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島崎藤村における子供のモチーフ
―― 津田左右吉の松尾芭蕉 ․ 小林一茶評価との比較を視座として
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The purpose of this paper is to exmine the frequent use of 

children in works by Tōson Shimazaki(1872-1943) from the 1920s. 

The motif of children is apparent in texts such as Arashi (1926), 

Nobijitaku (1925), Bunpai (1927), all of which describe the 

relationship between a father and his children. The source of this 

child motif in Tōson’s work has traditionally been linked to the 

life he shared with his four children. However, it is significant 

that in essays from the same period he discusses Edo haiku poets 

Bashō Matsuo and Issa Kobayashi emphasizing their affinity with 

children. Additionally, after returning from France, Tōson 

attempted to identify a traditional spirit within classical Japanese 

literature. If it was his goal to unify the homeland(kokoku) and 

subject(shutai), then this motif of children, i.e., the intersection 

between the family and nation-state, should not be ignored. 

To consider this question of the family and nation-state, I will 

first examine what kind ofthe logic Tōson’s essays were based 

upon. Sōkichi Tsuda’s(1873-1961) contemporary “Bungaku ni 

araharetatu waga kokuminshisō no kenkyu” (1916-21) sheds 

some light on this topic. In his view of literary history, Tsuda 

argued for an emerging relationship between a citizen(kokumin) 

and publicness(kōkyōsei). In his evaluation, almost all writers in 

the past period, save for Bashō and Issa lacked this sensitivity. 

The key to his critique was their attitude towards children. Tsuda 

believed that learning from children― the Other in closest 

proximity to ourselves―was a means to arriving at publicness. 

After demonstrating how Tsuda’s work influenced Tōson, I 

conclude that the child motif was a necessary tool for overcoming 

the creative challenges he was facing at the time. 

Keywords Tōson Shimazaki(島崎藤村), Sōkichi Tsuda(津田左右吉), Bashō 

Matsuo(松尾芭蕉), Issa Kobayashi(小林一茶), Nationalism(ナ

ショナリズム)
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1 はじめに

｢嵐｣(�改造�1926.9)や｢伸び支度｣(�新潮�1925.1)、｢分配｣(�中央公論�1927.7)などの

小説に顕著なように、1920年代の島崎藤村の創作における主要なモチーフは父親と子供

との関係にあった。同時期の�藤村読本�はまずもって｢四人の兄妹の児に贈りたいと思

ふ父のものがたり｣(｢第一巻の後に｣�藤村読本 �第一巻, 研究社, 1925)であったが、｢嵐｣

などの小説はしばしばここに述べられているような四人の子供たちの父親であるとい

う実生活上の問題意識によって書かれたものと捉えられ、それらのほとんどが藤村には

珍しい｢私｣という一人称を採用していることも手伝ってか私小説として理解されること

も多かった。現実に藤村が四人の子供たち全員と同居していたのは1920年代前半のごく

短い期間にほとんど限られており、その経験の固有性から父親と子供というモチーフが

前景化していったという物語は受け入れやすかっただろう。また、前出の�藤村読本�や

�をさなものがたり�(研究社、1924)、�幸福�(弘文館、1924)などこの時期に子供を読者

とする著作を積極的に公刊していることもそうした論理に寄与したと考えられる。

一方で、同時期に藤村が書いていた感想文に目を向けてみると、そこではしばしば

松尾芭蕉や小林一茶における子供との親和性が強調されていた。言うまでもなく、芭蕉

は藤村が若い頃から私淑した俳人である。しかし、そもそも実子がいなかったとされ

る芭蕉と子供との関係にこれ以前から注目していた様子は窺えず、その論理はやや唐突

な印象を与える。他方、一茶については、その句中に子供が多く詠まれていることはよ

く知られているものの、藤村の言及がとみに増えるのは1920年代になってからであっ

た。今までほとんど言及されてこなかった芭蕉 ․ 一茶と子供の関係への注目と創作モ

チーフの共時性だが、村田裕和が指摘するように、フランスから帰国後の藤村が｢古典｣

をよすがとして｢伝統主義的精神｣を自覚し、｢故国｣と｢主体｣の同一化を創作上の課題と

していったとするならば1、この問題は藤村における｢日本｣への視点を考えるうえでも

軽視できない。

従って、本稿はまず上述の共時的言説の関係を明らかにすることを目的とするが、

その際に議論の補助線としたいのが津田左右吉の存在である。藤村の手元にあったこと

が確認できる津田の著書は�古事記及日本書紀の研究�(岩波書店、1924)と�神代史の研究

�(岩波書店、1924. 10 ※第3刷 1924.10)の二冊に過ぎない
2
。しかし、後述するよう

に、津田の文学史観における芭蕉 ․ 一茶の評価は藤村のそれを先取る論点を多く含んで

おり、両者の関係は検証に値する。そこで、まずは滞仏時と帰国後に書かれた日本の｢

文学｣と｢国民性｣についての二つの文章に注目してみたい。

1 村田裕和 ｢告白と故国の言説空間――島崎藤村における｢伝統主義的精神｣――｣(�近代思想社と大正期ナ

ショナリズムの時代� 双文社出版, 2011), p.201.

2 藤村記念郷編 �藤村記念館文庫目録�(藤村記念郷, 1982), pp.22-23.
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2 ｢文学にあらはれたる国民性の一面｣における元禄認識の転回

