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第 27 回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

 

加藤周一著『言葉と戦車を見すえて』（筑摩書房）より 

～『日本文化の雑種性』、『雑種的日本文化の課題』を中心に～ 

 

2010．７．24 報告：工藤 敬吉 

 

〔プロローグ〕 

 私が加藤周一に最初に魅せられたのは、1968 年、雑誌『世界』の 11 月号に掲載され、本書にも収

録されている『言葉と戦車』ではなかったかと思う。いうまでもなく、『言葉と戦車』は 1968 年８

月に起きたチェコスロヴァキアの“プラハの春”に対するソ連の軍事介入を批判した論文である。

「1968 年の夏、小雨に濡れたプラハの街頭に相対していたのは、圧倒的で無力な戦車と、無力で圧

倒的な言葉であった。」という印象的なフレーズは今でも記憶の底に残っている。 

 今回、『日本文化の雑種性』と『雑種的日本文化の課題』（のちに『雑種的日本文化の希望』に改

題）を取り上げたのは、近年、自分の関心がとみに文化とか芸術に向かっているからである。この

二つの論考を読むことで、日本文化についての新しい視野が拓けると考えたのと、加藤周一を読み

直すきっかけにしようと思ったのである。 

 

〔アプローチ〕 

『日本文化の雑種性』あるいは『雑種的日本文化の課題』といった文章を読み解くのは、必ずし

も易しいことではない。加藤の文体は明晰であり流麗とさえいえるだけに、読み流しても解ったよ

うな気になる。しかし、このように短い文章の中にさまざまな思考のエッセンスが詰まっている作

品はかえって手強いと思う。そこで、加藤を“内在的に”理解するために以下の二つを参考にした。 

 １、『羊の歌』『続 羊の歌』（いずれも岩波新書、加藤周一著作集第 14 巻。加藤の自伝的小説） 

 ２、『しかし それだけではない。～加藤周一 幽霊と語る～』 

   （晩年の加藤のモノローグと講演を映画化した作品。スタジオ・ジブリからＤＶＤ） 

 また、考察の中心を『日本文化の雑種性』および『雑種的日本文化の課題』とし、その他の加藤

の著作もこの二つの小論が発表された 1955 年までのものに限定した。私はこの二つの小論が加藤の

雑種文化論のプロトタイプ、つまり出発点と考えているので、後年の著作で展開された文化論から

逆照射するのではなく、成立までに力点をおくこととした。 

 

〔雑種文化論〕 

『日本文化の雑種性』の論理の組み立て自体はそれほど複雑ではない。 

第一、日本文化は雑種である。それも西洋文化との雑種であることを直視せよ。 

第二、日本文化を純粋化しようとする二つの運動は、必然的に失敗する。一つは国民主義（純粋日

本化）であり、一方は近代主義（純粋西洋化）である。この二つの運動は不毛な作用と反作用の連

鎖をとめどなく続けてきた。 

第三、従って、文化の雑種性に積極的な意味を見出すことが重要である。 
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１）日本文化は雑種である。 

 加藤周一は 1951 年から 55 年にかけてヨーロッパ（主にフランス）に滞在した。彼のいうところ

の「西洋見物」をしたのである。帰国したのは 55 年３月、『日本文化の雑種性の』が雑誌『世界』

に発表されたのが同年６月であるから、まさに“鉄は熱いうちに打て”といった感じで書きあげら

れた論考である。 

加藤は『日本文化の雑種性の』冒頭で「西洋見物の途中で日本文化のことを考え、日本人は西洋

のことを研究するよりも日本のことを研究し、その研究から仕事をすすめていった方が学問芸術の

上で生産的になるだろうと考えた」。「しかし西洋見物から日本へかえってきたときに私の考えは原

則の上でも少し変わった。綿密にいえば、原則は変わらなかったが、日本文化の問題という一般的

な面で西洋見文の途中で考えていたことと、かえってからかんがえたこととの間に、いくらか内容

のずれが生じた」と述べている。 

その“ずれ”は、どこから生じたのだろうか。加藤はもともと「日本人は日本人の立場にたたな

ければならぬという原則」をもって「西洋見物」にでかけ、その途中でも「日本の風土と古い歴史

とに根ざしたものの考え方や感受性、また風俗習慣芸術の全体に対し、自覚的にそれをとりあげよ

うとする心の動き」を抱いていたのである。そういう心の動きを加藤は「国民主義」と表現し、「英

仏両国に暮らしている間、英仏両国民の自国の文化に対する極端に国民主義的な態度によって、大

いに刺戟された」と述べている。ここでいう「国民主義」とは、英仏国民が「英語の文化も、フラ

ンス語の文化も、純粋種であり、英語またはフランス語以外の何ものからも影響されていない」と

考えていること、言い換えれば、英仏両国の文化が純粋に伝統的なものによって培われていること

を多くの英仏人が自覚していることを指している。加藤自身も滞欧中は「文化問題について国民主

義的でなければならぬ」という結論に傾いていた。 

ところが、フランスから帰国する途中で、加藤の認識に変化が生じた。加藤は 1955 年３月、マル

セーユから船で帰国の途についた。パリへ向かう時は飛行機であった。帰路に船を使ったことにあ

らかじめ何らかの意図があったかどうかは不明であるが、結果として、船の旅による時間的、地理

的、気候的、視覚的、言語的な移動は、重要な意味をもたらした。その船旅は「ヨーロッパ的なる

もの、その言葉や建築様式や風俗習慣の次第に遠ざかってゆく過程であり、別のもう一つの世界、

おそらく「アジア」という言葉でよぶ他ない自然的および文化的多様性が、次第に強く鮮やかにあ

らわれてくる過程でも」あったし、「６週間の航海は、「アジアの中の日本」をはっきりさせるため

には、十分であった」（『続 羊の歌』）。 

加藤における日本文化についての認識の“ずれ”は、「誇張していえば、日本へかえる船の甲板か

ら日本の岸をはじめてみたその瞬間にはっきりしたのである」。船旅の途中で見たインド、シンガポ

ール、マニラ、香港、釜山の街と、日本のそれは加藤にまったく異なる印象を与えた。例えば「シ

ンガポールの西洋式文物は西洋人のために万事マルセーユと同じ寸法でできているが、神戸では日

本人の寸法にあわせてある。西洋文明がそういう仕方でアジアに根をおろしているところは、おそ

らく日本以外にはないだろうと思われる」。そこから加藤は、日本文化の特徴は＜伝統的な日本＞と

＜西洋化された日本＞が深いところで絡んでいて、どちらも抜きがたいということ自体にあるので

はないか、「つまり英仏の文化を純粋種の文化の典型であるとすれば、日本の文化は雑種の文化の典

型ではないか」というインスピレーションを得たのである。 
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雑種文化の典型ということは、「根本が雑種だという意味で、枝葉の話ではない」。これが加藤の

