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2013年 11月に拙作 ＜オーボー真悟の短詩集＞ をデジ

タル出版してこの方はや 5 年近くになりました。 その間ブログや

フエイスブックで毎日皆様方とお会いしている外、 俳句、 短歌、

短詩とそれらに関するエッセイとして小生の ＜漢語俳句、短歌

集＞  一冊とフエイスブック漢語俳句短歌会会員の ＜漢語俳

句短歌集＞ を二冊デジタル出版しました。  やっとこの頃時間

を見つけてこの本の第二集の編集を終えました。 詩歌の内容は

第一集に載っていないのを集めましたが、 ちりぢりばらばらあち 

こちに書き散らしていたのを集めましたのでオーバラップもありうる

と思います、 エッセイは時折のインスピレイションを書き留めてお

いたのを載せました、 系統的に計画した一冊ではないので同じ

ことを繰り返している部分も少なくない筈、 ご容赦お願い致しま

す。 外国人であるがため好き勝手な言い方をさせて頂いており

ますゆえ、 お気に障らないでください。 一方外国人であるが故、

日本の方が言いにくいことも言わせて頂いております、 ご勘弁お

願い申し上げますとともにご叱正も。     （呉昭新）2018-8-1  
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＜俳句と伝統俳句とポピュリズム＞                             

Chiau-Shin NGO (呉昭新) 

