次のように結ぶ、「自分の内なる感精を対象へ　　自然へ人々へ，ぶっつける事でなく，逆に自然

の中に，或ひは穀會や百姓や街や商人や女工や或ひはその他の生活の事實の上に正確に自身の感情

の激護すべき原國を見それによって更にワアルな表現方法を探究することによって，部ち主観に一

般的普遍性をあたへることによって一主観的でなければならないがそれに一般性が輿へられで

なければ藝術にならない　　赤石君の出來毒こは期待がかけられる」。ここには，局清のロマン主義

に対する留保乃至は否定的態度，「現実をして語らせる」というリアリズム志向が見てとれる。北澤

喜代治の『兄の最後の手紙蓋では，次のように概評する．この詩集を「つらぬくものは貧に封ずる

憎悪である」が，その憎悪は，「今一歩二歩の突つ込みが不足してみるあ兄の貧しさは「宿命的に

すら扱はれてる」て，「さうした悲しみと憎悪のもと》なった父や兄の生活，それのあったふるさと，

そのふるさとをふくむかンる現實穀倉の機構へまでの認識が歓けてるる。或はそれらの事實に直面

することによって自己のおかれた甦會的立場を反省する熱情にかけてみる強さに歎けてみる。ふる
や　　　ヤ

さとを憎んでおさまってゐられるところに，甘さと不徹底があり」，「今日の理責に封ずる作者の眼

光の至らなさ」「甦會認識に於けるあまりの不足がある」と酷評し，さらに「今一つ，これらの詩篇
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を通じての形式について一あまりな自由詩型，無反省な緊張の不足な，この詩の形式は以上遊べた

作者の眼光の不徹底さに甚だよくつり合ってみる」し，「この詩の形式に於ける緊張の不足は作者の

内容の古き人道主義をよく現はしすぎてみる」と突き落とし，納容と形式の歌といふことについて，

私はこの詩の形式がもたらす問のびした姿によって，自身の作品に反省するところ，大いなるもの

があった」と結ぶ。「現実をして語らせる］には，うたう対象となる「現實甦會の機構へまでの認識ま

が必要だとわかる。要するに局清の北澤評は，事実を徹底的に見極めようとするリアリズムの方法

による批評だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　さて，以上の2つの詩集に対する批評の後に，3つめの詩集蓼砂漠の歌蘇に対する批評文が続く。

疹詩行動璽は3段組（i段：i行鱈字×24行＝磐2字／の雑誌だが，評者・局清は，赤石の詩集に3

段（約工，i論字）を，北澤には約2段（約880字）を費やしているが，雷石楡の詩集に対しては，約

i段半（約6欝字〉ほどで，3つの詩集の中では，一番短い。以下に，後半部分を引署する。「一巻

を通じてよむ時，私に強く感じられたことは，作者は先づプロレタリア詩を書かんとする意識に先

行されて書いてみるのではないかといふこと。何でもないことは何でもなく書く方がよい。何でも

ない事は詩にならねば書かぬばい》のではあるまいか。霞十二頁にある「初雪」等には物を正しく

見て正しく書くといふのでない購な態度がある。／この作者がもっと成長する爲には何よりも登本

の現實を正常に理解出來るやうに周園も導き本人も努力すべきことである。雷君の詩の言葉の揺さ

にある面白味などはやがて消失すべきなのであるからそれらを今日面白がることは著者に氣の毒で

ある。著者が中国人であるといふ事を割引せずに讀むことによってこの詩集の評覆は正當に出來る

と私は思ふ。又さうあるべきだとこの詩集を讀みながらさう感じた。」

　局清のこのζ沙漠の歌選評を，要約すれば，次のようになろうか。まず馬漕は，段本語のよくで

きない中国人の田本語詩集を，欝本人の詩集と瞬様に概評すべきかどうか，そして内容の不正確を

も寛容すべきか逡巡する。しかし，この詩集は，言葉の，つまり飛語や表現の不正確さだけでなく，

見落しやすいけれども，内容の，つまり作者の理解の不正確な点がある。言葉が不正確だから理解

が不正確なのはやむをえないと見るのは，よくないことだし，成長する作者のためにもよくない。作

者はまずプロレタリア詩を書こうとする意識が先行しているのがよくない。何でもないことは何で

もないように書くべきで，何でもないことが詩にならないのなら，書かないほうがよい．たとえば，

「初雪」等は「物を正しく見て正しく書くといふのでない溺の態度がある」のがだめだ。作者が成長

するためには，「何より欝本の現實を正常に理解」できるようにならなくてはならない。「周團」の

者は，「詩の言葉の接さにある面白昧」をよしとせずに，若いこの作者の成長を正しく導いてやらな

くてならない，と。この局清の匿沙漠の歌選批判で注目すべきは，2点ある。iつは，「何より霞本

の現實を正當に理解」できなくてはならないという点。つまり，「β本の理責雄と述べる局清の批判

の対象は，ζ沙漠の歌選の中の日本や欝本人を題材にした詩であり，従って，中国や中国人を題材に

した詩作晶は除外しているのではないかと思われる点。もうiつは，ζ沙漠の歌選評懸をめぐる霞石

楡の「周圃」，雷より年長の新井，遠地，後藤らの「序」に対する批判，あるいは「現実をして語ら

せる」や「写実的」手法を重視する局清と，「不安」を歌わず「みんなを元気づけ，足並を高ならせ

てくれる行進蜘がζ沙漠の歌聖だと評徳する遠地，新井ら「周囲」との，詩作をめぐる態度の違

いが浮き彫りにされている点である。
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四　局清の批判した詩「初雪」について

　次に，「田本の現實を正當に理解できずに，「物を正しく見て正しく書くといふのでない懸の態度」

で，詩作したとする雷石楡「初雪」を読んでみることによ肱局清の「初雪」批判の所在を確認す

る。「初雪」αg誕年鴛月初旬の執筆／全詩を以下に記してみよう。

夜の空一／まつ白く緩い粉を／ちらくかずやきまきちらして乗る／そとの家の片隅にか

けてる一ッの街燈／金色の瞳でしみバとみつめてみる／ほのめき散る粉々を。

今は一時頃だらうか／十二月四目の夜更けのこと、／どこもし一んとしてみる。

ところが俺の耳は／窓から、しき髄こ灘の垂れるやうな音を蕪く。／そは／あの白い粉からだ

らうか7／あの葉の舌からだらうか？／家の籍からだらうか7／はた磯鬼の唇からだらうか～

けれど、俺の心に紳きはりあげる／そは／腹空いた不遇な人間の／ぼろかけ蒲團なんかにくる

まって／ふるへる音、／苦しみ息切れる音、／兇の泣く親の歎きの音、／ゆすぶりながら／火

をさがしてみるの音。

火はこっちあるよ／俺は懐にいだいた火鉢を撫でる／そいつまた俺の胸の火にあた・かく融け

あって／熱く燃える。／無籔の火花が／俺の目に燃えあがる。

　「初雪』詩における「内容」と「作者の理解」の「不正確玉「物を正しく見て正しく書くといふの

でない購な態度」を検討するために，この詩の日本語表現については，ひとまずここでは考察の対

象外とする。この詩は5連から構成されている。第i連は，夜空の下，戸外の，金色に光る瞳のよ

うな街燈が白い初雪をみつめている情景である。中国南方出身の雷石楡にとって，東京の初雪は，春

の桜とともに，邸象深いものがあったろう。第2連は，ig鍛年捻月4日，夜更け，i時頃，どこも

し一んと静かだという時間と情況の設定。第3連では，作者は部屋の中で，まだ起きていて，「窓か

ら，しきりに灘の垂れるやうな音を聴く］，そしてその音が，雪そのものの音か，「葉の舌からか」，

「家の讐から淫か，「はた磯鬼の唇から」かと「音盤の出所の疑問を述べる。第尋連では，作者は心

の中に「轢きはりあげる」音を，つまり，「腹空いた不遇な人間の／ぼろかけ蒲團なんかにくるまっ

て／ふるへる音、／苦しみ息切れる音、／兇の泣く親の歎きの音、／ゆすぶりながら／火をさがし

てみるの音。」を聴きとる。このような貧者の苦しみ歎く音は，現実の音でもあるだろうが，実際に

詩人の住む部屋に聞こえてきたわけではなく，詩人の心象の中で聴きとった音である。第5連は，心

優しい作者の，貧者に向っての呼びかけと，その呼びかけに呼応する貧者の，「火花葺となって融け

あい，熱く燃えあがる心象風景が歌われる。「火はこっちあるよ］と，そして「俺は懐にいだいた火

鉢を撫でる」，すると，火を求める者たちは，「俺の胸の火にあた》かく融けあって／熱く燃える。無

敷の火花が／俺の目に燃えあがる。」と結ぶ。第i連の幻想的情景と第2連の時間設定と無音の情景

設定は，灘マンティックで感傷的ではあるが，現実が反映された描写である。だが，この詩は必ず

しもリアリズムの詩風にもとづいて作られたものではない。なぜなら，第3連以降で，作者の心に

聴こえてきた音や形象を描いているからである。詩風からすれば，自らの主観に重きを置いたロマ

ンティシズムに属する。「棚雲」は，北澤喜代治の詩集の「貧に封ずる憎悪」の表出ではなく，貧者
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への欝憤を表明する人道主義とロマンティシズムの詩である、霞石楡にとって，貧とは幼い頃の自

