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賢治の＜ひとり＞
国際日本文化センター名誉教授
山折 哲雄
はじめに
本日はお招きをいただきまして誠にありがとうございます。
私は
今京都に住んでおりまして、京都生活が 26 年になります。ふるさ
とは花巻でございます。花城町の専念寺、浄土真宗西本願寺の末寺
の出身でございます。すぐ近くにご承知のように宮沢賢治さんのご
生家がございまして、子供の頃からずっと宮沢賢治さんの作品、そ
れからその人間に魅せられて過ごしてまいりました。小学校の殆ど
は東京で過ごし、疎開致しましたのは昭和 19 年、戦争末期で小学
校 6 年から花巻生活。遂に花巻方言を身に着けることはできません
で、これが何といいますか、ふるさとに帰る気持がもう一つで、ふ
るさとの生活文化にどこか溶け込めないような気持ちを抱いて
こんにち

今日 に至っております。
宮沢賢治に関する私の考え方は、年代を追ってどんどん変わって
まいりました。20 代、30 代の青春期の頃、50 を超えて中年期にまた変化がありまして、そして更に年を加
こ と し

えて 70，80、今年 私 84 歳になります。若いころ、中年の頃の賢治観とは大分違ってまいりました。
「どこ
がどう違ってきたか」を一口に申し上げることはなかなか出来ないんですけれども、まあ、その心境の変化
のようなものも含めて、今日はお話ができるかなぁと思ってまいりました。
Ⅰ．賢治作品に吹く風、賢治は一体どこからその風を吹かせているのか？
１．風が吹いて物語が始まり、風が吹いて物語が終わる
実は若いころからの一つの疑問だったことがあります。賢治の作品には、どこを読んでも、詩であろうと
童話であろうとエッセイであろうと、必ずそこに「風が吹いている」
。いろんな風が吹いている。その風が
千変万化する風なんですね。人間の喜怒哀楽の感情をのせた風も勿論吹いている。かと思うと地獄の風も吹
いている。極楽、天国の風も吹いている。何やらむずかしげな哲学的な風も吹いているし、悪魔の風も吹い
ている。賢治は一体どこからその風を吹かせているのか。これが最大の疑問でした。
「春と修羅」という詩集の一端を取り上げてもですね、第１ページからほとんど例外なく毎ページいろん
な風を吹かせています。もう一つ、その風が吹いているのは、なにも詩の世界だけではなく彼の代表的な童
話の殆どが「風が吹いて物語が始まり、風が吹いて物語が終わる」ということですね。そのことに気が付い
たのは大分後年のことで、最初は気がつかなかった。なんとなく妙な風が吹いているなぁとは、思っており
ましたけれども、これは明らかに宮沢賢治が意識して自覚的に風を吹かせている、そう思うようになった。
これが 50 を過ぎてから、そういうことに気がついた。
＜風の又三郎で吹く風＞
具体的に、どういう風が吹いているか、これをちょっと申しあげてみましょう。皆さん、もうご存知のこ
とばかりです。たとえば「風の又三郎」
、これは９月台風のやってくる季節に、ドゥーッと風が吹いてくる。
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おそらく岩手花巻のあのあたりの山間部の小学校に、転校生の高田三郎という少年が「風と共に」やってく
る。２～３週間、土地の子供たちと遊んだり話し合ったりしながら生活をする。それからまた、台風がやっ
てきて風がドゥーッと吹いて、その風に乗って高田三郎は姿を消す。土地の子供達が「ありぁ、風の又三
郎だぜ、風の精だ」
、こういってこの物語は終わる。
「風が吹いて話が始まり、風が吹いて物語が終わる」
。
タイトルまでが風の又三郎。これはその通りに読んでいる段階では別に不思議でも何でもない。ふつうの
メルヘンですね。
＜注文の多い料理店で吹く風＞
ところがある時、
「注文の多い料理店」
、これを読んでいて「おやっ」と思ったんです。
「注文の多い料理店」
というのは賢治が生前本にした唯一の童話で、よほど自信があったに違いない。これは活字にしてもいい、
そう思って出版した物語。
簡単に物語を申しますと、二人の紳士が猟銃を持って山に登って行く。鹿か兎を取ろうと思って登って行
くわけですね。登って行って、お昼、どちらともなく「腹が減ったな」というと、眼前に忽然と、一軒のレ
ストランが現れる。
「おっ、ちょうどレストランがある」と言って、二人がそのレストランに近づいて行く。
するとその時風が吹いてくる。これはよほど注意しないと分らない。賢治さんは分らないように風を吹かし
いちぎょう

ているな、ということが後になって分る。冷たい、なにやら不気味な風がサァーッと吹いてくる。この 一行
がさりげなく挿入されてます、この一行が。

二人はそのレストランに近づいて行くと、扉のところに「準備がすみました。帽子をぬげ、上着をとれ」
と指示がでている。言われた通りにして、中に入って行くと、なにもない。ところが反対側にまた扉があっ

「靴下をぬげ、ワイシャツをとれ」
、こういう指示が出ている。言われた通りに
て、そこに近づいて行くと、
しなければ中に入れない。そう思って、ふたたび脱いで、次の部屋へと入って行くわけですね。ところが、
又なにもない。料理が出てくる気配もない。扉があって、そこに近づいて行くと今度は「頭の上にコショウ
、と指示が出ている。
をかけろ、塩をかけろ」

「俺たちは、ものを喰いにやってきたはずなんだけれども、誰
この時になって、初めて気がつくわけです。
。そういう恐怖感、不安感がサァーッと背筋をのぼってくる。そういう描写があ
かに喰われるかも知れない」

