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高度経済成長と文学的主体の変容： 

フランス文学における俳句 

山﨑 好裕 

概要 

 第 2 次世界大戦後間もなく、フランス文学者の桑原武夫が第 2 芸術論を発表して、俳句

や短歌などの日本の短詩系文学を、西洋文学に比べて価値の低い二流の芸術であ ると述べ

たことがあった。理由は、それらが作者の内面を十全に表すものになっておらず、作品とし

て完成していないことにあった。1960 年代末に日本を訪れ、そこで俳句という文学形式に

触れた批評家のロラン・バルトは、これとは正反対の高い評価を俳句に与えた。バルトによ

ると、西洋の批評が文学作品に過剰な意味を読み取ろうとする脅迫観念に蝕まれ ているの

に対して、俳句を読むことは言葉を節約して意味を中断することであるという。バルトは直

後に新しい小説形式を模索するが、そのときの模範になったのが、一瞬の情景や経験をその

ままに提示する俳句であった。そこから波紋のように言葉を拡げていくことで成 立する小

説をバルトは理想とした。ここに見られるのは、確固たる文学的主体の内面を前提にする文

学から、文学的主体を解体して意識の匿名性に依拠した文学形式への重点の意向である。こ

れは思想的には、実存主義から構造主義、ポスト構造主義という変化に対応している。また、

その社会的背景には、高度経済成長とその終焉という時代状況があった。 

JEL 分類番号：B200, N940, N950。 

キーワード：俳句、第 2 芸術論、桑原武夫、ロラン・バルト、文学的主体。 
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Rapid Economic Growth and Transformation of Literary Subject: 

Haiku in French Literature 

Yoshihiro Yamazaki 

Abstract 

   Takeo Kuwabara, a scholar of French literature, published a paper named ‘the second 

literature’ just after World War II. In this paper, he criticized haiku and tanka poems for 

being less valuable than western literature. The reason was that the poems could not 

expressed poets’ mind fully and that they were imperfect as forms of literature. On the other 

hand, Roland Barthes, a French critic, visited Japan and found haiku in the late 1960s.  He 

highly estimated haiku. He wrote that western critics were forced to make out excess 

meaning in the works but that haiku reader saved words and dared interrupt the flaw of 

meaning. A few years later, Barthes pursued a new style of novel on the basis of haiku which 

present a scene and experience at the point of time. The new novel that Barthes tried to 

achieve extends sentences from that point like ripples. Here we can see the move of weight 

from a literature which presupposes the absolute minds of literary subjects to a literature 

which depends on anonymity of consciousness. This change corresponded to that from 

existentialism to structuralism or post structuralism. In addition to that, there was a 

historical background of rapid economic growth and its end. 

JEL classifications: B200, N940, N950. 

Keywords: haiku, the second literature, Takeo Kuwabara, Roland Barthes, literary subject. 
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はじめに 