らの体験と，留学直前までの故郷で垣間見た親族の姿の中にある醐。貧は，過去や間接的な記憶の

中にある存在だった。彼が成長する過程で，故郷の台山県の新聞社に就職し，段本に留学する頃ま

でに，霞石楡の家は貧から脱出していた。インドネシア華僑の父が経済的に成功したからである．霞

石楡の留学費繕は彼の父の仕送りで賄われていた。霞石楡にとって留学生活は，豊かではなかった

が，何とか凌げる程度にはなっていた。そして，彼は中学時代に貧を憎悪の対象ではなく，客観化

し克服すべき対象とする思想（マルクス主義〉を獲得していた。獲得していたことを言えば，雷石

楡は郭沫若のロマンティシズムの詩風の影響を受けていた鱗。「初雪ま第5連の，ヂ火鉢」を囲む貧

者との饗宴は，詩人の心優しい心情の表れである。しかし，リアリズムを重視する局清からみれば，

「火鉢涯一つでは，貧者たちの苦しみの解決にはならないし，厳しくいえば，独善の詩，甘い詩では

ある。新井徹は，「詩集ゼ沙漠の歌叢一巻を以て，日本にデビューした中華民国の青年詩人」雷石楡

の詩を，「そのインテリ的生活環境から，戦欝的意慾をうたふことに於て観念的に走るおそれ」あり

という欠点を指摘したが働，この詩は観念的でもある。局清が「尉の態度」というのは，非リアリ

ズム詩を作る態度と，しっかりした現実の裏づけのもとにロマン主義が発揮されていないことを指

すのだろう。しかし，この「初雪」に，リアリズム的要素がないかというとそうでもない。「初雪盛

において貧者の発する音は，雷石楡が9本の貧困屡の姿を表出したものであり，現実を反映したも

のといえる。「初雪」の表現方法は灘マンティシズムだが，歌われている貧者の姿は現実を反映して

いる。そして，たとえば，当時作られた雷石楡の次のような中国語の詩「櫻花不在地摺的上面開運鋤

には，乞食への同椿を示しつつも，自らの寄付の額の少なさに慙愧に堪えない詩人の心優しい心持

ちが表れている。「もしも同情だけなら五銭でも私の大きな罪悪を刻んでいる／しかし私は同情以外

に何を武器にしえようか～／ああ，私は赤鉛筆で君の哀訴を記録するのみだ／私の両親はただ筆先

の下で悲鳴をあげるのみだ」。「初雪」に搭かれた貧者を救済できはしないが，せめて我が火鉢にあ

たりしばしの慰めとせよというせつなく願い歌う心情を，つまり左翼思想をもつ中国人留学生の健

康的で良心的な心構を，「新しい世界への翹望に，愛欲的に燃え上」がり繍，吐露したと理解したい。

　「物を正しく見て正しく書く」秋由のリアリズム詩は，雷石楡の，秋山からみれば非リアリズムと

批判されるだろう詩「初雪」とは異なる姿をしているに違いない。壷井繁治は，戦後出版した詩論

置現代詩入門聖職の中で，現代詩人を，北摺冬彦や小野十三郎のような「描く董詩人と，小熊秀雄の

ような「歌う」詩人の2タイプに分類している。壷井によれば，感情的要素を否定した「主知詩淫や

「知性詩」「思想詩」を「描く詩涯とし，感情的要素を前面に出した詩を「歌う詩」という，そして，

（頁｝〉　匿もう一度巻藁こ生活できることを遭　（蓋§§5年客月，§7年i2月，潮流趨版社）所準この「私の思い鐡雄及び蓼沙漠

　　の歌糞所収の中馨人を対象にした詩作晶を参照。

（i葺　張麗敏ぎ雷石楡人生之路盤（2§§2年7月，溝北大学畿版社）欝．至§2参照。

（麟　新井徹「詩作家六十露人論謹（35年簓目ζ詩糖紳嚢2巻灘号／。

（i3／　欝駈年5月欝欝発行『詩歌選麟刊号所収。筆名は春楡，3§年壌月欝縫夜執筆。

（紛　遠地輝武謄沙漠の歌里序」（編年2懲蔦嚢執筆。『沙漠の歌遵所収）．

（董溝　ζ現代詩入門垂（欝5春年鴛月，飯塚書店／所収の新詩の作噂方の實際3の「三「歌う」ということと「描く墜と

　　いうこと涯欝欝．i頁｝～麓違。
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すぐれた詩とは，「理知と感情が統一され」た「人間の最も健康な，最もいきいきとした意識」が「十

分整理され，加工され，磨きあげられた言葉によって表現されたもの涯という。この壷井の分類に

従えば，雷石楡の「初雪」は「歌う詩」であり，秋由の詩は「掻く詩董となるに違いない。秋山の

詩を読めば，逆に雷石楡の「初雪」の特徴が，より墾確に浮かびあがるのではないだろうか。そこ

で，次に「現実をして語らせる」を手法とする秋由溝の詩をとりあげてみたい。雷石楡のig34年鴛

月「初雪］のほぼi年半後に詩作した作晶に，「或る朝」がある。沿路年婆月野詩作遷創刊号に，局

清の名で掲載された作晶である、この頃の秋山清の代表作である。以下に「或る朝」の全詩を引用

してみよう。

ぞろバと人が続く／行く人、かへる人、出逢って話し合ふ人／電柱に貼られた告示や號外の

前に集る十歎人／それを横目に見て歩く人／「バスも動かない」／「省線は全線停止」／朝の

街路の上を動きまはる／學生やサラリマンや絆天やトンビや女等／納得出來ずに馨まで来て引

きかへして行く／プラット・ホームは白く乾き／線蕗がはるバと冷く光ってみる／屋根々々

には残雪が凍りつき／雲を割って薄い陽がさした

街つゾき一里の彼方には／バリケードがあり／銃口が封縛し／正に火を護せんとし、／このあ

たり人々は平常の服装で歩いてみる

人々は家にかへり／ラヂオで哀愁のこもった告識をきいた／又道端に立ってそれを蕪き／或る

者は涙ぐんでさへるた／ラヂオは刻々に動静を報じて／次第に平静になりつ》あると繰り返し

た

人々は却ってそわくと落着かなかった／いつもの疑のやうに出かけねばならないと思ひ／

人々は交通が普段にかへることを待ち望んだ

人々は何が起り何が鎭つたかをほんとには知らなかった／それが何故起つたかも考へなかった

／大勢は電車が動き出すと改札環に殺到した。

　この「或る朝」は，「二・二六事件に反応した詩作晶」で，「事件に無関心な庶民を描鐵した轡瑠

アリズム詩である。ファシズムヘの急坂を転げ落ちる契機となる大事件の首謀者らに対する，その

ことに気づかないし，気づこうともしない「人々」に対する，押し殺した局清の怒りが，読者の胸

に響く詩。一切の権力に対する反逆・否定をめざすアナーキスト・局清は，小市民の日常の様子か

ら，2・26事件を炙りだしてみせた、このザ或る朝」は，「現実をして語らしめる」を実践した詩で

ある。2・26事件とは，次のような事件である御〉。36年2月26日未開．3臼前に降った54年ぶりと

いう大雪を踏みしめ，各兵営を出発したi墜％人余の陸軍部隊は，軍事クーデターを企て，午前5時

頃，主要な地点での襲撃と占領を実行し，高官らを襲い，大蔵大臣高橋是清，内大臣斎藤実らを殺

し，首相官邸付近を一時占領。夜が明けて，また雪が降りだす。一般市民，とくに東京市民にとっ

て，ただ一つのニュースソースの東京中央放送局（」OAK〉は，この日，朝から放送を行わず，「東

（欝／　澤正・和綴謬作品で読む現代詩史塞ゼ第羅章晒季妻派と戦争下の詩人たち韮欝、欝§。

（i7〉　家永三郎編醸本の歴史17壽謄綴年i月，ほるぷ鐡版〉参照。
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京・大阪の各取引所臨時休業。田本銀行・三井・三菱その縫の各銀行は平常どおり」と間接的に変

