松 山 宣 言
俳句 は世 界の文 学で ある。俳句 は、世 界の あ らゆる 民族 に向か って 開かれ てい る。い ま、
この小 さな 17 音の 短詩 型が 、世界 のあ らゆる 詩歌の 可能 性を広 げよ うとし てい る。
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松 山 とい う 土壌
松山 は江 戸時代 、他 藩に比 較し ても 俳諧の 盛 んなと ころ であっ た。 文化文 政の 時代 より

家老奥 平鶯 居をは じめ として 俳諧 に親 しむな ど 、徳川 幕府 の親藩 とし ての穏 やか な気 風と
温暖な 気候 が人々 に好 んで俳 諧に 向か わせる 要 因とな った のかも しれ ない。 鶯居 と同 様に
幕末か ら明 治にか けて 活躍し 、正 岡子 規の俳 諧 の師と なっ た大原 其戎 は、梅 室門 とし て俳
諧結社「明栄 社」を組 織、旧 派の 句風に より 全 国で三 番目 に古い 月刊 俳誌「 真砂 の志良 辺」
を創刊 する など、 その 興隆は 子規 の時 代まで 綿 々と受 け継 がれた ので ある。
日本 の近 代の俳 句は 、この 松山 から 、子規 か ら始ま った 。松山 藩の 士族の 子と して 生ま
れた子 規は 、この 松山 藩が土 佐藩 に占 領され て しまう よう な親藩 ゆえ の惨め な維 新後 の状
況の下 で、 政治的 野心 を遂げ られ ない 環境に あ った。 そこ で子規 は、 祖父大 原観 山や 河東
碧梧桐 の父 河東静 溪の 手ほど きで 小さ い頃か ら 漢学や 漢詩 の素養 を身 につけ てい たこ とも
あって 、政 治、哲 学、 美学、 小説 など 立身の た めのさ まざ まな試 みに 挫折し た挙 句、 漢詩
と同じ く定 型詩と して 親近感 のあ る俳 句に目 を つけた 。こ の小さ な定 型詩に 当時 のエ リー
ト層が 誰も 見向き もし なかっ たこ とを 乗り越 え て、過 去を 総括す る形 で俳句 を科 学的 に考
察し、 近代 化する こと によっ て名 をな そうと し たので ある 。
松山 から は、子 規の ほかに 、高 浜虚 子、河 東 碧梧桐 、中 村草田 男、 石田波 郷ら の近 現代
の俳句 界を 代表す る俳 人が、 また その 正統派 に 対抗す る形 で南予 地方 からは 富澤 赤黄 男、
芝不器 男、詩 人で は最初 の日 本の ダダイ スト と いわれ る高 橋新吉 らが 彗星の ごと く出 現し、
その豊 穣な 土壌に はた だ目を 見張 るば かりで あ る。
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世 界 への 広 がり
日本 の定 型詩が 世界 の詩歌 との 接点 を得た 契 機とし ては、明治 維新後 に行 われ た賛美 歌、