 高度経済成長の只中にあった日本を、ロラン・バルトが初めて訪れたのは 1966 年のこと

である。彼は生まれ育ったフランスと全く異なる文明のあり方に衝撃を受けた。日本の文明

の事物に共通して見られるのは、中心が空虚であるという特徴であるとバルトは捉えた。 

 バルトは、西洋の都市の中心は常に充実したものになっていると言う。そこには教会など

の精神、役所などの権力、銀行などの金融、デパートなどの消費といった価値の象徴がひし

めき合っている。しかし、東京は違う。その中心には皇居がある。そこには人々が立ち入る

ことができず、お堀のなかも樹木で隠されていて、誰も知らない天皇という人が住んでいる。

人々にとって、したがって、皇居は神聖なる無である。交通も東京の都市構造も、皇居を迂

回するようにして円を描きながら広がっている。1 

 バルトは日本料理の天麩羅にも注目している。天麩羅は隙間だらけの食べ物で あるとバ

ルトは言う。西洋人は揚げ物に対して重ったるいものというイメージを持っているが、日本

の天麩羅は新鮮さと軽やかさとを持っている。西洋人が価値を置かない、軽やかなもの、ふ

わふわしたもの、瞬間的なもの、脆いもの、透明なもの、新鮮なもの、ささやかなものに、

徹底して価値を置く食べ物に天麩羅はなっている。バルトの表現では、天麩羅は十全たる外

郭を持たない隙間であり、空虚な記号である。2 

 私は俳誌『天為』の同人である。天為俳句会の主宰であった有馬朗人氏は 2020 年 12 月

6 日に逝去された。このとき、天為俳句会の中心は空虚となったのである。しかし、そもそ

も俳句結社というものは、主宰という象徴的人物を中心に集まった日本的組織で あったと

言えるのではないか。また、俳句という文学形式そのものが、何らかの中空性を孕んだスタ

イルであったと言えるのではないか。筆者は悲報を聞いたときに、即座にそのようなことを

連想した。 

 日本人のフランス文学者、桑原武夫は、1946 年に第 2 芸術論を発表し、俳句という文学

形式に極めて低い評価を下した。ところが、1970 年代になると、フランス人文芸評論家の

バルトは俳句形式が拓く文学的可能性にとてつもなく高い評価を与えている。この間、フラ

ンスにおいても、日本においても、社会のあり方を大きく変えたのは経済の高度成長である。

本稿は、高度経済成長において社会思潮の変容が、文学的主体を大きく変容させたことを、

フランス文学における俳句評価に焦点を当てて解明することを目的にしている。 

1．統括する文学的主体と第 2 芸術論 

1 バルト（1970）、翻訳 51-53 ページ。 

2 同上、40-44 ページ。 
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 桑原武夫が戦後間もなくの日本で投げかけた、俳句は二流の芸術だという第 2 芸術論は

俳句界から衝撃を以って受け止められた。フランス文学者である桑原は、ボードレールやヴ

ェルレーヌの詩の解説本がフランスで皆無であるにもかかわらず、日本では俳句 の鑑賞本

が溢れていることから、俳句は文学作品として完成していないと結論付ける。3 

 

わかりやすいということが芸術品の価値を決定するものでは、もとよりないが、作品を

通して作者の経験が鑑賞者のうちに再生産されるというのでなければ芸術の 意味はな

い。現代俳句の芸術としてのこうした弱点をはっきり示す事実は、現代俳人の作品の鑑

賞あるいは解釈というような文章や書物が、俳人が自己の句を説明したもの をも含め

て、はなはだ多く存在するという現象である。風俗や時代を異にする古い時代の作品に

ついてなら、こういう手引きの必要も考えられぬことはないが、同じ時代に生きる同国

人に対してこういうものが必要とされるということは、そして詩のパラフレ ーズとい

う最も非芸術的な手段が取られているということは、よほど奇妙なこととい わねばな

るまい。芸術品としての未完結性すなわち脆弱性を示すという意外に説明がつかない。

4 

 

 確かに桑原が言うように、現代においても俳誌には他の俳人の俳句鑑賞をする ページが

多くある。これを私たち俳人がどのように受け止めているかというと、もちろん、俳句の詩

形式としての脆弱性ということではない。俳句には 17 音という決定的な短さがある。ここ

に表現された情景を読者がそれぞれに内面的にパラフレーズして鑑賞している。 いい句で

あるとか悪い句であるとかいうのも、豊饒なパラフレーズが可能であるかどうか の違いと

言っていい。俳誌その他にある、俳人や俳句評論家の解釈は、一般の読者や俳句作者にとっ

てどのようなパラフレーズがあり得るかという類型を示しているのである。とりわけ、一般

の俳句作者は、その評論を読むことによって、俳句という文芸の共同体の感性や理念という

ものを共有していく。俳人が自作の俳句から発表用の句を選句する場合でも、同様な鑑賞者

の目をもって行うというのが実際なのである。 

 ともあれ、ここで確認しておくべきことは、フランス文学者、桑原がこうした俳句文芸の

あり方を全く理解していないことである。桑原は自作の俳句を見様見まねで作ってみて、大

俳人に比べて遜色ないだろうと言う。しかし、桑原自身がこの実作過程で知らず知らずのう

ちに俳句共同体の作法を模倣していることに自覚的であるべきだった。桑原の俳 句蔑視の

視点は、引用文から明らかなように、文学の本来目的が、読者が作者の内面を正確かつ確実

に再生産することにあると考えていることに由来する。ここには作者の絶対性と その内面

の確実性、言い換えれば、意味の充実への素朴な近代的神話が息づいている。 

                                                             

3 桑原（1976）、19 ページ。 

4 同上。 
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 桑原が、フランス文学における詩や小説と俳句とが全く異なる文学形式である と言って

