
多田武彦（1930昭和 5年 11月～）作品集について 

    H28.2.1～4.19沖本 

 

◎「夢みたものは」 

立原道造（1914大正 3年～1939昭和 14年）享年 24才、結核 

「夢みたものは」立原道造の晩年の作。晩年と言っても 24才。悟りきった詩の内容となっ

ている。結核に冒されていることを知り、死の覚悟は出来ていたからだろう。愛する女性

と一緒になることもなく、結核を宣告されてわずか一年足らずでこの世を辞している。 

（ウィキペディアから沖本加筆） 

 

 立原道造は亡くなる数年前から勤務先の水戸部アサイと清い交際を続けていた。1937.6.6

（日）軽井沢へ日帰りで旅したときにアサイにプロポーズしたという。1938 年アサイと過

ごす幸せな時間を詩にした。しかしその 12月に吐血し容体が悪化、既に手遅れの状態であ

った。アサイの献身的な看病も実らず 3ヶ月後の 3月 29日帰らぬ人となった。アサイとは

最後まで清い関係だったという。（関係ホームページより沖本加筆） 

 

 夢見たものは一つの幸せ。願ったものは一つの愛。 

山並みのあちらにも静かな村がある。明るい日曜日の青い空がある。 

 

日傘を差した田舎の娘らが、着飾って歌を唄っている。 

大きな丸い輪を書いて、田舎の娘らが踊りを踊っている。 

 

告げているのは青い翼の一羽の小鳥。 

低い枝で歌っている。 

 

夢見たものは一つの愛。願ったものは一つの幸福。 

それらは全てここにあると 

（出典は、没後複数人により編纂された「優しき歌Ⅱ」の最後に掲載されている。1947 年

に角川書店から出版された。（ウィキペディア）） 

 

 

 この詩が書かれたのは多分、プロポーズ後の翌年、結核を宣告された後だと思われる。

目の前の幸せ、目の前の愛が直ぐそこにあるのに諦めなければならない現実があった。無

念を通り越し、覚悟を決めるしかなかった。（沖本） 



 

 また、この詩を読むと次の対比を思い出す。グリーグの「ペールギュント」この男主人

公は夢を追いかけて世界中を回ったあげく最後に行き着いたのは故郷で待っていたかつて

の恋人だった。年老いて恋人の膝の上で死んでいくストーリーの戯曲。（沖本） 

 果てしない外の世界よりも身近なものへ心を向けた方が幸せにたどり着きやすいのでは。

残された限りある時間の中で今ここに生きていることを精一杯喜びたい。「ここ」とは「心

の中」のことかもしれない。（沖本） 

 

 

◎「エリモ岬」 

草野心平（1903明治 36年～1988昭和 63年）享年 85才 

「エリモ岬」草野心平が昭和 26年に初めて北海道を旅したときに作詞された。知床～釧路

～帯広を経由して来た時に書かれた絵画的な詩である。北海道の優しい風景が、目を転じ

て見ると荒々しい太平洋があった。地球の雄大さを感じる。 

 

「炒り卵をまき散らしたような、 

エゾ姫タンポポの黄を踏みながら、 

親子連れの野放し馬が草を食み、 

向こう遙かに樹のないセピアの緩い丘丘が連なる。 

（あんな後にこんな風景が展開するとは。） 

 

ウルトラメールの深い海が、荒くはじけ。 

飛沫を上げ。泡立つ大波にゆらゆら揺れる昆布の黒帯。 

巌に並ぶ鵜の鎌首。ハクセキレイの稲妻の流れ。 

（この茫漠が現れようとは思えなかった。） 

 

セピアの丘丘は重なり重なり海に延び。 

そのはじっぽのエリモ灯台。道南端の白チョーク。」 

（出典：詩集「天」、男声合唱組曲「北斗の海」） 

 

 

 襟裳岬は道南端ではない。しかし最果ての地のイメージがある。昭和 26年の北海道は国

道の改良もこれからで、まだまだ舗装にはなっていない。当時の交通手段は何だったのだ

ろうか。バスが通っていたのだろうか？陸地側の描写では穏やかな天気のようだが、海側

の天気は大荒れのイメージで矛盾する。草野心平の想像の風景かも知れない。（沖本） 



 

