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藤村と星

涌　井　　　隆

1.

島崎藤村 （1872-1943） の作品には星が多く出てくる。初期の詩作品には花や山や海など

の自然を指す言葉と同等の頻度で現れ、詩人藤村にとって星が自然の一部として重要な

存在であったことが明らかである。『千曲川のスケッチ』には星を含んだ情景の描写が

随所にみられる。小諸に滞在して夜中も歩き回り星に接していたことがわかる。初期の

詩作品では情景の中から、星だけを切り出すことが普通であるが、『千曲川のスケッチ』

では、詩人を含む大地とともに星が現れる。『破戒』以降の小説群にも星は要所要所に

出てきて、強い印象を残す。小説の主眼は人事と人間を中心とした歴史を表すことにあ

るので、星のある風景が詩的叙情を醸し出すように意図されたシーンは少ないが、それ

でも星についての言及は少なくない。藤村にとって星が無視できない存在であったこと

は間違いない。この小論では、藤村の様々な作品の中から星の表現を抜き出しその意味

を考えてみたい。引用する作品は、初期の詩作品のほか、『千曲川のスケッチ』、『新生』、

『夜明け前』である。

2.

島崎藤村の作家としての生涯は大きく二分できる。『破戒』以前とその後である。『破戒』

以前の藤村は、新体詩人として後世に残る詩群を残した。とはいえ、二十代の彼が詩作

に集中していた頃は、 西洋ロマン派の影響を受けた彼や彼の周辺の詩人たち（北村透谷、

蒲原有明など）の活動は一般読者にそれほど理解されていたとは言えない。後に回想し

て、藤村は次のように書いている。（全集第 1 巻 430 頁）

当時は詩の世界も真に草創の時代で、高山樗牛ごとき人ですら詩は疑問だと言

ふほどであり、長い伝統のある和歌と俳句以外に日本の言葉で新しい詩が果た

して成長し得るものか、どうかと危ぶまれてゐた。新体詩人などといふことは

多くの人には嘲笑を意味した。
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確かに今日、藤村初期の詩作品が高く評価されているのは、「椰子の実」のような作品

