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折口信夫の｢朝鮮人｣表象
―― 朝鮮人になって了ひたい様な気がします

永井真平
✉shimpei7@hotmail.com

The purpose of this paper is to consider the possibility and 

problems of “Korean” representation of Shinobu Orikuchi (1887-1953), 

who was a poet and a folklorist. The method to do so is to verify 

the representation of “Korean” in his poem “Sunakeburi” (1924). This 

poem is based on the experiences of the author during the Great 

Kanto Earthquake and depicts Koreans massacred by Japanese. In 

this poem he said, “I feel like wanting to be a Korean.” 

This poem which expresses things that cannot be expressed by 

traditional methods of Tanka was later classified as a non-Tanka

by the author. The name non-Tanka means continuity and 

discontinuity with Tanka . He describes Koreans as being 

discriminated against and feared by others as continuity with 

Tanka, and expresses the fear of the Japanese who kill Koreans by 

discontinuity. As a result, he preserved discrimination against 

Koreans in poetry, but he was able to face the criminal acts of the 

Japanese. The euphemistic expression that “I feel like wanting to be 

a Korean,” is because he realized that he was a part of the crime. 

He could not speak out and say “I would like to be a Korean.”

His representation of Koreans had the problem of preserving 

discrimination, but there was the possibility of scooping up the 

victim’s voice without forgetting his position as a perpetrator.

Keywords Orikuchi Shinobu(折口信夫), Sunakeburi(砂けぶり), Great Kanto

Earthquake(関東大震災), Korean representation(朝鮮人表象), 

Non-Tanka (非短歌) 
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1 はじめに

民俗学者であり、釈迢空という号を持つ歌人でもある折口信夫には｢砂けぶり｣とい

う作品がある。これは、1924年(大正13)の6月と8月に短歌雑誌�日光�の1巻3 ․ 5号に掲載

された、自身の関東大震災体験を素材にした四行詩であり、後に非短歌という折口独自

の分類がなされるものである
1
。本論では、この｢砂けぶり｣を主な対象として、折口信

夫による｢朝鮮人｣の表象を検討する。折口は1923年9月1日には直接には被災せず、9月3

日以降、崩壊した東京を歩き自宅に戻っている。その途上に折口は、｢震災後｣に噴出し

た朝鮮人虐殺という他者に対する圧倒的暴力を目の当たりにし、｢砂けぶり｣の中で｢朝

鮮人になって了ひたい様な気がします｣と詠う。その殺戮されたものへの同一化願望に

は単純な憐憫からはみ出すものがある。｢朝鮮人｣表象から読み解けるそれが折口の営為

の中でどのように意味づけられるのかを問うこと、またそれを通じて、暴力に晒され

た己ではない誰かを語ろうとする折口の｢朝鮮人｣表象の可能性と問題を考えるのが本論

の目的である。

2 ｢砂けぶり｣への評価と批判

まずは｢砂けぶり｣が従来どのように読まれてきたかを確認する。｢砂けぶり｣にはま

とまった先行研究はないが、適宜言及されているものを見ていく。｢砂けぶり｣はなに

より、関東大震災における朝鮮人虐殺を折口が直視したものとして高く評価されてき

た。例えば�折口信夫事典�増補版で、｢評伝｣の項目の執筆者である長谷川政春は以下の

ように｢砂けぶり｣を評している。

大正十二年九月一日の関東大震災の時に見せた朝鮮人虐殺事件にまつわる日本人

の心の内奥にひそむおそろしさ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ を、詩｢砂けぶり｣(大13 ․ 6、8)で告発した。二回目

の沖縄採訪の旅からの帰途、九月二日朝に神戸港で大震災の噂を聞き、その夜、最初

の救護船山城丸に乗って、三日夜、横浜港外に着く。四日正午に上陸し、歩いて夜、

清水町の家に帰った。その途中、自警団の者たちに取り囲まれ脅かされる。

激しい現実とそこで引き起こされた感情の高ぶりが定型を破って自由詩(折口は｢非

短歌｣と呼んだ)へ赴かせたのである
2
。

1 全集などでは初出のそれぞれを｢砂けぶり｣と｢砂けぶり二｣というように二つの作品として扱っている

が、後述する初出からの書き換えには両者間の連の入れ替えなどがあり、なによりもそこに描かれた｢朝

鮮人｣の表象は連絡のあるものであるため、本論では一つの作品が分載されたものとして扱い、連を示す

際は通し番号を用いる。また、基本的に本論では｢砂けぶり｣を引用する際には現行版ではなく下記の初出

によった。

折口信夫｢砂けぶり｣(�日光�1巻3号, 1924), pp.48-49.

折口信夫｢砂けぶり｣(�日光�1巻5号, 1924), pp.80-81.

2 長谷川政春｢評伝｣(西村亨編�折口信夫事典�増補版, 東京：大修館書店, 1998). p.741.
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この記述は｢評伝｣の中でも｢アラヒトガミ事件その他｣という小見出しが付された一

