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『jV£の葉』 の多様性と統一性

I 】

I

ホイ ッチ ャー ( StePhen E. Whicher) はそのユニ,マ ソ ン論 Emetson’8 TTctgic Sen8e

の中で, アタ リカの作家にはたいていやや謎めいたところがある, と書いて卜る。1ポー, ホ

ー ソ ン, メ ル ヴ ィ ル, ソ ロー, マ ー ク ・ ト ウ ェ イ ン, ’ ミ リ ー ・ デ ィ キ ソ ス ソ, ヘ ン リ ー ・

アダムズ等, 彼らはみなそれぞれに人を近すげない秘密の部屋を もっていて, そこにおける

彼らの姿は, 作品に色濃く に じみ出てはいても, 定義しようとすると, する りと言葉の間を

洩れてなかなかっかまらぬ, 時と して, 彼らは自分でそ うあると考えているものと全く逆の

ものになるのだ, と言い, た とえばホイ ッ トマ ンについて “affirmer of life whose

poetr y is nev er nlor e pow er ful than when it tr eats of death ” ( 死 を 扱 う と

きにその詩が最も力強いものとなる生の肯定者)2と語っている。

たしかにこれらの作家にはそれぞれ不可解な部分があるが, 同じ不可解さでも, ホイ ッ ト

マンと他の作家たちの間には, 比較にならぬほど大きな隔た りかおるのではないかと思われ

る。 そのことは, 彼らに対する批評家たちの態度を見れば一目瞭然であろ う。 ほかの作家た

ちの場合, 存命中は誤解されうずもれることがあって も, いったん発見されると, 多少の食

い違いこそあれ, その評価と解釈はしだいに一点に向かって凝集していったと思われるのに

対して, ひと りホイ ッ トマンにはそれがみられないからだ。 彼ほど多様な解釈と極端な評価

を生み続けている文学者はまずないであろ う。

碩学 G. WI ア レンは Wd t Wha・ an Handbook 3の100頁近 く を TheG7・()吠い f W(心

Whit・ (ln B iogT〔11〕h:y 『ホ イ ッ ト マ ン伝 記 の成 長 』 と い う 一 章 に あ て , 詳 細 に 伝 記 作者 だ も

のホイ ッづ マン像の変化と Leaves 好 Gγαss r:草の葉』 に対する解釈ならびに評価の歴史

をたど り, さ らに1961年に出版された W肩£ W/説m9 αs 涯z71, 7二)o仙 α屁 し 即冠 『人間,

詩人, ならびに伝説と してのホイ ッ トマ ン』4において, 『伝説』 と題する章の約5’O頁で 『八

ン ドブ ッ ク』 で洩れた部分, 論 じ足 りなかった部分を補っている。

また日本でも, たとえば田中礼氏が 『ホイバ ヴン評価の一側副 使題する論文でいくつ

かの興味深い 『草の葉』 評価を紹介してお り, さ らに昨年には, 亀井俊介氏の 『近代文学に

おけるホイ ッ トマンの運命』≒い うヽ大著が出た。学士院賞を与えられたこの本は, ほとんど

超人的と思われるほどの量の文献を読みこなすことによって, まず序論において青年時代か

ら晩年に至るまでのホイ ッ トマンの 「実像」 を明らかにし, ついで 500頁余 りの本論で欧米

諸国ならびに日本におけるホイ ッ トマ ンの受容のしかたや研究のあ り方をたど り, それを氏

の 「実像」 に照ら して明快に論評したものである。

これらの批評史から得られるホイ ッ トマン像は, 総じて言えば, 混沌という一語に尽きる

ように思われる。 ア レン教授の記述する, バ ッ ク博士 (Dr. Bucke) やバローズ(Burroughs)
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からシャイパーグ ( Schyberg) に至るまでの評価の変遷だけをみれば, そこに明らかなひ

