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（１）日本における余光中詩の翻訳と紹介 

 

  私が余光中詩篇を日本語訳したのは『シリーズ台湾現代詩Ⅲ』（国書刊行会、

2004）においてで、「ジェニーのおさげ（珍妮的辮子）」（1953）から「絶世の美

女（絶世美女）」（1997）までの 35編である。現在までに日本で出版された刊行物

に収録された余光中詩としては、いちばんまとまった作品数になる。この「シリー

ズ台湾現代詩」全 3冊は林水福氏と是永駿氏が編集委員となり、台湾文化建設委員

会の翻訳助成金による出版だった。そのころ私は是永駿氏たちと「現代中国の詩人

たち」1という連載を、雑誌『月刊しにか』でやっていた。取りあげられた詩人は、

五四時期の徐志摩から上海モダニズム、九葉派、そして今天派の北島や西川から戈

麦までの 24人で、そのなかに台湾の瘂弦と林亨泰と鄭愁予が入っていた。ここでの

「中国」とは広く漢語圏という意味だが、是永氏は台湾の現代詩を「20世紀中国詩

史のミッシング・リンク」2としてとらえようという考え方をもっていた。「現代中

国の詩人たち」という連載も是永氏のそうした考えに基づいて、とりあげる詩人が

選ばれていた。是永駿氏は日本では朦朧詩派時代からの北島の訳者として知られた

人である。 

 日本での台湾現代詩の翻訳と紹介には、この『シリーズ台湾現代詩』全 3冊に続

くものとして、2006 年からはじまった『台湾現代詩人シリーズ』（思潮社）がある。

この仕事は当初、林水福氏から私に打診があったもので、私が編集委員ということ

になって、今日までに 15冊を刊行した。この仕事を通して、私の現在の「台湾現代

詩」についての考え方は、当時の是永駿氏の「ミッシング・リンク」としての台湾

現代詩という考え方とは差異が生じている。そんな是永駿氏から、ある日、余光中

詩の翻訳をやってみないかという連絡があった。 

  『シリーズ台湾現代詩』は、第 1巻（2002）が李魁賢・李敏勇・路寒袖、第 2

巻（2004）が陳義芝・焦桐・許悔之、第 3巻（2004）が楊牧・余光中・鄭愁予・白

萩というラインナップである。余光中詩を担当することになったのは同じ巻のなか

                                                 
1 「中国現代詩の系譜：詩人たちの肖像」全 24 回、『月刊しにか』2001 年 4 月号～2003 年 3 月号、

大修館書店。 
2 林水福・是永駿編『台湾現代詩集』の是永駿による「あとがき」、国書刊行会、2002 年、381 頁。 
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で上田哲二が楊牧を訳す担当になったからではないか、というのが私の推測である。

当時は（そしていまも）余光中という詩人についてよく知らなかったわけだが、と

もかく引き受けることにした。このシリーズは詩人が自分で収録作品を選ぶという

のをうたい文句にしていたから、私が訳した詩篇はおそらく余光中自身が選んだの

だと思う。私は送られてきた詩稿をひたすら訳した。私が余光中の詩をまとめて読

んだのも、そのときがはじめてだったということになる。 

 実際に翻訳作業に入ったとき、余光中詩を訳すには、その詩のリズムと響きあう

ような日本語のリズムをみつけだせれば（そのリズムを余光中詩のリズムとして仮

定することができれば）、最初は訳しにくい作品だったものが比較的訳しやすい詩

篇に変化した記憶がある。ただ、正直なところ、訳していて非常に落ち着かなかっ

た。台湾詩人の林亨泰を別にして、私がそれまでに日本語に訳し発表したことのあ

る中国語圏の詩人は戴望舒、何其芳、卞之琳といった 1930年代上海モダニズムの系

譜につらなる詩人たちだった。それらの詩人たちの作品を訳しているときの私の内

的なリズムと、余光中作品を訳すときのリズムは大きく乖離していた。前者のリズ

ムに立とうとすると、余光中作品はすぐに訳せなくなった。余光中詩は訳していて、

その抒情性と言われるものが、上手に訳そうとすればするほど、私にはどうも居心

地が悪かったのである。それで、しばしば翻訳作業を中断することになった。 

 余光中の詩篇は、書かれた時期やテーマによる違いはあるにせよ、基本的に抒情

詩の仮面をかぶったきわめて技巧的でマジカルな詩篇ではないかというのが、その

ときの私の結論だった。抒情詩と言っても、それは個の内部を物語る詩篇ではない

のである。詩人の人格は、作品とはあきらかに別のところにあるように思えた。そ

う考えないと、余光中の詩を読むことがすぐにできなくなった。「小さな物語」に

見せかけて「大きな物語」を語ってしまう抒情のマジック。抒情のスタイルで叙事

をおこなう詩、なかでも「白玉苦瓜」はまさにそのような作品として私の前にあっ

た。何故、ここまで余光中詩は屈折しているのか。その屈折の意味を考えなければ、

余光中の詩は容易に理解できない。そこで私は余光中の作品を、屈折する詩篇群と

名付けることにした。おそらくそれが余光中詩の本質ではないかと、いまも私は考

えている。 

 ところでこれまで日本で余光中を論じた論文は、上田哲二の論文をのぞけば皆無
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であると言ってよい。残念なことに彼は若くして逝去したが、ほんとうなら日本で

いちばん余光中を論じる適任者は上田哲二である。彼の学位論文は「台湾現代詩に

おける家郷の位相」（大阪大学、2004）と題して、楊牧と余光中を論じたものだっ

た。彼は余光中にとっての「家郷」つまり「中国」とは何であるのかを、実体とし

ての中国ではなく、ロマンティシズムの対象としての中国だとして、「余光中が郷

愁を感じるのは離れてしまった大陸ではなく、少なくともすでに喪失した事象であ

る」3と考える。それは彼が 2007年に出版した『台湾モダニズム詩の光芒』（三恵

社）にも、引き継がれている考え方である。もちろん人がノスタルジアの対象とし

て「中国」と言ったり「日本」と言ったりするとき、そこにあるは実体としての

「中国」や「日本」などではなく、いわば想像された空虚な観念があるだけだから、

そのこと自体はきわめて普通の議論である。彼の論文の独創は、それを日本の四季

派の抒情とアレゴライズして論じたところにあった。彼は想像上の「家郷」の内実

に、「近代の超越」論を対置して、論を展開した。二人の詩人がアメリカ滞在経験

をもっていることと、二人の詩人のノスタルジアのありかを関連付けもしていた。

私にはそれは、余光中詩の屈折をどう理解するかの、上田哲二の苦心が作りだした

しだ論であったと思える。何故なら彼が余光中の「家郷」のロマンティシズムを論

じる論じ方は、同じく彼が楊牧の「家郷」を論じるそれと、おおきな隔たりがあっ

たからだ。 

 私以外の訳者による日本での余光中詩の翻訳には、『シリーズ台湾現代詩』全 3

巻に先行するアンソロジー『台湾現代詩集』（国書刊行会、2002）における上田哲

二訳の数編がある。その他に、文学雑誌『藍 Blue』総 3期（2001）に「余光中特

集」があり、劉燕子や赤堀由紀子らによって数編の詩と散文が訳されている。『藍

Blue』は日本で刊行された中国語と日本語の２言語による雑誌で、劉燕子が刊行と

編集を担当していた。だが、何より特記しておかねばならないものに、『華麗島詩

集』（若樹書房、1971）がある。『華麗島詩集』は、日本で台湾現代詩をまとまっ

たかたちで紹介した最初の詩選集だった。企画編集は台湾の笠詩社で、かなりの収

録詩が陳千武よる日本語訳である。この詩集には、余光中詩の「ダブルベッド（雙

                                                 
3 上田哲二「記憶と想像のゆらぎ」、『大阪大学言語文化学』Vol.12、2003 
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人床）」と「西螺大橋」が収録されている。余光中作品の日本での最初の紹介はお

そらくこれであり、私が余光中の詩にはじめてふれたのもこのアンソロジーをとお

してだった。私はこの詩集を東京にいた葉笛から、1977年にもらった。今回の機会

を与えられて余光中詩を考えようとしたとき、たまたま手に取った『華麗島詩集』

に余光中作品が収録されていたことに、私は驚きを覚えた。それは、現在の私にと

って再発見とでもいうべき出来事だった。その次に余光中詩の日本語訳を収録して

刊行された台湾現代詩集は『世界現代詩文庫（12）台湾詩集』（土曜美術出版社、

1986）で、『笠』の同人でもあった編者の北影一訳による「西螺大橋」が収録され

ている。この選詩集で特筆すべきは李魁賢の「台湾の現代詩の由来と変遷」が収録

されていることで、『華麗島詩集』に収録された陳千武による「台湾現代詩の歴史

と詩人たち」とあわせ、台湾現代詩史に関する日本における最初のまとまった紹介

となっていた。そしてもちろん、この台湾現代詩史には藍星詩社の主要な成員とし

て余光中の名前が登場する。 

 

（２）「ダブルベッド（雙人床）」と「もし遠くで戦争があったら（如果遠方有戦

争）」をどう読むか 

 

 私にとって余光中作品は、外国文学としてたいへん解読しにくい作品群である。

どうしてこうした作品が書かれたのか、その作品が書かれた背景にある台湾社会の

時代状況と詳細に対照させて考えようとしなければ、私にはよくわからない作品が

余光中詩には数多くある。日本人研究者だけの執筆になる『台湾近現代文学史』

（研文出版、2014）で執筆を担当した「第 12章 台湾現代詩の成立と展開」におい

て、私は余光中について二つのことを書いた。ひとつは「台湾現代詩における伝

統」の問題についてである。ここで私は、楊牧と対比するかたちで余光中詩におけ

る詩の伝統を次のように考えた。 

 

台湾現代詩において伝統はどこに求めることができるのだろうか。楊牧は彼自

身の詩の伝統を、エリオットのいう「歴史意識」と関連づけながら、「三千年

の中国文学と四百年の台湾経験」の「同時存在」と「併行共存」に求める。そ
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こで具体的に提示される彼の「古典」とは「中国古典」である。だが、そこに

は楊牧の時代の文学状況への批判が想定されている。それでは、楊牧のなかで

「中国文学」と「台湾文学」の関係はどのようになっているのだろうか。それ

には明確な答えは提示されていない。たとえば余光中のような外省人詩人が、

詩集『白玉苦瓜』に象徴されるような自身の詩の伝統を「中国古典」に求める

のなら、そこに不思議はない。だが楊牧は本省人詩人である。そうすると、こ

こで楊牧が考えている伝統とは、母語ではなく「国語」で詩を書くときの詩人

自身の中国語に付帯する意味の身体性や歴史性の問題なのだろうか。あるいは

『一首詩的完成』を出版した一九八〇年代の、アメリカでの生活が長くなった

彼の立ち位置がそこに反映されているのだろうか。「学院派」という用語で、

この問題を「文学的教養」と結びつけて整理しようとする詩史叙述もあるが、

これもまた「文学政治」的な文脈で理解するしかない叙述と思えてならない。4 

 

 これは主に楊牧の詩論集『一首詩的完成』（洪範、1989）を取りあげてのもので

ある。この問いへの答えとしては、70年代において楊牧のなかで中国意識と台湾意

識は対立するものではなく、中華民国台湾化路線ともあいまって両者は互いに包摂

するものとして存在していたと考えることもできる。では、余光中においてはどう

なのだろうか。私は「白玉苦瓜」を例として、そこに余光中詩における詩の伝統と

しての「中国古典」を考えようとした。だが、余光中詩における伝統とは、そんな

わかりやすいものなのだろうか。中華民国台湾化路線の文化政策の影響も、余光中

の場合は外省人第一世代であるだけに、問題はひとすじなわではいかない。そう考

えて再読してみるとき、詩篇「白玉苦瓜」のどこにも答えは見いだせない。この詩

に描かれているのは、流転する白玉苦瓜の彫像だけである。詩人がそこに見ている

のは、「悠久の中国」などというものではなく、流転するちっぽけな彫像に自己を

投影しようとする空しい人間の思いだからだ。ここにあるのは、明らかにマジカル

な虚構としての屈折した「中国」である。そしてその屈折は、アメリカの中国承認

による 70年代東アジアの政治的地勢図の変容がもたらしたものである。つまり「白

                                                 
4 中島・河原・下村編『台湾近現代文学史』、研文出版、2014、395 頁。 
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玉苦瓜」は、アメリカへの異議申し立ての詩と読んではじめて成立しうる詩篇なの

