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＜はじめに＞
村岡です。本日は遠いところからわざわざ比叡山のてっぺ
んまでお出でいただきありがとうございます。今日のテーマ
は「北方芸術の視座から語る宮沢賢治創作の背景」です。北
方芸術とは、概念としては、北方の国々の過酷な自然環境の
中で生きている人達の生活･文化、そういうものを土壌とし
て作られる文化全般の総称です。北方芸術という地理的な範
囲は、北欧・ロシアとそれに日本の北海道と東北地方を含め
ますが、これを今からは「北国（きたぐに）」という呼び方
で省略させてもらいます。
１．北国の普遍性と共感性
１） 過酷な自然環境が生存の環境

＜マロース（酷寒）＞
私がサンクト・ペテルブルグにはじめて行った時のことですが、ものすごい雷雨に見舞われました。雨
の太さは、少し大げさに言いますと親指の太さくらい、それも降るというよりは滝が上から落ちてくるよ
うな激しい降りかたでした。それから雷の閃光はまぶしいほどの光で、頭のすぐ横にビューッと走ってく
る、こういう凄まじさでした。また、雷鳴は天上で爆裂するような激しい音で、体の芯まで響いてくるん
です。日本では到底信じられない、考えも出来ないような凄まじさでした。その時の恐怖感は未だに忘れ
ません。それから約 25 年間、私は北国の各地を廻ってきましたが、この激しい気候はサンクト・ペテルブ
ルグだけの特徴ではなしに、北国にしたら普通です。別に変わったことではないんです。いろいろ各地を
廻って見てみると、北欧もロシアもそして日本の北国にも普遍的な共通性というものがずいぶん感じられ
ました。ですから、北欧もロシアも全く違った国ではないな、という考え方は持っていました。
でも、具体的にはずいぶん違います。ロシアではマイナス 10℃までの冬を「腐った冬」といいます。そ
してマイナス 20℃以下をマロース「酷寒」と呼び、それからが本当の冬になるんです。マイナス 20℃はど
のくらいの寒さかというと、外に出て素手で金属性のものに触ると手がくっついてはがれない、無理に引
っ張ると皮膚がはがれて血が出てくる、こういう寒さです。雪の降る様は静かに降る時もありますが殆ど
が横なぐりの吹雪です。ですから、サンクト・ペテルブルグの街の冬景色を見ていると、通りを行く人達
はあの厚いロシアの毛皮の帽子をかぶって、重い皮のコートを着て、背中を丸めて黙々と歩いてゆくんで
す。だから、日本で幻想的に思うような雪景色とか雪の情感というものは、もうそこには何もありません。
それをサンクト・ペテルブルグの人達はどう呼んでいるかというと、
「暗く、疲れ果てた、白い埃（ほこり）
にまみれて凍りついた街」、とこう呼んでいます。
＜カーモス（極夜）＞
このマロースが過ぎると、やがて 12 月から 2 月にかけて、暗黒の世界になるカーモスという冬に変わり
ます。それは太陽が地平線に沈んだっ切りもう全く昇って来ない、まさに暗黒の冬です。スウェーデンか
らフィンランドにかけては無数の湖沼群があります。湖や沼がざっと 6 万ありますが、それも小さい湖沼
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群ではなくかなり大きいのがありますから、フィンランドでは国の 1／3 がぜんぜん使いものにならない。
そういうところが更に冷え込んでマイナス 40～50℃くらいに下がってくると、完全に凍りついてしまい、
その上を氷の混じった吹雪、つまりブリザードが横なぐりに 24 時間、あるいは 3 日も 4 日も吹き荒れると
いう気候が続くんです。人々はそういう中で生きています。ですからこんな冬に外に出てゆくということ
は「死」を意味するということもあるんです。
ですが、まるっきりの「死」の世界ではないんですよ。このカーモスの夜、神々からの贈りものあるい
は天使の裳裾（もすそ）と呼ばれるオーロラが現れるのがこの季節です。そして、2 月頃になるとその凍り
ついた大地に、真っ黒くシルエットに浮かぶその地平線に、オレンジ色と赤い色の入り混じった細い筋が
スーッと浮かび上がってきます。そして、ある時そこから太陽が少しだけ顔をのぞかせて、またすぐ沈ん
でゆくんです。この瞬間を地平線に見えるダイヤモンドリング現象といいます。私は何回か見ましたがそ
れは実にきれいなものです。その太陽がちょっと顔を出す最初の光を一番に見た者には、
「幸せ」が訪れる
というものですから、皆さんが「その幸せ」を求めて人より早く見ようと思って、少しでも高いところあ
るいは木の上に登ってその瞬間を待っています。これは春の訪れです。そして春は駆け足でやってきて駆
け足で通り過ぎてゆきます。
＜白夜（びゃくや）＞
北国において春という季節は名ばかりで、実際には何もありません。すぐ夏になります。夏になるとど
ういう気候に変わるかというと、カーモス（極夜）とは全く逆に、今度は太陽が 24 時間全く地平線に沈ま
ないで、頭の上をぐるぐる廻るようになります。これが 2 ヶ月ほど続きます。でも、この季節になると、
北国の各地では白夜祭あるいは夏至祭が盛大に行われます。これは長く、暗く、冷たい冬を過ごした人達
だけが知る命の歓び・太陽讃歌です。この白夜の一番美しいのは、白夜の始まりと終わりの季節です。そ
の頃はどういう季節かというと、太陽は地平線のわずか上をスーっと昇ったかと思うとまたすぐ沈むんで