「さあ
る。するとその扉の向こう側からなにやら不気味な者がじーっとこちらを見つめている気配がある。
、食べに入った者が逆に喰われてしまうかも知れない。そういう不安
大変、こちらが喰われるかも知れない」
が少しずつ膨らんでくる。連れて行った犬が吠え始める。パニック状態になる。と、気が付くとレストラン
が消えている。そして目の前に、一本の、葉を落とした裸の木が立っている。その枝に自分が先ほど脱いだ
上着、ワイシャツ、靴下、それらがぶら下っている。ホッとするわけですね、危うく命が助かった。
いちぎょう

その時、暗い風がサァーッと吹いてくる、という 一行 が出てくる。よっぽど注意しないと、読み過ごし
てしまう書き方ですね。それに気付けば、これは明らかに、作者が意識的に吹かせている風だということが
分る。私はそう確信いたしました。というのは、この「注文の多い料理店」というのは、物を食べるために
入った人間が、逆に食べられるかもしれないという、これは人間社会における本質的な問題、これを突きつ
けようとした物語だからだ、と思うからです。
「喰うものは喰われる」
。これは宮沢賢治終生の重要な主題で
あったような気が、だんだんするようになりました。あぁ、賢治作品を読む時、どの場面でも「風が吹いて
来たら注意しなければいけない」
、そう思うようになりました。
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＜銀河鉄道の夜の風＞
そして最後の「銀河鉄道の夜」
。これは主人公がジョバンニという少年、親友がカムパネルラ、二人で宇宙
の旅をする物語。ジョバンニの父親は旅に出て行方不明、おそらく出稼ぎに出ている。母一人子一人の母子
家庭。母親は病気になって寝込んでいる。毎朝、薬と牛乳の世話をしなければならない。生活のためにアル
バイトをしなければならない。父親がいなくなったということで学校ではいじめられている。まさに今日の
日本社会を浮かび上がらせるような家庭環境。
楽しみにしていたのがお祭り。
そのお祭りの日がやってきて、
彼は母親の介護をし、牛乳をとってきて飲ませ、そして夕方、そのお祭りを見るために山に入ってゆく。普
まち

通はお祭りは 街 で行われ、街の中に遊びに行くはずなんですが、彼はたった一人で、…ここで「ひとり」
の
問題が出てくるんですが…たった一人でお祭りを楽しむために山の中へ、林を抜け丘を越えて、そして小高
ひ

い丘の上に寝っ転がる。眼下に見える 灯 の光を見ながら、天上の星の空をながめ、お祭りを楽しむ。こん
な孤独な淋しい祭りの楽しみ方はないと思いますね。
いちぎょう

そのとき突然、冷たい風が吹いてくる、サァーッと。これがたった 一行 。ここがやっぱり読み飛ばして
しまうところですね。その風の音と同時に、ジョバンニの耳に天上から列車の音が聞こえてくる。枕木を打
つゴトンゴトン、ゴトンゴトンというあの音です。
気がつくとカムパネルラと二人、
汽車の中に座っている。
南十字星の方に向かって旅をする物語が始まる。
ところが旅の終り近くなって、カムパネルラがその汽車の中から姿を消してしまう。そのとき地上で、川に
溺れて死んでいる、
そのことがあとから明らかになる。
そのあとジョバンニはたった一人で宇宙の旅をして、
また地上に戻ってくる。気が付くと、元の丘の草の上にあおむけに寝転がっている、その時にまた、サァー
ッと風が吹く。
あぁ銀河鉄道というメルヘンもまた「風が吹くと物語が始まり、風が吹いて物語が終わっている」。それでは、この
風とは一体何なのか。賢治は何の為に、この風を吹かせているのか。これが大きな疑問になって眼前に立ち
上がってまいりました。分らない、ずっと長い間分りませんでした。
えいけ つ

あさ

２． 妹トシの死にキッカケが ～永訣 の 朝 ～
風が吹くという物語は「風の又三郎」の場合でも一貫している。
「春と修羅」という詩集においても一貫し
ている。それは何故か。これまでの研究でもこの問題に正面から取り組んだものは殆どありませんでした。
長い間の疑問だったのです。
あるとき、それはもしかすると妹トシとの別れ、
これが大きな意味を持っているのではないのか、そ
う思うようになりました。あれは大正 10 年、25 歳
の宮沢賢治が東京から花巻に帰ってきて農学校の教
師をやっていた。妹トシは日本女子大学を出て、花
巻に帰ってきて女子校の先生をやっていた。それか
らしばらくたって妹トシが結核にかかって病の床に
臥す。農学校の教師をやっている賢治はずうっとそ
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の看取りを最後までやる。ついに 11 月のみぞれの降る寒い晩にトシがこの世を去る。その晩に賢治は徹夜
をして 3 篇の詩を書いたと言われております。
いた

そのとし子との悲しい別れを 悼 む詩の３篇のうち最も知られているのが「永訣の朝」であります。その
「永訣の朝」を読んでいて、先ほどの風にまつわる疑問がフーッと立ち上ってきた。
「永訣の朝」という詩は
不思議な詩でありますが、それは今やこの世を去ろうとしている妹に対して、兄の賢治が標準語で語りかけ
るところから始まる。その語りかける言葉が何故か標準語なんですね。もっとも「春と修羅」は始めから標
準語で書かれているのでそれ自体何ら不思議なことではない。ところが、今死んでいこうとしているトシの
言葉は、括弧に入れて花巻方言で書かれている。言ってみればこの二人の別れの場面は、永訣の別れを告げ
る兄の標準語と、それに応える妹の花巻方言との対話の形で進んでいくわけです。何故賢治自身の言葉を方
言にせずに標準語にして、妹の言葉だけを花巻方言にしたのか。これはこれでまた大きな問題なんですね。
第 1 節だけをちょっと申し上げますと、＜きょう（けふ）のうちに／とお（ほ）くへいってしまうわたく