節に配されている。アラヒトガミ事件とは、久米正雄が満州国皇帝を｢アラヒトガミ｣と

呼んだことが1943年に文学報国会の理事会で不敬ではないかと問題視され、最終的に折

口が古典籍には天皇以外をアラヒトガミと呼ぶ場合もあることを述べ、事態が収束した

とされる一件である。この事件はしばしば折口の戦時中の抵抗として称揚されているも

のである。また、同じ箇所では農村恐慌を詠んだ｢水牢｣や｢貧窮問答｣などの作品や二 ․

二六事件に対する折口の反応などにも言及されており、｢砂けぶり｣がこれらと同列に並

べられているということは、｢告発｣とあることからも窺われるように、折口の社会批

評として｢砂けぶり｣を評価しているのである。

こうした方向性の評価は他にも村井紀による柳田國男との対比で次のものがある。

中でも注目されるのは[折口の叙事詩群のこと。引用者注]関東大震災(大正十二

年)で、｢難民｣たる｢朝鮮人｣を虐殺した私たちの醜悪ぶりを叙した｢砂けぶり｣であ

り、コメ(稲作文化)に｢日本人｣を見いだした柳田國男の仮説｢海上の道｣を逆なでする

ような叙事詩｢月しろの旗｣(�古代感愛集�)である。

これらの叙事詩が重要なのは、大正期の文学が見なかった問題を見たことにあ

る。また柳田の｢日本民俗学｣が、彼が日韓併合に農政官僚として深く関与した事実を

ひたすら隠蔽し、代わりにアイデンティティを｢南島｣(コメ)に夢想することで成立

していたのに対し、そこで排除され、抑圧された｢朝鮮｣を折口がその核心部で、つ

まり｢帰順民｣(｢難民｣)の虐殺というスキャンダラスの位相で直視し、一方で柳田と

は異なり｢南島｣を交通の場所においていたことにある
3
。

もっとも、村井は後にこの評価を一転させている。例えば｢砂けぶり｣の改稿について、

井戸のなかへ

毒を入れてまはると言ふ人々――。

われへを叱って下さる

神々のつかはしめだらう

という�折口信夫全集�に収められた現行版の一節を引いて次のように批判を加える。

｢井戸のなかへ毒を入れてまはると言ふ人々｣は、初出では｢朝鮮人｣であったもの

が、昭和十二年には｢半島人｣と修正されているのである。そして現行の｢と言ふ人々｣

となるのであるが、このそれぞれの修正は時代を考慮してのものであろう。｢半島 

人｣というのは、つまるところ“内鮮一体論”を背景にしており、現行の修正は“流言”と

いう認識によるだろう。そしてここで私が消去できない｢表象＝支配｣があるという

のは、彼らを日本の神々の｢つかはしめ｣(使者 ․下僕)だというところにある。つま

3 村井紀｢コメ難民の死――関東大震災と折口信夫｣(�反折口信夫論�, 東京：作品社, 2000), p.233.
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り、これは日本の植民地支配を神話化した｢朝鮮人｣の表象化にほかならないであろ

う
4
。

また、同様に｢砂けぶり｣の一節を引き次のようにも述べる。

おん身らは、誰を殺したと思ふ。

  かの尊い 御名において―。

    おそろしい呪文だ咒文だ。

      万歳 ばあんざい

というのであるが、現行の｢かの尊い御名｣はもと｢陛下の御名｣となっており、同

様に｢万歳｣の前には｢陛下｣がついていた。ここにも隠蔽はあるだろう。この字句の

削除と変更は見のがせないだろう。つまり｢陛下万歳｣こそ｢おそろしい呪文｣なので

あって、ただの｢万歳｣では事件の核心を――とりわけ折口自身のそれを――消去す

るだろう
5
。

つまり村井の評価の主眼は｢砂けぶり｣が朝鮮人虐殺を隠蔽せずに直接に描いたこと

にあるのだが、一方で改稿によってその記憶を修正していく点と、植民地支配という現

実を日本の神話の中に落とし込む表象を厳しく批判しているのである。このような村井

の理解を本論は基本的に肯うものであるが、現行版ではなく初出の形態を重視して、現

実の神話化と呼び得るその表現がどのようになされ、何を語っているかについて、折口

の方法から詳らかにしていきたい。

3 ｢短歌｣から｢非短歌｣へ

3.1 ｢奥遠州｣と｢砂けぶり｣の馬

そして｢砂けぶり｣が持つ社会批評性を評する際にしばしば同時に言及されるのが、

その方法としての｢非短歌｣である。例えば、松本博明は折口の言や先行論を引きつつ次

のように整理する。

｢歌に近い形を持ちながら――歌の行きつくべきもの｣としての四句詩形、これ

の最初の表出が｢砂けぶり｣であった。そこには、岡野弘彦が指摘するように、横浜

から品川にかけて、道々見聞した様々な｢酸鼻な、残虐な色色の姿見る目を掩ふ間が

なかつた｣ほどの体験の裏に、作品内容にも歌われているように、朝鮮人に対する差

別や虐殺の事実といった、日本人が持っているあさましい限りのありさまを見聞

し、そうした情動を叙事的に表出するときには長い歴史の中で固定化した短歌の様

4 村井紀｢偽造された記憶――神話制作者折口信夫――｣(村井, 2000), p.202.

5 注4に同じ, p.203.
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式はとうてい抱えきれないということが、すでに彼には了解されていた
6
。

