
1『珊瑚集』から『月に吠える』へ

　おそらく萩原朔太郎は『珊瑚集』をほとんど評価していなかったろうと思わ

れる。昭和12年の『文學界』に発表した時評のなかで萩原は訳詩について次の

ように語っている。「真の芸術的訳詩をして居る人は何と言っても堀口大学が

第一人者である。（…）上田敏以来の名訳詩詩人と言ふべきだらう。」⑴とくに

仏詩訳ではその他に、『悪の華』の村上菊一郎、『叡智』の河上徹太郎のふたり

を挙げているのに、『珊瑚集』の永井荷風の名はない。文学史の上では上田と

堀口の間に燦然と位置するはずの荷風の名を失念していたわけではない。同時

評のすぐ後で詩歌懇話会での荷風の動向を記しているのだから。大正６年『詩

歌』誌上で萩原が、「日本詩壇の暗黒時代とも言ふべき過渡期時代に流行した、

一種の西洋詩脈直訳体とも言ふべき詩風（それらは日本語の美しい音楽と本然

のリズムを無茶苦茶に破壊した者だ）の病癖」（VI. p.296）といったのは、あ

るいは年代からいって荷風のことだろうと疑いたくなる。が、それにしても萩

原が『珊瑚集』に影響を受けたであろうというのが本論の趣旨である。

　『珊瑚集』（大正２年）は冒頭の三分の一は訳詩集の態をなしているが、中間

はモーパッサン等の作家の散文掌編の訳、最後の三分の一はフランスやイタリ

アの文学界や演劇界の同時代の動向を著したもの、それもフランス語の種本が

あってそれを祖述したものである。それゆえ『珊瑚集』は文学的創作が目的と

いうよりは、教育的目的を有していたように思われる。事実、３年前の明治43

年から荷風は慶応義塾でフランス語の教授に任じられている。
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　訳されたモーパッサンの散文には、象徴主義の基本的な文献である、ボード

レールの「交感」やランボーの「母音」の引用が含まれている。また種本のひ

とつは、ジョルジュ・ペリシエが1901年に出した「現代文學の趨勢」（荷風の訳）

であって、1923年、すなわち『珊瑚集』の10年後に、『現代仏蘭西文学史』と

いう題で邦訳が出ている。演劇についていうと、アンリ・ベックとアンドレ・

アントワーヌ以外、いまではほとんど名の通っていない劇作家が紹介されてい

る。ちなみに現代でも演じ続けられている作家では、『シラノ・ド・ベルジュ

ラック』で有名なエドモン・ロスタンについては、原典では巻末で絶賛されて

いるにもかかわらず、荷風はこれを省略している。最近日本でも演じられ始め

たジョルジュ・フェドーについても（こちらは大衆演劇と見なされたせいか）、

原著者も荷風もまったく触れていない。

　その教育的理由のせいもあって詩集『珊瑚集』の特徴は、さほど韻律的では

ないことにある。『海潮音』に比べるとはっきりする。日本の読者にはあまり

なじみのない詩人が多いせいもあるかもしれないが、『海潮音』と違っていま

だに愛唱されている作品といっても思い浮かばない。荷風は韻律には興味がな

かったのであろう。韻律を日本語に移そうとすれば彼自身が日本語の詩人であ

る必要がある。レニエの訳詩などは萩原のことに嫌う客観的描写を羅列した

「行ワケ散文」になってしまっているし、もともと『珊瑚集』には文語訳と口

語訳が使い分けられているのだが、たとえばヴェルレーヌの訳詩の中では一編

の詩のなかで両者が混用されているような居心地の悪いできばえになっている。

　「底なき鏡の／池水に／影いと暗き水車。／その柳には風が泣く。／いざや

夢見ん、二人して。

　ひろくやさしき／しづけさの／降りてひろごる夜の空。／月の光は虹とな

る。／ああ、うつくしの夜や。」（「ましろの月」）

　散文家である彼にとって興味はむしろ内容のほうにあったと思われる。詩を

選ぶ基準も韻律の美しさでなく、読んで日本の詩人に刺激を与えそうなものを

選んでいるのではないかと思われるのである。
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　冒頭には７編のボードレールの詩編、ついで同じく７編のヴェルレーヌの詩