いるだけなら、全く同意できることであって、さらに言えば、わざわざ言うまでもない話で

ある。しかし、彼が俳句は第 2 芸術であるというとき、そこには西洋近代的な文学形式が有

意にあるという序列化がはっきりと示されている。そして、それが桑原の言説を今となって

は時代遅れなものにしている。桑原の議論はモダンの文学論からの発言であって、ポストモ

ダンの観点からは明らかに古いのである。 

 桑原は第 2 芸術論と同年に発表した論考のなかで、俳句よりも 14 音長い短歌についても

極めて否定的な判定を下している。 

 

短歌界にも西洋文芸思潮は急速にしみこみつつあって、識者の老婆心にもかかわらず、

現代短歌は「近代化」をめざすに相違ない。しかし、それをつづけて行くうちに、がん

らい複雑な近代精神は三十一字には入りきらぬものであるから、その矛盾が だんだん

あらわになり、和歌としての美しさを失い、これなら一そ散文詩か散文にした方がよい

のではないか、ということがわかり—このことは、日本の社会の近代化の成功如何にも

ふかく関係するが―短歌は民衆から捨てられるということになるであろう。 それはい

つの日かはわからない。ただ、あるものが亡びる時は、そのものの中にまで異質的な、

対立的なものが忍び込んで来る時である。5 

 

 近代精神、なんという懐かしい言葉であろう。近代ヨーロッパは、神の大きさにまで膨張

した人間の精神と理性の世界であった。千万の文字でも語りきれないほど、広大で充実した

意味世界を意味する人間精神が厳然と存在し、それが自らを語るのが近代的文学 であると

いうわけである。しかし、これほどの意味の充実を信じる人間が、現代においてどれほどい

るだろうか。ここには、実際の詩表現や小説の章句が中身を伝えるための媒体にすぎないの

であって、文学にとって重要なのはそうした表現よりも内容であるという、決定的に古い文

学観がある。桑原にとって重要なのは、外ではなく中なのである。俳句や短歌という文学形

式にとって最も本質的なものであるのが、その意味するものであるより、17 音や 31 音の定

型であることを、桑原は全く理解できていない。 

 

 

2．意味の中断としての俳句と文学 

 

 フランスの批評家、ロラン・バルトが日本を初めて訪れたのは、1966 年だった。日本の

ことがすっかり気に入ったバルトは、翌年も 2 度に分けて日本を訪れている。通算で 3 カ

月もの時間を日本で過ごした。1968 年初にフランスに戻ったバルトは、日本のことを著書

                                                             

5 同上、49 ページ。 
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『記号の国』にまとめ始める。年末に本文を書き終え、翌 1969 年の前半に図像を収集して、

後半のモロッコ滞在中に校正作業を行った。バルトがモロッコ滞在中だった 1970 年の春、

多くの写真やメモの断片を含んだ本が出版されている。6 

 写真は目に見える外部である。そこに含まれる意味とはなんだろう。日本には多くの種類

の文字が存在する。何らかの意味を伝達してはその場で消えていく話し言葉と違い、書き言

葉はいつまでも残り続けて、書き手の意図を超えた作用を及ぼし続けるだろう。 

 日本を訪れた時期、バルトは苛烈な論争の只中にあって憔悴しきっていた。論争の発端に

なったのは、1963 年にバルトが出版した『ラシーヌ論』に対して、ソルボンヌ大学教授、

レーモン・ピカールが攻撃的な批判を行ったことである。ピカールは、解釈の自由と意味の

複数性を主張するバルトを、作者の一貫した主体的中身を読み取る旧来の立場か ら口を極

めて罵った。メディアはピカールたち旧批評の味方をし、劣勢な新批評の旗手であったバル

トは孤立した。こんな状況で、バルトが日本で見出したのが俳句という文学形式であった。

7 

 松尾芭蕉の「九たび起きても月の七ツ哉」という俳句に言及しながら、俳句を鑑賞する仕

方をフランスの旧批評と比較しながら、バルトは高く評価している。 

 

意味を解読するにせよ、理論体系化するにせよ、あるいは反復するにせよ、とにかくフ

ランスでは解釈の方法は、意味を解明して突き刺すこと、つまり意味を不法侵入させる

ことに向けられている。意味を揺り動かすことでもなければ、意味をわざと落としてし

まうこと―公案を前にした禅の修行僧が派の抜け落ちるまで不条理を嚙みし めねばな

らないように―でもない。したがって、解釈という方法では、俳句をとらえそこなうこ

としかできない。なぜなら、俳句にむすびついた読解の作業とは、言葉を誘発すること

ではなく、言葉を中断することだからである。8 

 