聖書の 韻文 訳のほ か、 西洋で 普及 して いる「 ポ エトリ イ」 という 文学 形式を 我が 国に 根付
かせる ため に行わ れた 外山正 一ら の「 新体詩 抄 」（明 治 15 年 ）、森鴎外 らの「於母 影」（明
治 22 年） 等に代 表さ れる 翻訳作 業が あり、 西 洋詩を 日本 的に定 型化 ・韻文 化す るこ れら
の労作 によ って、 我が 国の俳 諧・ 和歌 という 韻 文の遺 産と 西洋詩 との 出会い が実 現し た。
子規自 身、 俳句・ 短歌 の革新 に邁 進す る一方 、 新体詩 にも 興味を 示し て新体 詩の 研究 グル
ープを 作っ たり、 西洋 の詩が 韻を 踏む ことを 特 徴とす る点 に着目 、そ れを我 が国 に導 入す
るため の「 韻さ ぐり」
（脚 韻辞書 ）を 作り 、韻 を 踏まな けれ ば詩に なら ないと する など 、そ
の出発 点か ら世界 に目 を向け てい たの である 。
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日本 の詩 歌が西 洋の 詩歌に 大い に影 響を受 け たよう に、 俳句が 欧米 の詩的 状況 に与 えた
影響も また 多大で あっ た。明治 30 年代 のバ ジ ル・ホール・チ ェンバ レン 、ポ ー ル・ル イ ・
クーシ ュー による 日本 の俳句 の紹 介を 皮切り に 、エズ ラ・ パウン ド、 ポ ール ・エ リュ アー
ルらの 当時 を代表 する 詩人が 俳句 に深 い関心 を 示すに 及ん で、欧 米の 俳句熱 は一 気に 高ま
ったの であ る。例え ば、フラ ンスの 駐日 大使で もあっ た詩 人のポ ール・ク ロー デル 、イ ヴ ・
ボンヌ フォ ア、フ ィリ ップ・ ジャ コテ 、また ア メリカ のリ チャー ド・ ライト 、ア レン ・ギ
ンズバ ーグ 、ドイ ツの ライナ ー・ マリ ア・リ ル ケ、イ タリ アのジ ュゼ ッペ・ ウン ガレ ッテ
ィやノ ーベ ル賞受 賞者 のメキ シコ のオ クタビ オ ・パス 等の 大詩人 は、 俳句の 精神 を自 分の
詩に生 かし ている 。
例え ば、 ルナー ルは 「博物 誌」 にお いて「 蝶 」につ いて 「この ふた つ折り の恋 文 は 、花
の番地 をさ がして いる 」と 簡潔な 文章 で巧 みな 比喩を 用い、
「蛇 」に つい て「 長すぎ る」と
短すぎ る一 行詩で 表現 して「 俳味 」を 出して い る。オ クタ ビオ・ パス は「子 供が それ を投
げるた びに ／独楽 はま さしく 落ち る／ 世界の 中 心に」 とい う俳句 に影 響を受 けた 三行 詩を
作って おり 、リル ケの 「薔薇 よ、 おお 純粋な る 矛盾」 では じまる 三行 詩は、 リル ケが 自分
の墓碑 銘と して遺 言し たもの であ るが 、これ も 一種の 俳句 であっ た。 ジャン ・ポ ーラ ンが
編集長 とし てフラ ンス 文壇の 一世 を風 靡した「 新フラ ンス 評論」
（ N.R.F.）も 第一 次大 戦後
の復刊 草々 の 1920 年 に「 俳句特 集」 を組み 、 フラン ス詩 壇に大 きな 刺激を 与え たの であ
る。
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な ぜ 世界 へ 広が り えた の か： 俳 句の 本 質論
欧米 の詩 には、 短い もの、 何百 行に もわた る 大変に 長い もの、 また 、無数 とも 言え る程

