
有馬朗人会長サンフランシスコ基調講演 

 本日はこの美しいサンフランシスコで日本の伝統的文学の一つである、俳句について皆様にお

話しすることは、私にとって大変光栄であり嬉しいことです。私の話の主な筋は先ず、俳句がなぜ

日本のそして世界の大勢の人をひきつけるか次に、日本の自然を中心に詠う短詩であること、異文

化の相互理解の基礎としてのアニミズムがあること、俳句の欧米への伝播と西欧の詩への影響そし

て西欧の現代俳句の例などです。 

 

１ 俳句がなぜ大勢の人を引き付けるか 

 日本には１００万人もの俳句作家がいると言われます。このように大勢の人々が俳句を作って楽し

んでいるのですが、どうしてでしょうか。 

 その最も大きな理由は俳句が短いから、しかも５７５音の定型が基本であるからです。長い詩で、

しかも形が決まっていないと、特別な訓練をした詩人でない場合、なかなか詩は作れません。形の

決まっていない詩ですと、書く度どの位の長さにするか考えなければなりません。 

 次にどんな内容の詩を書くかは、詩人にとって重要なことですが、これをきわめて広範囲に考え、

しかも高度に哲学的な人生論的な思考や、愛や喜びなどについての情熱的なテーマを選ぶとなる

と、とても難しいことです。その上さまざまなレトリックで長い詩を作るようなことは、相当の訓練と経

験をした上でなければ、取り組めません。長い詩ですと語彙も豊かでないと書けませんし、修辞学

についても訓練が必要です。しかし５７５音のように音数が定まっていれば、音数についての訓練

をしさえすれば、誰でも作れるという利点があります。 

 一方俳句では詠うべき主題が、自然の中の風物であるとか、特に春夏秋冬の四季における、自

然の変化とか、その自然の中での生活ですから、見つけ易いのです。そして俳句は短いですから、

嬉しいとか悲しいなどの主観的な言葉を避けて、即物的に詠えば良いということが、俳句の特徴で

す。このように自然、特に四季を詠う、そして四季の中での生活の変化を詠うため、季語が決めら

れ、発展してきました。この季語を中心に作るという点が俳句の大きな特徴です。 

 もう一つ大きな俳句の特徴があります。それは俳句が短いから記憶しやすいということです。芭蕉

の句の一つ「古池や蛙飛び込む水の音」を殆どの日本人が覚えていますし、日本人以外でも多く

の人々がその翻訳したものを覚えているのは、俳句が短いからこそ可能なことなのです。 

 このように俳句が大勢の人々に愛される訳は、短いから作り易いこと、そして短いので覚え易いか

らです。 

 

２ 日本そして中国における自然詩の発展 

 先ず万葉集というほぼ７世紀～８世紀に作られた短歌（５・７・５・７・７）や長歌（５・７を反復して、何

行か連ね週末を７・７音にしたもの）など約４５００首からなっています。この中から２首ご紹介しましょ

う。 

  



東（ひんがし）の野にかぎろひの立つ見えて 

かへり見すれば月かたぶきぬ  柿本人麻呂（７世紀中後期） 

田子の浦ゆうち出てて見ればま白にぞ 

富士の高嶺に雪は降りけり   山部赤人（？～７３６） 

 

どうですか。どちらも７～８世紀の歌人ですが、どこにも美しいとか悲しいとか、作者がどう感じたか

主観的な言葉がありませんね。そして又人間が全く出て来ないで、自然だけが詠われています。こ

れが日本の短詩そして中国の唐詩の中の多くの名詩、特に王維（７０１～７６１）の詩の特徴です。

王維と同時代の李白（７０１～７６２）、杜甫（７１２～７７０）の代表的な詩も自然を描いた叙景詩が多

いのです。一方この７～８世紀の頃の欧米の詩は恋愛などを中心にした抒情詩が盛んで、自然そ

のものを主題にした詩は殆どありませんでした。 

 ずっと時代が下がり、１７～１８世紀になりますと５７５７７音の短歌に加えて、５７５音の俳句が短歌

及び連歌・連句から独立して盛んになります。そして松尾芭蕉や、与謝蕪村が活躍するようになり

ます。 

 

  古いけや蛙飛び込む水の音   芭蕉 

  閑かさや岩にしみ入る蝉の声  芭蕉 

  白梅に明るく夜ばかりとなりけり  蕪村 

  春の海終日（ひねもす）のたりのたりかな 蕪村 

 