とつの傾向を読み取れるような印象を受けな卜でもな卜が, 実際は教授自身も述べて卜る通

り, ホイ ッ トマ ン評価の歴史はけっ しで a steady and continuous evolution” (一様な。
一

連続した進化) ではなかったブホイ ッ トマンの生前に “disciples” (使徒) と皮肉られた熱

烈な崇拝者だちとならんで, 彼の詩集を禁書にした憎悪者たち力疑 だヽように, 現代において

仏 ホイ ,。 トマンのアブノーマルな側面を暴露し強調するのに熱心な偶像破壊的研究者たち

があとを絶だな卜一方で, バッ ク博士の説に立ち返って神秘主義を 『草の葉』 の本質と して

再評価 しよ う とするカウリー ( Cowley) やチャー リ教授 ( Professor Chari) のよ うな

人たち も出ているからである。 ホイ ッ トマ ンのイ ノ ージは, 議論が出れば出るほど, 鮮明に

個定化するどころか, ますます多様化し, 複雑化していく よ うに思われる。

こ う した印象は, 先ほど触れた亀井氏の浩願な研究書の中で, 氏が 「実像」 と称して提示

して卜るものに接したあと も変らな卜。 この業績の本論一 世界各国におげるホイ ッ トマ ン

の受容のしかかや評価の歴史をたどった部分- が, ホイ ッ トマ ン研究はもちろんのこと,

比較文学と卜う研究分野全体にお卜ても世界に冠たる一大ピラ ミ ッ ドをな していることは否

みがた卜。 膨大な資料と文献を読みこな し, 氏一流の鋭い批評眼を通して把握した, これま

での諸家のホイ ッ トマ ン像の変遷や各国文学への 『草の葉』 の影響が心に く いまでに鮮やか

に描き出されて卜る。 しかし氏自身が本論での批評の基準と して提示 しているホイ ッ トマ ン

像そのものは, きわめてす ぐれたホイ ッ トマ ン像ではあるが, これもまた, あ く までひとつ

のホイ ッ トマン像であって, げっ して氏が終始主張して卜るよう なホイ ッ トマ ンの 「実像」

であるとは思われないのである。 ここでは詳し く論 じるゆと りはないが, 氏の説のうち, い

く っかの同意しがたい点に少 し く 触れてみたい。

第一に, 私か最も大きな不満を覚えるのは, 氏の 『岸i:の葉』 初版の理解のしかかである。

氏は初版に展開するのは 「ホイ ッ トマ ンの理想とするアノ リカのデモ クラシーの壮大なヴィ

ジ ョ ンである」8と言 うので・あるが, 私にはこれは初版の詩篇, と く に中心をなす Song oJ

My8eぴ 『ぼく 自身の歌』 を虚心に読んだ者の言葉とは思えない。 氏ぱジャーナ リス ト時代

のホイ ッ トマンおよび 『草の葉』 第二版以後のホイ ッ トマンについて, 『:草の葉』 以外の資

料から氏のホイ ッ トマ ン像をあらか じめ構築して しまっているために, それが選択わく とな

って, 氏の読みからぱ私か 『ぼく 自身の歌』 の最も本質的なものと考える部分が洩れて しま

って卜るのだ。 実際は 『ぼく 自身の歌』 の中には, デモ クラシーや政治を取 りあげた詩行は

ほとんど出てこな卜。 彼がそこで歌っているのは, 宗教的な絶対の世界の発見の歓喜であっ

て, それはデモクラシーを支える基盤となるべきものではあって仏 けっ して 「デモ クラシ

ーの壮大な ヴィ ジ ョ ン且でぱないであろ う。

川 村 兄 康12

『草の葉』 出版以前の数年間における詩人誕生の秘密を, 氏は一度絶望した民主主義に対す

る希望を再確認したことにあるとけ当然とるべき手続きも経ずに卜きなり, いとも安易に結

論していることである。 氏は神秘主義や東洋思想に対しては最初から偏見を抱いていて, こ

こでは考慮の対象にさえ していない。 たとえば 「Buckeの説は不可解さを説明するのに神秘

的体験をもってして卜るのだから何ら解答になっていない」⑩と言い捨てている。惜亡いこと

に, このこ とが氏のホイ ッ トマン像を, ひ卜てぱ 『刃{の葉} 全体に関する氏の理解をかな り

歪めて卜て, それがさ らに本論のあちこちにまで尾をひ卜て卜る と私には思われるのである。

1855年に 『草の葉』 初版が出て以来 116年, その詩集が長い成長 ・発展の幕を閉じてから

でさえすでに80年近 くになる。 今やホイ ッ トマンに関する残存資料のほとんどが明るみに出

12

第二に, これは第一の結果と して生 じたことであろ うがー これまで謎とされてきた



ウヰ トマソを読む人は誰でもウヰ トマ ンの中に自分を見る。 宗教的な人々はそこに宗教

的な人を発見し, 懐疑的な人列よ懐疑家を発見し, 進化論者は進化論者を発見し, 官能的

な人 は々白分に似た人物を発見する。 ウヰトロソは水の如く一切を映ずる。⑥

(落合貞三郎訳)

これはまこ とに至言である。 われわれが手に入るかぎ りの研究書を播き, 諸家のホイ ッ ト

マン研究史を通読したあとの印象は, まさにこのゴスの言葉通 りなのだ。 『T草の葉』 という

作品には, 単に伝記的事実と対照するこ とによってぱ解明しえない, 神変自在の不思議な力

があるのであろ う。 自らホイ ッ トマ ソのいっさいの神話を くず し, 実像を提示したと主張し

ておられる亀井氏の説を読んで, 私はあらためて 『岸Eの葉』 のむずかしさを痛感させられた。

『:草の葉』 が本来負わされたこのとらえ難さを無視して自説を実像と称するとき, 人はむし

ろ鼻もちのならぬひと りよがりに落ち込む恐れがあ りはしないだろ うか。 だとすれば, 『草

の葉』 を論 じるものは, まず, 自分の読み取ったものが 『草の葉』 とい う霊妙不可思議な水

鏡に映し出された自らの似姿であることを謙虚に認めるこ とから出発しなげればならないの

かもしれない。 私もまた, そこに自らの愚しさが映し出されるのを覚悟のうえで, 以下に私

な りの 『草の葉』 観を述べてみたい。

され, 出るべき説はすべて出尽した感があるのに, 『が(の葉) そのものは依然と して読者に

とって謎なのである。 それはホイ ッ トマ ン研究に決定的な意味を もつはずの, 『草の葉』 出

版前の数年間が空白であるからでもあろ う。 またその詩集の内容が多様きわま りな卜うえに

表現があ卜まいであるからでもあろ う。 しか払 その多様さが互いに矛盾 し合う要素を も多

くぱらんでいて, Aを と る人にはBが見えず, Bを とる読者には Aが理解できないとい う事

情も与って力があるかも しれない。 こ う した事情が消滅しな卜かぎ り (それは消滅するはず

はないが) , 読者は 『:4yの葉』 から自分な りの理解を引き出すよりほかはないのである。

バーンが引用しているエ ドマン ド ・ ゴス (Edmund Gosse) の言葉に次のような一節があ

る。
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II

て 『草の葉』 にその根ないし茎となるべき中心思想の存在をかた くなに否定する結果, 東洋

的な汎神論さえ, 西洋のロマ ン主義文学 と同様に, ホイ ッ トマ ン文学に流れ込んだ多様な影

響の一つにすぎない,⑩と断言するのである。 しか し, 先ほども触れた通 り, これでは 『:草:の

葉』 誕生の謎は解明されない。

た しかに, これまでの批評や研究の歴史にみられる多様な解釈はそのまま 『草の葉』 の内

容の多様性を映し出したものであろ う。 私もまた, ホイ ッ トマ ン文学の独自性がその多様性

に存することを否定するものではないし, 松浦氏のように, 『草の葉』 が終始一貫して 「解

脱の文学」往であったと主張するものでもない。 第二版, 第三版に現われる詩篇の中には, 亀

13

ツ トマ ンの, したが って

最近の亀井氏の見解は, 結局, 「かれ (ホイ ッ トマン) の文学の占める独自な位置, ある

いはその独創性の一つの秘密は, 今まで述べてきた多様性にあるのではないか夕という氏自
身の言葉に要約されよう。 ホイ ッ トマンの手法, 題材, 典拠, 等の多様性をたどり, かつ彼