     黄霊芝師が亡くなってからはや三年、 フエイスブックでは旧作を毎

年その日になれば親切にまた持ち出してくれるようになっているので、 今年

もまた自分の当時の思いの旧作を読み返して、 しみじみ人情の薄いのに哀

れを感じた。 黄霊芝師のお弟子さんたちは師の生涯の最後の遺言ともいえ

る一番大事な一文に（読んだかどうかは知る由もないが）何の反応もないの

だ。師が自身の一生の念願である俳句の真髄を求める心をひた隠しに隠し

て、ただ市井のありふれた俳句結社の主宰として弟子たちのために尽くした

ことにほんの少しの感謝の気持ちも感じないのだ。 今でもただ自分たちの都

合のいいように結社を続けているだけなのだ。 師の究極の念願を全うしよう

とはせず、 ありふれた市井の俳句結社の主宰で済まさせようとしている。 か

って自分が言うたように、 日本返りの台湾人の日本語の復習場と在台日本

人の友好クラブにして仕舞おうとしている。 戦後台湾唯一の日本語俳句結

社も日本本国の月並みの俳句結社に過ぎないのだ、 残念至極。 

よく考えてみると、 問題の起こりは日本の俳人たちが ＜俳句＞

（HAIKU） の定義をはっきりさせていないからだ。 日本国内なら有耶無耶

ではぐらかしても構わないが、 外国に顔を出す以上そうはゆかない。 多くの

俳人が所謂の ＜伝統俳句＞ が俳句の一部であり全部ではないことをよく

知ってはいるが、 ポピュリズムに押されて、 大らかに言い切れないと言う嘆

かわしい事態である。 所謂の伝統俳句が果たして伝統であるかどうかは別

として、 確かに所謂の伝統俳句は子規の二大弟子のひとり虚子の創案に

なる日本特有の日本人ならではの俳句の一派であり、 多くの日本人に愛さ



れる俳句である。 だが日本人が伝統に弱いという一面、 また日本人のポピ

ュリズムによる俳句の一つの形でもあるのだ、 それは俳句唯一の形ではなく

俳句の一部であるのが真実なのだが。 それを取り間違えてそれのみが俳

句だと思っている方が日本全国、いや全世界に自分の考えを推し進めてい

るのだ。 日本のポピュリズムが俳句をして難しい立場においてしまったの

だ。 あまり日本の歴史風俗習慣を了解していない外国人が戸惑うのも無理

はない。 それをまた一部の真の俳句の本質真髄を知らない日本人が、 した

り顔で説明や教えるので益々こんがらがってしまう、 で真に俳句を知る俳人

はポピュリズムにたじたじと押されて、 又はある方は結社主宰の生業に影

響するのを気遣って、 口を閉ざし目をそらしていると聞く。 よく考えてみると

確かに俳句を指導することによって生活を贖っている方もいるのは事実だ、

また見栄や教養のため俳句を詠んでいえる方も多いのも事実だ。 

   だが黄霊芝師は違う、彼は台湾の台南でも一二を争う大資産家の末っ

子で、 戦後本国に送還される日本人から一荷車満載の書籍を買い取った

という逸話もある位の資産家である故、 生活のために市井の俳句主宰を務

めたわけではない。 彼は病身であるがため学生時代、 一番上の姉の世話

になっっていた、彼はその姉の俳句グループの世話をしていたのである、 そ

してそれはまた市井の芸事俳句グループだったのだ、 彼はその天才の資を

もって市井の月並みの芸事俳句結社の主宰を務めたのである。 

   彼はその遺言に等しい一文の冒頭で ＜これらの作からもわかるように私

は必ずしも五七五の定型に臣服していませんし、 季語の虜になってもおりま

せん。＞ と、 そして最後に ＜もう一言加えたい、 五七五は定義ではない。

そして同じ文芸界に属する小説の世界では定型に縛られることなく、 むしろ



一作一作風をこそ手柄とするのではあるまいか。＞ と締めくくっている。 彼

は所謂の伝統俳句に拘っていなかった、 もっと広い意味の俳句に心酔して

いたのだ。 

   小生はこの結社で ＜伝統俳句＞ を止めてくれと言うのではない、 ＜

伝統俳句＞ は伝統俳句として継続し、 虚子の三縛りを思い切り駆使し日