だと私には思える。 

 もうひとつは以下のようなことを「台湾現代詩の展開と成立」で、私は書いた。

「「反共詩」で戦争を描いても戦後詩とはいえないので、やはり瘂弦の作品は群を

抜いた達成を示している。商禽や洛夫の作品群もそうである。だが「大尉（上

校）」にせよ、すべての価値が戦争によって崩壊した後に出現した戦後文学的表現

というより、「軍中詩人」として出発した彼らが身を置かざるをえなかった時代の

政治状況との関わりが、色濃くその超現実主義的表現には反映している。ベトナム

戦争を批判的にとらえた余光中の反戦詩「ダブルベッド（雙人床）」や「もし遠く

で戦争があったら（如果遠方有戦争）」も、歴史に翻弄される個人の運命を描いて

いるにせよ、日本の「戦後詩」からは遠いところにある。」5 

 しかし余光中のこの 2作品は、ほんとうにベトナム反戦詩であったのだろうか。

たとえば雑誌『笠』42期（1971年 4月）には、「ダブルベッド」の合評が数頁にわ

たって掲載されている。しかしそこでの詩評者の発言には、ベトナム戦争への言及

は皆無なのである。もちろん当時の台湾の政治体制のなかで、ベトナム戦争反対を

正面から唱えることは政府への直接的な批判を意味することになるので、この問題

については意図的に触れなかったのだと考えることはできる。だが、それにしても

である。 

 同時代の日本ではベトナム戦争反対の論説は、台湾とは違って様々なメディアに

おいてトピカルな記事になっていた。日本の 1960年代を総括した大著に、小熊英二

の『＜民主＞と＜愛国＞：戦後日本のナショナリズムと公共性』（新曜社、2002）

と『1968』全 2巻（新曜社、2007）がある。小熊英二もそこで指摘するように、安

保闘争（日米安全保障条約反対運動）は反米運動と重なり合っていて、それが日本

の戦後ナショナリズムを導き出した。日本でベトナム戦争反対は、「民主」と「愛

国」が重なり合う論理のなかで語られた。60年代から 70年代にかけてのべ平連（ベ

トナムに平和を！市民連合）の運動に見られるように、反米はいわば親米と寄り添

ってもいた。その親米とは民主と自由の象徴としてアメリカを考えるものであり、

                                                 
5 同上、415 頁。 
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日本にとってアメリカは多面体であった。べ平連の代表であった小田実の著作『な

んでも見てやろう』（河出書房新社、1961）は、そうした矛盾を如実に描き出して

いる。そして日本でのベトナム反戦運動は、1960年安保闘争を経て 1970年の第二次

安保闘争にいたる時代のなかで、反米の論理に収斂されていく。おそらくはこの

「愛国」は、日本の「戦後民主主義」と結びつきながら、リベラルなナショナリズ

ム（そのようなものが仮にあるとしてだが）に展開していかねばならないものであ

った。1960年代の日本は、台湾に先行するかたちで高度経済成長期のただなかにあ

った。冷戦体制下でアメリカはアジアを支配下に置こうとし、すでにアメリカ的な

グローバル資本主義が胚胎されていたわけだが、そのあり方は現在の状況とはまだ

隔たりがあった。1960年代という時代は日本に公共圏＝市民社会が実現するかどう

かの大きな試金石の時代であったはずなのだが、太陽花学生運動に象徴されるよう

な台湾の現在と対比するなら、その試みはけっきょく挫折したというしかない。 

 それでは、1960年代の台湾にとってアメリカとは何であったのだろう。台湾にと

ってアメリカは「愛国」のために向き合う対象ではなかった。当時の国策映画に多

く見られるように、あくまで「愛国」のための他者は日本であった。ここで思いだ

されるのは、黄春明の「りんごの味（蘋果的滋味）」である。そしてこの映画に描

かれているものが、60年代の台湾庶民にとってのアメリカだとすれば、台湾の人々

はベトナム戦争とどのように向き合っていたのだろうか。「りんごの味」は、仕事

を求めて台北に出てきた貧しい一家の主がアメリカ軍将校の運転する車と接触事故

をおこし、アメリカ軍の病院に入院し手厚く看護をうけるだけでなく、見舞金によ

って一家の運命が大きく変化していく物語であり、本来なら加害者であるはずのア

メリカ人将校が一家に幸運をもたらす人物になっていく。そこには当時の台湾の貧

しさとアメリカのもたらしたものが、滑稽さと表裏一体の悲哀のなかで描かれてい

る。病院には台湾語を話す看護婦すらいる。黄春明はおそらく言外に外来政権であ

る国民党政府を批判的に対置させているわけだが、その対比のなかでアメリカは理

想の国家であるかのようにすら描かれる。それは瓊瑤の小説や映画に登場するアメ

リカ像にも近似している。 

 しかし蒋介石政権を支えたのはアメリカのアジア政策にほかならなかったし、ア

メリカは日本植民地統治期末期に台湾を空爆し台北大空襲をはじめ多くの死者をだ
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した相手であり、その一家の主にとってかつては「敵国」でもあった。オムニバス

映画『坊やの人形（兒子的大玩偶）』の一篇として萬仁監督による映画化は 1983年

だが、原作小説の発表は 1972年の『中国時報』。1960年前後の台湾を舞台にした作

品とは言え、発表時はすでにアメリカの東アジア戦略が大きく変化する時期になっ

ている。黄春明がこの時期にこの作品を発表したことには、アメリカとの関係をめ

ぐる台湾のありかたへの皮肉めいた視線があったに違いない。 

 60年代になって日本では高度経済成長と軌を一にするように戦争体験の風化がは

じまり、過去の植民地支配に対する忘却がすすんでいった。ただ経済成長下での社

会には進歩史観への信憑といったものがもたらす余裕が生まれ、市民社会的な公共

圏が成立したかのように思われる時期もあった。べ平連の成立はそれと軌を一にし

ているが、日本人にとってはベトナム戦争を題材に反戦詩を書くことは、日本詩人

の戦争責任の免罪符になったのかもしれない。日本の戦後の経済発展は、日本が過

去に植民地をもったことを視野の外においてきたことと並行していて、その反省の

上にはなりたってはいない。その点で、「荒地派」の詩人たちの昭和モダニズム批

判も挫折することになる。ところが、いっぽうの台湾では 60年代になって、戦争体

験が高度な詩の達成として書かれることになる。その理由のひとつに、日本とは違

って、台湾では戦争体験に基づく「戦争詩」を書くことが抗日を題材としながら、

いっぽうで蒋介石国民党政権への体制批判の意味をもっていたことがあげられるだ

ろう。 

 『笠』には「荒地派」の詩人たちを中心に、陳千武による継続的な日本戦後詩の

翻訳紹介がなされている。また、日本の同時代詩壇がかなり詳細に追いかけられて

いる。『笠』26期には呉贏濤の「日本詩展望」もあれば、葉笛によって鮎川信夫の

「現代詩とは何か（何謂現代詩）」が翻訳掲載されている。そこには台湾の同時代

を表現する詩的方法として、『笠』の詩人たちが鮎川信夫や田村隆一に代表される

日本戦後詩を受け止めたということがある。何より彼らはともに、戦争からの帰還

者でもあった。また「荒地派」の主張は、四季派に代表されるような戦前期の日本

モダニズム詩批判のうえに、あらたな現代詩を確立しようとする実験でもあった。

『笠』における日本戦後詩の翻訳紹介の多さは、それが時代批判としても彼らの詩

の方法としても、有効であると思われたからである。 
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 そうした同時代台湾現代詩の状況のなかに「ダブルベッド（雙人床）」（『文学

季刊』2期、1966）と「もし遠くで戦争があったら（如果遠方有戦争）」6（1967）

を並べてみるとき、なかでもわかりにくいのは「ダブルベッド」である。この二つ

の作品はベトナム戦争反対をテーマにしているのだと、今日よく言われる。たとえ

ば陳芳明の『台湾新文学史』には、次のような記述がある。「反戦詩の誕生は、彼

の政治への介入の具体的な証拠である。時局に対して、詩人はとうぜん一種の無力

感をいだいていた。とりわけ 1966年のベトナム戦争勃発後、その大状況が文学の発

展に巨大な影をなげかけた。余光中はこの時期「ダブルベッド」と「もし遠くで戦

争があったら」を書いて、性愛の欲望をとりあげることで戦争の残酷さを暴こうと

した。この二篇は、色情詩と攻撃されたこともあった。事実、個人の情欲によって

国家と民族の情感と向かい合うことは、のちにフェミニストの重要な創作策略のひ

とつともなる。（反戰詩的誕生，是他介入政治的具體證據。對於時局，詩人自然有

一種無力感。特別是 1966年越戰爆發之後，大環境對於文學發展投下巨大陰影。余光

中在這段期間寫了〈雙人床〉與〈如果遠方有戰爭〉，企圖以做愛的欲求反諷作戰的

殘酷。這兩首詩，曾被抨撃色情詩（如陳鼓應等人的《這樣的詩人余光中》）。事實

上，以個人情慾來對抗國族情操，已是後來女性主義者重要的書寫策略之一）。」7も

ちろんこの 2篇の詩は別段、「情詩」とか「反道徳」とかいったものではない。そ

れよりも個人の営みの小さな物語こそが、すべてのうえにあるというメッセージを

放つ作品と考えたほうがわかりやすい。やはり陳芳明に「冷戦の年代の歌手（冷戦

年代的歌手）」8という、冷戦の年代に出版された余光中の二冊の詩集『パーカッシ

ョン（敲打楽）』と『冷戦の年代（在冷戦的年代）』（純文学、1969）を中心に論

じた論文があるが、陳芳明がここで論じているのは余光中詩における中国像につい

てである。陳芳明はあくまでも 70年代の「白玉苦瓜」に連なる余光中の中国形象を

考えようとしているのであって、その中国形象を詩集『冷戦の年代』とのかかわり

の中でとらえようとするものではない。その証拠に、この陳芳明論文では「ダブル

ベッド」も「もし遠くで戦争があったら」も論じられていないのである。陳芳明論

                                                 
6 初出雑誌未詳。発表年は詩末尾の記載による。収録は『在冷戦的年代』、純文学、1969。 
7 陳芳明『台湾新文学史（下）』、聯経、2011、436 頁。 
8 陳芳明「冷戦年代的歌手」、『台湾現当代作家研究資料彙編 32 余光中』、国立台湾文学館、

2013。 
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文では収録詩を五つに分類したなかの「時代感覚を強く表現した作品（表現強烈時

代感的作品）」に「もし遠くで戦争があったら」が配置されているだけで、「ダブ

ルベッド」にいたってはまったく登場しない。 

  この二つの作品が描こうとするものには、かなりのひらきがある。この２篇を収

録した詩集『冷戦の年代』は、1966年から 1969年にかけての作品を収録している。

戦争を如何に描くかという視点にたつとき、この詩集のなかで重要なのは詩篇「冷

戦の年代（在冷戦的年代）」であろう。「ダブルベッド」と「もし遠くで戦争があ

ったら」の 2篇はともに、詩篇「冷戦の年代」との対比のなかで読まれる必要のあ

る詩篇でもある。余光中は新生南路を歩く現在との対比のなかで過去を描きだし、

その対照性のなかに冷戦の時代を描きだそうと試みているのだと、詩篇「冷戦の年

代」はまず読むべきである。もちろんここで表現されているのは、外省人老兵のダ

イアローグであって、日本兵として戦地に赴かされた台湾人のそれではない。この

作品は瘂弦の「大佐（上校）」と比べて余剰なものの多い詩篇だが、題材は近似し

ているし、「ダブルベッド」と比べるとき少なくともここには他者との対話がある。

この作品のなかでは現在と過去が、記憶と歩行の問題として展開する。引き裂かれ

る自己を対話として一篇の詩に表象する手法がとられていて、読者はここに詩人の

姿の一端を見ることもできるだろう。ところが「ダブルベッド」には、その対話は

希薄である。ここでは多重の自己は姿を隠し、メッセージ性が一面的なものとして

表象される。そして性愛の対象としての女性が描かれているようでいて、それは人

格をもたない他者である。基本的に余光中の詩には対話が希薄なのである。そして

「ダブルベッド」と比べるなら、「もし遠くで戦争があったら」はまだしも対話型

に属する詩篇ということになる。 

 そう考えると、余光中詩を考える見取り図が描きやすくなる。余光中の詩には大

別すると、多重の自己が表象される少数の作品（対話型）と、自己は姿を隠し一面

的なものとなってメッセージ性が表面化する作品（独白型）との二種類があるとい

うことだ。余光中が多作の理由は、この後者によっていて、それが余光中を時代に

よる変化の多い多作型の詩人とさせるのである。そして「白玉苦瓜」は、後者に属

する作品である。ここにもまた、あるのは一方通行の語りかけだけである。対話と

多重な意味性の希薄が余光中のほとんどの詩の特質だと言ってよいだろう。彼のノ
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スタルジアのテーマもそのほとんどは後者の作品に属していて、そこに余光中の抒