｢砂けぶり｣は後に非短歌と称される最初の作である。言い換えれば、関東大震災と

いう体験は折口にとって短歌では表現しきれない最初のものであったということにな

ろう。こうした理解は、非短歌を文字通り短歌ではないものとして、短歌からの非連続

性を見るものであろう。だが、非短歌という名称は同時に短歌との連続性も含み込んで

いる。

松本の引く折口の言葉は折口の歌集�海山のあひだ�の後書き、｢この集のすゑに｣に

あるものだが、その前後は次のようなものである。

私は、地震直後のすさみきつた心で、町々を行きながら、滑らかな拍子に寄せら

れない感動を表すものとしての――出来るだけ、歌に近い形を持ちながら――歌の

行きつくべきものを考へた
7
。

この｢出来るだけ、歌に近い形｣というものは、案外に重要な問題を持っているので

はないだろうか。つまり、｢砂けぶり｣の中にある短歌に近い形によって表現されたも

のは、折口の短歌で表現されたものとのせめぎ合いにの中にあるはずなのである。従

来の評価で注目されてきた｢毒を入れてまはる朝鮮人｣｢陛下の御名｣｢不逞帰順民の死骸の｣

といった直接的な表現と折口の短歌を架橋するものを探っていきたい。

そのような観点から注目されるのは、｢砂けぶり｣の次のような一節である。

草の葉には、風が―、

日なたには、かげりが、

静かな午後にすぎる

のんびりとした空想

沓があびるほこり。

目金を昏くするごみ。

人もなげに、大道にそり返る

馬の死骸

これは、�日光�の1巻3号に掲載された、つまり最初に｢砂けぶり｣と題された詩の冒

頭の2連である。そのまま牧歌的な詩にでもなりそうな書き出しの｢のんびりとした空

想｣を承けるのは｢人もなげに、大道にそり返る／馬の死骸
8
｣である。もちろん、これ

6 松本博明｢短歌の行方――様式 ․非短歌 ․生活 ․律 ․虚構――｣(�折口信夫の生成�, 東京：おうふう社, 2015), 

p.74. 

7 折口信夫�海やまのあひだ�(東京：改造社, 1925). 引用は�折口信夫全集24�(東京：中央公論社, 1997), pp.124- 

125.

8 折口の詩や短歌には特徴的な改行がある。短い引用の際はその改行を｢／｣で示す。
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は実際に折口が見た風景を描写したものだとは言えよう。石内徹はこの部分に｢まるで

他に人がいないかのように。人目もはばからないで。人目もはばからないで、大通り

にそっくりかえるの意。ユーモラスな表現｣｢この聯の表現は、ほとんど、即物的に対象

を描いていて、感傷や叙情は極力排除されている｣と注釈する
9
。しかし、果たしてこれ

は｢ユーモラス｣で感傷や叙情が排除されていると呼び得るものであろうか。折口には  

｢砂けぶり｣の少し前に、同じく馬の死を詠んだ｢人も 馬も 道ゆきつかれ死ににけり。旅寝

かさなるほどのかそけさ｣という歌が存在している。

これは、1924年4月�日光�1巻1号に掲載された｢奥遠州｣
10

と題された13首の最初の一

首である。｢奥遠州｣は1920年の信州採訪の帰途に取材した作品で、後に前半5首を｢供養

塔｣、残る八首を｢木地屋の家｣と分けられた。

震災後に創刊された�日光�に最初に折口が寄せた震災以前の歌が、この人と馬の死を

詠んだものなのである。これには、以下のような詞書が付されている。

数多い馬塚の中に、ま新しい馬頭観音の石塔婆の立ってゐるのは、あはれである。

又殆、峠毎に、旅死にの墓がある。中には、業病の姿を家から隠して、死ぬるまでの

旅に出た人のなどもある。

つまり、馬塚からの連想で旅の途上で死んだ馬と人とが重ねられているのである。中

でも折口のまなざしは、｢業病｣故に差別を受けた人々の旅の果ての死に注がれている。

この差別される｢業病｣というモチーフは1917年の｢身毒丸｣を嚆矢とする折口の芸能論の

中で重要な位置を占めており、それと動物である馬とが観念上で繋がっていることがこ

の詞書からは窺われるのである。続く4首の、馬と人との死を巡る歌も見ておこう。

道に死ぬる馬は、仏になりにけり。行きとゞまらむ旅ならなくに

邑山の松の木むらに、日はあたり ひそけきかもよ。旅びとの墓

ひそかなる心をもりて をはりけむ。命のきはに、言ふこともなく

ゆきつきて 道にたふるる馬の子のかそけき墓は、草ごもり見ゆ

繰り返される｢かそけし｣｢ひそけし｣といった表現によって、｢人も馬も｣という並置

された死は静けさに包まれている。馬は供養され仏となり、旅人も墓を建てられ葬られ

ている。しかし、こうした静けさを詠んだ後の｢砂けぶり｣では馬は｢人もなげに｣その

死骸を晒しているのである。｢奥遠州｣で馬と旅人によって象徴されているのは、共同体

から蔑視、排除されつつも、それ故に恐れられその死を弔われる存在である。折口のこ

のような思考は近い時期の｢信太妻の話｣という論考からも補うことができる。

9 石内徹�釈迢空――人と文学――�(東京：大空社, 1995), p.209.

10 折口信夫｢奥遠州｣(�日光�1巻1号, 1924), pp.15-16.
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此等の村人[寺社に従属した、鬼などの異類を先祖とする信仰を持った集団の村

