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  「津波と砂と石川啄木 ～『一握の砂』巻頭十首と「地湧の菩薩」～」 

 2011.11.05 国際啄木学会（於：盛岡大学） 山田 武秋 

  

Ⅰ. 啄木と法華経（「従地湧
じ ゆ

菩薩品
ほん

」） 
   １）高山樗牛「日蓮上人とは如何

い か

なる人ぞ」（明治 35/1902年 4月 5日発行「太陽」（8巻 4号の「文
芸時評」欄に文学博士 高山林次郎の名で掲載／啄木・中学 5年 17歳 上京の年の春） 

 ＜資料＞「日蓮上人とは如何なる人ぞ」 
 仏滅後に於ける法華経弘通

ぐつう

の使命は、既に本化
ほんけ

地涌の上首たる上行菩薩に寄托せられたり。

然らば即ち彼上行の出現すべき歳時は何
いづ

れの年代にして、方処は何れの国土なりや。将
は

た

又彼が依
よつ

て以
もつ

て其の使命を果すべき当体は、抑々
そもそも

如何
いかん

の人、もしくは如何の神ぞ。是等
これら

の

事情に関する釈尊の預言は如何
いかん

。・・・（昭和 3「明治大正文学全集」高山樗牛 96P） 
 ＜資料＞（『法華経』「従地湧出品第十五」） 

 わが娑婆世界に六万恒河沙の菩薩あり、彼等わが滅後において、よくこの経を護持し、

読誦
どくじゅ

し、弘通
 ぐ つう

せんと。梵音十方に徹し、三千ことごとく震い響く。このとき大千世界の国

土、皆震裂して無量千万億の菩薩･同時に地中より涌き出だしぬ。…… 
 ２）日記 

● M37.7.31小沢恒一（ユニオン会仲間）宛手紙（渋民から）の最後に  
 「兄と一緒に旅して見たし、法華経よみ玉へ、」（筑摩『啄木全集』第 7巻 61P） 
●M37.8.3伊東圭一郎（ユニオン会仲間）宛手紙の最後（渋民から） 
「…生は決して法華経や聖書の価値を云々するものではない、我らは宜敷これらの神聖なる

書を取って自家信仰の糧としなくてはならぬ。」（筑摩『啄木全集』第 7巻 64P） 
※ 上田博「啄木は法華経を「自家信仰の糧」であるといっており…」はこの伊東圭一郎の手

紙を根拠としていると思われる。（『石川啄木 抒情と思想』355P） 
    
※ここでは『法華経』の「従地湧

じ ゆ

菩薩品」にとりあげられた「砂」に注目しておく。 
 啄木にとって「砂」は決して無機質で「いのちなき」ものではなかった。「地湧の菩薩」で無数の

菩薩に喩えられたごとく啄木にとって「砂」は聖なるいのちそのものでもあったとも指摘できよう。 
 
２. なぜ、「死と再生」のドラマとされる巻頭「砂 10 首」の最後が「大といふ字」だったのか 

 １）「大といふ字」という字は「大心」の「大」 

     大といふ字を百あまり  
     砂に書き  
     死ぬことをやめて帰り来れり 
■この「大といふ字」には、はっきりとした出典と根拠がある。出典は、宝徳寺の宗派である曹洞宗の

開祖、道元禅師が著した「道元禅師清規
しん ぎ 

」の中のひとつ、「典座
てん ぞ 

教訓」に求められる。 

＜資料＞（「典座
てん ぞ 

教訓」道元禅師） 

 所謂大心とは其の心を大山に、その心を大海にし、偏無く黨無きの心なり。・・・大の字を

書すべし、大の字を知るべし、大の字を學すべしし。（道元禅師「典座教訓」）   

※大心とは、「三心」すなわち「喜心」「老心」「大心」の一つで、この世に生を享けた

ことを感謝する「喜心」、親のような慈しみの心である「老身」をも包み込む偏りなく、大山

のように高く、大海のように広く深い心。 

■啄木が「大といふ字」を書いたのは、この道元禅師の「典座教訓」の教えが反映されたものと考えら

れる。啄木が何らかの形で「典座教訓」に親しんでいた。その根拠として、次の歌をあげたい。 
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    見しこともなく名も知らぬ一茎の草を見出でて涙とまらず 
      （M41.6.21 作／「悲しき玩具 直筆ノート」の最終ページ前も筆写されている） 

 