編が置かれている。その他編数で採られているのは、アンリ・ド・レニエの10

編である。もしここにフランスの詩人の一般的な文学史的序列に従ったという

以外の意味を求めるならば、荷風はこの詩集によっていくつかのタブーに挑戦

したといえる。たとえば、ボードレールの『悪の華』は数編が削除され裁判沙

汰になったことでも有名であるが、現在の中等教育の教科書の中でもボードレ

ールの詩編は削除され続けている。それは魔女の宴会で堕胎した胎児を鍋で煮

るとか、悪魔の気を引くためにストッキングを直す鏡台の前の老婆とか、画家

のゴヤを歌った「燈台」の内の一詩節である。さすがに現在でもこの内容を子

供たちに提供することは憚られるであろう。これで見てもわかる通り、彼の詩

はそれまで詩にはふさわしくなかった題材をあえて美しい韻律の中におさめる

ことで新しい戦慄を生み出したのである。

　この訳詩集の巻頭の７編も死というあまり芳しくないテーマで統一されてい

る。そのうち、冒頭の「死のよろこび」と「腐肉」はまさに死をテーマとして

おり、他の５編も死をモチーフに取ったところがある。その詩句を拾ってゆく

と、

　第２編「憂悶」：「この世はさながらに土の牢屋か」「住家なく彷徨ひ歩く亡

魂」「棺の車」

　第３編「暗黒」：フランス語原題は「固執」である。この詩のあらましは、

自分には森も海も恐ろしい、しかし夜の闇は快いということである。「暗黒」

という題にしたのもそのためだと思われる。「臨終の喘咽聞ゆる永久の喪の室

に／DE PROFUNDIS 歌う声」「亡びたるものども」

　第４編「仇敵」：「墓」「『時』命を食ひ」

　第５編「秋の歌」：「北極の地獄の日にもたとへなん」「断首台を人築く音な

き音にも増さりたり」「いとも忙しく棺の釘を打つ如き」「死せる者送出す鐘と

聞かずや」「貪る墳墓はかしこに待つ」
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　第７編「月の悲しみ」にはそれにあたる語はないのであるが、訳詩の中の「仰

向きて横はる」の原語mourante は、「死にかけている」という意味である。

　そして歌われているのが人生経験としての近親者の死といったようなもので

も、概念的な死でもないのである。それならば「愛と死」というような形でい

くらも歌われている。たとえば、荷風が数年後に序文を与えている、堀口大学

の『月光とピエロ』（1919）の中には次のような詩句がある。

　　「息絶えんとする小児の如啜泣く冷たき雨」

　　「冷たき泉水の水底の死せるが如く」（ともに「冬の欲求」）

　あるいは

　　「傷きしこの心、汝が腕の中にぞ

　　 甘味き死のねむりを味はん！」（「秋よ！」）

　これらが現実感の薄いイメージとしての死でしかないことは明らかだろう。

いったいに若いころの大学は死へのあこがれのようなものを歌うことが多いの

だが、それがまったくの理念的なものであることは、彼が89歳の長寿を全うし

たことでも知れよう。そうでなく現実の死の姿である。端的にいうと、歌うの

は死ではなく、死体なのである。

　開巻第１編「死のよろこび」全体を引用してみよう。原題は11行目に見える

ように「よろこべる死人」である。それをこのようにより扇情的に変えたとこ

ろにも訳者の意図がかいま見える。

　　蝸牛匍ひまわる粘りて湿りし土の上に

　　底いと深き穴をうがたん。泰然として、

　　われ其処に老いさらぼひし骨を横へ、

　　水底に鱶の沈む如忘却の淵に眠るべう。

　　われ遺書を厭み、墳墓をにくむ。

　　死して徒に人の涙を請わんより、
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　　生きながらにして吾寧ろ鴉をまねぎ、