が一生の間に経験 した激しい感情の起状を追跡する うちに, 氏はついに 「多様性」 こそホイ

『草の葉』 の, 存在様式そのものであるという結論に達する。 そ し



井氏の言う通り, 不安や 「深刻な自己疑惑, 失敗感, 敗北感」% どが読み取れるし, ときに

彼の絶望感, 孤独感は実存主義的とさえ言ってよいほどの深淵をのぞかせて くれるからだ。

だが, それにもかかわらず, 私は 『:草の葉』 そのものの中に, それを生み出し, その後の

14 田 村 晃 康

とな った もの

『草の葉』 の底に一貫して流れているもの 『草の葉』 の種子であ り, のちに根とな り茎

をはっき りと見る。 そして私にはそれが東洋的な不二の世界と同質の世界

14

であるよ うに思われるのである。

ホイ ッ トマ ンが現実の政党政治に絶望して以後, 再びジャーナ リズムに復帰しなかったこ

とは亀井氏の指摘する通 りである。⑩しかし, かって抱いていた民主主義への希望を再確認す

るだけで 『草の葉』 の詩人への成長が成しとげられたとぱ考えられない。 一般に謎とされて

いるのは, 平凡なジャーナリス トから, 想像力豊かな, しかも西欧的キリス ト教の伝統とは

異質の世界を歌い出した詩人への生まれ変りの過程なのである。 ジャーナ リス トと してのホ

イ ッ トマ ンと 『:草の葉』 の詩人ホイ ッ トマ ンとの間に介在するものは, 民主主義者と しての

同一線上の成長ではな く て, 質的変化であ り, 脱皮であったからだ。

その脱皮が何によって可能になったかは, 文献上の確証がない現在, 断言するこ とはでき

ないが, 初版の内容から推察するかぎ り, やは りこの期間にホイ ッ トマ ンが何らかの大きな

精神的 ・霊的目覚めを体験 したと考えるのが最も自然であろ う。 欧米の学者たちの中にはそ

れを 「神秘的体験」 と呼ぶ人たちが多いのであるが, 私は禅でいう 「見性」 の体験に当るも

のであったろ う と考え る。 いずれにしても, それは万法一如の世界の発見である。

私は今, 「神秘的体験」 を立証する資料がないと言ったが, しかしこの推測を支える事実

がないわけではない。 一般にすぐれた宗教の創始者に共通してみられる特徴が一つある。 そ

れはがれらが悟 りの前に, 例外な く人生への懐疑にとらえられ, 非常に深い精神的苦悩を体

験していることである。禅においても, 白隠禅師は参禅に必要な条件の一つに 「大疑情」%
挙げてお り, 『無門関』 もまた 「通身に箇の疑団を起して箇の無の字に参ぜよ」⑩と述べてい

るが, 見性大阪にはその前提に大きな疑いの心がなければならないとされている。 その点,

チャーリ博士が残されている 『岸i:の葉』 以前のメモや詩稿から再構成したホイ ッ トマンの内

的世界は, 生来直感力と想像力に恵まれた少年が人生の不思議に自覚め, 瞑想や読書を通じ

て, しだいに関心を魂の問題に向けていった過程を よく示している。 たとえば彼は1838- 55

年のホイ ッ トマツについて次のように述べている。

… Whitman’s writings of this period, though as literary compositions they sound

banal and amateurish, are of imnlense significance .for his spiritual history

because they reveal a mind in turmoil , a torn soul , tormented by doubts and

uncertainties, struggling to free itself from its own cravings. The restlessness

and travail that his juvenile poems betray were the signs of the spirit’s growth,

the birth throes of a new life.⑩

…この時期のホイ ッ トマンの作品は, 文学作品こと しては陳腐で素人く さい感じがするが,

彼の精神史にとってはきわめて重要なものである。 というのは, それらは混乱しつつある

精神, 懐疑と不安にさいなまれ, 自己の欲求から解放されようと苦悩している引き裂かれ

た魂を見せてくれるからだ。 彼の初期の詩篇が示している不安と苦悩は, 精神の成長のき

ざしであ り, 新しき生命の生まれ出ずる悩みであったのだ。
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彼は19才の頃からすでに死の謎と人生の真実について思いをめぐら し続げて卜たのである

が, それがジャーナリズムと政治への失望によって一層内化さ札 深められていったものと

考えられる。 そして彼の詩稿とタモに一貫して見られるこの生死の問題への関心が金銭に代

表される滅びやすい世俗の富の放棄をへて, 彼を不変なるもの, 永遠なるものの探求に向か

わしめたのである。 彼は1847- 48年のノ ー トブ ッ クに, まだ次のような苦悩を書きとめてい

る。

l am not glad tonight. Gloom has gathered round me like a mantle tightly

folded. Y et l know not why l should be sad. Around me are my brother men

merry and jovial. No dear one is in danger…… Thus comes that l am not glad

tonight. l feel cramped in these coarse waHs of flesh. The soul disdains… …

O mystery of death l pant for the time when l shall solve you.⑩ 几

ぼくぱ今夜うれし くない。 憂うつが, しっか りまきついたマン トのように, ぼくの。回り

に押 し寄せてきた。 だが, ぼ く にはなんで自分が悲しいのかわからない。 周囲には陽気で

快活な仲間たちがいる。 親 し卜者は一人と して危険にさらされていない。 ……それなのに,

ぼくは今夜うれし く ないのだ。 ぼくは肉体の荒壁に閉じ込められている感じだ。 魂が悔蔑

する……おお, 死の謎よ, ぼ くはおまえを解決できる日の到来が待ち遠しい。

このメモは, 当時のホイ ッ トマ ンが体験しつつあった深い内的な苦悩を証明するものであ

る。 彼の心は依然相対立する二つの方向への欲求に引き裂かれてはいたのであるが, この熾

烈な探求心が, 彼を本来の面目への開眼に導いていったと考えるこ とは, けっ して的はずれ

でぱなレであろ う。

あるいはまた, 彼が自ら見性ないし神秘体験を七なかったと しても, 読書を通じて東洋的

な一如の世界を発見した可能性も否定できない。 実弟ジ ョージの証言によれば, 『:草:の葉』

の最初の詩篇を書いて卜だころのホイ ッ トマンは毎日幾時間も図書館で過していたと卜うこ

とでありyしかもアスター図書館の1854年度の目録には, ホイットマンが利用しえたと思わ
れるインド関係の本が200冊以上も見出されるという。⑩また, ホイットマンの有名な言葉,’
“l wls simmering, simmering, simmering ; Emerson brought me to a boil . ” ⑩ ( 私