日本文化雑種論の“根本”である。「西洋種の文化がいかに深く日本の根を養っているかという証拠

は、その西洋種をぬきとろうとする日本主義者が一人の例外もなく極端な精神主義者であることに

よくあらわれている」。 

 

２）日本文化を純粋化しようとする二つの運動は、必然的に失敗する。 

 日本文化の純粋化運動を図式的にわけると次の二つの型となる。 

 ①日本種の枝葉をおとして日本を西洋化したいという念願にもとづくもの。 

 ②西洋種の枝葉を除いて純粋に日本的なものを残したいという念願に基づくもの。 

 日本種の枝葉を切り落としても、反対に西洋種の枝葉を除いても、幹と根を養っている日本的要

素あるいは、雑種的要素を取り除くことはできない。やがてまた日本種の枝葉、あるいは西洋種の

枝葉が再生してくる。この作用と反作用の連鎖はとめどもなくつづき、今にいたってもやまないよ

うにみえる。「こういう悪循環をたち切るみちはおそらくひとつしかないだろうと思われる。純粋日

本化にしろ、純粋西洋化にしろ、およそ日本文化を純粋化しようとする念願そのものをすてること

である」と加藤はいう。 

 では、そもそもこのように相反する純粋化の念願ないし運動がなぜ起こるかといえば、日本と西

洋文化との接触が維新前後に外からの強制と内からの技術的必要に刺戟されておこったことに求め

られる。その場合の西洋文化とは主として技術文化であり、技術文化は当時の国民主義を強化する

道具として役立ったのである。「和魂洋才ということばは明治の文明開化の思想が富国強兵の理想と

いかに密接にむすびついていたかをよく示している」。しかし技術制度の輸入があるところまで進み、

輸入されたものが自発的に動きはじめると、たとえそれが受け入れる側の精神の変革を直接迫るも

の（例えばキリスト教）でなくても、生活感情や風俗習慣、あるいは道徳や美意識などが伝統的な

ものから離れてくる。そうなると「和魂」は意識的に守らなければならないものとなる。「日本文化

を純粋化しようとする運動の一つの型としての国民主義は、そのときはじめてあらわれるわけだ」。 

それは同時にもう一つの型、つまり輸入された技術制度の生みだした社会のなかで生きてゆくた

めに必要な思想を輸入する運動があらわれるときでもある。「洋才と和魂との矛盾が洋魂の理解を刺

戟し、するどく国民主義と対立しながら、日本の文化をひろく西洋化しようとする運動となってあ

らわれる」。そして、歴史主義あるいは歴史的なものの見方が導入されると、歴史の発展段階におい

て西洋は進んでいて、日本は後れているという意識が強まる。後れは取り戻さなければならない、

そのためには日本の中の封建制を清算して、国を純粋に近代化しなければならないという主張とな

ってあらわれる。 

加藤によれば、「国民主義」と「近代主義」がもっともはっきりした形で、大規模にあらわれたの

が、戦争中と敗戦後の占領期間、とくに占領の始めの時期である。戦争中は「国民精神総動員」が、

戦後は「日本の民主化」が、それぞれ異なった権力を背景として展開された。 

「戦争中の「国民精神総動員」つまり戦争を正当化するために天皇を祭りあげると同時に日本文

化を祭りあげるという仕事をひきうけたのは、主に京都の哲学者の一派と日本浪漫派の一派であっ

た」。しかし国学者流のみそぎだけでは、近代的な戦争イデオロギーとしては役に立たない。純粋日

本主義者にとっては不都合極まるものであったが、京都の哲学者たちは弁証法を重宝に使い、ゲオ
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ポリティーク（地政学）も便利に利用して、天皇制を「近代化」し、「大東亜共栄圏の理論」をこし

らえあげた。「いわゆる「超国家主義」そのものが舶来の道具で組みたてられる他はなかった」ので

ある。片や日本浪漫派は、一種の思想的美学的背景をもって天皇を日本文学の中でとりあげ、それ

まで社会性のなかった文学とは異なって、大衆とのつながりを恢復することができたのである。非

合理的な独特の日本語の修辞法によって。しかし戦争が終わると、日本浪漫派には読者を説得し、

反論に打ち克ち、自己の思想的立場を守るために必要な論理は全くなかった。伝統的な日本文学を

西洋文学の影響に対立させて、伝統を守ろうという考え方は、必然的に失敗するし、必然的に反動

的となる。 

一方、「戦後の日本の「民主化」の過程は戦時中の国民主義のうらがえしだとかんたんにいえるよ

うなものではない」というのが加藤の立場である。占領軍の権力は戦争直後の日本の支配階級に民

主主義を強制したのであって、大衆に強制したのではない。戦争中の権力は支配階級にその意志に

反する何かを強制したのではなく、大衆にその当然の権利を棄てることを強制したのである。戦争

中と戦後の権力の性質の違いはそこにある。戦後の民主主義は、大衆が眼を覚ますことを外から権

力が助けたといった方が事柄の本質を説明できる。「事実戦後の民主主義によって生じた精神上の変

化の一部は、おそらく容易に元へはもどらない性質をもっているように思われる」と加藤は述べる。 

しかし、ここでも振り子の揺れ方は極端であった。日本の知識人の一部は、日本の民主化即近代

市民社会の建設また同時にその意味での日本の西洋化ということになってしまった。「学者は一方で

西洋の近代的市民社会がいかに合理的な、人間性に適ったものであるかということを説明し、他方

では日本の「近代」がいかにゆがめられた「非典型的」なものであるか、いかに多くの日本の社会

には封建的あるいは前封建的、あるいは一般に前近代的なものがのこっているかということを分析

した」。それは「西洋をうたいすぎたし、日本を貶しすぎた」といえる。不都合なものはすべて「日

本的」であるなどという馬鹿げたことはないし、理想的な市民社会は地上のどこにもない。日本に

はないが、外国にはあるだろうと考えるのは、ヨーロッパの社会に対する思い違いを含んでいるの

である。 

 