　　汚れたる脊髄の端々をついばましめん。

　　おお蛆虫よ。眼なく耳なき暗黒の友、

　　君が為に腐敗の子、放蕩の哲学者、

　　よろこべる無頼の死人は来る。

　　わが亡骸にためらふ事なく食入りて、

　　死の中に死し、魂失せし古びし肉に、

　　蛆虫よわれに問へ。猶も悩みのありやなしやと。

　あるいは第６編「腐肉」の一部分、

　　小径の角にみにくき屍

　　捨てし小石を床にして、

　　毒に蒸されて血は燃ゆる

　　淫婦の如く足空ざまに投出し（…）

　　青蠅の群翼を鳴らす腐りし腹より

　　蛆虫の黒きかたまり湧出でて、

　　濃き膿の如くどろどろと

　　生ける襤褸をつたひて流る。

　荷風の教訓は、それまでそもそも詩的だと思われていたテーマからそろそろ

決別すること、いままで詩の中で扱われてこなかった題材に詩を発見せよとい

うことだったろう。おそらくは荷風にとってボードレールの詩を紹介すること

が第一義であったわけではないだろう。むしろ荷風の訳詩は彼自身の日本の読

者に対するメッセージなのである。それは先に言った、新しいモチーフを得る
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ためには、勇気をもって暗黙のタブーを破って行けというメッセージである。

　そのメッセージを萩原朔太郎は聞かなかったろうか。それを『月に吠える』

でみてみよう。「酒精中毒者の死」という詩がある。ちなみに初出誌での題名

は「酒精中毒者の死体」であった。

　　あふむきに死んでゐる酒精中毒者（よつぱらひ）の、

　　まつしろい腹のへんから、

　　えたいのわからぬものが流れてゐる、

　　透明な青い血漿と、

　　ゆがんだ多角形の心臓と、

　　腐つたはらわたと、

　　らうまちすの爛れた手くびと、

　　ぐにやぐにやした臓物と、

　　そこらいちめん、

　　地べたはぴかぴか光つてゐる、

　　草はするどくとがつてゐる、

　　すべてがらぢうむのやうに光つてゐる。

　　こんなさびしい風景の中にうきあがつて、

　　白つぽけた殺人者の顔が、

　　草のやうにびらびら笑つてゐる。

　ことにこの詩が『月に吠える』のなかで特異な地位を占めているわけではな

い。ここに現れているようなおぞましいイメージは作品中に散乱している。

　　かなしい女の屍体のうへで、（「殺人事件」）

　　ここに屍体がある、
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　　ここに血がある、（「干からびた犯罪」）

　　血だらけの手をあげた、（「蛙の死」）

　　手が腐れ

　　身体いちめんがじつにめちゃくちゃになり、（「ありあけ」）

　　みればぐにゃぐにゃした内蔵がくさりかかって居るらしい、

 （「くさった蛤」）

　萩原は『定本青猫』の自序で６年前の処女詩集とのスタイルの違いを強調し

て、「『月に吠える』は、純粋にイマヂスチックのヴィジョンに詩境し、これに

或る生理的の恐怖感を本質した詩集であったが、この『青猫』はそれと異なり、

ポエヂイの本質がまったく哀傷（ペーソス）に出発して居る。『月に吠える』

には何の涙もなく哀傷もない。」という。

　この恐怖感を支えているものが、単なる観念的ヴィジョンではなく、即物的

な、つまりそれだけでは散文的なヴィジョンなのである。それが、竹や髪であ

ったり、虫や蛙であったり、指や土であったり、血やピストルであったり⑵、

究極的には屍体や腐肉に行き着くのであって、それらに作者の憂鬱的イマジネ

ーションが結びついて独自の詩に仕立て上げられるのである。たとえば細毛の

イメージを挙げると、次のような例がある。

　　ゆびのさきから根がけぶり

　　根には繊毛がもえいで（「竹の根の先を掘る人」III. p. 105）

　　かずしれぬ髪の毛がふるえ出し、（「地面の底の病気の顔」）
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　　根の先より繊毛が生え、（「竹」）

