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はじめに 

前回【詩歌の旅人 (上)】に続き詩歌の森をゆっくりと、そして好奇心と感性を豊かにして、

リズミカルに探訪することにしよう。 

今回は日本のよく知られた詩歌を外国語(英語)に翻訳(外国人による)した作品も取り上げ

た(文化の輸出)。そこにはまた新たな発見もある。異文化交流・新たなジャンルの創造・限

界などにも遭遇するが、それはグローバル化の進む現代社会の文芸・芸術活動には不可欠な

流れでもある。 

｢冬の旅｣ではドイツ語の詩に英語・日本語訳を対比させてみた。言語文化の多様化した欧州

に代表される文化圏ではレコート、CD などのジャケットで歌詞が多くの他言語へ翻訳され

るのが一般的だ。又詩歌の神髄に限りなく近づくため楽曲、詩吟などが重要な役割を果たす。

ここで取り上げた｢冬の旅｣は作曲家が詩を厳選、秀でた歌手・ピアニストがそれを情感豊か

に奏でる一大総合芸術作品に仕上がっている。これもまた詩歌を堪能する優れた術であろ

う。 

今回も前回同様詩撰に当たっては、筆者の個人的志向・体験・遭遇を基に行った。時代背景

なども参考に詩歌・詩人たちの情感豊かな無限の言語文化の世界を楽しむ一助になれば幸

いである。 

 

対訳アメリカ詩人 ウォルト・ホイットマン(1819-92)詩集 

出典：《対訳ホイットマン詩集木島始編；岩波文庫 2007 年》から抜粋・引用・編集 
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コメント 

・全詩集｢草の葉｣は、1855 年の初版から 92 年の臨終版までその生涯にわたって改訂が繰

り返され集大成されていったが、ここで使用されたテキストは、木島氏が｢あとがき｣で述

べているように｢Walt Whitman: Leaves of Grass edited by Sculley Bradley and Harold W. 

Blodgett(W.W.Norton 1973)である。 

【1】”Leaves of Grass”全一冊の冒頭に Inscriptions という題のもとに 1871 年版から集

められ、臨終版では 24 篇となっている最初の作品で、巻頭に置かれた 8 行(木島氏編詩

集の引用)。 

【2】Inscriptions の 1 篇、1860 年版初出。 

・その膨大な詩から更にここで 33 篇が編集され、その中から任意に 11 を選択した。 

・初版の巻頭詩｢ぼく自身の歌｣が最も広く知られているので、手持ちの Walt Whitman 

Leaves of Grass, Specimen Days, Democratic Vistas and selected essays and prefaces by 

Floyd Stovall First American Century Series Edition  Hill and Wang,Inc.1961 からその

一部を紹介する。 
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・略歴：1819 年 5 月 31 日ニューヨーク州ロングアイランド生まれ、詩人、随筆家、ジャー