は支さに沸騰寸前にあった。 その私をエマソンが沸騰させて くれたのだ) によれば, 彼はエ

マソンの講演や著述を通して東洋を知 り, それを手がか りと して本来の自己を発見 したと も

考えられよ う。 いずれにして払 しだいに激化し, ふ くれ上ってきたホイ ッ トマンの疑念が

自らの体験によってか, あるいは書物から得た知識を介してか, ついに東洋的な不二の世界

に到達した と考えることは, けっして亀井氏の主張するほど荒唐無稽ではないのである。

亀井氏はまた, 東洋思想の視点から 『草の葉』 を論じた松浦一の 『文学の絶対境』 を批判

して 「現実からの解説を求めた晩年のホイ ッ トマンの境地を もって, ホイ ッ トマンの本質,

ある卜は彼がぱじめから志向したものと見なして卜る」⑩と述べているが, 次章でみる通り,

ホイ ッ トマ ンの東洋的世界観ぱけっして晩年にのみみられるものではな く , すでに初版に色

濃 く現われて卜るのである。 『草の葉』 そのものが, それの発見な く しては生まれえなかっ

たのであ り, またホイ ッ トマ ンが第二版以後の苦悩と挫折の年月を耐え忍ぶことができたの

も, 彼の目が常にその世界に向けられていたからだと思われるほどなのだ。 私には東洋的世

界観こそ, まさに 「ホイ ッ トマ ンの本質」 であ り, 「彼がはじめから志向したもの」 である
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と思われるのである。 ・卜¥

それにして も, も しもホイ ッ トマ ンが実際に禅の見性にも比較レう=るような体験を したと

すれば, ではなぜその彼が第二版以後で絶望や孤独の歌を残して卜るノのか。 これは最後まで

っきまと う謎であるが, これははたして彼の体験が偽りな卜し単なる文学的修辞でしかなか

った証拠であろ うか。 ノ

実際, 亀井氏はこの理由から 「神秘体験」 が彼の詩人への成長の契機になったと卜う説を

否定し, 初版の中に東洋的世界より乱 むしろ 「民主主義の広大なビジ ョ ン」 を読み取って

おられるわけであるが, 氏の考え方の底には, おそら く , も しホイ ッ トマ ンが本当にそのよ

うな体験を したとすれば, その後の彼の生涯は禅の高僧たちに見られるような, 秋空のごと

く清澄な, 安らかな生活に貫かれて卜なげればならな卜と卜う考えが横たわって卜るのであ

ろ う。 だが, このこ とで私か思卜出す こ とが二つある。 その一つは, 禅にお卜て乱 見性は

転迷開唐の依 りどころ (悟 りへの転機) ではあるが, 究極的な不動の悟 りそのものとは考え

られて卜ないとレ デことである。 見性- それは自性の淵源, 本来の面目を徹見し, それ以

前の日常世界とは異質の世界に踏み入ることである。 だが, その一回かぎりの見性に頼って

そこに留まるかぎ り, 真箇の悟 りに到達 しえぬこ とは道元や白隠が指摘して卜る通 りである。

そのこ とを , また, 牧牛にことよせて禅の修業の順序と悟 りの深さ とを示 した「十牛図」もよく

示して卜る。ちなみに十牛とは,尋牛 ・見跡 ・見牛 ・得牛 ・牧牛 ・騎牛帰家 ・忘牛存人 ・人牛倶

忘 ・返本還源 ・入郎垂手のことであるが, その意は, 一人の牧人が深山に分け太って牛を尋

ぬるこ とから始まって, その牛を見つけ, 飼卜から し, さ らにその牛を忘れて自己のみがあ

ることを知 り, ついには自分の存在さえ忘れて全 く無我無心の空に帰したのが, そこから再

び出て柳緑花紅, 紅塵万丈の市井に楽しむに至る過程を示したものであるノし般にいう見性
はこの十牛中の見牛に当るのであろ うが, 修業の道程はまだまだ長いのであ り, 不退転の悟

りは最後の入廊垂手という境地に至って得られるものと考えられているのだ。⑩つま り, 見性

以後の悟 りの深浅にも, 人によって無限の差違があることになるのである。 してみれば, 二

版以後に現われた詩の内容をもって, ホイ ッ トマンの「神秘体験」を否定する根拠となすこと

はかならず しも妥当ではないであろ う。

その第二は一休禅師の一生である。 頓智の一休さんと して一般民衆に親しまれ続げている

禅師は, 他方において, 堕落し形骸化 した宗教界へのレジスタ ンスに生涯を貫き, 『狂雲集』

を残した空前絶後の奇僧であ り, 誰一人と してその悟 りを疑 う ものぱないが, その禅師が二

度までも自殺をぱかっているのである。 謎といえばまこ とに大きな謎であるが, これこそ人

間であるこ との最大のあかしなのかも しれない。

心理学的にみて禅体験や神秘体験がげっして病的な異常な状態でないことは。 ングやウ

ィ リアム ・ ジェームズがすでに説く と ころであるが, そのような体験が 『草の葉』 の第二版

以後に現われる人間的な苦悩の感情と全 く対立 ・矛盾しあうものでないとすれば, 『:草の葉』

を生みだしたのが東洋的な一如の世界の発見であ り, その多様な内容を支え, それに統一性

を与えて卜るのも同じ万法一如の思想であると考えることはけっして不当ではあるまい。 実

際, 卜くっ かの大乗仏典に親しんでいた私は, j よじめて 『:草:の葉』 を読んだとき, そ こに開

げる広大な世界が仏教の説く ところ, と く に般若経の空観や禅の思想ときわめて多くの共通

性を有していることに驚いたものである。

以下に述べる仏教と 『草の葉』 の比較はそのときの驚嘆と感動を整理してみようとする試

みで, げっ して厳密正確な比較研究ではない。 私。は仏教学の専門家ではさ らにないし, こ と

に, 体験を重んじ頭での理解を嫌う禅に関しては, 発言の資格さえないことを認めるもので
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『草の葉』 の多様性と統一性 17