本特有の俳句型を思い存分詠まれるのを祈念すると共に、 伝統俳句以外

の形の俳句の吟詠も、 師匠の念願と思いを重んじてほしかっただけなのだ。 

ですが、 伝統俳句の三縛りや ＜季重なり＞、 ＜無季＞、 ＜破調＞、

等々についても、 伝統俳句のバイブル：子規の ＜俳句大要＞、 ＜俳人蕪

村＞ 及び虚子の ＜俳句読本＞、 ＜俳句の詠みよう＞、 ＜俳句の作り方

＞ と ＜俳句の道＞ を二回以上読んでください、 一般にがみがみ言われ

るほど大切なことではありません、 これらのバイブルは一回目はざっと目を

通すだけで結構ですが、 二回目以後は必ず精読してください。 そして俳

句に良し悪しはなく鑑賞は人に依りけり、 子規はより蕪村を重んじ、 芭蕉は

軽んじられていますが、 虚子は芭蕉をより重んじているのを知る必要もあり

ます。 また桑原武夫教授の俳句第二芸術論のようにプロとアマチュア俳人

の作品の見分けは難しいという事は何を意味しいるのでしょうか、 そして今

泉恂之介の ＜子規は何を葬ったのかー空白の俳句史百年＞ のいうように

子規は一茶以降百年の俳句を抜かしている、 すべては子規の短命に帰せ

ざるを得ません。 若し子規が今どきの人のように 80から 90歳まで生きて

いれば、 今の俳句事情は現今の如くではない筈。 

日本に源流を発し今世界のブームになりつつある俳句は、 日本人そし

て日本文化の誇りです。 所謂の伝統俳句は虚子の発見した日本人特有の



文化であり、 また俳句の形の一つでありますが、 全部ではありません、 そし

て俳句そのもののオリジナルは日本文化にあり、 もっともっと深く広いもので

す、 皆さん日本の誇りを大切にしましょう。 

みんなご存知の小林一茶をはじめ、 河東碧梧桐、 荻原井泉水、 種

田山頭火、 尾崎放哉、 中塚一碧楼、 石田波郷、 吉岡禅寺洞、 加藤楸

邨、 日野草城、 嶋田青峰、 東京三、 山口誓子、 鈴木六林男、 金子兜

太、 芝不器男、 高柳重信、 秋元不二夫、 井上井月ら非伝統派の俳人、

また長谷川櫂、 夏石番矢、 今泉恂之介、 木村聡雄、 橋本直、 五島高

資、 高山れおな、 摂津幸彦、 四ツ谷龍、 筑紫磐井、 大森りえや大学で

俳句専攻の大森健司ら若い俳句詠み手もみな俳人でしょう、 ことさら人間

探究派や難解俳句などの俳人も。 それなら俳句を詠みながら俳句の本質

や真髄などに思いをよせ寺田寅彦、 折口信夫、 正岡子規、 高浜虚子、 

大須賀乙字、 金子兜太、 長谷川櫂、 夏石番矢、 今泉恂之介、 彌栄浩

樹、 川名大、 外山一機、 橋本直らの詩論、俳論をも何回か読み直し、又

ネット上の俳句評論コラムの若い世代の方々の考えにも目を通しましよう、 

また現代俳句協会が編集した ＜日英対訳 21世紀俳句の時空＞ は子

規以後 ~ 2000年までの俳句の変遷と流れを簡単にまとめています、 一

読に値します。 よく日本で俳句のうわべしか知らない方が他人、 特に外国

人の作品を評して何を詠んでいるかわからないとうそぶいていますが、 果た

して彼らはこの一書に載っている俳句の半分でも了解できるでしょうか、 不

審に思っています。 そしてその方たちがよく日本人を代表しているかのよう

に他人の俳句を評価している実情は何を日本にもたらすのでしょうか、 以上



簡単に述べた感想をかみしめていただければ自然に一般俳句会、 結社の

営為にも思慮が及ぶ筈です。 （2018-7-1夜 脱稿） 

1）季語とキーワード：

http://oobooshingo.blogspot.com/2018/02/15.html 

2)“俳句”の二つの顔：

http://oobooshingo.blogspot.com/2018/01/14.html 

3）黄霊芝師逝く：http://oobooshingo.blogspot.com/2016/04/blog-

post.html 

4)黄霊芝主宰の俳句観：

http://oobooshingo.blogspot.com/2016/01/009.html 

 