情と浪漫主義の拠点があるのである。 

 陳芳明は『台湾新文学史』で、「ダブルベッド」についてもベトナム反戦詩とい

う位置づけをしているわけだが、「ダブルベッド」はほんとうにそうした作品なの

だろうか。ベトナム戦争がはじまるのは、どこを起点にするかにもよるが、1960 年。

台湾からの軍事顧問団の派遣は、1964年。この軍事顧問団に従軍してベトナムに赴

き、そして書かれたのが洛夫の「サイゴン詩抄（西貢詩抄）」9である。洛夫のこの

作品が稀有なのは、彼自身がベトナム戦争の現場にいることであって、金門島にお

ける「石室の死亡（石室之死亡）」と同じく、洛夫にとっての戦争は「遠くの戦

争」ではなかった。そう考えるなら、ベトナム戦争を想定しての反戦詩として書か

れた可能性のすべてまでを否定することはできないにせよ、「ダブルベッド」は現

実の「戦争」が主なテーマではないことが見てとれる。それよりも 60年代国民党政

府への批判をふくむものとしての「政治」がテーマだと考えなおしたほうが、この

詩のパースペクティブがひろがることになる。 

 そんなふうに、「ダブルベッド」は一見わかりやすそうでいて、非常にわかりに

くい作品である。というのは、作者の狙いがどこにあるのかわからないからだ。何

故なら、現実の、そして広島と長崎への原子爆弾投下後の今日の戦争では、「夜明

けまで安全（至少破曉前我們很安全）」である保障などどこにもありはしない。そ

れは現実の戦争においても情欲という戦争においても同じことだ。アナーキーに戦

争に背を向け情欲のなかに入っても、張愛玲の「傾城之恋」ではないが、外なる極

限状況との対比のなかでの虚構としてでしか、そうしたことは存在できない。そし

て現実の情愛というものもまた、ここで描かれるようなものではない。「純粋で精

密な錯乱（一種純粹而精細的瘋狂）」など、現実の戦争の前では無意味な願望でし

かありえないし、この詩に存在する女性は男のモノローグにとっての身勝手な道具

的存在にすぎないものだ。これを「小さな物語」による「大きな物語」への対峙と

いう方法であると考えることには無理がある。「ダブルベッド」に表象される女性

の形象は、陳芳明が述べるような女性主義的なものではなく、あくまで男性中心主

                                                 
9 「西貢詩抄」は、1967 年から 1969 年にかけての 11 篇からなる作品である。発表誌は『創世紀』や

『笠』など複数にわたる。 
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義を受け止めるものとしての人格のない女性像なのである。今日の私からは「ダブ

ルベッド」は失敗作であると思える。これでは反戦詩にはなりようがないからであ

る。個人の愛情という「小さな物語」によって戦争や革命という「大きな物語」へ

のアンチテーゼを目論んだのだとしても、これではそのメッセージを発信すること

ができない。なぜなら「少なくとも愛はぼくたちの側に（至少愛情在我們的一

邊）」あったとしても、「夜明けまでぼくたちが十分安全である（至少破曉前我們

很安全）」保障など、どこにもないからだ。それが今日の戦争というものであり、

「愛の営み（做愛）」のなかで、愛するものたちは気づきもしないまま死ぬかもし

れないのだ。そうした死と隣り合わせであることを自覚した愛の営みが描き出され

るのでなければ、反戦詩としては不十分というしかないだろう。 

 にもかかわらず、『笠』42期（1970年 4月）には「ダブルベッド」の詩評が数頁

にわたって掲載されている。それは 1971年のことで、発表から五年を経ているわけ

だが、それでもこの作品を合評で取り上げたということは、話題性に富んだ作品で

あったからだろう。『笠』30 期（1969 年 4 月）は「笠創刊 5 周年紀念専号」として、

1964年から 1968年までの「五年詩選」を選んでいて、そのなかで 11篇を誌上に掲

載している。この企画は、日本での『華麗島詩集』出版と収録詩の選定にもつなが

るものであった。「双人床」は、陳千武「咀嚼」や洛夫「サイゴンの歌（西貢之

歌）」瘂弦「午後（下午）」などの詩と並んで選ばれていて、推薦者は白萩である。

11篇からは漏れているが、余光中作品では「冷戦の年代」（推薦者：呉重慶・曾貴

海）と「火浴」（推薦者：陳芳明）も選ばれている。 

 そして、この合評会における発言を詳細に読めば、ここには「ダブルベッド」に

とどまらない余光中詩の本質がほとんど語りつくされているといっても過言ではな

い。どうしても外国文学研究者としての私は現在の視点から、共時的にこの詩を読

んでしまうので、こうした議論がされていることには目を開かされる思いがする。

そして、この余光中詩の合評会にみられるように、創刊からこの時期に到る『笠』

は、本省人詩人と外省人詩人の合作とも言える誌面構成になっている。31期には

「第一回笠詩奨」が発表されているが、創作賞は周夢蝶「還魂草」である。評審委

員には陳千武や白萩、林亨泰、趙天儀と並んで、洛夫、瘂弦、余光中が名前を連ね

ており、創世紀詩社との合作とも言ってよい顔ぶれなのである。 
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 詩評のいくつかを抜粋してみよう。張默の意見は次のようなものだ。「「ダブル

ベッド」を瘂弦の「深淵」と比べてみると、前者は即興曲、後者は交響曲になぞら

えることができる。（我們可以把「雙人床」拿來和瘂弦的「深淵」比較，前者好比

即興曲，後者則有如交響曲。）」「詩に描かれた戦争は十分なものとは思えない、

これは彼に戦争の現場での体験がないからだろう。（詩中描寫戰爭的部份並不能讓

我感到過癮，我以為這和他沒有戰爭的親身經歷有關。）」これらはまず妥当な意見

である。そして他の論者には、詩の散文化を焦点にした形式論議が多くみられる。

その散文化を評価すべきものとして、詩の美学論議を展開しているのが趙天儀の議

論である。現在からみれば、この詩を詩の散文化という観点から評価するのはいま

さらということになるが、余光中詩の形式的な変化とあわせ、60年代台湾現代詩に

おいては重要な課題であったということである。李魁賢もほぼその形式論から、こ

の詩を評価している。「余光中が「蓮の聯想」から脱却し、「冷戦の年代」を創作

したことで、私たちはこの詩を読めるようになった。「ダブルベッド」は新古典主

義からモダニズムに回帰する過程の新しい表現だ。彼の言葉もそれとともに大きく

変化した。（余光中終於還是擺脱了「蓮的聯想」，創作了「在冷戰的年代」，我們

才能欣賞到這首詩。「雙人床」正是從他那新古典主義又返回現代主義過程中的新的

表現，而他的語言也隨之有了很大的變化。）」内容面での評価で驚かされるのは、

陳秀喜の評価が高いことである。「余光中のこの詩は女性の立場からすると、女性

の地位が尊重されていると感じさせる。（余光中這首詩以女性的立場來看，給人感

到女性的地位受尊重。）」しかし実はこれは今日から見れば奇妙な評価である。先

ほども述べたように「ダブルベッド」に描かれる女性には、人格は付与されていな

い。男性を受け止めるだけの受動的な存在となってしまっている。それはあまりに

都合のよい男性中心主義の女性形象であると思われるが、陳秀喜はさらにこう述べ

る。「一般的に戦争は男のものだが、この詩のなかの女はその責任を分担している。

（一般的觀念打戰是男人的事，但這首詩中女人也分擔了一般的責任。）」陳秀喜は

いったいここで何を言いたいのだろうか。これがけっきょくは、女性主義の視点か

らも、通時的には 60年代の限界なのだというべきだろう。 

 また陳千武（桓夫）の評価も、ことのほか高いものである。桓夫がここで見てい

るのは現実の戦争ではなく比喩としての戦争であって、彼は 60年代台湾の高度経済
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成長期における人間の疎外をこの詩に重ね合わせているのである。陳千武は戦争と

愛情という平凡な題材に、「内在（愛情）」と「外在（戦争）」という二元構造を

持ち込んだことにこの詩の価値を見出し、こう続ける。「作者は機械化された社会

のなかで、現代の危機を感じていて、それを戦争に喩えたのだ。少なくとも愛情は

我々の側にあるという表現は、十分評価に値する。これこそ詩が表面的な感動とは

違うところだ。（作者能夠在機械化的社會，感受到現代的危機，以戰爭來比喩，至

少愛情站在我們這一邊，這種發現十分珍貴，這就是詩異於一般膚淺感動的地

方。）」つまり、陳千武が言っているのは、この詩はベトナム反戦詩といったもの

ではなく、現代社会における疎外感の表象だというわけである。陳千武のこの読み

方の鋭さには、感心するしかない。つまり「ダブルベッド」はベトナム反戦詩と読

むのは間違っていて、これは軍中文学批判、反共文学批判という文脈でとらえるべ

き作品ではないかということである。 

 それに対して「もし遠くで戦争があったら」は、ベトナム反戦詩として読むこと

が可能である。フランス映画「ベトナムから遠く離れて（遠離越南）」を、この詩

の題名は想起させる。アラン・レネやゴダールなどヌーヴェルヴァーグの監督たち

によるベトナム戦争を題材としたこのドキュメンタリー映画のアメリカとフランス

での公開は 1967年 10月だが、台湾では同時代的には上映されなかった。しかし余

光中がこの映画の題名からなんらかのヒントを得ている可能性は大きい。台湾での

非上映は、国民党政府のアメリカ政策との関係が大きな理由であろうと思われる。

中華民国台湾はアメリカの属国となることで、やがて裏切られることになるにせよ、

その見返りとして限定付きではあっても平和と、アメリカの経済援助と高度経済成

長を手に入れるのである。 

 「もし遠くで戦争があったら」は、「ダブルベッド」と同じく奇妙な欠落を含む

詩でありながら、その欠落への対処法が異なっている。あきらかにここには、モノ

ローグだけには収束しない対話が展開される。この作品には、「ダブルベッド」に

おけるそれとは異なって、情愛の対象である他者への問いかけとしての対話がある。

つまり「ダブルベッド」と「もし遠くで戦争があったら」は同列に論じることはで

きない作品であり、私には「もし遠くで戦争があったら」は「ダブルベッド」の反

省の上に書かれた詩篇であるに違いないと考えられるのである。中華民国軍のベト
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ナム駐留部隊派遣は 1967年からである。それに従軍した洛夫によって「サイゴン詩

抄」が書かれる。「もし遠くで戦争があったら」は、こうした状況と呼応したもの

でもあるだろう。そこからも「もし遠くで戦争があったら」は、ベトナム反戦詩と

読むことはできる。とはいえ「もし遠くで戦争があったら」には、それではいま台

湾ですぐそばにある「近くの戦争」はどうするのだという問いかけが成立する。奇

妙な欠落とはそのことである。台湾海峡危機はこの時期においては、冷戦構造の固

着と変容のなかですでに形骸化されたものとなっているとしても、それでも台湾の

詩人が「もし遠くで戦争があったら」というとき、どうしても台湾の人々にとって

「近くで戦争があったら」を対比的に考えないですませられるわけがない。そして

余光中ほどの詩人が、「遠くの戦争」を描くとき、いくらなんでも「近くの戦争」

を考えないはずはないだろうと私には思える。彼は中日戦争を「近く」の戦争とし

て体験した世代であり、その「近く」の戦争が彼を台湾に移動させもしたのである。

「もし遠くで戦争があったら」はまがりなりにも冷戦構造の固着のなかで台湾の平

和が前提されていなければ成立しようがなく、1950年代であるなら書かれようがな

い作品であるにせよ、だからこそ「もし遠くで戦争があったら」において、「遠

く」と「近く」は対話のなかで重なりあっていなければならない。対話の連続する

詩行のなかに表現される「ぼくらも遠くに行こう」は、実はそれは決して「遠く

で」ではなく、いまこの近くになお寄り添っている戦争と重ねあわされているのだ

と読まなければ、この詩篇は成立のしようのない詩行たちなのである。 

 

（３）「五四に反旗を掲げる（下五四的半旗）」ことと、台湾の 1960 年代 

  

 それでは同時代の台湾では「戦争」をテーマとする、どのような詩が書かれてい

たのだろう。瘂弦の「赤いとうもろこし（紅玉米）」は 1957年、「大佐（上校）」

は 1960年。洛夫の「石室の死亡」の発表開始は 1959年、詩集としての出版は 1965

年（創世紀詩社）。同じく洛夫の「サイゴン詩抄」の発表開始は 1967年。これらの

作品は現在の戦争か過去の戦争かの違いはあれ、戦争の現場を描いた作品である。

さらに、台湾人の太平洋戦争を書いた詩として特筆すべきものに、陳千武の「伝書

鳩（信鴿）」がある。発表は 1964年。同じく陳千武の小説「輸送船」は、67年。陳
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千武の作品は台湾人日本兵として南洋に赴いた戦争体験によるものである。こうし