ある。 しかし, あま りにも学問的な研究が続出して 『:iWの葉』 の理解が混乱に陥っていると

思われる今日, むしろ原点に立ち返って, 一人の日本人読者がどのように 『Wi:の葉』 を読み,

¯受容したかの具体例を示すこと払 あながち無意味ではあるま卜。

Ⅲ

ホイ ッ トマ ンの神秘主義に 「宇宙意識」 (Cosmic ConsciousnesS) 二とい う名称を与えた

のはン≒ ク博士である⑩が, それはまた, 禅をぱじめとする大乗仏教の 「一心上一 阿頼耶識

と同じものと考史てさしフかえないで昂ろう。ただ, 仏教が坐禅という沈思・黙考によ
つて一心を把握するのに対して, ホイ ッ トマ ンは感覚的な体験を通 じて宇宙的大我との合一
を遂げて卜ると思われる酋点に相違があるが( もっ と も, これとて単なる文学的手法かも しれ

ないが) , そ こに開けた世界は同一である と思われる。

ホイ ッ トマンは Song of M恥df 『ぼ く 自身の歌』 の中の有名な一節で, かれの 「神秘的

体験」 を次のように描写している。

l mind how once we lay such a transparent summer morning,

How you settled your head athwart my hips and gently turn’d over upon me,

And parted the shirt from my bosom-bone, and plunged your tongue to my bare-

str ipt heart,

And reach’d till you felt my beard, 耳nd reach’d till you held my feet。
● ・

Swiftly arose and spread around meダthe peace and knowledge that pass all the

argument of the earth,

And l know that the hand of God is the promise of my own,

And l know that the spirit of God is the brother of my own,

And that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters

and lovers, ‥‥‥ ,

そ う言えばいっかとっても澄んだある夏の朝に二人でいっ し ょに寝ころんでレ

君がぼく の腰を枕にし, それからゆった り寝返 りを うってぼく にからだを重ね合わせ,

そ してぼく の胸のあばらからシャツを剥ぎ取 り, むき出しになったぼく の心臓に君の舌を

さ し入れて。 l

そ してぼくの髭に触れるまで君は手を差七伸べ, さ らに手を差し伸べつづけてぼくの足を

抱きしめたっけね。

すると地上のあらゆる論議を超える静寂と認識が見る見る うちに湧 き起こ りぼく のまわ り

に広がった,

そ してぼくには神の御手が実ぱぼく 自身の約束であることが分 り,

そ してぼく にぱ神の御霊が実ぱぼく 自身の兄弟であるこ とが分 り,

そ してぼくには分る, すべて生を うけた男たちがぼくの兄弟であ り, 女たちもすべてぼく

の姉妹であり愛人であることが夕……

ここに引用した部分の最初の四行に現われる 「君」 とは 「ぼく の魂」 のことである。 した

がってホイ ッ トマ ンは, 卜わば彼の見性体験とでも言うべきものを, 魂との性的結合のイズ

ージで表現しているわけである。 彼が性的体験によって 「見性」 したのか, あるいは単に性
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的イ j - ジに託 して見性体験を表現 したのかは不明であるが, そ こに開けた意識が日常的な

それとは別の, 多く の神秘主義者たちの体験描写にみられるものと きわめて よく似ているこ

とは明らかである。

仏教では, 『維摩経』 における文珠菩薩と維摩居士の不二の法門に関する問答からに 「維

摩の一黙, 万雷のごと し」 というこ とが言われ, また禅も, 悟 りの境界は言語道断であると

して, 「不立文字, 教外別伝, 直指人心, 見性成仏」 をモッ トーとするが, ホイ ッ トマ ンも

また忘我の うちに開かれた新しい世界について, ただ 「地上のあらゆる論議を超える静寂と

認識が見る見る うちに湧き起 り」 と述べるだけである。 しかし, そこで彼の意識には 180度

の転換が起こ り, 目覚めた彼の目にはいっさいのものがこれまでと違っ丈意味を帯びて映じ

る。 禅僧たちは不立文字と言いながら, しかも自分たちの世界を伝え よう と して, 他のどの

宗派よ りも多く の禅書, 禅語を残 したが, ホイ ッ トマ ンもまた, ごの 「地上のあらゆる論議

を超えた」 真理の福音をすべての人々に宣べ伝えようどして, 内からあふれる声を詩に託す。

しか し読者は, 日常の論理の中にと どまるかぎ り, 『草の葉』 の真意を理解するこ とができ

ないであろ う。 -- し
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and l say there j s

鈴木大拙は禅について次のように言う 「禅匠が論理家ら しい振舞をするこ とがあると

Do l contradict myself ? ∧

Very well then l contradict myself,

( l am large, l contain multitudes.)⑩

ぼく が矛盾していると言うのかね,

それなら結構, ぼくは確かに矛盾だらけ。

(何 しろぼく は大きく て, いろんな中味を どっさ り詰めこんでいる)