３）文化の雑種性に積極的な意味を見出すことが重要である。 

 加藤は「日本の文化は根本から雑種である、という事実を直視して、それを踏まえることを避け、

観念的にそれを純粋化しようとする運動は、近代主義にせよ国家主義にせよいずれ枝葉のかり込み

作業以上のものではない。いずれにしてもその動機は純粋種に対する劣等感であり、およそ何事に

つけても劣等感から出発して本当の問題を捉えることはできないのである。ほんとうの問題は、文

化の雑種性そのものに積極的な意味をみとめ、それをそのまま生かしてゆくときにどういう可能性

があるかということであろう」と結論づけ、「しかし文化の雑種性に積極的な意味があるのか」と自

問し、「むろんあると私は思う」と自答している。 

 

 『日本文化の雑種性』はここで終わっているわけではない。加藤はこの後、文化圏の問題に言及

している。実はこの文化圏の問題は、『日本文化の雑種性』のなかで重要な意味をもっているという

のが私の考えである。これについては後に触れる。 

加藤は「英仏の文化は、純粋種であるといった。しかしもう一つのヨーロッパ文化の王国、ドイ
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ツ語の文化については触れなかった」として、ゲーテとラシーヌ、カントとルソーなどを対比した

うえで、「フランスと比較すればそれぞれの場合にドイツ側が雑種的であること、また雑種的とは必

ずしもわるい意味でないということがあきらかだろう」と述べた。「しかしドイツ語の文化は、西ヨ

ーロッパの文化である。雑種的であるとしてもそれはその枠の内側の話だ。枠をこえた場合に雑種

混合がどういう現象を呈するかは、たとえば 19 世紀のロシアの例にみられる」として、チェーホフ

を例にあげる。「チェーホフは雑種の文化の根をどこまでも深くたどった。そのいちばん深いところ

までゆけば人間的なものの普遍的な一面、もはや純粋種とか雑種とかいうことが問題にならない一

面があらわれる」。「しかし総じてロシアでのできごとは、キリスト教文化圏でのできごとである」。 

加藤はそのように英仏を中心としてドイツからロシアへと次第に対象を周辺へ広げて、最後に「キ

リスト教圏の外で、西欧の文化がそれと全く異質の文化に出会ったら、どういうことがおこるか。

それが日本文化の基本的な問題である。」と指摘し、「問題は現在日本にしかないし、また嘗て日本

以外のどこにあったというわけでもない。われわれがやってみる以外にどういう具体的なみとおし

もつかない問題である。しかしやってみる値うちは充分にある問題だろう。それがわれわれの今お

かれている文化的環境、つまり徹底的な雑種性の積極的な意味である」と再度強調している。 

 

次に『雑種的日本文化の課題』は 1955 年７月、雑誌『中央公論』に発表された。『日本文化の雑

種性』が６月であるから、この『課題』は『雑種性』の続編ないし補論という意味合いがある。 

ここで加藤は、戦後の民主主義、つまり「西洋の文化の基礎」となった「人間的自覚」が日本人

に定着したかどうかを問うている。戦後ＧＨＱが行った「思想・表現の自由」の保障、「婦人参政権」

の付与、「労働組合法」の公布、「農地改革」、「財閥解体」などの諸改革によって、人々の「ものの

考え方や感じ方の変化がおこって容易にもとへもどらぬものがあるだろう。」とし、「西洋の文化と

の関連からいえば、戦後の日本には、西洋の文化を単に技術的な面ばかりでなく、自己の精神を養

う糧としてとり入れることのできる条件ができたということになるだろう」と、評価している。で

は「自己の精神を養う糧」をさらに成熟させるためには何が求められるのか。それには「できあが

ったイデオロギーを輸入するのではなく、日本では日本のイデオロギーをくみあげていかなければ

ならない」のだが、「西洋のイデオロギーの人間的基礎に相当する動きが、当方にもまた熟している

ことがどうしても必要な条件である」。ここでも再び「条件」が出てくる。『雑種的日本文化の課題』

は、一言でいえば、「人間の条件論」である。 

西洋のイデオロギーの人間的基礎に相当するものとして加藤があげているのは、キリスト教に基

づくヒューマニズムとマルクス主義である。 

まず、ヒューマニズム。「人間の自由・平等の自覚と社会的な人間解放の過程を併せて広くヒュー

マニズムということばでよぶとすれば、嘗ては西洋のキリスト教世界に起こったヒューマニズムが

アジアの非キリスト教世界に起こるとき、どういう形をとって、どこまで発展するか」、また言葉を

かえていえば「西洋では個人主義、殊に内面的な倫理観の伝統に支えられて成立したヒューマニズ

ムが、そのような伝統の強くないところでは、どういう形をとるか」を見届ける必要があると加藤

はいう。ヒューマニズムの人間的動機は西洋でも日本でも質的に違ったものではないから、双方の

理解と交渉が成り立つが、イデオロギーとして結晶させるためには、それぞれの文化の歴史の内面

的論理に従い、かつ歴史の束縛を受けながら発展する。ヨーロッパでのヒューマニズムの行き詰ま
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りに言及しながらも、ヨーロッパ型ヒューマニズムの受け売りでない日本独自のヒューマニズム形

