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寒梅と鶯―春はまだ来ないのか

視床部の脳出血発作で倒れ、自宅から救急車で救急医療を扱

う一般病院の脳外科に搬送され、手術を受けております。術

後経過は良好でしたが、左側の運動麻痺が残りました。幸運

ら水分栄養を摂れていたそうです。術後、合併症も見られず

なことに、失語症は免れ、嚥下機能も何とか維持され、口か

慢性期型の療養型病院に勤めているぼくは、ある年の初夏

安定しているため、３か月で併設の介護病棟に転出しており

浜名 新
のはじめ、救急医療を扱う一般病院に併設した介護療養病棟

ます。

）年から介護保険制度が導入され、

歳以上になれば介護保険料を年金から徴
収される決まりです。

読者の皆さんも

なお、２０００
（平成

から転院してきた南條氏夫人、菊絵様を入院担当しました。
菊絵様との一期一会を鎮魂の意味で綴ります。
ぼくは古希と喜寿の中間あたりにおります。時に忘れやす

はじめに、南條菊絵様について病歴などを簡単に紹介いた

診断され、直ちに点滴による保存的治療が開始されたそうで

脳ＣТの画像診断で、左中大脳動脈灌流域の広範囲脳梗塞と

語症）
を伴っており、
直ちに介護病棟から脳外科病棟に移り、

菊絵様は脳出血発作から７か月後再び試練に遭遇されまし

します。南條菊絵様は喜寿までには取り立てて病気らしい病

す。だが、不幸にも下肢に強い片麻痺と失語症が後遺症とし

などを間違えやすく、コルサコフ症候ではないかと心配して

気をしていなかったそうです。いつの頃からか心房細動（心

て、菊絵様を苦しめることになりました。それ以来、言葉を

た。今度は左側の大脳に脳梗塞が出現したそうです。意識レ

房が洞結節から伝播された刺激によって、規則正しい興奮収

失ってしまい、夫との会話を楽しむことも出来ず、自分の意

おります。記憶を掘り起こしましたが、関係者にご迷惑を及

縮を行わず、心房内に発生した刺激に応じて、頻回に無秩序

思を伝えられなくなりました。そこで南條氏は結婚○○年の

ベルが低下し、右の手足の動きが悪く、言語障害（重度の失

抗凝固剤（ワーファリン）が処方され、内服していたそうで

に興奮収縮を繰り返す状態）が見つかり、かかりつけ医から

ぼすのではないかと危惧しております。

く、作り話（詐話）をする傾向があり、時、場所、人の名前

12
たそうです。

経験からアイコンタクトを試みましたが、うまくいかなかっ
歳のとき？ 右側の大脳の深い内部の
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65

す。
今から５年前の

77

篤となり、手足の運動麻痺のみならず、高次機能障害、遷延

一般的に、脳卒中発作が繰り返されるたびに臨床症状は重

の人から介助されなければなりません。

ですから日常生活動作の活動は、自力では全く出来ず、介護

を動かせるのみで、その他の３肢は全く自由になりません。

れば、すぐ目を開けてくれます。脳卒中発作から５年以上の

ている時間が多いようです。もちろん触るなどの刺激を与え

睡眠と覚醒のリズムはもちろんあります。すやすや寝入っ

性意識障害（昏睡状態から回復して開眼していてもコンタク
トが取れない状態）などの気の毒な状態に追い込まれること
当時の担当の先生は、彼女の生命予後があと何年間も予測

歳月がたち、万が一の奇跡でもない限り、このような気の毒

が多いのです。
されることから、水分栄養補給のための胃ろうを造ることを

な重度の後遺症状から回復することは厳しいと考えます。

お見舞いに来る南條氏と、たまたま病室で遭遇した際の会

勧めたそうです。南條氏は、妻が生きていて欲しいと考えて
さ

ゆ
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いたので、胃ろうの手術を承諾したそうです。それから、胃

度以上の高熱が認められれ

が通過して粘膜を損傷するからです。常に潜在的尿路感染症

かりました。肥厚した粘膜が剥がれ、あるいは狭い尿道を石

と、慢性の膀胱炎による膀胱粘膜の肥厚と、膀胱結石が見つ

あるとき、血尿が観察され、おなかのＣＴでチェックする

心静脈）カテーテル感染、その他原因不明の発熱などです。

胆嚢炎、インフルエンザ感染、ノロウイルス感染、ＣＶ（中

炎、前立腺炎など）が双璧といえます。その他、上気道炎、

ば、その原因として誤嚥性肺炎、尿路感染症（膀胱炎、腎盂

せん。療養型病院で入院患者に

話から、菊絵様をすごく愛しておられ、１日でも長く生きて
ろうの管から白湯、
流動食、
薬を１日３回人工的に注入され、
いて欲しいとの南條氏の心情が、ぼくにじかに伝わってきま
現在まで生命を維持されてきました。嚥下機能障害のある患
者さんに対して医師は管栄養を勧めることが多いと思います。 す。ですから、菊絵様が時折、高熱を出しますと、担当医の
ぼくはすごく緊張し、原因を探り、早く回復させねばなりま
経鼻胃管よりも胃ろう管の方が、患者に負担が少なく、見た

目にもすっきりしております。しかし誤嚥性肺炎の併発頻度
は、両者ともにそれほど違いは無いようです。
菊絵様は覚醒して目を開けているとき、彼女の右の手のひ
らに、
南條氏の手をのせると、
反射的にギュッと握りしめて、
何かしゃべりたそうに目を大きく見開き、握り締めた手を決
して緩めようとしないそうです。南條氏は妻の目つきをみる
と、言いようのない切ない気分に陥り、その都度、１日も早
い回復を祈るそうです。動かせる手足といえば、右の手だけ

38

殖すれば菌血症から敗血症に移行します。稀ですが感染性心

に進展すればすごく高熱を出します。細菌が循環血液中に増

の所見があり、感染が上向性に腎臓の腎盂に及び、腎盂腎炎

ると、どちらからともなく仲直りとなりました。演歌歌手の

桁生まれで、戦前の教育の影響か、がまんつよく、激情が去

しばらく口もきかないときもありました。２人とも昭和ひと

ゃないですが、まあ、もちつもたれつ生きてきました。いつ

川中美幸の持ち歌、
「２人は２輪草」
「夫婦桜」の歌の文句じ

ぼくは諸検査で発熱の原因を探り、診断が確定すれば治療

内膜炎もあり油断なりません。

歳以上）となりまして、これ

からどうするか話し合いましたが、なかなか結論がでません

しか、私どもは後期高齢者（

面し、病状と治療の内容を説明し、了解してもらいました。

でした。私のほうが５歳ほど年上です。

を始めるのでした。その都度お見舞いに来られた南條氏と対
１週間ぐらいで病状が改善すると、南條氏は、
「菊絵は、まだ

そんな矢先でした。今から５年前のことでした。菊絵が

へきれき

ちん じ

歳になる５月の頃、自宅にて脳出血発作？ で意識障害に陥

術を受け、この病院に転院するまでを、問わず語りにとつと

ぼくに、妻が倒れて救急車で救急病院へ搬送され、診断・手

菊絵様が転院して半年ぐらいした年末のある日、南條氏は

せん。枕元に近づいて、
「わかるか、しっかりしなさい！」と

物の臭いが漂い、
「菊絵！ 菊絵！」と呼んでも返事がありま

ので、心配になり妻の寝室に入りました。すっぱいような吐

朝食の時間になっても、妻が朝食の準備をする気配が無い

いんぎん

余力と治癒力があるとみえてもっと生きたいのだと思います。
よろしくお願いします」と慇懃に申されました。ぼくは南條
氏の心情を慮って、
「承知しました」と担当医の責務を果たそ

つと話してくれました。いままでこういう経験はありません

頬を軽くたたくと、
「ウ、ウ」とうめき声を発しました。風呂

りました。私にはまさに晴天の霹靂の椿事で、罰が当たった
んですかね。

ので、ぼくは話を聞きもらさないように注意してメモしまし

場からタオルを持ち出し、妻の体を横向きにして、吐物を口

――私どもには子供が授からなくて、２人で気ままに生活

せ、深呼吸を繰り返すと少し落ち着きました。日ごろ菊絵に

「弱っちゃったな。落ち着け、落ち着け」と自分に言い聞か

から出して、窒息を防ぐ処置をしました。

た。

うと誓いました。

77

してきました。たわいないことがきっかけで口喧嘩になり、
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75

対して威張っていても、肝心なときにビビってしまい、男な

は病衣が用意されて、持参した衣類は当面必要ありませんで

救急外来で菊絵は男性の医師から診察を受け、採血・心電

した。

図をとり、直ちにＣТ検査となりました。脳のＣＴ撮影で右

んてだらしない限りです。
「そうだ、まず、救急車を手配しよう」と、手を震わして、

側の深い場所に生じた、広範な視床出血と診断されました。

菊絵は心房細動があり、心臓由来の塞栓による脳梗塞を避け

の救急相談センターの職員に向かって、「妻が倒れて意識があ
りません。嘔吐して、脳卒中ではないかと素人判断です。救

る意味合いで、坑凝固剤であるワーファリンを服用しており

１１９番のダイヤルを回しました。運よくつながり、消防庁

急車を手配願います。○○区○○町○○番地、南條○○郎、

担当の男性の脳外科医は、不安な表情で待っている、私と

き思いつきました。

ました。脳出血はその副作用かもしれないと、なぜかそのと

軒目」と伝え

患者は妻の菊絵です。電話番号は○○、○○○○、○○○○。
目印は○○道路脇の○○信金の横丁を入った

妻の兄弟たちに向かい、いきなり画像所見と治療方針を説明

終えると、緊張がとけてへたり込みました。
男性の救急隊員の所作を見るのは初めてでした。担架が運

されました。そして、出血の程度と病状から、緊急手術の必

要性を繰り返し説得されました。私は今まで手術を受けたこ

び込まれ、隊員が妻の意識状態と心肺機能の状態をチェック
し終わると、菊絵を担架に載せ、救急車の台座へ担架をきち

てしまいました。親戚筋は、
「先生が手術を推奨しているのだ

司令塔の脳を、いとも簡単にいじられてなるものかと身構え

からお願いしたら」と私の気持ちを深く考えないで、騒ぎ立

とが無く、すんなり承諾する気になれませんでした。大事な

急車に乗り込みました。初めての体験でした。意識障害があ

てるのでいっそう腹が立ちました。ですから、手術を勧めら

っとはめ込みました。
私は保険証とキャッシュを財布に入れ、

るため、妻は頸を幾分横にされ、酸素マスクをあてがわれ、

れてもすぐには決断出来ませんでした。私としましては、担

日ごろ使う日常雑貨と衣類をボストンバックに詰め込み、救

血圧測定と酸素飽和度をモニターされました。
「ピーポー、ピ

当の先生の力量や手術成績などぜんぜん分からないものです

から・・・・・。セカンドオピニオンの意見を聞く余裕など

のうちはきょろきょろして落ち着かなかったのですが、救急
車の走りに慣れてくると、菊絵の容態が心配になりました、

ありません。
「保存的な治療でも血腫は吸収され、
、点滴で様

ーポー」とサイレンを鳴らして救急病院へ急ぎました。最初

搬送中に吐かないか心配しましたが、大丈夫でした。病院で
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10

に侵襲の少ない「血腫吸引術」をお願いすることになりまし

子をみる方法もある」と先生は説明されました。でも最終的

誤嚥性肺炎を繰り返す状態でした。高齢者の肺炎の恐ろしさ

養を摂ることが厳しい状況でした。そのうち高熱が出現し、

中に食物が溜まり、嚥下する機能が弱く、むせてしまい、栄

を実感した次第です。脳梗塞の再発を契機に飲み込む力が低

た。
搬送された当日、全身麻酔で手術を受けました。私は健康

下し、今後水分栄養補給をどうするか、先生から胃ろうを造

た。目を開けているのですが、私の言う言葉を理解して、し

る手術を勧められました。私は躊躇無く承諾しました。
脳梗塞をきたしてから不具合が一層際立って観察されまし

ちゅうちょ

なときの状態に改善して欲しいと願うと同時に、病気はなる
ようにしかならないではないか、と突き放した、さめた考え
もうかびました。ＩＣＵで術後の急性期を乗り切ると、幸い
意識レベルは改善し、左片麻痺もいくらか改善し、点滴を併

らえて欲しいと思っておりましたので、胃ろう管による栄養

私どもは夫婦２人きりで、菊絵にはなんとしても生きなが

ても実用手とはいえません。悲しい限りです。

の上肢だけが少し動かせます。つかむことは出来ますが、と

てびくともしなくなり、関節強直に進展してきました。右手

月日の経過とともに、左の手足の運動麻痺が次第に進行し

する動作も見られず、まったく分からないままでした。

かけております。しかし菊絵の目はトロンとして、目で合図

面すると、私は妻の目を見つめて、自分から声を出して話し

きないためか、夫婦といえども難しいものですね。菊絵と対

痛感しました。アイコンタクを試みましたが、菊絵は理解で

用して、口から少しずつ飲み込む練習を始めました。麻痺を
ゃべってくれません。失語症というのだそうです。つくづく
回復させる意味合いで急性期からリハビリ訓練を始めました。 言葉を介してのコミュニケーション（通じ合い）の大切さを
手術を選択したのは正解で、先生に感謝しました。病状が安
定してきたので、術後３か月して併設の介護療養病棟へ転出
しました。
脳卒中の病気は、再発をすると聞いていたので心配してお
りました。手術から７か月後、菊絵は朝起きると意識レベル
が低下し、言葉がうまく言えず、右の手足が動きにくくなっ
たようでした。緊急の電話連絡で再発を知りました。ＣТ診
断の結果、左側の中大脳動脈が詰まり脳梗塞と診断されまし
た。そこで直ちに脳外科病棟へ転出し、点滴治療を受けまし
た。血栓を溶かす高価な薬を使用したようですが、薬の名前
を思いだせません。点滴と平行して、言語療法士（ＳТ）に
よる嚥下訓練が始まりました。食物を口に含ませますと口の
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延命処置の１つでしょうが、こうして生き延びて、病院にい

摂取の方法は、今ではとても良い処置だと思っております。

気が向けば、愛車をゴロゴロ押して、見舞いにいけるから安

着かなくなり、精神が不安定になります。そこならちょいと

年を取りますと、戦友とも言うべき菊絵に会わないと落ち

年もの間、夫婦の生活をしてきましたから、

夫婦の絆でしょうか、仲間としての思いやりでしょうか、ま

ていても、何

心です。笑われるかもしれませんが、お互い離れ離れになっ

けば菊絵に対面できるからありがたいです。
脳外科病棟に合計２回、多くの日時を介護療養型病棟に過
な？ 介護病棟を併設した救急医療を行う一般病院に５年間

あ、そんなとこかな。笑いー

ごさせてもらいました。２回目の軽い脳梗塞を起こしたのか
くらいお世話になりました。肺炎をよく起こしましたが、抗

に考えました。なぜならば、私は自分の世話が年毎に厳しく

菊絵が入院治療している間、私は今後の身の振り方を真剣

善の余力、生命力があるのだと思って安心しておりました。

した。おそらく南條氏は呟きを膨らまして、菊絵様と話し合

腰掛けて、うつむきかげんに菊絵様をじっと見つめておりま

でしたか、ぼくが病室に伺うと、南條氏はベッド脇の椅子に

菊絵様を担当してから半年以上経た、新春の松が明けた頃

生剤の点滴を受けて改善しました。まだまだ、菊絵には、改

なってきているのを自覚していたからです。次第に歩くのが

いをしていたに違いありません。ぼくの訪問で、夫妻の大切

様をお見舞いに来るのでした。菊絵様は目を開けているとき

困難となり、その頃から歩行器を使い出していました。乳母

もありますが、多くの場合、目を閉じて眠っておりました。

器がありました。南條氏は気になると、いつとはなしに菊絵

りました。都内や都下の有料老人ホームの入所に際しての金

南條氏はあえて菊絵様を刺激して起こそうとしませんでした。

なひと時を中断させたような具合でした。そばに愛用の歩行

額は容易ではありませんでした。菊絵が入院した療養型病院

夫婦２人きりの静寂のときが流れるのを、楽しんでいたのか

には限界がありますので、有料介護老人ホームが候補にあが

の近くに、たまたま大手が経営する有料老人ホームがありま

もしれません。

車のような類のものです。介護保険を利用し、自宅での生活

した。そこでしたら、私は歩行器を押して見舞いに行くこと

ぼくは南條氏に、
「ご苦労さまです。最近は平熱で落ち着い

が出来ます。高額の出費（入所時の金額と月々の金額）でし
たが、思い切ってそこに決めました。やむをえません。

ております」と伝えました。
「そうですか。今日はすやすや眠
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10

桜の花が、日本人のこころに受け継がれています。秋以降に

た花の芽、葉の芽が、日１日と膨らみ、時が来たれば花を咲

っております。ありがとうございます」と南條氏は応えまし

かせ、新しい若葉を誕生させます。連綿と続く自然の営みで

葉を落とし、厳しい冬を生き延びた樹木の枝に、養分を蓄え

そして、肩にかけたかばんから、ファイルにしまっていた

す。元気をもらうのはぼくだけではないでしょう。

た。
Ａ４の書面を取り出し、
「私の７言絶句の漢詩です。良かった

さわ

ちょう せ い

こんもりした樹林の中から鶯の鳴き声が聞かれるかもしれな

小ぶりな寒梅の花を愛でさせたい。運がよければ道路わきの

彼女を車椅子に移乗させて、
エレベーターで屋上庭園にでて、

てやりたい。そうすれば、妻の目は生き生きと輝くはずだ。

妻のお気に入りの洋服を着させてみたい。ケーキも食べさせ

しいものだ、と心に期するものがあったのかもしれません。

たり、今年こそ、奇跡が起きて妻の症状が劇的に回復して欲

南條氏は、妻の脳卒中発作から６回目の新春を迎えるにあ

う」

香に誘われて飛来した鶯は、ホーホケキョと春を告げるだろ

芽）は膨らんでいる。寒梅が花咲き、芳醇な香りを放つ頃、

鶯の鳴き声は聞かれない。雨で樹木は潤い、寒梅の蕾（花の

飛来し、ここかしこうごき回っている。しかし、春を告げる

「春を告げる鶯は、近くの背の低い潅木や笹竹などのやぶに

した。

いただいた漢詩をぼくなりに情景を想像して一人合点しま

らどうぞ」とぼくに手渡されました。漢詩と読み下した文が
併記し、助かりました。ぼくは、
「ありがとうございます。ゆ

さいけい

っくり読ませていただきます」と感謝の意を伝えました。
新春
ようおう

「幼鶯来賀し 柴荊に躁ぐ
春訪を伝えんと欲するも 未だ鳴くを覚えず
つぼみ

雨は落木を潤し 春動を促す
寒梅 蕾 を膨らませ 澄 声を待つ」
ぼくは読売新聞の夕刊に毎月、
「季節めぐって」と題した、
中国文学者の井波律子氏のエッセイを読んでいたのですごく
詩を紹介・解説され、京都における氏の日常の事柄を、さら