ナリスト、ヒューマニスト、教師、公務員(内務省インデアン問題担当局)、南北戦争に志

願看護師として参加。 

 ｢自由詩の父｣とも呼ばれ、米国文学に大きな影響を与えた超越主義から写実主義への過

渡期を代表する人。 

・筆者は米国留学時にペンシルバニア大学の大きな図書館で初めてこの本に出会い、米国社

会への理解を深める一助として関心を持った詩集だ。今回 55 年ぶりに読み直し、改めて

複雑な気持ちで米国社会を考察している。きっかけは拙文｢武者小路実篤の素描―明治・

大正・昭和の追憶｣を書く中で白樺派の人々が関心を持ち、実篤自身も詩集｢詩の花びら｣

(拙文＜詩歌の旅人 (上)＞)で取り上げていること。更に個人的に関心の深い夏目漱石が、

初めて｢草の葉｣を日本に紹介したことなどによる。 

時代背景 

1808 年：奴隷貿易禁止 

1809-17 年：ジエームス・マティソン第 4 代アメリカ合衆国大統領(民主共和党)、憲法の父。 

1812 年：アメリカ、イギリスに宣戦布告。アメリカ軍カナダ遠征に失敗。 

1817-25 年：ジェームス・モンロー第 5 代アメリカ合衆国大統領(民主共和党)、中南米諸国

独立。 
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1819 年：ウオルト・ホイットマン生誕 

1823 年：モンロー教書  

1825-29 年：ジョン・クインシー・アダムズ 第 6 代アメリカ大統領、外交官出身、父親は

第 2 代米国大統領(アメリカ革命初期の立役者の一人、海軍創設、独立宣言採択に貢献な

ど連邦党)。所属政党は連邦党、民主共和党、国民共和党など、モンロー主義確立に貢献、

民主共和党最後の大統領。父親と同様、大統領任期は 1 期のみ。人気、支援者団体を欠い

た。1828 年；アダムズ派・ジャクソン派の分立。 

1829-37 年：アンドリュー・ジャクソン第 7 代アメリカ大統領(民主党) 

1933 年：アメリカ奴隷廃止教会設立。 

1836 年：正貨流通令、テキサス独立戦争。 

1837 年：アメリカ初の恐慌、アメリカ産業革命、カナダに反乱。 

    アメリカ船モリソン号、漂民を伴い浦賀へ 

1837-41 年：ヴァン・ビューレン第 8 代アメリカ大統領(民主党) 

1841 年：ウイリアム・ヘンリー・ハリソン第 9 代米国大統領(ホイッグ党、在任 1 カ月で死

去)。カナダ憲法 

1841-49 年：ジョン・タイラー第 10 代米国大統領(ホイッグ党、副大統領からの昇格) 

1842 年：ウエブスター・アシュバートン条約；カナダとの国境確定。 

    ホイットマン、禁酒運動小説 Franklin Evans 発表。 

1845-49 年：ジェームス・ポーク第 11 代アメリカ大統領(民主党) 

1845 年：テキサス併合 

1846 年：オレゴン条約(カナダとオレゴン州分割)、アメリカ、カリフォルニア占領。 

    アメリカ使節ビッドル通商を乞い浦賀に、許されず。 

1846-48 年：アメリカ・メキシコ戦争 

1847 年：アメリカ、メキシコ占領 

1848 年：アメリカ船蝦夷に漂着 

1849-50 年：ザカリー・テイラー第 12 代アメリカ大統領(ホイッグ党)、1850 年；逃亡奴隷

取締法。 

1850-53 年：ミラード・フィルモア第 13 代アメリカ大統領(昇格、ホイッグ党) 

1853 年：アメリカ使節ペリー浦賀に 

1853-57 年：フランクリン・ピアース第 14 代アメリカ大統領(民主党) 

1854 年：共和党結成(奴隷制廃止論)。カンザス・ネブラスカ法成立(カンザス準州・ネブラ

スカ準州を創設、新しい土地を開放、1820 年のミズリー妥協を撤廃、準州の開拓者が領

域内で奴隷制を認めるか否かを自分たちで決める)。 

 法案に反対して、結党した共和党は奴隷制拡大阻止を目指し、北部に支配的勢力を伸ばし

台頭した。 

 安政和親条約：米・英・ロ 
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1855 年：ホイットマン｢草の葉｣自費出版。 

1856-60 年：メキシコ内戦 

1856 年：アメリカ総領事ハリス、下田に常駐。 

1857 年：幕府・ハリス、下田条約(藩書調所開設) 

1857-61 年：ジェームス・ブカナン第 15 代米国大統領(民主党) 

      1857 年経済恐慌が西洋諸国に伝搬 

      1858 年：幕府、欧米 5 カ国と通商条約 

      1860 年、リンカーン、大統領に当選、反対派の南部諸州離脱。ブカナン南北

武力衝突回避に尽力。 

1861-65 年：アブラハム・リンカーン第 16 代アメリカ大統領(共和党)、南北戦争。 

1861-67 年：メキシコ事件；1864-67 年；メキシコ帝政 

1861 年；南部の大統領デーヴィス 

1862 年；自営農民法 

1863 年；リンカーンの黒人奴隷解放宣言、リンカーンのゲッチスバーグ演説。 

1864 年：グラント、北軍総司令官。 音楽家ホォスター死去(1826-) 

1865 年：憲法修正第 13 条(奴隷解放)、南軍リー降伏、リンカーン暗殺 

1865-69 年：アンドリュー・ジョンソン、第 17 代大統領(民主党、昇任)。 

1866 年：黒人に対する市民権条例 

1867 年：アラスカ買収(720 万ドル)、カナダ自治領(総督マンク)、メキシコ共和制復帰 

1868 年：議会の大統領弾劾(憲法修正第 14 条) 