た作品の発表がこの時期に集中するのは、50年代の白色テロが一段落して、台湾社

会が経済成長とともにようやく少し落ち着いてきた時期であるからだろう。洛夫の

「石室の死亡」と同じように、金門島の戦場に身をおいて書かれた作品に、葉笛の

「火と海（火與海）」もある。この連作詩の、最初の発表は『笠』19期（1967）。

こうした作品が、ともに『華麗島詩集』には収録されている。 

 「金門島に於ける八･二三砲戦下のスケッチ」という副題を持つ「火と海」は、葉

笛の金門島での徴兵時期におこった 1958 年海峡危機の体験をもとにした作品である。

この作品は戦争の非情を浮かび上がらせる超現実主義的手法に特徴がある。「火と

海」は瘂弦の「大佐」10などの戦争表象とイメージ的な近接性をもちつつ、「島」に

おける「火」と「海」を対照させる詩法によって「現在」を強調し、瘂弦とは異な

って台湾という郷土性を色濃く漂わせる。葉笛は 1931年生まれ。そして洛夫は 28

年生まれ、瘂弦は 32年生まれ、余光中は 28年生まれ。ほぼ同世代であるにもかか

わらず、前者の 3人と余光中との違いは何なのだろうか。余光中にも徴兵経験はあ

るが、1952年から 54年の 3年間であり、それが軍中詩人である洛夫と瘂弦との違い

を生じさせているのだろうか。それとも二人との戦争体験の違い、あるいは詩作に

おいて自らを置く場所の違いが、この 2篇を生み出したのだろうか。おそらく後者

であろうと私は考える。ここでは、前者はそう本質的なことではない。先にも述べ

たように、余光中は戦争を描こうとするとき先行する詩人たちとは違う自分の場所

を設定しようとしたというのが、この 2篇の詩が生まれたいちばん大きな理由では

なかっただろうか。戦争をテーマとしたこうした同時代詩のなかで、自分はどうい

うスタンスで戦争をテーマとした詩を発表するか、余光中という詩人がそういう戦

略を考えないはずはないだろう。 

 しかしまだ問題は残っている。現在を基点にして読めば、「ダブルベッド」も

「もし遠くで戦争があったら」も市民的な自由を背景とした反戦詩ということにな

るのだが、60年代台湾社会に市民的な自由というものは存在していたのかという問

いである。それを考えるなら、この二つの作品は共通して擬制の市民社会のうえに

                                                 
10 『瘂弦詩集』所収、洪範書店、1961 年初版。 
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仮構された虚構というしかないものである。ただ擬制ということであるなら、50年

代とは違って 60年代には限定付きの限られた空間のなかでの市民社会的なものは存

在していた。それが台湾の 60年代現代主義を開花させるのである。そして、個の内

面の小さな物語を描くことの意味という点では、余光中作品は郷土派本省人作家た

ちの、たとえば黄春明の初期作品の現代主義実験と通底するものをもっている。だ

がここまで考えてみたとき、次に私には余光中の「五四に反旗を掲げる（下五四的

半旗）」というエッセイをどう読めばよいのだろうという問いが浮上する。市民的

な自由を求めるのであるなら、「五四に反旗を掲げる」は、どうにも奇妙なエッセ

イなのだ。この文章と向かい合うとき、私には余光中の意図するものが何なのかが、

ますますよくわからなくなる。 

 五四運動とは、単純化すれば挫折した「三民主義」を取り返そうという運動であ

る。そして五四文学革命の根源は言文一致運動であり、それは中華民国の国民統合

（想像の共同体創出）のための共通語創出を根幹とするものである。いうまでもな

く中華民国台湾における「国語」は、その流れをくむものだ。このエッセイに展開

されているものが、文学言語の問題として「五四白話への半旗」というのであれば、

1930年代中国の「文芸大衆化論争」のなかで、それはすでに降ろされていることが

らである。それは新しい文学言語の創出というかたちでおこなわれたものであり、

そこでは上海新感覚派に代表されるような文学実験も、また瞿秋白に代表されるよ

うな絶対の口語論も、同じ時代認識から出ていると言ってよい。その言語実験のう

えに、30年代から 40年代の民国期中国のモダニズム文学は成立している。 

 国家語の創出が五四文化運動の根本であるとしたら、五四とは「大きな物語」で

ある。文学表現の問題としてなら、そこに「小さな物語」を対峙することはできる。

五四白話という媒体としての言語の問題であるなら、それはすでに 1930年代の大衆

化文学論戦のなかで、左右を問わず議論がなされてきたテーマであり、何もいまさ

ら目新しいものではない。文学的には台湾の 60年代は、『現代文学』『台湾文芸』

『笠』の創刊に象徴されるような新しい出発の時代である。しかし現代主義を標榜

しながら、そこで表現されたものの実態は、台湾の新しい五四の創出ではなかった

か。この時代のモダニズムの本質は、反共国策宣伝文学との対峙である。東西冷戦

体制下でアメリカを後ろ盾にした反共国家という枠組みは 60年代も変わらないが、
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60 年代は冷戦構造のかたちが変容していく。そして台湾では、1960 年には雷震事件、

自由中国事件がある。『笠』は 1964 年、『現代文学』は 1960 年に創刊されている。 

 それとも余光中は「五四に反旗を掲げる」というとき、ここで「国語」としての

中国語ではない台湾語をも含めた台湾の新しい文学言語による表現の創出を対置し

ているのだろうか。だが社会運動としては、「五四」は市民社会的な民主主義の理

念とも結びついているものだ。いったい余光中はここで何を言おうとしているのだ

ろう。「半旗を掲げる」のは、ほんらい追悼し惜しむのが、その意味であるはずだ。

中華民国台湾において、60年代に国民統合はなされてはいないし、本質的に国民党

政府は亡命政権である。1960年代中期を象徴する事件は、「中西文化論戦」の舞台

となった雑誌『文星』の 1965年の廃刊である。そして、余光中の「五四に反旗を掲

げる」は、『文星』1964年 5月号発表である。その 2年前の 1962年 2月には胡適の

死去がある。2年後の 1966年 7月には殷海光の『中国文化的展望』（文星書店、

1966年 1月）が、台湾警備総司令部によって発禁となる。また大陸での文化大革命

への対抗として「中華文化復興運動」がおこる。だが余光中ほどの詩人が、「中華

文化復興運動」に自らの「詩の伝統」を重ね合わせようとしているのだとはとても

考えられない。 

 同じように「天狼星論戦」における洛夫の「虚無」には、あるべき「詩の伝統」

を「中華文化復興運動」のなかに求めてはいけないという思いからのものが含意さ

れているはずである。それでは余光中にとっての「中華文化復興運動」とは何であ

り、現実政治とは何であったのだろうか。「下半旗」とは、半分降ろすという意味

であって、降ろしきることではない。「上半旗（半旗を掲げる）」という逆の語法

もありはするが、台湾の政治状況は五四の旗を降ろすわけにはいかない状況のなか

にあったはずだというのが、まず私の念頭に浮かぶ考えである。であるなら、いま

さらながら「五四に反旗を掲げる」というとき、余光中が考えていたのは何なのだ

ろう。このエッセイの持つ意味は、きわめて多層的である。モダニズムの文脈にた

つとき、それは「小さな物語」による「大きな物語」への批判になるが、現実社会

の政治状況を考えるなら、同時代の台湾においては体制支持になりかねない。おそ

らくは、ここでも余光中の二重性があらわれているのである。 

 もちろん、私はそれを批判しようというのではない。私の関心は、どうしてその
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二重性の対話こそが、彼の詩の中心において表現されてこないかなのである。それ

が私には不思議でならない。だから時代のなかでの余光中の立ち位置というのが、

私にははっきりと見えないのである。60年代の余光中はいったい何を考えていたの

だろう。この時期、余光中はアメリカと往復している時期である。「ダブルベッ

ド」と「もし遠くで戦争があったら」はアメリカからもどってきてから台湾で書か

れたとされているが、アメリカで書かれたのか台湾で書かれたのかということも再

度問わないわけにはいかないだろう。たとえば、この２篇の詩は台湾を「いまこ

こ」という場所としてではなく、アメリカを場所として書かれたのではないか、そ

して「白玉苦瓜」もまたそうではないかと考えるなら、私には納得できるものがあ

る。発表年時から考えて、「白玉苦瓜」という作品をアメリカへの痛烈な批判的メ

ッセージを表現しているものと読み替えるなら、詩のもつ意味は大きく変化する。

70年代台湾現代詩に表象される中国ノスタルジアは、外省人詩人のアメリカへの抗

議を内包しているはずのものだ。つまり余光中において、詩はロマン主義的抒情と

いったこととは別に、どこまでも虚構なのではなかったろうか。 

 「天狼星論戦」（1961）における洛夫との「虚無」をめぐる意見の応酬は、その

本質において何を意味しているのであろう。洛夫のニヒリズムと言われるものは、

金門島の戦争の現場、ベトナムの戦争の現場に身を置いた人間の発するものとして、

きわめて妥当なものである。戦争の現場にいて虚無を作品化することは、決して虚

無の態度ではない。それは、虚無と名付けられるものとは正反対のきわめて能動的

な創作行為にほかならないのである。それに対して「さよなら、虚無（再見，虚

無）」と言うことは、本来なら戦争に反対する現実行動をおこせという文脈以外の

ところで発することが不可能なはずのものである。ならば、それが「ダブルベッ

ド」と「もし遠くで戦争があったら」という二つの反戦詩に表現されたということ

になるのだろうか。そう読むことは可能であると思われる。洛夫にとって金門島も

ベトナムも彼がそこにいた現場であった。余光中も少なくとも抗日戦争を生き、軍

にいたこともある詩人である。この論争は、それを抜きにしては考えられないはず

である。日本の詩や小説にとって、たとえ沖縄という基地が存在していたにせよ、

ベトナムは遠いところであって反戦は観念的なものであったが、台湾においてそし

て余光中にとっての「遠くの戦争」は、平板な日常の「小さな物語」に対峙される
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だけの、彼方の「大きな物語」ではなかったはずである。そう考えるとき、余光中

のこの 2篇の詩は 1960年代台湾の近代の屈折と余光中という詩人の屈折を、時に常

軌を逸してまでの表層の道化の姿を見せる余光中という詩人内部における屈折とし

て具体化したモダニズムのイロニカルな虚構というべきものなのだと、私には思え

てならない。何故なら、彼は「私はかすかに震える、しかし私は／河を渡らねばな

らない。（我微微得顫抖，但是我／必須渡河！）」と、たしかに「西螺大橋」を北

から南へ渡ったはずの詩人であるからだ。 

 

【参考】 

記念の意味を兼ねて、陳千武訳の「雙人床（陳千武の訳語は「ダブル・ベッ

ド」）」と、三木訳の「如果遠方有戦争（もし遠くで戦争があったら）」を、原文

とともに最後に付しておく。陳千武訳は端正ともいえる上田哲二訳と対照させれば

破格ともいえる訳だが、それが原作以上と思えるほど「雙人床」を日本語詩として

読ませる詩篇に変容させている。 

 

 

 

ダブル・ベッド          余光中（陳千武訳） 

 

戦争なんかダブル・ベッドの外で進行させれゃいい 

君のゆるやかなスロープに横たわって 

聞く流弾は、うそぶく一筋の螢光だ 

君と僕の頭上を流れ 

僕のひげと君の髪をつらぬいていく 

政変とか革命なんかそこらで絶叫させれゃいい 

少なくとも愛情は僕ら側についている 

少なくとも拂曉まで僕らはとても安全だ 

あらゆるものが頼りにならない時 

君の弾性あるスロープに身を寄せて 
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たとえ今夜山崩れや地震があっても 

躓き落ちる所はせいぜい君の低い盆地 

旗とラッパを高原の上で高く擧げさせよ 

少なくとも僕らには六尺のリズムがある 

少なくとも黎明まで君は完全に僕のものだ 

やはり滑り粘って軟らかに 

やはり暖めてくれる 

純粋で精緻な狂わしさ 

夜と死は暗い僻地で 

永遠に千度目の城攻めを発動させれゃいい 

僕らはただ螺旋に沿って急降下 天国を下に 

君の美しい四肢の渦巻に捲き込まれる 

 

 

 

 

 

雙人床               余光中 

 