しのいもうとよ／みぞれがふっておもてはへんにあかるいのだ『あめゆぢゅとてちてけんじゃ』＞と、こう
「あめゆぢゅとてちてけんじゃ」は関西の人には言っても誰にも分りませんが「あめゆぢゅ」
なっています。
は雨・雪､すなわち「みぞれ」のことで、それを取ってきて、お兄さん、食べさせて、と言っている。実際、
トシは喉が渇いている。こうして、この「永訣の朝」という二人の対話が進められていくわけですが、従来
の「永訣の朝」の解釈の仕方というのは、標準語を語る賢治を主人公にして、死んでゆく妹の方は方言を語
る脇役として扱う解釈が殆どでした。しかしこの詩をよく読んでいきますとね、最愛の妹が死んで行って絶
望の気持ちになっているのは賢治の方なんです。とすると、この詩の本当の読み方というものは、むしろト
シが主人公で、そのトシに死なれてしまったという、深い悲しみに沈み込んでいる賢治がトシにむかって、
どうか帰ってきてくれと叫んでいる、そういうバイプレーヤーではないのか、そう思うようになりました。
従来のこの詩の解釈というのは逆ではないのかなぁ、そういう疑問が湧きだしてまいりました。むしろ、

「あめゆぢゅとてちてけんじゃ」という花巻の方言に表現されている言葉の世界というものを中心に、この
詩は解釈をしなければならない。そう思うようになった。ところが、そのような解釈はこれまで殆どありま
せんでした。
３．方言の力強さ、独自性の表現
明治以降のこの国の国語政策というものは標準語を中心として、地方の文化、地方の伝統というものを、
全国的なレベルに基づいて統合していくという形になっていった。中央と地方、都市と田舎、そして同じよ
うに標準語対方言という対立を、いわば平準化しようとしました。
こんにち

こういう言葉の解釈というのは、今日 に至る迄の日本の教育の在り方の基本をなしていて、これではいく
らたっても地方の自立性、地方文化の独自性というものは日本全体のレベルでは浮かび上がってこない、そ
ういう構造になっているのではないか。そういう疑問ですね。その上更にこういう考え方では賢治の究極の
課題、賢治が主張しようとしていた大事な問題が抜け落ちてしまうのではないか。こう思うようになったの
です。これは逆転させなければならない…。
それで宮沢賢治作品を様々な人が朗読しているのを集めて聴いてみると、殆どが標準語中心で朗読してい
ます。それでは賢治文学の重要な部分が半分どころか、殆ど抜け落ちてしまう。淋しいかぎりですよ、賢治
作品の朗読というものが殆ど標準語中心になっている。
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その中で救いになったのが、さすが、長岡輝子さんの朗読でした。これは素晴らしい。花巻方言、岩手方
言の魅力や力強さを存分に聞かせてくれる朗読でもありました。殆ど長岡さんだけですよ。私は生前お目に
掛かりたかった。そのことを確かめてみたかった。盛岡のご出身ですよね。そして若くして東京に出て文学
座の女優さんになった。ところがですね、その長岡さんの「永訣の朝」の朗読を聞いていて、やっぱり長岡
さんの朗読でも賢治の標準語が中心になっている、そういう朗読の仕方になっていました。とし子の花巻方
言を中心に置いていない、力点を置いていない。それほど明治以降の近代化政策というものは、まぁ大きな
力を振るっていたということでしょうね。ただ、長岡さんの朗読が面白いというのは、賢治の標準語を花巻
なま

方言で 訛 るように朗読していたことですね。これはさすが長岡さんであります。私はとてもまねはできな
いちぎょう

いんですが、例えば＜きょうのうちにとおくへいってしまうわたくしのいもうとよ＞、この 一行 のイント
ネーション、これは長岡さんの場合、標準語のイントネーションではありません、あえてそれを崩そうとし
ている、花巻方言のイントネーションになっているんです。言葉は標準語。イントネーションは確かに訛っ
ているんですが、言葉は方言になっていない。つまり、それを上回るような力強い『あめゆぢゅとてちてけ