事を報道。その弩の夜，7時から8詩にかけて，陸軍省の発表で，反乱軍の指揮をしたのは葺人の

陸軍青年将校（皇道派〉と，事件の一部を報道。2月27翼午前3時3脅分，東京市に戒厳令，2月28

臼，天皇の反乱鎮圧命令が発令。2月29日，午後2時，反乱軍鎮圧。生き残った岡田首相は，事件

の責任をとり総辞職し，広田弘毅内閣が誕生。以後，軍部，天皇制政府の力がますます増大する。

　「現実をして語らせる」手法を重視し，幸予情を抑制したリアリズム詩を主張した局清の「或る朝」

は，彼の代表作であり，透徹した抑制のきいたリアリズムの名詩である。「或る朝」に描かれていた

対象は，自らの生活のみに汲々とするばかりで，戦争へとエスカレートする大事件2・26事件に目

を向けようともしない小市民だった。局清の「初雪」批判は，「棚雲」がリアリズムの詩ではなく，

「先づプロレタリア詩を書かんとする意識に先行されて書いてみる崖作品であることを，「不正確」な

内容を有する詩として，雷石楡の「甥な態度」として指摘したものと解釈できる。しかし，逆に，局

清の概評は，「初雪雌にみられる雷石楡の詩風が，リアリズムよりも，むしろヒューマニズムを軸に

したロマンティシズムの手法による作品であることを浮き彫りにしている，ともいえる。もちろん，

『沙漠の歌選所収の25籍すべての詩がリアリズムではないとは言えないが，詩題の一部にヂ歌」と

あるように，霞石楡の詩は，描くのではなく歌うという，冒マンティシズムの方法が基調となって

いる。霞石楡の詩「初雪」は，局清の「現実をして語らせる」ではなく，自分は金も権力もない一

留学生，異邦人だが，無力だが，せめて「火鉢」で温まってほしいというせつない願いに裏打ちさ

れている。非力だけれども，わずかでも現実を変えようという，心意気や心情を積極的な方向で歌

おうという，詩人の姿勢が窺われる。貧者といっしょに燃えあがるという形象には，雷石楡のロマ

ンティシズムにおける論理の飛躍，論理のダイナミズムがある。「初雪」が置沙漠の歌轟の中で成功

しているか否かは措くとして，この詩集の他の作品にも共通する特徴．つまり，社会的弱者への，現

実への働きかけ，励ましを歌うという特徴を有していることは明白である。この特徴の指摘は，次

節で述べる遠地，新井，後藤ら3人の猛沙漠の歌選「序jの記述や，本稿第6節で紹介する北岡論文

の見解とも一致する。以上を要するに，詩心や詩情や主観を極限にまで抑えて描くリアリズム詩が

よいとする局清からすれば，霞石楡の歌う「初雪」は我慢のならない未熟な詩だったのだ。

五　遠地，新井，後藤（欝欝～7〉ら3人の「序」からみたζ沙漠の歌選評

　当時のプ冒レタリア詩人を「不安」と規定した遠地も新井も，そして「不安3という言葉でなく

「今霞の日本的現實の闘ひのはげしさ」と表現した後藤郁子（「序」35年2月怨鋤も，霞石楡のこ

の詩集の詩作晶を，それぞれ次のように評癒している。「如何にものんびりとした，ユニークな特色

が感じられて，讀みながらにっこりと頬笑まされるものが多い。涯「うれしい詩ではあるが，決して

あまい詩ではない。電着の詩のうれしさは，彼が暗い，陰滲な現實をうたひながらも，鏡くその暗

さや陰惨さと対立して，新しい世界への翹望に，愛欲的に燃え上ってみるところにある。」「雷君の

詩で又すぐれてみるのはその救事性の面白さであらう。彼はβ本の詩人がともすれば迷路にふみこ

む心理的な季予情の小路から自らを防衛する。雄「彼はたゾ客鰹をつかもうとするのだ。それに喰ひ入

り，しかもあせらず，しめつけられず，のんびりと歌ひながら敵を刺しころす抒情詩人だ．重「この
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ユニークな中国の青年詩人」（遠地）／「稚挫な言葉につまづきながらほとばしり流れる詩情の熱さ。

言葉の端々にとらはれぬ汪洋たるリズム。これは到底日本語練習の手段ではない。」「最初，窮屈な

言葉の問でもがいてるた可憐な詩が思ひきり微笑むやうになって來たし，又くすぶってみた感情の

火がぶすぶすと焔をあげるやうになって來た。尤もまだ言葉の殻を充分號ぎすててるるとは云へな

いのであるし，言葉の末に行届く紳纒を求めることは無理であらう。その鷹揚な大陸人濁自とも云

ひたい歌ひぶりの中に鈍角的な，ねばり強い　　それでみて微笑まずには居られない情緒がたゾよ

はされてみる。非常に眞斜な題材を選びながらどこかにゆとりのある思惟感精があって，少しのこ

とにも青筋を立てやすい臼本人にとって羨やましいほどのものがある。どんな苦しい境遇に陥って

みるものでも，此の作者の世界では樂しく鼻歌をうたひながらすすんでみる。然もその目標は常に

前方にある。「沙漠の歌」は實に不安の現代に，みんなを元氣づけ，足並を高ならせてくれる行進曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　うに外ならない。淫（新井）／「田本へ來て，まだ日の淺い雷さんの生活が機織なす詩語は廣東語と資本

語の混海兎であり，そこには，新しい機械の響音や，今ひらいたばかりの花の匂ひに似た藝術的形

象化がなされてるる。拝雷さんの詩は，その椿感の深さが，洗練された感畳に俘って，鏡い電線の

原素となってみるやうにおもはれる。抱擁性あるレアルな表現は，物象のすべてに生命をふきこん
　　よみぷ
で，生誕へらせ，一つの宇宙を象づくる。／今までの我國プロレタリア詩人がまだ充分歌はなかっ

た資本主義機構内の上履社會の生活暴露を試みたり，叉生産場面だけでなく，ブルジ3アジーの腐

敗した溝費場面に犠牲的な勢働をしなければならない女性の機みを生きくと摘出して来てみる．

プロレタリア詩の人聞性は父のやうな嚴格さにのみ奪はれて女性，子供の持つ，もの柔らかさ，軍

純さの親和力がとられてしまってみた。このことは今田の日本的現實の闘ひのはげしさが生んだの

であらうけれど，また一面，家長調度，封建性のカスがひそんでみたのであるまいか。雷さんの詩

は優れた感受性，自由なユーモアによって，一つの風穴をあけてみる。」（後藤）

　以上の3人の疹沙漢の歌聖評をまとめると，①のんびり感ユーモア，微笑みの読後感読む者

を元気づけ，足壷みを高ならせてくれる行進曲。②抱擁性あるレアルな表現，叙事牲のユニークさ，

③題材のユニークさ，つまり資本主義機構内の上屡社会の生活暴露やブルジョアジーの腐敗した消

費場面に犠牲的な労働をしなければならない女性の悩みを採りあげている点，女性．子供のもつも

の柔らかな親和力に着目した点，優れた感受性，④弩本語の稚挫さと，霞本人とは異なる独特のリ

ズム，汪洋たるリズム，詩情の熱さ，情感の深さと洗練された感覚，情緒の4点になろうか。なお，

3人の「序］のうち，詩集に対するだけでない，詩人にまで焦点を当てた次のような後藤の評懸は，

留学生・雷石楡の日常の一齣を活写しており，フェミニストとしての雷石楡像が印象的である。

　「雷さんは留學生らしく頭髪をキチンと分け，暖かさうなオーバーを掛けてみる。それをぬぐと，

今度は袖無のすり切れかけた背廣や，上等でないワイシャツがあらはれる。朝夕のメシは大抵そこ

で濟ますといふゆきつけの，簡易な支那料理店へ，或る一日，われわれ仲間を案内したことがあっ

た。卓へつくとまもなく例の支那式の大きなスープ鉢，羅がまん中へ運ばれる，すると雷さんはそ

れぞれの小難へ手ばやく醤油を注いでゆく，その身まめさは親しみを充分感じさせるものであった。

大陸風になかなかのんびりしてみて，又，こまかく氣がつく心構へについて，これはわたしの女ら

しい感想であるけれど，炊事的なことはすべて女が罵ることになってみる田本の家庭の中の男の習

慣と，考へあはされた。」
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六　置沙漠の歌嚢に関する詑岡分析について