1915年、フランスのパリにあった島崎藤村は遠く日本の東京朝日新聞社に宛てて｢仏

蘭西だより｣と題した連載を書き送っていた。のちに�戦争の巴里�(新潮社、1915)にま

とめられる5月5日掲載分の記事(｢春を待ちつゝ(四)｣
3
)では当地の近況報告という本来の

目的を一旦離れ、前世紀の日本を回顧して次のような所感を述べている。

もし吾国に於ける十九世紀研究と言ふべきものを書いて呉れる人があつたら、奈

何に自分はそれを読むのを楽むだらう。明治年代とか、徳川時代とかの区画はよく

されるが、過去つた一世紀を纏めて考へて見ると、そこにまた別様の趣が生じて来

る。先づ本居宣長の死あたりから其時代の研究を読みたい。萬葉の研究、古代詩歌

の精神の復活、国語に対する愛情と尊重の念、それらのものが十九世紀に起つて来

たクラシシズムの効果を収めたことのあたりから読みたい。それがいかばかり当時

に目覚めて来た国民的意識の基礎と成つたかを読みたい。(略)十九世紀は古いものが

次第に廃れて行つて、新しいものがまだ真実に生れなかつたやうな時だ。すべての

ものが統一を欲して叫びを揚げて居たやうな時だ。文芸の上から言つても、長谷川

二葉亭や山田美妙や尾崎紅葉なぞの創めた言文一致の仕事が国語の統一の気運を導い

たのも、新しい詩歌が僅かに頭を持上げたのも、漸く十九世紀の末のことである。

このように三年余りの在外経験が文明観に影響を及ぼしたことは藤村本人が語るとこ

ろであり、つとに指摘もされてきた。だが、僅か六年後、藤村は先の文章のほぼ全文を

引きながら、｢これを書いた時の私のつもりでは、さう短期の間に今日の新しい日本が

仕上げられたと思ふのは間違ひだといふことを言ひたかつたのであつた｣とわざわざ自

注し、そこからの翻意をパフォーマティヴに語ってみせる。

しかし、これを書いた頃には、私はまだ今日のやうに自分等の祖先には、自分等

の祖先としての独特な創発があつたと迄は考えて居なかつた。すくなくもこれを書

いた時分の私の心の底には、私達が青年時代から次第に感知して行つた近代の精神

は西洋の文物に接触して初めて開発されたものだといふ考へ方が潜んで居た。

簡単に言へば、今日の私は斯の先入主になつた考へ方を全然否定するものではな

いが、しかし私達の感知する近代の精神は元禄の昔にすでにすでにその曙光を発し

て居ることを心にとゞめて置きたい。(傍線引用者、以下 同)

これは1921年4月の�解放�に｢文学にあらはれたる国民性の一面｣(以下、｢国民性の一

面｣)として掲載された。よく知られるように�解放�は吉野作造、福田徳三、大山郁夫ら

黎明会の事実上の機関紙として出発した総合雑誌でありながら、その後は社会主義者た

3 一連の｢春を待ちつゝ｣や｢ある友に｣｢篤志看護婦｣などは前後の文章と共に�戦争の巴里�に収録されている

が、連載時には他と異なり｢仏蘭西だより｣と題されていない。
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ちが編集の中枢を担うようになっていく。藤村が当誌に寄稿したのはこの｢国民性の一

面｣と短篇｢涙｣(1920.6)の僅か二度に過ぎないが、創刊号以来、文芸欄の顧問を引き受け

ていた。｢国民性の一面｣掲載号の特集は｢日本国民性の研究｣であり、長谷川如是閑、佐

野学、新井格、大庭柯公、石川三四郎による｢概論｣に続いて｢自然的環境より見たる国民

性｣、｢民族心理より見たる国民性｣など｢国民性｣を多角的に討究した内容となってい

る。そのような特集が組まれたそもそものモチーフは｢題言｣ ․ ｢我が国民性と解放運動｣

(同人識)に示されているように、｢永い封建期に陶冶された隷属観念や階級観念が今も根

強く残り、政治的な忠愛思想が各種の自由精神の発露を縛｣っており、それが｢此国に於

ける解放運動｣の大きな障壁となっている現況への危惧にあった。

従って、何か特定の個人や団体に向けられていたとは言えないが、そのような論理

の前提には1916年に刊行が始まり1921年末に｢平民文学の時代 ｣ 中編が上梓されて一応の

完成
4
を見た津田左右吉の大著�文学に現はれたる我が国民思想の研究�(以下、�国民思想

の研究�)の文学史観が意識されていたのではないかと思われる
5
。たとえば、佐野は｢上

代日本人より現代日本人へ｣において上代の日本人の生活に理想を見ようとする傾向を批

判するが、そのなかで記紀を｢神話と英雄伝説と民間説話の集裁｣、｢上代人の心理的生活

を表現する芸術的作品｣と見なす評価は津田の�国民思想の研究�｢貴族文学の時代｣におい

て論証されたものであるし、あるいは如是閑が｢批判的見地より観たる我が国民性｣で武

士階級の支配による封建時代のエトスであった主従の忠孝という規範を利己性から批判

したのも同｢武士文学の時代｣をそのまま踏襲している
6
。

芥川龍之介が小島政二郎に宛てて｢文化史的な研究は津田左右吉氏がやってゐるから

今度は芸術批評の立場から手をつけるのですな｣と書き送った
7
ことに象徴されるよう

に、音楽、美術や芸能までを文学として包括的に取り上げた津田の議論が、賛否は別に

しても当時の文学 ․ 文化史理解における一つの参照軸になっていた事実をこれまでの近

代文学研究が看過してきたことの問題は大きい。これに対し、本稿では藤村もまた�国

民思想の研究�を読んでいたのではないかと考える。それというのも｢近代の精神は元禄

の昔にすでにすでにその曙光を発して居る｣と述べる｢国民性の一面｣が�国民思想の研究�

｢貴族文学の時代｣の｢例言｣に端的に示された、寛文元禄から明治に至る時代を｢平民文学

4 洛陽堂から｢貴族文学の時代｣(1916)、｢武士文学の時代｣(1917)、｢平民文学の時代 ｣上(1918)、｢平民文学

の時代｣中(1921)が刊行され、その後には｢平民文学の時代｣下が準備されていたが、これは結局没後の�津

田左右吉全集�8(岩波書店, 1964)に｢文学に現はれたる国民思想の研究 平民文学の時代｣下としてまとめら

れた。この全集版は全体に改訂が施されているため、本稿の本文引用などは全て藤村が読んだと推定され

る初刊の単行本に拠る。

5 もっとも、藤岡作太郎は津田に先駆けて｢我国の文芸に現はれたる国民思想の変遷｣を発表しており、久松

潜一はその元となった講演の開催時期を明治38、39年頃と推定している(｢解題｣�明治文学全集 44� 筑摩書

房, 1968, p.432). 津田自身この文章への言及はないが、｢故藤岡作太郎博士の｢日本文学史｣を調べて見た

所、其の余りに自分の期待に反した所から、自ら進んで此著作に従事して見る気になつた｣(｢文壇小咄｣

�時事新報�1919.2.20)と語っており、藤岡を否定的媒介として認めている。

6 他方、津田は｢日信｣(1926.12.28.)にて｢階級闘争の眼から全てを見るマルクシストの偏見｣(�津田左右吉全

集 27�(岩波書店, 1988), p.395)と如是閑の芸術史観を批判している。

7 ｢1919年2月5日付宛書簡｣(�芥川龍之介全集�18, 岩波書店, 1997), p.263.
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の時代｣と区分して現在と思想的な連続性を看取する視点をそのまま共有していたから