んじゃ』の方言の朗読にはなっていない。
私がこの問題に気がついたのは、京都にきてしばらくしてからです。京都を代表するというか、日本を代
せんねん

表する源氏物語という作品、これも 先年 、再評価の運動がおこりました。2 年前、その源氏物語が紫式部に
よって書かれて千年、それを祝う行事やお祭が大々的に行われた。その時、私は喋ったり、書いたりしたん
ですが、明治以降に行われた源氏物語の現代語訳は全部標準語だったが、それは一体どうしたことか、と。
谷崎も、与謝野晶子も標準語で現代語訳しています。最近話題の瀬戸内寂聴さんの源氏物語の現代語訳も標
準語です。どなたも京都言葉で現代語訳していない。源氏の翻訳を現代語訳するのになぜ京都言葉にならな
いのか、こういう問題ですね。
以来ずうっとその事を私は言ってきているんですが、その過程でお一人だけ源氏物語全編を京都言葉で翻
訳し現代語訳された方がおいでになることを知りました。京都府立大学の中井和子先生で、国文学系の源氏
学者。たったお一人であの源氏物語の全編を京都言葉で現代語に翻訳された。
お目に掛ってお話を色々伺いました。そのご苦労たるや大変なものですが、朗読を聞いてさらに驚きまし
た。というのは、耳に聞くだけで、その京都言葉のリズムを聞くだけで、スーッと平安時代の源氏の世界に
入っていくことが出来たからです。我々が旧制中学の時代から源氏物語の文章を理解するのに、文法書を買
ってきて、それと首ったけで読んだ。省略が沢山ある原文を、苦心惨憺して読んでいた。それでもなんとか
解る程度でした。私には殆ど解りませんでしたが。ところが、不思議ですよ、私は京都言葉というのもよく
分らないですけれど、京都言葉で柔らかくハンナリ朗読されるとですね、理屈抜きでスーッと平安時代の源
氏の美しい世界に入っていけた。まさにここではないのか、方言のすごさ、力強さというのはこういうとこ
ろにあるのではないかと思いましたね。
こうして賢治の方言まじりの世界を知るためには、今言ったような源氏の問題を対照しながら考えると、
理解が深まるのではないか、源氏物語の問題は宮沢賢治の問題、宮沢賢治の問題はすなわち源氏物語の問題
に繋がる、そう思うようになったわけです。
そう考えるうちに、
ますます妹トシとの別れが、
宮沢賢治にとって非常に大きな意味を持っていたんだな、
ということに気付いたわけなんです。その後のトシとの関係で、宮沢賢治がどういう行動にでるようになっ
5
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たのか、これが次の大きな問題になりました。
４．風が吹くとトシの姿が立つ ～風は死者の魂をこの世に運ぶ乗り物、シンボル～
トシの亡くなった翌年の 8 月のことです。その一周期を目前にして、宮沢賢治は北海道と樺太の旅に出て
いる、そういう事が見えてきた。たった一人で北海道を横断して樺太に行く。その時の旅の中で作った詩が
後にオホーツク挽歌、という詩集として実るわけです。その北海道、樺太の旅をずっと追っかけていくと、
面白い問題がみえてきた。列車が止まり駅におりる。オホーツクの海に向かって立つ。すると海の中から雲
がもくもくと湧いて、風がサァーッと吹いてきた。そういう場面で詩の言葉が湧いてくる。その詩の中に「風
が吹くと、とし子の姿が立つ」
、という意味の言葉が何度も出てくる、そのことに気が付いた。あぁ、宮沢賢
治が一周期を前にして旅に出たのは、とし子の魂と出会う為だったのだ、と。とし子のイメージと対面する
為だったといってもいい。とし子を見つける為の旅だった。
おそれやま

岩手県と北海道の間の下北半島、その真ん中に位置する 恐山 は仏おろしの伝承を伝えている地域だ。こ
の地方においては「死者は山に登る」
。その山に登った死者の魂をこの地上におろす。そういう民間行事が行
われてきた。それを賢治は自分のやり方で、旅の中でやろうとしたのではないか。山を見、海を見て、そこ
み い だ

にとし子の魂の軌跡を 見出 そうとした。その場面で、風が吹く。賢治の作品で風が吹くように吹く。風が
死者の魂を運んでくる、そのように賢治は感じた。
「風は死者の魂をこの世に運んでくれる乗り物だ、シンボ
ルである」
、
と。
宮沢賢治が風にこだわり続けるようになった根元的な動機がそこにあると思うようになった。
彼の奥底にあった願望がそういうものだったのではないか、と思います。宮沢賢治と風との究極の関係は「死
者と生きている者との間を繋ぐ」
、そういう風が吹いていた、そう考えるようになりました。
Ⅱ．
「ヒデリノトキハナミダヲナガシ」の三つの解釈
１．ヒドリをヒデリと修正した間違い
その旅の中の発見、賢治における発見というものが「ひとりの旅」の中で行われたということに、次に注
目したいと思います。賢治における＜ひとり＞という意味はそういうところにもあるのではないか、そうい
き ょ う

うことですね。それが 今日 の「賢治の＜ひとり＞」というタイトルにも繋がっている。
実はこの「賢治の＜ひとり＞」という問題に関わってこれまで言われてきたのが、
「雨ニモマケズ」の最後
のところに出てくる「ヒデリノトキハナミダヲナガシ～」
、あの「ヒデリ」という言葉の中味の問題。
「雨ニ
モマケズ」はご承知の通り、賢治の死後、大きな行李の中にたくさんの作品が詰め込まれていて、その中に
紛れて出てきた手帳の中に書き留められてあった詩のような文章です。メモのような文章として書かれてい
た。死の 2 年前に書かれています。
手帳全体の研究が進まない段階で、手帳には書かれていた「ヒドリ」を「ヒデリ」の間違いだ、と言って、
『ド』を『デ』に書き換えたのが高村光太郎です。これが間違いの元だったのかもしれない。
「ヒデリノトキ
ハナミダヲナガシ」とすることで、なんとなく分ったような、通じるような気持ちになった。それが次の行
の「サムサノナツハオロオロアルキ」とうまく繋がると考えるようになった。この解釈がそれ以後、大体定
説になって教科書にその通り出るようになったのです。
「最後の手帳」の「雨ニモマケズ」以下の全文を読めば分りますが、原文は「ヒデリ」ではなく、はっき
りと「ヒドリ」となっているんです。
「ド」なんです。
「ヒデリ」と直すべきではなかったと思いますね。元
かせ