◎「鷗どり」 

三好達治（1900明治 33年～1964昭和 39年）享年 64才、心筋梗塞 

 

「鷗どり」三好達治の青春回顧録。三好達治は 27才で東京帝国大学を卒業したばかりに萩

原朔太郎の妹「アイ」に恋して結婚を申し込むも破談。美人「アイ」は佐藤惣之助（「六甲

おろし」の作詞者）と結婚。31 才佐藤智恵子と見合い、33 才で智恵子と結婚、同年 12 月

長男達夫が生まれる。35 才東京小石川に家を構える。36 才長女松子生まれる。37 才鎌倉

転居。38 才小田原転居。1942 昭和 17 年、達治 42 才は佐藤惣之助急死を知って、智恵子

と離婚し幼子二人もろとも捨てた。むごい仕打ちに思う。アイへの狂気めいた恋心、度の

過ぎた純情さでもって佐藤未亡人アイと結婚を果たすが、一年も持たずにアイが三好達治

から逃げ出した。口べたで癇癪持ちプライドが高く自説を曲げない扱いにくい人間像であ

ったことが分かる。（メロス音楽出版 深沢眞二著「ナマズの孫３匹目」による） 

 

「ああ、かの烈風の吹きすさぶ、砂丘の空に飛ぶ鴎。 

沖部を渡る船もない、寂しい浦のこの砂浜に飛ぶ鴎。 

（かつて私も彼らのようなものであった） 

ああ、この寂しい國の果て。 

季節には早い烈風にもまれて、何を求めて飛ぶ鴎 

（かつて私も彼らのようなものであった） 

波は砂丘を揺るがして、あまた度彼方にあがる潮煙、 

その轟きもやがてむなしく消えてゆく。 

春まだき日を鳴く鴨 

（かつて私も彼らのようなものであった） 

ああ、この寂しい海を弄び、短い声で鳴く鴎。 

声はたちまち烈風に取られゆけど、 

なほ、この浦に絶え絶えに人の名を呼ぶ鴎どり。 

（かつて私も彼らのようなものであった）」 

（出典：詩集「海に寄せる歌」、男声合唱組曲「海に寄せる歌」） 

 

メロス音楽出版 深沢眞二著「ナマズの孫３匹目」によると「なほこの浦に絶え絶えに

人の名を呼ぶ鴎どり」の中の「人」は「女性」、「鴎」は若い頃の三好達治自身。自由奔方

に生きる鴎どり。余りに我が儘な事をしてきた自分に対する反省文なのか？ 

 

 この詩は昭和 16年に書かれている。比喩だらけ。「烈風」激情。厳しい世界情勢。「砂丘」



乾いた土地。満たされない感情。資源の乏しい国。「空」空虚。虚しさ。「鴎」孤独な自分。

一人彷徨う自分。孤立した国。「沖部」見える範囲。近隣諸国。「船」恋しい女性。同盟国。

「砂浜」女性のいない殺風景な所。「國の果て」恋人もいない寂しい土地。札漠とした土地。

「潮煙」激情。抑えきれない恋心。列強に対する憤慨。「春」恋の成就。平和。繁栄。「人

の名」失恋の相手。「かつて」独身時代。鎖国時代。江戸時代これらをつなぎ合わせると意

味は通る。下線部と二重下線部で二通りの解釈が成立するか？（沖本） 

 

 戦時中にマッチして文語体の歯切れの良い詩である。直接表現では未練がましい男心を

表現出来ない時代である。カ、サ、マ行が多いことが更に歯切れを良くしている。頭韻、

母音列重複も多いためリズム感が良く歌いやすい。「鐘鳴りぬ」も同様。文語体は格調も高

い。虚勢を張っていた。そうしなければ列強の圧力に潰されそうであった。（沖本） 

 

昭和 16年はアメリカに宣戦布告をした年。ABCD（米英中蘭）ラインに包囲されて日本国

存亡の危機であった。昭和 11 年の 2.26 事件依頼軍事政権となっていった。憲兵の目も一

団と光ってい、憲兵にしょっ引かれて拷問死した常識人が数多くいた時代である。（沖本） 

 