 俳句の批評を読むとわかるが、そこでは、作者の内面がこうだった、とか、この光景はこ

のように美しい、とかが述べられてはいない。あるのは、ここに気が付いたことが素晴らし

い、とか、ここでの言葉の選択が優れている、とかいった、客観的に誰でもわかることだけ

が綴られている。これをバルトは、無理やり作者の内面を捏造しない、誠実な在り方と捉え

た。西洋の文学作品鑑賞では、小説の言葉、詩の言葉から、余りに饒舌な批評の言葉が紡が

れていく。こうした批評家の行為は、バルトにとって言葉による暴力以外の何物でもない。

しかし、俳句を読むとは、不要な言葉を付け加えないことなのだ。それが言葉の中断であり、

意味解釈の中断ということである。 

                                                             

6 石川（2015）、88-89 ページ。 

7 バルト（1970）、翻訳 185 ページ。 

8 同上、110－111 ページ。 
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 俳人は、理屈で解釈されるような俳句を提示することを、蛇蝎の如く忌み嫌う。内部に意

味の充実を感じさせる重い俳句は低く評価される。尊ばれるのは、軽み、であり、萎り、な

のである。 

 俳句が 17 音の短さであることも、バルトにとっては大いに意味があることであった。こ

の意味で、バルトは日本の短詩系文学の本質に肉薄していると言えるだろう。 

 

俳句においては、言葉を制限するために、わたしたち西洋人には想像もつかないような

配慮がなされている。なぜなら重要なのは、簡潔であることではなく（すなわ ち、シニ

フィエの密度を減じずにシニフィアンを縮めることではなく）、その反対に、意味の根

幹そのものに働きかけることだからである。そうして、その意味が噴出したり、内在化

したり、暗黙裡に認められたり、解き放たれたりすることのないようにする。隠喩の無

限の広がりのなかや、象徴が作用する諸領域のなかに、意味が流れだしたりしないよう

にする。俳句の短さとは、形式上のことではない。俳句とは、豊かな思考が短いかたち

に凝縮されているのではなく、つかのまのできごとが一気にその正確なかた ちを見出

しているのだから。 

 

 意味される内容であるシニフィエが重要であり、意味する言葉であるシニフィ アンは内

容に合わせていかようにも切り貼りされなければならない、というのは西洋的な 言語観で

ある。俳人は皆そのような感覚なのだが、俳句は技巧を凝らして作るものではない。それは、

まるで自動書記のように、どこかから与えられる。一瞬の経験や情景から、直接言葉が立ち

上がってくるのである。ヨーロッパの近代詩は多かれ少なかれ象徴詩である。そこに現れる

花や鳥は、人生上の何か、あるいは、哲学的概念の象徴である。俳句についても、その短さ

ゆえ、象徴詩であると考える人は日本人でも多いかもしれない。しかし、それは全くの誤り

である。 

 外国人であるバルトが、極めて正確に俳句の本質に迫っていることに、筆者は俳人として

驚きを禁じ得ない。批評を巡る論争もそうだが、バルト自身が秘めていた全く新しい小説を

実作するという欲望が、日本の俳句という文学形式に奇跡的に共鳴したとしか考 えられな

い。 

 1975 年、バルトはコレージュ・ド・フランス教授選挙に立候補する。バルトは 第 1 回投

票ではわずか 1 票差で勝ち、1976 年の第 2 回投票で文学記号学講座教授への就任が決定し

た。9 

 彼の講義は『小説の準備』というタイトルで出版されたが、バルトはここでも俳句に多く

の講義時間を費やしている。ある日の講義でバルトは、与謝蕪村の「夏河を越すうれしさよ

手に草履」という俳句を取り上げ、敬愛するマルセル・プルーストの小説の一場面と結び付

                                                             

9 石川前掲書、133-134 ページ。 
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けている。 

 