す。昇りまた沈みながら横へ横へと廻ってゆく。上に昇ることは全くないんです。空は紫色の濃淡に波打
っていろいろな色に変わっていきます。時には真っ赤になります。何もかも真っ赤な色に変わる時もあり
ますが、そうかと思うと濃い紫色に変わることもあります。北国の季節の変化というのは、信じられない
くらいの宇宙的なスケールで変わっていくんです。
1 年の殆ど半年以上はそういう冬の中で暮らしておりますから、冬をすごす人達はあのペチカの横でじ
っと暖を取っていますが、毎日毎日そのペチカの中で燃える炎のゆらめきをじーっと眺めているんです。
家族がいても何も話すこともない、ただじーっとそれぞれが黙ったままペチカのそばにいる、そいう時間
が長いです。それから夜になりますと、吹雪が木々の梢を鳴らしてヒューッと通り過ぎるんですが、この
音が何ともいえない寂しさというか悲しさというか、時には「雪女のささやき」に聞こえることもあるん
です。そういう夜が過ぎてきれいに晴れた夜に外に出て見ると、あの凍てついた空に星座と星群がきらき
らときらめいているんです。日本で見ている星よりは北国で見る星の方が 2 倍くらい大きいのじゃないか、
ちょっと手を伸ばしたら届くんじゃないか、そういう星空をじーっと見ていると、人間の存在がだんだん
微粒になっていって、やがて宇宙に吸い込まれてしまう、こういう錯覚にとらわれます。ですから、こう
いう北国の環境の中で生活する人達、特に学者あるいは芸術家の作品を「北方芸術」とは言わず、ヨーロ
ッパあたりでは「思考芸術」と呼んでいます。
「そういえばそうだな」と思います。
２． 土着の神々と精霊信仰
でも、北国はその自然だけではなしに、自然環境の中で作られる「土着の神様」がずいぶん出てきます。
荒々しい光景を見せるカーモス（酷夜）あるいはマロース（極夜）を見ていると、天上に神が存在すると
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考えさせられる。そこで、天上の神々にいろいろの名前をつけている。何故かヨーロッパ他の主神は太陽
神であるが、北国の神は「雷と降雨の神」が主神でこれを「ペルーン」と呼んでいます。次に出てくるの
が太陽神でこれは「ホルスボーク」と呼んでいます。そして次に出て来るのが大地母神、モコシなんです
が、たくさんいる土着の神々は全て男性神です。ただし例外的に一人だけ女性神がおり、それが「大地の
神様、収穫の神様」です。この大地母神の語源は「湿り（しめり）」とか「潤い（うるおい）
」、こういう意
味のモコシといいます。モコシというのは北国の人達にとっては、また特別な土着の神様として祀られて
います。
＜イコン（聖画像）と重なるロシア土着の神々＞
ロシアにしても同じようなものがあります。ロシアの広大な土地を一人旅していて、特にあの深い森を
歩いていて、やっと通り過ぎますと視界が開けて、白樺林の向こうにあのロシア正教の金色にきらめいた
「ネギ坊主」がぽっと見える時は何か救われた気がします。このネギ坊主のあるロシア正教の教会には、
小さい教会でも数百点のイコンが飾られています。大きい教会には数千点、大聖堂になると数万点のイコ
ンが壁全面にびっしり飾られています。ロシア正教はキリスト教ですが、ローマカトリックのように偶像
崇拝を認めていません。ですから、このイコンというのは天上にいる神々を見るための「窓」という意味
を持っています。
ロシアにはロシア独特な土着の神々の信仰というのが太古からありますが、今から千年くらい前に、ロ
シアはこの土着の神々を廃止してギリシャ正教を国教として定めました。それからというものは、土着の
信仰の神々は弾圧の対象になりました。小さな教会、大きな教会、そこに祭壇がありまして、土着の神々
を祭っていないか調べるということが公然と行われて来ました。それでも、ロシア正教の聖母マリアの大
きなイコンの裏を覗いて見ると、大地母神、モコシのイコンが飾られている。他のイコンを見ても、その
聖人に関係する土着の神々の姿が、そのイコンの後ろに描かれているわけです。これが歴史上におけるロ
シア正教の二重信仰と呼ばれています。ロシアも含めて北国の方にもギリシャ正教はたくさんあり、同じ
ような状態です。ですから、北国の人達は、苦しいこと、悲しいこと、喜びがありますと皆イコンに手を
合わせて祈ります。イコンは北国の人達にとって「イコンに囲まれて生まれ、イコンに囲まれて死んでい
く」といわれるほどの存在なんです。
＜森の精霊と共生する霊と聖なる精霊＞
この神々とは別に精霊たちがたくさんいます。殆どのものに精霊が宿るということで、これの全部に名
前がついています。いちいち名前を挙げませんが風の精霊、水の精霊、湖の精霊、木の精霊、森の精霊と
かありますが、その中で面白い精霊がいるんです。それはですね、短い夏、農繁期になりますが、その農
繁期に畑仕事を手伝ってくれる精霊です。そうかと思うと、皆が野良仕事に出てしまうから家の中が空っ
ぽになりますが、火事が起きないよう見張りをしてくれる見張りの精霊もおります。ですから精霊という
のは私たちが考えるような怖い存在ではなしに、北国においては友達であり、仲間であり、家族であるよ
うな存在なんです。でも中には悪いのもいて人間を騙す精霊もいる。人間を病気にして死に至らしめる「ロ
タ」という悪い精霊もいます。それから森の巨人「トロール」というんですが、フルネームで「ムーミン・