興味がありました。井波氏は季節ごとに、中国の７言絶句の
っと叙した内容でした。
新春のさきがけとして、古来、寒梅と鶯が有名です。初春
の花といえば春の先駆けとしての梅の花、春の象徴としての
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することは無かったようでした。ホットニュースとして話題

残念ながら、南條氏は菊絵様を車椅子で屋上庭園にお連れ

い。そういう願望を詠んだものと自分勝手に推測しました。

しかし、ベッドサイドで菊絵様を観察すれば、生きながらえ

ました。ぼくは、
「最大限努力します」と精一杯応じました。

も延命させてください。お願いします」と繰り返し懇願され

病状説明の際、南條氏は、
「出来るだけの治療をして１日で

日間ぐら

じ く じ

たプロカルシトニン（ＰＣＴ）値は高値で、敗血症のレベル

炎の所見を認めました。後日、院外の専門の検査室から届い

余計なことですが、心配してしまいました。でも、漢詩の素

ひとり様になってしまった南條氏はこれからどうなさるのか、

係ある職員が慎んでお見送りしました。そのときぼくは、お

菊絵様が葬儀社の車で病院の通用門から退出される際、関

ぼくは南條氏の心情を思うとき、その残念な結果に忸怩た
る思いに沈みました。でも、出来うる限りの治療を行ったの
で悔いはありません。菊絵様は重度の脳卒中後遺症から解き
放されて天国へ旅立たれました。

いで帰らぬ人になってしまいました。

限界でしょうか、寿命でしょうか。薬石の効無く

酸素飽和度の数値が刻々と変化を示しておりました。治療の

期が迫っておりました。モニター画面には脈、呼吸、血圧、

「ゼイゼイ」と苦しい喘鳴の音がいやでも聞かれます。終末

ることが無理であることは誰の眼にも明らかでした。喉から

にならなかったですから・・・・・。
菊絵様は、術後６回目の新春をともかく迎えられました。
度の高熱です。酸素飽和度が低く、酸素吸入を始めてお

桜の花が散り、新緑の若葉が一層濃くなる頃でした。
「
ります。すぐ診察おねがいします」と看護師から報告を受け
たぼくは、
またかと一瞬ひるみました。
病室に駆けつけると、
目立つのは酸素飽和度の低下で、呼吸状況が不安定で、酸素
吸入が必要でした。足の指の色が紫色でよくありません。肺
炎は間違いないと判断しました。緊急の諸検査から判断する

に上がっておりました。効くと思われた抗生剤を選んで多め

養がある南條氏ですから、老人ホームで、少々わがままに、

血清のＣＲＰ値、白血球数値も高値で、胸のＸＰで左右の肺

と、
尿路系感染と誤嚥性肺炎を同時に併発された病状でした。

敗血症が進展して循環不全に陥り、つまり、血圧低下、腎臓

に使いました。
しかし、
次第に病状が悪化してしまいました。

悠々自適に過ごされるはずだと信じております。

（２０１３、８）

機能が低下したので強心利尿剤を使用すると、いったん持ち
直したかに見えましたが、いけませんでした。
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39

女性上位
豊泉 清
私は若い頃から漢字クイズが大好きで、今でも新聞や週刊
誌で日にすると、片端から挑戦してみたくなる。特に難解な
宛字読みに興味を抱いていた。
海の字を五つ並べた「海海海海海」を何と読むか。海女（あ
ま）
、海豚（いるか）
、海胆（うに）
、海老（えび）
、海髪（お
ご）など、海の字を含む宛字読みがいくつもある。海髪は馴
染みの無い言葉だが、海藻の一種だそうである。前掲の宛字
読みから、海海海海海が「あいうえお」と読める。平安時代
の古典に載っている日本最古の漢字クイズと言われている。
因みに「えび」には蛯という和製漢字もあり、中国では蝦
が「えび」を意味する。
「うに」には海胆、海栗、雲丹という
３通りの宛字表記がある。
日本は海に囲まれているので、海の生物に関する言葉が豊
富である。海苔（のり）
、海鞘（ほや）
、海月（くらげ）
、海星
（ひとで）
、海驢（あしか）
、海豹（あざらし）
、海神（わだつ
み）
、海鼠（なまこ）などと読む宛字もある。海鼠を茄でて干
したものを海参（いりこ）と読み、海鼠の内臓の塩漬けを海
鼠腸（このわた）と読む。

◆では今までに習ったことがある宛字を思い付くままに列挙
してみよう。
仮名２文字

干支（えと） 肌理（きめ） 蜘蛛（くも） 嬰粟（けし）

香魚（あゆ） 灰汁（あく） 烏賊（いか） 独活（うど）

東風（こち） 独楽（こま） 羊歯（しだ） 掏摸（すり）

蕎麦（そば） 足袋（たび） 胼胝（たこ） 殺陣（たて）

柘植（つげ） 熨斗（のし） 魚籠（びく） 河豚（ふぐ）
自棄（やけ） 黄泉（よみ）

雲脂（ふけ） 木瓜（ぼけ） 肉刺（まめ） 巫女（みこ）
仮名３文字

欠伸（あくび） 胡坐（あぐら） 小豆（あずき）

汗疹（あせも） 家鴨（あひる） 田舎（いなか）

首途（かどで） 水鶏（くいな） 胡桃（くるみ）

団扇（うちわ） 女将（おかみ） 飛白（かすり）

慈姑（くわい） 石榴（ざくろ） 栄螺（さざえ）

老舗（しにせ） 台詞（せりふ） 土筆（つくし）

葛籠（つずら） 氷柱（つらら） 蜥蜴（とかげ）

祝詞（のりと） 狼煙（のろし） 旅籠（はたご）

鶏冠（とさか） 蜻蛉（とんぼ） 雪崩（なだれ）

疾風（はやて） 雲雀（ひばり） 糸瓜（へちま）

黒子（ほくろ） 土産（みやげ） 眩暈（めまい）
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陽炎（かげろう） 蟷螂（かまきり） 剃刀（かみそり）

泡沫（うたかた） 産土（うぶすな） 花魁（おいらん）

校倉（あぜくら） 斑鳩（いかるが） 漁火（いさりび）

仮名４文字

強請（ゆすり） 山葵（わさび）

玉蜀黍（とうもろこし） 不如帰（ほととぎす）

信天翁（あほうどり） 膃訥臍（おっとせい）

百日紅（さるすべり） 女郎花（おみなえし）

仙人掌（さぼてん） 落葉松（からまつ） 柳葉魚（ししゃも）

十六夜（いざよい） 啄木鳥（きつつき） 破落戸（ごろつき）

ホトトギスには、不如帰の他に時鳥、杜鵑、子規、蜀魂、沓

漢字４文字で書く盟神探湯（くがたち）という宛字を日本

翡翠（かわせみ） 木耳（きくらげ） 蝙蝠（こうもり）
素人（しろうと） 雀斑（そばかす） 松明（たいまつ）

かで正邪を判断する古代の占いという解説だった。

史の授業で教わった。熱湯に手を入れて火傷をするかしない

手鳥など複数の宛字がある。

黄昏（たそがれ） 七夕（たなばた） 徒然（つれづれ）

蟋蟀（こおろぎ） 防人（さきもり） 東雲（しののめ）

蛞蝓（なめくじ） 秋波（ながしめ） 抽斗（ひきだし）
公魚（わかさぎ） 病葉（わくらば）

ど、
昔は外来語を片端から漢字に置き換える風潮があったが、

ス）
、硝子（ガラス）
、倶楽部（クラブ）
、基督（キリスト）な

麦酒（ビール）
、燐寸（マッチ）
、煙草（タバコ）
、瓦斯（ガ

仮名５文字

◆ある週刊誌で、次の漢字を仮名１文字で読めというクイズ

昨今はほとんど目にしない。

只管（ひたすら） 鬼灯（ほおずき） 鳩尾（みぞおち）

吃逆（しゃっくり） 心太（ところてん） 宿酔（ふつかよい）

を見たことがある。

許嫁（いいなずけ） 蝸牛（かたつむり） 杜若（かきつばた）
為人（ひととなり） 為体（ていたらく） 澪標（みおつくし）

愛（え）
、良（ら）
、吉（き）
、鳥（と）
、甲（か）
、豊（ぶ）
、

郡（ぐ）
、濃（の）
、杵（き）
、海（み）
、周（す）
、楽（ら）

漢字３文字の宛字読み
秋刀魚（さんま）

十八番（おはこ）

百舌鳥（もず）

愛媛県、奈良県、岡山県の吉備（きび）
、三重県の鳥羽（と

ば）
、山梨県の甲斐（かい）
、大分県の豊前（ぶぜん）などは、

紫雲英（れんげ）

零余子（むかご）

愛（あい）
、良（りょう）
、吉（きち）
、鳥（ちょう）
、甲（こ

紫陽花（あじさい） 蒲公英（たんぽぽ）

無花果（いちじく） 向日葵（ひまわり） 公孫樹（いちょう）

う）
、豊（ほう）などの原則的な読み方から逸脱している。岐

案山子（かかし） 木乃伊（ミイラ）

木天蓼（またたび） 流鏑馬（やぶさめ） 注連縄（しめなわ）
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質（ち）
、紅（ぐ）
、傷（で）
、卿（げ）
、胆（い）
、自（さ）
、

言質（げんち）の質、紅蓮（ぐれん）の紅、深傷（ふかで）

阜県の郡上（ぐじょう）や美濃（みの）の郡や濃も１字で読

の傷、公卿（くげ）の卿、民間薬の熊の胆（くまのい）の胆

泥（ど）
、牛（ご）
、蜜（み）
、謀（む）
、胡（う）

県の周防（すおう）の杵や海や周もやはり１字で読む。群馬

も例外的な１字読みである。私は若い頃に「熊の胃」だと思

み、大分県の臼杵（うすき）
、静岡県の熱海（あたみ）
、山口

読む地名がある。

い込んでいた。白湯（さゆ）
、泥鰌（どじょう）
、牛蒡（ごぼ

県には甘楽（かんら）や邑楽（おうら）など、楽を「ら」と
虚（こ）
、去（こ）
、居（こ）
、巨（こ）

う）
、蜜柑（みかん）
、謀反（むほん）
、胡散（うさん）臭いの

白、泥、牛、蜜、謀、胡も１字読みである。

「きょ」と読む虚、去、居、巨には、虚無僧の虚（こ）
、過
去の去（こ）
、一言居士の居（こ）
、日本史に登場する巨勢（こ

登（と）
、想（そ）
、通（つ）
、風（ふ）
、法（ほ）

磨の球（く）
、救世（ぐぜ）観音の救（ぐ）
、求道（ぐどう）

久遠（くおん）の久（く）
、宮内庁の宮（く）
、熊本県の球

（ほ）と縮めて１字で読む。

通夜の通、風呂の風、法螺の法なども通（つ）
、風（ふ）
、法

ばして読むが、愛想（あいそ）だけは「そ」と縮めて読む。

の登は「と」と１字で読む。感想や連想の想は「そう」と伸

登記や登録の登は「とう」と伸ばして読むが、登山や登攀

せ）など、１字で「こ」と読む例もある。

の求（ぐ）なども１字で読む。

処（ど か）
、方（え も）
、稲（せ て）
、反（へ ほ）
、

久（く）
、宮（く）
、球（く）
、救（ぐ）
、求（ぐ）

崇（す）
、朱（す）
、珠（し）
、検（け）
、悔（げ）
、垢（こ）
、

怒（ど ぬ）
、途（と ず）
、

廻（ね）
、怪（け）
、解（げ）
、会（え）
、回（え）
、外（げ）
崇徳や崇峻や朱雀という天皇の名前の崇や朱を「す」と１

日処（めど）の処を「ど」
、在処（ありか）の処を「か」と

馬（ば ま め）
、烏（う え お）
、気（き け く）

読む。行方（ゆくえ）の方を「え」
、四方山（よもやま）の方

字で読み、擬宝珠（ぎぼし）の珠を「し」
、古代の官職名の検
非違使（けびいし）の検を「け」と読む。懺悔（ざんげ）
、輪

を「も」と読む。早稲（わせ）と晩稲（おくて）の稲や、反

吐（へど）と反故（ほご）の反や、激怒と憤怒の怒、前途（ぜ

回向（えこう）
、外道（げどう）など、特に仏教関連の言葉に
は、悔（かい）
、怪（かい）
、解（かい）
、回（かい）
、会（か

んと）と一途（いちず）の途など、２通りの１字読みがある

廻（りんね）
、怪訝（けげん）
、解脱（げだつ）
、法会（ほうえ）
、

い）
、外（がい）などとは異なる１字読みが多い。
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漢字も見つかった。一途には、勉強一途（いちず）と、衰退

照るや、タオルと手折るが画面に表示される。

「ほてる」や「たおる」と入力して変換すると、ホテルと火

横柄（おうへい）の柄を柄杓（ひしゃく）に限って例外的

の一途（いっと）を辿るのように、２通りの読み方がある。
馬には競馬の「ば」
、絵馬の「ま」
、俊馬の「め」のように

に「ひ」と読む。柄には「え」
「がら」
「つか」という訓読み

柄（がら）と読み、人の品位や品格を指す人柄も「がら」と

もある。器物の手で掴む所を柄（え）と読み、衣服の模様を

にも気色（きしょく）が悪い、気色（けしき）ばむ、意気地

読む。刀の手で握る所は柄（つか）と読み、昔取った杵柄と

子（えばし）
、烏滸（おこ）がましいの「う」
「え」
「お」
、気
（いくじ）なしの「き」
「け」
「く」という３通りの１字読み

いう成句の柄も「つか」と読む。

３通りの１字読みがあり、烏にも烏合（うごう）の衆、烏帽

がある。

頭という字は、頭脳や頭巾は「ず」
、音頭は「ど」とそれぞ

れ１字で読む。饅頭の頭（じゅう）は例外的な読み方である。

もともと１字で読むが、別の１字読みがある漢字もある。
目（め ま）
、火（ひ ほ）
、手（て た）
、木（き こ）
、

江戸時代の役職の雅楽頭（うたのかみ）や掃部頭（かもんの

かみ）の頭を「かみ」と読み、尾頭付きの頭を「かしら」と

児（じ に）
、衣（い え）
、施（し せ）
目の当たりの目を「ま」と読み、顔が火照るの火を「ほ」

戸は「なん」と読む。出納の「とう」は例外的な読み方であ

納税の納（のう）を納屋の場合は「な」と１字で読み、納

読む。

げ）
、木漏れ日（こもれび）という読み方もある。児を「に」

と読む。手折る（たおる）
、手向（たむ）けるや、木陰（こか
と読むのは小児が唯一の例外である。岐阜県に可児（かに）

読み、僧侶がお経を唱える読経（どきょう）は「ど」と１字

る。読は基本的に「どく」だが、句読点に限って「とう」と

衣類や衣服の衣は「い」と読み、衣紋掛けや作務衣の衣は

で読む。複数の音読みや訓読みが揃っている漢字もある。

と読む珍しい地名もある。
「え」と読む。因みに、衣招れ（きぬずれ）や濡れ衣（ぬれ

萩と荻、瓜と爪、藤と籐、粉と紛、栗と粟、晴と睛、貧と貪、

する漢字がある。

◆字体が酷似しているために読み間違えたり書き間違えたり

美人の西施は「し」と読み、施主や施療や施餓鬼は「せ」と

損と捐、菅と管、味と昧、漸と暫、穏と隠、暇と假、逐と遂、

工は「せこう」と読む。施政方針や施設や中国史に登場する

ぎぬ）の衣は「きぬ」と読む。施行は「しこう」と読み、施

読み、使い分けの難しい漢字である。余談だが、パソコンに
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藉と籍、斉と斎、畢と睪などは、うっかりミスを犯し易い。

崇と祟、背と脊、冶と治、衝と衡、届と屈、微と徴、延と廷、

とん）のように「ほ」
「ふ」という２通りの音読みもある。現

う３通りの訓読みがあり、蒲柳（ほりゅう）の質や蒲団（ふ

ばこ）
、蒲焼（かばやき）など、
「がま」
「かま」
「かば」とい

じ発音だが耳偏と目偏の違いがある。耽溺の耽は耳を書き、

また短い横棒を斜めに書く戍（じゅ）という字もあり、全て

つ」
と読む。
戌と戊は短い横棒が有るか無いかの違いである。

戊戌（つちのえ・いぬ）という干支がある。音で「ぼじゅ

在は一般に布団（ふとん）と書く。

学生時代に漸次（ぜんじ）と暫時（ざんじ）をよく間違え
た。驛の旁（つくり）の睪の上にノを一画加えると睾丸（こ

虎視眈々の眈は目を書く。崇は「あがめる」
、祟は「たたる」

戈（ほこがまえ）という部首に属している。戊、戌、戍は巳、

うがん）の睾という字になる。耽（たん）と眈（たん）は同

である。

の部首に属する我、或、成、戎、戒は日常よく目にする。戦、

已、己と並んで紛らわしい漢字の横綱級と思われる。同じ戈

戟、戯、戮もやはり戈の部首に属している。戎には「えびす」

国歌斉唱の斉は全員揃って一緒にという意味で、斎戒沐浴
身を清める斎の字を書く方が多いようである。手ではなかな

という訓読みがあり、刺激を昔は刺戟と書いた。戮は殺戮（さ

の斎は心身を清めるという意味である。斎藤姓の「さい」は
か書けない齊と齋という旧字体もある。
車、異、隹である。栽、裁、載は「さい」
、戴は「たい」
、截

である。酒の一画少ない洒を「しゃ」と読む。洒脱や洒落の

師の一画少ない帥を「すい」と読む。元帥や統帥の「すい」

つりく）という言葉に登場する。

は「せつ」と読む。直截（ちょくせつ）を「ちょくさい」と

「しゃ」である。刺より一画多い剌を「らつ」と読む。元気

栽、裁、載、戴、截という漢字は、左下の部分が木、衣、

読む人も多い。誤読の慣用化と言われている。

み、寸胴を「ずんどう」と読む。蟹（かに）や寸（すん）を

蟹の蟹（かに）を「がに」と読む。蟹股を「がにまた」と読

言葉を冠すると濁音化する現象である。例えば松葉蟹や越前

葉で特に意識しないが、実は拍子の拍（ひょう）は唯一の例

拍子（ひょうし）だけである。拍手も拍子も日常よく使う言

みの言葉がある。例えば拍（はく）を「ひょう」と読むのは

この字をこう読むのはこの場合だけという、唯一の例外読

溌剌という例がある。刺と剌はよく書き間違える。

語頭でいきなり「がに」や「ずん」と濁って読む例外的な読

外読みである。

連濁という現象がある。単独では澄んで読むが、頭に別の

み方である。蒲には愛知県の蒲郡（がまごおり）
、蒲鉾（かま
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しわで）と呼ぶ。昔ある粗忽者が拍手の拍を誤って木偏の柏

