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俳句の国際化をめぐるパラドックス

フランスにおける俳句受容史を例として

された最初の場である4。もっとも、日本国内の
動向とフランス国内の出版物の増加は直接的
に結びつくものではないが、ここで指摘しておき

堀切 克洋

たいのは、両者が俳句の創作をめぐって同一
の方針を共有しているという点だ。
俳句の定義において核となるのは、
「定型」
と
「季題」である。しかし、五七五という定型性

俳句は十七音から構成される季節の詩であ
る。俳句の元型である発句（五七五と七七の掛け
合いからなる俳諧連歌において最初に詠まれる句）
は、

もともと連歌の座に対する客人による挨拶であ

また、蕪村の再読によってみずからの俳論を築

は日本語という言語のリズムや音韻に依存する
以上、非日本語においてそれは何らかのかた

いていった一人である。

国際化する俳句

ちで変質を免れない。たとえば、仏語のシラブ
ルを五七五に保って作られた俳句は、アレクサ

り、わたしたちが手紙に時候の挨拶を欠かさな

日仏両国間の交流が現在のように盛んにな

いのと同じように、当季を詠み込むことがルー

るのは 1982 年にフランソワ・ミッテラン大統領

の内部において、独特なリズムの詩法として見

ルとなっていた。当時用いられていた
「季の詞」

が共和国大統領として初めて日本を国賓訪問

なされることになるだろう。逆に、この新しいリ

を元にして、現行の歳時記に収録されている

して以降のことである。1984 年にはフランス文

ズムを言語にとっての異物であると拒絶するな

と呼ぶ。
言葉のことを一般に
「季語（季題）」

化通信省と朝日新聞社によって
「第一回日仏

ら、俳句の定型性は限りなく自由律に接近して

ンドランのように伝統的に偶数音を好む言語

文化サミット」
が開催され、1986 年にはジャッ

ゆくことになる。季題についても同様だ。もし、

ク・シラク市長の招きで大相撲のパリ公演が実

季題が日本という風土に依存していると見なす

フランスにおける俳句の歴史は、19 世紀後

現、ポンピドゥーセンターでは
「前衛芸術の日

ならば、非日本語の俳句において季題はルー

半のジャポニスムの時代まで㴑る。最初に
「ハ

本」展が開催された。俳句に関する書籍や記

ル化された空疎な言葉に過ぎず、その意味合

イカイ」
という文藝の存在をフランスに持ち込ん

事が増え始めるのもこの時期からである。

フランスにおける俳句受容のはじまり

だのは、1903 年から1904 年にかけて来日した

ヴェルディエ社の
《ポエジー叢書》
からは、良

いが問われることもない。有季定型として定義
された俳句は、国際化の文脈では結果として、

医学生ポール＝ルイ・クーシュー（1879 – 1959 年）

寛（1990 年）、一茶（1992 年）、芭蕉（1998 年）、子

本来対立する概念であるはずの無季・自由律

である。クーシューは帰仏後の 1905 年にフラン

規（2002 年）、蕪村（2006 年）の仏訳が刊行され、

俳句へと接近していくのである。

スにおける最初の句集『水の流れに』
を自費出
『文学』
誌に俳論を連載、
版し1、翌 1906 年には

ガリマール社からは
『俳句 日本の短詩選集』
（2002 年）や
『20 世 紀の俳 句

先に述べた
「松山宣言」
は、このような無季

日本の短 詩の

俳句・自由律俳句への接近を是認することに

（1916 年）
の
のちにこれを
『アジアの賢人と詩人』

（2007 年）
といったアンソロジーが出版さ
現在』

よって、国内でもしばしば論争となる俳句の本

なかに再録して出版した。この書が元になって

れた。ポワン社の
《ポワン・ポエジー叢書》から

質論をひとまず横に措き、俳句は自然詠を本

1920 年には
『新フランス評論』誌の巻頭を
「ハ

（2010 年）、
『月と
は、『女流俳人アンソロジー』

懐とする
「短詩型文学」
であると再定義しつつ、

イカイ」が飾ることになる。1927 年には、詩人

（2011 年）
、『芭蕉俳句全
わたし 今日の俳句』

その大衆性ゆえに国際的な文化交流のための

大使ポール・クローデルによる
『百扇帖』
が刊行

（2014 年）
が刊行。また、日本文学研究者の
集』

有用なツールとなることを強調している。

されている。

アラン・ケルヴェルンがフォル・アヴォワヌ社から

クーシューが俳諧を紹介するにあたって中

（1988 – 1994 年）の翻訳出版を行っ
『大歳時記』

このように、世界に俳句が広がるとき、俳句

心的に扱っていたのは 18 世紀の画家にして俳

た功績は大きい。在野では、2007 年にフラン

を短詩とみなして、定型・季語についてはそ

人・蕪村である。彼が 20 世紀初頭にみずから

ス俳句普及協会（Association pour la promotion du

れぞれの言語にふさわしい手法をとることが

の論文のなかで翻訳・紹介した158 句のうち、

haïku）が創設され、フランス語話者のための俳

適当である。この場合、俳句に対する世界

63 句を蕪村の句が占めている 。これらの句

を毎月刊行しつづけている。
句情報誌『Ploc !』

（1900 –
はすべて正岡子規の
『蕪村句集講義』

日本においても、この時期に俳句の国際化

1903 年）
に収録されており、クーシューの触れた

を求める声が出始め、1989 年には国際俳句

「ハイカイ」
は当時の
「蕪村ブーム」と密接に結

交流協会（HIA）が、2000 年には世界俳句協

「俳句は有季定型である」
という前提は、定

びついていたといえる。この時期は子規率いる

会（WHA）が設立された。有馬朗人（俳句結社