トロール」というのがおります。これは森一番の大きい精霊です。皆さん方もよくご存知の日本でも読ま
れている、あの「ムーミン・トロール」、これも北欧の精霊です。
先ほどの土着の神々に話を戻しますと、ヨーロッパ、日本でも広く使われている年間のカレンダー、こ
の曜日は実は北欧の土着の神々の名前です。もう一つ精霊の中に教会と同じくらいの聖なる精霊がおりま
す。この精霊の名前は「サウナ」と呼びます。皆さん方がよくご存知のサウナ風呂の「サウナ」です。あ
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れは北国では神と並ぶ聖なる精霊なんです。このサウナを日本語に訳すと「横穴」となります。なんで横
穴なんだろう、と思うんですが、これはヨーロッパに行くと山の中腹を削って横穴を作り、教会として使
っている洞窟教会がたくさんあります。この洞窟教会とこのサウナ・横穴と何かつながりがあるのではな
いかと思います。北国の人達、特に北欧の人達はサウナに生まれ、サウナで結婚式を挙げ、そしてサウナ
の中で死んでいくんです。
＜極東の神話と精霊たち＞
ではこの精霊たちを極東に変えましょう。極東ロシア、カムチャッカ、若干の北海道も含みますが、こ
の辺の精霊は特にまた違いましてギリヤークの神々が祭られています。ギリヤークとはどういう民族かと
いうと、北方少数先住民族を研究しているロシア人のチューネル・タクサミというのがいます。彼は極東
ロシアの少数民族・ギリヤークの人間ですが、彼の説によると、この極東ロシアとサハリン（昔の樺太）、
北海道、東北を含めて、この地域の先住民族はアイヌ人であると学説の中で述べています。そしてサハリ
ンをはじめとする北方のアイヌ、それと北海道のアイヌ、次に東北地方をナンブアイヌと分類しています。
でも、このナンブアイヌは岩手県の南部藩とは何の関係もありません。タクサミのアイヌ族の分類です。
宮沢賢治は樺太まで旅をしましたけれど、その時に書いた童話に「サガレンと八月」というのがあります。
「サガレン」というのは北方アイヌの別の呼び方です。この「サガレンと八月」に「ギリヤークの犬神」
というのが出てきます。主人公はギリヤークの少年｢タネリ｣です。内容は主人公のタネリが、ギリヤーク
の犬神に捕まって海の底に連れてゆかれて「蟹」に替えられてしまう。そして、海の底の悪い「鮫」の召
使にされてしまうというのが、宮沢賢治の「サガレンと八月」の童話の内容です。実はこれと全く同じも
のがギリヤークにおける土着信仰の神話の中にあります。賢治はサハリンに行った時に、そういうギリヤ
ークの神話、極東の神々の神話あるいは精霊の話をたくさん聞いてきたのではなかろうか、と思われます。
３）死生観に投影する神と精霊
＜北国（きたぐに）の作家たち＞
では、この過酷な自然環境、そこに生きる人々の生活文化、そういうものが具体的に北国の作家の中で
どのように映されているか、描写されているかを少し述べて見ます。ここで世界的に有名な作家の名前を
何名か挙げて見たいと思います。みんな皆さんがよくご存知の方ばかりです。例えば音楽ではノールウェ
イのグリーク、フィンランドのシベリウス、ロシアのグリンカ、ムソルグスキー、リムスキーコルサコフ、
チャイコフスキー、文学ではデンマークのアンデルセン、ノールウェイでは人形の家のイプセン、ロシア
ではプーシキン、トルストイ、ダスタエフスキー、チェーホフ、美術ではノールウェイのムンク、デンマ
ークのハマスホイ、ロシアではクラムスコイ、レーピン、スリコフ、身近ではシャガールなど、数え始め
たら切りがないほどおりますが、日本では北方芸術家はよく知られています。
では、この作家たちがどのような作品を書いたか少しだけ事例を挙げて見ます。ダスタエフスキー（日
本ではドストエフスキー）、彼は「罪と罰」の作品の中で、主人公のラスコーリニコフに自分の考え方をい
ろいろ語らせています。この主人公は、金貸しの老婆を斧で殺してしまうのですが、その殺した後の苦し
みに、連綿として生きる一つの人生を描いています。この不安におびえる主人公の背景の描写には、あの
サンクト･ペテルブルグの「暗く・疲れ果てた・白い埃にまみれて凍りついた街」がふんだんに出てきます。
そして、彼は最後にこういわせています。
「もし、人間の世界に神がいなかったら、我々はどうやって生き
ていけるのか、到底生きていけなかっただろう」とまで言わせていますが、これも一つのダスタエフスキ
ーの姿勢なんです。
次もロシアの作家でプーシキンです。このプーシキンはたくさんの小説を書いていますが、特に「エフ
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ゲーニ・オネーギン」というのは、日本でも知られています。この小説の中に出てくる主人公「タチァー
ナ」という女性がいますが、この女性ともう一人の主人公、青年貴族が小説にどう書かれたかというと、
当時のロシアは農奴制社会でしたから、農民は人間としては全く扱われなかった。人間は貴族階級以上な
んです。こういう時期があったのです。この時にプーシキンは「タチァーナが青年貴族に恋をする」とい
う一つのストーリーを作った。このストーリーは多くの農民たちに受けました。俺たちを、私たちを初め
て人間として扱ってくれた作家である、と。農民の女の娘でも「人を愛することが出来るんだ」というこ
とをプーシキンはその小説の中で書いた。やがて、彼女は青年貴族に振られますが、この貴族に振られて