余談だが、神社を参拝する際に拍手と同じ動作を柏手（か

いう読み方もあり、初心（うぶ）という宛字読みもある。

になった。なお書き初めや出初め式など、初には「そめ」と

は「しょさん」や「はつまご」という味気ない読み方が主流

露、図、富、夫、杜、詩などは原則的に１字で読むが、披

と書き、別の粗忽者が訓で「かしわで」と読んだのが、その

露、図体、富貴、夫婦、杜氏、詩歌など、例外的に２字で読

露（ろう）
、図（ずう）
、富（ふう）
、夫（ふう）
、杜（とう）
、

法律や規律の律（りつ）には律儀の「りち」や呂律の「れ

む言葉もある。杜氏（とうじ）は日本酒を醸造する職人であ

詩（しい）

つ」という例外的な読み方もある。滑走や滑脱の滑（かつ）

る。杜（と）は杜撰（ずさん）に限って例外的に「ず」と読

の筋だけは通っている。

も滑稽（こっけい）に限って「こつ」と読む。その他にも兵

む。

まま定着したという語源説がある。眉唾臭い気もするが、話

緑（ろく）
、吹聴の吹（ふい）
、逆鱗の逆（げき）
、華奢の華（き

糧の糧（ろう）
、料簡の簡（けん）
、由緒の由（ゆい）
、緑青の

◆次の漢字を仮名３文字で読めというクイズに挑戦したこと
がある。

ゃ）
、遊説の説（ぜい）
、風情の情（ぜい）
、傾城の城（せい）
、
凡例の凡（はん）
、煩悩の煩（ぼん）
、疾病の病（へい）など

証（あかし） 霰（あられ） 晨（あした） 県（あがた）

筏（いかだ） 鼬（いたち） 豕（いのこ） 乾（いぬい）

値（あたい） 鐙（あぶみ） 荊（いばら） 鼾（いびき）

も、この一語に限るという特殊な読み方である。
耳鼻咽喉の咽（いん）を、嗚咽（おえつ）に限って咽（え

甍（いらか） 庵（いおり） 暇（いとま） 鶉（うずら）

つ）と読む。なお嗚咽の嗚は口偏に鳥（とり）ではなく烏（カ
ラス）である。日本神話に登場する素戔嗚尊（すさのおのみ

台（うてな） 靭（うつぼ） 梲（うだつ） 現（うつつ）

箙（えびら） 靨（えくば） 囮（おとり） 噫（おくび）

こと）の嗚も口偏にカラスである。明治時代の小説には、嗚

腕（かいな） 厠（かわや） 鑑（かがみ） 要（かなめ）

項（うなじ） 宴（うたげ） 縁（えにし） 夷（えびす）

なす術（すべ）がない。悲しき性（さが）
、質（たち）が悪

呼（ああ）という漢字表記の感嘆詞が登場する。
い、危急存亡の秋（とき）
、頭を過（よぎ）るなど、文脈によ

筧（かけい） 鰍（かじか） 鼎（かなえ） 框（かまち）

禿（かむろ） 絣（かすり） 砧（きぬた） 厨（くりや）

って特別な読み方をする字もある。
初産（ういざん）や初孫（ういまご）という優雅な読み方
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「おくび」には噫と噯という２通りの漢字がある。因みに

じな」という読み方もあり、狸穴（まみあな）や狸塚（まみ

「こうじ」には麹と糀、
「ふすま」には衾と襖、ニシンには鰊

嚏（くさめ） 件（くだり） 椚（くぬぎ） 谺（こだま）

礫（つぶて） 番（つがい） 局（つぼね） 虜（とりこ）

と鯡、カラスには烏と鴉、カシワには柏と檞、クヌギには椚

づか）など、狸を「まみ」と読ませる地名もある。
「杮落とし」

帷（とばり） 薺（なずな） 棗（なつめ） 畷（なわて）

と櫟という２通りの漢字がある。えくぼは笑窪と書くことが

杮（こけら） 甑（こしき） 腓（こむら） 簓（ささら）

塒（ねぐら） 幟（のぼり） 硲（はざま） 燧（ひうち）

多いが、厭と面を組み合わせた靨もえくばと読む。私は厭な

の杮を「こけら」と読む。果物の柿（かき）と微妙に異なる

瓢（ひさご） 羆（ひぐま） 衾（ふすま） 睫（まつげ）

閾（しきい） 錣（しころ） 僕（しもべ） 鎬（しのぎ）

纏（まとい） 籬（まがき） 猿（ましら） 霙（みぞれ）

面（つら）という駄洒落で、暦という字を頭に叩き込んだ。

字体である。腓（こむら）はふくらはぎに相当する部位であ

骸（むくろ） 艾（もぐさ） 醪（もろみ） 輩（やから）

釦（ボタン）や哩（マイル）や頁（ページ）は外来語だか

る。

鏃（やじり） 鑢（やすり） 縁（ゆかり） 蓬（よもぎ）

らカタカナで表記する。昔は重量のトンに「噸」
、米国の通貨

褥（しとね） 昴（すばる） 倅（せがれ） 匠（たくみ）

齢（よわい） 轍（わだち） 釦（ボタン） 哩（マイル）

のドルに「弗」
、英国の通貨のポンドに「磅」という漢字を当

類（たぐい） 巽（たつみ） 環（たまき） 巷（ちまた）

頁（ページ）

(

)

◆次の漢字を仮名４文字で読めというクイズも見たことがあ

るや綴（つづ）るという漢字もある。

てていた。
零歳児の零 ゼロ という読み方も一般化している。

である。件（くだり）は、よつて件の如しという慣用句の中

る。

証（あかし）
、僕（しもべ）
、類（たぐい）
、番（つがい）
、

では「くだん」と読む。腕には「かいな」
、蓮には「はちす」
、

皹（あかぎれ） 徒（いたずら） 悌（おもかげ）

カタカナのヌを四つ組み合わせた畷や錣の他に啜（すす）

暇には「いとま」という３字の読み方もある。踵には「かか

輩（やから）
、齢（よわい）などはよく見かける３字の訓読み

と」
「きびす」という２通りの読み方がある。縁には「ゆかり」

頤（おとがい） 桟（かけはし） 鎹（かすがい）

鵲（かささぎ） 獺（かわうそ） 階（きざはし）

「えにし」
「よすが」という３通りの訓読みがある。
猿には「ましら」という古語があり、狸（たぬき）には「む
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蛻（ぬけがら） 薑（はじかみ） 餞（はなむけ）

柵（しがらみ） 咳（しわぶき） 酣（たけなわ）

踝（くるぶし） 殿（しんがり） 屍（しかばね）

叢（くさむら） 嘴（くちばし） 魁（さきがけ）

記があったが、今はほとんど仮名書きである。

くづく）
、諸（もろもろ）
、殆（ほとほと）などという漢字表

昔は屢（しばしば）
、抑（そもそも）
、旁（かたがた）
、熟（つ

人の女に暴行している場面を描いており「なぶる」と読む。

に男、女、男の順に並べた嬲という字もあり、二人の男が一

◆また別の週刊誌で、送り仮名を添えた漢字を仮名４文字で

賜（たまもの） 晦（つごもり） 某（なにがし）
英（はなぶさ） 鵯（ひよどり） 蜩（ひぐらし）

迸（ほとばし）る

論（あげつら）う

謙（へりくだ）る

蘇（よみがえ）る

読めというクイズを目にした。
蹲（うずくま）る

翻（ひるがえ）る

褌（ふんどし） 鉞（まさかり） 眦（まなじり）
蹼（みずかき） 鼯（むささび） 糯（もちごめ）

蟠（わだかま）る

唆（そそのか）す

覆（くつがえ）る

跪（ひざまず）く

予（あらかじ）め

憤（いきどお）る
冀（こいねが）う

悉（ことごと）く

喧 かまびす しい

鷲（おおとり） 理（ことわり） 兵（つわもの）

潔（いさぎよ）い

辱 はずかし める

邪（よこしま） 篁（たかむら） 膕（ひかがみ）

糯（もちごめ）に対する「うるち」には粳という漢字があ

剰（あまつさ）え

嫐（うわなり）
る。百人一首の歌人の小野篁の名前を「たかむら」と読む。

◆次の漢字を仮名５文字で読めというクイズにも挑戦したこ

)

(

)

政（まつりごと） 志（こころざし） 釉（うわぐすり）

(

ており、ＪＲ阪和線に鳳の１字でやはり「おおとり」と読む

詔（みことのり） 掌（たなごころ） 謀（はかりごと）

とがある。

膕（ひかがみ）は膝の後ろの窪み、つまり膝窩部を指す和語

駅がある。平家物語の冒頭の「盛者必衰の理を表す」の理を

拠（よんどころ） 恣（ほしいまま） 蝟（はりねずみ）

である。東京に鷲の１字で「おおとり」と読む神社が鎮座し

「ことわり」と読ませ、芭蕉の「夏草や兵どもが夢の跡」の

偉や諱や韓の旁（つくり）の「韋」が「なめしがわ」を意

慮（おもんぱか）る

裘（かわごろも） 鏖（みなごろし） 忝（かたじけな）い

蟾（ひきがえる） 穽（おとしあな） 韋（なめしがわ）

歌舞伎十八番に漢字１字で書く嫐（うわなり）という演目

兵を「つわもの」と読ませている。
がある。女、男、女と並べて、一人の男を巡る二人の女の嫉
妬を描いており、成程ご尤もと納得できる構成である。因み
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む。
、顰めるは、顔の場合は「しかめる」と読み、眉の場合

る鏖という字も初めて目にした。

を意味する裘や、鹿と金を組み合わせて「皆殺し」を意味す

味することを初めて知り、求と衣を組み合わせて「革の衣」

れだけでは飽き足らず、自前の漢字も創った。要するに和

◆ 日本人は中国から伝来した漢字を使いこなしているが、
そ

みもある。

相伴に与（あずか）るや、悪党に与（くみ）するという訓読

めるや、興趣を殺（そ）ぐという読み方があり、与には、お

鱈 鰯 鱚 鱩 鮗 鯰 鯱 蛯 栃 杜 柾 榊 梻 峠

製の漢字で、漢字の本家の中国には存在しない。

◆認（みと）めるを、手紙の場合は認（したた）める」と読
は「ひそめる」と読む。顰みに倣うという成句の顰みは「ひ
そみ」と読む。

怯（ひる）む

怯（おび）える
騙（かた）る

騙（だま）す

膵

雫 鋲 鳰 鴫 笂 橳 彅 怺 笹 萢 襷 酛 腺 癪

辻 働 嬶 凩 凪 颪 凧 悌 噺 畑 畠 籾 躾 込

拗（こじ）れる

送り仮名の違いで読み方が変わる漢字もある。
拗（す）ねる
設（もう）ける

煽（おだ）てる

木偏に神を書く榊（さかき）と、佛を書く梻（しきみ）とい

これも和製かと驚くような漢字が日常頻繁に使われている。
荒（あ）れる

う植物の名前がある。群馬県に笂井（うつぼい）と橳島（ぬ

畑や畠を中国語では水田に対して旱田（乾いている田）と

一の地名と言われている。

でじま）と読む地名があり、全国で笂と橳という字を書く唯

煽（あお）る
燻（くすぶ）る

設（しつら）える
逸（はや）る

荒（すさ）ぶ
育（そだ）てる

燻（いぶ）す

鯰（なまず）に相当する魚を中国では鮎と書く。つまり中国

逸（そ）らす

貶（けな）す

育（はぐく）む

覆（おお）う

表現している。労働も中国では労動と表記する。和製漢字の
萎（しな）びる

人は鮎の字を見ると、ナマズだと解釈する。日本の「あゆ」

に相当する魚は中国語で香魚と書く。鰯も和製漢字である。

貶（おとし）める

集には集（あつ）まる、集（つど）う、集（たか）る、集

中国ではイワシを沙丁魚と書く。沙丁は英語のサーディンの

覆（くつがえ）す

（すだ）くという読み方がある。料理に「たかる」蝿や、叢

音訳である。

萎（な）える

に「すだく」虫の声は集の字を書く。殺には、人を殺（あや）
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意味で使われる。膵臓（すいぞう）という臓器の膵も和製で

現在は癪の種とか、癪にさわるのように不愉快な感情という

和製である。
本来は突発的に起こる強い腹痛を指していたが、

最近は珎が珍の俗字という解釈に変わり「かいちん」と読ん

寶の俗字という解釈で、開珎を「かいほう」と教わったが、

◆ 日本史の授業で和同開珎という通貨の名称を習った。
珎が

「でたらめも皆で書けば恐くない」という風潮だろうか。

る表記法は国語をぶち壊す暴挙だと私は個人的に感じている。

ある。中国語は膵臓に相当する臓器を「胰臓」と表現してい

でいる。俗字、略字、異体字と呼ばれる一群の漢字がある。

医学関連の漢字では、汗腺や涙腺の腺が和製であり、癪も

るが、胰は日本人に馴染の無い漢字である。
昔は「義捐金」と書いたが、捐が常用漢字でないので、同

体、體、躰という字体が、
「しま」には島、嶋、嶌という字体

剣と剱、館と舘、脈と脉などをよく目にする。
「からだ」には

と舩、杯と盃、涙と泪、杉と椙、梅と楳、富と冨、野と埜、

◆東日本大震災の際に義援金という言葉をしばしばめにした。 例えば駆けるが正字で、駈けるが異体字である。峰と峯、船

ために義侠心から私財を擲
（なげう）
つという意味である。

がある。脳裡、暗々裡、成功裡などの裡は裏の異体字である。

じ発音の「援」で代用した。捐は困っている人々を助ける
義援金と書くと、お義理で援助してやるという雰囲気であ

日本の兎は俗字で、中国では免に点を打った正字の「兔」が
使われている。

る。
肝心（肝腎） 双書（叢書） 波乱（波瀾） 腐乱（腐瀾）

わる言葉を探して楽しんだ想い出がある。英語は単語のど

◆小学生の頃に雨と飴、箸と橋など、抑揚の違いで意味の変

拠出金（醵出金） 交差点（交叉点） 証拠隠滅（証拠湮滅）

台頭（擡頭） 干害（旱害） 慰謝料（慰藉料）

本語は上昇と下降の抑揚で単語の意味が左右される。酒と

こか一ヶ所に力点を置く強弱のアクセントが重要だが、日

括弧の中が本来の漢字である。双書と書くと２冊の本かと

鮭、甕（かめ）と亀、柿と牡蠣（かき）
、釜と鎌など、声を

名誉棄損（名誉毀損） 玉石混交（玉石混淆）
文句を言いたくなる。腐瀾とは腐って瀾（ただ）れるという

出して読めば、声調の違いが感じ取れる。

上昇調 名刺 指名 難破 公害 公開 縁起 機嫌 故障

意味だが、
腐って乱れるでは意味を為さない。
名誉毀損とは、
毀（こわ）して損（そこ）ねるという意味だが、棄てて損ね

下降調 名士 使命 軟派 郊外 後悔 演技 起源 胡椒
賞状 対抗

るではやはり意味を為さない。
漢字本来の意味を無視し、発音が同じ常用漢字に置き換え
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症状 太閤
属している。

書く。女性特有の行動なのだろうか。前出の嫐や嬲も女偏に

漢和辞典の女偏の部首には約一六〇字の漢字が載っている

◆漢和辞典は漢字を部首別に配列している。例えば人体部位
を表す漢字は月（にくづき）の部首が多い。肝、肺、胸、腸、

した古代漢民族は、この世の中は女だけで持つと認識してい

たのだろうか。漢字の部首に関する男女の極端な不均衡は、

が、奇妙なことに男偏という部首は存在しない。漢字を創案

違いで全く異なる意味になるが、漢和辞典には元来は同じ字

現代日本人には理解し難い珍妙な現象だと私は感じている。

ど下に書く例もある。脇と脅は月を左に書くか下に書くかの
だったという解説が載っており、同じ項目に一緒に載ってい

宛字読みから始めて、仮名１文字から５文字で読む漢字、

胴、脈、脚など左側に書く例や、肓、胃、背、脊、臂、膏な

る。
「わき」と「おびやかす」がなぜ同じなのか、理解に苦し

いので迫で代用した表記である。魔術の魔や、魏志倭人伝の

使われている。気迫を昔は気魄と書いた。魄が常用漢字でな

鬼（おに）という部首がある。魁、魅、魂、醜、魄などに

漢字に一字一音という原則が貫かれていれば国語学習は極め

字はまことに奥が深くて通り一遍の学習では身に付かない。

っても、まだ読み間違いや書き間違いをよく犯している。漢

部首などを論じてみた。お恥ずかしい話だが、この年齢にな

代用漢字、俗字や異体字、上昇や下降の声調、それに漢字の

送り仮名で意味が変わる言葉、特殊な例外読み、和製漢字、

魏や、うなされるという意味の魘も鬼の部首に属している。

て簡単なのになあ……と空想することがしばしばある。逆に

む漢字である。

た。
鬼の部首を４文字続けて書く魑魅魍魎
（ちみもうりょう）

私は厭な鬼にうなされるという駄洒落で魘という字を暗記し

たいという学習意欲も湧いてくる。若い頃から特殊な読み方

原則無視で変幻自在で例外だらけだからこそ、完璧に習得し

女偏という部首がある。妃、妓、娼、姉、妹、嫁、姑、婦、

や書き方の言葉に出会うと、億劫がらずにメモ帳に書き留め

という言葉がある。
娘、婚、妊、娠、姫、嬢、妻、婆、妾、娶など、即座にいく

を集めてグループを作り、自己流の分類法に従って整理して

て暗記に努めてきた。山のような雑ネタの中から似た者同士

みたいと思い立ったのが、本稿執筆の契機である。異なる視

つも頭に浮かぶ。好、嫌、妙、如、姓、始、委、妄、妥、姿
場する。婿（むこ）は男性だが、なぜか女偏を書く。知と耳

点から新しい分類項目を立てて続編も綴りたいと願っている。

など、女性とは関係なさそうな意味の字にも女偏の部首が登
を組み合わせた聟も「むこ」と読む。嫉妬は２字共に女偏を
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ざん