　北岡論文では，収録詩25篇に「歌われている対象は，大略二つ」とする。iつは「虐げられた女，

農民，貧者，もの乞い等，人間としては邊酷邊ぎる生活を邊っている甦會的弱者」で，もうiつは

「躁翻されつつある憩國をもつ詩人自らの生］とする。さらに，前者の詩は，耳非上帝の娘」（作品

名の前の数字は詩集収録顯を示す。以下同じ），2「カフェー」，婆「ギターを鐸く乞食」，6「乞食の

老人」，8「初雪」，9「不自然にあらはれる」，憩「二本の足」，n紅涙」，捻「あげてよ」，捻「締さ

んに」，驚「イトコに」，i8「良民」，欝「三原山繁昌」，鍵「包飯作」．の錘篇をあげ，後者は，3「ア

スの太陽」，7「自ら訴へる」，焉「生きる」，i7「俺は新年がない」，2春「沙漢の歌」，2i「鶯の歌を

蕪く」，22「燃す」，23「春」，25「筆跡」の9篇をあげる。さらに北岡論文は，社会的弱者を歌う前

者の詩簸篇を次のように分析する。前者の詩のうち，「最も多いのが，紡績女工，女給，ダンサー，

包身工等，費笑的な或は費身的な螢働に從事している女蓬である。次には，父親を亡くし十四の時

から小作として働く麹トコ」や，言いがかりをつけられ牢獄にぶち込まれた「良民涯なる小作人

等，苦しい段々を暮らしている故郷の親戚や知人達，或は，飢寒に耐えず三原山に飛び込んだ男や，

人に振り向いてももらえぬ乞食のギター揮き等，正月の新聞記事や街頭で見聞きした日本の貧者蓬

である」として，i「非上帝の娘」，聾「二本の足」，i6「イトコに」の詩句を例に引き，「先ず，詩

人は，彼等の生命を支えるよすがである生活の檬相を凝観し，その鰻光を實態の背後に隠された本

質にまで透徹させる」と指摘する。そして，「主構的な詠嘆にもたれたセンチメンタリズムや，絶叫

型の悲壮感がないことに氣づく。むしろ，観察から生み出された形象には，諧謔の風味すらある」と

いう。また，婆「ギターを弾く乞食」鋤，H「涙」，捻「あげてよ」の詩句をあげ，「これとは対照的

に，その詩の言葉は，打ちひしがれた者に頭を上げよと鼓吹する，詩人の胸いっぱいの情熱に乗せ

て運ばれている」ともいい，「だから，うたわれているのは暗い理責でありながら，讀むものの心に

詩人の鰹濫が傳わって乗るような感じがするのである。詩の基調に在るのは，ないまぜになった理

責牲と浪漫牲の相封ずる要素であると思う。翼象を透観してその本質を確かと認識する眼はリアル

であり，虐げられた者に勇気を鼓吹せんとする情熱は，希望を孕んでいてロマンティックである。こ

の二つの要素の混在は，ζ沙漠の歌盤全篇にわたって指摘出來る，霞石楡の詩の特徴である」という。

この詩集に対する詩の基調を「現實性と浪漫性の相封ずる」2つの要素の混在とする指摘も，また，

この北岡論文における2分類も，『沙漠の歌選を分析する上で妥当なものである。とはいえ，北岡論

文でも「大略二つ」と述べているが，社会的弱者を対象とした前者の舞篇の詩は，さ嚇こ綴かく2

分類できるように思われる。つまり，歌われている対象を，1甥①日本の都市（東京〉や（2）地方

の生活着と，瞬］（3〉故郷中国広東の貧しい親類縁者（農村の農民〉や紛上海の「笹藪作」の紡績

女工とに2分類できる。以下に，この甦篇を2分類してみよう。

1肩日本の人々を対象にした詩。

（i8）窪「ギターを弾く乞食蓬について，運森谷茂詩集「月光の下で講（i露5年3欝，森ハマ発行〉勝叡の森谷茂「露

　　石槍氏について」で，「あのエスペラントの乞食詩人謬大空の如く選というのだった。白雛たすきをかけていた。

　　彼もこの乞食詩人に逢っていて，あの時代の都会の風景が浮かんでくる．盛と述べている。
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①都市（東京〉生活の欝本人を対象にした詩。（〉内は，詩に歌われている対象者。

　　1「非上帝の娘」（紡績女工）／2ゼカフェー」〈女給〉／逢「ギターを揮く乞食」（ギター弾きの

　　乞食）／6「乞食の老人」（乞食，老人）／8「初雪」（貧者〉／9「不自然にあらはれる藩（売笑

　　的な生活をする女／／鎗ゼ二本の足」（カフェーのダンサー〉／難「涙」（女工）／鴛「あげて

　　よ」（あなた，女工～／

②欝本の恐嫉の犠牲者を対象にした詩。

　　玲「三原山繁昌盛（「高貴な人々」（山を観賞〉⇒「貧苦な人間」（出を熟知〉／

［撰中国の人々を対象にした詩．

（3）中国広東の故郷・台出の農村の貧しい親類たちの暮らし：婦，従弟。

　　茎3新婦さんに」（台出，姉，姉の子供〉／露「イトコに」（台山，従弟）／鰺「良民」（台山県

　　城，小作人のスヰオンと妻，子供，お婆さん，官吏，弁護士など官憲）

（の中国上海の紡績女工の被搾取の様子を資本家の豪華な食事と対比し暴露した詩。

　　騒「包飯作盛鋤（上海の「包飯作」の紡績女工）。

　社会的弱者を対象にした前者の詩についての，以上の2分類から見えてくるものは，日本人を対

象にした詩よりも，中国人を対象にした詩のほうが，よリリアリティがあるように思われることで

ある。遠地の「序3の「敲事性の面白さ」という指摘は，中国人を題材にした詩篇の特徴を如実に

示している。中国人を対象にした詩のほうが，より搭写的に，より具象的に描かれているというこ

とは，それだけ雷石楡が，故郷の農民や祖国の女工を熟知していたということである。たとえば，「包

飯作」からは，後藤が指摘した「資本主義機構内の上層社会の生活暴露を試みたり，又生産場面だ

けでなく，ブルジ3アジーの腐敗した消費場面に犠牲的な労働をしなければならない女性の秘みを

生きくと摘出』という特徴が読み取れる。中国人を題材にしたこれらの諸作品には，人々のリア

ルな接写がなされた後で，作品末尾において，詩人は非力な自分を自覚するが，そして力になれな

い慙愧の念があるが，貧に苦しみ，なおかつ役人に搾取され，打ちひしがれて暮らす農民，縁者た

ちよ，それでも頑張って生きていってほしい，いっかは光明がやってくるという希望をもって暮ら

（鋤　この詩の末尾の野離記」には，「上海で今年嚢行された太白新年號に掲載された朝水氏の「包飯作涯を参考して

　　作るものである。この作者はアメサカ某女記者から上海に於ける露象の一つを蓮べて貰ったものであるといふ。

　　新色飯舞雌といふのは，貧乏な家庭から工場へ年少の螢働者を媒介する者が，父母の護憲のもとに契約し，子供

　　　を働かせたら，子僕の給金を毎月八翻宛受け取って，残金を父母へ逡るといひながら，實際には全部の給金を

　　強奪してしまひ，子供の方は飯の縁か何紅も受け得ないことをいふのである、雄とある。小品文半月刊雑誌堅太

　　　麟は，騒年§月2§欝創刊．35年9月5瞬，第2巻第慧懇で終刊。計璽窮を発行。陳望遠主編。上海生活

　　書店発行。編輯委員は，莫寒松．傅東華，鄭振鐸，朱密溝，黎烈文，陳望遠，徐調孚，徐懸康，曹聚仁，葉紹

　　鈎，部達夫。莫蕪，巴金ら§8人の特約執筆者がいた。発行人は徐絵所。緯閥本。3脅年代初，替譲堂主宰の散

　　文を主とした雑誌野論語垂『人聞世運等は，ユーモア，開通，性霊を述べ表す小品文を提唱し，文芸弊の批判を

　　浴びた。謬太白選の麟刊は，五羅散文の革命的伝統を纒承し，不平，講麟．攻撃，破壊を有することヒ首の妬く

　　投げ槍の如く，読者とともに生存の壷驚を押し墨す戦震的小品文を提唱。魯迅や左翼作家や進歩的作家の広範

　　　な支持を得た。社会の種々の矛薦を暴露し，社会蒔弊を指摘・撹利し，「論議諏」の散文とは一線を醸す風貌を

　　見せた。3§年の新年号（i巻8難，蕊年i月発行／には，「速霧」構に朝水「包飯作」が掲載されている。（唐

　　涜，韓之友，封世耀．静歌，孫慶升，顧盈豊編薔中蟹現代文学期刊目録濾編・上選（欝総年§月，天津人民畿版

　　社）参照／。
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していってほしいと願う，そういう切なる思いが表明されている。貧者に寄り添う心優しい詩人の

心情が滲みでた詩である。

七　詩人自らの生をうたう臆「沙漠の歌登について 北岡分析に対する若干の補足

　北岡論文は，雷石楡の詩の特徴を欝現實性と浪漫性涯の相対する要素の混在と指摘した後，「詩人

自らの生をうたった後者の詩では，この二つの要素はどう表出されている葺かとし，7「自ら訴へる」

の詩句を引き，まず「対象の本質を見透すリアルな眼は，詩人自身に向けられる盛といい，「そこで，

内省が生まれ，現實に於ける自己の立脚点が確かめられる」という。次に，i5「生きる」の詩句を

引き，「弱者に勇気を鼓吹した構熱は，自らの心を奮い起こす火種になっている。詩人にとっては，

それが未来を展望し得る燈となっている」という。この北岡分析は，この詩集の「序」を書いた3人

の評者の評価を肯定し敷衍したものと解釈できる。本稿も，遠地ら3人の翫評及び北岡分析の成果

を受け継ぎながら考察を進めていくことにする。ここでは，この詩集の題詩ともなっている鎗「沙

漠の歌」（35年i月露作〉舗について，北岡分析を紹介した上で，若干の補足を試みたい。

　北岡論文は，「「沙漠の歌」は，二つの要素の拮抗の上に結ばれた族人のイメージによって，今あ

る，そして，あるべき，自らの人生を傳えており，詩人の生を対象とした詩を代表するものjと述

べ，「霞石楡自身が伏字を起こしたテキストによって全篇を引網」した後で，「族人のイメージによっ

て窮し出されているのは，自らの置かれている現實を認識し，進むべき方向を見定め，困難な路を

も歩もうと決意する詩人の姿である。また，この，我が心を鼓舞しつつ進む旅人は，人としての矜

持を失わぬ者の姿，虐げられた者達に詩人が熱く求め続けた者の姿でもある。二つの意味が重ねら

れているこの詩は，自らに下した宣言になっている」という。ところで，北岡論文で述べる「詩人

の生を墾象とした詩を代表する」この詩「沙漢の歌」の，「あるべき，自らの人生」や「進むべき方

向を見定め葺た路というのは，おそらくは，「沙漠」を脱出した後の「俺」と「仲間」とが団結，連

帯して「野獣の群」に立ち向かう次のような詩句を指すと思われる。（（〉内は，出版後，雷自身が

伏字を起こした箇所〉。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あかはだ　
まもなく，お》まもなく，／この短い沙漠を邊ぎると／到る塵に力強い／赤裸な無籔の「手」