    明治維新 

1869 年：大陸横断鉄道完成 

1869-77 年：ユリシーズ・Ｓ・グラント第 18 代米国大統領(共和党) 

1870 年：南部諸州の連邦復帰完了 

1871 年：ホイットマン｢民主主義展望｣ 

1873 年：金融恐慌→NYSE 一時閉鎖 

1875 年：市民権法制定、アメリカ労働党結成 

1876 年：大平原のスー族蜂起(インデアン戦争、～77) 

1877-81 年：ラザフォード・ヘーズ第 19 代米国大統領(共和党) 

1881.3 年：ガーフィールド第 20 代米国大統領(共和党)、狙撃、死亡 

1881.9-85 年：チェスター・アーサー第 21 代米国大統領(共和党、昇任) 

 1882 年：10 年間中国人移民禁止 

1882-86 年：アパッチ族の反乱 

1885-89 年：グローヴァ・クリーブランド第 22 代米国大統領(民主党) 

1887 年：州際通商法 

1889-93 年：ベンジャミン・ハリソン第 23 代米国大統領(共和党) 
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1889 年：第 1 回パン・アメリカ会議(ワシントン) 

1892 年：人民党結成、各地で労働争議頻発。ホイットマン死去、漱石による日本での紹介。 

 

フランツ・シューベルト歌曲集｢冬の旅｣(詩ヴィルヘルム・ミュラー) 

出典：独・英・日対訳 

・独・英詩：ドイツ・グラマフォン シューベルト歌曲集(レコード・案内書) 

      ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン)、 

      ジェラルド・ムーア(ピアノ) 

・和訳：同上(CD・案内書から石井不二雄氏訳)、ディートリヒ・フィッシャー・ディース

カウ(バリトン)、 

     ジェラルド・ムーア(ピアノ) 

  



11 

 

 

 

 



12 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 



15 

 

コメント： 

・フランツ・ペーター・シューベルト(1797-1828)；オーストリア生まれのロマン派作曲家。

歌曲の王と呼ばれ、各分野で名曲を残した。特にドイツ歌曲の功績で評価が高い。 

 ここではスペースの関係で冬の旅の前半を掲載した。 

 スマイル会では詩人と作曲家(歌い手・ピアニストを含めて)の相関関係を深く理解するた

め、詩の朗読に加え歌曲を CD で鑑賞することにした。 

・ヨハン・ルードビッヒ・ヴィルヘルム・ミュラー(1794-1827)；ドイツの詩人、ベルリン

大学で多くの詩人と交流、学者、出版社の編集長、宮廷顧問官、旅を好んだ。 

 1820 年｢美しき水車小屋の娘｣、1824 年｢冬の旅｣の連作詩を詩集として上梓。これらの詩

集を読んで関係したシューベルトが、同名の連作歌曲集を作曲したことで、ミュラーは一

躍有名になったが、二人には直接の接触はなかったと言われている。 

・｢冬の旅｣；主人公は、恋に破れて孤独の旅に出る失意の青年であるが、それ以上の具体的

な状況は全く語らず曖昧なままで、この青年の身分職業さえ定かでない。しかしこのこと

はまた、この｢冬の旅が｣限定された個人のさすらいを越えて、孤独と絶望を感じるあらゆ

る人の漂泊でありうることを示すものであり、普遍的な共感と慰藉を与え得る保障をな

しているのである(この項は上記 CG 添付紹介書中の石井不二雄氏の引用)。 

・原語に対し英・日訳語を対比したのは、詩に対する理解を他文化・言語からも見直すこと、

新たなジャンルへの挑戦の始まりを期待するものである。 

時代背景： 

プロシャ 

1740-1786 年：フリードリヒ 2 世 

       ドイツ学芸の全盛時代 

1781 年：カント(1727-1804)の｢純粋理性批判｣ 

1785 年：ドイツ諸侯連盟結成 

1786-97 年：フリードリヒ・ウイルヘルム 2 世 

1787 年：オランダに武力干渉 

1788 年：カント｢実践理性批判｣ 

1790 年：＊カント｢判断力批判｣(三批判完成)観念論、ポーランドと同盟 

1791 年：オーストリア・プロシア両君主のビルニッツ宣言、 

音楽家モーツアルト(1756～)の死 

1793 年：プロシア・ロシアの第二次ポーランド分割 

1795 年：オーストリア・プロシア・ロシアの第三次ポーランド分割 

1797-1840 年：フリードリヒ・ウイルヘルム 3 世 

1801 年：ゲーテ｢ファウスト｣第一部(～8 年) 