残

しょう

照
山田 遼

「そういえば、流しのギターなんて、ほとんど見なくなった
な」

「ああ、あの頃は新宿あたりも風情があったよ」

Ｎは相槌を打って、さらに続けた。

「実は、
この店の面白いのはギターじゃなくてママなんだよ。

彼女のニックネームが、六丁目の魔女というんだ」

銀座六丁目に一風変わった店があると、並河が耳にしたの
は、歯科医師会の春の懇談会の席上だった。

「ふーむ、魔女か。それでどんな魔力を持っているのかね」

ようかいへん げ

Ｎはさらに、もし彼女の魔力が見たければ、相当な深みに

「だがな、
店の名前とママの渾名は、
直接関係ないと思うよ」

い知識を持ち合わせていなかった。

並河はうろ覚えの記憶を口にしたが、Ｎもそれ以上の詳し

という呪いが、かけられていたんじゃないかな」

「彼女はいつも正確な予言をするが、誰もそれを信用しない

「そうだよ。たしかトロイの王女で悲劇の主人公だ」

「カッサンドラは、ギリシャ神話の予言者だろう」

い。ただ店の名前のカッサンドラに、並河は興味を覚えた。

Ｎは時おり顔を出すだけで、常連というわけではないらし

たりはしないよ」

「さあな、あの辺りのクラブのママたちは、妖怪変化のたぐ
いが多いからな。しかし通り一遍の客に、簡単に正体を見せ

並河の問いにＮは首を傾けた。

「並木通りでね、資生堂の向かい側の地下一階だ。ママと女
の子が四、五人のミニ・クラブなんだが、ちょっと変わった
店だよ」
都歯科医師会の役員をやっているＮとは、大学同期の古い
つきあいで、銀座界隈にかけてはかなり詳しい。
「それで、そのどこが面白いんだね」
「いまどき珍しく、カラオケがなくてギター弾きがいる」
「演奏するだけか」
「いや、客にも歌わせるよ」
「腕の方はどうかね」
「なかなか上手で、たいがいの曲は弾いてくれる。ナツメロ
のレパートリーも多いようだ」
並河は邦楽が好きで、小唄や端唄をたしなんでいるが、カ
ラオケはどちらかというと苦手だった。歌謡曲ならば、随分
前に新宿の歌舞伎町でよく唄ったギターやアコーディオンの
方が、よほど親しみがあった。
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入らないと無理だろうと言った。
った。

か」

しているうちに、ブロードウエイで米国人の舞台監督と恋仲

準主役を務めて、劇団員に教え込む……という作業をくり返

や演技を覚えこみ、それを日本に持ち帰って、今度は主役や

向こうで評判のロングランの上演作に参加して、その構成

「いや、俺には無理だ」

「それであんたは、自分で試してみようとは思わなかったの

「どうして」

になり、結婚することになった。

して始めたのが現在のカッサンドラだというのである。

バーワンにのし上がり、そのまま五年近く続けた挙句、独立

たまたまそれが肌に合っていたらしく、たちまち店のナン

座へ出て当時指折りの店だったクラブＬへ入職した。

いまさら劇団Ｓや京都へ戻りたくないので、考えた末、銀

そのまますっぱり別れて、日本へ帰ってきたという。

たが、どうしたことか離婚せざるを得ない事情が発生して、

米国の市民権を取得して、十年近くニューヨークで生活し

「俺は取り扱い困難な女には弱いんでね」
「そんなに複雑怪奇なのか」
は ら ん ば ん じょう

はなまち

し に せ

「ああ、まず経歴が波瀾万 丈 だ」
Ｎはカッサンドラのママの略歴を話してくれた。
おき や

出生は京都のさる花街だという。
置屋の娘だった母親は芸妓に出ていて、老舗の呉服問屋の
す じょう

若旦那との間に生まれたのだが、父親の素 性 は伏せられたま
まらしい。

もいやで、中学二年の時に、東京の中高一貫校へ移ってしま

が、中学を卒業すると舞妓に出される土地の習慣がどうして

言わなかった。子供はいなかったようだな」

「さあ、一応聞いてみたが、原因は相手の方にあったとしか

な。だが、どうして離婚したんだろう」

「なるほど、よほどタフでないと続けられないような履歴だ

った。

「いまの話を聞いていると、年は少なくとも四十代半ばにな

当然、本人も芸妓に出て、いずれは置屋を継ぐ筈だったの

そして高校を卒業すると、ミュージカルで有名な劇団Ｓへ入

「それがなあ、とてもそうは見えないんだ」

っている筈だよ」

もともと才能があったらしい。劇団の中で頭角を顕わし、

Ｎはかなり肩を持った言い方だった。

団したのが、変転の始まりだった。
やがてニューヨークのブロードウエイへ派遣されるようにな

- 24 -

並木通りの店はすぐにわかった。

「店ではいつも洋装かい」
「いや、和服姿しか見たことがない。着物がよく似合って、

カッサンドラと記されている。

バーやクラブがひしめいているビルで、ずらりと並んだネ

書かれていない。

褐色の木製のドアがあった。地下には他に店はなく、店名も

ている。ぐるりと回って降りきった先には、がっしりした茶

地階へ降りるエレベーターはなくて、やや狭い階段が続い

オンの看板の一番下に、

さすがに京都の花柳界育ちというところだな」
「それで京言葉か」
「いや、関西弁はまったく口にしていなかった」
並河の関心が表に出ていたのだろう。まあとにかく行って
見たらと、Ｎは店の電話番号を教えてくれた。
数日後、店へ電話を入れてみた。

中へ入ると間仕切りされた土間で、そこで靴を脱いで上が

「いらっしゃいませ」
と女の子に迎えられ板敷きへ上がると、

るようになっている。

「ママはお出でですか」

さほど広くない二十人あまりで一杯になりそうな、こじんま

明るい響きのいい声が返ってきた。

「はい。カッサンドラでございます」

「あら、私がママですが」
実は、歯科医のＮから紹介されたと告げると、まあＮ先生

る掘炬燵型のテーブルが、二列に配置されている。左の隅に

正面奥がバーカウンターで、手前の畳敷きには脚を下ろせ

りした店だった。

のお友達ですね。ぜひ一度、お立ち寄りになって下さいと言

は、マイクやギター、譜面台などが並べられていた。客の方

せいぜい二十代としか思えない、若々しい口調だった。

われて、
それで今週の金曜日、
一人で顔を出すことになった。

はカウンターに三人、手前のテーブルに四人ほどのグループ

が、いずれもほとんど普段着で、特に着飾ってはいない。た

客と親しげに語り合っている三人ほどが店の女の子らしい

士の溜まり場というのが最初の印象だった。

いわゆる和風のクラブという形だが、打ちとけた、仲間同

が一組いる。

店へ入る道筋の説明を受けて電話を切ったが、魔女や予言
者というやや陰鬱なイメージとは、およそかけ離れた応待だ
舞台で永く踊ったり歌ったりしていて、常人と発声が違う

った。
のかも知れないが、それだけではなく、声そのものに一種独
特の魅力が感じられたのである。
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B1

だ、カウンターの向こう側にいるママだけは、別格だった。

ついたのだろうか丨丨

注文したビールを傾けながら、並河は尋ねてみた。

「最近は歌や踊りはやっていないのかね」

並河はどうぞこちらへと案内されて、カウンターの椅子に
腰をおろした。

プ・ダンスくらいなら、靴と床があれば出来ますよ」

「ええ、もう舞台を離れて随分になりますからね。でもタッ

ママは大きくうなずいた。

「先日、電話をした並河です」

「いえ、日舞や邦楽は、縁がありません」

「日本舞踊は」

にこやかに応待する声は、電話で聞いた時と同じように心

「しかし着物が、とてもよく似合っている」

「お待ちしておりました。ここがすぐにおわかりでしたか」
持よく響き、その整った容貌は、せいぜい三十代半ばにしか

していた。どんな相手でも、すぐに打ちとけて対応出来る能

まったくの初対面にもかかわらず、ママは大変気さくに話

「まあ、気に入って頂いて、うれしいわ」

力が、身についている様子だった。

髪をアップに結い上げているので、顔が小さく見え、濃紺

見えなかった。
の着物に白銀の帯を締めている姿が、まことにあでやかであ

暫らく世間話をしていると、五、六人の賑やかな一行が入

おいらん

る。
身長は、一六五センチはありそうだが、並河はその立ち姿

ってきて、ママはそちらの方に移り、それから間もなくギタ

かんざし

珍しいよ」

「なるほど、ピアノを置いている店は時々あるが、ギターは

の愛くるしい小柄なホステスである。

ママと替わって並河の前にいるのは、昼はＯＬだという目

お店ではピアノを弾いているんですよ」

「ええ、近くのお店と掛けもちなんです。でもね、向こうの

「ギターの演奏は三十分ごとかね」

ー弾きの先生が現われて、ギターの伴奏で歌が始まった。

に、
歌舞伎の舞台に登場する吉原の花魁を思い浮かべていた。
た

高く結い上げた髪に、左右から 簪 を何本も挿して、豪華
な打ち掛けを羽織り、黒塗りの高下駄を履いた花魁道中の太
ゆう

夫の姿である。
もちろん衣裳も髪形もまったく違うのだが、どこかにスポ
ットライトを浴びているような雰囲気が漂っている。
丨丨ブロードウエイの舞台に立ったというキャリアだろう
か。それともクラブで永くナンバーワンを続けた経歴が身に
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「そうなんですか、でもウチの先生は、十二時からあとは、
ずっとこのお店にいるんです」

ボトルをキープするように頼んだ。

「なぜ、六丁目の魔女というんだね」

マと交わす会話が次第に立ち入ったものに変わってきた。

十日か二週間に一度、カッサンドラへ足を運ぶうちに、マ

「私たちは終電までには帰りますが、
ママとギターの先生は、

「ここは何時までやっているの」
二時、三時まで続けているそうです」
多いのかと尋ねると、商社や海外に支店を持つ会社でしょう

「で、そのいわれは」

「あの人が言い出したの」

「ああ、ハードボイルドで有名な」

「それはね。作家のＫ先生をご存知でしょう」

かという返事だった。ママの英語が達者なためらしいが、一

「ひとつは店の名前に関係していて、もうひとつは、私の個

時には明け方になることがあるらしい。一体どんな客層が

見せるという。

方では弁護士や会計士などの自由業や、出版関係もよく顔を

性に由来するということね」

が

る。

が、一時は夜の銀座を代表するやり手とされていた人物であ

深沢社長というのは、最近は体調を崩して引退状態らしい

「そうよ。
この名前がぴったりだと、
とてもご満悦だったわ」

「ここを開店する時に選んでくれたわけだ」

が思いついたの」

「ええ、私が前にいたクラブＬのオーナーだった、深沢社長

か」

「じゃ、カッサンドラは、ママが自分で選んだんじゃないの

えた。

ママはこの手の質問には慣れているらしく、すらすらと答

「スポーツの関係は」
「ほとんど見えません。たまに大相撲の行司さんや解説の
方々が、おいでになるくらいです」
毛並みの変わったところでは、若手の政治家たちが、時折
やってくる様子だった。
並河は話し合っているうちに、
次第に様子がわかってきた。
いちげん

かく

紹介された客ばかりで、一見の客は入れないので、ママの魅
力もさりながら、この店の独特の雰囲気に惹かれて通う向き
が多いらしい。
ママの魔性はまだ見えてこないが、
この店の
「男の隠れ家」
ともいうべきたたずまいに興味を感じて、並河はバーボンの
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並河は追及してみた。

ないらしくて、結局、カッサンドラの予言がどれほど正しく

狂うんだけど、神様といえども、一度与えた贈物は取り返せ

ポロンの求愛をはねつけてしまう。フラれたアポロンは怒り

作家Ｋに魔女と呼ばれ、深沢社長がカッサンドラになぞら
しょう」

ても、誰一人としてそれを信じないという呪いをかけるんで

「それでママから見た、カッサンドラのイメージは」

奇麗にマニキュアした指の間に、細い紙巻き煙草を挟んでく

以前、
「キャッツ」の舞台で、いたずら好きの雄猫の役を演

ら、生き生きした内面がそのまま溢れ出ているようである。

味を覚えた様子で、身を乗り出した。表情豊かな双方の眸か

カッサンドラのいわれについて尋ねられたママは、少し興

通告するが、
例によって彼はまったく聞き入れようとしない。

画している。カッサンドラはそれも察知してアガメムノンに

ノンの妻が不貞を働いていて、間男と共謀して夫の暗殺を計

て、故国へ連れ去られる。ところがギリシャでは、アガメム

ギリシャ軍に捕えられ、リーダーのアガメムノンの妾にされ

うトロイは木馬の計略にかかって落城する。カッサンドラは

になって説き回っても、耳を傾ける者は誰もいない。とうと

「だからトロイの滅亡が迫っていると、カッサンドラが必死

神話物語の続きは、並河が引き取った。

語り終えたママは、
ダブルベースの水割りを口にしている。

えた当のご本人は、カウンターの向こう側に腰を下ろして、
つろいでいる。
この店は、いたるところに灰皿がおかれ、客は平気で喫っ
ているので、時おり室内に紫煙が立ち込めていた。
並河は若い頃、
一日五、
六十本喫っていた時期があるので、

じたそうだが、さぞかし適役だったことだろうと並河は思っ

とどのつまりカッサンドラはアガメムノンもろとも殺害され

喫煙に対する偏見はなく、別に気にはならなかった。

た。

てしまう……というのが、結末だが、この悲惨な運命がママ

にふさわしいと、深沢社長は考えたのだろうか」

「カッサンドラはトロイの王女で、絶世の美女だったのね」
言いながらママは、煙草をもみ消してバーボンのグラスを
「オリンポスの神々の一人のアポロンが、すっかり惚れ込ん

「そうね。社長はそう思ったから、店の名前に選んだのよ」

と答えた。

並河は調べてきたばかりの知識を口にしたが、ママは平然

でしまって、
まずプレゼントとして予言の能力を与えるわけ。

彼女の眸の中には、相変わらず愉しげな光がきらめいてい

手にした。

ところがカッサンドラは、プレゼントを受け取ったのに、ア
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る。並河が納得しかねているのをしばらく眺めてから、さら

「どうして私なんだね」

ママは少しおどけた仕草で、右手を軽く挙げて見せた。つ

「だって、先生は招き猫ですからね」

「カッサンドラはね。まずアポロンから予言の能力を授かる

「それは、単なる偶然だよ」

まり並河のくる日に限って、客の入りが多いというである。

につけ加えた。
のよ。そしてそのあとでアポロンのプロポーズを断わるの。

ママの言葉には、強い確信がこもっている。このあたりが

「かもね。でも私はそうは思わないけど」

そのあたりがポイントじゃないのかしら」
そこまで話した時だった。入口の扉が開いて、三人組の客
が入ってきた。

よかったら近いうちに外で食事をして、同伴でお店へ入るっ

「こんな有様じゃ、とてもゆっくりとお話し出来ないわね。

例の魔性の一端だろうと、並河は受け止めていた。

ママが素早く迎えに行き、話は中断されてしまった。

「あーら、いらっしゃい」
やがてギターの演奏も始まり、店内は一段と賑やかになっ

てのは、どうかしら」
ママが提案してくれた。

たが、ママはなかなか戻ってこない。残った並河は今ほどの
やりとりをくり返してみたが、やがて思い当たるところがあ

ではそうしようと話がまとまり、
来週の火曜日の午後六時、

数寄屋橋と銀座四丁目の間の晴海通りに、ファッションで

近くのレストランで待ち合わせることになった。

った。
カッサンドラの予見力というのは、いつも幾つかの選択肢
で、決まった通りにしか進行しないのなら、誰も信じない予

有名なＡＲのビルがある。その九階のイタリアンレストラン

として現われていたのではないだろうか。もしすべてが必然
言などまったくの無意味である。それでも彼女が予言を止め

が、待ち合わせの場所だった。

白と黒の落ちついた色調で統一された、かなり広い室内に

で少々お待ちを願いますと、脇のロビーへ案内した。

を踏み入れると、スーツ姿の若い女性が名前を確め、こちら

並河が九階でエレベーターを出て、レストランの入口へ足

なかったのは、
それによって運命が転換するという選択肢が、
並河がそんな考えに行きついた時、ママが戻ってきた。

僅かでも残されていたからに違いない……。
「今夜は随分忙しいね」
「そうなの、でもこれは先生のおかげよ」
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は、椅子やソファーが程よく配置されている。
しばらく待っていると、やがて六時ぴったりにママが現わ
れた。
今日は濃い紫地に黄色いバラを散らした着物を着て、金糸
と銀糸を組み合わせた帯を締めている。華やかでしかもしっ
とりした装いだが、何よりもその身体の動きが、まことに魅
力的だった。均整のとれた肢体を、大変優雅に運んでいて、
強靭さとしなやかさが巧みに融合されていた。
なかなか予約が取れないというだけあって、幾分照明を抑
えたダイニングルームはほぼ満席で、中にはかなり年齢差の
あるカップルも見受けられた。

「そうよ。私もその通りだと思ったのよ」

ママはそれが当然だという口調だった。そして一呼吸おい
て続けた。

ママの笑顔には、いつでもヒントを出しますという配慮が

「じゃ、並河先生のご意見は」
うかがわれる。

あ

並河は言葉を選びながら述べた。

「カッサンドラという女性の在りようだが、この間、予知能
力を授かったのが先で、プロポーズを断わったのがあとで、
この前後関係がポイントだと言ったね」
ママは黙ってうなずいている。

「つまりカッサンドラは、予知能力をフルに使って、自分自
「それで」

身の行く末を見通したのだと思うんだが」

並河の選んだシャンパンで乾杯して、食事が始まった。料
理の味つけはママが勧めるだけのことはあるが、ウエーター

「アポロンの求愛を受け入れて、オリンポスの山頂で神々と

たちの立居振舞いも洗練されていて、ＡＲのブランドにふさ
わしいものであった。

楽しく過ごすコースと、要求を拒否して、苦難の道を歩むコ

ースと選択肢は二つだが、彼女はあえて破滅への道を選んだ

そのうちに話題が、例の店名の件に移った。
「クラブＬの社長さんが、どうしてその名前を選んだのか、

ことになる」

様子だった。

並河はママの顔色をうかがったが、解答は間違っていない

「その通りだ」

「それも、自分の自由意思でね」

本人に尋ねてみたのかい」
並河は原点に戻って問いかけた。
「ええ、だけど深沢社長は、お前にぴったりだからとしか言
わなかったわ」
「ママは、それで納得したのか」
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「じゃ、なぜ彼女はそんな選択をしたのかしら」
並河は少し考えてから答えた。

ない」

「それじゃ、悲惨な最期をとげた時の、彼女の心境は」
た。

ママの言葉には、いままでにない真剣な響きが含まれてい

「そうだなあ、後悔はしなかったと思う。むしろ、やれるだ

「ひとつには、予見したオリンポスの日々が、決して好まし
じゃないか、もうひとつは彼女の王族としての責任感だと思

くなかった。つまりアポロンの慰みものに過ぎなかったから

けのことはやったという充足感だったのじゃないかな」

並河が言い切ると、暫くは沈黙が続いた。相変わらずママ

う。このかけがえのない都市国家の滅亡を、何とか阻止した
いという強烈な意欲だよ」

は笑顔を絶やしていないが、視線ははるか窓の外へ注がれて

「要するに深沢社長は、カッサンドラの生きざまを、ママに

いる。

並河の言葉に、ママは大きくうなずいた。
「よく出来ました。口頭試問合格よ。でも、そろそろデザー

「ごめんなさい、笑ったりして。たしかにその通りよ。でも

並河がそこまで言った時、ママは笑い出した。

当てはめたわけだ」

トになるので、あとは上のバーで続けましょうよ」
お店へ出るのは九時過ぎでもいいというので、食事のあと
階段を昇って、十階のバーへ移動した。
同じようにクールなインテリアの窓際に腰を下ろすと、ガ