とこれまた叙景句、自然を写生した区が多いことがお分かりになるでしょう。このように日本、中国、

特に俳句では自然を主題とするものが極めて多いのです。 

 

３ 自然風土の影響 

 それではなぜ日本や中国の短詩の主題に昔から自然が好んで選ばれたのでしょう。私はそれは

中国の太平洋海岸地帯や日本の風土の影響であろうと思います。またアニミズム的な文化が中国、

韓国、日本に今でもかなり残っていることも、風土のせいであると思います。 

 世界の人間が住んでいる地帯の風土を大ざっぱに分けると、砂漠と草原、そして森林地帯に分

けられるという説があります。先ず砂漠地帯は生態系が比較的単純です。そして水の問題など生

活するに厳しい面があります。そこでは色々な判断をためらわないで速く決める必要性があり、強

力な指導者が必要です。したがって神も協力で厳しいものになり、一神教が早くから育ちます。ユ

ダヤ教―キリスト教―イスラム教など強力な一神教がその地帯に生まれます。従ってアニミズム的

なものは早くから消滅します。次に草原の文化を考えてみましょう。ヨーロッパとか北米のかなりの

地帯は温暖な草原地帯です。そこでは自然がおだやかで多神教がかなり長く定着していました。

ギリシア神話や北欧神話、ケルト神話などがかなり長く信じられていました。そこへキリスト教が浸透

してきたのです。しかしどこかにまだアニミズム的な習俗が残っています。中国や韓国、日本などに



は森林が多いのです。これは台風などのモンスーン的多雨な気候のためです。ここでは一層自然

が温和であり、多神教が今でも生きていますし、その元になるアニミズム的思考が残っています。こ

れが自然を中心主題にする俳句のような短詩文芸を生み出す母体であると思います。自然が温暖

で優和であり、森の中には木の実など食べ物も豊かで生きて行きやすい。一方、時に台風などが

強力な破壊力を示します。俳句はそのような優しさと厳しさを持ったモンスーン地帯の文化の産物

だと思います。 

 

４ 自然との共生の基礎にある思想 

 さてここまで一神教・多神教そしてアニミズムと述べてきました。キリスト教などの一神教、仏教やヒ

ンズー教などの多神教については皆様も日常お聞きになることが多いと思いますが、アニミズムと

は初めて耳にされる方も多いであろうと思います。そこでアニミズムとは何かを少々述べておきまし

ょう。 

 

４-１ アニミズム 

「アニミズムは、人間の霊魂に類似する実体を、人間以外の諸存在に認めようとする営為であ

る。一般にアニミズムは原始社会や原始宗教の特質であり、現代社会や文明宗教においては、

その意義や機能を失うかのようにかのように考えられてきました。 

しかし現代の諸宗教において、霊魂や死霊、祖霊など霊的存在と無関係の宗教はない。仏教、

キリスト教、イスラム教においても、その基礎部にはアニミズムが脈々として存在しています。ま

た神話や文学作品にはアニミズム的観念が色濃く見られます。なおアニミズムは、アニマティズ

ム、シャーマニズム、フェティシズム、トーテミズム、祖先崇拝などと深く関わっています。」 

とされています。要するにアニミズムとは 

自然界の万物を大切にし、すべての生物と親しむ。 

自然と人間の共生を大切にする思想と言うことです。 

そこでこのアニミズム的思考と俳句の関係について述べてみましょう。 

極端に言えば俳句の季語・季題は、全部アニミズム的です。例えば我々は物への感謝の心

を大切にします。それが季語になっています。例えば針供養・花供養（花鎮め）、牡丹供養、そ

して河豚供養などがあります。河豚をさんざん食べておいて供養するのは、ちょっと人間の勝手

とも思うのですが、でもここに感謝の念がこめられているわけです。 

自然を擬人化するのもアニミズムです。季語で言えば、山笑う、山滴る、山装う、山眠るなど

がその典型的な例です。 

 

４-２ アニミズムと俳句 

俳句には山や河、動植物への愛情や共感を示す作品が沢山あります。例えば芭蕉や蕪村

には次のような俳句があります。 

 



行春や烏啼魚の目は泪   芭蕉 

田一枚植て立ち去る柳かな 

五月雨の降りのこしてや光堂 

暑き日を海に入れたり最上川 

 