だ。｢故国｣を強く意識した滞仏中ですらかつての日本に�独特な創発�を見出せなかった

藤村がこの時初めて元禄に�近代の精神�の夜明けを確信した、と語り直している点は重

要である。してみれば、そのような認識の変化をもたらした契機の一つとして津田の�

国民思想の研究�を想定してみることはできるだろう。議論を先取りするならば、そこ

にこそ藤村における｢子供｣の問題を読み解く鍵もあると考えられるのである。

3 �文学に現はれたる我が国民思想の研究�における<公共>

さて、まず長大な�国民思想の研究�とはそれ自体いかなる研究書だったのかという

問題になるが、その要点は当時京都帝国大学の助教授として国史学の教鞭を執っていた

西田直二郎の｢津田左右吉氏著�文学に現はれたる我が国民思想の研究(貴族文学の時代)�

を読む｣(�史林�1917.1)によっていち早く指摘されている。西田は�国民思想の研究�が文

化の主要な担い手となる階級によって時代を区分している点に注意し、｢此の一巻のみ

によつて著者の見解を評することは其當を得たるものではないかも知れない｣(p.105)と

留保しつつ、芳賀矢一や藤岡作太郎らの｢在来の国文学の研究｣に対する津田の新しさを

各時代の実生活から思想を汲み取ろうとする方法論、それが要請する文化史的な視点や

論理的整合性、あるいは比較文学的な記述を高く評価した。ただし、一方で津田の外来

思想や宗教(≒仏教)に対する差別的な視線については、論理を優先する余り、｢却つて事

実を犠牲にしないであらうか｣(p.115)と疑問を呈していたことには留意しておきたい。

とまれ、西田の指摘には�国民思想の研究�の方法論についての論点が大方出揃ってい

た。

そこで次に確認しておかなければならないのは、そのような津田の方法によって見

出されていく｢国民思想｣とはどのような内実を備えているのかという疑問であるが、

この｢国民思想｣と唇歯の関係にあるのが<公共>という概念であった。後に�津田左右吉

の思想史的研究�(岩波書店、1972)において津田の膨大な著作を博捜し、その思想を体系

的に論じた家永三郎が指摘
8して以来、<公共>を�国民思想の研究�のキータームとする

考えは論者たちの前提となっている。この語がはっきりした定義をされることはない

が、どのように用いられているのかまずは最初に現れる｢貴族文学の時代｣冒頭近くの二

箇所を見てみたい。

商業が進歩しないために市府も起こらず、戦争が少ないために城郭も発達しない

ので、民衆の間に公共生活の習慣が養はれず、従つて公共精神が発達しなかつた。

(略)公共生活がなく公共精神が発達しなかつたとすれば、それに伴つて成長すべき

8 家永三郎 ｢日本思想史学の過去と将来｣(�日本思想史の諸問題�, 斎藤書店, 1948).
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筈のものが成長しなかつたのも無理はない。(｢貴族文学の時代｣、pp.8-9)

貴族的 ․ 都会的文化は又たおのづから貴族都人士の生活を私人的 ․ 室内的にする。

本来公共的活動の風習のなかつた彼等は、かういふ空気の裡に於いて益々其の傾向

を加へるのみで、事業の上にも娯楽の方面にも、野外的 ․ 公共的性質のあるものを発

展させなかつた。(同前、pp.60-61)

岩崎信夫は上の引用のように<公共>という思想が各時代の文化 ․ 芸術に対する評価基

準として機能していることに注目し、記紀の時代に皇室の地方豪族平定によって｢民族｣

から｢国民｣を構成員とする｢国家｣が形成されたものの、それが｢｢公共｣的基盤を欠いた

まゝ政治的に統一された、いわば形式的な｢国民｣にすぎ｣ず、｢この形式的な｢国民｣に対

して、いわば真の｢国民｣の視点から批判を加えていく｣9のが�国民思想の研究�の論理の

核心だという解釈を示した。岩崎によれば、続く｢武士文学の時代｣、｢平民文学の時代｣

もごく一部の例外を除いては<公共>の思想が根付いていない批判の対象であり、｢｢真

の｢国民｣｣による｢国家｣は来たるべき理想だった。従って、その時代時代の文学に対す

る評価もほとんどは批判に終始している。だが、それは時代を下るごとに徐々に現実味

を帯びてきており、特に前節の終わりにもふれた元禄はその可能性が最も高まった時代

であった。

平民文化の、一度その頂点に達したのが、華やかな元禄の天地である。それは政

治的に抑へられてゐる平民が、文化の上に其の鬱屈せる力を発展せしめ、それによ

つて武士の社会を圧倒したのである。(略)要するに武家政治の骨組みを蔽ひ隠すま

でに、其の上に咲き誇る、平民文化の美しい花の色である。(｢平民文学の時代｣ 上、

p.101)

津田はこのような元禄の状況を｢芸術と実生活が内面的に一致してゐ｣(同前、p.107)

たことに求め、さらにその条件を｢国民の中で最も気力のあつた最も活動せる生活をし

てゐた平民が、文化の中心になつてゐた｣(同前、p.109)点に見た。元禄において初めて 

｢単なる知識によつて学習せられる外国文化の摸倣ではない｣(同前、p.105)日本固有の文

化が見出されたのである。してみれば、�解放�のような雑誌が貴族、武士よりも平民に

対して潜在的な<公共>の思想の萌芽を見る津田の論理に注目したことに不思議はない

が、米谷匡史が中国 ․ 朝鮮など｢東洋｣と差異化しながら、｢日本｣のナショナルな思想史 ․

文化史の枠組を構成し、その中核に天皇を内在させる形で、天皇制の再定義に参入した｣

と指摘したように、同時にそのナショナリズム的性格も否定ができない点は留意しなけ

ればならない10。

9 岩崎信夫 ｢�文学に現はれたる我が国民思想の研究�に於ける｢公共｣概念について｣(�史潮�第31号, 

1992.10), p.55.

10 米谷匡史 ｢津田左右吉 ․ 和辻哲郎の天皇論｣ (網野善彦編 �岩波講座 天皇と王権を考える�1, 岩波書店, 
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しかし、一方で相対的に高い評価を受けた元禄にも｢文化、特に其の精神的方面に於

いては、地方は概して都会に従属してゐた｣(同前、p.114)ことによる弊害があった。端

的に言えば、それは平民とは言っても文化の主たる担い手が富貴な都市部の商人であ

り、彼らの手になる芸術が娯楽的になりがちという問題であった。津田は次のように述

べる。

けれども此の欠点は、商人に実権を与へなければならなくなり、それとは反対

に農民を圧迫して其の生活を貧弱ならしめ、彼等の正当な向上心を失はせ、彼等の

独立心 ․ 自重心を養はせない(略)国民の公共生活を発達させない武人的専制政治 ․ 封建

制度 ․ 家族制度の時代に於いては、止むを得ないことであつて、更に根本的にいふと

畢竟戦国時代から馴致せられた一種の軍国主義の結果である。(同前、p.122)