マが言った。

「私がクラブＬでずっとナンバーワンだったのはご承知ね。

置きしてママは続けた。

これまで、あまり人には話したことがないんだけど、と前

ね、もう少しつけ足した方がわかりやすいわ」

「カッサンドラには、トロイを救う可能性が残されていたの

それが五年ほど続いてから、
独立してやりたいと申し出た時、

お互いの誕生月にちなんだカクテルが運ばれてくると、マ

ラス越しに晴海通りの車の列が、音もなく流れ続けている。

かしら」

深沢社長が何と言ったと思いますか」

た。そして並河の返事を待たずに続けた。

ママはいつもの悪戯っぽい生き生きとした表情に戻ってい

「あったと思うね。彼女からは、未来は決して確定したもの
筈だ。だから彼女の予言が受け入れられて、例の木馬は城外

「そりゃ大いに結構だ。だがやるんだったら、大きなことを

ではなく、様々な選択肢や可能性がからみ合った形に見えた
に放置され、トロイが生き残る可能性は、当然あったに違い
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やった方がいいと言うのよ」

そこまで説明されると、カッサンドラの店名の由来がよく
わかった。

「それから三年もしないうちに、リーマンショックでバブル

当時はリーマンショックの二年ほど前の、いわゆるミニバ
ブルの時期で、銀座では外資系の店舗が次々とオープンして

ママはあっさり否定している。これで今夜のテーマについ

まっては、つまらないじゃないの」

「私は興味がないわ。推理小説と同じで、結末がわかってし

予言にからめて並河は水を向けてみた。

しいが」

「それでは占いはどうかね。大体、女性は占いごとが好きら

ママの言い分は、なかなかスジが通っている。

じゃないわ」

することが私には出来なかっただけで、別に予知能力の問題

のも、すべて自分で判断して決めてきたの。深沢社長に依存

婚したのも、別れて日本に戻り銀座で生活するようになった

がどうしても肌に合わなかった。そのあとニューヨークで結

から数えて三代目だったんだけど、あのがんじがらめの環境

のよ。京都で舞妓に出て、置屋を継いでいれば、おばあさん

「そうじゃないの。私は人にすがって生きて行くのがいやな

並河が言うとママはかぶりを振った。

「となると、ママも予知能力を持っていることになる」

ら私の選択は正解だったのよ」

がはじけて、当時開店したクラブがばたばた潰れたわ。だか
おお

いた。
「ホステスの数は三十人ほどの大バコがいいだろう。物件は
幾つか心当たりがある。スポンサーだっていつでも紹介する
というのよ。お前にはそれだけの力があるし、どうせウチの
客の半分くらいは連れて行くだろうからなと、ある程度は本
気で言っていたわ」
「深沢という人は、なかなかの事業家だったそうだね」
「ええ、いつも三つや四つのクラブの経営に関わっていて、

やと

とても楽しそうに店を始めたり閉じたりしていたのよ」
「それで、社長の提案は断ったのか」
「スポンサーに何億か出させても、
しょせんは雇われママよ。
経営は初めから不安定で決して長続きはしない。そんなケー
スを何度も見ているので、私は手持ちの資金だけで、こじん
まりとやりますと断ったの」
「なるほど。そうなると深沢社長がアポロンで、自分を曲げ
ないママはカッサンドラの役回りだな」
「そうなの、だからお店の名前には、はげましといや味がな
いまぜになっていたわけ」
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ては、ほぼ語り尽された形だった。
「残っているのは、ママの魔性についてだが」
「あら、これは相当な難問よ、この次に保留しましょう」
今日はとても楽しかった。近いうちにまた話し合おうと意
見が一致して、再会は二週間後の金曜日に決まった。

前回は洋風だったので、今度は和風のそれも個室を選んだ

のである。会合の時刻は前よりも早く、午後五時にした。

四時五十分頃、並河は到着した。

どうぞこちらへと廊下をかなり歩いて通されたのは、玄関

から池を隔てた向こう側の十二畳ほどの数寄屋造りの部屋だ

窓からは広い池が見渡され、左手に大きな巌石で築山が組ま

った。

わりに近いので、かなり涼しくなっているが、外は穏やかに

れ、小さな滝が水を滴らせている。都内では近頃あまりみる

六丁目の店まで歩いて五分あまりの距離である。九月も終
晴れ渡っていた。

ことの出来ない、まことに風雅な光景である。

お連れさまがお見えですと襖の外から声がかかり、入って

ママはやはり定刻に姿を見せた。

「秋の夜空ね」
「ああ、月は出ていないが、いづこも同じ秋の夕暮れだ」
ママが腕を組み身を寄せている。

きた今日の姿は、茶系統の細い縦縞の着物に黒い帯を締め、
なかなか粋な装いだった。

身長は並河とほとんど同じだが、まるで女性の巧みなリー
ドで、ダンスのステップを踏んでいるようで、並木通りの舗

「まあ奇麗、すばらしいお庭ね。廊下の途中で、大きな錦鯉

この庭や池の眺めが、黄昏から夜景に移り変わるあたりが
見ものでね。だから今日は早い時刻から始めたのだと、並河

たそがれ

とても中央区の築地とは思えないわ」

「ええ、一度来てみたいと思っていたの。ほんとに静かで、

「ここは初めてだそうだね」

ママは窓際から庭を眺めて感心している。

が何匹も見えたわ」

道が、どこまでも続くステージのように感じられた。
次に逢う場所をどこにしようかと並河は考えた末、隅田川
の畔の料亭Ｊに決めた。
築地七丁目にあるこの古い料亭は、昔ながらの木造平屋建
が広がっている。

てで、広い玄関を入ると、正面には大きな池を中心にした庭
廊下は庭を一周して、もとへ戻る回廊形式で、その各所に
客室がしつらえてあった。
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もなまめかしい。

「ところで今日のテーマは、ママの持っている魔力の分析な

は説明した。
やがて酒と料理が運ばれてきた。
んだよ」

「あら、いつの間にか暮れてきたのね」

並河の言葉には答えずママは視線を外へ向けた。

座卓の下は掘炬燵風で足が下ろせるので、座椅子にもたれ
以外は卓上のブザーを押さなければ、仲居さんも顔を出さな

てゆっくり飲食できる。個室だから人目がなく、料理を運ぶ

が入り、樹木や燈籠のライトアップが始まっていた。

秋の夕日はつるべ落としというだけに、庭のあちこちに灯

「古風だけど、随分しっかりした建物ね」

「だが以前とはかなり違う。あの頃はまわりの部屋が全部満

い。
「ああ、この部屋は茶室風だが、天井といい床の間といい、

「先生は、古き良き時代をご存じなのね」

室で、三味線の音や踊りで、とても賑やかだったよ」

ママはそう言って持ち上げておいてから、一転して本題に

よく出来ているよ。こういう形式の店は以前はよく見かけた

かわべり

が、もう都内にはほとんど残っていない」
並河はさらに、廊下の外はコンクリートの防潮堤でさえぎ

あだ な

「六丁目の魔女という渾名は、作家のＫ先生がつけたと言い
ましたよね。そのあとで物書きの方々の間に広まったんだけ

入った。

「じゃ、芸者さんも入るんですか」

ど、
店のお客さんが皆さんをそう思っているわけじゃなくて、

られているが、そこはすぐ隅田川の川縁で、かつては舟で出
入りしたそうだとつけ加えた。
「呼ぶとすれば新橋の芸者衆だろうね。時々ここで小唄や新

知らない方だって多いのよ」

か

並河は正面から尋ねてみた。

思っているのかね」

「知る人ぞ知るというところだな。それで当のご本人はどう

ママは例によって言葉を紡ぐのが楽しいといった口調であ
る。

つむ

内の集まりもあるそうだよ」
「それで先生も、このお店で何度か芸者さんを口説いたこと
がおありなのね」
ま

「うーむ、図星だといいたいが、実はそんな覚えはない」
ご

「いえ誤魔化してもダメよ。ちゃんと顔に出ているわ」
形通りのやりとりだが、相手がママだとそのあたりが何と
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「私はね。魔力なんか持ち合わせていません」

「もちろんだよ。例の作家の人たちも、ママの魅力を非常に
高く評価していたと思うね」

「そりゃね。客商売ですから、お互い憎からず思っていない

ママは軽い調子で否定した。
「だがね、本人にしてみれば、ごく当たり前の行為であって

と成り立たないわ。だけどＫ先生たちは、もうちょっと違っ

かげ

「だからいつも自信満々で、俺になびかない方がどうかして

「それで……」

言いながら手酌でぐい呑みを傾けていた。

しめいていたわ」

「Ｋ先生は有名なプレイボーイで、女の子がいつも周りにひ

だがママは、直接には答えなかった。

そういう彼女の口調の中に、多少の翳りが感じられる。
「何だね、その違うニュアンスというのは」

たニュアンスを含めていたのよ」

も、それが他人には超能力と映るんじゃないのかね」
一歩踏み込んで並河が言った。
「超能力なんて、日常あり得ない現象でしょう。空を飛べる
とか、姿を消してしまうとか」
ママは面白そうに続けていた。
料理は次々と運ばれてくる。冷酒の銚子は、初めは差しつ
差されつしていたが、盃を空けるピッチがママの方がはるか
に速いので、お互いに自分のペースで手酌で飲むようになっ
ていた。
「いや、超能力というのはそんな意味じゃない。要するに男
心をしっかりと絡め取ってしまう、女性の能力のことじゃな
いのかな」

「ええ、簡単に落ちないと見ると、それは根気よく、あの手

「それでママも口説かれたのか」

いる、という勢いだったの」

「だったら、すべての女性は、多かれ少なかれ持っています

この手とアタックを続けたわ」

から

よ」

「そして……」

ところがそれから二ヶ月も経たないうちに、突然Ｋ先生のあ

「結局、私も根負けした形で、そんな関係になったわけね。

「お褒めにあずかって嬉しいけど、先生は本気でおっしゃっ

っちの方が、役に立たなくなってしまったの。薬だの注射だ

並河が力をこめると、ママは笑い出した。

「そしてママのそれは、並はずれているわけだ」

てるの」
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「何と言って」

う私に泣きついてきたのよ」

のいろいろ手を尽くしても、まったく効果がなくて、とうと

くれていたわ」

も興味を失ったのね。それでも、お客としては、ずっと来て

「それで終わりにしたの。かなり反省したようだし、私の方

「Ｋ氏とは、それからどうなった」

クラブＬの営業面では、特に損失はなかったらしい。

「これからはお前一人にする。決して浮気はしないから、何
とか元に戻してくれって」
がら言った。

「きれいね。
お庭と建物の調和が、
幻想的と言ってもいいわ。

た。

話し合っているうちに、外は完全に夜景に移り変わってい

「どうしてママのせいだと思ったのだろう」

た時よりも、いまのこのもの静かなたたずまいの方が、好ま

昔のように周りのお部屋が一杯で、それぞれ盛り上がってい

ママはその時の様子を思い出したらしく、くすくす笑いな

「そこは小説家の直感でしょうね。そのあとで誓約書を書く

しいわね。これがいわば風流というものじゃないかしら」

とか、保証人を立てるとか、いろいろ条件が示されて、最終
的に私が納得した形で、許してあげたのよ」

強いようで、もうかなり飲んでいるのに、まったく表に出て

ママはゆったりした調子で、感想を述べている。日本酒も

「ええ、いとも簡単にね」

「それで並河先生は、私についてもうこれ以上、お聞きにな

いない。

「それでＫ氏の不能は治ったのかい」
「どんなテクニックを使ったんだね」

りたいことはありませんか」

「それは言葉ではとても説明できないわ。強いて言うなら、
かけた呪いを解除したということかしら」

庭へ向けられていた視線が、並河へ戻された。

「そうだなあ。ママはミュージカルの仕事を続けていて、舞

ママは、ごくありふれたことのように話している。
「それでもって、六丁目の魔女という肩書がついたのか」

「あら、どうしておわかりになるの」

並河は少し論点をずらして言った。

センスにも恵まれていると思うね」

台芸術家の才能に不足はないようだが、同時に詩人としての

彼女はサラリと答えた。

「そういうことね」
なるほど、これはやはり一種の魔力だと、並河は認めざる
を得なかった。
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よ」

「まあ先生って鋭いのね。実は私は、かなり前から俳句の結

だよ」

「つまりママの感性や美意識からすると、そう感じられるん

「そう思うね」

「つまり相手の心を自由に操ることが出来るというのね」

「多分、一種の暗示か催眠術のようなものだろう」

「では、私がＫ先生にかけた呪いというのは」

だから実話と考えてもいいんじゃないかな」

ほ ほ え

社に入っていて、自分ではいっぱしの俳人のつもりなんです

うし

こく

わら

彼女は、これがわからないのかなという表情で微笑んでい
る。

「だから言ったでしょう。呪いなのよ」

「じゃ、何だったのかね」

ママは、あっさり否定した。

「いえ違います。私にそんな能力はありません」

こ くび

「なるほどそうか。ではそのうちに句集でも読ませてほしい
な」
「ええ、今度お店へ持ってきます」
ママはそこで言葉を切って、
少し小首を傾けるようにして、
並河の顔をのぞきこんだ。
「アーチストとしては認めるのね。それで魔女としてはどう

「あんなグロテスクな代物じゃないわ。でも相手の身体の一

かしら」
少し酒が回ってきたらしい。しっとりと潤んだ眸がまこと
になまめかしい。

部、例えば髪とか爪とか血液が、ほんの少しあれば、呪いは

「では何かい。丑の刻参りみたいに藁人形に五寸釘を打ちこ
むというあれかね」

「うーむ、
そうやって見つめられると、
何とも抵抗し難いな。

成り立つのよ」

うる

それだけでも魔女として、充分通用するよ」

まさかと思うが、ママの語調はごく自然なものだった。

「つまり、これは一種のジョークなんだね」

ママはふっと力をゆるめて笑った。
「でもこのあたりは、魔力にはほど遠いわ。先ほどのＫ先生

「いえ、では実際に試してみますか」

居の舞台で、紅葉狩の鬼女が正体を現わすような場面とは違

そう言い切ったが、特に凄みも威圧感も感じられない。芝

の件、あれは本当だと思いますか」
彼女は少し言葉を改めて尋ねた。
「そうだね。話としては首尾一貫しているし説得力もある。
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うらしい。
「それで現実には、どういうことになるのかね」

「いいわ、ゆっくり考えてみて下さいな」

ママは別にこだわらずに、これでもって本日の討議は終了
となった。

車を呼んで、料亭から並木通りの店まで、七、八分である。

並河もあまりこだわらずに尋ねてみた。
「そうね。例えば先生と私が恋仲になったとしましょうか。

車の中で彼女は、並河の左手に指をからめてきた。微妙な

「いろいろ考えてみたが、
やはり受け入れることに決めたよ」

並河はそう前置きして続けた。

「今日電話したのは、先日の申し出の件だけれど」

ママは如才なく応待している。

かったわ」

「この間は珍しいところへ案内していただいて、とても楽し

二日ほど過ぎて、並河はママの携帯電話を呼び出した。

その動きが、想いのたけを綿々と語り続けているように感じ
られた。

めんめん

ところで先生はお幾つでしたっけ」
「今年の誕生日で六十五になる」
「じゃ私とほぼ二十年の年齢差ね。そのお年だとあちらの方
に何らかの不安がおありだと思うの。どれだけ続くだろうか
とか、相手を十分に満足させられるかなんてね。だからその
あたりを、私が全面的にバックアップしてあげられるという
ことなのよ」
彼女は淡々と説明した。
ぬ

「では、作家のＫ氏とは逆の形だ」
ふ

「そうなの。腑抜けにすることも出来るし、奮い立たせるこ
とも出来るわ」

「まあ、うれしい。それでいつにしますか」

「今月中は忙しいので、十一月の初めに、伊豆か箱根の温泉

その言葉は自信に満ちている。
「ねえ、やってみせましょうか」

に一泊というのはどうかね」

午後一時半に、東京駅北口の丸善書店の一階で待ち合わせ

化して行った。

並河の提案で、十一月の第二土、日曜日の一泊旅行が具体

「いや、ちょっと待ってくれ」
「あら、こわいの」
「そうじゃないが、こんな場面にぶつかったことがないので
ね。もう少し検討してみたいんだ」
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「とても閑静な旅館で、サービスもいい。紅葉は少し早いか

う旅館である。

湯河原温泉の中でも一番奥、タクシーで十五分ほどのＦとい

る。伊豆急行「踊り子」の発車時刻は一時五十五分。行先は

て浮かんでいた。

え直した方がいいのではないか……という想いも、折にふれ

地獄へひきずりこまれたら、一体どうなる。ここはひとつ考

そんな、いわば魔性の女にからめ取られて、底なしの沼か蟻

置く相手なのである。

その都度並河は、そうなればなったで、もはや宿命という

もしれないが、きっと気に入ると思うよ」
「先生は随分いろいろと、ご存じなのね」

しかないだろう。あれほどの女性に巡り合うことはもう二度

とあるまい。まずは男冥利に尽きると達観することにしてい

「ああ、歯科医師会で時々使うことがあるんだよ」
話がとんとん拍子に進行している。

た。

だけで、三日目には一般病棟へ移された。

幸い並河の病状は比較的早く治まり、集中治療室は二日間

ってしまった。

並河はそのまま会場から救急搬送されて、入院することにな

明らかに血圧が急速に低下するのが感じられる……。結局、

冷汗が出て、胸の中は言いようのない苦悶にかき回され、

そんなレベルのものではなかった。

軽い脈の不整は、これまでも時々経験しているが、今回は

しい不整脈の発作に襲われたのである。

から新宿で学術講演を聞いて、そのあとの懇親会の席上で激

その日は、午前はいつものように診療を済ませ、午後四時

た。並河は思いがけないアクシデントに遭遇した。

十一月の第二土曜日が一週間後に迫った土曜日のことだっ

本当にこれでいいのかという危惧も、当然つきまとってい
た。
ママは自分のどこが気に入っているのだろうか。果たして
相手をひきつけるような魅力を持ち合わせているのかとなる
と、まったくわからない。
カッサンドラの常連客には、エネルギッシュな商社マンが
多いし、それなりの風格を備えたジャーナリストもいる。ま
た海外で名前を知られた画家も時々顔を見せている。
その中から自分が選ばれた理由について、なかなか説明が
つかない。
もともと理屈で割り切れるものではないのは、わかってい
に もく

るが、何といってもクラブＬの深沢社長や作家のＫ氏のよう
いちもく

な、
女性関係では海千山千のヴェテランたちが、
一目も二目も
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火曜日にＮが見舞いにきた。