猿どのの夜寒訪ゆく兎かな  蕪村 

底のない桶こけ歩行（ありく）野分哉 

狐火の燃えつくばかり枯尾花 

遅き日のつもりて遠きむかし哉 

たんぽぽや月は東に日は西に 

 

どれも自分と山河、動植物の間の壁を取りはずして、自分や人間と動植物や山河を平等に

みているところに御注意下さい。 

 

痩蛙まけるな一茶是に有り  一茶 

我と来て遊べや親のない雀 

やれ打な蠅が手を摺る足をする 

 

冬蜂の死にどころなく歩きけり  鬼城 

川底に蝌蚪の大国ありにけり 

鷹のつらきびしく老いて哀れなり 

 

桐一葉日当りながら落ちにけり  虚子 

鎌倉を驚かしたる余寒あり 

流れ行く大根の葉の早さかな 

山国の蝶を荒しと思はずや 

去年今年貫く棒の如きもの 

 

特に小林一茶の句に着目して下さい。一茶は蛙や雀、そして蠅を仲間のように見てい

ることが判ります。これが自然と共生する気持です。20世紀始めから半ばにかけての鬼

城や虚子の句を読んでも自分を主張するのではなく、小さな生物や、桐の落葉や大根の

葉などを客観的、即物的に表現していることがわかるでしょう。というような自我の表

面をなるべく押さえようとしています。そして裏側にあるのが自然と共生しよう、自然

を敬愛しよう、先祖を崇拝し、人々と協調しようという気持です。 

 

 



５ 俳句の欧米への伝播 

５-１ 高浜虚子の渡米 

１９世紀後半日本は鎖国を止めて開国します。その頃俳句や日本の文化を世界、特に欧米

へ伝播する上で果たした人々は、東京大学の教授であったイギリスのチェンバレンやラフカディ

オ・ハーンたちですが、その役割は大変大きなものでした。その後２０世紀になり日本人が海外

へ行くことが盛んになりました。その中で高浜虚子が昭和１９３６年船でシンガポール、インド洋、

スエズ運河を経てフランス、そしてイギリスを訪問したことは、俳句の伝播の歴史で特筆すべきこ

とです。特にフランスではポール・ルイ・クーシュや、ジュリアン・ヴァカンスと会い、俳句について

話しています。そしてフランスの人々が１７シラブルの詩を書いているが、季ということを忘れて

いる。そして景色を詠ずることを忘れていて、社会や人生をあげつらっていることを残念がりまし

た。そこで俳句で最も重要なことはうつりゆくものの中に住むことを思案すること、四季の変化の

下のあらゆる出来事を永遠の主題とすることであると述べたということが、パリ「コメディアン」とい

う新聞の記事に記されています。要するに虚子は季題の重要性を指摘したのです。（「ホトトギス」

１９３６年１１月号） 

 

５-２ 外国人の日本語による俳句 

さてこの二十年ぐらいの間に起った驚くべきことがあります。英語やドイツ語など外国語による

ハイクについては今お話しをいたしましたが、驚くべきことと言うのは、外国人が日本語による正

真正銘の俳句を作るようになったということです。永年日本に住んで仕事をしていると言っても、

母国語でない日本語で詩を書くことは大変です。 

母国語でない日本語で俳句を作っている何人かの人々を御紹介しましょう。 

 

マブソン青眼 

１９６８年南フランス生まれ。「海程」金子兜太に師事。「海程」同人。学術博士（早大）比較文学・

一茶研究者。第３回雪梁俳句大賞受賞。 

句集：『空青すぎて』『天女節』 『アラビア夜話』『渡り鳥日記』 

著作：『一茶とワイン』ほか 

葉巻の灰落とす暮春のセーヌかな 

春の昼馬はポプラの影を食う 

妊婦はや人魚のけはひ初日受く 

 

アーサー・ビナード 

１９６７年アメリカ・ミシガン州生まれ。 

詩人・俳人・随筆家・翻訳家 

六日午前八時ぞ蝉よ鳴きやむな 

殺す手は選り取り見取りごきかぶり 

夏の夜の永代橋の余熱かな 



ドゥーグル・リンズィー 

１９７１年オーストラリア生まれ。海洋研究開発機構 

１９９３年から日本在住。 

『深海のフシギな生きもの』を監修。俳人としても活躍。芙蓉俳句会同人で、句集に『むつごろう』

（中新田俳句大賞）、『出航』がある。 

掬（すく）ふ掌のくらげや生命線深く 

海蛇の長き一息梅雨に入る 

 