1805-08 年：ブレンターノ(姉)とアルニム(妹)の民謡集｢少年の魔笛｣ 

1805 年：第 3 回欧州同盟、プロシア、オーストリアと和議 
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1806 年：神聖ローマ帝国消滅、プロシア・ロシア同盟、ナポレオンのベルリン布告(大陸封

鎖令)、チルジットの和約(プロシアの屈辱、領土半減) 

1807 年：陸相シャルンホルストの軍政改革(徴兵義務) 

1808 年：フィヒテ｢ドイツ国民に告ぐ｣演説 

1809 年：ナポレオン、オーストリアに侵攻、チロル愛国者ホーファーの奮起(ドイツ国民の

反仏運動の先駆者、1810 年にナポレオンにより射殺。 

1811 年：ゲーテ自伝｢詩と真実｣(1811-33) 

1812 年：ナポレオン、ロシア遠征と敗走 

1813 年：プロシア、対フランス宣戦(諸国民の自由解放戦争起こる) 

1814 年：ナポレオン退位、 

     ＊1814－15 年：ウイーン列国会議→ 

1815 年：ドイツ連邦結成。 

＊関連した記事が日経・春秋(2018.7.27)に掲載されたので参考までに下記に紹介する； 
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英語で読む宮沢賢治詩集 

出典：｢英語で読む宮沢賢治詩集；宮沢賢治・ロジャー・パルバース訳、ちくま文庫、1997｣ 
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コメント・他 

宮沢賢治(1896-1933)：岩手県花巻市生まれ、県立盛岡高等農林卒。詩・童話・短編小説(法

華経信仰・農民生活に基づく→理想主義→イーハトーブ<賢治の造語；理想郷＞)を書く。
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農学校教師、地質調査、農業相談等(稲作、肥料)。火野新平らの尽力で没後評価されるに