奇妙なことだ：私は確かにこの風景を実際に体験したことがある―子供時代か、あるい

はモロッコでか：夏の日か、あるいはピクニックに行った日か。俳句は無意志的な個人

的記憶の眩惑によって生み出されるものなのだろう（意識的に行われた体系 的想起行

為によってではなく）：それは思いがけない、全面的で、眩惑的で、幸福な思い出を記

述する―そしてもちろん、読者の中にその俳句を生み出したのと同じ思い出 を生み出

すのだ。当然ながら、これはプルーストの無意識的記憶（マドレーヌによって寓意化さ

れたテーマ）と無関係ではない：しかし違いはある：俳句は小さな悟りに近い：悟りは

ひとつの意図を生み出す（俳句形式の極端な短さはそこに起因する）≠プルースト：彼

の場合、悟り（マドレーヌ）は拡張を生み出す―『失われた時を求めて』全体がマドレ

ーヌから出てくるのだ、日本の水中花が水中で開くように：展開、広がり、際限のない

伸開。俳句においては、花は開いていない、それは水に入れない水中花だ：蕾のままに

とどまっている。単語（俳句のホログラム）、それは水中に、ただし何の目的もなく投

げこまれた石のようなものだ：水中の波紋をじっと見つめるのではなく、音（ぽちゃん

という音）を受け取る、ただそれだけのこと。10 

 

 当然のことながら、バルトは一つの重厚なテーマを伝えようとする従来の西洋 小説には

否定的である。それは体系的であり、その体系性が必然的に意味を発生させている。そうで

はなく、無意識的な想起から小説を紡ぎ出していくことに、バルトは新しい創作活動の方向

を見出していた。ある一つの想起が波紋のように広がって、長い小説を形作っていくのが、

交通事故による死で実現しなかった、バルトが書こうとした文学であった。ある瞬間に忽然

と訪れる想起をバルトは悟りと呼んでいる。俳句はその悟りをそのまま開花させ ずに提示

する。従来の小説では、既にある物語を表現するために作品が描かれる。バルトが理想とす

る小説では、自動的な連想の展開が結果として物語となる。だが、それは意味を派生させて

しまう危険性を、常に孕んでいるのではなかったか。俳句は空中に浮かぶ一瞬のホログラム

であることによって、そのなかに意味が充満するのを防いでいるのである。 

 

 

おわりに 

 

 桑原の第 2 芸術論とバルトの俳句論を比較して、両者の文学的主体観の懸隔の大きさに

は目を見張るものがある。前者では文学的主体の内実や意味ということが重視さ れていた

が、後者ではこれを批判的に解体し、むしろ、個人的ではなく、関主観的な意識連鎖に解消

                                                             

10 バルト（2003）、翻訳 68 ページ。 
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していくことが企図されていた。同様の変化は文学論に限らず、20 世紀フランス思想全般

に見られるものであった。 

 第 2 次世界大戦中からその直後にかけて、全盛を極めていたのは、個人的決断に基づく

主体的行動に価値を見出す実存主義であった。人間存在を意味する実存は、完全なる自由を

有しているものと見なされ、己の決断一つでどのような生を送ることも可能なのであった。 

 しかし、大戦後、言語学や文化人類学の新しい知見が思想界に及ぶことによって、不可視

の構造の匿名的な結節点として人間の社会的存在を捕えようとする構造主義が大 いに影響

力を増すことになる。さらに、そうした社会構造のなかに、管理社会の兆候や見えざる権力

を見て、その批判的解体を唱えるポスト構造主義へと移り変わった。 

 無論、安易な経済還元主義など唱えるつもりは微塵もないが、これらの文学的、あるいは

思想的潮流が、経済の高度成長の開始とその終焉に対応していることは、誰の目にも明らか

であろう。高度成長は一人一人の所得水準と生活水準を高めただけでなく、社会のあり方や

人々の考え方を変化させていったことは否定しがたい。人々がこぞって豊かにな ろうとす

る高度成長期、個人の努力や自らを変えようとする意志が社会的に価値を持つこ とは必然

である。これが実存主義のブームを生んだ。しかし、高度成長の終焉が世界的な経済成長率

の低下というかたちで顕在化したとき、人々の選択の意味は大きくなくなった。むしろ、確

立された経済社会のなかで、自分がどのような位置を占めているのかの把握が重 要となっ

てくる。精神の唯一性や個人のかけがえのなさは何か空虚な幻想のように思われ、むしろ、

一瞬一瞬の意識の動きが人間存在にとって価値あるものとなってくる。大きな物 語の時代

は終わって、穏やかで安定した日々が重視されるのは、経済低成長時代の到来の必然的な帰

結であったのである。 

 本稿では、フランス文学における俳句論の変遷を見ることで、こうした社会的思潮の変化

を浮かび上がらせ、経済との対応をも考えた。ここまで到達したとき、俳句は文学であるの

か、とか、さらには、文学とは何か、などという大きな問題を考えることは無意味であろう。 
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