母 育新 

西安外国語大学東方言語学部 教授（「天為」同人） 

紙飛行機飛ばす子供と金魚売り 

三蔵の大慈恩寺の臘八粥 

上元や派唐使碑の石提灯 

 

どうですか。なかなか佳い作品ですね。英語で文学活動、特に詩がかけなかった私の負け惜し

みの言い草があります。このような人々によって俳句が、そして日本文化が世界に広められてい

くことは、大変有り難いことです。 

 

５-３ 欧米における俳句への関心を高めた人々 

ポール・ルイ・クーシュはフランス人の医師でした。１９０２年日本に短期滞在し、チェンバレン

の「芭蕉と日本の詩的エピグラム」から影響を受けたようです。虚子と会ったことは先程述べた通

りです。 

古水路は単調な影の下緑青ふき 

のような句を作っています。クーシュはフランスのハイカイ運動の祖と言えます。 

アメリカの本格的な詩人ではエズラ・パウンドが 

 

落花枝に帰ると観れば胡蝶かな   守武 

 

を知り英訳しました。その後俳句に影響を受けイマジズムを起しました。イマジズムとは簡潔明

確なイメージを第一にする手法です。印象を大切にすると言っても良いでしょう。このイマジズム

の初期の代表作として 

 

メトロ駅にて 

亡霊 群集の中にあるさまざまな顔の 

花弁 濡れた黒い枝の上の 

 



は有名です。この句は守武の落花枝に帰るの句からヒントを得たと言われています 

１９４８年にノーベル文学賞を受賞したＴ・Ｓ・エリオットはエズラ・パウンドの弟子です。 

 

５-４ 英語ハイクを推進した英書 

俳句を論じた英書が、第二次世界大戦後沢山刊行されました。その中でも目立つものは 

Ｒ・Ｈ・ブライス「俳句」（１９４９年より１９５２年に出版） 

ケネス・ヤスダ「日本の俳句」（１９５７年） 

ハロルド・Ｇ・ヘンダーソン「俳句入門」（１９５８年） 

ドナルド・キーン「日本の文学」 

などがあります。ブライスの「俳句」、キーンの「日本文学」は今でも私が時々目を通す佳書で

す。 

 

５-５ アメリカのビート派の詩人 

１９４５年第二次世界大戦が終了して１０年たった頃、サンフランシスコやニューヨークを中心

にボヘミヤン的な青年が溢れていました。禅による神秘的体験やジャズ、酒、薬品などで至福

に到ろうとしていました。これがビート族です。その中に俳句に関心を持つビート派の詩人が、

サンフランシスコで活躍しました。その中に目立った三人について述べます。 

 

ジャック・ケロアック（１９２２-１９６９） 

無駄だ無駄だ 

大雨が 

海のなかへ降り込んでいる 

季語はありませんが、海へ降り込む大雨の様子が描かれています。 

 

ゲアリ・スナイダー（１９３０年生れ） 

日本に数回訪問、仏教に通じている人です。 

トラックが一台 

三時間前に通り過ぎて行った― 

スモーク・クリークの砂漠 

 

禅に関心を持った鈴木大拙の影響です。そして禅より俳句へ興味を広げて行きました。この

句はアリゾナあたりを旅した記録でしょう。 

もう一人は一番の大物です。それはアレン・ギンズバーグです。１９２６年にニュージャージー

のニューアークに生れ、１９９７年ニューヨークで亡くなりました。 



ギンズバーグの代表詩は３０歳頃書き発表した「吠える」という詩です。それは当時のアメリカ

社会に対する激しい弾劾であり、同時に痛切な哀歌ともいうべき長編詩でした。その出だしの部

分と最後の部分を読んでみましょう。 

 

 

出だしの部分 

僕は見た狂気によって破壊された 

僕の世代の最良の精神たちを 

飢え 苛立ち 裸で夜明けの 

黒人街を腹立たしい一服の薬を 

求めて のろのろと歩いてゆくのを 

最後の部分 

アメリカを横切るハイウエイを通り 

海の旅から水をしたたらせながら 

僕の夢の中へたどりついて 

きみは西武の夜に閉ざされている 

僕はコテージのドアに向って泣いている 

サンフランシスコ １９５５-１９５６ 

 