　　絹いとのやうな手が無数に生え、

　　手のほそい毛が浪のまにまにうごいてゐる。（「春夜」）

　ごく大雑把にいって、明治期の萩原は歌人であった。明治35年頃から与謝野

鉄幹夫妻、ついで北原白秋の下で短歌を発表し始め、36年には『明星』に３首

掲載され、同誌の短歌評で、同い年であった石川啄木とともに「新進中の新

進」⑶として期待せられていた。この歌人としての時期は大正２年まで続いて

いる。その大正２年に入って、５月に初めて詩作品を発表する。ちなみに『珊

瑚集』が出たのは前月の大正２年の４月のことである。

　そういう事情でこの年には歌作と詩作が重なっているのだが、当時萩原は極

度の苦悩の時期を過ごしていた。若いころからの退廃的な生活から抜けきれぬ

肉に対する自責の念は、萩原を苦しめたようだ。

　「落第。忠告。鉄拳制裁。絶えまなき教師の叱責。父母の嗟嘆。そして灼き

つくやうな苦しい性慾。手淫。妄想。血塗られた悩みの日課！」⑷

　そして学校に出たり入ったりしている。萩原が慶応義塾大学予科に入ったの

は25歳のとき、それも半年で退学している。出てからも自活できていない後ろ

めたさが次にみられる。

　「僕の過去の生活に於て、いちばん恥かしく自責の念に耐えなかったことは、

何一つ生産的の仕事をしないで、ぶらぶら遊んで居たといふことだった。…僕

は現に、父の残してくれた少許の遺産で生活して居る。これもかつては非常に

恥かしいことのように考へ、何等か道徳的の悪事でも犯してゐるやうに感じら

れてた。」（「隣人への挨拶」X. p. 628、629）

　こうした苦悩の背景は作品の語彙にも影響を与えている。ことに「淫欲」と

いう言葉を萩原は好んだ。

　「主よ、／いんよくの聖なる神よ。」（「初夏の祈祷」III. p. 58）
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　「淫楽の戯奴」（「交歓記誌」III. p. 60）

　「青ざめしわれの淫楽われの肉」（「光る風景」III. p. 74）

　「われが欲楽の墓場」（「光る風景」III. p. 76）

　「つめたく合掌し、／いんよくいちねん」（「蒼天」III. p.89-90）

　「邪淫の路、」（「疾患光路」III. p. 99）

　「わが肉体は遊楽し、没落し、」（「遊泳」III. p. 147）

　「兄は放縦無頼、酒狂して」（「秋日帰郷」III. p. 149）

　こうして萩原の詩には自伝的要素が目立つようになり、私小説ならぬ私詩の

様態を呈することもある。

　　真実我身は独りもの

　　三十になるという

　　その事の寂しさよ（「放蕩の虫」III. p. 32）

　　勘平さんにはあらねども

　　せっぷくしても果つべきか（「虫」III. p. 37）

　　兄も泣きたくなりにけり（「雨のふる日」III. p. 46）

　　母もにくしや

　　父もにくしやとこそ歌うなる。（「春の来る頃」III. p. 49）

　　この故郷をのがれいでむと（「早春」III. p. 50）

　　いまわが身の身うちよりもえいづる、

　　永日の嘆きはいやさらにときがたし（「利根川の岸辺より」III. p. 56）
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　そして大正３年６月から宗教的用語が散見されるようになる。題名だけで