に音楽がつけられ国民的愛唱歌として知られるようになったことや、晩年の『夜明け

前』が近代日本文学の傑作として広く認められるようになったことと無関係ではない。 

もし、『破戒』以降の小説家としてのキャリアがなければ、蒲原有明のように殆ど無名

の詩人として歴史の片隅に葬られてしまったかもしれない。今日、言文一致を経た現代

詩を読み慣れた眼から、藤村、透谷、有明らを読むと、語彙や表現法の古さが目につく。

言葉の古さと言うことでは、今日ヨーロッパのロマン派詩人（ワーズワース、バイロン、

バーンズ、キーツ、ラスキン、ハイネなどが藤村によって言及されている）を原文で読

む場合以上に隔世感が大きいかもしれない。特に藤村の場合、五七調と七五調にほぼ全

面的に頼っていることが古臭さを助長している。ただ、藤村が多くの詩作品の中で行っ

たことは、日本の和歌の遺産を継承しつつも新しい要素を含んでいる。その一つが西洋

のロマン派詩人から学んだ自然描写であることは間違いない。

藤村は自然の中を歩き回ったワーズワースを倣い次のように書く。（全集第 1 巻 103 頁）

いかに古人の教へたまひし妙なる自然と雖も、歳月は之を駆って無味なる絵画

と化す。悲しむ勿れ、是に於いて新しき自然を味ふの心動かんとするなり。自

然に声はあれども新しからざれば吾等に何の深味を教へず。自然に色はあれど

も新しからざれば吾等に何の妙趣を与へず。歩を転じて試みに野外の青草を踏

め。草は旧を辞して新葉を着けんとするに、吾等何ぞ一歩を新しき自然に転ぜ

ざるや。夏は来り潮は流れて夕の夢を洗はんとするを促す。見よや見よや新し

き花あり、新しき星あり、新人となって新衣を着す、また可ならずや。（中略）

自然を友とせしというバアンスにして初めて鼠の歌あり。自然を神とせしとい

ふウオルズオースにして始めて山家の少女の詩あり。吾等は自然の小児のみ。

されば自然を吾等が母として、其間に優和なる、自然なる、将た又た温情の溢

るる思ひを学ばんと願う。

日本語の詩の伝統に自然描写がなかったわけではない。しかし、自分が描こうとする自

然はそのような伝統的な自然とは違うのだという主張である。この「新しさ」の強調は

次の詩（「新しき星」）に顕著に表れている。（この詩は全集には収録されていない。『日

本の詩歌 1 島崎藤村』 から引く。）

星あり星あり空にあり

星あり星あり前にあり
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　　夏の夕べの夢さめて

　　遠きひかりに眺むれば

　　うれしや蓮は水を出で

　　花あざやかに影深し

　　あゝあゝ動いて新しき

　　星に涙をそそがばや

天文学にそれほど関心がなかった藤村のことであるから、「新しき星」というのは、新

星や超新星爆発のことではなくて、夕暮れから薄明に入り次々に姿を現す無名の星を指

しているのだと推測される。星に涙を注ぐとは大げさな表現であるが、標高の高い山に

登って透明度の高い空に次々と星が現れるのを見て感動するのを率直に表現しているの

だろうか。あるいは詩人の頭の中で蓮と星が重なり合って幽玄の美を作っているのだろ

うか。いづれにせよワーズワースを引いて「新しき自然」と言っているのは、自分で歩

き回って見つけた自然、他の誰も目をつけていない美しい自然という意味を負わされて

いると考えられる。この「新しき星」という詩は単純ではあるが不思議な力を持ってい 

る。

星菫派ということばがある。甘い感傷を星やすみれに託した詩を書いたロマン派詩人を

指し、しばしば揶揄的に使われる。与謝野鉄幹や与謝野晶子は自ら主宰する文芸雑誌に

『明星』や『スバル』という名を冠し、事実、星を歌う和歌や詩を多く残した。その源

流は「星」や「菫」を恋愛感情に結びつけた詩を書いたワーズワースに遡る（藤村の上

の引用はその点に触れている）。ハイネも恋愛詩の中に星をちりばめた詩人として有名

である。（注）　藤村の詩にも星が頻出するが、恋愛感情と直接に結びついてはいないし、

感傷的であるとも言えない。もちろん、何が感傷的であるかを客観的に定義することな

ど出来ないが。藤村の初期の詩編に頻出する星は、どちらかと言うと、日本の伝統詩の

流れの延長にある。明けの明星と宵の明星、銀河といえば織り姫と彦星、後はその他多

数の星々という扱いが普通である。恋人を星に喩えるということはない。『若菜集』の

冒頭を飾る「おえふ」、「おきぬ」など処女の名を冠した詩は、彼女たち自身の独白であっ

たり、彼らの運命を距離を置いて眺めたりしており、彼女たちに捧げる愛の歌ではない。

藤村を星菫派というのは当たらない。

次に星をめぐる表現を幾つか藤村の詩編から抜き出してみよう。他にも多数あり以下は

一部にすぎない。
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見ようるはしの夜の空 / 見ようるはしの空の星 / 北斗の清き影冴えて / 望みを