成への期待がここに表出されている。 

次に、マルクス主義。「西洋伝来のイデオロギーを日本の大衆の道具に使おうとしたのは、主とし

てマルクス主義者か、その同情者であった。マルクス主義だけが、日本の土に根をおろした」とい

うのが、この時点における加藤の認識である。もっとも、次のような留保を付けてのうえである。「第

一、マルクス主義は、他の輸入イデオロギーと異なり日本の大衆自身の具体的な問題とふれあった

ために、ある意味で日本の土に根をおろした。しかし第二に、外国ですでにできあがった型が、そ

のまま輸入されたために、日本の特殊性に応じたイデオロギーの日本型を生むに至っていない」。 

では、（キリスト教に基づくヒューマニズムあるいはマルクス主義のような）「社会的な人間解放

のイデオロギーが日本の現実から生みだされてゆく」ための「人間の条件」が日本に果たして存在

するのか。 

これについての加藤の見透しは必ずしも楽観的ではない。それを説明するのに芸術論から入って

いるのは唐突な印象を受けるが、それはさておき、芸術や文学における「装飾主義と写実主義とい

う言葉でよぶ二つの傾向は、実は同じ淵源から出た一つのものであろう。それは一種の感覚主義、

感覚的・日常的・経験的世界がそのまま現実であり、唯一の存在であって、その世界を超えたどう

いう種類の存在もみとめないという世界観の、二つの側面であろう」し、「神々は絶対的な善でも、

完全な存在でも、無限でもなく、そういうものとして人間の相対性、不完性、有限性に超越してい

たわけでは」なく、「人間に内在的な原理や価値もまた、感覚的なもの、経験的なものを超越する絶

対的な原理や価値とはならなかった」。それは「みたままの世界の他にどういう世界も信じなかった

以上、当然すぎるほど当然の結果であろう」という。 

では、どうするか。加藤は「日常生活を超えた独立の価値の世界をみとめるためには、おそらく

超越的な世界観に養われた意識の構造が必要な前提なのである。そこで西洋文化の問題が出てくる」

と主張する。いわば振り出しに戻るのである。「もし今、日本の芸術家（というより日本人）にとっ

て、西洋の精神的風土と接触することに意味があるとすれば、西洋の、少なくとも西ヨーロッパ大

陸での、プラトニックな意識の構造との接触という点にしかない。日常的感覚的な世界の背後に実

在をみるという意識の構造が、感覚的経験をこえた真理の普遍性を信じることをゆるし、同時に日

常的経験をこえた感覚的世界の独立を信じることをゆるす。――理屈としては、必ずしも複雑な理

屈ではない。しかし問題は理屈を納得することではなく、体験によって理屈の内容を感得すること

である」。結局のところ問題は「どういう形になるかはやってみなければわからないが、さし当たっ

てそういう実験をやってみることができるのは、われわれだけだといえるだろう」。そして「なすべ

き仕事に自覚をもつことは、たとえ小さな希望でも希望をもつことであろう。」「西洋文化の創造的

な面との接触は、われわれにとって今はじまったばかりだといえそうである。（あるいは、まだはじ

まっていない将来の話だということになろう）（中略）しかし、われわれが一度ふみだしたみちをひ

きかえすことができないとすれば、西洋文化のなかにわれわれにとっての積極的な意味を見つけて

ゆかなければならない」。 

「この世的世界観」の日本文化と「超越的世界観」の西洋文化が接触したときに、どのような“化

学反応”を起こして新しい雑種が生まれるのか、いや“化学反応”を起こしうるのか、についての

解答も展望も示されていない。加藤は二つの論考で、日本人への問題提起をしたのである。 
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〔雑種文化論を育んだ感性〕 

 『日本文化の雑種性』と『雑種的日本文化の課題』は、発表当時おおむね好意的に迎えられたよ

うであるが、中には戦後知識人の「日本回帰」であり、“和魂洋才”を逆転させたプラグマティック

な方法だという批判もあった（服部達）。また後にはフランス文学者の海老坂武のように、これを加

藤における「大転回」と呼んだ人もいる。 

 私も『日本文化の雑種性』を読み始めたときに、冒頭の部分に違和感というか、意外な感じをも

った。“進歩的知識人”の一人とみなされていた加藤が、何故その時期に「日本のことを研究した方

が生産的」だと考えていたのか不思議であった。そこで一つの方法として、加藤の生い立ちから青

年期までを辿ってみることとしたのである。 

加藤周一は 1919 年９月、現在の東京都文京区に生まれた。『羊の歌』によれば、加藤の父は埼玉

の豪農の息子で医師であった。実証主義者で無神論者、酒もたばこもやらず極めて謹厳な人柄であ

ったようだ。母は軍人の娘で、カトリック教徒であった。病弱で孤独な少年であったようだ。加藤

は旧制中学時代から夏休みは妹と一緒に信濃追分で過ごすのが習慣であったから、良家の子弟であ

ったことは間違いない。 

加藤の本格的な読書体験は、父親の書斎に入り浸って読んだ『万葉集』から始まる。それは加藤

に「言葉による表現の世界を啓示してくれた」という。そして「（旧制中学校の）その退屈、その耐

え難さ、私自身に対するやり切れなさの由来と意味を、解きあかさぬまでも、それとの関連におい

て私に語りかけてきた最初の文藝家は、芥川龍之介である」。「それまで神聖とされていた価値のす

べてが、眼のまえで、芥川の一撃のもとに忽ち崩れおちた」。「私は同じ社会現象に、新聞や中学校

や世間の全体がほどこしていた解釈とは、全く反対の解釈をほどこすことができるという可能性に、

眼をみはり、よろこびのあまりほとんど手の舞い足の踏むところを知らなかった」。ついには『芥川

全集』10 巻を買って、ほとんど暗記するほど読みふけったという。 

旧制第一高校時代の加藤は、三日に一冊の本を読むことを自分に課し、実行しただけでなく、歌

舞伎座や築地小劇場、能楽堂にも足繁く通い、西洋の音楽、絵画、彫刻、建築にも魅かれていく。

洋の東西を問わぬ博覧強記の持ち主、加藤周一の原型がこうしてでき上ろうとしていた。しかし、

加藤の青春は戦争とともにあった。当時の加藤は大和魂、淳風美俗、家族国家、皇紀 2600 年といっ

た「「日本的なもの」にうんざりし、「西洋的なもの」を理想化するようになった。その頃の私は西

洋をみたこともなかったから、西洋を理想化するのは容易であった」。そして、加藤は東京帝国大学

医学部に入学した。 

1941 年 12 月８日を加藤は本郷で迎えている。「ある晴れた日に、（中略）学生の一人が、本郷通り

で手に入れた新聞の号外を読み上げた。すると私たちの間には、一種のざわめきが波のように拡が

った。（中略）私たちは、そのとき太平洋戦争という事実と、向き合っていた」。開戦のその夜、加

藤は母親の制止を振り切って、新橋演舞場に出かけた。文楽の引越興行であった。中止と思ってい

たら入口は開いていた。『羊の歌』に印象的な描写がある。「平土間を見下ろすと、四、五人の男が、

離れ離れに坐っているだけで、芝居の始まりそうな気配はない。（中略）そのときである、義太夫の

語り手と三味線の男あらわれて、席に着いたのは。「相勤めまする太夫は・・・」という名乗り、あ

のさわやかな拍子木の音が、客のいない劇場にのなかに鳴り響いた。そして幕があき、人形が動き

出した。（中略）もはやそこには、いくさも、燈火管制も、内閣情報局も、なかった。その代わりに、
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何ものをもってしても揺り動かし難い強固な一つの世界、女の恋の歎きを、あらゆる微妙な陰影を