型と季語がともに日本語という言語の特殊性に

新派が、旧派（全国の宗匠たち）を相手に新しい

「天為」主宰）が文部大臣・科学技術庁長官を

依存するものであると見なされることで、最終的

美学を打ち出そうとしていた時代であり、蕪村

務めていた1999 年、前者が中心となって俳句

に俳句が短詩であることに加えて
「俳句性」
を

は両者にとって読みを争う魅力的なテクストで

の国際化のための指針たる
「松山宣言」
が行わ

本質としているというトートロジカルな結論が導

あった。後に触れるように、1898 年に子規から

れたが、おそらくこれが日本語以外の言語によ

き出される。同宣言によると、俳句性の本質と

『ほとゝぎす』の経営を引き継いだ高濱虚子も

る俳句活動に対して国内で見解が大々的に示

は
「饒舌たることをやめた象徴詩であるというこ

2

3
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的な共通認識としては、「短詩型」
と
「俳句
性」
ということにつきるであろう5。

である13。

6
であり、この観点からすれば、季語とは
「民
と」

「敍法」
こそが俳句の要件で
らば 9、まずはこの

族特有の象徴的な意味合いを有するキーワー

あるといわねばならない。その基礎は、1892 年

では、これらの
「本質的類想句」
のなかから

「季」
というモチー
ド」であると換言され、もはや

に子規が導入した
「叙景詩」
という語に基づく

優れた句を選び出す基準は何か。それは、い

フさえも文面上からは消去されてしまう。

ものであるが 、1930 年代には虚子がみずか

ま見たように視点や内容ではないのだ。そこで

7

10

虚子における
「本質的類想」
と
「音調」

らの理論を完成させ、これに
「花鳥諷詠」
とい

基準となるのは、十七音の言葉の流れであり、

う用語を与えている。俳句評論家の筑紫磐井

響きである。これを河東碧梧桐は
「音調」
と呼

俳句の国際化が直面するのは、このような

は、これを六朝時代の中国にはじまる題詠文

んだ。1890 年代の俳壇は、旧派と新派には

俳句の定義をめぐるパラドックスなのである。こ

学の系譜に位置づけ、虚子の花鳥諷詠論を読

それぞれ長所・短所があり、新派の短所が
「詩

の矛盾を解消するには、もしかすると最初の前

み直し、以下の結論を導きだす。

調」
であると指摘していたが 14、蕪村読解の成
果である虚子の音調論は俳壇の批判に対する

提を見直す必要があるのかもしれない。という
のも、季語が入っている十七音詩のすべてが

虚子の見出した予定調和的季語の斡旋、

応答だった（ゆえに子規の配合論や碧梧桐の純主観

俳句とは限らないからである。では、俳句の要

季題趣味俳句の意味するのは、一つの季語

論とは対立することになる）。これがやがて花鳥諷

詠論へと結実していく。

件は定型でもなく季語でもなく、いったい何で

から見出せる
《本質的類想句》
の中からすぐ

あるというのか。そのヒントは、息子である池内

れた句を人に先駆けて生み出すことであると

俳句の要件は
「定型」
と
「季題」
であると言っ

友次郎がパリに留学をしていた1936 年、フラ

いう根本原理の証明なのである。類想句の

たのは虚子自身だが、この一般的定義とは裏

ンスに立ち寄った虚子が、定型性ばかりが重

創造、それが季題趣味の本質なのだ。本質

腹に、虚子の俳論を支えているものは
「音調」

視されている状況に対して、このように不満を

的類想句は誰でも詠み出す可能性がある、

という聴覚性と
「本質的類想性」
という視覚性

漏らしていることにある。

だからこそ共感も得やすい11。

だったともいえる。そして、これらの視聴覚的な
言語遊戯を可能にするのが
「季の詞」
というモ

友次郎が傍に居つて大體の意味を飜譯する

筑紫はここで
〈瀧の上に水現はれて落ちに

（季題）
にほかならない。虚子の季題趣味
チーフ

「雲が重疉と重なつ
のを聞いて居ると、［…］

けり〉
という後藤夜半の有名句が発表される

＝花鳥諷詠こそが、現代における俳句の
「大

て居る、私の戀がどうかした」
と云ふ類の句

1929 年頃に、〈瀧水の現はれてより落つるま

15
の最大の要因である。もちろん、季題
衆性」

であつて、初めの方は敍景で行つて居つて

（星野立子）
〈瀧の水溢れてひろく落ちにけり〉
で〉

趣味＝花鳥諷詠ではない俳句の道もありえる

も、それは單に或る情を象徴したものに止ま

（桑原すなお）
〈落ちかかる水ふり仰ぐ瀧の上〉
な

だろう。唯一無二の俳句を求める声もあるだろ

つて、直ぐ後には、其情を露はに述べると云

ど、多くの類想句が生まれていることを指摘し

う。しかし、それは最終的に大衆性（単純性・簡

ふ傾になつて居るやうであり、私達の俳句と

ている。虚子はこのように主に自然物を諷詠し

易性）
という俳句の特徴を喪失するという危険

（これは上記宣言における
「象徴」
とはまったく異なる考え

を孕んでいる。このパラドックスは、虚子がフラ

方である）、作者の
「主観」
を間接的に滲ませるこ

ンスを訪れた1930 年代から現在に至るまで変

は全く異なつた敍法になつて居た 。
8

1930 年代に川柳の入門書を書いた近江砂

とを
「敍法」
とした 。それは、唯一無二のオリ

わっていないどころか、1990 年代以降の国際

人が対比しているように、川柳は自然までも人

ジナルな作品を打ち出すこととは反対に、作者

化によってむしろ増幅されている問題である。

間化し、俳句は人間までも自然化するとするな

に
「本質的類想句」
を作ることを要求するもの
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