さそふ天の花 / とはの宿りも舟人の / 光を仰ぐためしかな（「新潮」全集第 1

巻 186 頁）

あすは思へばひととせに / 一夜の秋の夕なり / うき世にしげるこひ草を / みそ

らの星もつまむとや / 北斗は色をあらためて / よろづの光なまめきぬ

あふげば清し白銀の / 夕波高き天の河 / 深き泉を湧きいでて / うき世の外にた

ちさわぐ / つきせぬ恋の河水は / 遠くいづくに溢るらむ

西風星の花を吹き / 天の河岸秋立ちぬ / かの彦星の牽く牛は / しげれる草に喘

ぎより / ふたつの角をうちふりて / 水の流れを慕ふらむ（「天の河　二首」全

集第 1 巻 194 頁）

天の河原を / ながむれば / 星のちからは / おとろへて / 遠きむかしの / ゆめの

あと / こゝにちとせを / すぎにけり

そらの泉を / よのひとの / 汲むにまかせて / わきいでし / 天の河原は / かれは

てて / 水はいづこに / うせつらむ

ひゞきをあげよ / 織姫よみどりの空は / かはらねど / ほしのやどりの / 今はは

た / いづこに梭の / 音をきかむ

あゝひこぼしも / 織姫も / 今はむなしく / 老い朽ちて / 夏のゆふべを / かたる

べき / みそらに若き / 星もなし （「銀河」『日本詩人全集』97 頁）

ゆうべにかかる明星の / いとどさやかにあらわれて / 深き光は夏の日に / ふた

たびしらぬ空の花 / 影はかなたの野の家の / 屋根を帯びつつきらめくも / 尋ぬ

る人はあらざりき　（「鍛冶屋の家にて　老婆」全集第 1 巻 211 頁）

門にたち出でただひとり / 人待ち顔のさみしさに / ゆふべの空をながむれば / 

雲の宿りも捨てはてて / 何をかこひし人の世に / 流れて落つる星一つ（「流星」

全集第 1 巻 50 頁）

ことばは一様に古めかしいが、違いがある。「新潮」、「天の河」、「銀河」は「舟人」、「彦星」、

「織姫」などの伝統文学に頻出するモチーフに寄りかかって諸行無常を嘆くなど新しさ

はそれほど感じられない。明治以降の西洋文学の影響がなくても存在し得た和歌の延長

であるような印象を与える。天の河銀河を持ち出して人生のはかなさを歌う「銀河」は、

天文学の知識があった宮沢賢治でなくても違和感を感じる読者が多いだろう。天の河
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は、人間の一生や人類の歴史などとは比べものにならないくらい桁違いに大きな存在で

あることを誰もが知っているからだ。その点、「鍛冶屋の家にて　老婆」や「流星」は

単純な情景描写であるが故に、新しさを感じさせる。流星はかつては夜這い星とも呼ば

れ伝統文学の延長で作品を作るなら、その連想を詩に取り入れてもよかったのだろうが、 

「流星」にはそのような自動的な連想は排除されている。

3.

1899 年に藤村は小諸義塾に赴任し、そこで上京するまでの 6 年ほどを過ごした。『千曲

川のスケッチ』は千曲川一帯の自然と小諸という土地に根を張って生活する一般庶民の

生活を鮮やかに描写している。藤村はその序で「私は信州の百姓の中へ行っていろいろ

なことを学んだ。田舎教師としての私は小諸義塾で町の商人や旧士族やそれから百姓の

子弟を教えるのが勤めであったけれども、一方から言えば私は学校の小使からも生徒の

父兄からも学んだ。」と書いている。山深い木曽で生まれたとはいえ、幼くして東京の

寄宿舎に出されて明治学院を卒業し、その後、関西、東北を放浪した後、ようやく小諸

の地で結婚して定着した。そのような藤村は小諸のような農村社会の中では浮いた存在

であり、大地と運命をともにする農民とは別の世界に住んでいる。それ故、彼が旅行者

のような距離を置いて農民の生活を描写するとき、読者は人の営みがあたかも自然の一

部になり、情景描写されているような印象を受ける。この作品の語り手は、藤村自身で

あり、若い頃東京で身を寄せた家で兄弟のように育った年下の吉村樹に宛てた手紙とい

う体裁を取っている。「星」と題した一節があり、吉村樹を君と呼びかけて、次のよう

に書く。（全集第 5 巻 150 頁）

月の上るは十二時頃であろうという暮方、青い光を帯びた星の姿を南の方の空

に望んだ。東の空には赤い光の星が一つ掛った。天にはこの二つの星があるの

みだった。山の上の星は君に見せたいと思うものの一つだ。

籾内裕子は「島崎藤村とツルゲーネフー藤村が聞いた音、見た自然」という論文で、安

田保雄の先行論文を引いて、二葉亭四迷が一部を訳出したツルゲーネフの『猟人日記』

を藤村が英訳で読み大きく影響を受けたと論じている。籾内によると、『千曲川のスケッ

チ』という当時としては斬新な題は、英訳の A sportsman’s Sketches というタイトルが

なければ生まれなかったはずである、ということだ。確かに、両者の類似点は歴然とし

ている。都会から来て田舎に過ごす青年が土地の人と交わり自然に触れ写生文を残す。

星が出てくる情景に限って言えば、もっとも印象深いのが夕暮れの薄明の描写だ。藤村
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は 1901 年に出版した詩集『落梅集』で日没について次のように書いている。（全集第 1