映しながら、一つの様式にまで昇華させた一つの世界、三味線と古靱太夫の声の呼吸に一分の隙も

ない表現の世界があった」。ここに加藤の文学的感性が鮮やかに言語化されている。 

「いくさの最後の年、1945 年の春に、本郷の大学の内科教室は、信州上田の結核療養所に「疎開」

した。」「８月 15 日の正午に、（中略）集まった一同は、かたずをのんで、あの聞きとりにくい「玉

音放送」を聞いた。（中略）「これはどういうことですか」と事務長が、院長の方を向いていった。「戦

争が終わったということだ」と院長は短く答えた。（中略）しかし涙を流した者はひとりもいなかっ

た。（中略）今や私の世界は明るく光にみちていた。夏の雲も、白樺の葉も、山も、町も、すべてが

よろこびにあふれ、希望に輝いていた。私はそのときが来るのをながい間のぞんでいた。しかしま

さかそのときが来ようとは信じていなかった。（中略）私は歌い出したかった。」 

大学で血液学を専攻していた加藤は、日米合同医療調査団の一員として原爆投下後二カ月の広島

で調査に従事したが、今回のテーマとは直接の係わりがないので触れないこととする。戦後しばら

くの間は、加藤に渡欧しようという考えは現れていない。それは突然やってくる。時期ははっきり

しないが、おそらく 1949 年頃ではないかと思われる。「ある秋の日の午後、ある禅寺の庭で不思議

なことが私におこった。その庭の結構は格別のものではなく、東山の斜面を巧まぬ借景として、そ

のしつらえた枯山水の、小さなものにすぎなかった。しかしその庭の姿は、刻々と変化してやむこ

とがなかった。（中略）そのとき、ほとんど突然に、これ以上私にとって身近な世界はありえないだ

ろうということを、不思議な確実さで感じたのである。それは、その世界に対する私の理解の確か

さでもあり、私がその世界に属しているということの確かさでもあるはずだった。（中略）私は西洋

を見物したために、日本の藝術の有難さを知ったのではない。ある秋の日の午後、東山の斜面に映

えるに西陽をみ、枯山水の白砂に落ちる雨をみたから、やがて西洋見物の望みを抱くようになった

のである」。「西洋の文化と遠い日本の文化とは、私にとってどうちがうのか。その問いに答えずに、

そのまま先へ行くのはごまかしになるだろう、と私はそのとき感じた」。それは少年時の『万葉集』

体験に次ぐ、加藤にとっての第二の啓示であったのかも知れない。 

 

〔雑種文化論の論点〕 

１）雑種文化論は、加藤における「日本回帰」か 

 上述したように、二つの雑種文化論が発表された際、知識人の「日本回帰」という批判がなされ

た。しかし、その出自から「西洋見物」に出かける直前までの精神の軌跡を辿ってみると、加藤は

もっとも感受性の強い年頃から日本の文化や芸術に対して深く傾倒していたことが解る。では、何

故「日本回帰」という批判を呼んだのであろうか。それは敗戦直後の加藤の言説の激しさによる。

以下の三つの引用はいずれも 1946 年の論考からである。 

『天皇制を論ず』－「私は結論する。天皇制はやめなければならない。しかも出来るだけ速やか

にやめなければならない、と。私は封建主義の暗澹たる黄昏に人民の理性と平和との来るべき朝に

向かって叫ぶ、武器よ、天皇制よ、人民の一切の敵よ、さらば！と。」 

『新しき星菫派に就いて』－「詩と哲学との孤独な祝祭！星の運命と菫の愛！何という上品な、

優雅な、繊細な営みで、それはあることであろう！或る詩人は「夕方私は発熱する」という句をテ

ーマとする自由詩をつくった。勿論微熱であって、微熱をテーマとする詩をつくる程、新しき星菫
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派の詩人は繊細微妙な感覚を備えているのである。（中略）熱は宜しく微熱でなければならない。芸

術は微熱の少女の頬の如く薔薇色でなければならず、思想は解熱剤で癒る微熱の如く安全なもので

なければならない。」 

『我々も亦、我々のマンドリンを持っている』－「日本には、独特の論理も、宗教も、法律も、

経済も、なかったし、今でもないと云う明白な事実は、普く普及させて、信州の山の中にまで、徹

底させなければならない。シナ乃至ヨーロッパの文化圏の中に包含される地方的文化が、日本の文

化であって、陸軍が世界一流であると云う宣伝が誤りであった如く、『万葉』や『源氏』が世界一流

の文藝作品であると云う迷信も、誤りである。」 

後年の加藤からは想像もできないような、過激で、挑発的で、絶叫調で、認識に明らかな誤りも

散見されるこのような主張を展開する裏には、何があったのか。第一は、『天皇制を論ず』の中に出

てくる「日本的とは封建的と云うことに他ならず」という確信的心情、つまりは最終的に天皇制の

解体を含む政治体制変革への志向にあった。第二は、加藤自身の内面に切迫していた焦りであった。

それは西洋、特にフランスの文化・文学・思想に対する理解の「後れ」の自覚であった。 

 敗戦後加藤は、上述の論考からも容易に想像できるように、戦争中軍国主義に奉仕しながら、戦

後は何事もなかったかのように平和と民主主義を口にする文学者・小説家・詩人を激しく批判した

（『1946－文學的考察－』など）。これに対して、例えば竹内好から「西洋文化に対する「絶対他力」

としてもっとも徹底した秀才的態度であり、西洋に対する「ドレイ根性」の産物」という、これま

た手厳しい批判が寄せられた。加藤は書斎の文人ではなく、終世、社会や政治に対する関心を持ち

続けた知識人である。だから、敗戦しばらくの間は“世直し”への想いが強烈に前面に出ていた。

敗戦後の占領下で果たして本当に革命的な状況がありえたかどうかについては、論者によって見解

が分かれるので直接言及はしない。しかし、東西冷戦の激化と 1947 年のマッカーサーによる「２．

１ゼネ・スト」中止指令以降、そうした政治変革への機運がしぼんでいったのは事実であろう。 

私は、竹内からの批判や社会状況の変化を受けて、渡欧前に一度、加藤において“視座の移動”