の様々 な形 のもの があ るが、 俳句 は、 たった 十 七音で 独立 した詩 とし て完全 に成 立し てし
まう。 この ことが 、欧 米の詩 人に 大き な衝撃 を 与えた ので ある。
俳句 はそ もそも 、そ の帰結 とし ての 論理的 な 回答を 用意 してい ない 。いわ ば俳 句は 論理
を超え てい る。例 えば 、松尾 芭蕉 の「秋 ちか き 心の寄 るや 四畳半 」
「冬 籠り また寄 り添 はん
此の柱」
「ひ やひ やと壁 を踏 まへて 昼寝 かな」などを 英語 で訳し 、論 理的に 説明 しよう とし
ても説 明し きれる もの ではな い。 不思 議なも の を不思 議な ままに 表現 し、論 理学 で把 握で
きない 論理 を心理 的・ 感覚的 に把 握で きるの が 俳句な ので ある。 その ために 日本 語特 有の
文法と もい うべき 「切 れ字」 や「 季語 」とい う ものを 発明 してき た。
また 、俳 句は、「自然 から たま わるも の」 と いう考 え方 をする 。こ れは、「自 然は人 間と
対立す るも のでは なく 、同化 する もの」とい う 日本人 の自 然観、さら に、
「 人生を 自然 に投
影させ る」 日本人 の死 生観が 根底 にあ る。こ の ような 日 本 古来の 和歌 からの 伝統 は、 現代
の短歌 が自 然や季 節感 から離 れて いく につれ 、 むしろ 俳句 の方に 凝縮 される 形で 受け 継が
れてい る。
俳句 は、「 自然 の中の 生き 物と しての 我の 自 覚」を 呼び 起こし 、そ れによ って 、「他 の生
き物と の共 生共感 を基 本とす る心 性の 獲得」が もたら され るので ある 。この 心性 は「心（こ
ころ）」
（自 分に 向かっ て閉 じるこ ころ ）で はな く、
「 情（ こころ ）」
（ 他に 向か って開 いて い
くここ ろ） で満た され ている 。
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俳句 は、
「 俳句 によっ ての みつく られ る現 実 であり 、世界 であ る。これを 作り 出さな い俳
句は意 味が ない」 とい う「虚 構 の リア ル」と し ての性 格を 有する が、 これは 、世 界的 な詩
の一般 論、 文学の 一般 論にま で敷 衍し うるも の である 。
俳句 は民 衆の詩 であ る。俳 句は 民衆 から生 ま れ、民 衆に よって 享受 され完 成さ れ、 民衆
に戻る もの である 。また 、日 常生活 の何 を詠 ん でも良 いと いう自 由さ がある 。し たがっ て、
俳句が 綿々 と生き 長ら えて、 近年 まれ に見る 俳 句人口 の増 大とい う現 象に至 った こと は不
思議で はな い。
第一 に俳 句は手 軽で ある。 日本 の俳 句の場 合 、五七 五を 並べて 季語 を入れ ると とり あえ
ず俳句 らし きもの がで きてし まう 。こ うして 、 誰もが でき る喜び があ る。
第二 に俳 句は座 の文 芸であ り、構造的 に仲 間（連衆）を要 求す るもの であ る。す なわ ち、
俳句と いう 詩にお いて は、
「 個」が 孤独 に作る と いう近 代的 な詩の 形態 を伝統 的に とら ない
のであ る。
いず れに しても 、こ のよう な民 衆性 を有す る ことが 、世 界の詩 人に とって 新鮮 な衝 撃と
可能性 をも って受 け入 れられ てい った のであ る 。
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定 型 ・季 語 の問 題
国際 俳句、いわ ゆる haiku に言 及さ れると き 、必ず 問題に なる のが 五七五 の定 型及び 季