このように元禄ですらも｢国民の大多数を占め、国民生活の根柢をなしてゐる農民｣

(同前、p.120)を疎外している点で<公共>の思想を体現する時代にはならなかった。ゆ

えに典型的元禄文化人としての近松門左衛門の浄瑠璃や井原西鶴の浮世草子に対する津

田の評価はその独自性を認めつつもやはり辛かった。そのなかで唯一批判を免れた元禄

人こそ、松尾芭蕉であった。それでは、なぜ芭蕉のみが批判を免れたのだろうか。

4 �文学に現はれたる我が国民思想の研究�における芭蕉と一茶の評価

津田の芭蕉評価は前節に見た元禄への批判の裏返しと言える。つまり、芭蕉は農民を

蔑ろにした同時代の他の文化と異なり、それらを自らの芸術に積極的に取り入れる視点

を持っていたとされているのだ。津田は芭蕉の｢自然を自然としてそれを如実に観察し

その情趣を味はうという態度｣(同前、p.218)を西行、宗祇
11

に学んだものとし、その俳

諧の基礎たる行脚生活によって都会にとどまらず田舎を見つめる視点を獲得したとす

る。一方で、津田は｢東海道名所記などに見える洒脱な心もち、西行や宗祇によつて導

かれた思想、及び幾分の支那趣味と結合し、さうして彼の生活と体験とによつて統一せ

られ、彼に独特な｢風狂｣の気分となつて現はれた｣ことによって芭蕉には彼固有の抒情

を備えた｢一種の軽いユウモラスな態度｣(同前、p.219)があると評した。ここで津田が  

｢風狂｣を�自己に拘束せられず、自己の境遇に羈縛せられず、諸縁を放下し去つて行く

ところに安住し来るものを其のまゝにうけ入れる、無礙自在の境地�と説明し、｢いざ子

ども走りあるかん玉あられ｣の句を引きながら�興に乗じては小児と共に走りあるかう

2002), p.34.

11 津田の西行、宗祇評価は芭蕉以前の人物としては非常に高い。特に西行は｢根柢の趣味は世間普通の花鳥風

月の外に出ない｣とされながら、｢彼が多感多恨の詩人的資質は、江湖漂泊の生活をして極めて多趣多情な

らしめ、又た其の山川抖擻の習は益ゝ彼の詩魂を鍛へさせて、終に彼の日常生活が其のまゝに詩であると

いふ境界にまで立ち至らせた｣(｢貴族文学の時代｣, p.515)と述べられている。
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とさえいふ�と付言していることは注意しておきたい。そして津田はさらに次のような

解釈を示している。

彼が子どもを相手にしてゐるのも、自己に拘束せられることが無くして常にユ

ウモラスな態度を有する子どもが、彼のよき心の友であつたからであらう(同前、

pp.556-557)

井田太郎は明治期以降の芭蕉論を総覧した上で、津田の芭蕉に｢ユーモア｣を見出す議

論を�同時代の研究での位置づけと比較してユニーク�と評している
12

が、さらにそれを

子供との関係に結びつける視点も他には見られない。とまれ、芭蕉はその｢ユウモラス｣

な特性を以て元禄の持つ限界を超えた稀有な存在だったと言えよう。しかし、�国民思

想の研究�において同様の評価を与えられた人物はもう一人おり、それが小林一茶で

あった。

一茶の評価は異様なまでに高い。芭蕉の場合はさまざまな校訂本、注釈本の類が刊行

され、津田の論調とは異なりつつも同時代的に再評価の機運があったが、一茶の場合は

それほど充実した状況にはなく、その意味で津田の一茶評価は先駆的だった
13

。

蕉風の末流が概念化せられた世間的人情味を抽象的に説明してゐる
14

に反し、一

茶は厳粛なる事実として端的に自己の感情を瀝瀉し、而もそこに人生の核心を確実

に把握し、永遠なる宇宙の溌剌として現はれてゐるものがある。一茶が芭蕉と共に

詩人たるを得るは即ちこの故であつて、そこに彼の真の価値がある。(｢平民文学の

時代｣中、p.336)

このように津田にとって一茶は芭蕉と双璧を成す詩人だった。むしろ自ら過褒を認

めるように、前者をより高く見ている感もあるものの、同時に｢芭蕉を教祖として尊敬

しその恩を感謝�している点を強調し、�｢芭蕉さま｣の一語は恐らくは彼の外に口にした

ことはなかつた｣(同前、p.339)と一茶を芭蕉の正統な継承者と位置付けようとする意図

も窺える。一茶の句が優れているとされたのは、農民の生活はもちろん、禽獣草木に至

るまで｢生一本｣の抒情性で詠まれていたからだが、ここでも｢彼には子どもの如き感情

を以て事実に対してゐる｣(同前、341)、｢子どもの句を彼ほど多く作つた俳人は、全く

他に比類が無い｣(p.342)と芭蕉同様に子供との親和性には特に紙幅が多く割かれてい

る。津田は一茶の幸福ではない生い立ちに言及しつつ、そうした背景からひときわ親子

12 井田太郎 ｢<帝国>のほそ道 1890-1945｣(�国文学 解釈と鑑賞�第52巻4号, 2007.4), p.113.

13 小林計一郎 ｢津田左右吉の一茶顕彰と誤解｣(�日本歴史�第473号, 1987.10)はそれゆえに津田の一茶理解に

誤った点や不十分な知識で書かれた点が少なくなかったことを指摘している。

14 津田における蕉風ないし蕉門の評価は芭蕉その人と一致しないが、芭蕉の特性は芭蕉自身の人生と生活に

よって培われたものだという論理からそれを共有しない別の人間に正しく継承されないことは半ば必然

と考えられていた。
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の情愛を希求したことを述べ、そこから飛躍して次のように結論づけた。

親子の愛を求むる心はおのづから隣人に及び人類に及ぶ。一茶の人なつこさは

こゝに起因があり、同時に隣人に対し人類に対する彼みづからの愛もこゝに由来す

る(同前、p.345)