が／俺の手を握ってくれる。

この伸問と一緒に／生活のトラクターを進ませて／俺の疲れた力を甦らせよう。／野獣の群が

俺らに飛びか》つて来たら／（ハンマーを振りあげて／あいつらをた》きつぶしてやるんだ1

／俺らの勝利のほ》ゑみは／高らかにうたふ凱歌の中に）灘ち溢れてみる、

　上の詩句のうち，「沙漠」，「俺」，「仲間」，「野獣］，「生活のトラクター」，「（ハンマーを振りあげ

て／あいつらをた》きつぶしてやるんだ1）」，「勝利」とは，いったいどのようなものなのか，どう

（2§／　「沙漠の歌珪執筆時難は，作品末尾にゼi§騒畷穫§」と記されているが，詫間論文の指摘のように，「i鮮場で

　　はなく，「欝35」が正しい。
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池澤：浪漫主義詩人・霞石楡の誕生

いうイメージをもっているのかについて検討してみよう。はじめに，「沙漠」について。35年逢月ゼ詩

精辮戦2巻逢号の見返しに，おそらくは新井の「序」から抜粋した瞳沙漢の歌選の広告が掲載された。

その一節に「中國人を以てして中國から田本にまたがる廣漢たる沙漠の現世に敢てうたはないでる

られなかったこの欝本語詩集の切實なる歌を聴けl　jとある。35年5月置詩精神璽2巻5号の92頁

の「出版便り」に「★雷石槍氏の「沙漠の歌」は異常の好評を博してその支那訳も中国から出る筈」

と紹介されたこの詩集の刊行記念会の報告記事が，同じく同号の醗頁に掲載された。榎南謙一執筆

のこの報告記事にも「中国から日本にまたがる荒蓬たる砂漠　　　さうした苦しさの只中にあってな

ほ縁の草つばらへたどり着かうとする逞しいその意慾は同じ沙漠の只中にみる僕らすべてにやはり

緑いろの方向を明確に指示してくれるもの」とある。「沙漢」とは，人の住めぬ不毛の地のことだが，

「中国から日本にまたがる」「廣漢」「荒篭」たるε沙漢」と，ぎ詩精神轟属人はとらえている。人は

住めぬが，「野獣］が潜む「現世」を指す隠喩である。「俺」は，「短い沙漠」を越えて「緑の草つば

ら雌にいる「仲間」と握手したいのだが，いまは「だが果しない沙漠の中を／さまよふ族人」だと

規定する。「俺」にとっては「短い」とも「果しない」とも感じる「沙漠」である。謹詩精神選同人

が「沙漢」を，田本の沙漠だけでなく中国の沙漠ともとらえていたというのは興味深いところであ

る。

　「トラクター」とは，次の①～③のように鱗，プロレタリア詩の中では，ソ連のトラクターを指

す．①新井徹「ソヴェートへ代表をlj（置文学新聞鈴2年驚月聾β号），「曝野の果の雲にまで進

行するトラクターの列／ベッヘルの讃歌に飾られたドニェプロストロイ……」。②小熊秀雄「代表

送甥の詩」αプ冒レタリア文学遜詑年1§月号〉，「俺達はここにいて聞こう／トラクター、ステーシ望

ンの／旗のはばたき／ド二王プロ・ストロイの／八十万馬力の／落下する水の響きを　．」．③

鈴木泰治「鋪装工事から」（ig32年ii月，田本プロレタリア作家局盟出版部刊ζ防衛〔詩・パンフ

レット第二輯〕垂／，「俺達の祖国ソヴェート同盟／ダイナモとトラクターが俺達の生活をうたう国へ

殺到する日のために」。ドイツの共産党員詩人・ベッヒエル作鯵，新島繁訳「世界発見者」（鍵年9

月置詩精興坦巻8号〉にも，「我々はトラクターの行進を聞いた、それは／縦隊をなして重々しく

進んだ。／それらは一つの軍隊のやうに行進して行った。それらは横旗を押し立て》みた。」とソ連

のトラクターが描かれている。

　農民にとっての「万能」や「鍬」が農作業の道具であり傭，また，大工にとっては「玄能」が道

（2i）引驚の①～③は，細水プ質レタリア文学集・3§　プロレタリア詩集躍（i§87年6月，新欝本鐡版社／l以下，

　　ゼプロレタリア詩集2塞と酪称する1所載から抜粋した。

（22〉　「3ハネス・灘一ベルト・ベッヒャー。（i総i～亙縣8）ドイツの詩人。ミュンヒェンの高等地方裁判所長の家紅

　　生まれた。葺綿年，スパルタクス団（ドイツ共産党の前身／lこ加わ稔，その後次第に党員文学者としての欝覚

　　を深めた。」ε28隼のドイツ・プ冒レタリア革命作家潟盟結成蔚後のベッヒャーは，機関譲リンクス・タルヴェ」

　　を斑点として，国内的かつ醒際的に鰻織活動．理論活動を指導する一方，これまでの詩作の総決算ともいうべ

　　き詩集ぎぼくらの時代の人聞轟（2§／やソヴェトの社会主義建設をたたえる叙事詩蓼偉大な計離（3i〉を発表し

　　た。33年亡命，35年以後はソヴェト紅あって「蟹際文学ドイツ飯達の責任編集をはじめ，飽の亡命者とともに

　　各種の反ナチス櫨国解放の文化運動を続けた。亡命中の主要な作品には詩集ζ幸福を求めるひとと七つの重荷暑

　　（38〉，小議謬わかれ曇（婆i）がある。」（欝66隼5月ζ新潮燈界文学小辞典磨（高原宏平）〉

（23）佐藤さち子「譲をうないつつ」（蓼プ霞レタ夢ア文学童§32年唾罵作品増刊号〉「振拳返りもせず黙々と万能を振
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具であるように鹸，「ハンマー」とは，当時のプロレタリア詩人たちによれば，労働者の労働の，あ

るいはプロレタリア階級の労働の道具であり，労働者たちの労働意欲の象徴でもあり幟，さらに，ハ

ンマーは，「彼はツァールの暗いロシアを語った」「ツァールの黒鷲が引き裂かれ／モスコーの空高

　　ハンマハく鎌と槌の赤旗が醗つたその日のことを」と，棋村浩「闘島パルチザンの歌甚こ描かれるように，餐

シア革命後の「自由の国譲シア」の赤旗に描かれた図像でもあった雌。

　雷石槍を指す「俺」という一人称は，3「アスの太陽」では「私達が，5「小藝術家4では「わた

しま（後半では「私］）が，i3「姉さんに」，25「筆跡」では「私」が，絡「イトコに」ではヂ私重（後

半は「俺」で，末尾では「私j／，7絡ら訴へる」，8「初雪葺，蔦「生きる」，算「俺は新年がない」，

鰺「良民聾，2i　r鶯の歌を蕪く」，23「春葺は「俺」が，22「燃す」では「わが心当と繕いられる。こ

れら一人称「私」「わたし」「俺」の表記上の差異は，むろん，5「小藝術家」の「わたし］と「私」

のように，おそらくは，あまり意昧のない使い分け，否，校正の見落としではないかと推灘される

ものもあるが，それぞれにその時々の心持ちや詩情に合わせて使屠されている。詩の趣きからみて，

「私感や「わたし」の詩よりは，「俺」の詩のほうが，新井徹のいう「戦闘的意欲をうたふ雄詩に属

しているように思われる。内省する「私」，戦う「俺』という傾向はみてとれよう．「沙漠の歌達の

「俺ら」とは，「俺3と「仲間］たちのことである。つまり「伸闘とは階級意識に目覚めたプロレ

タリアートを指すと思われる。「俺」は雷石楡，つまり中国人留学生，知識階級である。「仲闘は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あか　だか
「沙漠を邊ぎると」「到る庭に」いて，「力強い赤裸な無籔の「手打を有しており，その「手」で「俺