があったのではないかと考える。一例をあげれば、1950 年の『日本の庭』がある。「京都にある古い

庭のいくつかは、おそらく、日本人のつくりだしたあらゆる芸術のなかで、もっとも大規模であり、

複雑であり、完璧であり、要するにもっとも美しいものであろう」として、西芳寺（苔寺）、修学院

離宮、龍安寺、桂離宮の庭の美を讃嘆している。また「（京都の庭のいくつかには）日本的なものの

なかで、もっとも日本的なものがある。しかし、もっとも日本的なものこそは、もっとも普遍的な

ものであろう」という。このような文章に出会うと、戦後『万葉』も『源氏』も否定するような尖

鋭な主張を繰り返してきた加藤に（のみ）注目してきた人は、驚愕したかもしれない。 

さらに遡れば、既にその予兆は 1947 年の『金槐集に就いて』から垣間見られる。金槐和歌集は、

藤原定家の弟子で、鎌倉三代将軍の源実朝が編んだ家集である。「無能の将軍が、力強い歌人であっ

たのは矛盾ではない。行動を放棄する過程が、詩的認識の過程に他ならず、外的現実を相対化する

過程が、内的現実を抜き差しならぬ所で成熟させる過程に他ならないと云う、現実に対して精神が

とり得る一つの究極的な態度の裡に、実朝と云う歌人の本質がある」。日本固有の和歌に普遍的な“詩

的認識”を読み取ろうとする意図が窺える。 

私の指摘したいことは、以下の点に尽きる。一方には人形浄瑠璃や夢幻能に隔絶した世界を観て

いた加藤がいる。と同時に、ヨーロッパについての該博な知識を持った加藤がいる。つまり、戦後
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の一時期、政治体制の変革に期待を寄せていた（視座が左に振れていた）加藤が、「西洋見物」を経

て、本来の立ち位置に戻ったのである。ただ、敗戦後の熱に浮かれたような主張は、冷静な認識を

追究する知識人・加藤にしては、時流に流されたという批判は免れないだろう。視座の揺れの間に

どのような懊悩あるいは心理的プロセスがあったかはわからない。戦争と敗戦というドラスティッ

クな歴史の転換に立ちあった者でなければ、それこそ肌で感じ取ることはできないであろう。また

それが歴史的制約性（Ｋ.マンハイムのいう「存在被拘束性」）でもあるのだが。 

 

２）キリスト教文化圏の問題 

 ①、上述のように加藤は英仏の文化を純粋種と呼び、ドイツ、ロシアの文化は雑種としながらも、

つまるところキリスト教文化圏内でのこととしている。それはいいとして『日本文化の雑種性』で

も『雑種的日本文化の課題』でも、アメリカ文化への言及がほとんどないのは大いに問題であると

考える。 

 1955 年といえば戦後 10 年、すでに新憲法も施行され、朝鮮戦争や対日講和条約（いわゆる片面講

和）を経て、政治、文化、思想だけでなく生活様式や大衆娯楽にいたるまで、アメリカの影響が強

く現れていたはずである。豊かなアメリカ、アメリカン・ウェイ・オブ・ライフへの庶民大衆の憧

れは、映画などをつうじて膨れ上がっていたに違いない。旧安保条約によって軍事同盟も結ばれて

いた。たとえその間、ヨーロッパに滞在していたとしても、その辺りへの目配りを加藤が怠るとは

思えない。いうまでもなく、アメリカはキリスト教文化圏にある。アメリカにおいてキリスト教は

宗教としてだけではなく、政治勢力としても強大な影響力を保持している。アメリカ抜きで日本の

戦後は語れない。しかもアメリカ文化には、同じキリスト教文化といっても、ヨーロッパ文化とは

似て非なる面がある。そのアメリカ文化との雑種という視点を無視して、ヨーロッパ文化との雑種

を説いても説得力に欠けるのではないか。これは決して現代から遡及していっているのではない。 

 ②、日本人がキリスト教文化を理解すること、あるいは日本人であることとキリスト教徒である

こと（またはキリスト教徒になること）は、それに関心のある人々にとって常に極めて重大で、場

合によっては深刻な問題であったし、あり続けている。 

一例を引こう。一冊だけ 1955 年以降の作品を取り上げることになるのだが。加藤は 1977 年、Ｍ.

ライシュ、Ｒ.Ｊ.リフトンと共著で『日本人の死生観』（岩波新書上・下）を上梓している。この本

は、乃木希典、森鴎外、中江兆民、河上肇、正宗白鳥、三島由紀夫の６人を取り上げて、その死生

観を分析したものである。その中の作家・正宗白鳥に関するくだり。白鳥は 1954 年の随想『欲望は

死より強し』の中で「私は臨終の折に、「南無阿弥陀仏」を口ずさむか、或いは、「エスキリスト」

を呟くか、いづれであらうかと空想してゐるが、それは私の身に潜んでゐる日本的伝統がつよいか、

私個人として志してゐた外来の宗教がつよいかがそこに実現されるのである」と書いている。その

「白鳥は死のまぎわにキリスト教に帰依して、生涯にわたったキリスト教とのたたかいに終止符を

うった。（中略）白鳥のキリスト教との関係を全体的にみると、実際には両面価値的（アンビヴァレ

ント）な感情が存在していたことがわかる。死の恐怖は彼を宗教に向かわせたが、懐疑的な偶像破

壊主義が宗教と彼の間に距離を置かせた」。「白鳥の一生は、超越的宗教の苛烈な教え――白鳥は自

分はそれに耐えられないといっている――と、人間の条件をまともに見すえる悲観的な態度がぶつ

かり合う、一種の戦場だった」。 
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白鳥の執筆担当はライシュであったようだが、加藤は補足的に「おぼえがき」を記している。「彼

岸の信仰体系としての仏教は、日本人の此岸的な心性を変えはしなかった。反対に、日本人は仏教

を日本化する過程の一半として、仏教を此岸的にした。白鳥はキリスト教を日本化してはじめてそ

れを受けいれたのである」。「死における白鳥の甘えの感情は、現代の日本人の大多数が共有してい

るものだということに注意すべきである。彼はみずから願ったとおり、その生においても死におい

てもひとしく、現代日本の鏡であった」。 

  