■この歌の中の「一茎の草」すなわち「一茎草
いっきょうそう

」は、「典座教訓」の有名な一説に出ている。 

   『一茎草を拈
ねん

じて宝王刹
ほうおうせつ

を建て、一微塵に入りて大法輪を転ぜよ』 

    ※拈じて＝手に取る。考え巡らす。※宝王刹＝りっぱな寺院。※法輪＝お釈迦様の教え。「大悟」。 

 ＜意味＞わずか一本の草を手に取るような仕事であっても、そこに仏道実現の場を顕現させ、狭い 
     仕事場においても大悟に転じなさい。（＝ささやかな仕事でも徹すれば真理に至る） 

■「一茎草
いっきょうそう

」という表現は、「萬葉集辞典」（平凡社）で調べた限りでは、万葉集で歌語として使用さ

れた例がない（現代短歌ではある）。この言葉は禅宗独特のもので、出典は「碧巌録
へきがんろく

」とともに禅門の

二大禅録として知られる「従容録
しょうようろく

」の作者、宏智
わんし

正 覚
しょうがく

禅師の次の頌古
じゅこ

とされている。 

  「世尊、衆
しゅ

と行く次
つい

で、手を以って地を指して云く、「此處
こ こ

に宜しく梵刹
ぼんせつ

を建つべし」。帝 釋
たいしゃく

、

一莖草を將
も

って、地上に插
さ

して云く、「梵刹を建つること已
すで

に竟
おわ

りぬ」と。世尊、微笑す」 

  ＜意味＞あるとき、釈尊が弟子たちと路を歩いていたとき、手で地面を指して「ここにお寺を建てて

みなさい」とおっしゃられた。すると帝釈天が一本の草を持ってきて、地面に指して云われた。「お

寺を建て終わりました」。（※どんな場所でも修行すれば、その場が大伽藍だという故事） 

 

２）啄木と道元の接点 

■啄木はいつ道元禅師の「典座教訓」に接したのか（読んだのか、聞いて教えられたのか）。 

・今井泰子は、禅寺に生を享けた寺族としての啄木に注目し、「啄木の初期作品には、自己の内部にお

ける神性の発見ないしは自己の神性との一体化という主張が飽かず繰り返されている」と述べている。

（『石川啄木論』127P）。 

・上田博は「「禅の立場と関係」づけるよりも高山樗牛から感化された法華思想の影響をみる方がよい

のではないか。啄木は法華経を「自家信仰の糧」であると言っており、おそらくそれを信奉した日蓮の

超俗、孤高、反俗の精神の影響をみることができるのではないか。禅思想については彼の自我究明の発

想の類似性を指摘するにとどまりはしないか」（『石川啄木 抒情と思想』355P）と述べた。 

・近藤典彦は、「父一禎が道元の教えを説いて聞かせた」と述べている（『一握の砂』全歌評釈』Web
「いのちなき砂のかなしさよ その２」）。 

・また、周知のように、啄木の父一禎が江戸時代に印刷された 75巻の本山版『正 法
しょうぼう

眼蔵
げんぞう

』を所有して

いたことは、渋民の啄木記念館に展示されている収納箱の表書きからも自明。 
■しかし、こうした見解や事実から啄木が法華経に親しんでいたという事実は確認できても、『正法眼蔵』

との関連を読み取ることはできない。また、明治新政府による廃仏毀釈運動のダメージから宗派を立て

直すことが先決だった当時はまだ、曹洞宗という宗派自体が『正法眼蔵』を参学し、日常的に講じ

る状況になかった。その対策として、曹洞宗は大内青巒
せいらん

が中心になって『正法眼蔵』をコンパクトに

まとめた『修證義
しゅしょう ぎ

』を明治 23年に編纂、これによって宗派の立て直しを図っていた。 
 一般の人が手軽に『正法眼蔵』を読む事ができるようになったのは、昭和14年（1439）に衛藤即応の
校注で岩波文庫として刊行されて以降のこととされる。（「『正法眼蔵』出版の足跡」駒澤大学禅文化

歴史博物館） 
■以上の状況を考え合わせると、啄木が父などから『正法眼蔵』を学んだ可能性はほぼない。しかし、

「修證一等」を説く「典座教訓」は曹洞宗僧侶なら必ず学ぶことで、この「典座教訓」から題材

を拾った法話を父などから日常的に聞かされていた可能性は高い。その証拠の一例が、啄木の『一

握の砂』の「大という字」の歌であり「一茎の草」の歌などであるといえるのではないか。 
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３. 歌集『一握の砂』のタイトル着想とアショーカ王の物語 