のこと。引用者注]は、みさき ․使はしめの類を、自由に駆使する事の出来るもの

と、世間からは見られて居た。だから、其社の保護に縋ってばかり居られぬ世にな

ると、手職もした様だが、呪術を行うて暮しを立てゝ行った。又其事へて居る神の

功徳を言ひ立てに、諸国を廻る様になった。其村人の特別な能力が、他の村人から

はこはがられる。呪咀を事とすると考へられる様になって、恐れが段々忌み嫌ひに

移り、長い間には卑しみと変って行く
11

。

｢信太妻の話｣は狐女房などの動物、異類との婚姻の物語が、トーテムや信仰を異にす

る異族との、婚姻などの交渉の中で成立してきたものであるという論考であり、引用箇

所はそうした異族が祖先神とされる動物を｢使はしめ｣として使役すると考えられ、畏怖

と蔑視を受けたという記述である。つまり、ある種の動物表象が差別された異族を示す

ものとなるというのが折口の考えなのである。｢信太妻の話｣ではこの異族は特定の外国

人と結びつけられているわけではなく、前に言及した｢身毒丸｣における業病と同様に、

被差別部落の起源などがある種の文芸や芸能の発生と結びつけられているのだが、こう

した折口の思考は、同時代の被差別部落をめぐる言説、特に異民族起源説と無関係では

ない。例えば、キリスト教社会運動家として知られる賀川豊彦の�貧民心理の研究�の中

の次のような被差別部落の起源をめぐる記述を参照してみよう。

彼らの起原に関しては、職業によれる起原説(遠藤氏)人種によれる起原説、奴婢

奴隷捕虜よりなれりとする起原説、罪人穢多編入説等がある。然し私は凡てが少し

づゝ真理であらうと思ふ。けれども私は主として、人種説を取る
12

。

賀川は貧民の最も多くを占める存在として被差別部落を取り上げる。そして数ある

その起源説の中でも人種起源説を重視し、引用部分に続く箇所では、韓国語や中国語の

形跡が被差別部落では見られることや、美人が多いこと、皮膚や骨相にコーカソイドや

中国人の特徴があること、氏神を持たないのは日本人ではない証拠で中国や韓国での仏

教信仰に由来することなどを並べて、特に中国や韓国を起原とした異人種であることを

論証しようとし、更にはそこに犯罪傾向などを結びつけようとする。被差別部落や貧民

に対する賀川のこのような人種主義的なまなざしには、同時代の犯罪学、精神医学など

の進化論的パラダイムの中にある科学的知の影響があることが、関口寛によって指摘さ

れている。例えばそれは次のようにである。

当時の進化論的な理解によると、人間は単純で下等な生物から複雑で高等な生物

11 折口信夫｢信太妻の話｣�三田評論�(第320 ․ 322 ․ 323号, 1924.4 ․ 6 ․ 7). 引用は�折口信夫全集2�(東京：中央公

論社, 1995), pp.285-286. なお、｢信太妻の話｣の元となる同題の講演が1920年11月12日の第530回三田演説

会で行われている。

12 賀川豊彦�貧民心理の研究�(東京：警醒社, 1915), p.98.
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へと進化を遂げてきた動物であり、さらに太古の未開人時代から生物的、社会的に

進化を遂げて高度な文明を築いてきた。賀川によれば、貧民もまたこの法則にもと

づき、単純から複雑へ、下等から高等へ、野蛮から文明へという生物進化と社会進

化の連続線上に位置づけて考察されるべき存在に外ならなかった
13

。

研究や考察の対象に向けるこのような｢科学的｣態度 ․視線は、賀川のような社会運動

家に限られたものではない。黎明期の民俗学もまた同じ進化論的な知的潮流の中にあっ

たことは、大塚英志によって繰り返し指摘されてきたことである
14

。実際、大正期にお

ける折口の被差別部落に対する直接の言及は1918年の｢毎月帖｣の九月二日から九月四日

の項目の中に見られるが、そこでは、自身の出身地が被差別部落と隣接しており、その

人々に蔑視と愛情の両方を抱いているということを述べつつ、｢唯、賤種成立のまこと

の歴史らしいものから見て｣
15

といったように被差別民を｢種｣として捉えていることが

窺われる言葉遣いが散見される。｢信太妻の話｣の元となった講演が1920年のものである

ことを意識すれば、動物表象と異族の関連をめぐる思考は折口による｢賤種成立のまこ

との歴史らしいもの｣の追究であったと言える。また、折口は部落問題の解決策として

部落自体が少しずつ離散し｢えたの人々が、ちりべに良民の間に紛れ込むと言ふこと

は、一番よい方法の様には思ふ｣
16

と述べている。この考え方は賀川豊彦の｢彼等自身

も都会に流入し自己陶
(ママ)

汰を行いつゝあるのである。近世都市は彼等を吸収し近い中には

彼等の一部が犯罪人種として残る外は全部消滅させるであらう｣
17

という｢淘汰｣という進

化論的用語を用いた発想と通じるところがあろう。

このように、同時代の知的潮流の中で成立していく被差別部落の異民族起源説と折口

の民俗学的思考も近接していたと言える。そのことと｢奥遠州｣の中の馬の表象を合わせ

て考えるならば、｢砂けぶり｣の中の馬もまた差別を受ける｢異族｣であり、しかし｢奥遠

州｣とは違ってそれは弔われることはないものである。端的に言えば、この｢馬の死骸｣

は｢砂けぶり｣の後半における直接的な表現に先駆けた｢朝鮮人｣表象である。韓国併合以

来急増し、日本社会の中に組み込まれていった在日｢朝鮮人｣は、折口の生きた時代の現

実の中の｢異民族｣として、異民族起源説によって被差別部落の人々が受けた蔑視と同型

と言えるまなざしを受け差別された。折口の目にはそれは｢賤種成立のまことの歴史｣の

再演として映じたのではないだろうか。折口の短歌、あるいは民俗学的枠組みにおいて

は、｢異族｣とは蔑視と畏怖の両方を受けながらも｢常民｣と共存するものであり、｢朝鮮

人｣もその枠組みの中に収めることができただろう。あるいは逆に、幼少時から身近に

13 関口寛｢賀川豊彦の社会事業と科学的人種主義――近代日本における<内なる他者――>をめぐる認識と実践｣

�人種神話を解体する2――科学と社会の知――�(東京：東京大学出版会, 2016), p.119.

14 大塚英志�｢捨て子｣たちの民俗学――小泉八雲と柳田國男――�(東京：角川書店, 2006)などで、繰り返し

言及されている。

15 折口信夫｢毎月帖｣(�土俗と伝説�1巻1号-3号, 1918.8-10).�折口信夫全集� 33(東京：中央公論社, 1998), p.90.