３）「西洋見物」～または旅行者の感慨～ 

 加藤が「西洋見物」に出かける１年前には、東大助教授だった８歳年長の森有正がフランスに渡

っていた。『羊の歌』では「その頃（東京帝大時代）の森さんは、本郷のＹＭＣＡの一室に、積みあ

げた本と煙草の吸殻と埃と、洗濯を将来するはずの下着や靴下などの間に、埋もれて暮らしていた。

パスカルをフランス語で、カルヴァンをラテン語で読み、バッハのオルガン曲を弾いて・・・」と

紹介されている。 

  私は、加藤が自らのヨーロッパ滞在を「西洋見物」と表現することに自嘲めいた臭いを感じる。

フランスに留まった森に対して、幾分引け目を感じていたのではないだろうか。『羊の歌』の中で、

加藤は「はじめてパリの街をみたときに、私は大都会というものはどこでも大同小異であると思い、

一年の後東京へ戻るつもりでいた。しばらくして、その国の文化に一種の奥行を感じ、いくらかで

もその深さを測るためには、一年程度の滞在は準備期間にしかすぎないだろう、と考えるようにな

った。しかし滞在の二年に及ぶ頃から、相手の奥行がとめどもなく深く、そのなかへ入っていくと、

深淵に吸いこまれてゆくように、遂に出口がなくなるのではないか、という気がしはじめた。その

考えには、目眩というか、ほとんど戦慄に近い感じが伴った」。また、南フランスの街をへとへとに

なって歩き回りながら「私は自分が育ってきた世界とは反対の極にあるもう一つの感覚的世界との

対決に、しずかに精魂をすりへらしていたのである」と書く。 

当然、言葉の問題もあった。フランス滞在が長期化するのにつれて、「私はいくらかフランス語で

考えはじめたばかりであった。しかしもしその道を行くとすれば、前途は遠いだろうと感じ、また

深入りすればするほど、日本語による考えから遠ざからざるをえないだろうということを感じた。

それにはよほどの決意が必要である」。 

「欧州を去りたいという望みはなかった。しかし日本で暮らしたいという望みは強かった。それ

は、感傷的な望郷の念とは、少しも関係のないことである。帰るべきや、帰らざるべきや。もし帰

るべきであるとすれば、それは近い将来でなければならぬと私はくり返し考えていたのである」。そ

して、加藤は帰国した。加藤は加藤の中において精神の旅行者であった。 

 自由人、と私の眼に映じる加藤にして、この悲愴感である。哲学者の森にとっては、さらに重い

課題だったようである。加藤は帰国したが、森は帰らなかった（実際は、最晩年に永住帰国を決意

したが、実現する前にパリで客死した）。先の海老坂武によれば「（パリ滞在の延長は）歩く道のり

の遠さとそれに伴う孤独、成熟の時間の緩慢さへの苛立ち、あるいは、「唯一の道」として選んだそ

の道が本当の道であろうか、という森氏に固有の倫理的不安」に苛まれたという。加藤や森よりは

るか前にイギリスへ留学した漱石が、神経衰弱に陥ったことを思い起こさずにはいられない。凡人

には窺い知れない日本の知識人の苦悩であろうか。 
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 加藤に即して考えてみると、西洋文化がこのようにマナジリを決して“対決”しなくてはならな

い対象であるとすれば、西洋文化との係わりでどうすれば『日本文化の雑種性』を発展させること

ができるのか、そのような目論見はとても不可能に思えてくる。加藤は日本文化の根幹に西洋文化

が深く入りこんでいるというが、それは論理とか概念とかの組み立て、つまり表層であって、結局

「西洋の精神」という深層は日本文化に浸透することはないし、日本人が「西洋の精神」を理解す

ることも不可能だということを意味するのではないのか。 

 

４）外来文化の受容 

日本における外来文化の受容については、さまざま位相を異にする論がある。以下は、一部、矢

野昌邦の『加藤周一の思想・序説』（かもがわ出版）に依っている。 

 和辻哲郎は「日本文化の重層性」を説き、「日本文化の一つの特徴は、さまざまな契機が層位的に

重なっているということ」にあり、衣食住のさまざまな様式においても、層位を異にするものが並

在していて、それらは対立しつつ、その対立において統一せられている」と述べているという。こ

れだけ読んでは文化の統一とはどのような意味か、どのように統一されているのか、皆目解らない。

矢野もそれについての説明は見当たらない、としている。まるで“絶対矛盾の自己同一”のような

説である。 

 青木保は「日本には、外来の文化要素は日本システムのなかでごた混ぜにしてしまい、外来の文

化要素とくに元の形とは関係なく用いて同化し、外来性を意識しなくなる傾向がある」として、日

本文化を「混成文化」として考察した。 

 一方、山本新は、９世紀半ば以降には、日本文明は中国文明から独立した様相を呈するとみてい

る。このことは、日本文化にある種の一貫性や独自性を認定することにもつながってくる。 

そして、丸山眞男は『日本の思想』で、「異なったものを思想的に接合することを合理化するロジ

ックとしてしばしば流通したのは、周知のように何々即何々、あるいは何々一如という仏教哲学の

俗流化した適用であった」。としたうえで、「あらゆる哲学・宗教・学問を――相互に原理的に矛盾

するものまで――「無限抱擁」してこれを精神的経歴のなかに「平和共存」させる思想の「寛容」

の伝統にとって唯一の異質なものは、まさにそうした精神的雑居性の原理的否認を要請し、世界経

験の論理的および価値的な整序を内面的に強制する思想であった」として、キリスト教とマルクス

主義をあげている。また「私達の伝統的宗教がいずれも、新たな時代に流入したイデオロギーに思

想的に対決し、その対決を通じて伝統を自覚的に再生させるような役割を果たしえず、そのために

新思想はつぎつぎに無秩序に堆積され、近代日本人の精神的雑居性がいよいよ甚だしくなった」。こ

れを“無媒介に”文化論に結びつけるのは拡大解釈ではあるが、この際、丸山は“日本文化雑居論”

であるとしておく。その丸山は、加藤の『日本文化の雑種性』について、「傾聴すべき意見であり、

大方の主旨は賛成であるが、こと思想に関しては若干の補いを要するようである。第一に、雑居性

を悪い意味で「積極的」に肯定した東西融合論あるいは弁証法的統一論の「伝統」もあり、それは

もう沢山だということ、第二に、私がこの文でしばしば精神的雑居という表現を用いたように、問

題はむしろ異質的な思想が本当に「交」わらずにただ空間的に同時存在している点である。多様な

思想が内面的に交わるならばそこから文字通り雑種という新しい個性が生まれることも期待できる

が、ただ、いちゃついたり喧嘩しているのでは、せいぜい前述した不毛な論争（注：マルクス主義
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をめぐる論争）が繰り返されるだけだろう」と論評している。 

私には、この丸山の“日本文化雑居論”の方が「雑種論」より説得力があるように思えるのだが、

その根拠を説明するのは、現在の私の能力を超える作業である。後日を期したい、それがあれば。 

 