 



   （Chiau-Shin NGO; 呉昭新; おーぼー真悟） 

戦後台湾唯一の日本語俳句会の主宰である黄霊芝先生が 3 月 12

日急逝なされました。 その弟子たる私も一言述べなくてはなりません。 

私が弟子であった期間はほかの大部分の方に比べればあまりにも短す

ぎました。 79 歳で入会し 2009 年の末からのわずか ６ 年ばかりである、

それも師が体調を崩してからのことであり、それゆえ師の教えに直々与かった

のは初めの一年ばかりで指折り数えるほどの短さでした。 弟子入りする前か

ら師のご高名は窺い知っており、 著作も読んでおりましたが、 入会後特別

に師より頂いた多くの師の傑作より師の小説、 詩学、 芸術の造詣をより深く

窺い知ることができました。 ただ日本語を少し話せるだけと言うことで誘わ

れて入った句会でしたが、 もともと何かやりだしたらのめり込む性質なので 

ネットの上で手に入る俳句の資料を片っ端から読み漁り、 ベテラン会員の陳

錫恭氏 （大学の英語教授） からご自身が勉強なされた俳句の資料や新 

しい俳句の入門書などをわざわざ台中から送って頂き、 そして自分でも日

本の古本屋から必要な資料を郵便で購入し、 日本の俳人で漢詩詩人でも

ある畏友石倉秀樹氏 （漢詩を30000首以上詠んでいらっしゃる） とメール

での何十回のやり取りで俳句の本質についての議論を交わし、 指導に与か

り何とか俳句に関する知識の習得に励みました。 俳句の天賦の才の無い私

ゆえ俳句の作品には特に提起しうる作品はありませんが、 俳句事情につい

ては日本及び世界中の状態を一般の方よりは一応納得できました。 特に

日本の国内での事情については日本の俳句を 4、50 年詠んでいる一般の

方よりは詳しい事情を知り得た筈でした。 日本で俳句を詠んでいる方は大



まかに二つのタイプがあります、 一つは俳句を詩として詠んでいらっしゃる 

プロの方と、 もう一つは趣味または芸事として暇つぶしに俳句を詠んでいら

っしゃる方（大衆化） に分けられます、 で後者の方が大多数を占めていま

す。 それらの人たちは所謂の伝統俳句の決まりだけが頭にこびりついて、  

ことごとに季語、 五七五、 切字ばかりを気にしており、 俳句の本質につい

て考えが及ぶことは稀でした。 小林一茶をはじめ、 河東碧梧桐、 荻原井

泉水、 種田山頭火、 尾崎放哉、 中塚一碧楼、 石田波郷、 吉岡禅寺洞、

加藤楸邨、 日野草城、 嶋田青峰、 東京三、 山口誓子、 鈴木六林男、

金子兜太、 芝不器男、 高柳重信ら非伝統派の俳人は念頭になく、 俳人

とは認められていないようです。 ことさら人間探究派や難解俳句などの俳人

は相手にされません。 それゆえ俳句を詠みながら俳句の本質や真髄などに

思いが及び寺田寅彦、 折口信夫、 正岡子規、 高浜虚子、 金子兜太、 

長谷川櫂、 夏石番矢、 今泉惇之介、 彌栄浩樹らの詩論、 俳論を何回か

読み直し、 又ネット上の俳句評論コラムの若い世代の方々の考えにも目を

通しました、 自然一般俳句会、 結社の営為にも思慮が及びました。 ある

程度進みますと俳句とは瞬間の感動を一番短い言葉で韻文に詠むことで

あり、 詠む人と読む人により読み取り方が違うのに気づき、 世界の各言葉

（日本語も含めて） に詠まれるためには花鳥諷詠、 客観写生だけに拘らず

もっと広い思惟で詠むべきだとの結論に達しました。 この考えをまとめて一

文にして黄先生におおくりしました。 その後先生の発言で会員の方には聴

力が落ちている方もいらっしゃり意見の交流が難しいこともあると聞き及び、

自分のことをおっしやっているのだと感じましたが、 先生も自分もお互いに

体力がままならず、 なかなか直接に教えに与かる機会がありませんでしたが、



今年の一月の句会で下岡友加氏編集の ＜黄霊芝小説選 ２＞ （2015年

８月出版） を手にし、 その中唯一の書き下ろし文章 ＜俳句自選百句＞ 

の冒頭で黄霊芝先生が： ＜これらの作からもわかるように私は必ずしも五

七五の定型に臣服していませんし、 季語の虜になってもおりません。＞ そし

て最後に ＜もう一言加えたい。 五七五は定義ではない。 そして同じ文芸

界に属する小説の世界では定型に縛られることなく、 むしろ一作一作風をこ

そ手柄とするのではあるまいか。＞と締めくくっていました。 

      まさしく青天霹靂、 私は今の今まで黄先生を百分の百の伝統俳句

の擁護者でありまた結社の主宰と信じていました。 いや僕だけではなく句会

のほとんどの方がそう信じてきたのです。 

   私は胸を撫で下ろしました、 台湾唯一の日本語俳句会の主宰で私が

尊敬する師匠が、 あの狭い一個人の主張の伝統俳句の月並みの主宰だけ

でなく、 もっと広い意味での俳句の真髄を極めていることを知り、 また世界

で流行っている俳句も決して全部が全部真実の俳句ではなく、 日本の

方々をも含めて世界で多くの方々が俳句の本質と俳句の真髄を求めている

ことをしりました。 そして世界が尊重してくれている日本発想の ＜俳句＞ 

を日本人はもっと大切にすべきであると言うことを心の底から感じました。 

  黄先生の人生の最後の一文が拙文に対するお答えであると共に、 先生

の俳句の真髄に関する真の考えとその証左であるのだ、 拙文＜台湾俳句

史＞ でも述べた如く黄先生は間違いなく俳句の真髄を極めていたのだ、 

過去 45年間台北俳句会の主宰でありながら会員の趣味、 気持ちを重んじ

て敢えて俳句の真髄には触れなかったのだ、 其の心のやさしさと思いやりを

感じさせられざるを得ません。 黄先生に関する一切はすでに拙文 ＜台湾



俳句史＞ 及び ＜台湾俳句史補遺＞ に述べてあるゆえ、 ここでは控えさ

せて頂きます。 心から先生のご冥福をお祈りしています。 

（呉昭新；2016－4－5謹誌） 

弔句と短歌： 

＃ 師の逝きて草山空の朧月  

＃ しとしとと春雨に逝く霊芝師や 

＃ 自信持て歩き過ぎたるこの一生 

                黄霊芝師はにこやかに逝く   

 



 ＜季語＞と＜キーワード＞ 
            （一外国人の心からの願い） 

                      (Chiau-Shin Ngo; 呉昭新；瞈望)  