河がママに電話したのは、丁度、約束していた十一月の第二

入院中は携帯電話を取り上げられていたので、退院した並

Ｎは並河とママの間柄を、別段気にしてはいなかった。

「何しろ研修会場のＫホテルから、このＴ医大病院まで、目

土曜の夜だった。

「思ったよりは元気そうだな」

「まったく悪運の強い男だ。もしも心房細動から脳梗塞がお

と鼻の先だからな。対応が早かったのが幸いしたようだ」

「まあ先生、具合はいかがですか」

ママはまるで待ちかまえていたように、
すぐに電話に出た。

は、もうこちらに任せて完全にリタイアしてもらうつもりだ

「ああ、実は今日退院したんだが、とんだ騒ぎを起こしてし

きたら、やっかいなことになったらしいな。お宅の息子さん
と言っていたよ」

ぐ

ち

った。こんなことになって、まことに残念だよ」

「そうなんだ。しかし本来であれば、今日湯河原へ行く筈だ

ったのが、不幸中の幸いだったのね」

「医学関係の方々の集まりで、それに大学病院がすぐ近くだ

並河はこれまでの経過を、ひとわたり説明した。

まって、申しわけない」

しお

「いずれそのうちにはと思っていたんだが」
「いいじゃないか、ここが汐どきだよ」
Ｎは安堵した様子で喋っている。
「アルコールは少しなら良いらしいが、血圧が急上昇するよ
うな運動やストレスは、当分はダメだと言われたよ」
「もちろんその中には、色ごとも入っている。そういえばお

並河が愚痴るとママが言った。
「あら、旅行はいつでも行けますよ。お元気になられたら、

前は、カッサンドラへしげしげ通っていたそうだな」
「いや、あそこはママ目当ての常連客が多くて、俺なんか問

ぜひご一緒させて下さいな」

計画することはあるまい、と並河は思った。

ではまたと電話を切ったが、もう二度と彼女と一泊旅行を

含まれていた。

その言葉は丁寧だが、どこか外交辞令ともいうべきものが

題外さ」
並河はそう言ってから、つけ加えた。
「ママと近いうちに同伴で食事でもと、話していたんだが、
この有様じゃとても無理だと伝えておいてくれないか」
「ああ、わかった」
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同伴旅行の話の始まりは、料亭Ｊだった。

い入院加療で、かなりオチこんでいる。このあたりは単なる

告げられたのではないだろうか。いずれにせよ、思いがけな

ひ

が

せい

火蛾となる
うみ

すい ふ よう

性の湖あり
酔芙蓉

ふけ

まことに行きとどいた心配りだと、並河は心を打たれた。

くれぐれもお身体、お大事に＝

追伸

＝ほんのいま、一句浮かんだので送ります。

て見ると、やはりママからだった。

並河は携帯電話を手にしたまま、想いに耽っていた。
その時、短いブザーが響いた。メールの着信である。開い

かになるのではあるまいか……。

ここでさらに踏み込んで追及したら、あるいは実相が明ら

だろう。

思い過ごしだろうが、もう一度電話して確かめてみたらどう

並河がママの魔力を、この目で確かめたいと思ったのがキ
ッカケだったのである。
だが、何も温泉へ行くまでもなく、その魔力を目のあたり
に出来たといっても決して過言ではない。
もしかしたら今回の入院騒ぎは、ママとの情事と無関係か
も知れない。しかし並河には、そうは思えなかった。
いまの電話にしても、どちらかが発作が温泉宿でなくてよ
場所では、入院治療は間に合わなかったに違いない。本当に

かった。もし一週間後の夜だったら、奥湯河原という不便な
危ないところだったと、口にして当然なのに、双方ともあえ
て触れなかったのである。
もしも並河がそれに言及していたら、どんな答えが返って
心臓の発作は、本当は旅館で食事中に起きる筈でした。で

きたのだろうか。
もそれに気づいたので私は、発病を一週間早めたの……とい
う返答だったかも知れない。

そして驚いたことには、つい先ほどまでの、さらに深く追及

あるいはもっと違った形で、例えば、私をモノにしようと
いうのなら、
幾つかの試練を乗り越えて頂かねばなりません。
お

た。

〈 完 〉

しようという気持ちは、まるで拭いさったように消失してい

第一回目は終了しましたが、
まだ課題は幾つも残っています。
続けて挑戦しますか、それとももうこれで降りますか……と
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三人の須田画伯―剋太、国太郎、壽

まれるのかと思うと感動的である。画家フランシスコ・ベー

コンのアトリエも、写真でみると乱雑をきわめている。彼は

“このカオスが自分にイメージをもたらす”と言っている。

とくに姻戚関係はなく偶然である。三人の共通点は昭和の時

剋太、国太郎、壽は、いずれも須田姓の油彩画家である。

字が躍っている。豪放な書を見ていると一陣の風に吹かれた

線を一気に引いている。
「激」
「夢」
「慟哭」
「華厳」などの文

が生まれるようだ。書もよくする。太い筆でためらいのない

足の踏み場もない乱雑さのなかから芸術的イマジネーション

代に活躍し、それぞれ独自の個性ある作品を遺したという点

ような爽快感をおぼえる。

鈴木 啓之

である。

つぎのひとりは須田国太郎（一八九一 一九六一）である。

-

制作中の写真がある。ひたいが広い。眼鏡をかけている。ワ

-

年近く描き広く知られるようになった。どの

須田剋太（一九〇六 一九九〇）は司馬遼太郎の「街道をゆ

物などなにを描いても作品は骨太でたくましい。紙をキャン

挿絵も太くするどい線が力強く堅牢である。人物、風景、静

白い布を持ちキャンバスを注視している。制作中の姿である

用し正座している。左手にパレットと筆を、右手にまるめた

イシャツを着てネクタイをしめ、チョッキの上から背広を着

く」の挿絵を

バスに貼るコラージュ的技法をよく使う。東大寺の落慶供養

生アトリエは持てず、家族が雑居する四畳半で制作した。京

都大学哲学科（美学・美術史）を卒業し大学院に進む。のち

が、論文を執筆する学者の姿にみえる。経済的な事情から終

大歓声と熱気を表現している。モンゴルのゴビ砂漠の夜は、

スペインを中心にヨーロッパで４年間を過ごす。帰国後、京

校野球ではこまかくきざんだイロ紙を観客席に貼って球場の
紙の細片を空に吹きつけて満天の星を表現している。描く人

都大学などの教壇に立ち「ギリシャ彫塑史」などの講義をす

を描いた作品では天から五色の紙吹雪を降らし、甲子園の高

物は女性も男性も老若を問わず目が大きく目じりがつり上が

歳のときであ

る。プロの画家としてはずいぶん遅いデヴューである。個展

最初の個展を東京・資生堂で開催したのが

る。画家というより学究者の履歴である。

丸めて制作する画家の姿が写っている。作業衣もズボンも絵

の評価もあまり芳しくはなかった。それでも作品を描き続け

アトリエの写真がある。乱雑で足の踏み場もない。背中を

っている。そのにらんでいるような面構えの印象はつよい。

具がこびりついている。この乱雑のなかから剋太の作品が生

41
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20

る。画面はバーントシエナやイエローオーカー系でまとめら

白い土壁の家々である。強い陽射しがギラギラと反射してい

作品の基調をなすのは飴色である。
彼の描く寺院の建物も、

れている。風景の中に人物はほとんど現れず、かわりに牛が

る。
裸婦の群像も画面は飴色でまとめられている。彼の好んだモ

ラスコーの洞窟に描かれた先史時代の壁画の牛を連想させる

よく登場する。どの牛も大きくて量感がある。アルタミラや

画面手前を広く黒色が占め、そのむこうは明るい陽光が輝

チーフである動物、鳥なども飴色の世界である。

果をつくっている。３羽の黒い鵜が羽をやすめている。その

きなモチーフである。赤い染料をいれた５個の大壺を俯瞰し

乾いた地面に無造作に置かれた大きな壺も、この画家の好

作品もある。

向こうは陽に照らされた家並みである。赤色の目をした１匹

染料の臭いやそれを扱う人間の汗の匂いが漂っている。生活

ている作品がある。こぼれた染料が地面を赤く染めている。

くという構図の作品が多い。この影と光の対比が奥ふかい効

の黒犬が日差しのなかにたたずんでいる。かなたの民家の屋

画家は言う。ハトやカラス、タカも登場する。カテドラルの

に密接した牛や壺を描くことが結局は人間像となる、とこの

根は太陽が照りつけてまぶしい。絵の前で立ちどまりしばし
思索の刻を与えてくれる絵である。
赤もすばらしい。デパートの企画展でしっとりと落ち着き

ッとする夏草のなかに赤い花が１本あるいは数本描かれてい

赤である。夏の庭の一隅を描いた連作がある。草いきれのム

ばらくその前から離れられなくなった。はじめて見る荘厳な

描出していくのであろう。複雑な色の重なりはながめていて

て質感を出している。色を重ねながら自分のもつイメージを

地をぬり、その上からうすく溶いた絵具を幾重にも塗り重ね

「カテドラル」と題する４号の小品がある。ホワイトで下

広場を飛翔する６羽のハトを描いた作品は秀逸である。

る。深みのある静かな赤である。控えめな色調であるが忘れ

飽きない。

深みのある赤が大胆に使われた窪八幡の絵を見たときは、し

がたい存在感のある赤である。この画家の作品は、１枚１枚

に達した。
画家たちが力をこめて描いた作品を眺めていると、

-

もうひとりは須田壽（一九〇六 二〇〇五）である。彼のモ

彼らの息遣いや心拍を感じる。絵に向かい合ってあれこれ思

三人の須田画伯はいずれも自分の画道を追求して高い境地

チーフは風景が多い。風景といっても緑はない。描いている

いをめぐらすのは心地よく充実したひとときである。

がどっしりと重厚である。

のは中東、トルコ、モロッコなどの乾いた大地とそこに建つ
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回想

①プロローグ
休日のひととき、ペンをとって考える。

安田 修一

第一回（平成十九年）
、第二回（平成二十年）に続いて、

日、ついに陸地を

発見する。それは、新大陸アメリカのバハマ連邦の小島、

ワトリング島であった。コロンブスは、その島をサン・サ
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更に今一度、古代ギリシャの物語、医学の歴史、かつて読

月

12

宮崎正勝著、ジパング伝説より

んだ本などで、断片的な文章を書いてみたいと思う。
②肺
「コロンブス航海誌」という本がある。
一四九二年八月三日、一人の男が部下と縁者など総勢

ス（今日のインドだけではなく、東アジアの大部分を指し

航海の目的は、
「未知の海」大西洋を横断してインディア

イタリア人であった。

は、クリストーバル・コロンと名乗っていた。
）
。

トーフォロ・コロンボ（コロンブスはラテン語、みずから

人で、スペインのパロス港を出発した。彼の名は、クリス

90

ていた。
）に行くこと、そして、黄金の島、ジパング（日本）
日かかつて

10

を発見することであった。
三隻の船団は、

36

月６日、キューバ島に上

ルバトル（聖なる救世主）と命名した。ジパング島を発見
するため、周辺の島々を巡り、
陸する。
そして、コロンブスはそこである風習に出会う。住民は

る。煙草の煙の中には、ニコチン、タールや種々の発癌物
質が含まれている。

喫煙は、肺癌の原因となる。
③アトラス

ギリシャ神話には、ペルセウスとアトラスの物語がある。

男も女も手に草の燃え差しを持っていた。乾燥した草を乾
燥した葉で巻いて、一方の端に火をつけ、他方の端で煙を

ゼウスは、父、クロノス（ティタン、英語はタイタン、

臨していた。父はティタン族の首長であったので、ティタ

巨人）を滅ぼし、オリュンポスの山上で神々の王として君

吸い込んでいたのである。彼等は、それをタバコと呼んで
いた。
煙草がスペインに伝えられると、喫煙の習慣はポルトガ

「メドゥサ」ベルニーニ作

ル、フランスへと広まっていった。煙草の猛毒アルカロイ
ドであるニコチンは、フランスの駐ポルトガル大使、ジャ
ン・ニコに由来している。日本には、一五七〇年代にポル
トガル人によってもたらされたという。
「たばこは近年、天正・慶長のころ、異国よりわたる。
淡婆姑（たんはこ）は、和語（日本語）にあらず。蛮語（異
国語）なり。また、烟草（えんそう）という。……くせに
なり、むさぼりて、後には止めがたし。はじめよりふくま
ざるにしかず。……」と貝原益軒はのべている。
山極勝三郎は、一九一五年、市川厚一と共に、世界で初

「癌出来つ、意気昻然と二歩三歩」
めてコールタールでウサギの耳に皮膚癌を作り出したとき、
こう詠んだ。そして、種々の発癌物質が発見されたのであ
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11

ン族は反乱をおこすが、やがて鎮圧される。ティタン族で
あるイーアペストの息子、アトラスは、反乱に加わってい
た。
ゼウスの子、ペルセウスは、メドゥサを退治した後、そ
の頭をもって海と山を越え、世界の西の果てまで飛んで行
った。夕暮れとなり、どこかで休みたくなった。巨人、ア
トラスの王国で、
「私はここに客として参った。私の父はゼ
な

ウスで、メドゥサを退治してきた。一夜の宿と食事を所望

アトラスは、ゼウスに反抗した罰として、永久に兩肩

み）は森となり、腕と肩は絶壁に、頭は山の頂に、そして、

した。すると、アトラスは石になった。鬚（ひげ）と髪（か

といって、自分の顔をそむけながらメドゥサの頭を差し出

という書物の中で、
「だから、一番上の脊椎は頭を支えてお

体の構造）
。又、古代ローマのケルススは、
「医学について」

ウスによって、一五四三年にアトラスと名付けられた（人

第一頸椎（環椎）は、頭蓋骨を支えるとして、ヴェザリ

で天を支えている。

骨は岩となった。やがて、巨大な体は、一つの大きな山（ア

り、頭の小さな突起を二つのくぼみに受け止めていて、頭
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致したい。
」と王に言った。王は庭園を自慢し、生っている
果物は黄金で出来ていた。アトラスは、しかし、昔、ゼウ
スの息子がいつの日か自分のりんごを奪いにくるだろうと
警告されていたことを思い出した。そこで、彼は答えた。
「失せろ！ さもないとお前の名譽も、父親の話も何の
役にも立たないぞ。
」といいながら、ペルセウスを外へ突き
出そうとした。

トラス山脈）となった。

ペルセウスは、「それなら、
一つ贈り物をお受け願い度い。
」

アトラスとプロメテウスの兄弟（左側はアトラス、右側は
ゼウスに反抗した罰として、コーカサスの岩山に縛り付け
られたプロメテウス。
）
ギリシャ・ローマ神話ものがたり
Ｃ・エスタン、Ｅ・ラポルト
多田智満子 監修（創元社）

が上下に動けるようにしている。……」と述べている（二

の胃の内容や粘膜、運動などを觀察し、一八三三年、
「胃液

ったのである。彼は、その後十年間にわたり、マーティン

と消化生理に関する実験と觀察」と題して著書を出版した。

宮睦雄、医学ラテン語）
。
因みに、大西洋、アトランティック・オーシャンのアト

胃液の分泌、胃の運動と幽門のはたらき、食物の性状と

的な影響によって著しく左右されることを実証した。この

量による消化の進行の状況、水の吸収、胃液の分泌が精神

洋、パシフィック・オーシャンのパシフィックは、ラテン

研究は、アメリカのみならず、ヨーロッパにまで知られる

巨人、オケアノス（大洋）に由来している。そして、太平
語のパシフィクス（平和をつくる）に由来している。又、

ことになり、アメリカ医学の国際的な貢献という意味で最

ランティックはアトラスに、オーシャンはギリシャ神話の

アトラスは、地図帳などの意味で用いられるが、もとは、

も興味のあるエピソードの一つといわれる。

めであるという（岩月賢一、医語語源便覧）
。
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地球を背負う巨人、アトラスの絵が巻頭に描かれていたた

④胃
偉大な発見は、しばしば偶然の出来事から生まれる。そ
ミキリマキナック島の小さな毛皮の店でおこった。商人た

れは、一八二二年六月六日の朝、アメリカのミシガン州、
ちが酔っ払ってしゃべっている内に、誤って銃が暴発し、
十九歳の猟師、アレクシス・セント・マーティンという男
の脇腹に大穴をあけたのである。軍医で外科医のウィリア
たが、胃から腹壁に通ずる窓が残った。この瘻孔からパン

ム・ボーモントによって、一年後に外傷は奇跡的に治癒し
を入れると、胃壁から液体が出ることに気付く。この液体
に肉を入れて温めたところ、十時間後に完全に溶けてしま

図説：医学の歴史 A.S.ライオンズ 他

ミリリットルの血

メートルも上昇するのを見て驚いた

定は、一八八〇年にサミュエル。フォン・バッシュによっ
て行われたという。
今日の血圧計の原型は、イタリアのスキピオーネ・リヴ
ァ＝ロッチによって、
一八九六年に考案されたものである。
腕にマンシェットを巻いて空気を送り込み、腕を圧迫し、
空気を抜いていったときに最初に脈が感じられる点で、マ
ンシェット内の圧と血圧が等しいことが発見された。収縮
期血圧である。そして、一九〇五年、Ｎ・Ｓ・コロトコフ
は、脈搏音を聴診器を用いて正確に測定し、マンシェット
の圧が減って脈搏音が消えるときと心臓の拡張時とが一致

は

⑥関節
る

と

さ

り

れ

み

ば

つ

つ

ま づ さ く や

や

は

る

め

ひ

ど

の

く

の

は

ら

な

さ

烏梅能波奈

う

「波流佐礼婆 麻豆佐久耶登能
ひ

む

比等利美都々夜 波流比久良佐武」

春されば先づ咲くやどの梅の花

筑前守山上太夫

ひとり見つつや春日暮らさむ

図説：医学の歴史 A.S.ライオンズ 他

⑤血圧
心臓は、通常一回の収縮により、約
センチの速度で大動脈に駆出しているが、血

み、血液が管の中を

ヘイルズで、一七三三年、ガラス管を馬の頸動脈に差し込

血圧を初めて測定したのは、英国の牧師、スティーブン・

る。

圧は動脈の圧を血圧計を用いて外部から間接に測定してい

液を、秒速

60

という。脈圧計（スフィグモマノメーター）による血圧測

2.7

することを発見した。拡張期血圧である。
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50

人

性の関節リウマチであったかも知れない。医学の父、ヒポ

クラテスは、「関節内の粘液の中に、
ある物質が流れ込めば、

天平二年（七三〇）
、二月八日、梅を主題として、
が酒をくみかわしながら詠んだときの山上憶良（やまのう

関節痛がおこる。
」とのべているが、この物質は脳から流れ

いた

おも

あし な

なお

つばさ を

歳のとき、関節リウマチになった。手の自由がきかな

⑦酵素

明の利器が、オーケストラと共に名曲を奏でていた。

などと書かれる。かつて、知能をもった、この多関節の文

この言葉は、
「労慕人」とか「労忙人」
、或いは、
「労忘人」

に登場している。チェッコの作家、チャペックがつくった

科学は進歩して、疲れや痛みを知らないロボットが次々

画の医学）

ウマチで侵された兩手が描き込まれている。
（横田敏勝、名

た「愛の園」という絵には、ルーベンス自身の慢性関節リ

又、十七世紀のオランダ絵画の巨匠、ルーベンスが描い

くなり、指の間に絵筆を巻きつけて制作を続けたという。

は

だ。
」と言ったのは、印象派の画家、ルノワールである。彼

「絵は楽しいから描くのだ。絵を描くのは手ではなく眼

いる（岩月賢一、医語語源便覧）
。

ウマチは、ギリシャ語の「流れる」という言葉に由来して

出して、全身の関節に侵入するものと考えられていた。リ

えのおくら）の歌である。
（山上憶良、稲岡耕二著、吉川弘

あゆ

かか

ひゃく せ つ

し ん た い はなは

梅は万葉の人々にとって春の最初の花であり、立春の日

文館）

し

に歌われることが多かったという。
し

ぬの

「………四支動かず、百 節皆疼み、身体 太 だ重く、猶し
きんせき

よ

鈞石を負へるがごとし。布に懸りて立たむと欲へば 翼 折れ
つえ

たる鳥のごとく、杖に倚りて歩まむとすれば、足跛へたる
うさぎうま

驢 のごとし。……」と彼は書いているが、この歌人は慢

58

遺伝子工学が、医学に著しい進歩をもたらしている。Ｄ
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32