〔『日本文化の雑種性』と『雑種的日本文化の課題』を読み終えて〕 

加藤周一をまともに取り上げた論文は、実ははなはだ少ない。私の手元にあるのは、先にあげた

海老坂武の『戦後思想の模索』（みすず書房）と矢野昌邦の『加藤周一の思想・序説』だけである。

矢野によれば、丸山眞男はかつて「「加藤周一論を本格的にやれる人は現代の日本ではまず殆どいな

いのではないか」と書きつけていた」（『加藤周一の思想・序説』の「あとがき」、出典不明）という。 

何故、加藤周一論を展開するのは難しいのか。私は、丸山眞男と加藤周一を比較してみることに

よって、少しはその原因が解るのではないかと思う。 

私自身のバイアスを自覚したうえでいえば、丸山眞男と加藤周一は戦後日本を代表する最大で最

良の知性であった。丸山は1915年生まれだから加藤より４歳年長であるが、思想の近似性もあって、

生涯互いに評価し合う間柄であった。しかし、丸山と加藤の知性の質は大いに異なる。丸山は自分

の守備範囲を狭く設定し、その分野を錐を揉むように深く追究するタイプであった。勿論その前提

として「専門家とは、自分の扱う分野の事柄については全て知っていて、関連する分野については、

浅くてもいいから、広く知識を持っている者」と規定していた。（余談ながら高畠通敏も「専門家と

は何かについて全てを知り、全てについて何かを知る者」といっていたように記憶する。丸山の受

け売りであったかどうかは知らない）。これに対して加藤は“非専門化の専門家”を目指していた。

だから守備範囲は驚くほど広い。いってみれば、加藤は日本においては類を見ない「百科全書派」

であった。このため加藤を研究しようとする者は、どこから手をつけていいのか途方に暮れるに違

いない。上にあげた二書もほとんど「雑種文化論」に特化した研究である。 

 

だからというわけではないのだが、私も加藤再読の出発点として『日本文化の雑種性』と『雑種

的日本文化の課題』を読んだ。そして、加藤はこの二つの論考で解答も展望も示していないとも述

べた。解答や展望を求めるのは、ないものねだりである。繰り返しになるが、加藤は『雑種的日本

文化の課題』の終わりで、「一般に西洋文化の創造的な面との接触は、われわれにとって今はじまっ

たばかりといえそうである。（あるいは、まだはじまっていない将来の話だということだろう）（中

略）しかし、われわれが一度ふみだしたみちをひきかえすことができないとすれば、西洋文化のな

かにわれわれにとっての積極的な意味を見つけてゆかなければならない」といっているのだから。

（これも余談として。私は、丸山眞男の「私自身の選択についていうならば、大日本帝国の「実在」

よりも戦後民主主義の「虚妄」の方に賭ける」という有名な“啖呵”を連想した）。 

 一つだけ手掛かりはある。加藤は『日本文化の雑種性』の末尾で「われわれは同じような困難な

実験をあれほどみごとな成果をもってなしとげたどこの外国人でもないわれわれ自身の遠い祖先を

想い出すことができる。彼らは仏教がきたときに、すすんでそれをうけ入れ、しかし遂にそれを日

本仏教にして終った。本地垂迹はつまらぬものである。しかし日本仏教はつまらぬものではない」

と述べている。ポイントは「日本仏教にして終った」にある。つまり、本来彼岸的宗教であった原

始仏教を此岸的日本仏教に変容させたということに他ならない。 
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 それでは、加藤が普遍的人間の基礎となるイデオロギーとしてあげた、キリスト教に基づくヒュ

ーマニズムとマルクス主義は、そのような日本的変容をなしうる対象であろうか。マルクス主義も

キリスト教の長い伝統があって初めて成り立つ哲学であるから、無謀を承知で、「キリスト教に培わ

れた文化」と一くくりにして考えてみよう。仏教は６世紀において異教であったが、日本の土着宗

教のように多神教であった。儒教は普遍性を有しているが、天には人格神的要素は少ない。キリス

ト教は普遍性を有する人格神を唯一神とする宗教である。加藤も『日本文化の雑種性』で「（国民主

義的）反作用が常に余りにも大きすぎたから、キリスト教の影響はかぎられた小範囲にとどまった

とさえいえる。（中略）（日本のキリスト教化の機会は、おそらく 19 世紀末の東京においてではなく、

16 世紀後半の九州においてすでに失われていた）」と述べている。仏教にしろ儒教にしろ国家神道に

しろ、それらを“国教化”したのは朝廷ないし徳川幕府ないし明治政府（公式見解は神道は宗教で

はないというものであったが）という世俗権力であったことも忘れてはならない。卑弥呼の時代は

いざ知らず、日本の宗教は形式的には常に世俗権力の下位に置かれていたといっていい。宗教権力

（ローマ教会）と世俗権力が熾烈な戦いを繰り広げたヨーロッパ世界とは異なるのである。そうし

たキリスト教をバックボーンとする文化、すなわち「超越的な世界観に養われた意識の構造」を理

解し、感得し、日本的に変容させて新たな雑種文化を生み出すのはほとんど至難の業である。 

 しかし、私は結論を急ぎすぎたようである。加藤のいうように、実験は始まったばかりである。

二つの論考が書かれてから、たった55年しか経っていない。われわれは試行錯誤の途中なのである。 

 

〔エピローグ〕 

 加藤周一は、2008 年 12 月５日、多臓器不全のため死去した。享年 89。「しかし それだけではな

い～加藤周一 幽霊と語る～」は、最晩年の夏まで加藤のモノローグと講演を撮影し続けた記録で

ある。「幽霊」とはいかなる意味か。それは既に亡くなった人のことである。何故亡くなった人と語

るのかといえば、「幽霊は歳をとらないし、意見を変えないから。変わらない立場から変わる世の中

を批判するのでないと、本当の批判にならない。彼らとは友達、とても友好的、しょっちゅうしゃ

べっている」と加藤はいう。幽霊として登場する人たちは多彩であるが、加藤が特に想いを寄せて

いるのは、源実朝である。実朝には未来はない。常に暗殺を恐れる実朝の心の中には嵐が吹きすさ

んでいた。だから実朝は平安の宮廷人が歌わなかった「海」を詠んだ。それも鎌倉の荒れた海を。 

大海の 磯も とどろに寄する波 

われてくだけて 裂けて 散るかも 

実朝の心情は、戦争によっていつ死ぬかも知れない加藤たち当時の青年のそれと重なるものであ

ったに違いない。加藤の親友であった中西哲吉は、戦争末期の 1945 年、学徒動員で南方に送られる

途中の輸送船がアメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けて戦死した。加藤にとって自分ではなくて、何

故、中西が死ななくてはならなかったかは、不条理であり、サバイバル・コンプレックス（生き残

りコンプレックス）となった。 

加藤がもっとも尊敬していたフランス文学の渡辺一夫は、戦争中フランス語で日記を付けていた

が、1945 年８月 15 日の日記には「これから母国語で日記がかける。何と喜ばしいことではないか」

と記した。きわめて少数のこうした人々が敗戦時に開放感を感じたのだ、と加藤は語っている。今

また戦争の二文字が現実味を帯びる時代が来ることを予感しながら、加藤は逝ったのである――。      