16 注15に同じ, p.89.

17 注12に同じ, p.103.
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接してきた被差別部落の人々や、｢朝鮮人｣の姿から、折口民俗学的枠組みが組み上げら

れたとも言えるだろう。しかし、関東大震災におけるそこから逸脱する｢異族｣をめぐ

る現実、朝鮮人虐殺が、短歌との別れとして｢人もなげに、大道にそり返る 馬の死骸｣

という一節を非短歌｢砂けぶり｣の始まりに必要としたのである。

もう少し、｢奥遠州｣の表現との関係にこだわってみたい。｢奥遠州｣では静けさは｢か

そけし｣｢ひそけし｣といった文語によって表現されていた。ところが｢砂けぶり｣では 

｢静かな午後にすぎる｣と、あるいは第4連
18

で｢ひっそりしすぎる｣と口語で、しかもす

ぎたもの、苦痛として表現されている。これは｢奥遠州｣と｢砂けぶり｣では静けさの質

も変わってしまっていることを示している。それは第10連で｢我らの死は、涅槃を無視

する―｣、第20連で｢苦痛に陶酔した 涅槃の大恐怖｣というように、殺された｢朝鮮人｣に

とって｢涅槃｣が安らかなる死とはかけ離れたものとなっていることに通じている。

3.2 ｢砂けぶり｣の｢朝鮮人｣

このように、｢砂けぶり｣における表現はそれまでの折口の短歌の表現や民俗学的思考

と地続きでありながら、そこから逸脱し破綻させているものなのである。非短歌という

方法をそうしたものとして理解した上で、改めて｢砂けぶり｣の中の｢朝鮮人｣表象を追っ

ていく。前に引いた、村井の批判の対象となった箇所を初出第18連の形で確認しよう。

井戸のなかへ

毒を入れてまはる朝鮮人――。

われへを叱って下さる

神様のつかはしめだらう。

村井は｢つかはしめ｣という表現が｢朝鮮人｣を日本の神々の下僕として植民地支配を神

話化するものだと糾弾する。だがそれが神話化であることを肯うとしても、ここの｢朝

鮮人｣は日本の神の下僕として描かれているわけではない。前述したようなこの頃の折

口の｢異族｣をめぐる思考に照らせば、｢つかはしめ｣とは｢異族｣の祖先神とされる動物、

異類が使役されたものであり、｢神｣と｢つかはしめ｣は等置可能なものある。馬という動

物表象と結びつけられた｢朝鮮人｣が｢つかはしめ｣であるとはつまり、ここでの｢神様｣

は記紀神話の神や日本の共同体内部で祀られる氏神とは違う、｢異族｣の神であり、｢朝鮮

人｣自身でもあるということである。この直前の第17連では｢また 蝋燭と、流言の夜だ。

／まっくらな町を金棒ひいて、／夜警に出るとしよう。｣という、朝鮮人虐殺を行った

自警団の視点から｢流言｣という言葉が語られている。つまり、｢砂けぶり｣の中では｢井

戸のなかへ／毒を入れてまはる朝鮮人――。｣というものが流言であるという冷静な認

18 初出の第四連は｢横網の安田の庭―。／猫一疋居る広さ。／人を焼くにほひでもしてくれ。ひっそりしす

ぎる。｣というもの。現行版では第1連と第2連の間にこの第4連が順序を変えて挿入されている。
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識が一方でありながら、同時にそれを｢異族｣の神の怒りとして捉えてしまう分裂した感

性が存在しているのである。

その｢つかはしめ｣たる｢朝鮮人｣の姿を折口は続けて次のように描写する。

かあゆい子どもが、大道で、

ぴちゃへしばいて居た。

あの音。

不逞帰順民の死骸の――。

この、第19連は｢砂けぶり｣の中でも他者に向けられた暴力を最も直接的に、グロテ

スクに描いた箇所であろう。｢不逞帰順民｣とは、前連の｢朝鮮人｣を言い換えたものであ

り、震災当時流言飛語の中で盛んに使われた｢不逞鮮人｣という表現と同様のものである

が、｢帰順｣しかつ｢不逞｣であるというまつろわぬもののイメージがそこには含意され

ていよう。殺され、その上いとけない子どもに打たれて大道に晒されるその死骸は、 

｢奥遠州｣の供養される馬や旅人の姿からは余りにも遠い。第9連にあるように｢陛下のみ

名において｣殺された彼らは、決して｢仏にな｣ることはないだろう。このような情景の

上に第11連の次のような表現は理解されなければならない。

太初からの反目を

だれが批判するのか。

代々に祟る神。

根づよい 人間の呪咀―

これは｢朝鮮人｣を異なった信仰を持った｢異族｣と捉え、彼らに対する虐殺を原初以来

の｢反目｣の噴出とするものである。この折口の認識にはもちろん、大きな問題がある。

そのことは後述するが、それでもなおこの箇所に意義があるとすれば、｢仏にな｣るこ

とのない虐殺された｢朝鮮人｣の怨嗟を｢祟る神｣｢人間の呪詛｣という形ですくい上げてい

ることにある。天皇の名の許に行われた殺戮が｢異族｣との融和を決定的に破綻させ、そ

の犠牲者は日本人に対する癒やされぬ呪詛を抱え｢祟る神｣となることを突きつけるもの

であるのだ。

ここで、前に触れた問題点を含めて折口の｢朝鮮人｣認識の性質を整理しておこう。

関東大震災以前の折口の認識の中では｢業病｣の人々や｢異族｣は動物表象と重なってお

り、共同体から疎外され蔑視を受けつつも、同時に畏怖の対象でもあった。それは折口

の民俗学的知やその反映である短歌に表れているが、単に前近代の状況を述べているに

留まらず、折口が生きる現実に存在する被差別民や、日本の植民地支配の結果そこにい

る｢朝鮮人｣に対する差別的な｢融和｣とも呼応している認識であろう。震災はこうした折

口の認識を揺るがす。日本という共同体は｢異族｣の死を静かに弔うものなどではなく、
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朝鮮人虐殺を引き起こしたのである。欺瞞的な｢融和｣の破綻、｢異族｣殺しと｢朝鮮人｣の