私が始めてアメリカに行ったのは、この詩集が発刊されいろいろ批判やこの詩で裁判さわぎ

が起っている頃、１９５９年から１９６０年の一年半でした。シカゴのアフリカ系の人々の生活の実

体が知りたいと、妻と一歳の長男と住み込みました。私はこのギンズバーグの「吠える」がうった

える激しい弾劾に共鳴しました。私も二十代の終りの若い血気に逸る頃でした。 

このような長々と自分中心に思想を詩として展開していた一方で、ギンスバーグが 

 

ガラス窓に止まっているハエの 

透明な羽越しに見える 

雪山の原 

 

という季語があり、自然を叙景した短詩、まさに俳句を発表したので驚きました。 

 

蛙が浮いている 

ドラッグストアの水がめ 

灰色の歩道に夏の雨 

 

も自然を主題にし主観を排した短い三行詩で、これも俳句的情景です。 



あの烈しい「吠える」の詩においても俳句とその省略の重要な発見があるという評があり、私

はこの意味を十分には解していないのですが、三行詩には明らかに俳句の影響があることは疑

いません。 

 

 

５-６ フランスの詩人の俳句的詩 

まばゆい垂直絵 真夏の 

カラフェルテ 

遠くを取りの細い声猛暑 

カラフェルテ 

どうですか。この二つの短詩はまさに俳句ですね。 

ビート派の詩人の三行詩もカラフェルテの短詩も、自然を詠い西欧詩の特徴である哲学や人

生、神や愛などを詠うことから離れています。 

 

５-７ 俳句は日本語の特徴を生かしている：英語俳句をどの形にするのが良いか 

短歌や俳句が自然を中心に詠う文学であり、叙景詩が中心であると言う特徴について述べて

来ました。その裏側にアニミズム的な自然観があることを申し上げました。短歌・俳句のもう一つ

重要な特徴は何と言っても短いことです。そして又例外はありますが５・７・５とか５・７・５・７・７と

言う定型であることです。この五七調は日本語の特徴を生かしています。即ち日本語の一音が

カキクケコのように子音と母音からか、アイウエオのように母音のみで成り立つことです。この性

質を持っている親類は韓国語ぐらいでしょうか。この１音１音が伴うことから、１音１シラブルと考

えて１７シラブルで例えば英語ハイクを作ろうとする詩人たちがアメリカやドイツそしてスウェーデ

ンなどにいます。ただ英語で１シラブルはかなり長いことが多いので１７シラブルですと、日本語

に翻訳すると多くの概念が入り過ぎ長過ぎることになります。そこで英語ハイクは３行で単語の

数がせいぜい３・５・３ぐらいがよいと言う考えが強くなっています。又中国の林林さんたちが１７

個の漢字からなる漢俳を創製しましたが、漢字一つが例えば山とか川のように一概念に対応し

ますので、やはり俳句よりずっと多くの概念を持つことになり、短歌のようなものになります。そこ

で漢字の数２・３・２字合わせて７字前後に減らしたらどうかという考えが提案されています。 

俳句が短いこと、そして定型であるということは、誰でも作れることを意味します。長い英詩を

書こうとするとそれだけの単語を自由に使えなければなりませんし、定型でないとなると、常に行

数や一行の長さをどうするか思い煩う必要がある。でも２・３・２と７単語ぐらいだったら私の貧し

い英語のボキャブラリーでも作れそうです。 

又詩の内容が難しい思想について書かなければならなかったり、想像力を働かさなければな

らないものであると、専門詩人でないと詩が書けません。ところが短くて、内容も自然を中心にし、

印象を大切にした叙景でよいとなれば、誰だって詩が書け、お互いに理解できるということにな

ります。これは詩をエリート、専門詩人のみのものでなく、大衆のものとして解放したことになりま



す。その結果世界の詩人の数を一気に拡大する可能性がありますし、そうなりつつあります。日

本だって専門詩人はせいぜい１万人前後でしょう。しかし俳人の数は百万人から三百万人とい

われています。これも俳句が短い定型であり叙景詩だからでもあります。 

 

 

６ 海外の現代俳句の例 

さて海外のキンズバーグやカラフェルテなど専門的詩人による叙景短詩の実作についてお話しし

ました。一方俳句の影響で専門詩人でない人々が俳句のように短い詩を書くようになったと申しま

した。ざっと急いで多くの例をみましょう。 

アメリカ 
A bitter morning: 