そのような姿勢で詠まれる一茶の句には必然｢真率と純一とから自然に湧き出たユウ

モア｣(同前、p.353)が備わっているとされるのだが、｢世は彼の期待する如く単純では

なく、人は皆な彼の如く美しい心を有つてはゐない｣(同前、p.345)とその先進性に同時

代の理解は追いついていなかったとされる。

ここで再び<公共>の概念について考えたい。�国民思想の研究�においては過去のあ

まねし文化 ․ 芸術がその欠如を言われてきた。これに対して、子供と親しく付き合い、

｢ユウモラス｣ないし｢ユウモア｣と形容される芭蕉、一茶の俳句のみがそうした批判を免

れていた。だとすれば、論理的にはこの評価は<公共>の思想の実現と結びついたものと

して措定されていたのではないか。

前節で見たように、<公共>の未発達を指摘された平安貴族が｢白骨累々として鴨の川

原に横たはり、病者死者が到る処の路傍に棄てられてゐても、彼等は平然として其の間

に歌舞遊宴してゐた｣(｢貴族文学の時代｣p.336)のに対して、一茶は隣人愛あるいは人類

愛といった他者への共感可能性を備えていた。同様に芭蕉も元禄文化人でありながら同

時代の芸術家たちにはない農民を慈しむ視線を持っていた。まずは二人のそのような特

性が津田の言うところの<公共>の思想に適ったものであることは間違いない。

ところで、�国民思想の研究�にはしばしば｢交通｣という言葉が用いられる。この｢交

通｣は｢平民は勿論、武士にしても神官 ․ 僧侶の輩にしても、その間に知識がこれだけ普

及せられるといふことは、各地方の間、特に京阪または特に江戸と地方の交通が便利で

あるから｣(同前、 p.80)などというように、まずもって一般的な｢異なる土地間の人や物

の移動｣を意味しており、その往来の拡充こそが文化を活性化させるという文脈で現れ

る。しかし、先の<公共>の論点を併せて考えるに、ここには他者間の交渉も含意されて

いたと考えるのが妥当だろう。東島誠は後者の意味での｢交通｣が<公共>と密接に関わる

言葉であったと述べ、｢｢交通する｣がはじめからヨコの関係であるのに対し、｢公共す

る｣はタテの関係を同じ地平に<向き合わせる>こと｣を意味していたと整理しつつ、�明

六雑誌�に参加した儒者 ․ 阪谷素の例を挙げながら明治初期には従来の｢交通｣をも含意し

た｢公共｣が使用されるようになったことを指摘している15。津田は江戸期の文化の行き

詰まりを鎖国体制による西洋文化との接触の乏しさに求めてもいる
16

が、国内外いずれ

15 東島誠 ｢公共、その先へ｣ ）(�<つながり>の精神史�, 講談社現代新書, 2012), pp.212-214.

16 岩崎信夫は ｢西洋文化の普遍性に対する徹底した肯定が、中国文化の普遍性に対する徹底的な否定とは対

照的に主張されている｣(｢津田左右吉の中国 ․ アジア観について――公共的国民論の成立事情の観点から――｣

�史潮�第39号, 1996.8) p.49とする。
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にせよ、異なる生活を送る人々＝他者同士の間に積極的な｢交通｣が行われることが<公

共>の思想の発展には不可欠だと捉えていた。日本各地を往来しながら、さまざまな

人々への共感を以って句を詠んだ芭蕉 ․ 一茶はこの点ですぐれて｢交通｣に長けた俳人で

あり、前節にふれた岩崎の<公共>の発展が｢真の｢国民｣｣による｢国家｣をもたらすという

論理からすると、かつての日本において稀有な｢国民｣的芸術家であったとも言えるだろ

う。

繰り返しになるが、そのような二人を表すのが｢ユウモラス｣ないし｢ユウモア｣であ

り、子供との親和性だった。｢純一無雑の感情が子どもに於いてのみ認められる｣(｢平民

文学の時代 ｣ 中、p.341)というように、子供とは先入見などから自由であるがゆえに他

者と｢交通｣するにあたって模範となる存在であった。芭蕉 ․ 一茶が子供たちと親しんだ

のはそうした性質のためだったというのが津田の論理である。しかし、芭蕉も一茶も自

身が子供なわけではない。｢子どもらしい心事をみづから滑稽視｣すなわち、自らを対象

化出来ることがその�句にユウモアが充ちてゐる理由�(同前、p.352)なのである。

ただし、付言しておかなければならないのは、｢ユウモラス｣ないし｢ユウモア｣が頻

出する｢滑稽｣とは分けて使われていることだ。これらは当時の辞書を繰ってみても往々

にして対応する言葉として記述されている。しかし、たとえば式亭三馬が｢滑稽｣であり

ながら、その｢穿ち｣が人心の細密な部分に当たっていないことを捉えて｢真のユウモア

がそこから生じない｣(同前、p.214)と評されているように、単なる｢滑稽｣は評価の対象

ではない。

5 藤村における津田文学史観の受容

さて、かような津田の議論を藤村はどのように摂取したのか。まず藤村が｢国民性の

一面｣で｢近代の精神｣の起源を｢元禄｣に見出した契機が�国民思想の研究�の議論にあった

のではないかという先に示した仮説についてだが、前節で論述したように津田は批判を

しつつも｢平民｣が文化の担い手となり、<公共>思想が萌芽した時代として｢元禄｣を特別

視していた点で両者の評価は通じていた。これに加えて藤村が｢国民性の一面｣において

｢春を待ちつゝ ｣ (四)の引用から削除した二つの箇所は、一つ目はもともと段落を分け

て書かれていた結末のストリンドベリの滞仏経験にふれた論旨とはあまり関係のないも

のだったが、いま一つは冒頭引用箇所最後とその前の一文の間に置かれていた｢その中

で｢士族｣といふ一大智識階級が滅落して行つた。幾何の悲劇がそこに醸されたらう。そ

れも読んで見たい。｣との一文であった。明らかに北村透谷を連想させる一文だが、明

治における没落知識階級としての｢士族｣の物語は｢平民｣を文化の担い手だと謳う歴史観

との整合性のなかで編集されたのではないかと考えられる。｢国民性の一面｣の論調が透

谷の悲観的な近世文学論 ․ ｢徳川氏時代の平民的理想｣(�女学雑誌�第322-324号、 
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1892.7.2. 16, 30 ※タイトルは3回とも微妙に異なるが、�透谷全集�1(岩波書店, 1950)

に倣い第2回のものを採った)とは大きく異なっている点は注目されよう。最後に｢国民

性の一面｣の結びの一文を見てみる。

この感想は文学にあらはれたる国民性の一面として、自分等日本人が必ずしも他

の模倣をのみ事とするものではないといふことを語らうとするに他ならない。

｢元禄｣の芭蕉、西鶴、近松にふれた一文の後にこの結びが置かれることで、彼ら元

禄人たちを独自の芸術を持った人々だったと評価する論理が読み取れる17。これも｢元禄

｣において｢外国文化の摸倣ではない｣日本固有の文化が見られるようになったとする津

田と共通する視点である。このように、｢国民性の一面｣に見える元禄観は多くの点で　　

�国民思想の研究�と重なるのだが、津田と藤村の論理的な接近は無論これだけにとどま

らない。

�春を待ちつゝ�(アルス, 1925)に収められた｢芭蕉のこと｣(初出｢手帖(芭蕉について)