呪詛を非短歌｢砂けぶり｣は描いている。問題は、民俗学的な枠組みやそれを詠む短歌の

方法が破綻したことをはっきりと認識した上でなお、折口が目の前の現実を理解する枠

組みとしての、｢太初からの反目｣というような｢古代以来｣を放棄しないことである。村

井の言う神話化という批判はここに存していよう。ここで折口の認識と関東大震災にお

ける朝鮮人虐殺に対する姜徳相の次のような認識とを比較してみよう。

地震という偶然、差別と偏見が流言を生んだ、そして興奮した人たちが殺人者に

なったというものではないだろうと思います。そうした一国史というか、国内史観

を脱して朝鮮の民族解放斗争の国際化を背景とする侵略と抵抗が生み出した民族対決

です。これが戒厳令になる。戒厳令は朝鮮人に対する皆殺し宣言と同じだというこ

とです。(略)もっと歴史的にみていく、1923年をみるのではなくその前年、さらに

その前の年、朝鮮支配に至る韓日の宣戦布告なき韓日戦争、こういったものの連続

の中、震災下の虐殺になったと考えるべきです
19

。

折口は｢朝鮮人｣を短歌の表現と民俗学的な｢異族｣観念を援用して(そしてそれらを破

綻させて)表象し、｢常民(日本人)｣と｢融和｣し難い他者として描く。そのことによって

朝鮮人虐殺の、｢民族対決｣の果てに起こった天皇の名の許の国家犯罪という側面を直視

しえたのであるが、彼に欠けているのは姜徳相のように現代史、国際関係の帰結として

朝鮮人虐殺を捉える視点である。その欠落は、｢常民｣の｢朝鮮人｣に対する差別感情を現

在の問題として理解するのではなく、古代という確かならぬ過去に遡らせて温存し、正

当化さえしてしまうだろう。

4 ｢朝鮮人になって了ひたい様な気がします｣という欲望と躊躇い

ここで改めて、殺される｢異族｣として表象された｢朝鮮人｣に対して折口が｢砂けぶり｣

第15連で次のように述べていることの意味を考えたい。

横浜からあるいて来ました。

疲れきったからだです。

そんなに、おどろかさないでください。

朝鮮人になって了ひたい様な気がします。

これは、沖縄採訪の帰途に震災の報を受け、横浜港から上陸しそこから徒歩で自宅に

戻る途上、芝増上寺の辺りで自警団に取り囲まれ詰問されるという折口自身の体験を反

19 姜徳相｢日韓関係史からみた関東大震災――一国史を超えて――｣(�関東大震災と朝鮮人虐殺�, 東京：論創

社, 2016), p.62.