Sparrows sitting together 

Without any necks 

J.W.Hackett 

寒い朝雀達が屯（たむろ）している頸（くび）なしに 
Ｊ・Ｗ・ハケット 
 

rush hour… 

rear view mirrors glitter 

in spring sunlight 

William J.Higginson 

ラッシュアワーのバックミラーが春の日に閃（ひらめ）く 
ウイリアム Ｊ・ヒギンソン 
 

from house 

  to barn: 

    the milky way 

Lee Gurga 

母屋より家畜小屋への天の川 
リー・ガーガ 
 

カナダ 
warm spring breeze 

the old hound runs 

in his sleep 

George Swede 

春風や老犬夢に駈け出せり 
ジョージ・スウィード 
 

メキシコ 
Trozos de barro: 

Por la senda en penumbra 

Saltan los sapos 

 

青柳は黄金か琥珀か光明か 
ホセ・ホアン・タグラーダ 

 



ブラジル 
Oh flowering ipê, 

Losing all its leaves, 

Remains only flower. （英訳） 

 

花咲くイペーすべての葉散り花一つ残る 
アフラニオ・ペイショット 

 
オーストラリア 

from lightening 

into thunder 

a white butterfly 

 
稲光から雷鳴の中へ白き蝶 

ステファン・ホプスン 
 
ニュージーランド 

How welcome the cold 

bright winter sun which 

warms old bones 

 
老骨をぬくめる寒く明るき冬日愛（は）し 

デイヴィッド・ドラムモンド 
 
イギリス 

daffodil morning- 

looking for something 

very blue to wear 

David Cobb 

 
真つ青をまとひたき朝黄水仙 

デイビッド・コブ 
 
イタリア 

A farsi vento, 

_ventaflio ad ala immota_ 

il falco ruota 

 
風起し扇子のごとく鷹舞える 

ニコラ・チオーラ 
 
ドイツ 

Auf dem weißen 

_verschmiert_der Motte Leden 

Ein Silberstreifen 

 

紙白し夜蛾の命は銀の稿 

マルグレット・ブアシャーパー 

 

 



ルーマニア 
zăpada se topeşte… 

urmele pisicii 

din ce în ce mai mari 

 

雪解けて猫の足跡段々大きくなり 

イオン・コドレスク 

 

 

クロアチア 
Iz beskonač ne 

daljine dolijeée 

bijeli leptir. 

 

無限よりひらひらと来し白き蝶 

ウラジミル・デヴィデ 

 

Sa svakim 

tonom kota 

jedna latica pada 

 

それぞれの琴の 

音ごとに 

一枚の花弁が散る 

琴の音の爪弾くごとに花の散る 

ドラゴ・シュタンブック 

 

オランダ 
Een zwaar paard staat als 

zijn eigen standbeeld ; meeuwen 

cirkelen erboven 

 

のろまの馬は銅像のごとく立ち鷗はその上を舞う 

Ｊ・ファン・トーレン 

 

フランス 
Le vieux canal 

Sous I’ombre monotone 

S’est vert-de-grisé. 

 

古水路は単調な影の下緑青ふき 

ポール＝ルイ・クーシュ 

 
Premier faudage 

la rouille de l’année 

disparaît dans l’herbe  

 
初刈り入れ 年の錆 消えて行く草の中 

ジャン・アントニーニ 
 



 
 
スウェーデン 

The skier stops 

to make room 

for the silence of the show 

Kaj Falkman 

 
スキーヤーが止まる 雪の静寂で満たすため 

カイ・ファルクマン 
 
ロシア 

A butterfly in the grass 

is opening the silence 

of the world withoud me. （英訳） 
 
草の蝶別世界のしじま開きおり 

ウラディミール・ゲルチック 
 
In the shade of branches 

Sparrow’s shadow 

Skips （英訳） 
 
雀の影跳びはねている木陰かな 

Ｍ・ガーゲン 
 
Green pine trees_ 

Taste of black she urchin 

Salty chill 

 
緑の松林黒い雲丹の塩辛い冷たさ 

ルビー・セオファノープル 

 

 

 

 

トーマス・トランストロメル 

2011年ノーベル文学賞受賞者の俳句 

ところで昨年のノーベル文学賞はスウェーデンの詩人トーマス・トランストロメルに与えられました。

授賞理由は「凝縮された透明感のある描写を通して、現実に対する新たな道程を示してくれた。」と

いうことでした。トランストロメルは、スウェーデン俳句協会の会員であり、「四月の雪」にも同氏の作

品が載っています。 

トランストロメルの詩集「悲しみのゴンドラ」から、俳句誌銘打ってある短詩を三詩御紹介しましょ

う。 

 