ＮＡは、一八六八年にスイスのフリードリッヒ・ミーシャ
ーによって発見された。細胞の核に未知の酸を見つけ、
「ヌ
クレイン」と名づけたのである。遺伝子の本体がＤＮＡで
アベリー、マックロード、マッカーティーの３人である。

あることを示したのは、
一九四四年、
アメリカの細菌学者、
そして、一九五三年に、英国でワトソンとクリックによ
って、ＤＮＡの二重らせん構造が明らかにされたのである。
ＤＮＡは遺伝暗号を記録したマスターテープのようなも
ので、コピーのＲＮＡを作成し、その情報にもとづいて核

提唱し、広く使われるようになった。

というギリシャ語からｅｎｚｙｍｅ（酵素）という名稱を

酵素は、酒と共に長い歴史をもっている。紀元前二千三

百年頃のエジプトの壁画には、麦芽によるビール造りの様

子が記録されているという。日本酒には、麹菌の長い伝統

がある。十六世紀のドイツの医師、ホーエンハイムは、人

体にはアルケウス（精霊）が宿っており、いろいろの臓器

を支配していると考えた。この精霊は、後に酵素の概念に

なったという。十七世紀、ベルギーのファン・ヘルモント
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の外にあるリボゾームでアミノ酸から蛋白質がつくられて
行く。この遺伝子による化学反応を制禦しているのは酵素
である。遺伝子を切る制限酵素や切れた遺伝子をつなぐＤ
ＮＡ連結酵素などがあり、又、ＲＮＡからＤＮＡを合成す
る逆転写酵素が作り出された。
一八一一年、ドイツの化学者、キルヒホッフは、大麦の
麦芽の抽出液を澱粉に作用させると麦芽糖が生ずることを
発見した。そして、一八三三年、フランスの農芸化学者、
ペイヤンとペルソは、澱粉から糖を作り出す物質を、ギリ
シャ語のｄｉａｓｔａｓｉｓ（分離、澱粉をデキストリン
と糖に分解するので）をもとにジアスターゼと命名したの
である。酵素の発見である。一八七八年にドイツのキュー
ネは、酵母の中にある（ｅｎ：の中に、ｚｙｍｅ：酵母）

研究室でのルイ・パストゥールの肖像
アルベルト＝グスタフ・エーデルフェルト画
図説：医学の歴史 A.S.ライオンズ 他

は、消化などの全ての生理現象は、発酵によっておこる科

ある晩、彼は数人の友達を招いて遊んだことがある。そ

の講師は不作法にも机に腰をかけて、足をぶらぶらさせて

のとき招かれて来た客の中に、若い大学の講師がいた。こ

人間の体内には、数千種類の酵素が存在している。

ットから大きな鍵を出してぶらぶらする足の膝をたたき始

話しこんでいた。そのうちに彼は退屈でもしたのか、ポケ

学的現象であると考えていた。
「すべての本の中よりも、一本のワインの中により多く

めた。……この鍵で膝をたたくたびに膝から下がピョコン、

の英知が含まれている」といったのは、発酵の研究に情熱
を燃やしたフランスの物理学者、ルイ・パストゥールであ

とめなかった。しかし、鋭いエルブの眼はこれを見のがさ

ピョコンと動いた。ほかの人達はそんなことには誰も気を

彼は、又、鶏のコレラをジェンナーの牛痘による種痘と

た。それは、彼が長い間、神経の病人などを見て、なんと

なかった。……この現象は、その晩、強く彼の心を動かし

る。
全く同じ予防接種で防ぐ方法を発見した。そして、ジェン

かその診断の助けになるものはあるまいかと苦心をして探

年に国立東京第一病院（現在は国立国際医
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ナーを称えるために弱毒病原菌を「ワクチン」と呼んだの
である。これは、ラテン語で雌牛を意味するｖａｃｃａに

はもう偶然ではなかったのである。彼は、何度も何度も自

し求めていたからである。ほかの人々には偶然でも、彼に

今日、組換えＤＮＡ技術によって、大腸菌や酵母で、イ

……『これは偉大な発見だ。これをくわしくしらべてゆけ

分自身で同じように机に腰をかけて、膝をたたいてみた。

由来している。彼は、免疫学の父と呼ばれる。
ンスリン、成長ホルモンやＢ型肝炎ウィルス、インフルエ

私は、昭和

い発見によって克服されたとき、
又、
他の疾病が出現する。

医学は、長い変遷の歴史をもっている。ある疾病が新し

⑨回想

腱反射の発見の物語である。

ば、きっと診断の助けになるに違いない』
。……」

ンザ・ウィルスのワクチン、そして、種々の薬剤などがつ
くられている。
⑧腱と鍵
医学の足跡（平澤 興著、誠文堂新光社）という本の中
に、次のような記述がある。
「……その功労者はウィルヘルム・エルブという医師で
ある。エルブは西暦一八四〇年、ドイツに生まれた。……

30

療研究センター）でインターンとして勤務した後、同病院
った。昭和

動を行い、ボタンでランプを発光させて撮影するものであ

年には、胃の集団検診が始まる。ウィルス性

の内科で病棟医となった。最初の勤務は結核病棟であった。
年以来国民病となっていたのである。そ

肝炎は、流行性肝炎又は伝染性肝炎、血清肝炎と呼ばれて

いたが、前者はＡ型肝炎、後者はＢ型肝炎とＣ型肝炎であ

年に、オーストラリア抗原（ＨＢｓ抗原）
、昭

る。昭和
和

の頃の化学療法は、ストマイとパスの二者、ストマイ、パ

ｒｋｅｒ―Ｔ

ｒｋ、又は、Ｔｈｏｍ

昭和

年にＡ型肝炎のウィルス粒子が発見される。昭和

昭和

年における糖尿病の有病率は、昭和

年の

倍と

年には、癌が死因の第１位を占めるようになる。

が思い出される。

年代の後半には、テレビ・レントゲンを操作していたこと

又、肺結核は、治療の進歩によって減少して行く。昭和

年代の前半は、脳卒中が新しい国民病として猛威をふるっ

から採血し、Ｂ

ａの計算室で計算した。肝機能検査は、ブロムサルファレ
ン試験（ＢＳＰ排泄試験）やインドシアニン・グリーン試
験（ＩＣＧ試験）
、血清膠質反応（ＺＳＴやＴＴＴ）
、血清

輸血によって肝炎がおこり、非Ａ非Ｂ型肝炎と呼ばれてい

いう調査結果があった。Ｂ型肝炎が明らかにされたあとも

胃液の検査で、ｋａｔｓｃｈ―ｋａｌｋ（カッチュ・カ

フルエンザ・ワクチンによる予防などによって、医療に著

今日は、画像による診断や内視鏡による治療、新型イン

たが、平成元年にＣ型肝炎のＨＣＶ抗体が発見された。

ルク）法を行っていた。暗いＸ線室で、鉛のチョッキと手
年頃で、世界で初

「ポンペイの輝き」という展覧会があった。西暦

⑩エピローグ

しい進歩をもたらしている。

出す。胃カメラが登場したのは、昭和

めて開発されたものであった。胃カメラの先端に小型のカ
メラとランプがあり、手元をくるくる回して先端の関節運

年２

袋をしてバリウムによる胃の透視を行っていたことを思い

われていなかった。

蛋白分画（チセリウスの電気泳動）などが行われ、ＧＯＴ

30

56

当時は、
血算はメランジュールを用いて耳朶
（みみたぶ）

人間ドッグは、７日間の入院検査で、土曜日に結果を書い

40

40

ていたが、高血圧に対する予防と治療によって減少に向う。

赤痢が多くカナマイシンを使用したことが思い出される。

ス、
ヒドラジットの三者併用などであった。
隔離病棟では、

肺結核は、昭和

37
40

て渡すことになっていた。

48

60

ü

（ＡＳＴ）
、ＧＰＴ（ＡＬＴ）のような酵素による検査は行

30

62

35
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10
ü

年８月

日、ヴェスヴィ

月５日、南イタリア・カンパニア地方の都市、ポンペイで
直下型の地震があり、更に、

支那事変

安彦 洋一郎

昭和十二年七月七日、
私が小学校二年生のとき支那事変
（日
中戦争）が起こった。

北京郊外の盧溝橋に於いて発砲事件があり、この事件によ

これは国民党軍の発砲か、日本軍の発砲か未だに不明であ

り長期にわたる支那事変が続くのである。

のムーサは芸術の女神である。竪琴をもつアポロン、抒情

る。しかし、当時の日本の東亜政策からみると、中国も満州

国と同様に植民地化しようとの考えから戦争をしかけたのか
も知れないと想像される。

宣戦布告をしていないので、あくまでも支那事変としてい

Ａｃｈｉｌｌｅｓはアキレウス、ｍｕｓｉｃはムーサ、ｈ

る共産党が爭っていた。ところが日本軍が攻撃をしかけてき

当時中国に於いては、蒋介石率いる国民党と、毛沢東率い

る。

ａｒｍｏｎｙはハルモニア、又、ヨーロッパ（Ｅｕｒｏｐ

たので、国民党と共産党と共に日本軍に対抗してきた。広大

ｈｙｇｉｅｎｅ（衛生学）はヒュギエイア（健康の女神）
、

ったことがあった。ｅｃｈｏはエーコー（こだま、木精）
、

私は、医学や音楽などに出てくる単語の源泉に興味をも

などが描かれていた。

詩のムーサ、カリオペや舞踏と合唱のムーサ、エウテルペ

神、弓矢の神、予言の神、牧畜の神である。そして、９人

ロンは、古代ギリシャでは、医学の神、音楽の神、太陽の

アポロやムーサがカラーの壁画で展示されていた。アポ

う。発掘されたものの中に古代ローマの美術品があった。

オ山の噴火によってポンペイは地中に封じ込められてしま

24

ｅ）は、愛らしい乙女、エウロペに由来している。

な中国を制圧するには困難であった。初期の内は南京陥落、

漢溝陥落と新聞を賑はして、町では提灯行列などとなはばな

元出身の兵士の霊を慰めるべく区民葬の列に参加することも

しいおまつりさわぎをやっていたが、一方中国で戦死した地

あった。この支那事変が四年間続き。昭和十六年十二月八日

の大東亜戦爭に入ってゆくのである。
（六月三十一日）
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79

小咄三題

一．切手

吉元 昭治
御隠居の処に、毎度のこと乍ら八がやってきます。
八「今日は、御隠居は？」
御「やあ八つぁん、おあがりよ。何うした、またかみさ
八「嚊は相変わらず、ピーチク、パーチクですがね。今

んとやりあって、とび出したかい」
日は一つ御隠居におたづねしたい事がありましてね」
御「そりゃ改まって何んだい」

御「そうだろう。ところでその『あ、痛い』というのを
つづけていってごらん」

八「へぇ。
『あ、痛い』
『あ、痛い』
『ア、イタイ』
『アイ

タイ』
、あれぇ、
『あ、痛い』が『アイタイ』になってしま
いましたよ」

御「そうだろう。手を切ると、あ、痛い。それがアイタ

イ、
『会いたい』になるのだよ」

八「へぇ、すると何んですかい。手を切ると『会いたい』

御「その通り。ところで『会いたい』と思ったら、どう

になるのですかい」
する」

八「あっしも、そのような色っぽいはなしはこれきしも

ありませんが、きっと手紙を書きますね」
御「その手紙はどうする」

八「あの『切手』てありますね。何んで、手を切ると書

八「ポストに入れますが」

御「ただポストに入れても手紙はいかないよ」

手』というのかよく分らしやねえかったですよ」
御隠居しばらく考えて、

八「そうだ、切手をはりますよ」

いて『切手』なんでやしょうね。おいらはとうに何んで『切

御「そりゃ八つぁん、こうだよ。もし手を切ったら何ん

となって、それがアイタイ、会いたいになって、手紙とな

御「その通り。つまり切手とは、手を切ると、あ、痛い

る。手紙は切手を貼ってやっと、沖縄の『十九の春』とい

という」
御「痛くて突嗟に『あっ、痛い』というだろう」

八「痛くて『いたい』といいますね」

う唄ではないが「千里、万里の旅」をするのだよ。
」

八「なるほど。千里、万里ね。それじゃ切手をおデコに

八「そうでげすねぇ、手を切ったら『あ、痛い』と誰れ
でもいいますね」
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貼ったら旅ができますかね」
御「速達便が二七〇円だから、二七〇円ぐらい貼ればこ
こから新宿まで行けるかも」

（
「桃」
「イヤーン、そんな処さわっちゃ、ダメ」
）

◇さかんに、ナデナデして、つぶやきます。
「なんて可愛
いんだろう」

らうと気持ちがいいわね。もっとして」
）

（
「桃」
「オジサン、エロオジサン、私もナデナデしても

た」という唄も、元を正せば切手の唄なのかもね。俺のオ

こでブーとおならをします。

八「そうかなぁ。ＡＫＢの「会いたかった、会いたかっ
ヤジは「人の命は一銭五厘といってたが、何んでときくと

[

桃子さん、こ

より臭みはないですね。若い娘さんのオシリじゃなくて婆

▼「もしもし、こりゃ少しシナビテ、ヒカラビ、しわが

しばらくピクピクかいでましたが、

みましょう」

▼「そうですかえ、それじゃお言葉に甘えて一つかいで

も一つこれをかいで見たら？」

◇「そうです、私は編隊飛行（変態非行）です。あたな

をいってますが、ひょっとするとあなたは変態でしょう」

▼「もしもし、あなた、さっきから桃をかいでは一人言

そばを通った人

いいにおい」

◇「アー、桃子さんのオナラ少しもくさくない、桃の香、

あれもう一発出るわよ」
）

（
「桃」
「そうよ、つい気持ちがよかったのででたのよ。

は」

◇「あれ、桃子さん、今のは、ヒョットするとおならで

]

何んでも「召集令状という赤紙は一銭五厘でくるから「人
の命は一銭五厘」といってたね。今じゃ五〇円。人の命も
り、家に帰って、二七〇円の切手をおデコに貼り、駅の改

だいぶ値上がりしたというもんだ。
」
ものはためしだとばか
札口を通ろうとすると、
駅員「もし、もしお客さん、自改札機を通ってください」
八「このおデコの切手、二七〇円ですから速達なので急
駅員「お客さん、からかってはいけません。切手じゃの

行にのります。新宿まで行きたいのですが」
れません、切符です。
」
二．桃子さん
ある「ヘンナおじさん」しきりに桃の割れ目を、ナデナ
デしながら一人ごとをいってます。
◇「桃子さん、桃子さん、あなたのおしりは丸くて、ふ
っくりとしてますね。オジサンなでなでしてしまう」
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さんのようですがね」
◇「あ、間違えました。それは干し柿でした」

雷様がゴロゴロなって、そのうちドカーンとおちて、熊

三．
「臍の下」
の枕元におちました。
熊「おや、これは、これは雷様。ようこそおいでで」
雷「うむ、してここは何処じや」
熊「お江戸神田の火事泥棒、じゃない鍛冶町、熊五郎の
宅でござんす」
雷「これが宅という代物か。むさ苦しい処じゃのう。お
前は一人者か」
熊「へえ、ごらんの通り一間長屋でして、何も雷様に差
雷「あるぞ。雷は臍をとるものじゃ。お前さっきから臍

し上げるものはござんせん」
を出してねていたろう。お前の臍をとって食うぞよ」
熊「ひえ、そればっかりは、どうぞお助けを」
雷「ならぬ、早く臍をもっと出せ。うまいか、どうか見
え」

てみよう。つくだ煮にするか、串焼きにするかだ。早くせ
熊「クワバラ、クワバラ。いってえ雷様はどこのお生れ
で。このお江戸でござり、ござり、ますますえ（緊張の余

り口がよく廻らない）
」
雷「あたりめえよ」

熊「するてえと、あの浅草観音様の雷門の雷様は」

雷「ありゃあ、俺の弟でよ。少し間抜け面しやがって一

年中ああして立っていやがるが、こんど代わってやろうと
思っているとこよ」

熊「そりゃ、どうもごくろうさんのことで。してばかに
お急ぎのようで」

雷
「お前の臍はでかい出臍で、
その上で茶をわかせるわ。

おまけに臍曲がりときていやがる。でかいだけで食ってう

まくねえ。おまけに臍も食いあきたし、雨もあがったよう

だし、そろそろ戻りゃなるめえ。サラバじゃ」

熊（ホッとして）
「雷様もお達者で。
（もう会いたくない

雷、天に昇り乍う「臍は臍でもこれからは若い娘の臍の

のに。
）またおいで下さい。お待ちしています」
下に限る」

「臍の下」で憶い出しました。

『浦島太郎』
のうた
「昔々浦島は助けた亀につれられて、

竜宮城に来てみれば、絵にもかけない美しさ」というのが

あります。このうたの下の句に「臍の下」を毎回入れて、

くり返しうたいます。昔はよく歌ったものです。
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鈴木 啓之（埼玉県）
信楽の壺である。一昨年、信楽の蹲（うずくまる）を描い
て出品したところ最終日の講評で藤島清平先生から「こわ
れた壺もマチエールとして面白いですよ」と助言をいただ
いた。そこで早速壊れた壺を描いてみようと思った。とこ
ろが壊れた壺というのがなかなか手に入らない。一年経っ
てやっと陶芸家渡辺愛子氏のご厚意により割れた壺が手に
入った。何枚か描いたが、そのうちの一枚である。壺の底
の方から描いたので多少抽象風になったが、窯の中で炎と
戦った壺の満足感や割れた無念さなどを思い浮かべながら
作品にした。