至った。 

 ＊歌稿の工程；出典｢湯けむり歌めぐり 池内紀 集英社新書 2000｣から抜粋・引用 

  鉛筆で書きつけた歌に、赤インクや青インク、あるいはブルーブラックのインクで手を

入れた。毛筆や墨を使った場合もある。 

  インクのあとを追っていくと、まず歌ができて、それが文語詩に改作されていった過程

がよくわかる。 

  二十代のときの一例； 

  ｢しゃが咲きて霧雨ふりて旅人はこうもりがさの柄をかなしめり｣ 

  これに赤のインクで手を入れた。いちど改められたものが、さらに直されたりして、最後に

は四行の詩になった。 

  ｢かすかなる霧雨ふりて 岡にはしゃがの花咲きて ぼろ服のその旅人は こうもりの柄を

かなしめれ｣  

 ＊賢治の作曲家としての側面：出所(2018.7.17 日経作曲家中村節也)からの引用・要旨 

  今回たまたまこの貴重なレポートを拝読したので参考に供する。 

  ・自ら作詞・作曲した楽曲；8 作品、賢治が詩を書いた楽曲は 20 数作。 

  ・賢治作｢イギリス海岸の歌｣；実にユニークだ。花巻市郊外の猿ヶ石川と北上川の合流地点

付近を賢治がそう呼んだことに由来する。リズムや旋律は民謡を影響を感じさせ・・・。 

  ・賢治は楽譜は読めなかった、常識にとらわれない音感の良さが伺える。｢牧歌｣という曲に

は法華経の題目が転用されている。太鼓を叩きながら題目を唱えて歩く｢撃鼓唱題｣だ。こ

れは賢治が法華経の信仰者だったことに由来する。 

  ・賢治の文学作品には｢オノマトベ(擬声語)｣がよく登場するが、｢剣舞の歌｣という曲には太

鼓を暗記するときに口ずさむ｢ダーダーダスコ｣といったオノマトベがちりばめられてい

る。 

  ・中村さんは賢治が関わった曲の楽譜を｢イーハトーヴ歌曲集｣として編集し、彼が作詞・作

曲した 8 作品を新たに編曲した。 

ロジャー・パルバース：Roger Pulvers 

 1944 年、ニューヨーク生まれ、U.C.L.A.・ハーバード大・同大学院卒後、べトナム戦に

反撥、米国を離れワルシャワ大・パリ大留学、67 年初来日。京都産大でロシア語・ポー

ランド語講師、72 年オーストラリア国立大(キャンベラ)で、日本語・日本文学を講義。

1976 年オーストラリア国籍取得。井上ひさしの作品に魅了され彼をオーストラリア国立

大の客員教授に招致すべく、その作品の英訳も行う。82 年｢戦場のメリークリスマス｣で

大島渚監督の助監督。2008 年第 18 回宮沢賢治賞受賞、2013 年｢雨ニモマケズ｣の翻訳で

第 19 回野間文芸翻訳賞受賞。 

 東京工大名誉教授(2013 年まで世界文明センター長) 

・ここでは限られた作品のまたその一部しか紹介できなかった。更に機会を見てこの訳者の
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文芸・翻訳活動と合わせ、この書物の｢訳者ノート｣を参考活用していただきたい。 

・今回この作品を取り挙げた背景の一つは米国留学時の親友(佐々木肇氏、アメリカ文学・

文化史)が東北大定年後、岩手県立大(盛岡)に奉職していた折、仲間と訪ね、賢治記念館

をはじめに賢治の世界も見せて戴いたことにある。 

・先に文化(文芸作品等)の輸出入の話をしたが、今回初めて輸出(日本の文芸作品の外国語

訳)を取り挙げた。言語文化の輸出・入は多くの場合、新しいジャンルの作品を生む。そ

の際、最適と思われるプロセスは、現状では翻訳者が翻訳される言語を母国語とし、日本

文化・社会に造詣が深く更にその分野を専門とする人物が必要であり、多くの日本の協力

者を求めることになろう。 

・対訳本はいろいろな点で、大変刺激的でもあり、詩作時や双方の作品・表現・文化の比較

面でも参考になり、面白い。  

室草人：平泉逍遥・君は白鳥 

 合わせ追憶を迫るのが一関在の先輩飯塚啓氏(ペンネーム室草人、東亜同文書院 46 期生)

の作品群と音楽仲間達が作成したこの CD だ。石井さんは友人のテノール歌手、トラン

ペットも友人。 

 どのようにしてこのような詩情豊かな、琴線に触れる作詞・作曲が生まれてくるのか、賢

治を育んだこの地の DNA が今日も営々と流れているのだろう。いつ聴いても日本文化を

彷彿させる卓抜な文芸作品だ。 
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斎藤茂吉歌集 

A 出典：茂吉秀歌 塚本邦雄 講談社学術文庫 1994 

○茂吉秀歌『つゆじも』から『石泉』まで百首 
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注記：維也納＝ウイーン 
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○茂吉秀歌 『白桃』から『のぼり路』まで百首 

  