こんにち

のままでいい。
「ヒドリ」というのは「日取り」
「手間 稼 ぎ」という意味で、今日 の言葉でいうと一種の「非
6
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正規雇用」といってもいい。劣悪な条件で、農作業がなにもなくなった時期、外に出て土木のような仕事を
ひ ぜ に

して、日銭 稼ぎをすることを「ヒドリ」と、当時の花巻では言っていた。花巻だけでなく東北一円でそうい
ど か た

う言い方をしていた。農村が疲弊して仕事がなくなる、農民達がなんとか日銭を稼ぎたくて仕事に出る、土方
み く だ

仕事に出る。場合によっては恥ずべき仕事だと 見下 されていたような仕事、それを「ヒドリ」仕事といっ
ていた。一日一日で計算されて給料が支払われる仕事、そういう仕事ですね。
これが「ヒドリ」で、
「ヒデリ」と直す必要はないと言った最初の人が、賢治さんの直接のお弟子さんであ
った照井謹二郎さんです。後に和田文雄さんという、農業試験場に長い間勤め、大正、昭和初期にかけての
東北農村の実態をいろんな面から詳しく調べあげた人がいる。同人雑誌に詩を発表している詩人でもある人
です。その和田さんが、その「ヒドリ」説を支持する材料をたくさん出された。あれは「ヒデリ」ではない、
「ヒドリ」のままでいい。賢治が間違った言い方をしたのではない。農民がそういう貧しい辛い仕事をせざ
るを得なかったとき、その辛い仕事の中で涙を流したのだ、と。こういう話ですね。
２．たった一人のひとり（ヒトリ）
ところが、もう一つ、この「ヒドリ」
「ヒデリ」の問題については別の解釈があることに私は注目したいの
です。それは「最後の手帳」を克明に研究した最初の人なんですが、戦前から戦後にかけて研究されていた、
かよ

小倉豊文さんでした。当時、広島大学の教授をなさっていた。毎月のように広島から花巻に 通 って清六さ
んのところで研究を進めて、
『宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」研究』を出版された。ここで花巻方言の「ヒド
リ」は「ヒトリ」という意味で、自分ひとりの「ひとり」である、という考えを主張されたんです。そうい
うことをいう人が何人かその後出るようになりました。
ここで先ほどの方言の問題と結びつくんですね。賢治作品においては、やはり方言の問題はおろそかに出
来ないよ、ということです。で、私は小倉豊文さんの「ヒトリ」説、これも一つ考えてもいいのではないか、
と思っているんです。
こんにち

今日 の賢治学会の定説では、定説という言葉があてはまるのかどうか分りませんが…ともかく「ヒデリ」を
「日照り」と解釈して、それを直したりしない方がいいということになっている。だから、教科書では依然
として「ヒデリ」となっている。参考書も指導要領も全部「ヒデリ」説です。いっぺん教科書に出てしまう
と、なかなか動かせない。その結果、花巻の方言が賢治作品の中で持っている重要な意味がどんどん忘れ去
られていってしまう。
文学作品というものはどのように解釈しても良い。その中で一番いいと思うものを一つ選べばいい。当た
り前のことですが、それがかならずしもそうなっていない。そのような観点に立てば「ヒデリ」か「ヒドリ」
かという問題には少なくとも三つの解釈が可能であるということを認めることから出発した方がいいと思う
のです。
そういう意味では、今定説になっている「ヒデリ」という考え方もあっていいでしょう。当時の東北農民
にとって、
「ヒデリ」という日照現象はかならずしも悲しむべきことではなかったとも言われていますね。ヒ
デリの時は必ず豊作になる、というわけです、
あ

「ヒドリ」＝手間稼ぎの説について補足すると、当時の東京の省庁では出勤簿に二種類が 在 って、正式
でめんちょう

の出勤簿には正規の職員が印鑑を押す。ところがその側に、出面帳 というもう一冊の出勤簿がある。そして
これに「ヒドリ」で働いている雇員が判子を押す。その二種類あったのだと、さきの和田文雄さんは言って
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いる。
「ヒドリ」が日本全体の問題でもあったというわけです。だからこの問題はかなりの広がりを持ってい
るといっていいでしょう。
＜賢治のひとり＞
もう一つ、
「最後の手帳」に関して、申し上げたいことがあります。それはですね、
「最後の手帳」の第１
ページ目から最後のページまで、一枚一枚を見ていきますと、いつのまにか死の不安と動揺の中にいる賢治
の姿が立ち上がってきます。いつ死ぬかも知れない、死ぬことの苦しみ、不安、それが毎ページいろんな言
葉で書きつけられていることに気が付きます。そしてその言葉の中に「南無妙法蓮華経」というお題目の文
字が書かれている。
更に決定的なのは、その冒頭の「雨ニモマケズ」の文章が始まって最後の「ソ（サ）ウイウ（フ）モノニ
ワタシハナリタイ」の言葉が現れますが、それにすぐ続けて見開きの左ページに大きな文字でお題目の「南
つら