の手を握ってくれる」という「仲間」である。

　「野獣」とは「俺ら」つまり「俺」と「仲間」の敵である。「嵐が荒れ狂ふ」清況の中で「貪慾な」

「食慾」をもつ野生の獣であり，「牙を磨き爪を研ぐ音」をたてて，俺を，襲撃しようとしている存

在のことである。もう少し具象化すれば，中国を侵略している日本帝国の軍隊や欝本の天皇制政府

や，資本家や，中国本国における，満州国を容認する蒋介石の中華民国政府までイメージすること

もできるだろう。i2「あげてよ」にも「野獣運が搭かれている。この詩では，「たゾ暗黒によろばふ

あなた」よ，下を向いているあなたの顔をあげてほしい，「卑怯者はたやすく喰はれる」から，「卑

怯者」にはならずに，しっかり顔をあげて，「兇暴な野獣」を恐れず，立ち向かっていってほしいと

　　るおっ母涯や，中野鈴子「鍬」（蓼ナップ脚談年§月号／「わたしの振りあげる鍬1舞．木村好子「兄ちゃん涯（ζプ

　　ヨレタサア詩垂欝3i年鎗欝号／「老いさらぼけたそのやせ騰に／ふり上げる一鍬一鍬雛。

（2蓬）①宮本武吉「若き大工雄（楠海黒色詩集垂）r俺は玄能をしっかと握って立ち上った」。

（25／　蓼プ灘レタサア詩集2鍍詩精講遺所載の詩から，ハンマーの驚倒を以下に示す。①今村恒夫ギ歩購戦」（蓼文芸

　　戦線曇2§年6月号汀打ち下すハンマーの尖端」。②米譲駿終あ，押し出だせ一」（ぎ文芸戦線畢g謁年8

　　月号）「ハンマーを握蓼たがっているま。③久勤「醗えろ3（蓼ナップ選鍛年登用号耳ハンマーの響きとお④

　　城三樹潮を衝いて逢（ζプ讐レタリア文学齢2年欝月号／「（勢いをこめてハンマーを打ち振るお⑤島欝宗

　　治「邊休み」（欝鍵年7月作，鍵年参月藍詩精神郵巻8号〉ゼ手近のハンマーを握るとぬツく陰と立ち上甑」。

　　⑥佐々木イオ夢「思慕遷麟年2月猫精神取巻i号／「ハンマアで鍛えたあんたの魏あ⑦攣藤末治「石工

　　夫蓬（誕年8月蓼詩精神即巻7号〉「ハンマーを振拳上げる石工夫＿」。⑧松永浩介「船底修理」（35隼3

　　薄ぎ詩精神垂2巻3号〉「ハンマーが交互碁こ打ちおろされる。嵯

（2の　極村浩「間島パルチザンの歌聾ま，32年3月13欝作匿プ欝レタリア文学選32年作晶増刊号に発表。引灘は『プ

　　冒レタリア詩集雌による。
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池澤：浪漫主義詩人・霞石楡の誕生

うたう。当時の詩友・森谷茂は，エッセイ「霞石楡氏について涯纐で，この詩「あげてよ」を，「あ

われな身分の低い女性に対する目」で歌われた詩と述べてお馨，この詩での「野獣」は，「あなた」

（女性）を搾取する者，つまり，プ冒レタリアートの敵を指す。たとえば，プロレタリア詩人・村蟹

哲が，「われわれは知っている／傷ついた肉体を鞭うち／肉に餓えた野獣のような敵の眼を潜り／機

関紙「（赤旗〉」発行のため／三・一五に切り崩された党再建のため／君がどんなに活躍したかを」と

うたつた詩「弔辞」覇に撞かれた「野獣雄の罵法と同類である。村田のこの詩の「野獣」は日本の官

憲を指す。しかし，「野獣」は，プロレタリアートを搾取したり支配したりするブルジ葺アジーや天

皇制政府，官憲を指すだけではなく，極村浩「聞島パルチザンの歌膿のように，ゼ悪魔のように炬火

を投げ，村々を焔の（波）に浸しながら，喚／声をあげて突貫する冒本騎馬隊を1」「よし，銃剣を

構えた騎馬隊が野獣のようにおれたちに襲い／掛かろうと」と，「悪魔」という言葉とともに，朝鮮

を侵略する藏本軍「霞本騎馬隊」を指す直喩としても用いられる。北岡論文は，雷石楡「筆跡］に

ついて，「これまで，多くの詩人達が世に先んじて抱いてきた苦橿が，雷石楡の詩魂にも宿っている

ことを知らされる詩である。詩人の胸を塞いでいるのは，「内外の野獣」に恣に踏み荒されている組

國の姿，抵抗のすべなくそこに生をつなぐ者の姿である。」と述べる。汗内外の野獣曇こ恣に踏み荒

されている羅國の姿」とは，ゼ崩されつ刈ある「禮國の塊」を指す。「内外の野獣涯とは，おそら

くは，「内4（労働者，農民を苦しめる者ども）と「外雄（侵略者／の双方のゼ野獣豊を指す。「沙漠

の歌達の「野獣」は「伸闘（労働者〉と「俺婆の敵だが，「筆跡盛のように，侵略者をも指すなら，

その対抗手段としては，ハンマーでは敵わないし，銃や大砲や兵隊でなくてはなるまい。だが，銃

や大砲や兵隊で対抗しようという表現がないからといって，ゼ沙漠の歌」の「野獣」が侵略者を指し

ていないとは言い切れない。霞石楡自身が検閲を意識して，「皇軍達（鋤や侵略者という直接的な言葉

ではなく「野獣盛という比喩を使弔しているからである。霞本の中国侵略に対する批判を直截に表

現できない苦しい胸のうちを，数年後の霞石楡は，次のように薩際縦隊遍（37年n月，広州・詩

歌出版社／の「巻末語」に吐露している。ゼ数年前を思い出せば，中国はまさに苦痛を忍んで目窪の

屠殺刀を受けていた。幸いにその屠殺刀は「満洲国」の血が塗られ，「親善涯ヂ提携」の光輪をきら

めかせながら麺飛するよりも称揚することを重視して，脅しと自供の飛罰を行なっていた。自供も

抵抗もむずかしいこのような圧迫の下では，万一にも「不敬」の証擁とみなされるような気醍をも

「隠忍」したり抑制するよりはかなかった。そこで文化の撫脈も，このような沈鬱な状態の中に硬直

させるはかなかった。／かつて，流浪者のようにして島国瞬本］にいた私は，かの国の真理の文

化闘士および祖国の文学青年とつねに往来していたが，頭をあげて西の方を望みみて，揺れ動く故

郷，沈淪せる国土に遥かに思いを寄せるごとに，異様な寂しさ，悲しさを感じた。とはいえ，いた

るところに悪魔が潜んでいる陣地の中では，腕を振りあげて大声で瞬ぶわけにもいかなかった。／

（中略〉彼ら1バイ冒ン，ハイネ，ホイットマン及び，ソ連の革命詩人1の影響や，情感の極度な衝

（27〉　ζ森谷茂詩集「月光の下で麺（欝編年3月，森ハマ発行／所毅。

（2齢　ゼプ雛レタサア詩集雰麹．珪35～淫3§．該詩「弔辞」は．難題卜九三二年十一月三籍（警察署／にて虐殺された

　　瞬志（岩石義遵〉に捧ぐ涯が付され，ζ文学新聞董33年i月i蕪号に発表。

（2§〉雷石楡「被強姦的土慰（総年6月『夜鷲鼻巻崖購の詩句に「皇軍重がある。『もう一覆審に生活できるこ

　　とを薩に邦訳ヂ強姦された土地で」が毅録されている．
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動の下に，私はかの国の文字で苦しい心の声を表現した。しかしその心の声は，かなり屈折させた