すれば, それは普通の推理法や評価標準を全く逆に したものである。 シェ クス ピアが何かの

戯曲中の一人物に云はせたやうに 『美は醜であ り, 醜は美である』 ばか りでな く , 『汝は我

であ り, 我は汝である』 と云ふのである。 所謂事実なるものは無視され, 価値は顛倒する」⑩

と。 これは 『草の葉』 についてもそのまま当てはまる言葉である。 ( しか払 大拙が引いて

いる例そのものさえ, 何とよく ホイ ッ トマ ンの詩句に似ているこ とか/ ) ホイ ッ トマ ンもま

た, 自ら

Let contradictions prevail y let one thing contradict another y and let one

lin9 0f my poems contradict another / ⑩

矛盾を して行きわたらせよ/ 一つの事を他の事と矛盾させよ/そ してぼく の詩の各行を互

四 こ矛盾させよ/

l am myself just as much evil as good, and my nation is

in fact no evil , j 。 ・

と宣言し, その詩篇の至ると ころに矛盾と逆説に満ちた言葉をばらまく。

( Or if there is l say it is just as important to you, to the land or to me, 臨

any thing .else.) サ

18



無数に挙げるこ とので きるこ う した言葉は, た しかに日常的な意味では論理をな していな

卜。 しかしそれは, けっ して誰かが言った よう にホイ ッ トマ ンが野蛮人であるために善と悪,

美と醜, 霊と肉といった区別ができなか ったためではない。 彼は日常生活におけるこれらの

区別は十分わきまえて卜だ。 ただ彼は, それらの表面的な対立のよって きたる根源を見抜き,

いっさ卜の矛盾を も包摂 して しまうよ り大きな一元の世界を見ていたのである。 そ してそ万

世界ぱ, 大拙の言 う通 り 「普通の推理法や評価標準を全 く逆に」 した形で しか表現 しえなか

っ た の だ 。 で は , 彼が表現 し よ う と し た世 界 と は どの よ う な も ので あ った のだ ろ うか。 ,以

下, それを仏教の 「空」 との対比にお卜て見てみよ う○し ■

l have said that the soul is not more than the body,

And l h’ave said that the body 沁 not moreべ han the soul ,

And nothing, not God, is greater to dne than one’s self is9’? ’¨ 34

ぼく は言った, 霊魂は肉体以上のものではないと,

またぼく は言った, 肉体は霊魂以上のものではないと,

また何一つ, 「神上でさえも, ぼく らにと ぅ てぼく らの自己以上に偉大なものはな卜と。

「171:の葉」 の多尉 に 統 子|モ 19

ぼく 自身, 善であるのと同様に悪であ り, ぼく の国もそ うなのだー そ して私ぱ言う, 本

当は悪など存在 しな卜のだと,

( また, か りにあった と しても, それは他のどんなものにも劣らず, 君にと って, この国

にと って, またぼ く にと って大切な も○なのだ。)

大乗仏教の精神は 『般若心経』 に最も よく表現されているといわれるが, その中でも中核

となってt るヽのが 「空」 の観念である。 空には二通 りの意味がある余のであるが, 仏教にお卜

ては, そのいずれの場合も英語のemptinessやvanityのごとき単なる無, 単なる空虚を意味

しない。 それはも っと積極的な概念なのである。 <

その一つは, いっさいめ事物は因縁によって生じ因縁によって滅するところの, 五總の仮

和合であると卜う意味での空である丿らまり, 永遠不変の実体であることの否定である。 四

月にあれほど美し く咲き誇った桜の花仏 雪降る冬に求めればどこにもな卜。 まさに丁色は

What do you think has become of the young and 01d men?

19

いた桜の梢にいつのまにか美しい花が開いで=いる。 これが 「空は即ち是れ色な り」 である。

この世の中には絶対不変のものは何一つと してな卜。 すべてが常に変化 し, 流転して卜る。

しか し, だから といって完全な無に帰するこ とはげっ してない。 般若心経がす ぐこれに続げ

て「是の諸法の空相は, 不生に して不滅」 と言 う ごと く , 空とぱまた永遠の生命のこ とでもあ

るのだ。 われわれが肉眼でものを見ると きに生滅とか生死とか卜う対立概念が生まれるので

あって, 心眼で見るとき (すなわち, 般若心経のいう 「観自在菩薩」 の目で照見するとき)グ

絶対の生命は, まさにホイ ッ トマ ンが “0 11ving always, alwaysdying’冷 (おお, 常に

生きつつ, 常に死につつ) と言ったよ うに, 生きっつ死に, 死につつ生きて卜る。 空相は永

遠に不滅なのである。 死んだ人々でさえ, その絶対の生命の中に生き続げているのだ。 ホイ

ッ トマ ンもまた, この絶対の生命をみて卜だことは, 多く の詩篇に うかがわれる。

即ち是れ空な り」 である。 ところが, 雪がどけ, あた りに春の暖気が漂い始めると, 枯れて



生命とは人間のみがもつものではな卜。 彼はキ リス ト教徒のように, 人間と動物, 人間と

植物, あるいは生物と無生物を分けるこ とを しない。 それらはみな同じ宇宙の生命の分身に

はかな らな卜からだ。 人間が牛肉や野菜を食べて成長し活動力を得るようにー “How is

it l extract strength from the beef l eat? ”0 ( い っ た い 牛 肉 を 食 べ て こ ん な に 力 が つ く の
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And what do you think has become of the wonlen and children?

They are alive and weU somewhere,

The smallest sprout shows there is really no death, ‥‥‥ >

君は死んで卜った若い男や老いた男がどうなったと思うかね√

そ して君は女たちや于供たちがど うな った と思 うかね。

彼らはどこかで丈夫に生きている,

きわめて小さな木の芽さえ, 本当は死など存在しな’卜こ とを示しているのだ,⑩j・…・

草木もまた, 死して土に返った人間から養分

死が生の別の一面である とすれば,

はど う して なんだ) とホイ ッ トマ ンは言 う

Tenderly w111 1 use you curling grassレ

lt may be you transpireイrom the breasts of young men,

l t may be if L had known them l would have loved them, … …⑥

ぼく ぱ君をやさ し く扱ってやる よ, 巻き毛の草よ,

ひ ょっと したら, 君は若者たちの胸から萌え出て卜るのかも しれぬ。

も しもぼ くが彼らを知って卜たら, ぼ くは彼らを愛しかかも しれぬ ……

宇宙的な生命によって見ると き, 終 りと しての死は存在 しない。 ひとつのものの死は別の

ものの誕生にほかならな卜からだ。 だから 「ぼく 」 もまた, 無数の死の中から生まれて きた

ごと く , 死んでのち乱 無数の生と して生ぎ続げるのだ。

「ぼく 自身」 の一部分かも しれない。を得て生育する。 だから, ひと茎の草とても

And as to you L ife l reckon you are the leavings of many deaths

( No doubt l have died myself ten thousand times before.)郷

それから 「生」 よ, 君のこ とならぼく は君が多く の死の遺物だ と思 う,

(疑いもな く , ぼ く だ って これまでに一万回も死んでいるのだ。)

Has any one supposed it lucky to be born?

l hasten to inform him or her it iヶs just as lucky to die, and l know it. ゛

生まれる こ とが幸福だ と思った人力我 るヽとい うのか。
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生まれるこ とが幸福で死ぬこ とが不幸とい う考えは間

違いである。 それは 「色」 にと らわれた人間の妄想であって, 「空」 に立って見ると き, 死

もまた誕生に劣らず喜ばし卜ものとなる。



l pass death ゛ ith the dying and birth with the new-wash’d babe, and am not

contain’d between my hat and boots,

And peruse manifold objects, no two alike and every onejglood, ‥‥‥イ9( `
う ぶ レフ)