無妙法蓮華経」が書かれているということです。そしてその両脇には、菩薩の名前が書き 連 ねられている。
これも大きな文字で。
明らかにあの詩はですね、
「南無妙法蓮華経」と心の底から唱える気持ちで書かれている。雨ニモマケズ、
と書き出されているということが分ります。賢治の心の動きがそうなっているということが、
「手帳」を見る
と明々白々であります。
「ソウイウモノニワタシハナリタイ」といって、間髪を入れず「南無妙法蓮華経」と
続いている。これは「般若心経」を唱えるときの気持と殆ど同じですよ。
「摩訶般若波羅蜜多心経」と言って
本文が始まって、最後にまた「摩訶般若波羅蜜多心経」で終わる。あのお経の読誦の方式で書かれていると
言ってもいい。
ところが、我々の教科書にのせられた「雨ニモマケズ」では、前後のお題目を切り捨てて、裸にされてし
まった「雨ニモマケズ」だけが載せられたわけですね。最初の段階はそれも致し方なかったかもしれない。
けれどもそれが当たり前のことになって、それで賢治という人間の理解の基本になってしまうと、これはこ
れで大きな問題になってくる。難しいところです。
日本人の宗教ぎらいという問題が出てくるわけです。戦後は政教分離と言われ、宮沢賢治の詩の世界を紹
介するのに題目は邪魔なもの、という判断があったと思いますね。最初はそれも致し方なかった。しかし、
そろそろ戦後の研究の成果も積み重ねられてきたわけであって、こういう宮沢賢治の理解の仕方、
「雨ニモマ
ケズ」の理解の仕方でいいのかと、そういう問題提起を学問の世界からも、あるいは教育の現場からも、い
ろんな意見が出た方がいいと私は思っているんです。それをここらで徹底してやるということが必要です。
そういう問題として、みんなで考えて討議してほしい、と本当にそう思う。そうでないと宮沢賢治の広い深
い世界が浅いものになってしまう。宮沢賢治の人間としての苦しみ、葛藤する内面というものが我々の目か
ら抜け落ちてしまう。薄っぺらな理想像、底の浅い理解がもう始まっている。そういう不安感を私は持ちま
すね。
さきほどらい

ですからこれを、どうでしょう 先程来 のお話を振り返って申しますと、宮沢賢治という存在を深く掘り
下げていく為には特に方言という問題と宗教という問題、この二つの方面からもういっぺん見直す、そうい
う時期が来ているのではないか。こういうことなんです。
３．
「ひとり」という言葉には 1200 年の歴史がある
＜万葉集におけるひとり＞
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それから更に付け加えておきたいことが「ひとり」という問題であります。
「私個人」という場合の「ひと
り」という言葉の意味ですね。それは我が国の歴史の中では､1200 年の歴史があるんですよ。万葉集にでて

「あしびきの山鳥の尾の
くる「ひとり」ということになると、例えば柿本人麻呂の代表的な歌に出てきます。
。長い長い夜を一人、やってくるはずの恋人を寝ないで待って
しだり尾の ながながし夜をひとりかも寝む」
いる。しかしその恋人は遂にやってこなかった。そういう悲しい想い、苦しい想いをその恋人の面影に思い
ひ と よ

を重ねながら、寂しい 一夜 を過ごす。そういう相手を思いやる気持ちをうたいあげた歌が、この人麻呂の
「ひとりかも寝む」の「ひとり」に表現されている。それが当時の日本人に非常に深い感銘を与えたんでし
ょう。この歌は百人一首に採り上げられて、多くの日本人に口ずさまれるようになりました。
＜親鸞聖人のひとり＞
たんにしょう

中世になりまして、あの親鸞上人の 歎異抄 という作品がありますが、そこに出てくる。歎異抄という作
ご こう し

い

がん

「弥陀の 五 劫 思 惟 の 願 をよくよく案ずれば、ひとえに
品の一番最後のところに「ひとり」が登場します。
親鸞ひとりがためなりけり」
。阿弥陀如来というのはすべての人間をお救いになる如来である。しかし、その
万人救済のための阿弥陀如来のお誓いというのは、よくよく考えれば自分ひとりだけのために立てられたも
のだ、と自分は思うと親鸞は言っている。それはそうですよね。そもそも阿弥陀如来という救済仏は、全て
も の い

の人間をお救いになる力を持っておいでになる。しかしそれは信仰者の立場からすれば、単に客観的な 物言

いでしかない。それに対してこれを自分自身の問題として考えた時には、それは殆ど「親鸞自分一人の為だ
ひ

と

け」に、阿弥陀様はお誓いを立てられたのだ、そう自分は信ずる。他人 事として言うのか我が事として言う
のか、ということを親鸞はここでは言っているわけです。自分はそう思う、だからお前さん達も、ひとりひ
とりでそう思えばいいんだ、一人一人がそれぞれ真剣に生きる。それが万人に及んだ時に、万人のための救
済思想となる、というわけですね。
この親鸞の「ひとり」というのは、重いですよ。ヨーロッパの近代社会が作りだした「個人」という言葉
がありますが、それと匹敵する、あるいはそれ以上に鋭い言葉だとも思いますね。日本語としての「ひとり」
という言葉は、ヨーロッパ人が考えた「個人」に引けを取らない。引けを取るどころか、それよりも早い時
代に、独立した強い人間の生き方を表わす言葉として親鸞によって使われていたのです。
＜福沢諭吉のひとり＞
さらに近代になりまして福沢諭吉。明治近代の路線を敷いた指導的な思想家と言われております。諭吉と
いっしん