 

◎「月夜を歩く」 

伊藤 整（1905明治 38年～1964昭和 44年）享年 64才、胃癌 

 

「月夜を歩く」 

「泣き止んだ後のように、月が白い輪を持った夜更けて。 

私は一人忍路の町を通り抜ける。 

切り通しを上りきれば海の見える寂れた家並みがある。 

海は湾の内に死んで灰色の背を見せ、家々は寝静まっている。 

外に夜通し立っている桐の木の花が、甘く鋭く匂っている。 

私はいくつもいくつも潮風で白くなった板戸の前を過ぎて、 

悪いことをするように下駄の音を忍ばせてそこを通り抜けた。 

ああ何のための遠い夜道だったろう。 

イタドリの多い忍路から出る坂道で、誰も知るまいと 

私は白い月を顔に浴びて微笑んでみたのだ」 

（処女詩集「雪明かりの路」から） 

 

 

 伊藤整の切ない思春期のなんとも甘酸っぱい男心。初恋の女性に対してどうして良いか



分からず、それでも少しでも近づいてみたい。人に気づかれないように夜中に足を向けて

みた。何が出来るわけもなく、思わず自分の行動が滑稽にさえ思えてしまう。女性の名は

「うめ」。時代の中で虐げられていた身分低いの家柄の娘（戦前までは虐げられた階級があ

った。女性蔑視も然り）。家柄の違いも伊藤整と隔たりを大きくしていた。「うめ」は後に

小樽の芸者に身売りされる。幼なじみの「うめ」に何もしてやれなかった。「うめ」が住ん

でいた家も火事で無くなってしまう。最終曲で吹き荒れた心の嵐が「雪明かり」でかすか

に希望をともす。機会がありましたら、是非全曲をご堪能ください。（沖本） 

 

 

◎「鐘鳴りぬ」 

三好達治（1900明治 33年～1964昭和 39年）享年 64才、心筋梗塞 

 

男声合唱組曲「わがふるきひのうた」 

「鐘なりぬ」は昭和 18年 5月、詩集「朝菜集」で出版されている。戦況が悪化している年

に出征兵士を鼓舞する軍歌として作詞された。「ワレモトヨリ生還ヲ期セズ」日本国民の義

務、決意表明となっている。国の存亡の危機に直面している時期に書かれた決死の覚悟の

詩である。戦争容認、戦争犯罪に加担した詩との解釈もあるが当時の男児としては当然の

考えであった。血走った形相の決意で戦地に向かったのである。 

下線部「なまずの孫２匹目」から転用、沖本加筆 

 

「聴け！鐘なりぬ！聴け！鐘なりぬ！聴け！ 

常ならぬ鐘鳴り出でぬ（非常事態、国家存亡の危機を知らせる鐘が鳴った）！ 

かの鐘鳴りぬ 

いざ吾は行かん！ 

思い設けぬ（予想だにしない）日の空に 

響き渡ろう鐘の音を。 

鶏鳴（夜明け）か五焼（夜明け前）か知らず。（早朝の何時かはわからない） 

 

吾は行かん！ 

さあれ夢ゆるがせに訊くべからねば 

（どうであれ夢にも理由を問うことは許されないので）、 

 

吾は行かん！牧人の鞭（天皇の命令）に従う子羊（日本男児）の 

足取り速く小走りに 

 



路も無きおどろ（棘：雑草やイバラなどが生い茂った）の野末（野の果て） 

露霜しげき（凍った夜露が霜のようになっている早朝に） 

東雲（闇から光りへ移行する夜明け前に茜色に染まる空）を 

吾は行かん！ 

行きて再び帰りござらん。 

 

いざさらばうからら（家族の者達） 

常の日のごとく、吾をな待ちそ（今までのようには私を待ってはいけない） 

常ならぬ鐘の音声（非常事態、国家存亡の危機を知らせる鐘の音） 

諸共に聴きけんを（皆で聴いたからには）いざ、 

あかぬ（名残惜しい）日の終の別れぞ、我が古き日の歌。 

 