も、「供養」「受難日」「感傷品」「真如」「和讃類纂」「秘仏」「永日和讃」「巡礼

紀行」「懺悔者の姿」とあり、彼が信仰の道に入ろうとした気配は感じられな

いのだが、どうやら宗教的な形をとって悔恨の念を歌うことを選んだようだ。

　「み神よ、めぐみをたれさせ給へ」（「神に捧ぐる歌」III. p. 40）

　「きよらにわれの血はながれ、」（「決闘」III. p. 72）

　「をみなをさいなみきずつくのわれ、」（「光る風景」III. p. 75）

　「なみだたれ、」（「鉱夫の歌」III. p. 78）

　「しんじつならば／耶蘇にとへ」（「感傷品」III. p. 81）

　「ああ、懺悔の涙、我にありて血のごとし、肢体をしぼる血のごとし。」（「懺

悔者の姿」III. p.178）

　このような痕跡は『月に吠える』の最初の章『竹とその哀傷』の諸編にかい

ま見られる。それがヒンズーの苦行僧のように自らの肉を傷つけるイメージを

ふくらませてゆく。

　　手に釘うて、

　　足に釘うて、

　　十字にはりつけ、

　　邪淫のいましめ、（…）

　　肢体に青き血ながれ、（…）

　　身肉ちぎれやぶれんとす、（「情欲」III. p. 85）

　　われの肉をやぶり、

　　われの骨をきずつくにより、（「磨かれたる金属の手」III. p. 88）

　この傷ついた肉体の自虐的イメージが、『月に吠える』の死体や腐肉のイメ
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ージへと萩原の病んだ精神を高揚させてゆくといえよう。

　若き萩原の窮迫を証するかのような大正３年の日記がある。それが彼の残し

た唯一の日記なのである。それも一ヶ月あまりの。そこには狭い田舎に逼塞す

る袋小路の行き場のなさに自殺の可能性までがほのめかされている。そのなか

の１月31日に次のような記載がある。

　「けれ共自分の前には何等の目標がない。そして今はその姿勢を保つだけの

根気が涸れさうである。ああどうかして呉れ、早くだれか来て助けて呉れ。」

　それがその日の夜、ふっ切れたような記事が出てくる。

　「いよいよ時期がきた。

　新生活が始まる時がきたのだ。機会は自分の手の届くところにある。」⑸

　この２週間後に生涯の友、室生犀星が初めて前橋に来ることになっている。

あるいはこの知らせが届いたのか。ところで、この５日前の日記に、永井荷風

の「浮世絵の鑑賞」を中央公論で「興味を以て」読んだという記載がある。こ

の「浮世絵の鑑賞」で荷風は一章を割いて、日本の浮世絵の枯淡な味を西洋画

の濃厚さに対比して説明するために、ヴェルハーレンの『フランドル景物詩』

（1883）中の「フランドル芸術」の20行を、仏原文に仏訳を添えて引用してい

るのである。荷風によると、ヴェルハーレンは「清浄と禁慾を主としたる従来

の道徳及び宗教の柵外に出で、生活の充実と意志の向上を以て人生の真意義と

なせり。永劫の理想に向つて人生意気の赴く所、ここに偉大の感情あり。悲壮

の美あり、崇高の観念あり。汚辱も淫慾も皆これ人類活力の一現象ならずして

何ぞ。」荷風と同じく、「恋愛の至情はいふも更なり、異性に対する凡ての性慾

的感覚を以て社会的最大の罪悪となされたる法制を戴く」⑹日本人であるとこ

ろの萩原は、ことに最後の一行を読んで力強く思ったに違いない。ヴェルハー

レンの訳詩は『珊瑚集』には採録されていない。拾遺としてこの仏詩を読んだ

かもしれない。

　萩原は詩作のなかに悩みを昇華するはけ口を見いだしたかのように、詩作品
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を発表する。『月に吠える』の詩編は大正４、５年のものが主であるが、それ