いっこく

言えば、誰でもが引用する言葉があります。それは「一身 独立して、一 国 独立す」
。一人一人の個人が自立
して、独立して初めて日本国という国家が独立するんだ、と。明治維新からの出発にあたって宣言した素晴
らしい言葉です。以後、日本はこの思想に基づいてやってきた。近代化に成功した。誰でもそう言う。その
場合の「一身独立して、一国独立す」という「独立」という言葉を、われわれの殆どが英語の independence
から来たと思っている。それはそうです、それに間違いはない、福沢諭吉もそう思っていたでしょう。しか
し、同時に福沢諭吉は独立という言葉を「ひとり立ち」と読んでいた、と思いますね。あれも、元の言葉は
「ひとり」だった。福沢諭吉のそういう考え方は、勿論儒教にも神道にも、そしてキリスト教にも仏教にも
ある。しかし、そのうえでヨーロッパの近代思想を摂取して、あの独自の言葉を創った。
「独立」という翻訳
語を創ったのはもちろん福沢の独創によるものでありますが、それは同時に、そこに彼は「独り立ち」とい
う伝統的な意味を復活させている。それが「ひとり」ですよ。
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こうなりますとね、
「ひとり」という言葉というのは、1200 年の歴史の中でいろんな意味を持って使われ
てきたということが分る。日本人はその言葉の中にいろんな価値観を持ち込んでそれを発展させてきた、と
いうことが分るんです。人麻呂のように、他人をおもいやる気持ちの「ひとり」
、親鸞のように、ある絶対的
価値によって救済されると確信した時の「ひとり」
、そして近代国家として自立して行く時の、ヨーロッパと
肩を並べて国造りをしていくときの「ひとり」…。
＜俳句に詠まれているひとり＞
お ざ き ほうさい

もう一つ付け加えますと、尾崎 放 哉 という有名な俳人がおります。彼の代表的な作品が、
「咳をしてもひ
とり」
。一番短い俳句と言われてきた。川端康成がこの俳句のことを聞いた時に、
「俳句の中で一番短い、し
かし面白い」と言って、当時書いていた小説の冒頭に紹介したりしております。人の胸を打つ作品ですね。
放哉は殆ど乞食坊主の境涯を生きた。酒が好きで、結核になっていつも咳をしていた。余命いくばくもない
時も酒を飲んでいる。その時庭に出て、空を見ていたのかもしれない。その俳句を作った。その頃の、最晩
年の歌です。
「咳をしてもひとり」
。これは自由律派の俳句で、簡単に作れるようで、誰にでも作れるもので
はありません。
山頭火がこの作品を知って、
からす

わたし

「烏 が鳴いて 私 もひとり」
というのを作っています。あ
の山頭火でも放哉の俳句にこ
こでは及びませんね。
しかし、
「烏が鳴いて私もひとり」
、
こ
れも悪くない。
「宇宙の中で我
ひとり」
、宇宙とともに、それ
に包まれて俺も一人で生きて
いる、そういう心境ですね。
宇宙との関係に及んでいる。

延暦寺会館研修室 聴講風景

高浜虚子にだってこういう

「虚子ひとり 銀河と共に西へ行く」
。これは殆ど賢治の世界でしょう。
「銀河」とは天の河の
作があります。
こと、夜、外に出て天をふり仰ぐと銀河が流れている。その銀河と並んで俺も一人で西へ行くよ。
「ひとり」
さまざま

という言葉には、様々な含蓄があることが分る。
日本人の精神には 1200 年の歴史が凝縮している。その伝統の中で生まれた言葉が、宮沢賢治の最晩年の
きざ

胸の内に 萌 したとしても不思議じゃない。
まあ、そういうことで、今日は、宮沢賢治の＜ひとり＞ということでお話させていただきました。
以上で終ります。
質疑応答
１． 賢治さんが亡くなってからあまりたっていない時期に近くにお住まいになっておられて、当時の賢治さ
んの町内での評価はどうだったのでしょうか？
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私の実家は先ほどもお話した通りで、母親が寺に生まれていて父
親が岐阜の出身で養子に入った。私の賢治さんに関する情報は大体
狭いもので一方的なものかも知れませんが、母親を通してのものが
若干あります。母親からはいろんな賢治さんの情報を知らせてもら
いました。その天才的なところから、風変わりなところ、そして、
土地の人にとんでもないことを言われていた、
といった事などです。
かんぎょう

私にとって忘れられないことは、冬になると賢治さんは 寒行 に
出てゆく。カスリの着物に黒いマントを羽織り、街に出て題目を唱
えて歩いた。南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経とね。あのころの花
巻って寒いんですよね。私は子供心にこれを覚えておりますが、あ
の頃かならずしも健康でなかった賢治が古いマントを着てお題目を