 

「我が古き日の歌」は過ぎた日々の叙情歌。愛、恋、美、陶酔など一切の良き思い出を捨

てさって日本国民の義務を果たそう。若き命を捧げ国家の危機を救おうと言うアジテート。 

 

 三好達治は大坂陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校本科を卒業したが、陸軍士官学校

は中途退学し 1922 大正 11 年第三高等学校文科丙類入学、卒業後東京帝国大学文学部仏文

科を出ている。明治の男は軍隊の大将にあこがれを持っていた。「男女 6才にして席を同じ

ゅうせず」の時代に育ったのである。軍人の道は諦めたが心は軍人魂が残っていた。 

 

 しかし、多田武彦はプロパガンダそのものを曲にはしていない。太平洋戦争に駆り出さ

れたのは大正生まれの多田武彦より少し上の世代の青年達であった。そして明治生まれの

男達も軍人下士官以外は徴兵されていない。生まれた時代を呪うことすら出来ない兄さん

世代の青年達の無念を忘れないため、彼らの鎮魂のために作曲したのだ。（沖本） 

太平洋戦争犠牲者は日本人だけで 200万人を越えた（軍人 170万民間 30万人）。 

中国人 1850万人（軍人 150万、民間 1700万）、朝鮮人 20万人、 

東南アジア（ビルマ、カンボジア、フィリピン等）500万人越え 

USA：35,523人、大英帝国 86,838人、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、

フランス、ソビエト、モンゴル等は不明（ウィキペディア） 

 

明治から昭和にかけての大日本帝国は「富国強兵」「殖産興業」の旗印の下、西欧の列強

国の支配に下らぬように必死であった。以下に簡単に戦歴を記す。明治生まれの詩人達が

育った時代背景である。（沖本） 

 

日清戦争（1894明治 27年～1895明治 28年）日露戦争（1904明治 37年～1905明 38年）



第一次世界大戦（1914大正 3年～1918大正 7年）満州事変（1931昭和 6年） 

日中戦争（1937昭和 12～20年）第二次世界大戦（1939昭和 14年～1945昭和 20年） 

太平洋戦争（1941 昭和 16 年～1945 昭和 20 年）ガダルカナル島撤退昭和 18 年 2 月 1～7

日、山本五十六戦死 昭和 18年 4.18、アッツ島玉砕 5.12、学徒出陣始まる 10.21 

 

 多田武彦が選んだ主な他の詩人達も記しておく。（ウィキペディア） 

北原白秋（1885明治 18年～1942昭和 17年）「柳川風俗詩」享年 57才 

中 勘助（1885明治 18年～1965昭和 40年）享年 81才、クモ膜下出血 

八木重吉（1898明治 31年～1927昭和 2年）享年 30才、結核「雨」 

三木露風（1889明治 22年～1964昭和 39年）享年 75才 

 

 

◎終わりに 

 多田武彦先生も今年の 11 月で 86 才を迎える。先生の存命の内に意を汲んで心を込めて

歌いたい。現在までに組曲は 70 作以上、内男声合唱組曲は 65 作、単品で数えると 700 曲

以上に及ぶ。昭和 29年に発表された「柳川風俗詩」が処女作。多田武彦選の詩集が存在し

ているが、私達はそのごく一部しか知らない。多田先生の大テーマがあるのか？ 

 

 多田先生が組曲の中の曲を差し替えた例がある。組曲「雨」の第 4 曲目「十一月に降る

雨」、組曲「人間の歌」の終曲「年の別れ」、組曲「中原中也の詩から」の「朝鮮女」等。

差し替えた理由は、それぞれの歌詞の中に蔑視的表現が含まれているという批難があった

からだろうと思われる。しかし多田先生は決してそう言う意味で選んだ訳ではない。むし

ろそういう虐げられた人々の存在を忘れてはいけないと言うメッセージを伝えたかったか

らだと思う。（23期 沖本） 

 

※参考：メロス音楽出版 深沢眞二著「ナマズの孫１～３匹目」、27期ベース坂東氏提供資

料、各ホームページ資料等 