以前の作を収めた『純情小曲集』の前半部「愛憐詩篇」はこの時期すなわち大

正２、３年頃の作である。ここに含まれる詩編の題名だけをすべて挙げてみる

と、「夜汽車」「こころ」「女よ」「桜」「旅上」「金魚」「静物」「蟻地獄」「利根

川のほとり」「浜辺」「緑蔭」「再会」「花鳥」「初夏の印象」「洋銀の皿」「月光

と海月」と、ここには伝統的な詩語しか並んでいない。「この頃の詩風はふし

ぎに典雅であって、何となくあやめ香水の匂ひがする。」と萩原はこの詩集の

「自序」で述べている。つまり短歌から詩への移行期にあたる、きれいごとの

作だけを収録してある。

　ところが、初出誌に掲載されたまま詩集には収録されなかった萩原の同時期

の詩編は、これ以外にも『拾遺詩篇』として全集に収められているものが存在

し、この大正２、３年頃の『拾遺詩篇』にはすでに『月に吠える』的ヴィジョ

ンが現れかけているのである。

　　手はましろき死体にのび、（「光る風景」III. p.76）

　　いっしんなれば、

　　あふむけに死体ともなる、（「蒼天」III. p.89）

　　ひものやうにぶらさがった、

　　なめくじの神経だの、くさったくらげの手くびだの……。

　　そいつは真赤の殺人者だ。（「三人目の患者」III. p. 111）

　これが『月に吠える』になると、題名だけでも従来とは異なる語彙が出てく

る。７つに章立てされたひとつの『悲しい月夜』には、「かなしい遠景」「悲し

い月夜」「死」「危険な散歩」「酒精中毒者の死」「干からびた犯罪」「蛙の死」

といった７つの詩編が含まれる。この「悲しい月夜」は、
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　　ぬすっと犬めが、

　　くさった波止場の月に吠えてゐる。

　で始まる、この詩集にとっては象徴的な作であると同時に、『珊瑚集』中ボ

ードレール詩の最後の７つ目の「月の悲しみ」の題名をいやでも想起させる。

この章中の詩編があまり月と関係がないだけに。次に来る章である『くさった

蛤』という題名もまたボードレールの「腐肉」のそれを思い起こさせる。これ

を荷風へのオマージュといっていけないだろうか。

　決定的なのは、萩原と荷風の二つの詩編間の相似であろう。

　　あふむきに死んでゐる酒精中毒者の、

　　まつしろい腹のへんから、

　　えたいのわからぬものが流れてゐる、

　　透明な青い血漿と、

　　ゆがんだ多角形の心臓と、

　　腐つたはらわたと、（「酒精中毒者の死」）

　　小径の角にみにくき屍

　　捨てし小石を床にして、

　　毒に蒸されて血は燃ゆる

　　淫婦の如く足空ざまに投出し（…）

　　青蠅の群翼を鳴らす腐りし腹より

　　蛆虫の黒きかたまり湧出でて、

　　濃き膿の如くどろどろと

　　生ける襤褸をつたひて流る。（「腐肉」）
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　仰向きの屍体、腐った腹、腹から流れ出るもの、青、といった相似点が明ら