語につ いて 、他言 語・ 他文化 でこ れを どう扱 う かとい う点 である 。
まず 、五 七五の リズ ムは日 本語 特有 の リズ ム であり 、他 言語に 無理 やりこ のリ ズム を押
し付け てみ ても同 様の 効果を 到底 生み 出しえ な いこと は明 らかで ある 。さら に、 定型 につ
いては 、シ ラブル やア クセン トの 問題 ではな く 、むし ろ表 現を「 短く 」集中 して いく とき
の緊張 を高 める装 置と しての「 かたち 」の問題 である とす れば 、日 本語の 場合 は、その「か
たち」 が五 七五に 特化 したと いう こと ができ る 。
また 、こ の定型 があ るがゆ えの 技法 、レト リ ックも 日本 語固有 のも のであ る。 例え ば、
俳句に は、 現実を 瞬間 で切っ た俳 句や 構造的 に 切れ字 を使 って別 世界 を構築 する 俳句 など
がある が、前 者の 例と して高 浜虚 子の「 桐一 葉 日当り なが ら落ち にけ り」
「 東山静 に羽 子の
舞ひ落 ちぬ」
「流れ 行く 大根 の葉の 早さ かな」や 山口誓 子の「 夏草 に汽罐 車の 車輪 来て止 る」
「ピス トル がプー ルの 硬き面 にひ びき 」が、 後 者の例 とし ては、 橋閒 石の「 階段 が無 くて
海鼠の 日暮 かな」 や永 田耕衣 の「 少年 や六十 年 後の春 の如 し」が あり 、特に 後者 を理 解す
ること は難 しいか もし れない 。こ の一 つの原 因 として は、 切れ字 とい う技法 が他 の言 語に
はない から である 。
次に 、季 語の 問題で ある が、前述の よう に、日本の 俳句 は、
「 自然 からた まわ るもの 」で
あり、 我が 国の場 合、 季 感は 自然 と一 体の関 係 にある こと から、 季語 という 要素 が俳 句に
不可分 に結 びつい てく るので ある 。一 方、風 土 が違う とこ ろに日 本の 季語を 持ち 込む こと
には無 理が ある。 この ことは 、今 後俳 句が世 界 化する 際に 、その 内容 が世界 の中 の地 域の
特性に ます ます傾 くこ とが考 えら れる ので、 尚 更であ る。 もちろ ん、 後述す るよ うに 、季
節すな わち 自然を 詠む という こと は人 間と自 然 との関 係を 俳句的 精神 から考 え直 すと いう
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意味で 非常 に重要 であ るが、それ を季語 とい う 形で形 式化 するこ とは また別 の問 題で あり、
俳句を 世界 的視野 で語 る場合 には 、季 語とい う ルール を強 制する こと は無理 があ るか もし
れない 。
この よう に、世 界に 俳句が 広が ると き、俳 句 を短詩 とみ なして 、定 型・季 語に つい ては
それぞ れの 言語に ふさ わしい 手法 をと ること が 適当で ある 。この 場合 、俳句 に対 する 世界
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。
我々 は、 俳句と いう 精神を 表現 する にふさ わ しい、 その 言語特 有の 定型詩 や独 自の 切れ
字等の 技法 が新た に生 まれる 可能 性は あると 考 えてい る。 例えば 、立 原道造 は、 ヨー ロッ
パのソ ネッ トを日 本に 導入し た際 にこ れに日 本 語にふ さわ しいリ ズム を与え て日 本風 ソ ネ
ットを 作り 出すこ とに 成功し た。 逆に 欧米側 で も同じ よう な俳句 の取 り入れ 方は 可能 であ
る。さ らに 、前述 のご とく、 定型 とは 表現を 「 短く」 集中 してい くと きの緊 張を 高め る装
置であ ると 位置付 ける 場合に は、 例え ば欧米 で の俳句 訳の 原型や 中国 の漢俳 が三 行で ある
ことを 理由 として 欧米 や中国 の俳 句を 三行最 短 として 確定 するこ とも できよ うし 、あ るい
は一行 最短 と確定 する ことも 選択 肢と してあ り 得るで あろ う。す なわ ち、定 型と は、 その
言語に おけ る「言 葉の 内なる 秩序 」を 見つけ る ことに ほか ならず 、こ れは詩 歌に とっ て普
遍的な 認識 である とい うこと がで きる 。
また 、俳 句性の 本質 は饒舌 たる こと をやめ た 象徴詩 であ るとい うこ とも、 世界 的に 共通
する認 識で ある。 季語 とは和 歌以 来の 日本の 伝 統的な 詩的 感覚・ 体験 の蓄積 であ り、 これ
を世界 的視 野で言 い換 えれば 「そ の民 族特有 の 象徴的 な意 味合い を有 するキ ーワ ード 」と
いうこ とで ある。 とす れば、 各民 族と も長い 歴 史に培 われ てきた 各民 族固有 の象 徴的 キー
ワード を有 するは ずで あり、この 意味で 世界 的 な意識 とし ての俳 句は、
「象 徴」に より 束ね
られる 普遍 的な詩 歌で あると 言う こと ができ る 。日本 の現 代俳句 が象 徴詩と して の純 度を
高めつ つあ ること は、 こ の世 界的 方向 性に沿 う もので ある と指摘 でき よう。
なお 、日本 の場 合は、連歌 以来 の連衆（文 芸 共同体 ）が「 共有 語」を 受け 入れ やすく し、
これに よっ て季語 の象 徴機能 の受 入れ も高め ら れてい る。 そして 、こ れはま た「 無季 語」
を「 共有語 」と する こと の可能 性を も示 してい る。haiku の制 作が単 独行 為と して行 われ、
「個」 の自 立確然 たる 状態に おい ても 、語の 象 徴機能 の共 有によ る伝 達豊富 性を 求め ると
き、「共 有語 」と しての はた らきは やは り無 視 できな いも のとな るで あろう 。
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世 界 の一 流 の詩 人 への 「 かげ と ひび き 」
21 世紀は 、こ れまで 席巻 して きた「 説得 の 世界」 に代 わり、「沈黙 の世 界」が 重要 視さ