124  [特集] 言語圈とディアスポラ文学

映したものである。ここで折口は｢朝鮮人｣との同一化の欲望を｢なりたい｣ではなく｢なっ

て了ひたい様な気がします｣という屈折した形で示していることに注目したい。元々、

折口の中には共同体の外部の疎外された｢異族｣を己と同一視する傾向が強固に存在して

いる。彼の学問上の主題は共同体の外部からやってくる来訪神である｢まれびと｣やその

信仰を持ち伝えた非定住民であり、折口はしばしばそうした存在と己を作品の中で結び

つけている。例えば、時代は少し下るが｢昭和職人歌｣
20

という連作では職人を土地に根

ざさない生業を持つものとして、民俗学的な研究の対象となる｢さんか｣｢木地屋｣といっ

た非定住民や｢ゑいとれす｣｢辻碁うち｣といった都市住民に加えて、自身の職業である  

｢教授｣、土地を奪われて日本にやってきた｢朝鮮人足｣などをそこに含めているのであ

る。その意味では、共同体の外部の｢異族｣としての｢朝鮮人｣と己を重ねようとするのは

彼の欲望として理解しやすいのであるが、｢なって了ひたい様な気がします｣という言

い方で示されるそれには躊躇いと混乱を読み取ることもできる。これは｢砂けぶり｣と

いう作品が折口自身を思わせる視点を語りの中心としつつも、その中に｢朝鮮人｣や｢自

警団｣といった視点を混在させ、どこから関東大震災を語るのかにぶれを持っているこ

とと関連するのである。以下にそのことを検討していこう。

そこ通るのは だれだ―。

砂の上にいっぱいの月

まっさをな風―。

焼け土がうごく

おん身らは、誰を殺したと思ふ

陛下のみ名において―。

おそろしい呪文だ。

陛下万歳 ばあんざい

我らの死は、

涅槃を無視する―。

擾乱の歓喜と、

飽満する痛苦と―。

以上は｢砂けぶり｣第8連から第10連までの引用である。｢そこを通るのは だれだ｣とい

う自警団から誰何を受け、語り手は逆に自警団に｢おん身らは、誰を殺したと思ふ｣と問

い返す。そして直後の連では｢我らの死は｣と殺された｢朝鮮人｣の視点を取るのである。

同様の視点の揺れは次のような箇所にも見られる。

20 折口信夫｢昭和職人歌｣�春のことぶれ�(東京：梓書房, 1930), �折口信夫全集�24(東京：中央公論社, 1997), 

pp.330-343.
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また 蝋燭と、流言の夜だ。

まっくらな町を金棒ひいて、

夜警に出るとしよう。

井戸のなかへ

毒を入れてまはる朝鮮人――。

われへを叱って下さる

神様のつかはしめだらう。

かあゆい子どもが、大道で、

ぴちゃへしばいて居た。

あの音。

不逞帰順民の死骸の――。

身をもって目撃した

瞬間の芸術。

苦痛に陶酔した

涅槃の大恐怖。

この、第17連から最終連までの箇所では既に述べたように｢流言｣であるという｢自警

団｣の認識と、｢異族｣の神の怒りが下されているという｢われへ｣の認識に分裂してい

る。そして第19連で子どもが｢不逞帰順民の死骸｣を打つ音を聞くと、最終連では再び殺

されたものの視点から｢涅槃の大恐怖｣が語られる。

基本的に上記の二箇所以外では、語り手の視点は安定して地震によって崩壊した東京

の情景を描写している。別の言い方をすれば、｢自警団｣と｢朝鮮人｣、殺した者と殺され

た者を語ろうとする時、語り手の視点はどちらともつかない不安定なものになるので

ある。殺した者は｢おん身ら｣でもあり｢われへ｣でもある。同様に｢誰を｣と問われる

殺された者は｢我ら｣でもあった。殺された｢朝鮮人｣に同一化して呪詛を語りつつも、同

時に己が否応なく殺した側である｢われへ｣であることが意識される。この不安定さを

掘り下げるために、ここで再び｢人もなげに、大道にそり返る 馬の死骸｣という一節に

立ち返りたい。｢馬の死骸｣が殺された｢朝鮮人｣と重なる動物表象であることは既に述べ

てきたが、ここで注目するのは｢人もなげに｣という表現である。これは、殺された者

と対をなす、殺した者を浮かび上がらせる。人がいないかのように、とは人間の不在

を意味する表現ではない。そこに何者かが存在し、かつその何者かは人間として看做さ

れていないということなのである。言い換えればそれは、｢馬の死骸｣を見つめるもの

を非人間化する、殺された者が投げ返すまなざしであるのだ。これは、ジャック ․デリ

ダの次のような議論を想起させるだろう。



126  [特集] 言語圈とディアスポラ文学

両者――三者(動物、犯罪者、主権者)――は法の外に存在し、もろもろの法から

離れて、あるいはそれらの上位に存在します。犯罪者、獣、主権者は正反対の位置

にあるようにみえますが、奇妙にも互いに類似しています
21

。

これを｢砂けぶり｣に当てはめれば、震災下の混乱状態で天皇の名の許に｢朝鮮人｣を

殺した｢自警団｣は、直後に文字通り法の機能の停止した戒厳令下の空間を生み出した国

家、主権者としての｢天皇｣と相似であり、殺されたものはそれを人間でないものとして

見つめ返しているのである。観察者として殺されたものを発見する折口は、同時に殺さ

れたものからの己に向けられたまなざしを感じ取っている。そして｢砂けぶり｣では殺

した者として最後に｢かあゆい子ども｣を描き出す。それは獣から最も遠いようでい

て、重なってしまうものなのである。

こうした朝鮮人虐殺をめぐる己の定め難さ故に、折口は単純に｢朝鮮人になりたい｣と

は言えず、躊躇いつつ｢朝鮮人になって了ひたい様な気がします｣と述べるのである。

このような折口の態度を、どのように評価、あるいは批評することができるだろう

か。次に引くような前田潤の見解を手がかりに考えてみたい。

震災との遭遇において、死が自分に到来していてもおかしくはなかったという

思いは、｢わたし｣の唯一無二性への確信を一時宙吊りにして、他者の死を前に｢わた

し｣が溶解してゆくかのような脱一存在論的な時間を出現させる効果を持つ。｢生き

延び｣たことによって意識化される死の所有不可能性 ․無人称性を前に、｢死ぬ｣のは

常に｢わたし｣以外の誰かであるという事実、また、即自的な｢わたし｣というものの

臨界と虚構性があらわとなる。この｢わたし｣の揺らぎ、他者の死の認識の揺らぎに

よって引き起こされたこの｢わたし｣の揺らぎこそ、主体の不在として顕現する共同

性の端緒ではなかろうか
22

。

これは、小田実の�深い音�という阪神淡路大震災に材を取った小説で、被災した主人

公が体験したはずのない別の被災者の死を己のこととして語るということから前田が  

｢わたし｣の揺らぎについて考えたものである。折口の場合は直接の被災ではなく、崩壊

した東京を歩き酸鼻な光景を見る中で｢自警団｣による誰何を受けたわけである。｢自警

団｣が日本語の発音の不明瞭な者を｢朝鮮人｣として殺害したというのは広く知られてい

るが、折口が受けた誰何にも同様の性格があっただろう。とすれば、殺された｢朝鮮人｣

は自分であったかもしれないという自己の揺らぎの感覚を折口が覚えたとしても不思議

ではない。それは学問上の主題や短歌の表現とも呼応し、自身を｢朝鮮人｣と重ねる動機

となっただろう。しかし、前田の考える｢死｣が災害によるものであるのに対し、折口

21 ジャック ․デリダ著, 西山雄二 ․郷原佳以 ․亀井大輔 ․佐藤朋子訳�獣と主権者�[Ⅰ](東京：白水社, 2014), 

p.32.