 ~「一握の砂」はアショーカ王の転生の故事を踏まえたもの 

■啄木には歌集をはじめ「一握の砂」というタイトルのものが、３作品ある（１つは未完）。啄木は、

なぜ、そこまで「一握の砂」にこだわったのか、なぜ歌集のタイトルを「仕事の後」から「一握の砂」

に変えたのか、その理由が未だにはっきりと分かってはいない。そこでここでは、この「一握の砂」の

着想と、「典座教訓」にも引用されるアショーカ王転生譚
たん

との関係を考察した。 

      いのちなき砂のかなしさよ       しつとりと 

     さらさらと              なみだを吸へる砂の玉 

     握れば指のあひだより落つ       なみだは重きものにしあるかな 

■いのちなき砂 従来、これらの歌は人口に膾炙する秀歌ではあっても甘い青春の叙情歌、感傷的な歌と

して評価されがちだった。あるいは、「いのちなき砂」で無常観を詠んだといった解釈がなされてきた。

しかし、この２首の歌には、『一握の砂』のタイトルの着想を解き明かすカギが隠されている。 

■砂を握る 「砂を握る」といえば、道元禅師の『典座教訓』に次の有名な一節がある。 

   事を慕ひ道に耽るの跡、沙を握りて 寳
たから

と為すも猶その 験
しるし

有り。（『典座教訓』） 

 ここで述べられている「沙を握りて寳と為す」というのは、アショーカ王（阿育
あそか

大王）の前世譚の故

事を引いたもの。アショーカ王が得勝童子と呼ばれていたとき、王舎城で乞食
こつじき

行をしていた釈尊に、な

にも差し上げるものがなかった童子は「砂」を握って作った餅を供養として差し上げた。童子は

その功徳によって、釈尊滅後百年にアショーカ王として生まれかわったとされる。仏に対する真心

の供養の大切さを教える故事だ。 
 
 啄木のこの二連の歌が、アショーカ王転生譚の故事によって着想されたものであるとすれば、次のよ

うな解釈が成り立つ。冒頭で示したように、啄木にとって「砂」は単なる無機質なものではない。その

一粒一粒は菩薩にも例えられる「聖なるもの」。啄木において聖なるものとは「詩のことば」であった。

ゆえに、「砂」は啄木にとっては「聖なることば」の一語々々であったと考えれば分かりやすい。 

   「詩は乃ち宗教である。信仰は乃ち我生命である。我が詩の一篇一句と雖も、決してかの

…偽宗教家が百万言の説教に劣る者ではない。…我言はかならずやより…多く神の旨に叶っ

てるであろうと思ふ」（前掲・M39年、19歳の啄木が伊東圭一郎に宛てた手紙）  

   このように、啄木にとって「詩の一篇一句」は、偽宗教者の百万言より優れ、「神の旨に叶って」いる

ものでなければならなかった。 
  ＜新しい「いのちなき砂」「なみだは重きものにしあるかな」２連の歌の解釈＞ 

 （小説家になりたいという大志を抱いて）必死に努力してきた啄木だが、砂を握っても握っても指の

あいだから落ちていき、一握りの砂の餅すらできない。（一生懸命ことばを紡いでも、作品として結実し

ない。得勝童子は砂を握って作った餅の功徳で王に生まれ変わることができたが、いのちのことばであ

るはずの砂が、もはや自分の手の中では“いのちなき”もののようにするすると指のあいだから落ちて

いくだけだ）。このように自殺まで思い詰めた啄木が、その深い絶望を自身の境涯を子供心に染み付い

たアショーカ王転生譚の故事に仮託し詠んだのが「いのちなき砂のかなしさ」の歌ではなかったのか。 
 そんな絶望から劇的な復活を果たしたのが、次の「なみだは重きものにしあるかな」の歌だった。「砂」

の餅さえ握れない深い絶望になみだした啄木の、そのなみだを吸った砂が「玉」に変わったのだ。「玉」

は仏教では「法」や悟りそのものを現す。「砂の玉」が、生きる意味を真剣に問い続ける求道者でもあ

った啄木の心に「大心」を喚起した。「砂」が大法輪に転じた瞬間である。詩（歌）の湧出である。 

 「なみだは重きものにしあるかな」は、きわめて象徴的である。この歌によって、啄木はその「自家

信仰」の中でアショーカ王転生譚をも超える新しい奇蹟の救済の伝承を創ったとも言えよう。それは、

一握りの小さな砂の餅さえつくることもできないほどの深い絶望が人間にはあること。しかし、そんな
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境涯にあっても、一粒のなみだを流す心さえ残っていれば、そのなみだが「玉」となって、転生の奇蹟