思惟の濾過池を通して選りでたもので，詩集ζ沙漠の歌里からその後東京のさまざまな雑誌に発表

した作品にいたるまで，ほとんどみな一貫した格調である。」

　以上，2§「沙漠の歌」のテーマは，田中益三氏が述べるように「ヂ沙漢」にいる「俺唾を主体とし，

「沙漠」の外にいる「仲間」とのプロレタリアート的連帯を歌ったもの」繍ではあるが，しかし，そ

れだけではなく，「野獣猛という語から考察してみると，平和を願う民族的連帯をも視野に入れた詩

でもあると敷衍することができる。つまり，この詩は，階級的及び民族的勝利を宣言する詩とみな

されるのである。

八　北岡論文で未書及の誉「小藝術家」と14「ある詩人たちに」について

　窪沙漠の歌遜所収の25篇の詩作晶のうち，5「小藝術家」と懲「ある詩人たちに葺の2篇の詩は，

北岡論文で言及されていない。言及がないのは，この2篇が，翻沙漠の歌里の主要な特徴をなす社会

的弱者や自らの生を歌う詩でなく，雷石楡の別の麟面を示す作品であり，分析対象からはずしても

問題なしと判断されてのことと思われる．しかし，雷石楡の詩作の変遷をたどるためには，やはり

分析の対象としなくてはならないように思う。この2篇を無視し得ぬのは，その後も詩作される閑

適と誠刺をテーマとするものだからである。閑適詩は雷石楡の晩年，文革以後に作られることにな

るが，諷刺詩のほうは，留日を終え帰国した霞石楡の詩作のテーマのiつになっていく。そして，も

うiつ重要なのは，この2篇の詩にも，遠地や新井の「序」で指摘しているように，置沙漢の歌選全

篇の特徴ともいえる，「不安」を感じさせずに，皆を元気づける点である。

　まず初めに，閑適詩の5「小藝術家」についてと渉あげる。この作品は，濤本人の幼い女の子の広

場での写生に雷石槍が興味をもち，面罵紙に加筆してしまうが，その加筆がよくなかったかもしれ

ないと不安になったり，再会したいと思ったりするという内容の散文詩である。この女の子たちと

友達になりたいとも述べる。彼女たちを社会的弱者とするには語弊があるかもしれない。まだ社会

の荒波を知らない純粋無垢な女の子なのであるから。雷石楡は自らを，冒本人に虐げられる主人公

（留学生）ではなく，麗う詩人の姿でもなく，繊纒で子供好きでナイーブな，絵心のある心優しい青

年の自画像として構いている。閑適とは，心静かに楽しむ，気分が安らかの意である。高木正一氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きヂんすん
は，中唐の詩人・白居易の彰閑適詩」について，「詩人が親友の元種に与えた書簡（文集巻二十八〉
　　　　　あおサけ　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　やあ　　　ことよ　　　しず

に，「或いは公より退きて独り甦り，或いは病いに移せて閑かに居る時，足るを知り和を保ち，情性
　ぎんめ　ん

を吟翫するもの一百首，これを閑適詩という」と述べるごとく，閑適詩とは，詩人が公務から退い

た閑かな私生活の中に見つけた喜びのかずかずを主題として詠じた詩のこと」と定義している鱗。

雷石楡の5「小藝術家」は，この定義の「公務から退いた」という表現を除外したものとほぽ同じ詩

情を表出した閑適詩といえる。

　ところで，魯迅にも閑適詩と見なしうる作晶がある。ig32年憩月逡作の旧体詩「自嘲」である。

（3麟　霞中益三瞬中砂漢下の二人の詩人一小熊秀雄と雷石楡謹（欝欝年8月謬野草璽磁号／。

（3葺　高木正一注野中國詩人選集欝　白居易　下露（欝58年7月，岩波書店／野解説お
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魯迅の「自嘲」詩を考察することが，雷石楡の5ゼ小藝術家」分析にヒントになると思われる。魯迅

の繕体詩に「横眉冷封千夫指　俯首甘爲儒子牛」という2句（頚聯〉で有名な律詩「自嘱」がある

のは，毛沢東「文芸講話」の末尾で紹介されて以降，とくによく知られるようになった。魯迅によ

れば，この詩「自嘲は打油詩（諧謔詩〉であるという。この詩の頚聯について，入谷糠介氏は運魯

迅全集9　集外集・集外集拾遺璽（学習研究社，欝85年6月）の「訳者解説遥で，「毛沢東によると，

「千夫」は敵であって，第五旬は決して敵に屈賑しない決意を示し，「孺子］はプロレタリア階級と

人民大衆であって，共産党員，革命家，革命的文学者は魯迅に学んで，プ冒レタリア階級と人民大

衆とに奉仕し，死してのちやむべきであるとするiと紹介している。以下に，入谷氏による「自嘲」

詩の講読と邦訳を引署する。

運交華蓋欲何求

未敢翻身已磁頭

破帽遮顔遍闇市

漏船載酒浸中流

横眉冷封千夫指

縮首甘爲嬬子牛

蝶進小穫成一統

管他冬夏輿春秋

運　華蓋に交わるも　簿をか求めんと欲するや
　　　　　　　　　　　すで　　こうべ　　う
未だ敢て身を翻さざるに已に頭を磁つ
　　かんぎせ　　　　　 どうし

破耀顔を遮りて　関市を過ぎり

漏船　酒を載せて　中流に浸ぶ

眉を横たえて冷ややかに対す　千夫の指
　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　し

首を俯して甘んじて為る　孺子の牛
　　　のオ　　ユ

小楼に躾進りて　一統を成し
かかずら

管他わんや　冬夏と春秋と

　　　私の運勢は「華蓋聾こ当たっているのだが，それをどうしょうもない。まだ体をかわして，災

　　難をよけないでいるうちに，もう頭をぶちあててしまった。／今の私は，ぼろの嬢子で顔を隠

　　して，雑踏する市場を通りすぎようとしているような，また，穴のあいた船に酒を積みこんで，

　　鱗のど真ん中に浮かべているような，そういう不安な状態にある。／それでも私嫉たとえ千

　　人の男から指さされようとも，眉をあげて，冷然と向かいあうのだが，若様のために嫉頭を

　　垂れて甘んじて牛になってやるつもりである。／それだけの気持はありながら，実際は小さい

　　アパートに隠れこんで，お山の大将を決めこみ，春夏秋冬が経遇するのに任せている。

　入谷氏の「訳者解説」は，この打油詩の尾聯（第7，8句〉について，「周振甫揮魯迅詩歌注垂は，

一九三二年一月の，「上海事変」のときに，国民政府が日本軍を恐れて洛陽に遷都し，十二月によう

やく南京に帰ったことを講刺するとしているが，多くの注釈者は，アパートを城塞として，魯迅が

不屈の戦いをしょうという決意をあらわすという。しかし，アパートにひっそくして，なすすべも

ないと自分の現状をあざけったものと見るべき盛と主張する。ところで，竹内実・萩野脩二著欄

適のうた　中華愛誦詩選曇（中央公論社，亙鱒§年緯月／は，この詩「自嘲達を収録し，その解説の

末尾で，「政治的講刺がこの詩にあることはたしかであるが，とはいえ，アパートの部屋で，子ども

と遊ぶことをうたっているのも事実である、閑適が，閑適に終ることの不可能になった時代の詩で

あるといえよう。」と結ぶ。尾聯が閑適説か講刺説かは諸説あるが，少なくとも泊嘲の閑適は，

第6句の表現に示されていることは自明である。なお，竹内・荻野が，鐙年代以降の中国現代文学

において，閑適の完結性が許されぬことを指摘している点は興昧深い。

　雷石槍の5「小藝術家」は，閑適の詩である。異国でのほっとするティータイムにも似た，たわい

もない詩であり，異国の青年と幼い少女たちとの交流の一齣を綴った詩である。この詩に描かれた
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スケッチをする女の子たちは，社会的弱者という文脈で登場しているのではない。この詩に描かれ