讓戰爭在雙人床外進行 

躺在你長長的斜坡上 

聽流彈，像一把呼嘯的螢火 

在你的，我的頭頂竄過 

竄過我的鬍鬚和你的頭髮 

讓政變和革命在四周吶喊 

至少愛情在我們的一邊 

至少破曉前我們很安全 

當一切都不再可靠 

靠在你彈性的斜坡上 
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今夜，即使會山崩或地震 

最多跌進你低低的盆地 

讓旗和銅號在高原上舉起 

至少有六尺的韻律是我們 

至少日出前你完全是我的 

仍滑膩，仍柔軟，仍可以燙熟 

一種純粹而精細的瘋狂 

讓夜和死亡在黑的邊境 

發動永恆第一千次圍城 

惟我們循螺紋急降，天國在下 

捲入你四肢美麗的漩渦 

 

 

 

 

 

 

もし遠くで戦争があったら        余光中（三木直大訳） 

 

もし遠くで戦争があったら、耳を塞ぐべきか 

それともいずまいをただして、耳を傾けるべきか 

鼻を覆うべきか、それとも硝煙の匂いを深く吸い込むべきか 

耳を傾けるべきは、きみの喘ぐような愛情か 

それとも手榴弾の炸裂させる真理か 

それとも格言と勲章と補給が 

死者を限りなく増殖させているのか 

もし戦争がひとつの民族を殲滅せんとするなら 

もし遠くで戦車が無残に生命を押しつぶし 

母親の死体の傍で、生まれたばかりの赤子に 
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もし未来なき明日を泣かせるなら 

もし尼僧に自らの身を焼かせ 

その寡欲な脂肪を絶望の炎に包ませ 

涅槃をつかもうと甲斐ない行為を 

もし焼け爛れた四肢に迫るなら 

もしぼくらがベッドにいて、彼らが戦場にいて 

鉄条網のなかで平和の種をまいているなら 

恥じるべきか、それとも喜ぶべきか 

喜びは愛の営み、戦いではない 

ぼくの腕のなかにいるのは裸のきみ、敵じゃない 

もし遠くで戦争があったら、ぼくらも遠くにいて 

きみは慈悲深い天使、傷のない白い羽 

きみはベッドに身をかがめ、病床にいるぼくを看病する 

手がない、足がない、目がない、性別もわからない 

血なまぐさい野戦病院 

もし遠くで戦争があったら、こんな戦争があったら 

恋人よ、もしぼくらが遠くにいたら 

 

如果遠方有戰爭           余光中 

 

如果遠方有戰爭，我應該掩耳 

或是坐起來，慚愧地傾聽？ 

應該掩鼻，或該深呼吸 

難聞的焦味？ 

我的耳朵應該 

聽你喘息著愛情或是聽榴彈 

宣揚真理？ 

格言，勳章，補給 

能不能餵飽無饜的死亡？ 
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如果有戰爭煎一個民族，在遠方 

有戰車狠狠犁過春泥 

有嬰孩在號啕，向母親的屍體 

號啕一個盲啞的明天 

如果有尼姑在火葬自己 

寡慾的脂肪炙響絕望 

燒曲的四肢抱住涅槃 

為了一個無效的手勢，如果 

我們在床上，他們在戰場 

在鐵絲網上播種著和平 

我應該惶恐，或是該慶幸 

慶幸是做愛，不是肉搏 

是你裸體在懷裡，不是敵人 

如果遠方有戰爭，而我們在遠方 

你是慈悲的天使，白羽無疵 

你俯身在病床，看我在床上 

缺手，缺腳，缺乏性別 

在一所血腥的戰地醫院 

如果遠方有戰爭啊這樣的戰爭 

情人，如果我們在遠方 
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（1）余光中詩的翻譯與介紹在日本 

 

  我從〈珍妮的辮子〉（1953）到〈絶世美女〉（1997）為止，一共翻譯了 35 編余

光中的詩，刊載於《台灣現代詩系列Ⅲ》（国書刊行会、2004）。這個系列算是到目

前為止在日本發行的余光中詩出版品中最詳盡的作品了。〈台灣現代詩系列〉一共３

卷是由林水福先生跟是永駿先生擔任編集委員，以台灣文化建設委員會的翻譯補助金

發行的。當時我跟是永駿氏先生等人剛好一起負責雜誌《月刊しにか》的「現代中國

的詩人」的連載11。當時在連載中介紹的詩人從五四時期的徐志摩到上海現代派、九葉

派、以及今天派的北島和西川到戈麥為止一共 24 人，其中也收錄了台灣的瘂弦以及林

亨泰和鄭愁予。這裏所指的「中國」是指廣義的漢語圈的意思。因為是永先生認為台

灣的現代詩是「20 世紀中國詩史中的缺失的一環」。「現代中國詩人」這個連載也是

基於是永先生的這樣的想來進行連載詩人的挑選。從朦朧詩派時代開始，是永駿先生

在日本就以擔任北島的翻譯者而聞名。 

  在日本，關於台灣現代詩的翻訳與紹介，延續這個《台灣現代詩系列》共 3 卷的

系列是 2006 年開始刊行的《台灣現代詩人系列》（思潮社）。最初這個工作是由林水

福先生來跟我的接洽的。從我擔任編集委員以來，到目前為止已經刊行了十五冊了。

透過這些翻譯工作我目前對於「台灣現代詩」的看法跟是永駿先生當時所認為的，做

為「缺失的一環」12的台灣現代詩的想法有些差異。那樣的是永駿先生某日跟我聯繫問

我有沒有意願接下余光中詩的翻譯案。 

  《台灣現代詩系列》第 1 巻（2002）收錄了李魁賢・李敏勇・路寒袖，第 2 巻

（2004）收錄了陳義芝・焦桐・許悔之，第 3 巻（2004）收錄了楊牧・余光中・鄭愁

予・白萩。我之所以會負責余光中詩的翻譯，我推測應該是因為同一卷裡的譯者上田

哲二負責翻譯楊牧的緣故吧。雖然當時（現在也是一樣）我還不太認識余光中這位詩

人，我還是先接下了這份工作。這個系列標榜由詩人自己篩選作品，因此我翻譯的那

些稿子應該都是余光中自己挑選的。我拼命地翻著送來給我的詩稿。集中閱讀余光中

                                                 
11〈中国現代詩の系譜：詩人たちの肖像〉全 24 回、《月刊しにか》2001 年 4 月号～2003 年 3 月号、

大修館書店。 
12 是永駿〈あとがき〉、林水福・是永駿編《台湾現代詩集》、国書刊行会、2002 年、381 頁。 
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的詩也是從這個時候開始的。 

  我記得開始著手進行翻譯作業那時，如果掌握到跟余光中的詩能產生共鳴的某種

日語的韻律（假設這種韻律是余光中詩的韻律的話），一開始覺得很難翻的部分就會

變得相對容易一些。不過老實說，我一邊翻一邊覺得不安。撇開台灣詩人林亨泰不

說，我到目前為止曾翻譯過的華語圈詩人有戴望舒、何其芳、卞之琳這些屬於 1930 年

代上海現代派一脈的詩人。翻譯這些詩人的作品時，我的內在韻律跟翻譯余光中作品

時的韻律有著很大的差異。如依著照前者的韻律來翻，就翻不好余光中的作品。尤其

在翻譯余光中詩裡面的抒情性的時候，越想要翻得好我的心情就變得越糟。因而我的

翻譯過程是經常中斷的。 

  余光中的詩雖然隨著創作時期跟主題不同會有差異，但是基本上都是帶著抒情詩

的假面，技巧性的魔法詩篇。我翻譯那時是這麼想的。雖然說是抒情詩，但不是描寫

個人內心的詩，詩人本身的人格很明顯的沒有出現在作品裡頭。如果不用這個角度來

想，便讀不懂余光中的詩。那是佯裝成「小敘事」實際上卻是在談論「大敘事」的抒

情魔法。以抒情的型態來敘事的詩，尤其〈白玉苦瓜〉正是以這樣一篇作品出現在我

的面前。為何余光中的詩會這麼扭曲呢？不思考這個扭曲的意思的話，我想很難理解

余光中詩的真意。因此，我將余光中作品取了一個「扭曲的詩篇群」的名字。大概這

就是余光中詩的本質吧。事實上我現在也是這麼認為。 

  然而在日本，到目前為止，探討余光中的論文除了上田哲二的論文以外，可以說

再沒有其他關於余光中的論文了。可惜的是上田英年早逝，不然在日本最有資格討論

余光中的學者應該是上田哲二了。他的學位論文題目是「家鄉在台灣現代詩裡的形

象」（大阪大學、2004），裡面探討楊牧和余光中。他探討了對於余光中來說「家

郷」也就是所謂的「中國」到底是什麼這個問題。他認為余光中的中國並不是實體的

中國而是鄉愁的對象的中國，「余光中感到鄉愁的並不是他離開的大陸本身，而是已

經喪失的這個事實」13。這個想法也同樣延續到他在 2007 年出版的《台灣現代詩的光

芒》（三恵社）裏頭。當然了，人們在說鄉愁的對象是「中國」或是「日本」的時候

並不是指實際上存在的、有實體的「中國」或是「日本」，而是指想像上的虛構的概

念而已，這是個相當普通的論點。不過，他的論文的獨創性在於，他把這點拿來跟日

                                                 
13上田哲二〈記憶と想像のゆらぎ〉、《大阪大学言語文化学》Vol.12、2003 
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本的四季派的抒情做嘲諷這一點。他將想像上的「家郷」的實際內容跟「近代的超

越」論做對比，來展開他的論點。也將兩位詩人待在美國的經驗以及兩位詩人的鄉愁

的方式做連結比較。我認為這是上田哲二在煩惱要如何理解余光中詩的扭曲所做出的

結論。因為，他在探討余光中跟楊牧的「家郷」裡的鄉愁時，有很大的差別。 

  在日本，除了我之外由其他人所翻譯的余光中的詩裡面，只有上田哲二發表於

《台灣現代詩集》（國書刊行会、2002）裡的幾篇而已，這本詩集比《台灣現代詩系

列》共 3 巻更早發行。此外，文學雑誌《藍 Blue》總 3 期（2001）裡有個「余光中特

集」，裡面有劉燕子和赤堀由紀子等人所翻譯的幾首詩跟散文。《藍 Blue》是以中日

文兩種語言在日本發行的雜誌，由劉燕子擔任發行與編集。不過，特別要提到的是

《華麗島詩集》（若樹書房、1971）這本詩集。《華麗島詩集》是第一本在日本發行

的完整介紹台灣詩的詩集。負責企畫編集的是台灣的笠詩社，裡面有相當部分的收錄

詩是由陳千武進行日文翻譯的。這本詩集裡收錄了余光中的〈雙人床〉跟〈西螺大

橋〉。這可能是在日本最早介紹余光中作品的詩集，我最初也是透過這個詩集接觸到

余光中的作品的。我是 1977 年從當時人在東京的葉笛手中拿到這本書的。這次得到這

個機會來探討余光中的詩的時候，湊巧發現手上的《華麗島詩集》裡面收錄了余光中

的作品時，我很驚訝。對於現在的我來說真是一件「再發現」的大事。第二本收錄余

光中作品的台灣現代詩集是《世界現代詩文庫（12）台灣詩集》（土曜美術出版社、

1986），裡面收錄了由編者北影一（也是《笠》的同人）翻譯的〈西螺大橋〉。這個

詩選集裡特別值得一提的是收錄了李魁賢的〈台灣現代詩的由來與變遷〉，這篇跟收

錄在《華麗島詩集》裡的陳千武〈台灣現代詩的歴史與詩人〉合在一起，等於是在日

本關於台灣現代詩史最初的有系統的介紹。當然了，藍星詩社的主要成員余光中的名

字也出現在這個台灣現代詩史裡面。 

 

(２) 該如何解讀〈雙人床〉與〈如果遠方有戦争〉？ 

 

  對我來說，余光中的作品，作為外國文學的作品是有點難以理解的。為何這樣的

作品會創作於那樣的時代? 如果沒有詳細地對比並考量創作當時的台灣的時空背景，

有許多作品都令我感到納悶。由日本研究者們所編著的《台灣近現代文學史》（日本:

研文出版、2014）第 12 章〈台灣現代詩的成立與展開〉裡頭，我針對余光中寫了兩點
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看法。第一點是針對「台灣現代詩的傳統」這個問題。在這點上頭，我是採用以余光

中跟楊牧做比較的方式，來思考余光中詩作裡的「傳統」這個問題。 

 