｣�潮音�1924.1)として知られる一文を見てみたい。ここにおいて藤村は芭蕉に対するさ

まざまな印象を書き付けているが、そのなかに次の一節がある。

俳諧といふ言葉が、ユウモアもしくはユウモアのある文字として解していいだ

らうと思はれることは、支考の十論などを読んだ頃から、何時となく私には先入主

なものとなつてしまつた。試みに貞徳あたりから創まつた滑稽文学に思ひ比べて見

たまへ。俳諧といふ言葉一つにも蕉門の諸詩人は全く別の意味を賦与したかの趣が

ある。

藤村は上記の視点を各務支考から学んだと言っているが、無論、支考が｢ユウモア｣

と書いていたわけではない。ここで注意したいのは、｢ユウモア｣を松永貞徳などの｢滑

稽文学｣とは分けて考えている点、また、｢ユウモア｣という価値自体にはたしかに以前

から重きを置いているのだが、芭蕉に対する評価としてここで初めてはっきりと結び

つけられた点である。続けて藤村は｢初真桑四つにや断たん輪に切らん｣の一句を引きな

がら、次のように述べる。

この好いユウモアが、芭蕉の初期の作に散見するやうな浅い滑稽から深められて

行つたかと思ふと、むしろ驚かれる。

芭蕉は又、子供を注意して見よ、とその弟子に教へたともいふ。芭蕉が子供の友

達であつたことは、かずかずの句がそれを証拠立てて居る。

ここでは先の箇所よりも明確に｢ユウモア｣が｢浅い滑稽｣の上位概念として打ち出さ

17 元禄が特別という認識自体はかつて｢�博多小女娘浪枕�を舞台の上に見て｣ (�新片町より�佐久良書房, 

1909, 初出�早稲田文学�第10号, 1906.10)などにも示されていた。
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れているが、より重要なのはそこから｢子供の友達｣という性質にふれている点であ

る。さらに藤村は｢雪の日に兎の皮の髭作れ｣、｢いざ子供走りありかん玉霰｣の二句を挙

げて｢よく見れば芭蕉の書いたものには温い童心が溢れるばかりにある｣とし、芭蕉が 

｢子供の友達｣になることができた理由をその実生活の経験に見出している。

よほどの寂寞と孤独を経験した人でなければ、手毬をついたり水鶏笛を吹いたり

して心を慰めるところまでは行くまい。又、その経験もなかつたら、あれほどの子

供の友達にもなるまい。

寂寞や孤独といった経験が｢子供の友達｣になる条件であることは�飯倉だより�(アル

ス、1922)所収｢童話｣(初出｢童話について｣�早稲田文学�1921.6)に既に言われていたが、

そこではさらに｢童話には理解し得る教訓よりも、感知し得るユウモア｣が求められ、子

供と｢ユウモア｣の関係がはっきりと指摘されていた。また、｢子供に注意を向けること

は、やがて私達自身を育てることになる。(略)子供は既に一切を具備するものゝやうに

も見える。唯、子供自身にはそれを引出すことを知らずに居る｣と意識的に子供に目を

向け、学ぶことの重要性も説かれている。以上のように、それぞれは断片的だが、一つ

ひとつの論理を追ってみると、藤村のなかでは芭蕉と｢ユウモア｣ ․ ｢子供｣が緊密に結び

ついており、津田とほぼ同じ評価が与えられていたことが分かる。

一方で、一茶への評価はどうあったか。まず�飯倉だより�所収｢芭蕉と一茶｣(初出未

詳)では芭蕉と並べながら｢一茶の感じた自然は普通の人の持つやうな退屈なものではな

くて、子供の感じた自然のやうな直接なところがある｣と一茶の自然観を評価し、その

特性に子供との関係を結びつけている。尤も、この一文は一茶を論じた�国民思想の研

究�｢平民文学の時代｣中より早く発表されていた可能性も否定出来ないし、冒頭にも述べ

たように、子供に親しむ一茶というイメージは特段珍しいわけでもない。しかし、俳

諧研究者 ․ 勝峰晋風が編んだ�一茶旅日記�の｢序｣として寄せた｢一茶の生涯｣(�春を待ち

つゝ�所収)では一茶の評伝的な情報に拠りながら、より詳細な芭蕉との比較に踏み込ん

でいく。

一茶の俳句に見逃しがたいと思ふことには、物の不釣合なところに寄せてある滑

稽だ。そこから度はづれた感じを喚起する。これは英語でいふGrotesqueに近いもの

だらうか。芭蕉の心の深さを見せたやうなユウモアを味つた後で、この一茶の滑稽

に接すると、一寸まごつくやうな心持をさへ起させる。これは一茶の創造した特有

の美であり、他の持たないものを持つて居た証拠だと解するべきであらう。

ここでは一茶の俳句が｢英語でいふGrotesqueに近い｣ ｢滑稽｣だと評され、芭蕉の｢ユ

ウモア｣とは別でありながらもそれと比肩し得る高い評価が与えられている。 ｢すべて

のものに近代の曙光のかゞやきがあ｣った｢十七世紀｣の芭蕉と｢十九世紀初期の詩人｣の
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一茶では社会環境も異なることを考慮しつつ、両者がそれぞれの芸術を独自に研鑽した

存在と位置付けられる。これについて伊狩弘は編者である勝峯晋風や川島つゆ(勝峯の弟

子で藤村主宰の女性雑誌�処女地�同人)の一茶研究の成果を学んだことが芭蕉に｢ユーモ

ア｣を見る契機となった可能性を示唆している
18

。たびたび言及されているように、研

究者としての勝峯や川島に対する藤村の信頼は篤く、伊狩の指摘は説得力があるが、そ

れ以前に両者の｢笑い｣と子供との関係に注目した津田の議論が念頭にあったのではない

だろうか。そのように考える根拠として少し時代が下るが、�桃の雫�(岩波書店、1936)