コメント・他 

斎藤茂吉(1882-1953、M15-S28)：守谷家の三男として生まれ、斎藤家の養子になる 

 歌人(アララギ派の中心)、随筆家、精神科医、文化勲章・文化功労者。 

 1908 年子規派の雑誌｢馬酔木｣廃刊で、代わって創刊された｢アララギ｣に短歌を発表、同

人の中村憲吉、土屋文明と親交。1909 年鴎外の観潮楼歌会に初めて参加、与謝野鉄幹、

北原白秋、石川啄木、上田敏、佐々木信綱らの歌人を知る。1922-24 ウイーン大学、後に

ミュンヘン大学留学、医学博士号取得(1921/T10 年 10 月出国、帰国 1925/T14 年 1 月)。 

 1924 年 7 月、現地に妻輝子を迎え、共に欧州各地を旅行、美術作品を鑑賞、詳細な描写

を手帳に記した。この間また実に多くの短歌を残した。 

 長男は精神医科で随筆家の斎藤茂太、次男は精神医科・随筆家・小説家の北杜夫。 

当時のドイツ事情： 

 拙文｢詩歌の旅人 (上)｣の｢ドイツ詩人 エーリヒ・ケストナー人生処方詩集｣参照。 

 特に茂吉の留学時は悪性インフレ時代で、日本からの留学生は為替の恩恵を最大限享受

出来た。 

私的関心： 

 筆者は 1969 年から 76 年まで家族と共に西独の金融都市フランクフルトに滞在した。こ

の間機会を捉え茂吉の歌集を耽読、歌の詠まれた現地(特にドナウ源流域・ウイーン)を逍

遥した。もっとも地理的恩恵からライン、マイン、ネッカー、モーゼル川とその流域への

旅が遥かに多かった。 

 後年歌人の岡井隆が NHK でドナウ源流を旅する番組を放映し、印象深く視聴した。この
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中で茂吉の歌も紹介されていた。 

 茂吉は滞欧中非常に多くの歌を詠んだが、ここでは専らドイツ・オーストリア編を取り挙

げた。その中には武者小路実篤が触れなかったヒットラーやナチス時代を詠んだ歌もあ

り大変興味深い。 

 日本料理・食材を現地の食材で間に合わせる件などは身につまされる。 

B 出典｢茂吉入門；歌人茂吉人間茂吉｣ 秋葉四郎 飯塚書店 2016 

 ｢まえがき： 

戦争に関する作品はすべて全集の拾遺作品として収められているが、ここでは第一次世

界大戦後の 1921 年からオーストリア・ドイツに留学した折の作品、太平洋戦争中、並び

に戦争懺悔歌から私撰した｣。 

 武者小路実篤(拙文｢武者小路実篤の素描―明治・大正・昭和の追憶｣ スマイル会 2018)

が、欧米旅行記で第一次世界大戦後のドイツの事情に触れることが少なかったので、ここ

で茂吉の作品を通して探訪を試みた。 

 なおここに出て来る最大の激戦地の一つヴェルダン(ベルダン)については、漱石の高弟辻

村鑑が英語教師として在籍、作詞した旧制浪速高等学校寮歌”浪速の友”にも詠われている。 

 この間の事情について異色の経済学者森嶋通夫が、その著｢血にコクリコの花咲けば｣で

詳しく紹介している。 

 筆者は拙文(｢雑感 第一次世界大戦｣スマイル会 2014)で、茂吉の作品を通して大戦を

俯瞰した。 
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金子みすゞ名詩集 

出典：｢金子みすゞ名詩集、彩図社文芸部編纂 2017｣から任意・抜粋・引用 
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金子みすゞ(1903-1930)： 

童謡詩人、私生活では大変薄幸であった。一人娘を残し 26 歳で自殺短い生涯を閉じた。 

その間 500 余編の詩を残した。金子みすゞの詩は長らく忘れられていたが、詩人の矢崎節 

夫らの努力で遺稿集が発掘され、1984 年に出版され有名になった。 

コメント 

・私的体験から；筆者は 1945 年 10 月、2 か月ほど待たされた後、朝鮮半島から着の身着の

まま母親に連れられ、満席の引揚者と共に釜山から興安丸にやっとの思いで乗り込み、山

口県の仙崎港に引き揚げてきた。検疫・入国検査を行うため 3 日間沖合に停泊を余儀な

くされた。仙崎は私にはそうしたことから忘れ得ない土地であり、地名だ。 

 しかし当時少年(11 歳)にはそこが金子みすゞの故郷であったことなど知る由もなかった。

ただ船上から見る仙崎港や家並、山々が美しく大変印象的だったことだけは覚えていた。 

 それから 50 余年を経て定年退職を迎えたのを機に、妻を誘い西国の旅に出た。山口県に

はいろいろな縁がある。最初の訪問地は下関。ここは 1940 年に当時満州東北部に赴任し

ていた父親に合流するため、母と共に下関から関釜連絡船で釜山に行き、そこから特急列

車で朝鮮半島西側を北上、鴨緑江を越え、東寧に向かう長旅の本州の出発地だった。 

 翌日仙崎を訪ねた。丁度引揚事業を記念する市の催しが終了した後だったが、まだその雰

囲気は漂っていた。引揚時には、仙崎駅から汽車に乗ったが、その駅舎も懐かしい趣を漂

わせ、当時の写真も展示されており、幸いいろいろな資料も入手できた。 

 この時には既に金子みすゞは全国的に知名度が上がり、亡き母と年齢が近かったことも

あって以後この詩人への関心が高まった次第である。 
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漢詩三首：出典｢漢詩名句辞典 鎌田正・米山寅太郎 大修館書店 昭和 58 年｣ 
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コメント 