台灣現代詩的傳統來自哪兒呢？楊牧把他本身的詩的傳統跟艾略特所謂的「歴史

意識」連結在一起，從「三千年的中國文學與四百年的台灣經驗」的「同時存

在」與「併行共存」中追求「傳統」。在此，楊牧明確的表示他所謂的「古典」

乃是「中國古典」。這裡可以看出楊牧對於當時的文學狀況的批評。在楊牧心

裏，「中國文學」與「台灣文學」之間關係到底是如何的一副景象？楊牧的文章

裡頭並沒有給予明確的答案。就像詩集《白玉苦瓜》裡所象徵的那樣，若是外省

詩人余光中從「中國古典」裡去尋求自己的詩的傳統的話，並不讓人感到意外。

然而，楊牧是本省詩人。莫非楊牧認為的傳統是，當非母語者以「國語」來寫詩

的時候，詩人所使用的中文所伴隨的意思的身體性跟歷史性的問題嗎？或是反映

出出版《一首詩的完成》時，1980 年代在美國長時間生活下的他的位置呢？由於

「學院派」這個用語，有的詩史叙述會將這個問題跟「文學教養」放在一起處

理，筆者覺得這又是個只能以「文學政治」式的脈絡來理解的敘述。14 

 

  這邊主要是針對楊牧詩論集《一首詩的完成》（洪範、1989）的內容而言。作為

這個問題的答案，對於 70 年代的楊牧來說，中國意識與台灣意識並非相互對立的東

西，尤其當時的執政者推行中華民國的台灣化路線，當時的他可能認為兩者相互包攝

彼此而存在。那麼余光中的情況又是如何呢？我在文中以余光中的〈白玉苦瓜〉為

例，要探討余光中的詩的傳統是否源自「中國古典」。然而，余光中的詩裡面所謂的

傳統是那麼簡單的東西嗎？在第一代外省人余光中的身上，答案絕非是受到「中華民

國台灣化政策」影響這樣的簡單明暸。當我抱著這樣的想法再讀了一遍余光中的〈白

玉苦瓜〉之後，仍舊無法從中找到答案。詩裡面只有顛沛流離的白玉苦瓜的雕像而

已。詩人所看到的並不是「悠久的中国」，而是將自己投射在顛沛流離的小小雕像中

的空虛念頭。詩中呈現的很明顯的是一個虛構的扭曲的「中國」。而扭曲的原因是源

自美國承認中國之後，造成 70 年代東亞政治版塊的改變。也就是說，要將〈白玉苦

                                                 
14中島利郎・河原功・下村作次郎編《台湾近現代文学史》、研文出版、2014、395 頁。 
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瓜〉視為一首抗議美國作為的詩。 

  第二個看法是：「就算在「反共詩」裏描寫戰爭也不會被稱為「戰後詩」，相較

之下，我認為瘂弦、商禽或是洛夫的作品在戰爭的處理表現上比較突出。然而就算是

瘂弦的〈上校〉，比起所有價值因為戰爭而崩壞之後出現的那些戰後文學表現，以

「軍中詩人」出發的這些作家們跟他們不得不身處其中的時代政治情況之間的關係，

濃烈地反映在那些超現實主義的表現上。余光中批判越戰的反戦詩〈雙人床〉或是

〈如果遠方有戦争〉，雖然也描寫了個人命運被歷史捉弄的情況，但卻跟日本的「戰

後詩」相距甚遠。」15 

  不過，我懷疑余光中這兩篇作品真的可以算是反越戰詩嗎？雜誌《笠》的第 42 期

（1971 年 4 月）中刊載了好幾頁的〈雙人床〉合評。然而在這個合評裡卻沒有任何一

位評論者提到關於越戰的問題。當然了，由於當時台灣的政治環境因素，正面反對越

戰就等於直接批評政府，因此這個問題是故意被略過不提的也說不定。不過即便如

此。 

  在同一時期的日本，反越戰的言論跟在台灣言論的大不相同，許多新聞媒體都以

斗大的標題報導。詳述日本 1960 年代的巨著小熊英二的《「民主」與「愛國」：戰後

日本的愛國主義與公共性》（新曜社、2002）跟《1968（上・下）》（新曜社、

2007）。就如同小熊英二在書裡面所提到的，安保闘争（日美安全保障條約反對運

動）跟反美運動是相互關聯的，這些引發了日本的戰後民主主義。在日本，反越戰是

在「民主」與「愛國」的理論下被討論的。就像從越平連（帶給越南和平！市民連

合）的字面意思那樣，反美跟親美是一體兩面的。這裏所謂的親美是指作為民主與自

由象徵的美國，對於日本來說美國有許多不同的面相。越平連代表小田實的著作《將

所有的東西都看個夠（なんでも見てやろう）》（河出書房新社、1961）裡，將這樣

的矛盾如實寫出。日本從 60 年代到 70 年代一直持續進行著越平連運動，日本的反越

戰運動，在經過 1960 年安保闘争到 1970 年的第二次安保闘争之後，逐漸收斂為反

美。可能這個「愛國」一邊跟日本的「戰後民主主義」結合在一起，又一邊不得不轉

型成自由主義的民族主義（假設有這樣的東西的前提之下）。比台灣早了一步，1960

年代的日本正處於高度經濟成長期的當下。在冷戰體制下，美國打算將亞洲置於支配

                                                 
15同上、415 頁。 
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之下，當時亞洲也已經具備了美國式的全球化資本主義的雛形。不過當時的樣貌與現

今的狀況有很大的差異。60 年代原本應該是檢視日本是否能夠實現公共性＝市民社会

的一大試金石的時代，然而跟太陽花運動所象徵的現代台灣相較之下，日本當時的嘗

試只能說是以失敗告終。 

  那麼，對於 1960 年代的台灣來說，美國是什麼呢？對台灣來說，美國並不是為了

「愛國」這件事而該挺身對抗的對象。從當時眾多的國策電影中可以看出，為了「愛

國」而該挺身對抗的他者，怎麼樣都只能是「日本」。提筆至此，令人想起黃春明的

〈蘋果的滋味〉。這部電影裡出現如果是 60 年代台灣庶民心中的美國的話，台灣人從

前是用什麼態度來看待越戰呢？〈蘋果的滋味〉描寫了一個貧窮的一家之主因為求職

而來到台北，卻跟美國軍事將領所駕駛的車子發生擦撞事故而住進了美軍醫院。在美

軍醫院裡，這個貧窮的一家之主不僅受到良好的醫療照顧，還意外得到一筆慰問金而

改變了一家人的命運。原本應該是加害者的美國將領最後反而成為了帶給一家幸運的

恩人，這剛好描繪出當時台灣的貧窮以及從美軍那裡得到的經濟援助，這種互為表裡

的悲哀。美軍醫院裡甚至有能說台語的護士。黄春明的言外之意，可能是想要將批判

外來政權的國民黨政府，然而在這樣的對比之下，美國竟成了理想的國家。這跟瓊瑤

小説或電影裡出現的美國形象也很類似。 

  支持蔣介石政權的藏鏡人不用說，當然是美國的亞洲政策，而且美國還是在日本

殖民統治末期空襲台灣，造成台北等地出現許多傷亡的當事者。因此，對於電影裡貧

窮的一家之主來說，美國以前曾經是「敵國」。1983 年集錦電影《兒子的大玩偶》其

中一篇被導演萬仁拍成電影，原著小說在 1972 年發表於《中國時報》。雖說是以 1960

年前後的台灣為舞台的作品，作品發表當時恰好碰上美國東亞戰略的巨大轉變期。黄

春明在那個時刻發表那樣的作品，對於台美之間，台灣那種感恩戴德的心態想必多少

帶有一些諷刺的意味。 

  當日本進入 60 年代，伴隨著高度經濟成長，戰爭經驗的風化也開始進行，對於過

去曾經支配過殖民地的記憶也被隨之忘卻。不過，社會在經濟成長的支持之下，對於

進步史觀的信賴而伴隨的餘裕也隨之誕生，是個彷如市民社會公共圏已經成立似的時

期。越平連的成立與之並時共進，對日本人來說創作越戰題材的反戰詩意味著，日本

詩人的戰爭責任的免罪符也說不定。日本戰後的經濟發展是將日本過去曾經擁有過殖

民地的記憶拋開在視線之外，兩者平行並進，並非建立於對於過去擁有殖民地這件事
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的反省之上。關於這點「荒地派」詩人們的昭和現代主義批判也以受挫的型態告終。

然而另一方面，當台灣進入 60 年代，戰爭體驗卻作為高度的詩作的達成而被創作出

來。理由之一是，與日本不同，在台灣創作基於戰爭體驗的「戰争詩」雖然是以抗日

為題材，但與此同時又帶著批判蔣介石國民黨政權體制的意義在內。 

  陳千武曾以〈荒地派〉詩人為中心，有系統地在雜誌《笠》裡翻譯介紹日本戰後

詩。也相當詳細地追蹤日本同時代詩壇的動向。《笠》第 26 期裡，除了有吳贏濤的

〈日本詩展望〉，也刊載了葉笛翻譯的鮎川信夫〈何謂現代詩〉。在這期裡面，作為

表現台灣同時代的詩的創作手法，《笠》雜誌的詩人們選擇了以鮎川信夫及田村隆一

為代表的日本戰後詩。這些人都是戰爭的生還者。此外「荒地派」的主張就如同四季

派一般，是建立在批判戰前的日本現代主義詩之上，是確立新的現代詩的一種實驗。

《笠》雜誌裡面介紹的許多日本戰後詩的翻譯，除了是對時代的批判，也是《笠》詩

人在創作上的參考。 

  雖然是同一時期的台灣現代詩，但將〈雙人床〉（《文學季刊》2 期、1966）和

〈如果遠方有戰争〉（1967）16放在一起看的時候，〈雙人床〉特別難懂。在今日，這

兩個作品經常被認為是以反越戰為主題的作品。若要舉出較具有代表性的評論的話，

陳芳明的《台灣新文學史》裡頭有著以下的評述。「反戰詩的誕生，是他介入政治的

具體證據。對於時局，詩人自然有一種無力感。特別是 1966 年越戰爆發之後，大環境

對於文學發展投下巨大陰影。余光中在這段期間寫了〈雙人床〉與〈如果遠方有戰

爭〉，企圖以做愛的欲求反諷作戰的殘酷。這兩首詩曾被抨撃說是色情詩（如陳鼓應

等人的《這樣的詩人余光中》）。事實上，以個人情慾來對抗國族情操也是後來女性

主義者重要的書寫策略之一。」17當然了，這兩首詩並不是「情詩」或是「反道徳」之

類的東西。比起那些，將這兩個作品當成是基於個人生活體驗的小敘事就好懂多了。

陳芳明在〈冷戰年代的歌手〉裡，也有文章針對在冷戰時期出版的兩冊余光中詩集

《敲打樂》以及《在冷戰的年代》做探討。陳芳明在文中主要談論的是余光中詩中的

中國形象。不過，陳芳明主要是要探討余光中 70 年代〈白玉苦瓜〉裡頭的中國形象問

題，並不是要探討其中國形象與詩集《在冷戰的年代》之間的關聯。之所以這麼說，

是因為在這篇陳芳明的論文裡頭並沒有討論到〈雙人床〉或是〈如果遠方有戰争〉這

                                                 
16初出雑誌不詳。發表年依據該詩末尾的記載。収錄於《在冷戰的年代》(純文學、1969)。 
17陳芳明《台湾新文學史（下）》、聯經、2011、436 頁。 
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兩個作品。在〈冷戰年代的歌手〉18這篇論文裏，陳芳明將余光中的詩分成五類，只有

〈表現強烈時代感的作品〉這一類裡面納入了〈如果遠方有戰争〉這個作品的標題，

至於〈雙人床〉則完全沒有提及。 

  這兩首作品要描寫的東西有著極大的差異。收錄這兩首作品的《在冷戰的年代》

（純文學、1969）裡頭，收錄了 1966 年到 1969 年的作品。站在如何描寫戰爭這個觀

點之下，這個詩集裡最重要的大概是〈在冷戰的年代〉這首詩。〈雙人床〉跟〈如果

遠方有戰争〉這兩首詩應該跟〈在冷戰的年代〉以相互比較的型態來閱讀。余光中以

走在新生南路上頭的現在跟過去的對照手法，描繪出過去，在這樣的對照性之下嘗試

描繪出冷戰時期，因此應該先讀〈在冷戰的年代〉這首詩。當然了，作品想要表現的

是外省人老兵的對話，而不是作為日本兵被迫上戰場的台灣人的對話。這個作品跟瘂

弦的〈上校〉相比之下，有些部分稍顯多餘，然而兩者題材相近，跟〈雙人床〉相

比，至少〈上校〉裡面有跟他者的對話部分。在這個作品裡，現在與過去作為記憶與

步行的問題展開。從分裂的自我之間的相互對話的表現手法來看，讀者或許可以從中

看出詩人的某個面相。然而〈雙人床〉裡面卻少有這樣的對話。這首詩裡將多面相的

自我隱藏起來，藉由單向訊息來呈現。表面上似乎寫了作為性愛對象的女性，但事實

上卻是沒有人格的他者。基本上余光中的詩裡面很少對話。跟〈雙人床〉相比，〈如

果遠方有戰争〉還算是屬於對話型態的詩篇。 

  這麼一想，就比較容易描繪出余光中詩的構圖。若大略區分余光中的詩，可分成

少數的表現多重自我的作品（對話型）跟隱匿自我單向發話的訊息性表面化的作品

（獨白型）這兩種。余光中之所以多產的理由是因為後者，這個原因讓余光中成為風

格多變的多產詩人。〈白玉苦瓜〉正是屬於後者。這篇作品裡也是只有單向的發話。

我想缺乏對話以及多重意義的希薄可以說是余光中的詩作特質。他的鄉愁主題作品也

幾乎都是屬於後者的作品，這些作品裡面有著余光中抒情與浪漫主義的根源。 

  關於 1966 年發表的〈雙人床〉這個作品，陳芳明在他的《台灣新文學史》裡將它

定義成反越戰詩，然而〈雙人床〉真的是那樣的作品嗎？這關係到要以哪個時間點為

越戰的起點。若以越戰的開始是 1960 年，且從台灣派遣軍事顧問團到越南那時是 1964

                                                 
18陳芳明〈冷戦年代的歌手〉、《台湾現当代作家研究資料彙編 32 余光中》、国立台湾文学館、

2013。 



35 

 