所収｢笑｣(初出�日の出�1932.4)を見てみたい。この文章の後半部では日本の文化に現出

した笑いについて検討がされていくのだが、まず藤村は｢好い笑｣を風刺や戯画のような

攻撃的なものではなく、｢暖かい冬の陽ざしのやうな｣｢誰でも親しめる｣ものと定義す

る。そして｢この国に深い笑を持ち来したものは何と言つても徳川時代の俳諧の作者｣だ

として｢浅い滑稽から出発してそれを好いユウモアまで深めて行つた｣芭蕉らを挙げ、さ

らに｢徳川の世もさかりを過ぎた頃に一茶のやうな作者の生きてゐたことにも心をひか

れる｣と述べる。藤村の場合、蕉門の俳人や他の元禄文化人にも相応の評価を与えてい

る点は異なるが、芭蕉 ․ 一茶を｢好い笑｣の表現者として特に高く評価している点はやは

り津田の論理と同じである。そして、両者がそのような資質を備えるにあたって｢子供

の友達｣19たることを強調している点も共通している。

また、｢笑｣ではこの前段に神代の｢大国主｣と｢事代主｣の｢国譲りの難局｣の話が言及さ

れている。藤村は時局に鑑みてそれを｢今日の所謂非常時｣と表現しながら、そんな状況

下で農業、商業、漁業の祖神となった両者がこの世にもたらした｢笑｣を�思ひの外な深

い笑�だったのではないかという見解を示す。｢大国主｣と｢事代主｣は｢山陰土産｣(�名家

の旅�朝日新聞社、1927、初出は�大阪朝日新聞�1927.7.30~9.15)の｢九 境港と美保の関｣

や｢十三 杵築より石見益田まで｣でもそれぞれ大黒さま、お夷さまとして�百姓や漁師や

商人の友達�であり、｢福々しい笑顔を崩したこともないやうな親しみ易い神｣(九、

p.131)とされる出雲民族の神々である。これに関して、藤村が実際に所蔵していた津田

の�古事記及日本書紀の研究�、�神代史の研究�には共に藤村自身による折り込みがある

が、�神代史の研究�は特に｢第十一章 スサノヲの命の子孫の神々、並にオホナムチの神

の物語｣上(pp.243-244、pp.245-246)、｢第十二章 スサノヲの命の子孫の神々、並にオホ

ナムチの神の物語 ｣下(pp.273-274)、｢第十三章 オホナムチの神の国ゆづりの物語｣

(pp.299-300 ※折り込み跡)と｢スサノヲ｣、｢オホナムチ｣(大国主)に関する章に集中して

おり
20

、記紀における出雲の神の表象に関する考証を注意して読んでいたと考えられ

18 伊狩弘 ｢藤村の笑いと俳諧――童話との関連――｣(�宮城学院女子大学大学院人文学会誌�第7号, 2006.3).

19 この ｢子供の友達｣という表現は�市井にありて�(岩波書店, 1930)所収｢一茶の一句より｣(初出�婦人公論�第

10巻4号, 1925.4)で一茶にも用いられている。

20 藤村の蔵書の多くは晩年の大磯の旧宅から馬籠(現 ․ 中津川市)の藤村記念館へ移管された。それら蔵書の

うち、藤村は頁にノドとほぼ平行の折り目を入れてブックマークとしている場合がある。�神代史の研究�

では続く｢｢第十五章 ホノニニギの命の天くだりの物語｣下(pp.357-358)と｢第十六章 ヒムカに於けるホノ

ニニギの命からウガヤフキアヘズの命までの物語｣(pp.371-372)にも折り込みがあり、丁寧に読んでいた
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る。かいつまんで言えば、津田は特に｢第十三章｣において記紀やその他の記述を比較し

つつ、荒ぶる神＝まつろわぬ悪神と｢オホナムチ｣が結びつくようになったのは皇孫降

臨＝国家建設の物語に要請されたためだったことを論証している。神代史における｢オ

ホナムチ｣は政治的君主であったが、一方でこの神が葦原の中つ国を領有していたこと

は皇室に対してはある種の叛逆でもあり、それゆえに対皇室の役割として諸悪神を糾合

したような性質を付与されたうえで国譲りの物語に組み込まれたのだとされる。同じ章

には平和な｢コトシロヌシ｣に対して武勇な｢タケミナカタ｣が｢シナヌ｣(信濃)の｢スハ｣

(諏訪大社)に結びついた経緯についての記述もあるが、この対照的な認識もやはり｢山

陰土産｣の｢十三 杵築より石見益田まで｣に看取される。

また、�古事記及日本書紀の研究�については｢第二章 クマソ征討の物語 附録 ․ 二 土

蜘蛛について｣(pp.317-318)に折り込みがある21が、ここでは異形的な｢土蜘蛛｣の造型が

実態に即したのではなく、｢オホナムチ｣同様、神代史のフィクション的機構から与えら

れたのだと指摘されている。無論、�国民思想の研究�ではこのように他の民に対して抑

圧的な記紀の編まれた時代への評価は辛いのだが、その妥当性はさておき、津田の記紀

の神話を解体 ․ 相対化する議論のなかに藤村の出雲に対する温和な神という再認識の根

拠が認められよう。そして磯前順一が�記紀論はあくまでもその国民文学史論、�文学に

現はれたる我が国民思想の研究�の一部�22だというように、藤村は津田の一連の議論を

念頭に置きながら｢笑｣において芭蕉や一茶へと繋がっていく｢深い笑｣の底流として｢大

国主｣と｢事代主｣を措定したのではないだろうか。

さて、本節の終わりでも｢交通｣の問題を考えたい。前節末尾で津田の｢交通｣の概念に

は他者との交渉という意味が含まれており、それが｢公共性｣の普及と連動的なものだと

指摘した。これはまずもって｢国民｣の大多数でありながら文化から疎外されていた農民

を包摂するための議論であった。そしてこの文化の担い手としての農民の重要性はまた

藤村が1920年代になってとみに主張するようになったものでもある。藤村がその実践

として長男 ․ 楠雄を郷里に帰農させ、次男 ․ 鶏二に彼のもとで半農半画家の生活を送らせ

たことは周知の通りだが、そうした農村の持つエネルギーが｢都会の澱み易い空気の中

に若葉青葉のやうな生気をそゝぎ入れ｣
23

るものだと書いている。こうような議論の背

景には直接言及されていたジュール ․ ミシュレ、吉江喬松らの著作の影響があるとの指

摘
24が既にされており、いずれも説得的ではある。ただ、津田の論も農民に対して同様

痕跡が確認できる。

21 他に｢総論 四 記紀の由来性質及び二書の差異｣(pp.59-60)と｢第五章 崇神天皇垂仁天皇二朝の物語｣

(pp.393-394)それぞれに折り込み跡と折り込みが確認できる。

22 磯前順一｢津田左右吉の国民史構想――多民族帝国における単一民族国家論の役割――｣(�Arena�第19号, 

2016.3).

23 ｢都会｣(�春を待ちつゝ�, 初出�上毛新聞�1924.12.17.).

24 瓜生清 ｢文明批評家藤村の一側面――大正期における農村回帰の志向性をめぐって――｣、神田重幸｢文明

批評家としての姿勢――中澤臨川 ․ 吉江孤雁との関係を中心に――｣(平岡敏夫 ․ 剣持武彦編 �島崎藤村 文明

批評と詩と小説と�, 双文社出版 , 1996).