    日本の俳人の方々、 日本源流の俳句の世界への発展のために、 目

を開けてください。 

    俳句は決して皆様方が一つの信仰の様にお考えなさるように狭いもの

ではありません。 俳句は文学です、 そして世界の文学です。 伝統だけが

俳句ではありません、 伝統も俳句の一部ですが全部ではありません。 惜し

むらくは子規が短命だったことです。 若し子規がもう少し長生きだったら、 

子規の知力と迫力を以てして俳句への改革はそこまでで止まったでしょう

か、 そうではない筈です、 その子規の遺志を続けようとした、 そしてする

方々の努力がなぜこうまでに一般大衆から無視された、 またされるのでしょ

うか、 外国人の私には理解に苦しむことです。 すべての物事は変遷、 改

革、 進歩するものです、 俳句も例外ではありまｓん、 芭蕉の言う ＜不易流

行＞、 俳句の精神真髄は変わりませんが、 俳句もまた時の流れに従って

変わりゆくものです、 それが流行です。 伝統を守るとおっしゃいますがご存

知の如く、 子規は俳句の改革を求め改革をしたのです、 そして芭蕉も、 蕪

村も、 一茶も同じように俳句の改革をなしたのです。 おなじ 575ですが内

容が違います、 そして改革進歩は永遠に続くのです。 

一般大衆の作句をご覧ください、 伝統を守ると言いながら、 言葉も文

言から口語に変わりました、 仮名遣いも変わりました、 漢字も変わりました、

と同時に常用漢字と言う使用制限も出てきました、 古い時代に合わない季

語は捨てられまた新しい季語もどんどん出て来ています。 花鳥諷詠と言い



ながら春燈では人事も許されています。 また客観写生と言うても一般に主

観的の作句が主流の様に見えます（強いて言えば詩は皆主観です）、 例え

ばネット上の ＜俳句のサロン＞ には多くの結社の俳句集の俳句が季語別

に載せてあります、 その一つを選び出して見てみましょう、 例えば季語 ＜

汗＞ の項を見てみると 1996～2016年間の 1143句の内大部分が主観

を述べた句で、 特に伝統俳句結社の名だたるメンバーが主観的俳句を詠

んでいます、 これが自然また当然で間違ってはいませんが、 問題はこの方

たちが俳句を説くとき真っ先に出るのが季語、 花鳥諷詠、 客観写生と言う

ことです。 日本での場合一般的に知らず知らずのうちに慣れてしまっている

故問題にはなりませんが、 外国人に説いた場合外国人は戸惑ってしまいま

す。 ハッキリ言えば言うことと為す事が違うのです、 これでは他人を承服さ

せられません。 正直のところ未熟者の小生にとっては季感の無い季語、 即

ち季語あって季感がない句が多すぎます。 また、 ただ季感につていう場合

日本の北海道から沖縄での同じ季語の季感、 日本と外国での季感の違い

についてはもう古臭く、 文献も山ほどあり、 また河東碧梧桐が明治の昔に

言ったように、 同じ月を見ても日本人とドイツ人では感じるのが違うばかり

でなく、 ドイツ人では別に何とも感じません。 また虚子自身もその ＜俳句

の道＞ でフランス人が俳句でいくら説いても全く ＜季＞ というのを相手に

しないと述べている。 

周知の如く俳句での詠みと読みは違うとともに、 自選自解もよくタブー

とされているように、 季語の解釈も人によりけり。 XX忌などは季感と言うよ

りはその俳人に対する感触と言った方がよさそうです。 また ＜228＞ と言

った場合、 台湾人にとって連想するのは、 あのむごたらしい大虐殺の 228



事件で決して冬の二月の季感ではありません、 で ＜226＞ と言った場合

日本人が連想するのは、 あの 226事件の青年将校の決起か、 それとも二

月の冬場でしょうか、 またおなじように ＜311＞ は春先よりもあの大震災

を連想するはずです、 所謂の＜歴史文化の記憶＞、 それゆえ小生は ＜

季語＞ よりも ＜キーワード＞ または ＜基語＞ という方が適切じゃないか

と思います。 一外国人のたわごとのように聞こえますが、 日本国内でもよく

聞かれる話です。 ただ多くの一般大衆が、 とりつきやすい伝統俳句 （虚

子ら曰く） に押された多数決 (ポピュリスム) が原因でしょうか、 また日本