 

 

 

〈如果遠方有戰爭〉與其時代，以及日本現代詩 

 35 

年。洛夫隨著軍事顧問團去越南從軍，並寫下〈西貢詩抄〉19。洛夫的這篇作品之所以

稀有是因為，他本人就在越戰現場，跟在金門寫的〈石室之死亡〉相同，對於洛夫來

說戰爭並不是〈遠方戰事〉。若以這種角度思考，雖然不能全面否定〈雙人床〉不是

以越戰為背景的反戰詩的可能性，但可以看出〈雙人床〉並不是以現實世界的「戰

爭」為主題。比起這個，如果以「政治」為主題包含批判六零年代的國民黨政府的觀

點來重新看待這個作品的話，相信這首詩的視野會更寬廣。 

  如上所述，〈雙人床〉是個看似簡單實際上卻很難懂的作品。之所以這麼說是因

為筆者不清楚作者的目的是什麼。因為在現實中，在廣島跟長崎投下原子彈之後的現

代戰爭裡，絕對不會有「至少破曉前我們很安全」這樣的保證。這點不論是在現實的

戰爭世界或是在情慾的戰爭世界裡都是一樣的。即便進入無政府狀態，即便背向戰爭

投入情慾的世界裡，雖不是張愛玲的〈傾城之戀〉，但除了作為虛構來跟外界的極限

狀態做對照之外，這樣的情況是不可能發生。而現實中的愛情也不像詩中所描寫的那

樣。「一種純粹而精細的瘋狂」之類的，在實際的戰爭面前，愛情只能是無意味的願

望，這首詩裡面的女性只不過是男性獨白裡的一個方便的道具似的存在而已。很難將

這個當作是以「小敘事」對抗「大敘事」的一種方法。〈雙人床〉裡面所呈現的女性

形象並不是陳芳明所說的那種女性主義式的東西，那只不過是承接男性中心主義的一

種沒有人格的女性像而已。以今日的眼光來看，在這種觀點之下，我認為〈雙人床〉

是個失敗的作品。這樣的詩無法成為反戰詩。就算是打算藉由個人的愛情這種「小敘

事」作為戰爭或革命這樣的「大敘事」的一種反諷好了，詩的型態也無法傳達出這樣

的訊息。因為就算「至少愛情在我們的一邊」，但是「至少破曉前我們很安全」這樣

的保障，絕無可能。這就是今日的戰爭。在「做愛」的當下，相愛的人們可能連注意

都沒注意到就死掉也說不定。若不是描寫出像這樣與死亡相鄰的有自覺的「做愛」的

話，那就沒有意義。 

  然而，《笠》第 42期（1970年 4月）裡頭卻刊載了好幾頁的〈雙人床〉詩評。這

是 1971 年的事，距作品發表當時已經過了五年，即便如此還是將這個作品作為合評題

目來看，想必在當時是個極具話題性的作品吧。《笠》第 30期（1969年 4月）裡，做

為〈笠創刊 5 周年紀念専号〉，從 1964 年到 1968 年之間選出〈五年詩選〉，將其中

                                                 
19〈西貢詩抄〉從 1967 年到 1969 年，共計 11 篇。發表雜誌是《創世紀》以及《笠》等等。 



36 

 

 

 

 

 

國立高雄第一科技大學應用外語學報第二十四期 

 

11 篇刊載於雜誌之上。這個企劃也牽扯到在日本發行的《華麗島詩集》以及收錄詩的

選定問題。〈雙人床〉跟陳千武〈咀嚼〉以及洛夫〈西貢之歌〉、瘂弦〈下午〉等等

詩篇一起入選，推薦者是白萩。雖然沒有被選入《笠》第 30 期刊載的 11 篇當中，在

〈五年詩選〉裏，余光中的〈在冷戰的年代〉（推薦：吳重慶・曾貴海）與〈火浴〉

（推薦：陳芳明）也被選上。 

  若仔細讀這些合評會上的發言的話，會發現裡頭的評論不僅限於〈雙人床〉這篇

作品的評論，幾乎將余光中的詩作本質道盡。對於身為外國文學研究者的我，總是會

以現今的觀點，共時的角度來讀這首詩，因此看了這些評論有種大開眼界的感覺。就

如同這個余光中詩的合評會上的評論所說的，從創刊到這個時期的《笠》雜誌的篇幅

構成可以說是本省人詩人與外省人詩人的共同合作成果。第 31 期裡刊載了〈第一回笠

詩奨〉，創作獎是周夢蝶的〈還魂草〉。評審委員裡有陳千武、白萩、林亨泰、趙天

儀，而且洛夫、瘂弦、余光中也出現在內。也可以說是跟創世紀詩社攜手合作的成

員。 

  讓我們列出幾段詩評的內容來看看。張默的意見如下。「我們可以把〈雙人床〉

拿來和瘂弦的〈深淵〉比較，前者好比即興曲，後者則有如交響曲。」「詩中描寫戰

爭的部份並不能讓我感到過癮，我以為這和他沒有戰爭的親身經歷有關」。筆者以為

這是個妥當的評論。而其他評論者的論點，大多聚焦於詩的散文化這點。趙天儀認為

應評價其散文化，其議論主要在探討余光中詩裏頭的美學問題。以現在的觀點來看，

評價詩的散文化這點已經過時，搭配余光中在詩的形式上的變化來看，對於六零年代

的台灣現代詩來說這些應該曾經是相當重要的課題。李魁賢也幾乎都是從詩的形式論

來評價這首詩。「余光中終於還是擺脫了〈蓮的聯想〉，創作了〈在冷戰的年代〉，

我們才欣賞到這首詩。〈雙人床〉正是從他那新古典主義又返回現代主義過程中的新

的表現，而他的語言也隨之有了很大的變化。」針對詩的内容，陳秀喜所給予的高評

價令人感到驚訝。「余光中這首詩以女性的立場來看，給人感到女性的地位受尊

重。」事實上，以今日的觀點來看，這真是個令人感到不可思議的評論。先前筆者也

曾經提到，〈雙人床〉裡所描寫的女性沒有被賦予人格。只是被動接受男性的一種存

在。不過是自私的純粹以男性中心主義出發的一種女性形象而已。陳秀喜更進一步

說，「一般的觀念打戰是男人的事，但這首詩中女人也分擔了一般的責任。」陳秀喜

到底想要表達什麼？就算以女性主義的觀點來看，她的觀點只透露出那種屬於 60 年代
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的眼界侷限吧。 

  此外，陳千武（桓夫）給的評價也意外的高。桓夫從詩裡看到的不是實際的戰爭

而是作為比喻的戰爭，他將六零年代台灣高度經濟成長期下，人與人之間的疏離跟詩

的內容做對比。陳千武將〈内在（愛情）〉與〈外在（戰争）〉這種二元構造的觀點

帶入戰爭與愛情這個平凡的題材，從中找出這首詩的價值。陳千武說，〈作者能夠在

機械化的社會，感受到現代的危機，以戰爭來比喻，至少愛情站在我們這一邊，這種

發現十分珍貴，這就是詩異於一般膚淺感動的地方。〉也就是說，陳千武想要表達的

是，這首詩並不是反越戰詩而是表現現代社會裡的疏離感的作品。對於陳千武的這個

敏銳觀察，筆者只有佩服的份。換句話說，不該將〈雙人床〉當作反越戰詩來讀，這

不是一個該用軍中文學批判或是反共文學批判的脈絡來分析的作品。 

  相較於此，〈如果遠方有戰争〉比較可以當成反越戰詩來讀。這讓人想起法國電

影〈遠離越南〉。由亞倫雷奈、尚盧高達等新浪潮導演群，這部以越南戰爭為題材所

拍攝的紀錄電影在美國以及法國的公開上映時間是 1967 年 10 月，當時的台灣沒能播

放這部影片。但可以推測余光中從這部電影的標題得到若干啟示的可能性很高。台灣

之所以沒有播放這部影片，推測應該跟國民黨政府的美國政策有很大的關聯。中華民

國台灣身為美國的從屬國，雖然不久之後將會被美國背叛，但作為回報能夠得到有但

書的和平以及美國的經濟援助以及高度經濟成長。 

  〈如果遠方有戰争〉跟〈雙人床〉同樣都是帶有時空侷限的詩，不過兩者處理時

空侷限的型態有些不同。很明顯的，〈如果遠方有戰争〉有一些獨白型態無法處理的

對話出現。跟〈雙人床〉不同，這些對話是針對情愛的對象所發出的疑問。也就是

說，〈雙人床〉跟〈如果遠方有戰争〉不能以同樣的基準來討論。我認為〈如果遠方

有戰争〉是在反省過〈雙人床〉的缺失之後而寫的詩篇。中華民國軍從 1967 年開始派

兵駐守越南，當時一起從軍的洛夫寫下了〈西貢詩抄〉。〈如果遠方有戰争〉可以說

是呼應洛夫的作品。從這個觀點來看，〈如果遠方有戰争〉的確可以算是一篇反越戰

詩的。話雖如此，但讀了〈如果遠方有戰争〉之後會讓人產生一個疑問，那就是要怎

麼處理鄰近台灣的這個「近處的戰爭」呢？所謂的奇妙的缺失就在這裏。雖說台灣海

峡危機在這個時期，隨著冷戰構造的固定以及變化之下早已只是個口號，但當台灣詩

人提出〈如果遠方有戰争〉的時候，台灣人總是不由得會想起「如果近處有戰爭」。

像余光中這麼的有名的詩人在創作「遠方的戰争」的時候，我想他一定不可能沒考慮
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到這個「近處的戰爭」的問題的。他不僅是把中日戰爭當成「近處的戰爭」也是親身

經歷過「近處的戰爭」的世代，就是這個「近處的戰爭」把他帶到台灣來。「如果遠

方有戰争」這個議題，如果不是在已經穩定下來的冷戰構造之下，以及台灣處於和平

狀態的前提之下是不可能成立的。在有著白色恐怖的 1950 年代之下，是根本不可能出

現的作品，正因如此在〈如果遠方有戰爭〉這首詩裡，「遠方」跟「近處」的意義在

對話中不得不相互重疊。在對話連續進行的詩句裡所表現出的「我們也要去遠方」，

事實上這絕對不是「在遠方」，而必須要跟目前身邊一觸即發的戰爭放在一起看，不

然是瞧不出這首詩的端倪的。 

 

（３）〈下五四的半旗〉與台灣的 1960年代 

 