講演司会 藤井 勝 副会長

唱えて街を歩いていた。それでなくても日蓮宗の題目というのは、元来異様な響きを地方の都市に響かせた
のではないかと思います。きちがい賢治と悪口をいうのがいたと。まさか、おふくろが言ったわけではない
でしょうが、そういう話を母親から聞いていましたね。
２．賢治の童話の中に、全集にも殆ど採りあげられていない「二十六夜」という童話があります。人間に痛
めつけられたふくろうが、また仕返しをしようと老いた坊さんのフクロウに相談するのですが、仕返しすれ
ば亦仕返しされる、君たちは他者から勇気を頂いているんだから、命を大切にしなさいと、その老いたフク
ロウに仕返しをとめられる物語です。今の世の中では非常に大切にしていかなければならない話だと思うの
ですが、どう思われますか？
賢治は既に述べたように「注文の多い料理店」で、
「喰うものは喰われる」という話を出していますね。童
話の中でも残酷な話がずいぶん出てきますよね。
「なめとこ山の熊」などもそうです。熊を殺さなければ生き
ていけない猟師、その猟師がいやいや仕方なく熊を殺し、断末魔の熊に出会って「今度生まれてくる時には、
熊に生まれてくるなよ」と呼びかけるところがある。
「自分は生きるためにはお前を殺さねばならない」と。
賢治はこのジレンマに一生涯苦しめられた人だと思いますね。
「食うものは喰われる」という「食物連鎖」の
問題です。
「食物連鎖の鎖のどこで断つか、これが次の賢治の生涯のテーマになったのではないかという気が
しますね。しかし、人間の社会は、復讐の応酬がどこまでも続く。永遠のテーマかも知れない。地球環境問
題、生物多様性ということが言われているこの時代に、食うか食われるかという賢治の主題はますます重要
なテーマになってきているんですね。どう解決するかという問題でありますが、それを解決するためには、
まず自分が犠牲になろう、そういう思想に近づいていったと思いますね、賢治は。
それが「グスコーブドリの伝記」になる。ほっとけば、それこそ日照りが続いて、飢饉が続いて、多くの
人間が死ななければならない。この状況で生きて行くためには、ある科学的な実験をして島を爆発させる。
そうすると気象的変化をもたらして雨が降るかもしれない。その実験を成功させためにはしかし、その島に
いって爆発させる最後のひとりの人間が死ななければならない。どうしても犠牲にならなければならない。
そういう設定をするわけです。賢治はあの時代にあって、科学や技術を総動員しても誰かが犠牲にならなけ
れば、現実の危機を回避できない。こういう考え方にだんだん近づいて行ったような気がします。
その気持ちが、あの「雨ニモマケズ」の最後の場面にも出てくる。あれは「もう人間であることをやめた
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い」という考えに近いのではないでしょうか、
「デクノボウ」というのは。
「人間をやめたい」という風に私
で

く

は最近考えるようになりました、人間でなく 木偶 になりたい。さぞかし苦しかっただろう、と思いますね。
３．仕事柄といったらおかしいですけれど、仏教に携わっている宗教家という立場で宗教的な観点から、特
に賢治の作品は、先生がおっしゃった通り、前面に宗教を打ち出していなくても、色々な表現の中で宗教と
いうものが童話にしろ詩にしろそれぞれの作品の中で見え隠れしている。先生の今日のお話で風に始まり風
に終わるということと、ほぼ同じことではなかろうか、と思うんですけれども、そういう非常に大きな視点
で物事を捉えている賢治が、昨今教育の場で隠れてしまっているんです。先生の今日のお話にあった、隠れ
た宗教性や方言を研究者が捉えていない、独自性がありながら我々がそれを追及できない、ということはや
はり私共を含めてですけれども非常に責任があるんですよ。で、これだけ賢治が訴えていながら見落として
いるということは責任を感じているんですけれども、今後日本人がどんどん一点指向というか洞察力が薄れ
弱まってきている中で、どういう対処の仕方、どういう事をやっていったらいいのか。独自性がなにもない、
たとえば言葉も地方性がどんどん薄れてきて標準語になる、地方都市の景色も大都市と変わらないものにな
りつつある。これは今日先生がご指摘されたことに繋がる。
それでは、この折角 1200 年掛って積み上げたものをもう一ぺん盛り返すためにどういう形でやっていっ
たらいいのか、ヒントというか、なにかを頂きたいと思うんですが。
教育の問題がものすごく大きいと思うんですね。教科書に載るか載らないかという問題もあります。
しかし載ったら載ったで、それをどのように解釈して説明していくか。
き ょ う

今日 、バイオリンを演奏された宮澤香帆さんが同志社大学においでになるので申し上げたいことがありま
す。実は花巻時代の宮沢賢治に非常に大きな影響を与えたキリスト者がいるんですよ。齊藤宗次郎という。
その斎藤宗次郎さんが明治から昭和にかけて膨大な日記を付けている。その日記の中に賢治との交流を示す
面白い記述がたくさん出てくる。これがこれまでの研究に殆ど生かされていない。その齊藤宗次郎のお孫さ
んが結婚したお相手が、同志社女子大学の前の学長だった兒玉実英さんです。この兒玉先生の奥さんが佳與
子さんといって、齊藤宗次郎さんのお孫さんにあたる人なんです。その人が、実は齊藤宗次郎がつけた明治、
大正、昭和に亘る克明な日記の原本が自分のところにあります、と言って私のところに来られたのです。そ
れで、それはぜひ見せてほしいとお願いしたら、持ってきて見せてくれました。そこに生々しく宮沢賢治と
の交流が書かれていた。最初の「春と修羅」という詩集を出版する時の書稿のゲラ（ゲラ刷り）を真っ先に
賢治さんが自分（斉藤）のところに来て見せてくれた、と書いてある。いかに賢治さんがいわゆるキリスト
者、キリスト教世界と交流があったか、ということが、これ一つ見てもわかる。こんにちの賢治研究におい
に けい

ては必ずしもこの齊藤宗次郎の存在を重く見ていない。その膨大な日記をご自分で再編集して「二 荊 自叙
伝」という自叙伝をまで作っていたんですよ、斎藤宗次郎さんは。その原本がみつかった。これは出版でき
るなぁということで、私は当時勤めていた国際日本研究センターの仕事の一つとして、共同研究としてとり
あげて、その「自叙伝」を岩波書店から出版しました。
「二荊自叙伝」といって上下二巻、こんなに厚い本で
すよ。
先ほど花巻市の副市長さん(高橋穰児氏)がお話になられたですね、従来の研究成果が大分充実されてきて
いると(宮沢賢治記念館のこと)。そういうお話がありましたが、この齊藤宗次郎のことなんかも多少は反映
されているのかな、と思って、今度花巻を訪ねて拝見しようと思っているんです。
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