島崎藤村における子供のモチーフ  89

の視点を共有し、かつそれが芭蕉や一茶の評価と結びついているというところはやはり

注目すべきだろう。あるいはこれに関連してやや控えめではあるが、津田は�国民思想

の研究�において｢処女地｣の企図とも共鳴するような文化の担い手としての女性の可能

性にもしばしば言及している。｢平民｣の時代ですら｢家庭の人としてのみ取扱はれてゐ

る｣(｢平民文学の時代｣中, p.123)婦人たちの状況に津田は不満を隠さない。

両者の共通性を挙げていけば総花的になってしまうので、ここで改めて津田の議論

を整理し、藤村がなぜ津田の芭蕉 ․ 一茶への評価を共有したのかを検討して本稿を終え

ることにしたい。まず津田の議論は�真の｢国民｣�による｢国家｣の構築という大きな目的

をモチーフとしていた。この実現のために要請されるのが<公共>の思想であり、それ

は異なる立場の人々がもれなく文化的活動に包摂され、相互に｢交通｣することで普及し

ていくとされた。かつての日本においてそれを体現した稀有な個人が芭蕉 ․ 一茶であ

る。彼らが時代の限界性にとらわれなかったのは、芸術を自己の実生活に立脚させ、子

供に学び得たからで、純一無雑な子供の持つ｢ユウモア｣こそは｢交通｣の模範だった。と

まれ、芭蕉 ․ 一茶の如き�真の｢国民｣�による日本であれば、その普遍性を以って西洋と

の｢交通｣が可能になるというのが津田の言わんとするところであった。津田の思い描く

ナショナリスト的主体は同時にすぐれてコスモポリタン的主体でもあったのだ。そし

て、そのような主体による東西文化の架橋という論理こそ藤村の創作上の課題に対する

一つのヒントになり得ていたのではないだろうか。

6 おわりに

1920年代当時の藤村はその私小説的な作風がある論者から賞賛される一方で、別の論

者からは同じ対象に飽きたらなさを指摘されてもいた。そうした評価の対立は1924年頃

からの心境小説と本格小説の論争においていっそうはっきりと顕在化し、そこでは主観

的な文体 ․ 客観的な文体のいずれが優れているかが争われたが、とりわけ方法としての

主観と客観がそれぞれ東洋 ․ 西洋という文明の特性として捉えられ、藤村自身は論争に

能動的に関わってはいないものの、前者の代表的な作家として後者を支持する論者から

はしばしば批判的に言及されていた
25

。感想文において芭蕉 ․ 一茶の�子供の友達�とし

ての性格と�深い笑い�が見出されるようになったのはまさにこのような時期なのであ

る。さて、そうした言説が下敷きにしていたのがここまでに追ってきたように津田の

論理だったとするならば、その延長線上には前節の終わりに確認した｢西洋｣へと繋がる

理路が用意されており、それは同時に藤村に向けられた批判への応答となっていた。す

なわち、芭蕉 ․ 一茶的な方法をむしろ徹底していくことが自らに指摘される欠点の克服

25 古川裕佳はこのような｢心境小説｣をめぐる言説が私小説と結び付けられ、東洋的な主観主義の小説として

論じられていく過程を整理している。(｢見出された｢心境小説｣――｢焚火｣｣�志賀直哉の家庭――女中 ․ 不

良 ․ 主婦――� 森話社, 2011).
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へと繋がるのであり、彼らのように｢子供｣と親しみ、｢深い笑い｣に通じた｢私｣を描く

ことこそ、文明論的対立として生じる批判を普遍性によって超越する手段であった。

その意味で｢ユーモアがないということは自分を客観視できないこと｣として�藤村い

ろは歌留多�(実業之日本社、1927)をそうしたユーモア実践の試みだと読んだ鶴見俊輔

の指摘は卓見だったと言えよう。だが、鶴見が�藤村は自分の子供とのつきあいが一つ

の転機になってユーモアに目覚めていく�26と述べたのは本稿の冒頭で指摘したように

やはり単純な物語に引きずられているように思われる。結局、実生活を理論化する方法

を求めたのか、あるいは実生活を理論化する方法を発見したのか、その関係をはっきり

させるのは難しい。しかし、少なくとも藤村は芭蕉や一茶の｢子供の友達｣としての姿勢

を学んだことによってそれを創作に援用したのは間違いない。つまり、子供との生活が

創作のモチーフとして浮上したのはまずもって方法的根拠を得たからこその選択だった

と考えるべきであろう。

ただし、その方法にはナショナリスト的主体を先鋭化させていった先に普遍性に通

じるという危うい論理が含まれていた
27

。そして繰り返しになるが、津田の議論ではそ

の時に実現するはずの東西の文化の接続において｢東洋｣という枠組はすっぽりと抜け落

ちていた。田尻祐一郎は｢対象に対する愛情の全く感じられない津田の中国研究｣をある

べき｢国民｣像を語るための�“ネガ”を炙り出すための作業�と解釈している28が、｢日本が

いわゆる東洋に拘束せらるべきものでないことは明らかであつて、日本は日本の日本で

あると共に、世界の日本である｣
29

と津田は一貫して中国をはじめとする｢東洋｣から日

本を切断する考えを捨てなかった。

とまれ、藤村が子供と向き合うというモチーフを最も前景化させた｢嵐｣を筆頭に、

その小説テクストにおいて、上述の問題も含め、ここで検証してきた諸論点がどのよう

な形で表象されていったのかという問いが次なる課題だが、これについては稿を改め

て検討したい。

付記 藤村所蔵の津田左右吉�古事記及日本書紀の研究�、�神代史の研究�については藤村記念館に閲覧の便

宜を図っていただいた。記して感謝申し上げたい。

26 ｢藤村いろは歌留多｣(�読んだ本はどこへいったか� 潮出版社, 2002), pp.96-97.

27 この点に関して、津田に刺激を受けながら自らの日本文化論を構想した和辻哲郎の議論があったことが注

目される。�日本古代文化�(岩波書店, 1920)や�日本精神史研究�(岩波書店 , 1926)などの和辻もまた｢公共

性｣を以って日本が東洋 ․ 西洋を架橋する普遍性に至るという論理を主張したが、｢国民性｣の淵源として古

代や中国文化を積極的に評価している点は津田と大きく異なる。ただ、いずれの論理も｢平民｣の可能性、

民本主義への評価といった点で社会主義的性格を有しつつ、｢相互補完する形で、天皇制の｢国民化｣をさ

さえていた｣(前掲注10, 米谷, p.42)点は強調しておきたい。

28 田尻祐一郎｢｢国民｣という思想――津田左右吉をめぐって――｣(�季刊 日本思想史�第63号, 2003.5), p.20.

29 津田左右吉｢東洋文化、東洋思想、東洋史｣(�歴史教育�第6巻8号, 1931.11), p11. 満州事変直後の一文だが、

今井修によればそれは｢年来の持論であったと言ってよい｣(｢解説｣�津田左右吉歴史論集� 岩波文庫, 2006 ,

p.385ものであり、�国民思想の研究�からその評価は変わっていない。
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