ゆくタチァーナの気持ちを繊細に感傷的に連綿と書き綴りました。当時のロシアの女性はこれを読んで涙
した。ですが、そういうプーシキンの創作手法は異端でした。当時のロシア文学というのは、格調の高い
フランス語をまじえた小説あるいは散文が主流でした。プーシキンは全文をロシア語で、更にその文章は
庶民、農民が使う日常語で全て書かれていたんです。この作品がロシア文学を世界文学にまで高めていっ
た、この事は、現在、評価として定着しております。
もう一人挙げます。アンデルセンです。今、世界中で一番読まれている本をご存知ですか。それはバイ
ブルです。二番目に読まれているのが「アンデルセンの童話です」。その中でも一番多く読まれているのが
「マッチ売りの少女」です。これはアンデルセンの母親の実像なんです。観念的な創作あるいは創造的な
人物ではなしに母親の実像を通して、アンデルセンは「人間の貧しさ」と同時に「世間の冷たさ」という
ものをこのマッチ売りの少女の中で描いています。次に読まれているのが「みにくいアヒルの子」です。
これは自分自身のことですね。アンデルセンは子供の頃、もう明日の米どころか今晩食べるパンすらなか
った。こういう惨めな虐げられた生活を、あの童話「みにくいアヒルの子」の中に書き綴っています。
＜類の同一性と個なる自我＞
こうして今、三人の作家について少しだけ事例を挙げましたが、言えることは、同じ自然環境の中や同
じ生活文化の中で生まれ育って生きていながらも、作品として描かれるものはみんな違います。作家の価
値観というのは、｢他の人の作品とは確実に違う｣ということです。
「個は個であって他者なる個とは違う」、
つまり「個の理念」というのが北国では常識化されています。この「個は個である」という考え方は作家
についてもありますが、人間の生きる世界にも使われます。それを美学的には「類の同一性と個なる自我」
といい、これは北国では一般的に言われています。この「個なる自我」、ここに北国の作家の求めている価
値観があるんです。まだまだ話したいんです
が、
「北方芸術の概念」というものを輪郭だけ
でも少しは分かって頂いたと思います。
この「北方芸術の概念」というものを、ち
ょっと捉えながら、次に「宮沢賢治の創作の
背景」に入ってゆきます。
２．賢治、北への旅漂
１）北国（きたぐに）の哀歓と詩情
その前に、皆さんの時計を 80～100 年くら
い前まで後戻りさせてほしいんです。それは
宮沢賢治が生きていた時代です。何故ならば、
その時代背景を理解してもらわないと、現代
延暦寺会館研修室 100
聴講風景
のハイテクの考え方で見ると漫画になってしまいます。ですから時代背景は
年前に戻し、今から話を聞
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舞います。ですから時代背景は 100 年前に戻し、今から話を聞いていただきますと、賢治のいろいろな姿
が見えてきます。作品の背景を語るということは作家の人生を語るということです。ですから、宮沢賢治
創作の背景を語るということは宮沢賢治の人生を語るということに他なりません。宮沢賢治の人生におい
て一番大きな節目となったのは、26 才、27 才、28 才の 3 年間です。この 3 年間に絞ってお話したいと思
います。
＜孤独と風童（かぜわらし）＞
宮沢賢治の作品の中で、あまり知られてなくてあまり読まれてもいない小さな作品があります。その小
さな作品を、私は「でくのぼうの作品」と呼んで、あの膨大な作品の中から、いくつかを選りだして並べ
ておりますが、そのうちの一つ「孤独と風童」を今ちょっと読んでみたいと思います。
・・・東へ行くの？
／白いみかげの胃の方へかい／そう／ではおいで／行きがけにねぇ／向こうの／あの／ぼんやりした葡萄
いろのそらを通って／大荒沢やあっちはひどい雪ですと／僕が云ったと云っとくれ／では／さような
ら・・・。この「白いみかげの胃の方へ」は何の意味かわかりませんが、これを除けばこの詩は難しい作
品ではありません。この詩を読んでいきますと、あの遠い雪国の空、それから冷たい風まで伝わってきま
す。これは詩というよりは、雪国の道で出会った人達が交わす挨拶と読んでも良いわけです。つまりこの
庶民的な平易な言葉で書かれた「でくのぼうの詩」、これが少ないんです。そして殆どの人がこれを無視し
ています。皆さんも機会があったら賢治の作品の中から、こういう「でくのぼうの作品」を探して見てく
ださい。
＜妹、としの死と向き合う＞
賢治の人生を語る時、妹、としを外して語ることは出来ません。どのような存在であったのか、を少し
話してみます。としは花巻を離れて東京の日本女子大学に入学しました。日本女子大学の成瀬学長は熱心
なクリスチャンでした。ですが、大学をミッションスクールとはせず、自分の一つの教育理念、これを大
学の教育理念として多くの学生に教えました。一つの宗教にこだわらず、広い宇宙的な心、そういう宗教
心を培うこと、これが女子大学の教育理念です。でも、成瀬学長の教育理念にはインドの文学者タゴール
の影響がかなりあります。何故なら成瀬学長はタゴールに心酔しておりました。アジアで初めてノーベル
文学賞を受賞したラビンドラナード・タゴール、彼の思想はどんな風であったかというと、インドの古い
昔から伝わる聖典「ヴェーダ」の一部に、ウパニシャッドという聖典があります。タゴールは特にウパニ