○杜甫(712-770、詩聖)：盛唐の詩人。李白と親交、生涯逆境 

・幼少の頃から詩文の才あり、律詩の表現を大成させた。李白(詩仙)と並び中国文学史上最

高の詩人。ジャンルは違うが、日本では松尾芭蕉が傾倒していたことでも知られる。 

・前掲｢漢詩名句辞典｣の(征戦と乱世)の項に関連する記述があるので下記に引用する； 

  

・今回｢好雨 時節を知り・・・｣を撰んだのは、今年(2018 年)の気象が余りにも過酷で、

世界の気象史上類を見ない大自然の恐怖と人的・物的被害を齎したことから、本来の自然

の優しさ、美しい人間との関わりを渇望したためだ。 
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○崔顥(？-754)：盛唐の詩人、進士。才気がありながら、人物は軽薄であったと言われる。 

 代表作｢黄鶴楼｣は唐代七言律詩の最高峰と評価され、後に李白が黄鶴楼に登った時、楼壁

に書かれたこの詩を読み、｢これ以上の詩は作れない｣と言ったと伝わる。 

時代背景； 

618-907 年：唐 

684 年：高宗死、皇后武氏政権掌握 

690-705 年：則天武后、国号を周と称す 

693 年：武后自ら金輪聖神皇帝と称す 

705 年：中宋(705-10)を立て、国号を唐に復す、則天武后死す。 

710 年：皇后韋氏、中宋を殺す。李隆基、韋后を殺し、父睿宗(えいそう、710-12)を立つ。 

712-56 年：玄宗(李隆基)・・・玄宗の開元の治 

716 年：インドの無畏三蔵、長安に来る。 

722 年：傭兵を以て、長安の守備に任ず(傭兵制の開始) 

   ＊宮廷工芸の盛行；唐三彩・白磁 

   ＊唐詩全盛；孟浩然、王之渙、王維、王昌齢、李白、杜甫、高適、岑参、元結 

738 年：石壁山玄中寺、鉄仏成る。 

742 年：安禄山、平慮節度使となる。 

   ＊仏教隆盛；密教：善無畏(637-735).金剛智(669-741).不空(705-774).一行(683-727) 

         天台宗：荊渓湛然(711-82) 

744 年：詩人李白、杜甫と親交を結ぶ 

745 年：玄宗、楊太真を貴妃とす、安禄山契丹を討つ。 

751 年：王之渙、王昌齢、高適らの吟遊 

754 年：鑑真(がんじん)、日本に渡り帰化→東大寺に初めて戒壇を設け→聖武上皇らの帰依

を受け→唐招提寺創建→戒律の根本道場に→大僧都(だいそうず)・大和上に。 

755-63 年：安禄山・史思明の乱 

756 年：安禄山、燕皇帝と称す。玄宗西南に走る。楊国忠・楊貴妃(719～)殺さる。 

    太子亨即位(肅宋 756-62) 

757 年：安慶緒、父碌山(？～)を殺す。 

759 年：史思明、安慶緒を殺し、燕王と称す。 

761 年：史朝義、史思明(？～)を殺す。 

762-79 年：代宋 

763 年：李懐仙、史朝義を殺し、乱漸く収まる。 

763-65 年：吐藩入寇し、長安を陥れる。 

763 年：郭子儀、吐藩を撃退。 

765 年：蜀地乱れる。 

768 年：吐藩、霊武に侵寇 
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770 年：阿倍仲麻呂、唐にて死去。 

773 年：魏博節度使田承嗣、相となることを乞う。 

775 年：田承嗣の乱 

＊均田制の崩壊進む。 

779-805 年：徳宗 

補足：＊内憂外患のこの時代に、更に画家、随筆家、書家などが百花繚乱の如く咲き乱れた。 

＊漢文；世界に稀な日本語化した漢(外国)語・文。中国語に返り点、送りかなをつけ、日本

語文語文に翻訳しながら読む訓読法の発展、固定化。語彙の多様化など。 
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