ぼく ぱ臨終の者だち とと もに死の門を く ぐ り, 産湯をつかったばか りの赤子と と もに生の

門を く ぐる, ぼく ぱ自分の帽子と靴の間だけに納まっている男ではない,

そ して多種多様な物象をつぶさに眺める, ひとつと して同じ ものはな く , どれもこれもが

すべていい , …… 。

。このように空観に照ら して死をみると き, 冒頭に挙げたホイ ッチャーの 「死を扱 う と きに

その詩が最も力強いものとなる生の肯定者」 という謎め卜だ言葉も, 実は少しも謎でな卜こ

とがわかるであろ う。 ホイ ッチャーの言 う ようにホイ ッ トマ ンが暗卜死の影に取 りつかれた

のでもなんでもな く , 彼にと っては生と死がけっ して対立する ものでなかったからなのだ。

われわれ一般人は, 「色」 といえば色にとらわれて執着し√ 「空」 といえば空にとらわれて

ニヒ リズムに陥る。 色と空という矛盾が実は同一のものであるこ と, それらが実在の二相に

すぎないこ とを理解するとき, 人はその卜ずれからも救われるのである。 真理に目覚めたホ

イ ッ トマンは, 今や人間につきまと う死の宿命にも驚かされることがない。 “As to you

Death, and you bitter hug of mortality, it is idle to try to alarm meグ4≒ 「死 」 よ君

のこ となら, そ して死すべき運命の抱擁よ君のことなら, 君たちがぼく を響かそ う と しても

そいう ぱ無駄だ。) それと卜うの払 彼は個別的存在と しての自己の殼を打ち破 り, 宇宙の生

命そのものにな りきって, 永遠の時間と無限の空間を飛翔するからだ。
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彼であれ彼女であれ, その人にぼくは急いで教えてやろ う, 死ぬことだって同じように幸

福なのだと, そ してぼくぱそのことを知っているのだ。

このような因縁生起とい う視点からみた空観は, 空の時間的把握といえようが, 空にはも

うひとつ, それを直感的にとらえなおした意味がある。たとえば鈴木大拙は 『禅と日本文化』

の中で 「般若哲学に於て, 一切が空であ り, 虚であると云ふ時は, それぱどんな意味かと云

ふに, 一切万物は絶対者に根ざし, この根ざす と卜ふことを十分了解する限 り, それは実在

する, といふのである。 この場合, 空は絶対者に相当する夕と述べている。 この本はもとも
と欧米人に禅を紹介するために英文で書かれたものであるだけに, GOdや SOU1 とい う本来

西欧的, キ リス ト教的な言葉の中にホイ ッ トマ ンが盛 り込も う と した意味を理解するのに。
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か く して 『ぼく 自身の歌』 は宇宙の生命の流れと合一したホイ ッう マ ソの魂を絢爛たるイ

ノージにのせて描き出すのであるが, こ こにはすでに, 晩年の歌にみられる死の哲学が明瞭

な形で表現されて卜るのである。

l ny those flights of a fluid and swallowing soul ,

My course runs below the soundings of plummets. 物

流動し万物を呑みこむ魂のごとく ぼく は天翔ける,

ぼく の進路は測沿おも りも届かぬ深みを通る。
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きわめて便利であると思われる。以下,空のかわ りに絶対者とい う言葉を用いて大拙の説く と

ころを追ってみたい。

この空なる絶対者は, 心と世界の両方の下に横だわって, もろ もろの対立一 主観と客観,

存在と非存在, 善 と悪, 肯定と否定, 等 々の対立 を 成立 させ る と 同時に, それ を

彼もまた, 個々の物を離れた神を考えなかった。 神はいっさいの物を上から統べる存在では

かく√卜っ さしヽ の物それ自体の内に存 し, はたら く のである。 これは, 言葉ぱ似て卜るが,

かな らず し もエマ ソ ンの 「大霊」 ( OversouD と一緒ではな卜。 エマ ソンは, 酒本雅之氏も

指摘 して卜る通 り, 「おのれの内部の神聖さに固執するあま りに, 世界を内部 ( = 意識) と

その象徴としての外部 (= 物) と卜う図式で捉えてしまう尹という二元論に陥っているのに

対 して, ホイ ッ トマ ンの世界はあ く まで物と意識の間に乖離のない, 一元の世界だからであ

る。 そこにあっては, 物は魂の象徴ではな く , 魂そのものなのだ。 物を除卜て魂ぱな卜。 だ

からホイ ッ トマ ンは j 心昭 かr 仇 c叩α出 回 『仕事の歌』 の中で “Objects gross and

the unseen soul are one. ”51 ( 粗 野 な 事 物 と 目に 見 え ぬ 魂 と は一 体 な の だ ) と 言 卜 , ま た

S毎侃侃g μom Pau・ anok 『ポーマ ノ クをあ とに して』 の中では次のよ うに述べる。

合一化 して, われわれがその中であるがままに安住するこ とを可能なら しめている。 しか し,

絶対者はキ リス ト教の神のごと く この思想と物質の二元世界を司る何かではな卜。 それは第

三者ではな く , 「此者の中にあると同様に, 彼者の中にもある。 客観世界が絶対なれば, 心

の世界も亦, 絶対なるものである。 我と非我は, 両者と も絶対的なる ものである限 りは, 互

換的な言葉であるよg

ここでもまた, 卜っさ卜の個物は二様の相において存在する。 第一には個々の物と して,

第二には絶対者にある ものと して。個物の相にお卜ては, 善と悪, 美と醜のように互いに

矛盾 ・対立 し合うものである。が, 絶対者と しては, そのまま調和であ り, 永遠の 「一」 なの

である。 仏教にあっては, 絶対者と個物, 空と色とは別の二物ではな く , し ょせん実在の二

様なのだ。 したがって, 「絶対者は個 々の事物から離れれば絶対でな く な り, 個々の事物は

絶対者から離れれば個々のものでな く なる。 絶対者は, 云ひ得べく んば, その完き姿を もっ

て, 各個々の事物に存 し, 各個々の事物,は, その完全な姿を も って, 絶対者そのものである。

それ故に, 乙切が絶対者の中に存 し, 或ひは, 絶対者に属す と云ふのは, 全 く 正し卜とは云

ひきれな卜。 何故かと云ふに, 一切がそれ自体の姿で, 即ち, それぞれの個者と して……絶

対者それ自身なのであるノ

ニホイ ッ トマ ンが神とか魂とか卜う言葉で言お う と したのも, この意味でり絶対者であった。

Behold, the body includes and is the meaning, the main concern, and includes

and is the sou1 ;

W hoever you are, how suPerb and how divine is your body, or any part gf it! ⑩
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Was somebody asking to see the soul ?