シャッドの思想を自分の思想として形成しています。ウパニシャッドの思想にも、人間の存在と人間の宗
教的な考え方を、この広い銀河系の宇宙の中で捉える、と説かれています。
そして、妹･としはこの成瀬学長に非常に感化を受けておりましたから、何かにつけて、自分の考え方に
まで成瀬学長の影響があります。妹・としは週に一度賢治に手紙を書いています。手紙はもちろん大学で
起きたこと、東京の話もありますが、ラビンドラナード・タゴールの思想についてもかなり書いています。
賢治にとっては、妹・としからの手紙は単なる手紙ではなくて、個人を超えて自分にとっても全く新しい
新鮮な一つの知識でした。当時の賢治の中にある宗教観は、キリスト教と日蓮宗の法華経でしたが、そこ
に新しいインドの宗教的な思想が入ってきたわけです。ここから始る賢治の作品の中にはインド哲学がか
なり入ってきます。それは賢治の中に間接的に受け継がれた思想なのですが、賢治の素晴らしいのは新し
い知識をどんどん吸収してゆくということ、それは裏返せば欠点でもあって、彼はどれが正しい宗教なの
か迷いに迷ったわけです。それでとうとう解決できずに逝くんですけれども。
賢治 26 才の時、この妹・としの死と向き会います。としが病床に倒れてやがてもう残された命が少ない、
とドクターからも告げられ、自分でもどうにもならないと感じておりました。としの病気の間、賢治はず
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ーっと、としの横にいて看病を続けました。そのとしが亡くなる少し前、母親といろいろ会話しているん
ですが、その会話をじーっと聞きながら賢治は泣いていたんですね。それを「無声慟哭」の中で詠んでい
ます。その無声慟哭の中の、としと母親の会話を少しだけ読んで見ます。・・・「おら、おっかないふして
らべ」「うんにゃ、ずいぶん立派だじゃい」「それでもからだくさかべ？」「うんにゃ

いっこう」・・・ち

ょっと翻訳します。
「私の顔はずいぶんきつくなっているでしょう」｢うんにゃ、きれいだよ｣「でも私の体、
くさいでしょう？」
「うんにゃ、いっこうに」
・・・そして大正 13 年 11 月 27 日、としは息を引き取りまし
た。その時、花巻の空も泣いていたのか、冷たいみぞれが終日降りしきっていました。その後に書かれた｢永
訣の朝｣「松の針」「無声慟哭」この三つの詩を、私は「賢治の慟哭の挽歌」と呼んでいます。挽歌という
のは、最近はあいまいな言葉に使われていますが、挽歌の語源を申しますと、昔死んだ人の遺体を荷車に
乗せて墓地に埋めに行く時、この車を引きながら、遺体の側に寄り添って悲しみに泣きながら歌った歌な
んです。ですから車を挽く歌、挽歌なんです。当然、賢治も挽歌の気持ちでこの三部作の詩を書いたと思
います。
それから賢治の中には「としコンプレックス」
がずーっとつきまといます。それからの賢治は何
をしても何を書いても「としコンプレックス」に
打ちひがれたものとなります。コンプレックスと
いう言葉は、日本では劣等感と訳されていますが、
これは間違いではないんですが正しい解釈ではあ
りません。コンプレックスというのはオーストリ
アの心理学者、アドラーが個人心理学の中で初め
て使った言葉です。これは「人間がある対象に対
し強く受ける深層心理」の事です。このアドラー
の個人心理をずーっと読んでいくと、詳しく出て
2009 年宮沢賢治 77 回忌法要

きますが、コンプレックスには「優越のコンプレ
ックス」、それから「劣等のコンプレックス」、
「競
争のコンプレックス」、更には「反撥のコンプレッ
クス」、こういう風にアドラーはこの心理学の中で
世界初のコンプレックス論を展開します。何故日本
では正しく翻訳しなかったのか、私がこんなところ
でぼやいても始りません。でも、「としコンプレッ
クス」に関し、今この場ではそういう風に理解して
いただきたいと思います。
＜賢治、自己訣別の旅へ＞
悩みに悩み、苦しみに苦しんだ後、賢治は「この
ままでは自分が駄目になる」、こういう気持ちから

参列者の献花・焼香

遠い北への旅漂に旅立ちます。表向きは花巻農学校

の就職の開拓となっておりますが、この旅はやはり自分の苦しみを北への旅の中で打ち消していこうとす
る旅でした。青森、津軽海峡、宗谷海峡を暗い夜汽車に乗って越えて行きます。この夜汽車の中、賢治の
旅のありようですが、じーっと窓ガラス越しに外を見つめていました。その窓ガラスに自分の顔がぼーっ
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と映っています。自分の顔の中に遠くに光る灯りがスーッスーッとよぎって行く。灯りだけではなく、他
のものも通って行きます。そしてまた強く現れます。この自分の顔にはじめて気がついたんです。二重、
三重に重なって映るこの映像って何だろう。そこに確かに実在はしていますが、実像ではありません。こ
の実在と実像の関係について、スラブ哲学では克明な論議を展開していますが、結論だけ申しますと、
「鏡
面の虚像」と呼んでいます。その時賢治が気づいたその映像の幻惑的なものが、後の作品の中に生かされ
ています。当時は蒸気機関車でしたから、夜汽車の中は石炭を炊くくさい臭いが客車の中に充満していま
す。薄汚れた、電球の薄暗い客車の夜汽車に乗った経験をお持ちの方もいると思いますが、今の新幹線と