かであり、双方生活破綻者の死人は、一方は男一方は女のイメージである以外、

唯一「透明な血漿」と「濃き膿」とが清澄な日本と濃厚な西洋という切り立っ

た対比を見せていて、両者の相違を象徴しているかのようだ。

　上述のように「ペーソスへと戻った」と自身いうところの『青猫』において

も、しかしいまだ不吉な要素は消え去ってはいない。たとえば大正12年の『青

猫』の一節、

　　まづしい漁村の裏通りで　魚のくさった臭いがする

　　その膓は日にとけてどろどろと生臭く（…）

　　かうして私の生命や肉体はくさってゆき

　　「虚無」のおぼろげな景色のかげで

　　艶かしくも　ねばねばとしなだれて居るのですよ。（「艶かしい墓場））

　　蝙蝠のむらがつてゐる野原の中で

　　わたしはくづれてゆく肉體の柱をながめた

　　それは宵闇にさびしくふるへて

　　影にそよぐ死びと草のやうになまぐさく

　　ぞろぞろと蛆蟲の這ふ腐肉のやうに醜くかつた。（「くづれる肉體」）

　　禿鷹の屍肉にむらがるやうに

　　きたない小虫が焼地の穢土にむらがってゐる。（「輪廻と転生」）

　　光にうづまき　くるめき　押しあひ死にあふ小虫の群団（…）

　　いのちは光りをさして飛びかひ

　　光の周囲にむらがり死ぬ（「花やかなる情緒」）

　そして『定本青猫』でも次のような語彙が見当たるのである。
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　「亡霊、墓場の空」（「黒い蝙蝠」）

　「ひとつの幻の屍体」（「石竹と青猫」）

　「よごれた腐肉」（「海鳥」）

　「先祖の死霊」（「農夫」）

　和歌から新体詩、そして現代自由詩へと移ってゆく日本詩史において、とも

すれば形式の破壊の過程に視点が向いてしまうのだが、実は、花鳥風月や歴史

的伝説的題材に凝り固まっていた、詩の主題に日常的、怪奇的主題を大胆に取

り入れて行ったところにも、詩の革新の本質があったように思われる。たしか

にその大胆さは詩人の個人生活を脅かす危険ともなる。たとえば新婚初夜の有

様を句に歌って師の高浜虚子の逆鱗に触れ⑺、『ホトトギス』除名を余儀なく

された日野草城のような例がある。萩原もこのようなおぞましい詩を発表した

ことにより、さまざまないわれない批判を浴びたのではあるが、しかしこの作

によって日本の詩史に大いなる一歩を踏み出させる貢献したことは論をまたな

いのである。その後押しをしたのが永井荷風の教訓であったと思われるのであ

る。

脚注
⑴  IX. p.537。ローマ数字は筑摩書房版『萩原朔太郎全集』全15巻中の巻数を指してい
る。

⑵  萩原の詩には「指」や「地を掘る」というイメージがよく出てくるが、それについ
ては次のようなエピソードがある。

 「或る時父に小使銭をねだったら、黙って僕の手を引いて庭に下りた。それから地の
一部を指して「此所を掘って見ろ」と言った。何だか解らないが、とにかく言われる
通りにして居ると「どうだ。金が出て来たか。」と言った。「地面を何尺掘ったところ
で、一銭の金も出やしないのだ。よく解ったか。」と言って父はずんずん行ってしま
った。／父の死んだ後でも、かうした教訓は僕の胸に沁みこんで居た。」（「隣人への
挨拶」X. p. 628）

 萩原詩では土はつねに暗いイメージで現れる。『月に吠える』では、
 「病気の地面」（「地面の底の病気の顔」）
 「きたならしい地べた」（「見知らぬ犬」）
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 「道ばたのやせ地」（「青樹の梢をあふぎて」）
 「土壌のくさったにおひ」（「田舎を恐る」）
 「血」や「殺人」といったアグレッシブなイメージについては次のような述懐を指摘
できる。

 「学校では一人だけ除け物にされ、いつも周囲から冷たい敵意で憎まれて居た。学校
時代のことを考へると、今でも寒々とした悪寒が走るほどである。その頃の生徒や教
師に対して一人一人にみな復讐をしてやりたいほど」『廊下と室房』IX. p.193.

⑶  『日本詩人全集14』新潮社、1966、p.320。
⑷  「物みなは歳日と共に亡び行く」『宿命』II. p.347。
⑸  XV. p.125。ただし次の日にはもう「機会なんてものは畢竟空想にすぎないのだ。」
という記載が続く。ちなみにこの日記の最後の記述は「私はまだ若い」「死ぬには早
すぎる」である。

⑹  永井荷風『江戸芸術論』岩波文庫所載。
⑺  「ミヤコホテル」の連作（昭和９年）。作者自身は新婚旅行はしておらず、このこと
でも写生を重んずる師の勘気を蒙った。