巻 254 頁）

天のながめの目を引き心を驚かし易きものは日没なり。（中略）飛騨の山々の

かなたに傾ぶける夕日の上には薄紫の雲集まり、すこしく離れては白色、灰色

の雲のかたち、さながら猪鼻のごとくに眺めらるるもありき。（中略）深く沈

める夕影の空に上りて、茅蜩の声と共にこの日の暮れ行けば、天はさながら水

の如く見ゆるがなかに、西の端の黄色を帯びたるは僅かに落日の名残をとどめ

たりき。浮かべる雲は灰色より紫色に、紫色より暗色にかはり、雲縁は茶褐色、

もしくは洋畫に用ふる「セピア」の色彩に似たりき。夜に入りて一天青青藍を

流したらんやうに、雲色の暗きはいよいよ暗く、星も見えそめぬ。

『落梅集』には「雲」という有名な文章が収録されており、ラスキン（John Ruskin）の

雲についての研究を引用解説している。藤村はラスキンに導かれ様々な気象環境におけ

る雲を観察したが、とりわけ好んだのが上に引用した沈む太陽の光を受けて急速に色彩

を変えていく夕暮れの雲であったことを忘れるべきではない。次に『猟人日記』と『千

曲川のスケッチ』から夕暮れの薄明の情景を描写した文章を引いてみよう。

「エルモライと粉屋の女房」『猟人日記』（全集第 7 巻 28 - 29 頁）

林の中は次第に暗くなっていく。夕焼けの赤々とした光は、木々の根や幹をお

もむろに辷って、じりじりと高く登っていき、まだ殆ど眞裸かな下枝から、じっ

と息を潜めて睡りに入りかかっている梢に移っていく、、、（中略）外から吹き

込んで来た風も、身のまはりで鳴りをひそめる。（中略）木立は大きな黒い塊

に溶け合って、蒼い空には早い星がおづおづと光始める。小鳥どもはすっかり

寝しずまった。

収穫（『千曲川のスケッチ』）（全集第 5 巻 84 頁）

南の空には青光りのある星一つあらわれた。すこし離れて、また一つあらわれ

た。この二つの星の姿が紫色な暮の空にちらちらと光りを見せた。西の空はと

見る と、山の端は黄色に光り、急に焦茶色と変り、沈んだ日の反射も最後の

輝きを野面に投げた。働いている三人の女の頬冠り、曲めた腰、 皆な一時に光っ

た。男の子の鼻の先まで光った。最早稲田も灰色、野も暗い灰色に包まれ、八
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幡の杜のこんもりとした欅の梢も暗 い茶褐色に隠れてしまった。

ツルゲーネフも藤村も伝統的な修辞に頼らず自然を見たまま感じたままに詳細に描写し

ているだけである。二葉亭四迷によるツルゲーネフの翻訳が日本語に与えた影響はよく

知られている。言文一致の文体がこのような観察を可能にしたのか、このような観察の

必要性が言文一致を生み出したのかは、鶏と卵の関係に似ている。いづれにせよ、それ

まで見過ごされていた自然の細部を描写する意志は自然科学の台頭と無関係ではなく、

記述の正確さを優先するために修辞を排するという言文一致運動は部分的に自然科学の

要請から生まれたことは間違いない。ロマン派詩人（あるいは詩人一般）には自然科学

を敵視した（する）人が多く見られるが、このように根っこで繋がっていることは否定

できない。

4.