は全く違います。そういう客車の中で、疲れ果てた人達でしょうか、夜汽車の中というのはいつもそうで
すが、誰一人話しをする人もなく列車は黙々と進んで行きます。時折、あのピーッピーッという汽笛が静
寂を破ります。そのとき、賢治がふと見ますと隣りにとしが座っています。死んだはずのとしです。ハッ
と気がつくとそれは幻でした。この夜汽車は、想像、幻惑、幻想、幻のいずれであれ、生きている人間も、
既に亡くなっている人達もみんな一緒に乗せて、真っ暗な闇の中を北へ北へと進んでいきます。この光景
は後に発表されるあの「銀河鉄道の夜」へと展開していきます。童話の中に出てくる場面も、この旅のこ
の列車の中を書いています。ある時は連絡船の中でじーっと甲板に立って手摺りに掴まって、暗い海と夜
空を眺めていると、甲板員がスーっと寄ってきて、あの頃よく自殺があったので、自殺者と間違えられて
甲板員に話しかけられた。でもそう間違えられるほど、賢治は一心に何かを考え続けながら、北へ北へと
旅していたんです。
その後に青森挽歌１，２，３、宗谷挽歌、オホーツク挽歌が書かれていますが、これらの挽歌を読んで
いきますと、賢治が「としコンプレックス」から別れてゆく、その心理的内容が時系列に読み取れます。
そして、最後にあのオホーツク挽歌に書かれていますが、死んだとしをとうとう青い空の天上人として送
り届け、自分は全ての苦悩から解放されて花巻に帰ってくるんですが、その時に、挽歌連作の後に書かれ
たのが、あの「サガレンと八月」、先ほどの「ギリヤークの神話」です。これは明るく書き綴っています。
花巻に戻った賢治は 27 才、そして 28 才とずいぶん考え方が変わって来ました。あの北への旅は自分の人
生を大きく転換させていったわけです。
２）主題性にみる遺産継承
＜遺産継承を基底とした「祭りの晩」＞
一番大きく意識の中で変わったのは、「己を見つめる」「己の命の価値観を見つめる」ということ、つま
り「お前は何者だ？」ということに、ずいぶん時間をかけて自問自答してきたことです。今までの自分と
いうのは、あくまでも「自分中心」だったのですが、「その生き方について賢治が変わった」というのは、
「どう変わったか？」というと、
「遺産継承を基底とした創作」へ変わっていったのです。つまり「人間の
生き方は社会的存在」ですから、当然そこには「社会的な意識」というものが、その人生の中に組み込ま
れない限り、本物の人生ではない、ということです。これは個人的経験もあったでしょうが、当時賢治は
花巻農学校の教師でしたから、教員として学生たちを教えている中にもそういう意識がはっきり芽生えて
きました。ある意味で前向きな賢治の人生がここから始ったんです。
その遺産継承というものを基底において、最初に書いた童話が「祭りの晩」です。知らない人も多いと
思いますので「あらすじ」を簡単に紹介します。主人公の少年、
「亮二」という名前ですが、この亮二は親
から小遣いをもらってお祭りを見に行きます。その祭りの賑やかな中に、団子屋の店先で大きな男、山男
がみんなから虐められています。その男は無銭飲食したんですよ。亮二は皆から虐められているその男を
かわいそうに思って、自分の持っていた小遣い全部を団子屋に渡してこの男を助けました。この大男は逃
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げて帰って行きますが、別れ際に「薪百把、栗八斗、後で返すぞ」と叫ぶように言って消えていきます。
亮二はその晩、家に帰ってお祖父ちゃんにその話をしていますと、玄関先でドスン、ドスンと大きな音
がする。何だろうと思って亮二が外に出てみると、そこには薪百把と沢山の栗が置いてあったのです。北
国において、薪と越冬食は貴重な財産です。賢治はこの中で何を語ったかというと、「約束のモラル」、次
に「弱者との共存共栄のモラル」です。山男というのは、当時は社会に住めない弱者だったのです。語れ
ば長くなるので全部は止めますが、山の中でしか住めない山男、北欧にいきますと雪男に変わりますが、
賢治はこの童話の中で弱者である彼らを書き綴っています。そして同じ遺産継承を基底として書かれたの
は、「なめとこ山の熊」「谷」などいくつかあります。
＜羅須地人協会の設立＞
賢治は 28 才の 3 月、花巻農学校に辞表を提出します。そして同じ年の 8 月、羅須地人協会を設立しまし
た。羅須地人協会がどういう目的で設立されたかといいますと、二つあります。当時、東北の農業は、天
候と堆肥だけに依存する農法、それと長時間労働集約型農法で、このような今から思うとまるっきり原始
的な農法が主体でした。これを科学農法に変えていくというのが羅須地人協会の一つの目的でした。もう
一つは、人間を変えてゆかなければ東北は変わらない、という考え方でした。当時の東北の古い因習にこ
だわり、その中で生きていく人格を、賢治は非常に嫌っていました。こんな古い考えの人達が農村にいた
のでは駄目だ、人間を変えていく、そのためには「芸術」だという考えに賢治は到達したのです。賢治の
考え方は「科学が農業を変える」
「芸術が人間を変える」で、この信念に立脚して更に情熱的に、この羅須
地人協会の活動に入っていきます。
宮沢賢治の短い人生の中で、この羅須地人協会の活動が最も熱く燃えた情熱的な一瞬でした。夜になる
と彼はレコード鑑賞会を開催します。芸術をどのように理解させるか、彼は音楽が大きな影響力があると