に導いてくれるというものだ。啄木は、そのなみだの奇蹟によって、再び生きる力を得た。「なみだは重

きものにしあるかな」なのである。 

■啄木の歌は、啄木ただ一人のものではない（宮崎郁雨） 

 啄木はこの奇蹟を「大といふ字を百あまり砂に書き」つけることによって自らの心に「大心」を刻み

込み、「死ぬことをやめて」あらたな明日へと歩みだしていった。死と再生のドラマと言われる『一握

の砂』巻頭10首の終末３首は、まさにそういった奇蹟のドラマを内包している。そして多くの人々は、

そういう深い絶望・苦しみの中にもかすかな希望の光があり、生きる確かな力を与えてくれる歌として、

啄木のこういった歌を愛し、秀歌として口ずさんできたのではなかったのか。 

 啄木の歌について重要なことは、歌集『一握の砂』について、郁雨が「僕は此等の歌をただ啄木一人

のものとは到底思ふ事が出来ない」（『なみだは重きものにしあるかな』44P）と評したことだ。『一握

の砂』の歌は、啄木一人のものではない、つまり自分ら青年一人々々の気持ちを代弁する歌だと、郁雨

は述べた。それは、あたかも砂が水を吸うように、歌にこめた啄木の思いの一つ々々が多くの若者

の心に「沁みて」いったということだと理解できる。 

 啄木の夢、啄木の苦悩と絶望は、啄木の時代の若者に共通するもので、しかも現代の若者にも通じ、

かつ、日本の伝統文化に深く根ざしていることも理解されよう。いつの時代にも通じる普遍性を持つ故

に、啄木は現代においても国民的詩人でありえるのではなかろうか。 

    大いなる水晶の玉を 

    ひとつ欲し 

    それにむかひて物を思はむ 

これは啄木の願いであり、またすべての人が求めるささやかな願いだと言える。 

 

４. 『一握の砂』というタイトル 

 これまで見てきたように、『一握の砂』をはじめ、啄木の作品世界には、「法華経」や道元の『典座

教訓』などとのキーワードの共通性や、それらの言葉が現す世界観に通じるものが見られる。だからと

いって、もちろん啄木は仏教の信奉者ではなかった。しかし、「意識しないものが文化である」とする

柄谷行人の説に従えば、啄木の文化のなかで、寺族として育ち、幼少時から身に染み付いた神仏混淆の

伝統仏教が占める比重は、作品上からも決して小さくないことは明らかだ。中学生となってからの啄木

は「和魂洋才」という思潮の中、西欧先端思潮の摂取に熱心だった。自身を「無神論者」と言い、無政

府主義に傾倒したことも間違いはない。だが、啄木にとっては「法華経も、キリスト教も、ワーズワー

スもニーチェもトルストイ」も、さらには「無政府主義」さえも「自家信仰の糧」に過ぎなかったの

ではなかったのか。そして、啄木が「一握の砂」という言葉に託して伝えたかったメッセージとは、ど

んな絶望の中にあっても、たった一粒のなみだを流す心さえ残っていれば、人は救われ、立ち上

がり、生きていけるということではなかったのか。そういうメッセージが込められていたからこそ、

啄木は「一握の砂」というタイトルにこだわり、繰り返し繰り返し使い続けたのではなかったのか。「子

供は天才」と考える啄木は、優れた教育者という面も持つ。 

 空を仰げば「天」、地に目を落とせば「白い砂」。白い砂は、日本では天と同じく聖なるものの象

徴とされてきた。絶望に空を仰ぎ、苦悩に打ちひしがれて顔を伏せなみだしても、志を持ち努力を

する限り私たちを見守っていてくれるものがある。私たちはいつだって、どこにいようと、見守

られている－－－－啄木が『一握の砂』に託したメッセージとは、そういうことではなかったのか。 

  大震災で苦しみを抱えながらがんばって生きている今こそ、多くの方に啄木に親しんでいただき、啄

木の歌に込められたこのメッセージを受け止めていただきたいと思います。 

                         （了）  文中、敬称は省略させていただきました。 