藤村は、女性関係から生じた絶体絶命の状況を打開するために、帰る宛のない片道切符

を持った放浪の旅を生涯に何度か行っている。1893 年 22 歳の時に教え子との関係から

逃れるために明治女学校を退職して関西を放浪したのが最初であるが、それ以上によく

知られているのは、姪との関係から逃避するために行った 1913 年から 3 年にわたる渡

仏である。明治のエリート達が国家予算を使って行った「留学」のようなものではもち

ろんなく、出版社に借金をしての逃避行だった。第一次大戦が起こらなければさらに滞

在を続けたはずだった。英語を身につけていた藤村にとっては、英国や米国の方が生活

していく上でのストレスが少なかったはずであるが、20 世紀初頭までにはパリは芸術

の都としての地位を獲得し、ボヘミアン的な芸術家を引きつけるようになっていた。こ

の旅は、藤村にとっての最初の海外旅行であり、日本とは異なる緯度から星空を眺める

機会を得た。この間の藤村の経験は紀行文集『海へ』、『平和の巴里』、『戦争と巴里』や

小説『新生』で窺い知ることができる。

ただ、この頃の藤村は、『千曲川のスケッチ』の頃の藤村のように自然の中に没入して

細部を描写することはない。『海へ』には南天の銀河への関心が語られるが、実際の描

写はない。自然に対する興味より、異国にいる自分、姪との背徳的な関係によって日本

という社会から疎外された自分に関心が移ってしまっている。そのような視点を拡張し

て日本と西洋の比較文明批評に筆が及ぶと、自然の出る幕はなくなってしまう。『新生』

から星に言及している部分を抜き出してみよう。
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「旅人よ、足をとどめよ。お前は何をそんなに急ぐのだ。何処へ行くの

だ。何故お前の眼はそんなに光るのだ。何故お前はそんなに物を捜して

ばかりいるのだ。何故お前はそんなにあくせくとして歩いているのだ。 

　―旅人よ。お前はこの国を見ようとしてあの星の光る東の方からはるば

るとやって来たのか。この国にあるものもお前の心を満すには足りないのか。 

　―旅人よ。夕方が来た。何をお前は涙ぐむのだ。お前の穿き慣れない靴

が重いのか。この夕方が重いのか。それとも明日の夕方が苦しいのか。 （中略） 

「生きたいと思わないものはない---」と彼は自分に言ってみた。（全集第 7 巻

222 頁）

まだ岸本は海から這い上って来たばかりの旅行者のような気もしていた。彼の

心は還りの船旅に通過した赤道の方へも行き、無数な飛魚の群れ飛ぶ大西洋の

波の上へも行った。十字架の形をすこし斜に空に描いたような南極星も生れて

初めて彼の眼に映じたものであった。暗い海を流れる青い燐の光も半ば夢の世

界の光であった。倫敦を出発してから喜望峰に達するまで、彼は全く陸上の

消息の絶え果てた十八日の 長い間を海上にのみ送って来た。船は南阿弗利加

ダアバンの港へも寄って石炭を積んで来た。新嘉坡に近づく頃望んで来たスマ 

トラの島影、往きに眺め還りにも眺めた香港の燈台、黄緑の色に濁った支那の

海―こう数えて来ると実に数限りも無い帰国の旅の印象が 彼の胸に浮んで

来た。 （全集第 7 巻 286 頁）

最初の引用は、節子が自分の子を出産したという知らせを聞いたのも束の間、第一次大

戦が始まるという災難に襲われ、リモージュに疎開する直前にパリを徘徊する場面であ

る。節子との関係で死も覚悟した岸本であるが、外国の戦争に巻き込まれて死ぬことに

は肯んぜない。次の引用は、日本に戻ってもしばらくは旅行気分が抜けきらず、子供に

自分の「冒険」について語っている場面である（実際は南極星などは存在せず、南十字

座が天の南極に近いというのが正しいが、藤村にはそのような知識はどうでもよかっ

た）。戦禍を避けるためリモージュに疎開してそこで油絵を描いたりはするが、夜空の

光景は出てこない。

ただ、興味深いのは、山や雲や星空などの広がりのある景色としての自然はなくても、

実際手で触れることができる植物（その多くが栽培植物）が頻出し、登場人物がそれら

から何らかの癒しを受けているらしく感ぜられることである。さるすべり、萩、白樺、樫、

栗、チューリップ、椿、マロニエ、なし、ねぎ、銀杏、椿、山茶花、藤、沈丁花、夾竹桃、
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秋海棠、青桐、松、苔、笹、無花果など実に多くの植物が出てくる。「そこには日頃植