れてく るの ではな いだ ろうか 。
「百 扇帖 」のク ローデ ルは「 水の 上に 水のひ びき

葉の うへ

にさら に葉 のかげ 」と フラン ス詩 を最 も沈黙 に 近づか せ、 尾崎放 哉は 「咳を して も一 人」
と人間 の孤 独感を 最短 の俳句 で表 した。また 、ポーは「「長 い詩」とい う言 葉はあ きら かに
言葉の 明確 な矛盾 だ」 と指摘 して いる 。同時 に 、この よう な短詩 を味 読する には 、読 み手
は沈黙 を理 解する 力を 持たな けれ ばな らなく な る。
俳句 は、 普遍的 な意 味での 象徴 詩で あるが 、 象徴と され る対象 の有 する意 味は 、当 然そ
れぞれ の文 化的コ ンテ キスト によ って 全く異 な ってく る。例 えば 、
「薔 薇」につい て与 謝蕪
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村は、
「 愁ひ つ丶 岡にの ぼれ ば花い ばら」
「花 い ばら故 郷の 路に似 たる かな」
「路た えて 香に
せまり 咲く いばら かな 」のよ うに 憂愁 ・郷愁 の 情を「 花い ばら」 に象 徴させ たが 、ゲ ーテ
は「野 ばら 」に おい てこれ を若 い娘に 喩え てい る。ま た、
「リラ の花 」は 外国 ではレ ジス タ
ンスの 象徴 であっ たが 、日本 では 「リ ラの花 」 にその よう な抵抗 運動 の面影 をみ るこ とは
遂に全 くな かった 。芭 蕉の「 枯枝 に烏 のとま り けり秋 の暮 」はそ れだ けで世 界が 完結 して
おり、 欧米 人の日 本的 美学に 対す る固 定観念 と たまた ま合 致して 鮮明 なイメ ージ を彼 らに
与える が、
「 荒海 や佐渡 に横 たふ天 の川 」につ いては 、佐渡 島に 対す る歴史 的な 背景を 意識
しなけ れば 深く理 解す ること は難 しい 。
しか しな がら、 この ような 俳句 にお ける象 徴 を通し た異 質な文 化的 概念同 士の 交流 も既
に始ま って いる。 俳句 には象 徴と して の「モ ノ 」が具 体的 に詠み 込ま れる分 、世 界各 国の
詩人が 相互 にそれ を理 解し、 自分 の詩 に応用 す る手が かり が与え られ ている とも いえ る。
芭 蕉に は、
「 雲の峯 幾つ 崩れて 月の 山」
「 閑 さや岩 にし み入る 蝉の 声」
「 石山の 石よ り白
し秋の 風」
「 海くれ て鴨 の声ほ のか に白 し」な ど のシュ ール レアリ ステ ィック な作 品が あり、
現代で は、 例えば 能村 登四郎 の「 霜掃 きし帚 し ばらく して 倒る」 など の作品 があ る。 芭蕉
の「雲 の峯 いくつ 崩れ て月の 山」 は、「 雲の 峯 」が生 命、 男性、 陽を、「月 の山 」は死 、女
性、陰 を表 してお り、 その夏 の昼 の光 景とし て の「雲 の峯 」が崩 れて 、秋の 夜の 光景 とし
ての「 月の 山」に 転じ 、吸収 され てい くとい う 高度な 象徴 性を漂 わせ ている 。ま た、 登四
郎の作 品は 、内容 とし ては帚 が倒 れた という だ けであ るが 、清冽 な霜 を掃い た帚 がス トッ
プ・モ ーシ ョンの よう に倒れ る と き、 この日 常 の実景 が幻 想的な 静け さを立 ちの ぼら せて
くる。
この よう に、良 い俳 句は抽 象と 具象 のぎり ぎ りのと ころ で幻想 性を 帯びて くる 。い きい
きとし た生 命があ り、 さらに その 生死 を超え た 存在に もな る。井 本農 一は俳 句イ ロニ ー説
を唱え たが 、子規 は「 鶏頭の 十四 五本 もあり ぬ べし」 と、 イロニ ーを も超え たナ ンセ ンス
あるい はダ ダイズ ムを 既に平 気で やっ ていた 。 シュル レア リスム とは 今世紀 前半 にフ ラン
スにお いて 唱えら れた もので ある が、 俳句に お いては 昔か ら、こ の種 の超現 実主 義を 無意
識のう ちに 得意と して いたの かも しれ ない。