た私は，自らのあるべき生を詠んだものでもない，肩の力を抜いている。政治的でもなく，沙漠の

中のオアシスのような詩である。この詩以外の郵沙漠の歌至24篇の詩は，このような閑適の詩では

ない。なお，5「小藝術家」の閑適詩は，当時，亀井勝一郎が次のように主張した「私詩」と見なす

ことはできまい。轟井のリアリズム論である「詩と詩的情操の悲劇」（鍍年3月野詩精神郵巻2号）

において，プ灘・リアリズムの精神の基調は，「現實に饗する輩なる観照の態度ではなく能動的××

の意志であること」が「大切な点」である，「何故なら私は能動的主艦の苛酷な吟昧をもつて，リア

リズム精神第一の要求と考ふる建と述べ，「小説に「私小説蓬といふ言葉があるやうに，詩にも「私

誨淫がある」と指摘。亀井は，この「私詩」を，「無拘束に外部の世界を歌ひ，そこにいつはれる作

晶をつみかさねた詩人の反省は，必ずひとたびはこの「私詩」に彼をひき戻すおのれの生活の圏内

で，その線にぴったりと沿ひつ》，おのれの情熱をもやしはじめる。この情熱の内容は，これのみ

がおのれの最后のものと思ふ時の，あのせっぱつまった情熱である。それは狭いがつよい。いな，そ

のつよさのために，よむもの》胸に，詩人のもてる生活よりもはるかにひろい生活的背景を浮ばせ

る涯詩と定義する。亀井はゼ私詩」の典型的な詩として，中野重治の「今夜おれはお前の寝息を聞

いてやる」を挙げる。上に見てきたとおり，雷石楡の5ゼ小藝術家まには，亀井の述べる「せっぱつ

まった情熱」がない。肩の力を抜いた息抜きの詩であり，閑適の自画像が描かれているのである。

　次に講鵜詩の握「ある詩人たちに」について。この詩には，「（故国の感想の一Mという副題がつ

いている。故国中国で逮捕され入獄し，その後鐵獄した詩人たちの「轄向」を諷刺，批判した内容

の詩である。この誠刺詩は，その後，雷石楡が上海時期で蒋介石の中華民国政府の政策を諷刺した

詩と同工異曲の作風である。詩題にも記された「ある詩人たち涯が，国民党政府に逮捕，投獄され，

その後「韓向」したため出獄できた元左翼詩人たちを指すであろうと思われるが，しかし，その詩

人たちが具体的に誰を指すかはわからない。とはいえ，そういう詩人たちがいることを教えたのは，

霞石楡と同年齢で，雷石楡帰国後も長く親交を結ぶことになる蒲風（igU．9～工鱗2．8〉であるとわか

る。35年！月ゼ詩精神蚕2巻i号に，雷石楡の紹介文「中国詩壇の近状」（筆名．ライセキ楡／が掲

載されており，この短文の冒頭に，にの文を書く前に僕の知らないところのいくらかは，最近來朝

した蒲風君に3聞いたと記されているからである。蒲風は留学のため経年「冬講鋤，おそらく誕年

慧月末から鴛月の聞に，田本に来たと推量される。i轟ある詩人たちに4の執筆時期は，作品末尾

に記載された19鍵年鎗月！8籔であろう。とすると，この詩「ある詩人たちに」で諷刺されること

になる詩人の情報も，来罎したばかりの蒲風によって齎されたのではないかと推量される。以下に，

蒲風について簡単に記しておこう。蒲風は，32年春に任鉤の紹介により中国左翼作家連盟に参加し，

32年下半年に左連創作委員会に加わり，詑年9月，楊騒，穆木天，任鈎らとともに，左連の外郭団

体である中国詩歌会を発起し，現実主義詩歌の創作と大衆化運動に積極的に身を投じた。34年婆月，

上海国際編訳館から第i詩集『茫茫夜選を出版。留羅後，35年i月，千葉県の郭沫若を訪問。雷石

楡等主編の謬詩歌恥こ詩作晶を発表。35年琵月，霞石楡が国外追放される際に，横浜埠頭で雷石楡

（32／　銚辛編著野左聯詞典雲（欝鱗年鴛月，光瞬馨報出版社〉，紳国文学家辞典違現代第2分羅（謄82年3月，霧鱗

　　人民鐵版社／，陸・孫・庸主編韓国理代文学大辞典遺参照。
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を見送った仲間のi人でもある。謁年鷺月，すでに福建学院醗属中学の教員だった蒲風の紹介で，

霞石楡も同校の教員に赴任する。38年，中国共産党入党。囎年8月，従軍の疲れで病死。なお，霞

石楡のこの「近状」の内容を簡単に紹介しておこう。「近状員こは，中国の詩壇の現状が3派に分類

されて，コンパクトに紹介されている。3派とは新詩歌沢，現代派，新月派のこと。つま犠詩誌嶽

詩歌垂を機関誌とする新詩歌沢とは，左翼詩人のプロ詩派のことで，蒲風を含む中国詩歌会のメン

バーを指す。機関誌窪現代垂の現代派とは，李金髪，戴望鎌，施蟄存ら汀封建彊屍的復活」「悲愁

傷者」といはれるあんまり退窟な頽嬢的象徴派」。詩誌置新月遜を擁する新月派とは，誕年に飛行機

事故で死亡した徐志摩や33年捻月違目朝に揚子江へ投身自殺した朱瀬らを中心とした，27年から

舞った唯美主義の一派のこと。この短文「近状」には，残念なが転「韓向通した「ある詩人たち」

に関する記述はない。

　この詩の最初の2連を、次に記してみよう。なお、第2連の「聖経」という語は、キリスト教の

謬聖書垂の中国語訳である。

暗黒な牢獄はお前蓬の眼を灰色で塗りつめたか～／重苦しい槻鎮はお前蓬の手足を軟かく無力

にさせたか7／しかし、今こそお前達は牢獄から串されたといふ、／自由にさせた、自由にさ

せた、そして自由にゼ轄向進をしたといはれてみる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つぐ鐵ほどの理責の前に髭づけよ／これから、お前達の霞は噤んでるか～／叉歌へるか、何を歌へ

　　　　　　　　　　　　　　　　おやさまな
るか？／聖経の新講の文句を歌へば幸福が来て契れるだらう1

　雷石楡は，この詩を作った翌年，つまり35年登月に饗本政府に逮捕され，国外追放に遭った。ま

た，その後，ig49年6月i霞夕刻の台湾で，蒋介石の国民党に逮捕，投獄され，やがてその3ヵ月

後の9月8日早朝，台湾から広州へ追放されるという憂き目に遭った。2度目の台湾では妻子との非

情な別離を余儀なくされている。しかし，雷石楡は，蕊年の日本追放時も，鈴年の台湾追放時も，

2度とも「轄向達しなかった。さらに，その後の文革時期の弾圧にも屈しなかった。雷石楡は，気骨

のある詩人であり，彼にこのような詩を作る資格があることは，歴史的に証明されてもいるといえ

よう。

九　結びにかえて

　以上，局清の「初雪」批判は，「現実をして語らせる」リアリズム詩からする批判であ瓶その批

判は，逆に「初雪3が讃マンティシズムの詩であることを浮き彫嚇こしている。また，北岡論文で

検討外とされた「小藝術家涯と「ある詩人たちに」の2篇もゼ沙漠の歌選全詩の「不安」を払拭し

ている特徴をもつが，題材からみて社会的弱者や自らの生を歌う詩ではなく，閑適と講刺をテ～マ

にしており，その後の霞石楡の詩作晶をたどる上で，無視し得ぬことを指摘した翻。とはいえ，閑

（33／　疑本追放直後の上海鋳期に雷石楡の諷刺詩捻篇がある（前掲注（3〉の機論（緋参照〉。
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適詩の指摘が果たして妥当か否かは，今後，検討を要すべき課題である。なお，本稿では考察の対

象外としたが，謹沙漠の歌露の冒本語表現の特徴を指摘すれば，欝本人の詩人なら詩的効果をねらう

場合を除いては使弔しないと思われる，純粋な話し言葉の使罵「あなたの足はどうしてこんなにあ

れてんの？」（葺非上帝の娘盛／，口語詩における不自然な文語の挿入ゼ寒い空氣が鏡く冷い匁もて」

G「アスの太陽］〉，中国人が誤りやすい助詞の不必要な付加や省略「火をさがしてみるの音／火はこ

っちあるよ涯（8「初雪涯）などを挙げることができる。

　最後に，揮沙漠の歌選をめぐる霞石楡と2人の日本人女性のエピソードを紹介して本稿を閉じよう

と思う。i人羅の女性は，霞石楡ファンの美代である。総年i月膣i灘文藝盤巻2号に，雷石楡の

散文「和一個異国婦人的封話及其勉」が掲載されている麟。執筆は35年5月2i臼で，同年8月2§

露に加筆。雷石楡は執筆・加筆時には藏本にいたが，雑誌掲載時には日本を追放され上海にいた。中

国語で書かれたこの散文には，霞石楡が友人の家を訪問し，そこで楚君や地の中国人や日本人の婦

人と彫沙漠の歌里の詩作晶について語る場面が記されている。この散文の内容を要約すれば，次の

ようになる。美代という名のその婦人は，看護婦をしており，「非上帝の娘」「イトコに」「姉さんに」

ゼ良民」を読んだという。話の成り行きから，雷石楡は謬沙漠の歌選をi羅，美代にプレゼントする

はめになり，一旦，自分の住まいに戻った。しばらくして，美代が霞石楡宅を訪ねてきたので，約

束の詩集をプレゼントした。美代に手渡した時に，サインがほしいというので，赤いインクでサイ

ンをしてしまった。いっしょにいた彼女の兄から，日本人は一般に，絶交を意味するから赤いイン

クでサインはしない，と言われ，気になった霞石楡は，遠地輝武から，昔の武士は赤い墨で遺書を

書いた，赤いインクで書かれた手紙を受け取るのは嬉しくないと説明された。それで初めて，かつ

て吉野信夫や江鑓漢に赤いインクで返信を書いたことがあり，吉野や江口から久しく手紙類を寄越

さない理由がわかった。その時，雷石楡はある件で新島繁氏を訪問しなくてはならなかったが，面

識のない相手でもあり，面倒になり取りやめてしまった，という。この散文「和一個異国婦人的封

話及其飽」には美代が，プ讐レタリアなどに無頼着で「理解する能力はない」という女性だと述べ

られている。ゼ沙漠の敷盤を読むのは，単なる霞石楡を好むみいはあ的な趣味のように搭かれている。

後藤郁子の「序」のフェミニスト霞石楡を彷彿とするエピソードといえようか。作品の描き方から

みて，雷石楡は美代の好意に嬉しくもありながら，持て余していたのではないかと思われる。赤い

インクは偶然だろうか，と疑問が残る。2人目は妙子で，やはり雷石楡ファンである。妙子はたぶん

謹沙漠の歌轟の愛読者である。上海の新開産立報垂認刊農林藩（謁年7月6臼掲載）に投稿した詩

「給妙子小媛」繍は，「わたしはあなたの最も忠実な読者で］ザいつまでもあなたを失いたくない」「僕

に逢いに上海に来たい」という妙子から送られてきたラブレターに対する，彼女の要求には応じら

れないとする雷石楡の詫び状の詩である。この詩は，おそらくは妙子本人には届かなかったのでは

ないかと思われる。

（3毒　順う一度春に生活できることを遜蹄．亙鍵～i蝿参照。

（35〉　前掲注（3〉の難論（む〉に邦訳力業ある。
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