物の好きな節子が以前の神田川に近い家の方から移し植えた萩がある。」とあるように、

節子は庭仕事をすることによって、精神の安定を得ているふしがある。小説『新生』は

節子が台湾に出立する時点で終わるが、彼女が岸本に贈った秋海棠の根についての象徴

的な言及がある。

節子の残して置いて行った秋海棠の根が塀のわきに埋めてあった。

「遠き門出の記念として君が御手にまいらす。朝夕培いしこの草に憩う思いを

汲ませたもうや」　この節子の書き残した言葉が岸本の気に成った。引越早々

の混雑の中で、彼は四つの根を庭に埋めて置いたが、その埋め方の不確実なの

が気に成った。何となくその根のつくと、つかないとが、これから先の二人の

生命に関係でもあるかのように思われて成らなかった。 

掘り起こしてみると根付いておらず、岸本が子供と一緒に植え直すところで小説は終わ

る。『新生』の舞台は東京にしろパリにしろその殆どが都会である。都会の庭に植えら

れる植物は、小諸のような田舎の自然に触れることの出来ない者にとっての自然の代用

品なのかもしれない。

5.

小説『夜明け前』は歴史の大きなうねりと木曾の大自然とその中で右往左往する芥子粒

のような存在である青山半蔵の半生が渾然一体となった興味深い世界を作っている。世

界は先進国による市場開拓と植民地支配の帝国主義時代に突入し、徳川の幕藩体制は済

し崩し的に崩壊していく。平田篤胤の復古主義的古代崇拝を信奉する半蔵は徳川幕府に

批判的で王政復古を渇望するが、宿場町の本陣という自分の生業が参勤交代という幕藩

体制の根幹を成す制度に全面的に依存していることにはかわりなく、明治に入り東海道

に鉄道が敷かれるという時代になると、王政復古の現実に裏切られた半蔵には居場所が

なくなってしまう。予測に反してどんどん自分を裏切っていく現実に適応できないのは

半蔵が一種の空想主義的イデオローグだからで、幼年の彼に国学を授けた宮川寛斎など

は生糸が外国人に高く売れると知るや横浜まで売り込みに行き新しい現実に順応してい

く。寛斎のような世渡り上手とは無縁の半蔵は、貧乏くじを引き続ける。尾州藩の頃に

は山林に依存して生活できた村人が、明治になると官有林として没収されたために貧窮

し、半蔵は彼らのために戦うが敗北を期す。歴史の大きな変革期に大小様々な影響力を

行使した多くの歴史的人物がミクロ的に描かれるなか、半蔵の半生は一見その大きな歴
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史と無関係であるようにも見えるが、中仙道の宿場町という交通の要所である場所から