  那麼，在同一時期的台灣，有哪些是以「戰争」為題材的詩呢？瘂弦的〈紅玉

米〉發表於 1957 年、〈上校〉發表於 1960 年。洛夫的〈石室之死亡〉一開始發表於

1959 年，之後以詩集的型態於 1965 年出版（創世紀詩社）。此外，洛夫的〈西貢詩

抄〉發表於 1967 年。這些作品之間雖然有著以現在的戰爭或是過去的戰爭為背景的內

容差異，但都是描寫戰場現況的作品。另外，在描寫台灣人的太平洋戰爭體驗的詩

裡，特別值得一提的是 1964 年陳千武的〈信鴿〉。同樣是陳千武作品的小説〈輸送

船〉發表於 67 年。陳千武的作品是依據做為台灣人日本兵遠赴南洋從軍的戰爭體驗來

創作的。這類型的作品之所以會集中在這個時期發表大概是因為大概是因為 50 年代的

白色恐怖已經告一段落，伴隨著台灣社會的經濟成長，心情終於能夠沈澱安定下來的

緣故吧。跟洛夫的〈石室之死亡〉一樣，以在金門戰場上的體驗來創作的作品還有葉

笛的〈火與海〉。這個連作詩一開始是發表於《笠》19 期（1967）。這些作品同樣都

收錄在《華麗島詩集》裡面。 

  以「在金門島八･二三砲戰下的素描」為副標題的作品〈火與海〉是以葉笛在金門

的徵兵時期所發生的 1958 年海峡危機的體驗來創作的作品。這個作品的特徵是以超現

實主義的手法來凸顯戰爭的無情。〈火與海〉帶有近似瘂弦〈上校〉20等作品裡的戰争

表現，藉由透過以「島」上的「火」與「海」做對比的詩法來強調「現在」，散發著

                                                 
20《瘂弦詩集》收錄、洪範書店、1961 年初版。 
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與瘂弦不同的台灣鄉土性。葉笛出生於 1931 年。洛夫生於 28 年，而瘂弦生於 32 年，

余光中生於 28 年。雖然幾乎都是同一個世代的人，但是前三人與余光中的差異在哪裡

呢？余光中雖然也有徵兵體驗，但只有 1952 年到 54 年間的 3 年而已，是這點讓他跟

軍中詩人的洛夫與瘂弦產生差異的嗎？還是因為跟這兩人的戰爭體驗的不同？又或是

在詩裡面的自我定位的不同而寫下這兩首詩的？我想原因可能在於後者。我認為前者

並非本質性的東西。先前也提過，余光中在描寫戰爭的時候，他會想要設定跟前輩詩

人不同的自我定位這點，或許這是寫出這兩個作品的最大原因吧！在同樣以戰爭為題

的同時代詩作裏頭，自己是基於什麼立場來發表戰爭詩，詩人余光中不可能沒有考慮

這樣的戰略問題。 

  但是還有一些疑點。若以現在為基準點來讀作品，不論是〈雙人床〉或是〈如果

遠方有戰爭〉都是以市民自由為背景的反戰詩，但是 60 年代的台灣社會下真的有市民

自由這回事嗎？考慮到這點，這兩個作品同樣都只不過是建構在虛擬的市民社會下的

虛構罷了。但就虛擬這點，與 50 年代不同的是，60 年代在有條件的限定空間之下，的

確曾經有過類似市民社會的東西存在過。這點促成了台灣 60 年代現代主義開花結果。

此外，在描寫個人內心的小敘事這點上，余光中的作品跟鄉土派本省作家們，例如黄

春明的早期作品裡的現代主義實驗有著共通的東西。然而想到這裡，接下來筆者腦中

浮現的問題是要如何解讀余光中的〈下五四的半旗〉這篇隨筆好呢？若把這篇當成是

要追求市民自由的作品的話，〈下五四的半旗〉可真是篇奇妙的隨筆。面對這篇文

章，我越來越弄不懂余光中的意圖到底是什麼。 

  所謂的五四運動，簡單來說就是個想要奪回挫敗的「三民主義」的運動。而五四

文學革命的根源就是言文一致運動，這是為了中華民國的國民統合（想像的共同體的

創造）而以共通語的創造為根幹的東西。不用說，在中華民國台灣裡的「國語」當然

是繼承這個脈絡的。在這個隨筆裡面出現的如果是做為文學言語問題的「對五四白話

的半旗」的話，那麼在 1930 年代中國的「文藝大衆化論争」之下，那可能早就是已經

降旗完畢的了。那是以創造出新文學言語的型態來進行的。在文章裡不論是由上海新

感覺派所代表的文學實驗，或是瞿秋白所代表的絶對口語論都出自於相同的時代背

景。透過這個言語實驗形成了 30年代到 40年代的民國期中國的現代文學。 

  若把國語的創造當成是五四文化運動的根本的話，五四可就是個「大敘事」。若

當成是文學表現的問題的話，那可以當作是個「小敘事」。若是把五四白話當作是個
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媒體語言的問題的話，不論左派右派，這個議題早就在 1930 年代的大衆化文學論戰裡

被討論過了，不是什麼新鮮的題材。在文學史上，60 年代的台灣就像《現代文學》

《台灣文藝》《笠》這些雜誌的創刊所象徵的那樣，是個新時代的開始。然而雖然標

榜著現代主義，但裡頭所表現出來的實際狀況卻是台灣新五四（近代）的創造，不是

嗎？那個年代的現代主義裏帶著對抗反共國策宣傳文學的含義在內。在東西冷戰體制

下，以美國為後盾的反共國家這個框架，到了 60 年代也沒有任何改變，不過從 60 年

代開始冷戰構造的型態開始產生變化。另外台灣在 1960 年發生過雷震事件以及自由中

國事件。《笠》創刊於 1964年，《現代文學》創刊於 1960年。 

  或者說余光中在提到「下五四的半旗」時，是把做為「國語」的非中國話的台灣

話也算在裡面，藉由台灣新文學語言的創作表現來做對比？然而，作為一個社會運

動，「五四」也是跟市民社会的民主主義的理念結合在一起的東西。到底余光中想要

傳達什麼呢？所謂「下半旗」，原本應該是表示追悼哀思的意思。在台灣的中華民

國，1960 年代當時並沒有進行國民統合，本質上來說國民黨政府是個亡命政権。象徵

1960 年代中期的一個事件，1965 年「中西文化論戰」的舞台➖雜誌《文星》的廢刊。

而余光中的〈下五四的半旗〉是在《文星》1964 年 5 月號上發表的。發表前兩年的

1962年 2月胡適去世，發表後 2年的 1966 年 7月，殷海光的《中國文化的展望》（文

星書店、1966 年 1 月）被台灣警備総司令部下令禁止發行。此外還有為了對抗在中國

大陸發生的文化大革命而發起的「中華文化復興運動」。不過像余光中這種份量的詩

人，筆者不認為他會想把自己的「詩的傳統」跟「中華文化復興運動」牽扯在一起。 

  同樣的，在「天狼星論戰」中，洛夫的「虛無」一文裡，應該有著不能從「中華

文化復興運動」中去尋求「詩的傳統」這樣的想法。對余光中來說，「中華文化復興

運動」到底是什麼？而現實政治又是什麼呢？所謂「下半旗」是指，將旗子降到一半

的意思，並非全部降下。雖然也有「上半旗」這樣相反的語法，但台灣當時的政治狀

況是根本無法降下五四的旗子的情況，我立刻浮上這樣的念頭存在。若是如此，雖然

為時已晚但提到「下五四的反旗」的時候，那時的余光中到底是怎麼想的？這篇隨筆

所擁有的含義是相當多層性的。站在現代主義的脈絡下的話，，這可以當作是以「小

敘事」來批判「大敘事」來解釋，但若考慮到現實社會的政治狀況，在當時的台灣社

會下，也可以解釋為支持體制的意思。可能這裡也呈現了余光中的「兩面性」。 

  當然我並不是要批判這一點。我所關注的是，為何這樣的兩面性的對話不是他的
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詩裡面的重點。這點讓我感到詫異不已。因此我看不出余光中在當時的定位是什麼？

60 年代的余光中到底在想些什麼？這個時期的余光中往返於台美之間。〈雙人床〉與

〈如果遠方有戰争〉一直被認為是從美國返台後的作品，但到底是在美國寫的，還是

在台灣寫的這個問題必須要重新探討。好比說，這兩首詩並不是以台灣為「現在這

裡」的舞台，而是以美國為舞台也說不定。而如果也用同樣的思考模式來解讀〈白玉

苦瓜〉的話，筆者就比較能理解了。從詩發表的時間點來想，若將〈白玉苦瓜〉這個

作品當成是對美國的深刻批判來看的話，詩本身的意義將會大不相同。70 年代台灣現

代詩裡所表現出的對中國大陸的鄉愁，應該帶有外省人詩人對美國的抗議在內。也就

是說，對於余光中來說，詩除了是浪漫主義之類的抒情之外，不也是極度政治性的虛

構嗎？ 

  在「天狼星論戰」（1961）裡跟洛夫針對「虚無」的論戰，從本質來說到底是什

麼？洛夫那些被認為是懷疑主義的東西，作為一個身在金門戰爭現場，越戰現場的人

所講的話是很恰當的。在戰争現場將「虚無」作品化這件事，絕對不是虛無的態度，

那是跟「虚無」這個名字相反的，非常自發的創作行為。與此相對「再見，虚無」這

件事，原本是不可能出現在「反戰，發起實質行動」這樣的文脈之外的。那麼，這點

表現在〈雙人床〉和〈如果遠方有戰争〉這兩首反戰詩裡頭了嗎？我覺得是可以這麼

來解讀的。對於洛夫來說，不論是金門或是越南都是他曾經待過的現場。余光中本人

也至少是出生於抗日戰争的戰火下，是位有過從軍經驗的詩人。這個論戰不能不將這

點列入考量。對於日本的詩或小說來說，就算有沖縄基地的存在，然而越南在遙遠的

另一頭，反戰只是概念性的東西。然而在台灣，對余光中來說的「遠方的戰爭」應該

不會只是相對於平板的日常「小敘事」的對岸的「大敘事」才對。這麼一想，余光中

的這首詩應該看作是將 1960 年代的台灣近代的曲折以及余光中這個詩人本身的曲折，

透過有時脫離常軌浮出表層的小丑姿態來呈現余光中這個詩人的內部曲折的諷刺虛

構。我不由得這麼想的原因是，因為余光中是個「我微微得顫抖，但是我／必須渡

河！」這樣的由北方「西螺大橋」南渡的詩人。 

 

 

【参考】 

  帶著記念的意思將陳千武翻譯的〈雙人床〉和拙譯的〈如果遠方有戰争〉的日文
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譯文附錄如下。陳千武的翻譯跟中規中矩的上田哲二的翻譯相較之下可以說是一種破

格的翻譯法。這種做法讓人覺得作為一首日文詩來說，比原作更能讓人感受到〈雙人

床〉的意境。 

 

 

ダブル・ベッド          余光中（陳千武訳） 

 

戦争なんかダブル・ベッドの外で進行させれゃいい 

君のゆるやかなスロープに横たわって 

聞く流弾は、うそぶく一筋の螢光だ 

君と僕の頭上を流れ 

僕のひげと君の髪をつらぬいていく 

政変とか革命なんかそこらで絶叫させれゃいい 

少なくとも愛情は僕ら側についている 

少なくとも拂曉まで僕らはとても安全だ 

あらゆるものが頼りにならない時 

君の弾性あるスロープに身を寄せて 

たとえ今夜山崩れや地震があっても 

躓き落ちる所はせいぜい君の低い盆地 

旗とラッパを高原の上で高く擧げさせよ 

少なくとも僕らには六尺のリズムがある 

少なくとも黎明まで君は完全に僕のものだ 

やはり滑り粘って軟らかに 

やはり暖めてくれる 

純粋で精緻な狂わしさ 

夜と死は暗い僻地で 

永遠に千度目の城攻めを発動させれゃいい 

僕らはただ螺旋に沿って急降下 天国を下に 

君の美しい四肢の渦巻に捲き込まれる 
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もし遠くで戦争があったら        余光中（三木直大訳） 

 

もし遠くで戦争があったら、耳を塞ぐべきか 

それともいずまいをただして、耳を傾けるべきか 

鼻を覆うべきか、それとも硝煙の匂いを深く吸い込むべきか 

耳を傾けるべきは、きみの喘ぐような愛情か 

それとも手榴弾の炸裂させる真理か 

それとも格言と勲章と補給が 

死者を限りなく増殖させているのか 

もし戦争がひとつの民族を殲滅せんとするなら 

もし遠くで戦車が無残に生命を押しつぶし 

母親の死体の傍らで、生まれたばかりの赤子に 

もし未来なき明日を泣かせるなら 

もし尼僧に自らの身を焼かせ 

その寡欲な脂肪を絶望の炎に包ませ 

涅槃をつかもうと甲斐ない行為を 

もし焼け爛れた四肢に迫るなら 

もしぼくらがベッドにいて、彼らが戦場にいて 

鉄条網のなかで平和の種を巻いているなら 

恥じるべきか、それとも喜ぶべきか 

喜びは愛の営み、戦いではない 

ぼくの腕のなかにいるのは裸のきみ、敵じゃない 

もし遠くで戦争があったら、ぼくらも遠くにいて 

きみは慈悲深い天使、傷のない白い羽 

きみはベッドに身をかがめ、病床にいるぼくを看病する 

手がない、足がない、目がない、性別もわからない 

血なまぐさい野戦病院 

もし遠くで戦争があったら、こんな戦争があったら 

恋人よ、もしぼくらが遠くにいたら 