See, your own shape and countenance, persons, substances, beasts, the trees,

the running rivers, the rocks and sands.⑩

誰かが魂を見たがっていた と卜うのか。

見たまえ, 君自身の姿と容貌を, 人々を, 物体を, 野獣を, 木々を, 流れる河川を, 岩石

をごそ して砂浜を。



君がたとい誰であろ う と, 君の肉体は, あるいはそのいずれの部分も, いかに壮麗であ り,

いかに神聖であることか/ (下線は筆者)
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見たまえ, 肉体は意味を, 主要な関心事を含み, かづ意味であ り, 関心事であ り, さ らに

ここでぱ Soul” (魂) とい う言葉を使い, “God” (神) とは言っていないがj ホイ ッ

トマ ンにと ってはいずれも同じことである。 たとえば 『ぼく 自身の歌』 では, “l hear and

behold god in every object, … … ”⑩ ( ぼ く は あ ら ゆ る 物体 の中 に神 の声 を 聞 き神 の姿 を 見

る) と言い, “ln the faces of men and women l seeGod, and in my own face in

the glass. ”母 ( 男 た ち 女 た ち の顔 の中に , ま た 鏡 に う つ っ た ぼ く 自身 の顔 の中に , 神 が 見 え

る) と言っている。 仏教では 「一切衆生悉有仏性」 とか, 「仏, 我にあ り」 というが, ホイ

ッ トマンに と っても神は特別な存在ではない。 いっさいが神なのだ。 神ならざるものはない。

だから彼ぱ Be not curious aboutGod.”⑩(神のこ とは詮索するな) と も言う。 周囲のあ

らゆるものが神であ り, 自分自身さえ神であってみれば, あえて神のことを詮索する必要は

ないわけである。

ところで, 万有がそれぞれに絶対者だ とすれば, 絶対者が無数に存在することになる。 そ

れは混乱や衝突をひき起すことにならないのであろ うか。 彼の 『草の葉』 初版の序文は明快

に断言する, 「君は, 宇宙の 〈至高者〉 が一体だけのはずだと思ったのか。 ぼく らに言わせ

れば 〈至高者〉 は無数にいて√ しかも, ち ょ う ど無数の視力がお互いに相殺しあう こ とがな

いように, この<至高者〉¥たちもそれぞれに至高のままでいることができる夕と。絶対者と
は, 無数にいてもけっ して対立しあ うものでは,ない。 なぜなら, それらは絶対者であること

において, 結局は 「- 」 なのだから。

かく して, ホイ ッ トマンの神や霊魂は, キリス ト教の神でもなければ, 物質によって象徴

されるエマ ソン的な精神でもな く , 禅の言う一心であり, 般若経の空であり, 華厳経のビル

・ Ⅳ

「神秘主義」 とか 「超絶主義」 とかt うヽ言葉は, どこか非日常性, 非現実性を思わせると

ころがある。 この日常の物質界を超えたところに精神の世界があって, 現世的な関心をすっ

かり払い落 してそこに住む人が神秘主義者であり, 超絶主義者であると考えられる。 亀井氏

が, ホイ ッ トマンには鋭い “sense of reality”聊(現実感覚) があったとい うI理由から, 彼

の神秘的気質を軽視して卜るものも, 氏にとっては神秘主義が現実感覚とは相入れなt 概ヽ念

であったからだ。 だから, 現実感に満ちあふれた 『草の葉』 初版が神秘主義から生まれたは

ずはない, そ う考えた氏は, 西欧の神秘主義と と もに東洋思想の影響さえ切 り捨てて 『ぼく

自身の歌』 を読んだのであろ う。 た しかに 『がCの葉』 はそ ういう神秘主義とは無縁である。

しかし, こ と大乗仏教に関するかぎり, 絶対の生活に生きるとは, 現実を超越し, 離脱し

て生きるこ とではない。 日々の生活を生きることが, 目覚めた者にとっては, そのまま絶対

的生活なのである。 中国の代表的禅僧の一人である趙州がかって師の南泉に 「如何なるか是

れ道」 と問うたとき, 南泉は「平常心是れ道」 と答えた (『無門関』)繋またある僧は「平常心
とは何か」 と問われたとき, 「疲れては眠り, 飢えては食うことだ」 と答えたとい呪母仏教

における真の悟 りは, まさにこの日常性, 現実性の中にあるのだ。 ホイ ッ トマンもまた誇ら
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● ● ● ●

シャナ仏なのである。



組
● ● ● ● ● ●

W alt W hitman, a kosmos, of Manhattan the son,

Turbulent, neshy, sensual, eating, drinkihg and breeding

ヴォル ト ・ ホイ ッ トマ ン, ひとつの宇宙, マ ンハッタ ンの息子,
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かに歌 う。

も しホイ ッ トマ ンに悟 りがあったとすれば, それはこの真理の日常性に対する悟 りであっ

た。 禅で卜 う 「見性」 乱 その意味するところは 「本来の面目」(真実の自己の姿) への目覚

めであるが, 『草の葉』 の原点をなす体験も真の “Otle’s Self” (ぼ く 自身) への開眼であ

って, 両者がその開かれた目をもって戻る世界は, 以前と変らぬこの現実界なのである。 そ

こには何ら神秘性はないのだ。 。

きわめて現実的な 『草の葉』 の原点を この東洋的な不二の世界の発見にみるとき, 『草の

葉』 の誕生と成長がかえって容易に, 無理な く説明できるのでぱないかと思われる。 万人が

霊性にお卜て無限であ り, その霊性の無限さにおいて平等であ り 「- 」 である世界を発見し

たことが, かって絶望した民主主義の未来に対して再び希望を抱かせる契機になうたと とも

に, 彼の想像力を刺激して, 維摩経や華厳経にみられるような, 壮大 ・華麗な宇宙的ヴィジ

ョ ンを展開させたのでぱないであろ うか。 そ してそのヴィ ジ ョ ンにエマ ソンの詩人論などが

詩的表現の形式を提供したとき, 世界文学においても未曽有の試みである 『草の葉』 が生ま

れたのではな卜であろ うか。 [Wi]の葉』 の多様な内容に統一性を与えているのはこ うした世

界観なのである。
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