日本と世界を見る彼の視点は、小説全体に統一感を与えている。半蔵という人物の造形

も、自らの父をモデルにしたという経緯があったにせよ、小説全体の中で十二分の説得

力を持っている。

このような壮大な歴史小説の中で自然はそして星はどのように描かれているだろうか？

まず、圧倒的な存在感を持っているのが馬籠周辺の木曾の自然である。中津川、妻籠、

馬籠、御嶽山、王滝、飛騨など今日では舗装道で繋がれており一日で回れる距離にある 

が、半蔵の移動は徒歩だった。彼は何度か所用で木曽路を旅するが、彼が動き回るたび、

藤村による自然の美しい描写が読者を楽しませる。ただ、近代人でない半蔵は、『千曲

川のスケッチ』の語り手のように、スケッチブックを持ち歩いて写生したり、星を自然

の風景として鑑賞するということはない。『夜明け前』の中で星が出てくるときは、近

代以前の文脈に支配されている。彗星が出てくる文章を引用する。（全集第 11巻 157頁）

客を送り出して見ると、寛斎は一層さびしい日を暮らすようになった。毎晩の

ように彗星が空にあらわれて怪しい光を放つのは、あれは何かの前兆 を語る

ものであろうなどと、人のうわさにろくなことはない。水戸藩へはまた秘密な

勅旨が下った、その使者が幕府の厳重な探偵を避けるため、行脚僧に姿を変え

てこの東海道を通ったという流言なぞも伝わって来る。それを見て来たことの

ようにおもしろがって言い立てるものもある。攘夷を意味する横浜襲撃が諸浪

士によって企てられているとのうわさも絶えなかった。 

全国的なメディアが整備されていない幕末当時、黒船渡来のうわさは街道沿いを人づて

に伝わっていく。彗星の出現は凶兆と解釈された。

『夜明け前』の最後の方に、星が非常に重要な意味を負わされて出てくる印象深い場面

がある。半蔵が近所の寺に放火して取り押さえられ座敷牢送りになる直前の場面であり、

ここで彼が星空を眺めて瞑想にふけったことが直後の行動への引き金となったと考える

こともできる。少々長いが小説のクライマックスと言える場面なので全文引く。（全集

第 12 巻 497 頁）

夕方に、半蔵は静の屋の周囲を一回りして帰って来た。夕飯後、二階に上がっ

て行って見ると、空には星がある。月の出もややおそくなったころであった

が、青く底光りのするような涼しい光が宵の空を流れている。その時の彼は
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秋らしく澄み渡って来た物象の威厳に打たれて、長い時の流れの方に心を誘

われた。先師篤胤ののこした忘れがたい言葉も、また彼の胸に浮かんで来た。 

「一切は神の心であろうでござる。」

　彼はおのれら一族の運命をもそこへ持って行って見た。空の奥の空、天の奥

の天、そこにはあらわれたり隠れたりする星の姿があだかも人間歴史の運行を

語る かのように高くかかっている。あそこに梅田雲浜があり、橋本左内があ

り、頼鴨崖があり、藤田東湖があり、真木和泉があり、ここに岩瀬肥後があ

り、吉田松陰があり、高橋作左衛門があり、土生玄磧 があり、渡辺崋山があり、

高野長英があると指して数えることができた。 攘夷と言い開港と言って時代の

悩みを悩んで行ったそれらの諸天にかかる星も、いずれもこの国に高い運命の

潜むことを信じないものはなく、一方には西洋を受けいれながら一方には西洋

と戦わなかったものもない。この国維新の途上に倒れて行った幾多の惜しい犠

牲者のことに想いくらべたら、彼半蔵なぞの前に横たわる困難は物の数でもな

かった。彼はよく若い時分に、お民の兄の寿平次から、夢の多い人だと言って

からかわれたものだが、どうしてこんなことで夢が多いどころか、まだまだそ

れが足りないのだ、と彼には思われて来た。

月も上った。虫の声は暗い谷に満ちていた。かく万ずの物がしみとおるような

力で彼の内部までもはいって来るのに、彼は五十余年の生涯を かけても、何

一つ本当につかむこともできないそのおのれの愚かさ拙なさを思って、明るい

月の前にしばらくしょんぼりと立ち尽くした。

「一切は神の心であろうでござる」という篤胤の言葉は小説『夜明け前』に数回出てく

る。篤胤の『静の岩屋』の中で半蔵が強く感銘を受けた一文であり、彼にとっての座右

の銘ともいえる。星となって空に輝いているのは、半蔵にとっての同志であり、自分が

生き延びたことに対して一抹の罪悪感を抱いているのは間違いない。死んだ人間が星に

なるという信仰がどこでどう始まったかははっきりしないが、人魂が天に昇って星に

なったと考えたのだろうか。いづれにせよ、半蔵は星空を見上げて、自分の至らなさを

恥じ、近所の寺に火をつけるという行為に及ぶ。仏教の寺は中世の象徴であり、古代を

憧憬する半蔵にとっては唾棄すべき存在であった。放火は未遂に終わり、彼はかつて東

京神田で天皇の行幸の行列の中に自分の和歌をしたためた扇子を投げ入れた時と同じよ

うに、狂人扱いされてしまう。「月の出もややおそくなったころであったが、青く底光

りのするような涼しい光が宵の空を流れている。その時の彼は秋らしく澄み渡って来た

物象の威厳に打たれて、長い時の流れの方に心を誘われた」という文章は、『千曲川の

スケッチ』を経なければ書けなかった文章であり、作家藤村が全面に出ている。しかし、
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その後藤村は自分のスケッチの中に半蔵を引っ張り込むのではなく、彼が生きた文脈の