6

俳 句 の国 際 化・ 普 遍志 向 ・独 立 志向
第二 次世 界大戦 の終 結は日 本の 文学 にも新 し い息吹 を与 えたが 、こ れが俳 句の 世界 では

俳句を 第二 芸術に 過ぎ ないと した 桑原 武夫の 「 第二芸 術論 」への 反発 という 形で 活性 化を
もたら した ことは 記憶 に新し い。 俳句 の底流 に あるも のは 近代の 「個 」の感 覚で はな いと
する視 点か ら「第 二芸 術論」 が展 開さ れたの だ が、実 はそ れこそ が俳 句の強 みで もあ る。
子規 以来 、俳句 にお いて近 代的 な「 個」の 確 立がな され たか否 かは 、俳句 が基 本的 に座
の文芸 であ るとい う性 格とあ いま って 議論の あ るとこ ろで あるが 、む しろこ こで は両 者の
長所を 併せ 有する 点に 着目し 、俳 句と は「近 代 の悲劇 を通 り抜け て、 超えて いこ うと する
詩」で ある と規定 する ことと した い。
前述 のご とく、俳句 には、
「個」の自 意識を 超 えて自 然と 連なっ てい く特質 があ り、こ の
特質が 俳句 を通じ て世 界に広 がっ てい く可能 性 をもつ 。そ の意味 で俳 句は非 情な 側面 を有
してい るも のでも あり 、自然 が滅 びつ つある と すれば 、そ れをあ りの まま冷 徹に とら えた
5