みましたから、沢山のレコードを買い求めました。現在でもコレクションとしておいてありますが、当時
高くて簡単に買えないような SP レコードや外国のレコードなどかなり買い集めています。そして彼はこれ
を聞いていたのですが、あの花巻の農村の青年達にも聞かせたんです。
＜コーカサスの風景より「酋長の行列」＞
その中で、今でも日本人にあまり知られていないロシア音楽、イッポリトフ・イワーノフ作曲の「コー
カサス風景」
、その中に主旋律となる「酋長の行列」というのがあります。この酋長の行列、今から皆さん
に聞いてもらいます。僅か一分ほどです。｛しばし会場に、勇ましく荘厳な音楽が流れた｝。どうですか、
なにかこう賢治の情熱が伝わってきますね。
３．人間の運命
賢治がいつも思っていたのは、
「米を作る農民がなんでこんなに貧乏なんだ」ということですが、皆さん
には少し理解しにくいと思いますから、東北の農民の貧しさを一つ二つ例として挙げます。農民の中に「振
り米」という慣習がありました。それは米を作る農民が米を食えない。雑穀だけで生き続け、そのうち家
族が死んでいく、その今わの際に竹筒に米を入れて振るんです。
「米だぞーっ、ほらっ米だぞーっ、今炊く
からなーっ、腹いっぱい食えよーっ」。竹筒の中で米が踊る音を聞きながら死んでいく、悲しいというより
惨め過ぎる農民の死です。そうかと思うと、まだ十代にもならない女の子を都会の遊郭に売る。その売っ
たお金で家族が生活していく。こういう貧しさ、賢治もこれには我慢が出来なかったんですね。この羅須
地人協会の活動というのはもっともっとあるんですが外します。
当時の日本の貧困というのは、個人的な意思や情熱でもって変えられるほど生易しいものではなかった
のです。当時の日本は、資本主義社会として成長していきながら、帝国主義へと変換する時代でした。で
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すから、東北の農民は、どのように位置付けられていたかというと、賃金労働者の供給源として社会の底
辺に構造的に組み込まれていたわけです。それとは別に賢治は、私心を持たずに自分の信念に基づいて一
生懸命やっておりました。しかし、理解されませんでした。大体、羅須地人協会というこの不可解な名前
は「なんだこれは？」と疑われました。賢治がやればやるほど、
「金持ちの坊ちゃんの遊びごとじゃないの
か？」と、こういう批判が出てきました。そういうものに耐えながらも、賢治は羅須地人協会で尽くして
いったのですが、意思とスケジュールが強行する中で肉体はもう持ちません。彼は 32 才の時に重い肺炎で
倒れました。
＜死を見つめた「疾中（しっちゅう）」＞
そして一度は快復したのですが、再起不能の病気にかかりベッドに臥したままという生活に変わったの
です。これが４年間続きました。この４年間に賢治は漠然とした死の恐怖と戦いながら、沢山の詩や散文
詩を書いています。それらは非常に宗教色の強いものです。その後、とうとう賢治の人生にも終わりがや
ってきます。医者からも「もうあまり長くありませんよ」と言われました。夏に喉を手術したんですが、
その結果が良くないんです。血がでているんです。どうしようもないんです。観念ではなしに現実として
死の秒読みに入ったのです。この秒読みの中で、彼は「疾中」という詩を書き綴っています。これを読ん
でみます。
・・・だめでしょうか／とまりませんか／がぶがぶ湧いているんですから／夕べからねむられず
血も出つづけていますね／どうも間もなく死にそうです／これで 2 時間咽喉からの血はとまらない／おも
てはもうひとも歩かない／今夜はここで誰にも見られず死んでいいのだ／俺はやがて死なん、今日または
明日・・・
そして昭和 8 年 9 月 21 日、彼の生涯を閉じました。それは 77 年前の今日のことです。そして賢治の遺
体がベッドから運び出された後、床の中から黒い手帳が見つかったのです。触ってみればまだ賢治の温も
りがある、その小さな黒い手帳を開けてみると、大きい字で・・・雨ニモマケズ、風ニモマケズ、ミンナ
ニデクノボウトヨバレ、ホメラレモセズ、クニモサレズ、ソウイウモノニ、ワタシハナリタイ・・・こう
書かれていました。つまり賢治の絶筆です。
＜生の断絶と生の断続＞
人間の死をどう見つめるのか、生の断絶として見るか、生の断続として見るか、この見方によって死の
解釈は両極に分かれます。作家という者は、自分の作品がどんなものであれ、受け継がれていくことをい
つも思っています。それが作家です。でもその作品は全部が全部受け継がれていくのではなしに、歴史の
篩にかけられて残る物、のこらない物に分けられます。残る物とはどういう作品かというと、芸術の世界
では「離隔の作品」と呼んでいます。賢治も離隔の作品を求め続けていました。彼は詩論の中でこう書い
ています。
「自分は有名になりたい、そう思い続けて書いてきた。作品はもう書きたくない」と述べていま
す。本当の離隔作品を賢治は求めていたわけです。賢治は死のギリギリのところで、とうとうその離隔の
詩、雨ニモマケズのデクノボウの詩を書き上げたのです。賢治の考え方の中には、いろいろ宗教的考え方
が渦巻いていましたが、この宇宙の中で授けられた小さな命、この自分の命の価値を作品の中にどれだけ
入れられるのか、そう願っていた。とうとう離隔の詩に到達したわけですが、このデクノボウの詩を、私
は「賢治、滅びの美学」と位置づけています。