人は伝統に弱いと言われますが、 そうでしょうか？ ああ俳句よ、 Haiku。 

では、 伝統俳句の守護者はどうすればよいのでしょうか？ いたって簡

単です、 俳句とはと問われた場合 ＜これ以上縮めることが出来ないまでに

縮めた最短の詩で、 瞬間の感動を詠んだ詩であり、其の中の所謂の伝統

俳句は日本で、 生活習慣及び四季の移り変わりがはっきりしているのに則

て特に日常の挨拶にも使われている季節の言葉を詠み込んだ俳句の一類

別であると、 そして伝統俳句には守らなければならない三縛りがあると＞。 

(2017-3-16) 

 



＜“俳句”の二つの顔＞ 
                       Chiau-Shin NGO (おーぼー真悟、呉昭新) 

日本の俳句は今 “HAIKU” として世界中に広がっています、 だが

HAIKU とは何だろうか？ となると深く考える人たちは迷ってしまいます。 と

言うのは 20 世紀の初めにエズラ•パウンドのイマジズムが一時流行ってこ

の方早 100年を超すが、 現時ネット上の諸外国の作品に目を通してみると、

その内容は様々である。 では俳句の源泉である日本ではどうなのか？ 静謐、

清澈のようで騒然、 混沌としているのが実情、 とくにネットと言う便利なそし

て誰にも束縛されない媒体が意志、 意見、 思惟、 思想の発表の自由と利

便をもたらした今日、 源泉の日本での俳句とは？ に関する不確実性が外

国の人々を混乱させています、 とくに日本人の方で外国語に堪能であると

同時に俳句も詠めると自負し、 その実俳句には生半可な人がしたり顔して

俳句を外国人に教えようと、 しきりに所謂の伝統俳句の三縛りばかりを強

調して外国人をして五里霧中に陥らせており、 困ったものである。 一方日

本本国の実情を見てみると、 俳句に二つの顔があるのに気づきます。 一つ

は俳句を芸事として生け花を習う様に考えて俳句を詠んで文藝人の箔を付

けようとするのか所謂の有閑マダムの芸事の一つとしての顔、 もう一つの顔

は真に文学、 詩として俳句を詠んでいらっしゃる方の詠む俳句という顔であ

る。 ところが数にして前者が大多数を占め後者は少数にすぎません、 それ

故もともとは俳句の一部である前者が、 俳句でのポピュリズムで本流の様

になってしまい、 俳句の全貌を意味する後者がたじたじと押される結果にな

ってしまいました。 主客転倒です。 無季、 非定型、 三縛りに沿わない句、

社会一般を詠んだ句、 難解な句、 生活に関する句、 政治思想の句、



等々は皆俳句と見なされていません。 俳句界でのポピュリズムは俳句の本

質を変えようとしています、 で 1000 以上もあると言われている俳句結社の

主宰も大部分が三縛りを取り扱わないとお弟子さんが集まらないのか、 結

社も生業のためか、 俳句の本質真髄をよく理解しておられる方も三縛りに

縛られているようで、 軽々しく三縛り無視に触れるのを避けているようです。 

人が生きていく以上生活費が必要です、 だからとやかく何とも言えません。 

しかし 10 数年前ネット上に中川広と言う方が伝統俳句の三縛りや俳

句結社のあり方に触れた評論を載せましたが、 ほとんど賛否に触れた評論

を見ていません、 これは戦後間もない頃の桑原武夫仏文学教授の ＜俳句

第二芸術論＞ 発表当時の俳句界の反応よりひどいものです。 中川氏の

評論は今でもなおネット上に載っており、 日本語を解する外国人は読むこと

が出きます、 けっして下らない評論ではありません、 一応道理も通っており

結社の描写も実情そのものです、 ただある個人に対する批評が明さまに過

ぎると言うだけです、 でも同じような批評は彼に始まったことではありません、

以前以後にも見受けられます。 小生は一外国人として日本の俳人、 俳学

者、 評論家の客観的で学術性で公平な評論を読みたいものです。 でない

と日本の俳句界はこれ程までに俳句界のポピュリズムに弱いのかと思われ

ざるを得ません。 すでに世界中に愛されている日本源泉の俳句のために、

日本文化の広報のためにぜひ読みたいものです。 

 