22 前田潤｢共同性――宙吊りの｢わたし｣と分有の思考――｣(�地震と文学――災厄と共に生きていくための文

学史�, 東京：笠間書院, 2016), p.28.
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の見た｢朝鮮人｣の死は自身の属する日本人を加害者とする虐殺の結果であり、自己の揺

らぎの感覚をそのまま前田の言うような｢共同性｣の契機とすることはできなかったの

であろう。

｢砂けぶり｣に見られる視線の動揺や折口の躊躇いからは、自己に対するものではな

い被害を他者に成り代わり己のものとして語り、なおかつ自身の加害者性を忘却しない

という態度を見ることができる。無論、マイノリティである｢朝鮮人｣の声を代理表象す

るという行為自体が、折口の疎外された他者への一体化の欲望に根ざしていることは何

度でも繰り返し指摘しておかねばならない。その欲望は、自身がマイノリティではな

いという安全な立場があるからこそ機能しているのである。ましてや折口は、既に論

じてきたように進化論的な知という特権的なまなざしを行使する立場でもあった。こ

の、被差別者の声の横領とも言うべき問題についてどう考えるべきであろうか。

例えば安藤礼二はその問題を認識しつつも、折口の｢｢被差別｣の民俗学｣を｢｢憑依｣の

民俗学｣に読み換え、自己の外なる他者が内なる他者であることに気づく契機とするこ

とを提言している
23

。果たしてそれが本当に折口の可能性を探ることになるか否かの判

断はここでは下せないが、確かに折口の傾向を｢憑依｣という言葉で言い表すことは肯え

る。しかし｢砂けぶり｣にあってはその｢憑依｣は、これまで論じてきたように失敗して

いるのであり、そのことにこそ意味が見出せるだろう。一体化の欲望を発動させつつ

も、民俗学的知や短歌の中でのようになだらかな｢憑依｣ができず、かえって歌や知では

繕うことのできない現実の裂け目をその非短歌は発見してしまうのである。｢朝鮮人に

なって了ひたい様な気がします｣という躊躇いは、その失敗故の踏み留まりであり、そ

こに声の横領に対する折口のぎりぎりの節度を見ておきたい。

5 おわりに

以上、本論では折口信夫の非短歌｢砂けぶり｣における｢朝鮮人｣表象について検討して

きた。以下に、それをまとめておこう。

折口は、民俗学的枠組みやその表出としての短歌の中で共同体からの蔑視と畏怖とい

う疎外と、その死に対する弔いを受ける他者である｢異族｣を描いてきたのだが、関東大

震災における朝鮮人虐殺はその方法を変化させた。｢砂けぶり｣における｢朝鮮人｣表象は

それまでの｢異族｣の表象を変質させながら受け継ぎ、その結果は｢朝鮮人｣に向けられる

差別を古代以来のものとして固定してしまうものであったが、同時に弔われない｢異族｣

の表象は殺された｢朝鮮人｣の怨嗟、｢呪詛｣｢祟る神｣を語り、直視することを可能にした

のである。

23 安藤礼二｢｢被差別｣の民俗学から｢憑依｣の民俗学へ｣(折口信夫�被差別の民俗学�, 東京：河出書房新社, 

2014), pp.204-219.
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また、｢砂けぶり｣はそのような殺された｢朝鮮人｣に対し｢朝鮮人になって了ひたい様

な気がします｣と躊躇いつつ同一化の欲望を語っていた。それは、殺されたのは己だっ

たのかもしれないという感覚と、｢自警団｣｢日本人｣という虐殺を行ったものに自身が属

しているという自覚が重なり合い、失敗する欲望であった。

本論は従来の告発や社会批評の文学としてではない、他者に向けられた暴力にいか

に折口が応じたかという｢砂けぶり｣の読みを上記のように提示したのである。

最後に｢砂けぶり｣が持つ、上述の特徴から学びうるものとして、次のような可能性

と、課題を引き出してみたい。

何らかの暴力に晒された他者が加害者に向ける、あるいは向けるかもしれない感情

を代わって表現し、しかも自身が加害者になっている可能性に無自覚でいないような語

り方を追求するのである。無論、｢砂けぶり｣の持っている差別を温存してしまう性質は

乗り越えねばならないにせよ。例えばそれは、今日の日本で大きな問題となっている在

日外国人に対するヘイトスピーチに対して、どのように抗していくかを考える手がか

りになるのではないだろうか。他者への想像力を放棄することなく、しかしその声を

横領してしまう手前で他者からまなざされる自己を思い起こす。

しかし、このような節度を維持するのは決して簡単なことではない。ややもすれば、

他者への安易な同一化に流れてしまうだろう。事実、折口の｢朝鮮人｣表象は後の｢昭和職

人歌｣の｢朝鮮人足｣の歌では｢ふる国も／こゝも 住みよし。／妻も 子も、／人のそしりに 

安けき／見れば｣というように、故郷から流離し差別を安んじて受ける共同体外の他者

という、短歌の世界へと後退しているのである。｢昭和職人歌｣には他にも、関東大震災

の折に｢不逞鮮人｣と関連づけられた｢主義者｣と重なるであろう｢怠業工人｣の歌も数多く

あり、ここに見られる｢朝鮮人｣表象は関東大震災と｢砂けぶり｣を経由したものであろう

と考えられる。にもかかわらず、差別という安定した｢異族｣との関わり方に折口は回帰

してしまっている。今後の課題として、このような｢砂けぶり｣以後の折口の｢朝鮮人｣表

象を、戦後に折口が見せた騎馬民族征服王朝説への微妙な態度までを視野に入れて検討

していきたい。
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