り、あ るいは その 現実を 自己 の内 面にむ けて 胸 中山水 の自 然の仮 想世 界に遊 んだ りも する。
どちら にし ても俳 句が 自然と 一体 にあ るとい う 意味で は同 義であ り、「 滅 び つつ再 生す る」
という 過程 も俳句 と自 然と人 間と に共 通する も のかも しれ ない。 した がって 、例 えば 自然
破壊の 問題 に対し ても 、人間 が自 然を 守ると い うより 、自 分もそ の自 然の一 部と して ある
という 認識 を基本 的な 特性と する 俳句 が果た す 役割は 大き なもの があ ると考 えら れよ う。
いず れに せよ、 自然 環境が 世界 的に 急速に 衰 退しつ つあ る現在 、俳 句を作 るこ とは 、人
間と自 然と の関係 をも う一度 考え 直す 絶好の 機 会であ り、 このよ うに 人間が 心の 癒し を受
けつつ 自然 との共 鳴 、共生 、共感を 取り 戻すこ とは 、21 世 紀に 向け て世界 のあ らゆる 詩歌
に求め られ ている こと であろ う。
我々 は、 このよ うな ユニバ ーサ ルな 性格を 有 する俳 句と いう名 の短 詩型を 世界 に向 けて
もっと 発信 すべき だと 考える 。俳 句は 自分の 持 ってい る力 を過小 評価 してい るが 、今 まで
論じて きた ように 、実 は日本 の短 歌や 現代詩 は もちろ ん、 世界の 詩全 てに再 生を もた らす
力を十 分に 有して いる のであ る。
さら に、 俳句を 国際 化（普 遍化 ）す ること が 日本の 俳句 にとっ ても 革新を もた らす こと
に な る。 我 々 は 、 各 国に お け る 新 し い詩 の 運 動 が この よ う な 視 点 に立 脚 し た 上 で 、 haiku
という フレ ームワ ーク のもと で世 界詩 の最前 衛 を目指 すべ く展開 され ること を期 待す る。
この意 味で 、俳句 は前 衛的存 在で ある 。俳句 が 世界の どこ かに広 がっ て、ど こか で優 れた
最前衛 の詩 となる こと を期待 した い。
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詩 を 万人 の 手の 中 に取 り 戻そ う ：二 十 一世 紀 に おけ る 世界 の 詩の 革 命
俳句 革新 運動を 起こ した子 規が 没し て約百 年 。我々 がここ で起 こそ うとし てい る「宣 言」

の先例 とし ては、「遂に 、新 しき 詩歌の 時は 来 りぬ」 と高 らかに 謳っ た約百 年前 の｢藤 村詩
集｣序文 （島 崎藤 村）、 シュル レア リス ム運動 の 発端と なっ た約 75 年 前の 「シュ ルレ アリ
スム宣 言」
（ アン ドレ・ブル トン）など がある が 、今や このよ うな 革新 的な宣 言の 誕生が 絶
えて久 しい 。俳句 の世 界にお いて もま た、そ の 長き停 滞を 止めて 革新 の必要 性を 叫ぶ 声が
最近と みに 高まっ てい る。
我々 は、 この宣 言に おいて 、俳 句の 有する 子 規の革 新以 来の本 質的 な世界 性に 着目 し、
過去に それ が世界 に広 まって いっ た状 況を考 察 し、未 来に おける 可能 性を世 界的 な文 化の
潮流の 中で 予言し た。 我々は ここ で、 日本語 に よる俳 句性 の本質 とさ れてき た定 型と 季語
につい て、 世界的 な文 脈の中 では それ ぞれの 言 語にお いて その本 質を 把握す べき 問題 と考
え、俳 句的 な精神 を有 する世 界の あら ゆる詩 型 を「俳 句」 として 新た に迎え 入れ たい 。
俳句 にお いては 、完 成され た詩 の表 現形態 と して十 七音 まで言 葉を 切り詰 め、 切れ 字等
の日本 語特 有の文 法を 用いる こと で、 一切の 事 象をこ の短 い詩の 中に 表現し てい る。 同様
に、英 語、 フラン ス語 、ドイ ツ語 、イ タリア 語 、スペ イン 語、ポ ルト ガル語 、ロ シア 語、
アラビ ア語 、中国 語、 韓国語 その 他の 全ての 言 語にお いて も、詩 的表 現とし て切 り詰 め凝
縮しう る部 分があ ると 考えら れ、 また 、沈黙 の 価値を 理解 する態 度が 各言語 の詩 的空 間の
拡張に 大い に貢献 する ものと 信じ てい る。
6