＜中川広の俳句のページ：＞ 

http://www1.odn.ne.jp/~cas67510/haiku/index.html   

           （2018－1－6脱稿） 



＜黄霊芝主宰の俳句観＞ 

―台湾の俳句史（補遺） 

               Chiau-Shin Ngo; 呉昭新；おーぼー真悟） 

先日暫く無沙汰していた月例会の句会に顔を出した。 毎月出句はし

ているが選句はしていない（通信選句）、 アマノジャック年寄りである。 と言

うのは主宰の黄氏が体調を崩してもう四年ばかり休んでいらっしゃり、 句会

は互選で高点句を競っているだけで他には何も得るところがない。 高得点

は何を意味するのか？ 同じレベルの方が多い、 よく言うて同じ感覚趣味を

持った方が多いという事だけだ。 だがいくら私が歳をとっていると言っても、

より年長の方方が 10 人以上もいらっしゃり、 そのうえ皆俳歴 50 年以上の

方ばかり、 小生のようなひよっこでは息をすることさえ控えなければならない

場である。 まさしく典型的な所謂の伝統俳句の句会の一景である。 そこで

は字余り、 字足らず、 破調、 季語が動く、 つきすぎ、 離れすぎ、 説明文、

それがどうした…などなどの言葉が飛び交う。 

    だが、若い人の台北俳句会に関する研究論文を読んで見るとその昔

黄氏が元気でいらっしゃった時はそうでなかったらしい。 私の入門がおそす

ぎたのだろう、 惜しむらくは黄先生の素晴らしい主宰の場には浴する事がで

きなかった事だ。 

   でも、 今回の句会に出たのは幸運だった。 というのは下岡友加氏編著

2015 年 ８ 月出版の ＜黄霊芝小説選 2＞ を頂いたからだ。 2012 年発

行の第一集では黄氏の日本語小説 10 篇と評論 1 篇が収められていた、 

そして今回の第二集では小説 7篇、 童話 4篇と黄氏最新の書き下ろし原



稿 1 篇である。 小説はすでに読了済みだので、 特別に注意はひかなかっ

たが、 問題は書き下ろし原稿である。 

    タイトルは ＜俳句自選百句＞、 編著者下岡氏は ＜黄の文芸活動の

一つの締めくくりと位置づけられる。 決して読みやすい句ばかりとは言えな

いが、 句の前に置かれた「はじめに」では六十年に及ぶ句作のなかではぐく

まれた、 黄の俳句観が平明に説かれており、 必読の文であろう。＞ と評釈

している。 そしてもっと私を驚かせたのは、「はじめに」の冒頭にある ＜これら

の作からもわかるように私は必ずしも五七五の定型に臣服していませんし、

季語の虜になってもおりません。＞ と言う黄氏の書き出しである。 つづいて

俳句の定義は最短の詩であるとし、 またその短いというのは言葉数が少な

いのと内容もまた少ないと言っている。 また黄氏の従前の ＜俳句相撲説＞

を強調するとともに中国の甲骨文にある夥しい数の卜辞の一片 ＜九日甲

寅 不酒 雨＞ を例に俳句の理念は三千数百年前の中国殷代にすでに存

在していたとしている。 そして俳句で提起される ＜詩、写生、リズム、季語

＞ について遠くは須佐之男命、 そして近代以後は子規、 尾崎放哉、 中

村草田男等の句を例に説明を加え、 中国の毛詩、漢詩にまで言及している。 

    そして最後に ＜もう一言加えたい。 五七五は定義ではない。 そして

同じ文芸界に属する小説の世界では定型に縛られることなく、 むしろ一作

一作風をこそ手柄とするのではあるまいか。＞ と締めくくっている。 

   まさしく青天霹靂、 私は今の今まで黄氏を百分の百の伝統俳句の擁護

者であり主宰と信じていた。 いや僕だけではない句会のほとんどの方がそう

信じてきたのだ、 正直のところ会員のなかには俳句とは所謂の伝統俳句で

それ以外の俳句があるということさえ知らない方が大部分のようだ。 6 年ぐ



らい前か？ 私が伝統俳句は俳句全体の一部分と言っただけで小生を罵倒

した日本人の方がいた、 当然私は彼に悪意がないのは知っていたが、 所

謂の伝統俳句がいかに日本国内で影響力が在るかを伺い知らされた、 そ

して今日の毎日新聞で ＜日本人は伝統に弱い＞ と言う一文を見た。 

今私は胸を撫で下ろした、 台湾唯一の日本語俳句会の主宰で私が尊

敬する師匠があの狭い一個人の主張の伝統俳句結社の月並み主宰でなく、 

もっと広い意味での俳句の真髄を追及していることを知り、 世界で流行って

いる俳句も決して全部が全部真実の俳句ではなく、 また ＜漢俳＞ も俳句

ではない。 一方日本の方々をも含めて、 世界の方々が真実の俳句、 そし

て俳句の真髄を求めており、 そして世界が持ち上げてくれている日本発想

の ＜俳句＞ を日本人は大切にすべきであると言うことを心の底から感じた

のだ。 

虚子は虚子なりに俳句を一般大衆に広めた功労は認めるべきである、

だからと言ってそれが全部ではない。 もし時間がおありでしたら、子規の ＜

歌詠みに与ふるの書＞ 及び ＜俳人蕪村＞ と虚子の ＜俳句の作りよう＞、

＜俳句とはどんなものか＞ と ＜俳句読本＞ をじっくり繰り返してお読みく

ださい、 さすれば別に感ずることもまたあらん。 また今泉惇之介の ＜子規

は何を葬ったのかー空白の俳句史百年＞ （新潮選書―2011） にも目を

通してください。 俳句評論家の外山一機氏は今泉が子規自身の標準で選

び漏れた一茶以後の俳句のなかから少なからずの秀句を見つけ出し、 その

復権を実行したとこと、 及び大衆文学的俳句と純文学的俳句にも言及し

ている。 思うに子規をしてさえしくじりや見逃しはあるのだ、 いわんや一般の



人においておやだ。 若し子規をしてもう少し長生きであったらば現今の俳句

界は変わっていたであろうと 

思う。 そして一方 ＜HAIKU＞ をももっとよく読んで俳句の真髄に悖るも

のは俳句から削除するように努力してもらいたものである。 

瞬間的感動を最短の内容と長さで詠むのが俳句である。 そしてこの

日本に源を発する俳句を日本語及び世界のすべての言葉で詠むのだ。 日

本人はそれを誇りとするとともに大事にすべきである。 写生、季語及び五七

五にだけ拘っているべきではない。 

（2016-01-27脱稿） 

黄氏の全文は下記参考： 

http://oobooshingo.blogspot.com/2016/01/009.html  

http://oobooshingo.blogspot.com/2016/01/009.html


               ＜第一集＞序文 

     