まだまだずいぶん残っているのですが、時間がきてしまいましたので講演はこれで終わらせてもらいま
す。ご清聴ありがとうございました（拍手）。
質問と応答
１．「白いみかげの胃の方へ」とはどういう意味か？
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これは賢治の作品の特徴で主観的表現ですから、誰にも判りません。これが賢治作品の一番のネックに
なっています。賢治自身は何か意味をもって書いていると思いますが。
２．山男とはどんな人達をいうのか？「またぎ」のことですか？
山男は普通「またぎ」、それも含みますが一番多いのは犯罪者
です。それと「ててなし児」、当時、ててなし児というのは戸籍
も取れませんし社会的に認められなかったのです。そういう人達
と殺人の犯罪者達も、山に逃れると免罪符となったのです。山窩
（さんか）もいます。山の中でしか生活できない人達を山窩（さ
んか）と呼びます。それと異人がおります。環日本海から難破船
とか密航者がきて、昔から日本ではかなり日本海の向側の人たち
が入ってきていますが、この人達も一応山男なんです。ですから
全てを網羅すれば、山男とは犯罪者から密航者あるいは漂着民も
含みます。
３．滅びの美学とは？
これは美学用語ですので解釈しにくいと思いますが、話しだす
と長くなりますので、現象的な捉え方をします。日本人が一番

講演司会

和田

浩

副会長

好きな滅びの美学は「桜の花が散る時」です。あれも滅びの美
学です。そうかというと、「積もった雪が溶けて消えてなくなる」、昨日までここに実在していた雪が今
日消えて無くなっていく、この雪の溶けてゆく様を「滅びの美学」と呼びます。それと、人間の命にも。
賢治に例えると、賢治は死と闘ったことも確かです。そう見るのか、あるいは残された自分の人生、
「最
後の一滴まで生き抜いた」と見るべきでしょう。死んでいった人も滅びの美学でしょうが、西洋哲学的
解釈は、「最後の一滴まで生き抜いた」、ここに滅びの美学を見出すのです。
４．レジメにある別講 賢治を国際的に位置づけるとは？
私は時間があれば、この別講までやりたかったのですが、あまり盛りだくさんで走ってはいけないの
で、別の機会といたしました。皆さんにも考えていただきたいのは、賢治文学の今後をいかに国際的に
位置づけるか、これが大きなテーマだと思います。現在、賢治についての研究はもう何もない、文学的
にも創作的にも全て語り尽くされ研究し尽くされて、残っているのは重箱の隅を突っつくしかない、と
言われています。しかし、それは大きな間違いだと思います。
賢治文学を国際的に位置づけるのが、これからの賢治研究者の新しいテーマです。それには何が大事
なのか？いくつかありますが、その一つが先ほどの「白いみかげの胃の方へ・・・」で、賢治作品の中
には賢治の主観、つまり自分しかわからない専門用語や宗教的用語がふんだんに入っています。これは
外国人には全く分かりません。ですが、その内容はすばらしい。賢治の主観について、誰か主観翻訳に
挑む研究者がでてきて欲しいです。それを読み解くことによって、外国の人達にも共感性が出てきます
し、理解できるようになります。国際会議の中で、ある中国人とインド人が言っておりました。賢治を
全く評価できません、と。それを聞いた時、私にはその気持ちが理解できました。
「白いみかげの胃の方
へ・・・」、日本人でも分からないのに中国人が分かるわけがない。ですから、そういう国際的な共感と
理解力を得るために賢治作品の主観翻訳を、これからの大きなテーマとしてあげたいと思います。
５．「祭りの晩」に出てくる「空気獣」という見世物？
これは当時のおもちゃですね。地元の催しの一つで私は知りません。そういう情景、光景の中で、賢
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治特有の主観的表現は随所にあります。私がそれはこうだ、とちょっと説明できないんです。
６．コンプレックスと個なる自我？
コンプレックスというのは深層心理の分解です。このコンプレックスというのは、心理学者フロイト
の弟子アドラーが世界で一番初めに提唱したのです。フロイトの心理学というのは、本能心理学、つま
り人間の行動は全て本能心理である。本能とは何か？人間の三大本能というのは食欲、性欲、破壊力で、
最後の破壊力とは具体的には戦争のことです。しかし弟子であるアドラーは「いやー人間の心理はそれ
だけじゃないよ」といい、個人的に独自の研究の中で、個人心理学として構築されたのが「アドラーの
個人心理学」です。それと関係あるといえばある、無いといえば無いのですが、個なる自我とは、心理
学とは別の美学の世界、哲学の世界で使われる言葉です。個なる自我とは「自分は自分」という風にみ
んな思っています。しかし、
「自分は自分だ」という考え方は、他人にいったときは全く別のことになる。
自分の中だからこそ「個は個であって俺だ」といえるが、隣りの人がそう思った時、この個は自分のこ
とと違います。
「個なる自我と他者なる個」と哲学では規定しております。そういう形で関連づけてご理
解いただけたら、と思います。以上で全部終わりました（拍手）。
（本稿は平成 21 年 9 月 21 日の賢治 77 回忌における、比叡山延暦寺会館での記念講演です）
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