中に正しく置き、星に幕末の英霊を見させている。そのまなざしは、半蔵のモデルと 

なった彼の父に対するようなやさしさを持っている。

6.

本論は島崎藤村の幾つかの作品を引用しその中に見られる星についての表現について論

じた。初期の詩編には多数の星についての言及があり、その一部を紹介した。『千曲川

のスケッチ』の中の星の描写でもっとも印象深いのは、日没後の薄明の描写であり、ツ

ルゲーネフの『猟人日記』にも似たような風景描写があることを指摘した。姪との性的

関係が題材となっている『新生』には、風景の中の星ではなく、都会の庭に植えられる

植物が頻出する。世捨て人として生きる二人を癒すのは、星空ではなくて、手で土と植

物に触れる行為なのであるかもしれないと論じた。『夜明け前』のクライマックスに半

蔵が星空を見上げて一つ一つの星に幕末の英霊を見る場面がある。この場面の小説にお

ける意味について論じた。『夜明け前』についての論考で古典的なものに、篠田一士の

「夜明け前」がある。その中で、彼は、半蔵が時代の犠牲者ではなく、小説はドラマチッ

クアイロニーを提示しているのではないと論じている（十川：362 頁）。言わずもがな

の指摘である。「一切は神の心であろうでござる」というのは、一切は自然であると言っ

ているに等しい。神や自然の外に出る視点はなく、藤村は、読者に半蔵を含む歴史全体

を自然と受け取ってもらいたかったのではないだろうか。

注

星や菫を歌ったワーズワースとハイネの恋愛詩を下に引く。
ワーズワースの詩は次の全巻がインターネットから取得できる。
William Wordsworth Major Works including The Prelude, Oxford World’s Classics, p.147

ハイネの詩は http://gutenberg.spiegel.de/ から取得できる。

"SHE DWELT AMONG THE UNTRODDEN WAYS"

　She dwelt among the untrodden ways/   Beside the springs of Dove,/  A Maid whom there were 

none to praise/ And very few to love: 

　A violet by a mossy stone/ Half hidden from the eye!/ --Fair as a star, when only one/ Is shining in 

the sky.

　She lived  unknown, and few could know/ When Lucy ceased to be;/  But she is in her grave, and, 
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oh,/  The difference to me!

“Nachts in der Kajüte” 

　Das Meer hat seine Perlen,/ Der Himmel hat seine Sterne,/ Aber mein Herz, mein Herz,/ Mein 

Herz hat seine Liebe.

　Groß ist das Meer und der Himmel, /Doch größer ist mein Herz,/ Und schöner als Perlen und 

Sterne/ Leuchtet und strahlt meine Liebe.

　Du kleines, junges Mädchen,/ Komm an mein großes Herz;/ Mein Herz und das Meer und der 

Himmel/ Vergehn vor lauter Liebe. 

　An die blaue Himmelsdecke, /Wo die schönen Sterne blinken,/ Möcht ich pressen meine Lippen, 

Pressen wild und stürmisch weinen.

　Jene Sterne sind die Augen/ Meiner Liebsten, tausendfältig,/ Schimmern sie und grüßen freundlich 

Aus der blauen Himmelsdecke.

　Nach der blauen Himmelsdecke,/ Nach den Augen der Geliebten,/ Heb ich andachtsvoll die Arme, 

Und ich bitte und ich flehe:

　“Holde Augen, Gnadenlichter,/ Oh, beseligt meine Seele,/ Laßt mich sterben und erwerben/ Euch 

und euren ganzen Himmel!”

（以下省略）
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