    小生俳句を習い始めたのが 2008 年、78 歳の時である、 ただ少し日

本語が分かると言うだけで、 友達に誘われて台湾唯一の日本語俳句結社

に入会したのだ。 正直のところ俳句は小学校時代すでに何句か習っていた、

短歌も何首か覚えていたのだが、 ただ 78 歳になって習い始めて初めて思

い出したのだ。 過去九年をふり返り見て、 詠み始めて間もなく ＜俳句と

は？＞ に迷い、 今日まで至りました。 そして九年の間本業も雑事も打ち捨

てて全ての時間を俳句の資料の収集精読にあて、 その昔他の領域で博士

号を取得した方法で分析研究し、 二つの博士号をもとり得る時間を費やし

て、 ついに所謂の伝統俳句が俳句界の ＜ポピュリズム＞ であるのにたどり

着きました、 これも小生が外国人であるというメリットがあるお陰によるもの

であるのには感謝せざるを得ません。 俳句は一般に知られているよりももっ

と広いものであり、 日本人ばかりでなく世界中の俳人たちが自分それぞれ

の母語で熱心に俳句を詠んでいます。 

   日本でも多くの方々がポピュリズムに押されながらもびくともせず、 自分

なりの俳句を詠んでいます、 一方まだ多くのかたがたが言葉遊びで生け花

や舞踊を習う様に俳句を伝統俳句の三縛りの下で、 知らぬが仏で毎日を

楽しんでいます。 年配の方が多いようだが？ 若い方もいらっしゃる、 まさに

十何年か前に中川広さんが既に指摘しているように、 また俳聖子規が言っ

た ＜箱庭俳句＞ で各結社の主宰や先輩の意のままにされています、 だ

がそれでよいのだ、 ゲームや博打やパチンコに耽るよりは、 より美しい日本

語の洗練になるから。 ただそれだけが俳句だと思い込んで、 もっと広い深



いところに俳句の真髄本質を探るのを排斥し、 世界の人々がその俳句の真

髄を探るのをも貶さなければよいのです。 

   また一方、 台湾や中国などの漢語文化圏の方々が、 ただ一字の ＜

俳＞ があるだけで近来流行っている新興新型漢詩の ＜漢俳＞ を俳句と

間違えていることである。 すでに漢詩及び俳句をよくする詩人が両者は全く

同じくない詩型と確認しているにも拘らず、 まだ生半可な日本語しか知らな

い詩人や、 俳句の詠みと読みが必ずしも同じでないことを知らない者が個

人の感触鑑賞を表現した錦上添花や画蛇添足の翻訳を頼りに間違いを直

そうとはしない人たちがいるのは嘆かわしい事である。 詩人とて全ての詩情、

詩境、 詩型を知る由もないことを知るべきである。 

漢詩の大家そして俳人でもある石倉秀樹氏が小生に教えてくれた、 ＜俳

句が何であるかよりも、 俳句で何ができるか？＞ の道を進むことだという一

言を厳守して、 小生はこの箴言を外国語で試しています、 そしてその素晴

らしさを見つけました、 また英語 （小生は外国語として日本語と英語しか

分からない） を使っても多くの方々が俳句の本質真髄をつかんで楽しんで

いるのを知り得ました。 日本の方々はこの現状を喜ぶべきです、 また誇りと

すべきです、 俳句の源流は日本にあるのですから、 また 19 世紀の初期に

世界で流行ったイマジズム短詩も日本の俳句に源を発しているのです。  

   俳句に関する更なる小生の思惟は本書のエッセイ欄の各所に述べら

れております、 どうかご叱正をお願い申し上げます。 最後に日本に起源を

発した俳句の将来を祝して序を閉じます。 

                           （2017‐9‐30：呉昭新－おーぼー真悟） 

 



           ＜俳句界のポピュリズム＞ 

                     （Chiau-Shin Ngo; 呉昭新；おーぼー真悟） 

    今朝の新聞（朝日）を開いたら ＜（書評）『ポピュリズムとは何か』 ヤン

＝ヴェルナー・ミュラー〈著〉＞ の表題が目に入った。 昨日僕が FB に載せ

た落書き ＜今 12 時正午です＞ の中で取り上げた ＜伝統俳句は俳句

界のポピュリズム＞ の補充説明のようだ、 確かな定義はまだないが当たら

ずとも遠からず、 日本の俳人よ日本の俳句のために（戦前ならばお国の為

に）。 http://digital.asahi.com/articles/DA3S12971552.html   

    今 12 時正午です、 が空はどんより曇って雨が降っています。 室内は

夜も同然電灯なしでは仕事ができません、 心も暗く重たい日です。 ふとコ

ンピューターを開けると FB に 2 年前の投稿がポックリ出てきました、 芭蕉

の言う ＜月日は百代の過客にして、 行かふ年も又旅人也＞ でもないが、

その過客がまた通り過ぎようとしているのです。 ざっと目を通してみると今と

2 年前はあまりか全然変わっていないようです。 だが又新しい発見をしまし

た、 俳句の大先生が ＜三行詩＞ なればみな俳句だというのです、 小生

の驚きようは言葉に尽くせません、 だが大先生である以上なにか小生のよ

うなひよっこにはわからない奥深い意味が隠されているのかもわかりません。

もともとの ＜俳句は日本人にしか詠めない＞ と言う今までの困惑に比べて

今度の俳句の定義の広さには面食らってしまいました、 両極端、 これが日

本発の俳句の運命なのか？ 否！ 俳句の本質真髄は瞬間の感動を出来ない

までに縮めた言葉で表現する詩、 で少なくとも一般の所謂の叙情詩ではな

く、 そして最短の詩であることそれだけ、 でまた韻文（これに不賛成のかた

もいらっしゃいます、 というのは俳句は漢詩や英語の詩のように韻を踏んで

http://digital.asahi.com/articles/DA3S12971552.html


いなくただ 575 のリズムがるだけ） であるが故に出来るだけ 575 に従う以

外の縛りは個人の好みで、 とるもとらないも人の好き好き、 季語に至っては

数千年来の日本人の生活習慣に由来するもの、 外国人はもとより日本人

でも取捨選択出来るものなり。 初心者で外国人の筆者のたわ言かもしれま

せんが、 じっくり考えられないことも無きにしも非ず、 殊にこの頃政治ニュー

スで流行っている ＜ポピュリズム＞ に思いを馳せるときふと所謂の伝統俳

句の三縛りは俳句のポピュリズムではないかと思うことも有ります。 最後に

俳句は日本発の短詩、今（＞100年）世界中が大事にしている。  

   （一外国人の私が口をはさむところではありませんが,  逆さにとれば日

本人が口に出しにくいことを外国人だからこそいえるのではないでしょうか。 

このごろ英語で詠まれている ＜haiku＞ を読むと少なからずの人がちゃん

とハッキリ Haiku と Tanka と銘打って詠み分けているのを見ます。 日本

の方々後れを取ってはなりません。）       (2017-06-02)   

http://oobooshingo.blogspot.tw/2012/07/blog-post.html (外国人

が考える「HAIKU」と「俳句」の未来 ) 



＜日本俳句の漢語翻訳＞ 
 
（日本の俳句を外国語に翻訳するときは元の
句に忠実であること、個人の感想を入れるの
は再創作であり翻訳ではありません。 ＜錦上
添花＞ または ＜画蛇添足＞ になります。 例
えば漢俳 575は再創作であり、 翻訳ではあ
りません、 それが証拠に主要語彙が二~四語
ばかり増えています。 漢語俳句は漢字が十
字 343 が丁度日本俳句の情報量に相当し
ます。＝日本の曄歌） 
図：1994-成田山仙台別院のガマ大師 
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