蘭の花の窓 

すべり過ぎ行く油槽船 

月の満ちる夜 

 



なかなか良い詩ですね。自然が主題です。たしかに凝縮された透明感のある描写です。これは

俳句的短詩を書くことによって鍛えられたものではないでしょうか。俳句精神と言ってもよいもので

す。 

すすけた松が絡みあい 

いたましさは その湿地にも 

永劫のわびしさ 

＊ 

あるまなざしの 

大きな翳にわたしは遭った 

闇の閉ざしのなか 

＊ 

里程標のひとつづき 

みずからさまよひ出たかのように 

聴え来る山鳩の声 

 

どれも俳句的な凝縮と透明感があります。 

トランストロメルは長い詩を短詩より多く作っていますが、全体にこの俳句的手法が生きていると

思います。そのように俳句的詩を書くトランストロメルがノーベル文学賞を与えられたことは、私にと

っても非常にうれしい事でした。俳句が文学として認められたという喜びを感じました。 

 

 

結論 

結論を申しておきましょう。 

明治時代、外国人も日本人自身も否定的であり、戦後第二芸術と批判された俳句が今日はどう

なってきたでしょう。 

日本国外の一般人の間でも俳句的短詩が作られるようになった 

そして一流の詩人たちも俳句詩を書くようになった 

遂に俳句的詩を書く詩人がノーベル文学賞を受賞した 

こうして第二芸術が一流の文学として認められたのです。 

俳句の短詩性と自然を中心にした叙景性が世界のものになったのです。 

誰でも俳句という短詩を作れ、読んで楽しめる俳句を作って 

異文化を持つ人々の間で相互理解を深め世界を平和にしましょう 

御清聴ありがとうございました。 

 

 

＜追加分＞ 

 

俳句は仲間で作る詩である―連衆の文学― 

５・７・５・７・７音からなる和歌、即ち短歌の５・７・５の部分を一人の人が作り、７・７の部分を別の人

が作り、三人目の人がまた５・７・５の部分を作り、四人目の人が７・７の部分を続けて５０句（これを５

０韻と言いますが）で完成させたり、１００韻にしたりします。先ほどは、各句を別々の人が作るように

申しましたが、二人でも良いし、極端な場合一人でも良いのです。これを連歌と呼びます。西欧の

文化では一人一人の個性を大切にしますから、一つの詩を何人かの人で作るということは不思議

に思われるでしょう。 

この連歌に冗談を加えて、遊び半分に作る人々が出てきました。１６世紀半ばのことです。それ

を俳諧連歌と呼びます、これが江戸時代（１６００～１８６７）に入り、芸術性を加えて連句として盛ん



になります。その中心の一人が松尾芭蕉でした。連句は個人で全ての句をつくることがまれにあり

ますが、殆どの場合は二人が一部屋で談笑しながら作るので座の文学とも呼ばれて盛んになるの

は正岡子規からです。そして俳句は個人の文芸になります。 

この歴史が示すように、俳句はもともと連句の第一句であり、誰かが次の句を続けてくれることを

予想して作ったものです。その上、５・７・５音とごくごく短いので、言わば不完全なところがある文学

でもあります。西欧では理解は困るところかもしれません。そこで芭蕉は面白いことも言っています。

それは「言いおせて何かある」、即ち完全に言い過ぎてはいけないと言う意味です。連句は作者以

上に仲間の理解と助力が大切なのです。これが連句は座の文学と言われる理由です。 

さて俳句は連句を否定した正岡子規によって独立した文学になりましたが、この仲間意識は残っ

ています。それは作品を見せ合い批判しあう向会が盛んであるということに示されます。しかも句会

は完全に平等思想で指導者であろうと、初心者であろうと無記名で投句しますから、参加者参加者

の選句の発表があるまで誰の作品かわかりません。ですから時に指導者の成績が大変悪いことが

起るのです。 

これは俳句の重要な特質です。句会を通じ仲間の目を通して作品が磨かれて行くのです。句会

によって「一人よがり」の面が是正されて行くのです。俳句は個人の文学であり、又仲間によって育

てられて行く文学なのです。ここに連句の座の文学の伝統が引き継がれているのです。この句会の

楽しみも又俳句が大勢の人に愛される理由の一つであることをお伝えしておきます。 