我々 は、 全世界 の詩 人が詩 の運 動と して、 自 国の言 葉を どこま で短 縮し、 凝縮 する こと
ができ るか 、追求 する ことを 期待 する 。
間近に 21 世紀 を迎 えよ うとし てい る今日 、 我が国 の俳 壇は、 無数 の大衆 的俳 句人 口と
抱えき れな いほど の数 の結社 を抱 えな がら、 過 去から の遺 産を単 純再 生産す るこ とで 生き
長らえ てい る。
その 一方 、現代 世界 におけ る詩 はさ まざま な 試行錯 誤を 経て、 行き 詰まり を見 せる こと
もある が、 その中 にあ って、 詩の 第一 線をゆ く 最高度 の完 結性を もつ 短詩型 文学 とし ての
俳句は 、この 現状 を打破 する 力を もつも のと し て世界 の心 ある詩 人達 から注 目さ れて いる。
このよ うな 思いに 応え ていく こと こそ が、俳 句 を、あ るい は詩歌 を、 万人の 手の 中に 取り
戻すこ とに ほかな らな い。
我々 は、 世紀末 的に 興隆し つつ ます ます閉 塞 する日 本の 俳壇の 現状 を超え て、 同時 に、
俳句に 対す る世界 の意 識の高 まり を真 摯に見 据 えて、 百年 前に子 規が 「敗北 の詩 」か ら俳
句革新 を起 こした この 松山と いう 特別 の地で 、 再度新 しい 詩歌の 可能 性を開 くべ く、 確信
を持っ てこ の「松 山宣 言」を 全世 界の 詩人に 対 し発信 する 。
俳句 は世 界を受 け入 れ、世 界に 向か って開 か れる。

１９９ ９年 ９月１ ２日

松山 にて

有馬 朗人
芳賀 徹
上田 真
金子 兜太
ジャ ン・ ジャッ ク・ オリ ガス
宗
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左近

松山宣 言（ 提言）
我々は、「松 山宣 言」を 踏ま え、次 のと おり 提 言する 。
1

正岡子 規国 際俳句 研究 所の 創設
俳句革 新の 聖地で あっ た この 松山 に国 際俳句 研 究所を 創設 し、世界 の詩歌 を包 括した 俳

句の研 究、 創作、 研修 、人材 育成 、称 揚、出 版 、普及 啓発 等を行 い、 世界的 な詩 歌と して
の発展 に寄 与する 。
具体的 なイ メージ とし ては、 次の 通り 。
①

俳 句的 精神を 有す る世界 の 詩 及び 詩人の 研 究

②

世 界的 な詩歌 とし ての俳 句の 資料 収集・ 分 類

③

世 界的 な詩歌 とし ての俳 句の 創作 の実践

④

世 界的 な詩歌 とし ての俳 句に 関す る講義 ・ 講演・ シン ポジウ ムの 実施

⑤

俳 句的 精神を 有す る世界 の詩 人を 主任研 究 員とし て任 命

⑥

世 界の あらゆ る地 域から 詩人 を留 学生・ 研 究生と して 招聘

⑦

俳 句的 精神を 有す る世界 の詩 人に 対し奨 学 金を支 給

⑧

世 界の 詩人を 対象 に国際 俳句 賞を 授与

⑨

松 山ま たは世 界の 他都市 にお ける 国際俳 句 フェス ティ バル（ ビエ ンナー レ） の開 催

⑩

世 界的 な詩歌 とし ての俳 句に 関す る研究 書 、句集 、定 期刊行 物そ の他書 籍の 出版

⑪

世 界的 な詩歌 とし ての俳 句の 情報 の発信 ・ 啓蒙

2

国際俳 句賞 の創設 （正 岡子 規賞と 称す る）
俳句的 精神 を有す る世 界の詩 歌の 高揚 のため 、国際俳 句研 究所に おい て世界 の詩 人を 対

象に国 際俳 句賞を 創設 する。
具体的 なイ メージ とし ては、 次の 通り 。
①

一 年に 一回世 界の あ らゆ る地 域の あらゆ る 言語に よる 詩を審 査

②

国 際俳 句フェ ステ ィバル の場 にお いて授 与

③

対 象者 として は、 ノーベ ル賞 受賞 級の詩 人 。した がっ て、該 当者 なしの 年は 多い 。

④

「 生者 部門」「死者 部門 （死後 三年 以内）」 の設置

⑤

副 賞と しての 賞金 の授与
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