- 57 -

昔々浦島は、助けた亀の臍の下、

『 割れた壺 』

竜宮城の臍の下、絵にもかけない臍の下

乙女様の臍の下……

歌っているうちに面白くなって来ます、皆様もどうぞ。

もう一つ『兎と亀』の歌があります。

「もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど、歩み

ののろいものはない」のやはり下の句に「毛が生えた」と

入れ代えつづけます。

もしもし亀よ 毛が生えた

世界のうちに 毛が生えた

どうしてそんなに 毛が生えた………

歩みのおそい 毛が生えた

これも大きな声を出して一人でもいいし、多勢で（楽し

くなります）うたってもいいです。

昔のお座敷遊びの一つとして御紹介。

表紙の言葉

じゅっぺい

並びに執筆者たち

恤兵部発行誌及び戦中諸誌

ほうえい

蓬瀛に眠る人々に捧げる

渡辺 晋

はじめに

もう二十年あまりもの昔になるが、
『蓬瀛に眠る医師たち

著者の伊藤貞男先生は軍医経験者であり、私がその御著書

（戦没海軍軍医史）
』
（註１）という本が発刊された。

をご恵送賜わったのは、発刊後数年余りを経た平成九（一九

九七）年の初秋であった。Ａ５判三五六頁、ハードカバー布

張り、箱入りの上製本である。

謹呈の栞とともに頂いた手紙には、「従軍経験のない年齢な

のに何故この本に興味をもったのか、支障なければ教えて頂

きたい」と、控えめな表現での依頼が書かれていた。

すぐに私は、礼状と質問への返事を書いた。コピーを見る

と、平成九（一九九七）年十月五日付で送っている。

当時、私は〈花と錨〉という連載物を、天瀬裕康名義で書
き始めたところであった。

その発端に当たるところは、年一回発行の地元同人誌『広

島文藝派』の一二号（一九九七年九月）に、第一部の発端を

載せていたので、それを伊藤先生に謹呈・送付し、近刊の『医

のを寄稿していたので、これは事務局より直接送って頂くよ

家芸術』十一月文芸特集号には第一部の第二話に相当するも
うにしたのである。

直接的には小説の資料集めという、いささか失礼な点もあ
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ったが、
親戚の戦死者の手掛かりを探すという面もあったし、
さらに言えば、私の精神内界の問題もあるのだが、長くなる
のでその部分は他の機会に譲り、
〈花と錨〉の爾後に触れてお

恤兵（じゅっぺい）という言葉がある。恤兵（じゅつへい）
とも読む。

象形文字としての「恤」は、漢音が「ジユツ」で呉音は「ジ

にあり「民をあわれむ」ことで、恤兵は日本語としてのみ用

角川の『新字源』
（註３）によれば、恤民は『春秋左氏伝』

ユチ」
、
「憂うる」とか「憐れむ」という意味である。

計五回連載させて頂き、
『広島文藝派』も五回で一応完了とし

いられる熟語として述べられ、
「出征兵士の苦労をねぎらい、

本誌『医家芸術』には平成十三年まで毎年、文芸特集号に

きたい。

たが、これにはまだ別のシリーズもあった。

字ではない。現代でも赤十字関係では罹災者などに恵与する

戦後は恤兵という字を見る機会はなくなったが、
「恤」は死

物品を贈ること」としてあった。

回目の四八号（平成十三年十一月）で一応終わり、五〇号・

四一号（平成十年六月）を第一部としてスタートし、以下六

救援品を、救恤品（註４）という。救恤のための寄付金は救

それは年二回発行している名古屋の文芸同人誌
『青灯』
で、

五六号・五九号が〈花と錨〉外伝・挿話となる。

同様に恤兵のための寄付金は恤兵金だが、兵士への寄付と

恤金と言うのである。

が拭えず、そのままにしていたところ、知人の橋本健午氏が

恤兵金などの名目による寄付行為は、日露戦争・日清戦争の

いう国民の想いは、昭和以前からあったと思われる。軍資金・

総計約八百枚ほどの原稿になったが、なお推敲不十分の感
『戦線文庫』について纏めておられることを知った。途中の

部のような仕事もしていたのであろうか。

兵部によって、それに対応したのである。恤兵部は厚生福祉

は盛んになり、軍も寄付の受け付けや運営をする事務所・恤

いずれにせよ昭和六年に満州事変が起こると、軍への寄付

のかは定かでない。

民衆の自発的な行為だったのか、官による世論誘導の結果な

頃にも行われていたらしいのである。ただし、それが完全に

経過は割愛するが、その『
『戦線文庫』解説』
（註２）という
本は、まことに読み応えのある書物だった。
以下の小論は、長らく求めていたものが『蓬瀛に眠る医師
たち』により触発され、
『戦線文庫』に目を通しながら、戦時
中の大衆文化を考えてみようとするものである。
一 恤兵という思想
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明治時代の献金は、陸軍が海軍よりかなり多く、昭和にな
ってからの出足も、
陸軍のほうが早かった。
昭和七年頃から、

昭和十三年九月一日に発行された『戦線文庫』一号の出来

栄えは、民間の大衆娯楽雑誌に劣らぬものであり、雑誌は原

和十二年の後半には、陸軍による盧溝橋事件（七月七日）や

陸軍を主体とした大陸の戦線は、徐々に拡大してゆき、昭

陸軍恤兵部は『恤兵』という雑誌を発行して、将兵に配布し
ていたそうだ。

庫』とは別に『くろがね叢書』という刊行物を、十七年十二

四十銭、以下『銃後読物』と略す を発行した。また『戦線文

行日に、内地向けの市販誌として『戦線文庫銃後讃物』 定価

さらに昭和十五年末頃より、戦地版『戦線文庫』と同じ発

則として、前線の全将兵に無償で配られた。

海軍陸戦隊による上海事変（八月十三日）などが、時代の区

月頃から出していた。これも恤兵金によるものだった。

じゅっぺい

切りを作ったのである。十二年の前半までを「戦前」
、後半以

(

が、同時に、中原中也の詩集『在りし日の歌』が静かなブー

文学の世界では火野葦平の「麦と兵隊」が一世を風靡した

公布されている。

生省が設置され、四月には国家総動員法・国民健康保険法が

私が小学校一年生だった昭和十三年というと、一月には厚

二 協力する者、しない者

の発表（註６）も行はれている。

慰問文集等に関しては、若い世代の研究者による研究会で

いる（註５）
。

また、女流文学者の集まり「輝ク部隊」の文集も出されて

行号と同時に、戦地に向け『慰問読物号』が発行された。

このほか『戦線文庫』の増刊として、十四年十二月一日発

)

後を「戦中」と呼んでおこう。
昭和十三（一九三八）年になると、三月十三日にヒトラー
のドイツはオーストリアを合併し、九月一日にはポーランド
に侵攻して第二次世界大戦が勃発した。
海軍恤兵部が『戦線文庫』を発行したのは、国民の目線が
大東亜戦争へと向けさせられた頃のことであった。
陸軍の『恤兵』は軍人による編集だったのか、素人くさい
ものだったらしい。
それで海軍は、発行はあくまでも海軍恤兵部だったが、編
集等は民間に任せた。
戦線文庫編纂所は当初、東京市日本橋区呉服橋ニノ五 春
秋ビル四階にあり、第六号から興亜日本杜・戦線文庫編纂部
として東京市麹町区内幸町二ノ二に移っている。
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ムを巻き起こしていた。
大衆文化においても、同じような現象が見られた。流行歌
界では、
「日の丸行進曲」と「雨のブルース」が流行し、映画
異なる傾向がまだ併存しえたのである。

では「五人の斥候兵」と「愛染かつら」の大ヒットという、
しかし、当時の様子を『文藝春秋七十年史』
（註７）から眺
めると、昭和十三年とは、
《まさに雑誌ジャーナリズムが大転
換したとき》だったのだ。
出版界の幹部の中には、時代の変化を感じとった者もいた

聞・雑誌が整理統合》が行なわれたのであった。よいことな

ど、あまりない。僅かな収穫と言えば、五月から連載の始ま

った横光利一の「旅愁」くらいのものであろう。

(

)

そのような時期に菊池は、
『戦線文庫』にどんなものを書い

一号（昭和十三年九月）から七号（十四年三月）までは毎

ていたのだろうか？
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ようだ。
『戦線文庫』創刊の少しまえ、文芸春秋社社主の菊池
寛は密かに手を打つ。
当時、文藝春秋社から独立したモダン日本社にいた笠倉寧
『戦線文庫』立ち上げのため、同僚の大島
之 のち矢崎姓 は、
敬司らとともに海軍省に出向を命じられた（前掲の註５に同
じ）のである。
さらに海軍省の奨めにより、
十四年六月には新雑誌
『大洋』
を創刊し、
『文藝春秋』自体も、少しずつ時局追従雑誌になっ

以後は欠号も含めて飛び飛びになり、太平洋戦争（註８）開

号掲載しているが、八号は休筆している。九号（同年五月）

写真をご覧頂きたい。昭和十四年四月号以降は、創刊二号

概略を眺めておこう。

始時にも書いていないが、総数から言えばトップである。

そして十一月には、
《用紙統制が強化され、
（第一次の）新

ら消えている。

以来続いていた「菊池寛編輯」の字が、
『文藝春秋』の表紙か

てゆく。

『文芸春秋』昭和 14 年５月号
表紙から「菊池寛 編輯」が
消えている

現代小説「結婚易学」
、四号・純情小説「富士の青空」
、五号・

一号・純情小説「兄と妹」
、二号・英傑小説「策略」
、三号・

田正吾主演で載っている。

度悲劇」の角書を付けた「ナリン殿下」が、橘外男原作・島

和十四年十一月）に、
「排英芝居映画陣」の一つとして、
「印

なお橘の直木賞受賞作に関しては『戦線文庫』第一三号（昭

論』
（註９）に詳しい。

純愛小説「見合結婚」
、六号・映画小説「女性の戦い」
、七号・

いたのであろうか。

）は、昭和九年一月から

それでは当時の日本社会には、どのような雑誌が流通して

線文庫』に載ることはなかった。

その後、橘の無惨絵的実話小説は諸誌に掲載されるが、
『戦

純愛悲苦「結婚天気図」
、八号・休、九号・純愛小説「美しき
結婚」
、一〇～一三号・休、一四号（十四年十二月）
・陣中傑
（十四年十
作読物「武士道今昔談」
、
『戦線文庫 慰問読物号』
二月）
・忠勇義烈「楠木正成」
、一五～一六号・休、一七～二
四～二五号・休、二六号・戦国女性「忠興とその妻」
、二七号・

三 戦中の諸雑誌

比較的馴染みの多い平凡社（注

十年五月まで『陸軍画報』を出していた。これは陸軍発行所

発行の『陸軍』を改題継続したもので、平凡社の『陸軍画報』

は、四六倍判・九六頁が定価五〇銭で売られていた。一七冊

出したあと、陸軍画報社発行となっている。

これとは別に『北支画刊』が、昭和十三年四月から十四年

頁のものが、平凡社より三〇銭で発行されている。

三月まで一二冊、満鉄北支事務所で編集した四六倍判・三二

雑誌の統合・廃刊等が目立つのは、やはり太平洋戦争開始
後である。
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一号・欠、二二ｓ号・休、二三号・読物「事変と武士道」
、二
休、二八号（十六年二月）
・読物「楠氏ゆかりの女性たち」
、
二九～三七号・休、三八号『銃後読物』も休。
その後、欠号もあるが四三号（十七年五月）に「特別攻撃
隊に寄する言葉・国史にその比なし」を，四四号に「南洋と
日本人先駆者」を、五三号（十八年三月）に「いくさとおん
な」を書いている。
ここで話を『戦線文庫』の創刊時点に戻すと、同じ月に橘
そ と お

外男（一八九四～一九五九）の「ナリン殿下への回想」が直
きちがいおとこ

木賞を受賞している。これは実名だが、橘外男と読む者もい
る。彼の実話小説等については谷口基の『戦前戦後異端文学

10

それぞれの雑誌がそれぞれの運命のもと、いろいろなエピ

童文学・女性雑誌、特殊なもの（短詩型文学等）は除外し、

芸術（映画演劇、音楽等）
・経済（
『ダイヤモンド』等）
・児

『改造』
（改造社）
、
『科学朝日』
（朝日新聞社）
、
『科学知識』

主なものを五十音図順に列記してみよう。

参謀本部ソ連担当課将校の発案で始まったと言われるこの

（科学知識普及会）
、
『科学文化』
（刀江書院）
、
『現代』
（大日

）は、まさに世界

ソードを残しながら明滅していったのだが、昭和十七年から
約三年間発行された『ＦＲＯＮＴ』
（注

外国向け宣伝誌は、日本の余裕を示すのが目的だった。した

本雄弁会講談社）
、
『講談俱楽部』
（大日本雄弁会講談社）
、
『公

級の、異色の存在だった。

がって最初に出す号は、陸軍の軍事力をテーマにしたものだ

世界社）
、
『実業之日本』
（実業之日本社）
、
『週刊朝日』
（朝日

『時局雑誌』
（大陸・改題、改造社）
、
『実業之世界』
（実業之

論』
（第一公論社）
、
『琥珀』
（琥珀社）
、
『思想』
（岩波書店）
、

ところが太平洋戦争が始まってみると、海軍の戦果があま

ったらしい。
りにも派手だった。それで急遽、創刊号を「海軍号」として

『新青年』
（博文館）
、
『新太陽』
（モダン日本・改題、新太陽

新聞社）
、
『週刊毎日』
（サンデー毎日・改題、毎日新聞社）
、

余談になるが、映画『ハワイ・マレー沖海戦』で見せた日

社）
、
『新潮』
（新潮社）
、
『新文化』
（セルパン・改題、第一書

発刊することになったという。
本の特撮技術は、世界に冠たるものであった。もっとも『Ｆ

読売』
（月刊読売・改題、読売新聞社）
、
『祖国』
（北潮社）
、
『大

房）
、
『新若人』
（欧文社）
、
『生活科学』
（毎日新聞社）
、
『青年

洋』
（オール読物・改題、文芸春秋社）
、
『探検』
（朋文堂）
、
『知

ＲＯＮＴ』創刊当時、すでに日本の資材は欠乏していた。写
ト印刷で各国語の文字を刷り込んだのだが、グラビア印刷に

性』
（河出書房）
、
『中央公論』
（中央公論社）
、
『日本』
（大陸講

真だけをグラビアで刷ったあとに、同系色インキのオフセッ
必要なカーボンチッシュは輸入品が入らなくなったので、手

社）
、
『文化』
（岩波書店）
、
『文化評論』
（鴨書林）
、
『文学界』

の出』
（新潮社）
、
『富士』
（キング・改題、大日本雄弁会講談

談社）
、
『日本評論』
（日本評論社）
、
『話』
（文芸春秋社）
、
『日
）や『戦時下の雑

）であったが、この時期に出て

製で作りながら製版したという。
これまた優れた技術（注

いた雑誌を『昭和大雑誌・戦中篇』
（注

（文芸春秋社）
、
『文芸』
（改造社のち河出書房）
、
『文芸首都』

(

)

（文芸首都社）
、
『文芸春秋』
（文芸春秋社）
、
『文明評論』
（ぐ
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11
13

12

を参考に、週刊誌については『週刊
14

）等を見て調べた。

誌 その光と影』 注
誌五十年』
（注

15

ろりあそさえて）
、
『漫画』
（漫画社）
、
『明朗』
（春陽堂）
、
『雄
弁』
（大日本雄弁会講談社）
。
誌名が並んで退屈だが、しばらくご辛抱頂きたい。
国策・軍部との濃厚な関係が感じられるものには、
『海軍』
（大日本雄弁会講談社）
、
『現地報告』
（文芸春秋社）
、
『国防国
民』
（時局月報社）
、
『時局情報』
（毎日新聞社）
、
『時局雑誌』
（大陸・改題、改造社）
、
『征旗』
（日本報道社）
、
『満州評論』
（満州評論社）
、
『陸軍の友』
（陸軍の友社東亜堂）
、
『若桜』
（大

すさ

ング改題 富士』の絶叫」という節を設けているが、もっと荒
まじい悲劇もあったのである。
四 横浜事件への道と周辺

大雑把に言うと、
『戦線文庫』に載っている小説は大衆小説

であり、記事は娯楽記事だ。硬い論説の掲載されている総合
たとえば『中央公論』
（注

）は、西本願寺系の普通教校

雑誌とは、ニュアンスが違う。

線文庫』にもたびたび書いており、
「南海の鯱」
（一四号）
、
「新

太郎の怪奇小説「巴奈馬朋次郎記」が出ている。小栗は『戦

写真は昭和十四年の『改造』十一月号で、これには小栗虫

もっとも、因縁を着けようと思えば、どうにでもなる。

るが、
『改造』とても共産党系ではない。

創刊されると、
『中央公論』は中道路線と見做されるようにな

大正八（一九一九）年、より進歩的な総合雑誌『改造』が

リードし、小説欄は新人作家の登竜門となった。

龍之介や菊池寛を起用し、吉野作造の政治評論等は言論界を

以後、徐々に宗教色を失い、明治末入社の滝田樗陰は芥川

で、明治三十二（一八九九）年に『中央公論』に改題した。

（龍谷大学の前身）の学生有志が作った『反省会雑誌』が基

17

宝島綺談」
（二六号）
、
「颱風グアムにあり」
（三〇号）
、
「ウク
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日本雄弁会講談社）などがあった。
これらの中で、かすかな記憶に残っているのは、講談社の
『キング』という雑誌がなくなったことだった。
講談社という名前は、
『少年倶楽部』などで知っていた。当
時の正式名称が「大日本雄弁会講談社」だったということな
どは、大きくなってから戦後知ったことである。
『キング』が
『富士』に変わった経緯を知っているわけでもなかった。
じっさいは昭和十八年二月号が、戦前最後の『キング』に
なったのだが、これに替った『富士』の印象はうすい。表紙
がどれも同じような女性の顔だったり、もしくは戦闘場面だ

）の中で「
『キ

ったりしたせいか、
『戦線文庫』との区別もつかぬまま脳裡に
納まっているのだ。
後年、佐藤卓己は『
「キング」の時代』
（注

16

ライナの女密使」（三五号）
などで、
特に問題はない。

）によると、
《弾圧は左翼

）されるのである。

竹内良知の『昭和思想史』
（注

筆禁止者名簿に内示（注

この馬場がのちに、昭和十六年二月における内閣情報局の執

ところが他方、馬場恒吾の「戦争と外交」が載っており、

『改造』昭和 14 年 11 月号
馬場恒吾らの「外務紛争批評」
が掲載された

置したことから始まる（注

）
。

世界経済調査会主事の川田寿と定子夫人を、逮捕し横浜に留

横浜事件は昭和十七年九月十一日に、神奈川県特高警察が

てゆくのである。

の滝川事件などを挙げているが、やがて横浜事件へと発展し

だけでなく、自由主義思想にもむけられ》たとし、京都大学

19

18
20

これとは別途に同月十四日、警視庁は評論家の細川嘉六を

逮捕した。彼が『改造』八～九月号に書いた「世界史の動向

と日本」が、陸軍報道部の少佐により「共産主義を煽動する
もの」とされたからである。

とまり

この二つは関係なかったが、そのあと逮捕した満鉄社員の

家から、細川が出版記念もこめて富山県氷見市 泊 の紋左旅館
で接待した時の集合写真が出てきたので、特高は「共産党の

この写真には『改造』や『中央公論』の社員も写っており、

再建を協議する泊会議」というストーリーを書き上げた。

岩波書店や新聞社にも出席者がいたので、広い範囲から逮捕

者が出て拷問を受ける。結局、逮捕六〇名、有罪三〇名、死
亡四名だった。

昭和十九年七月十日、情報局は中央公論社と改造社に自発

的廃業を指示し、両社は月末に解散した。以下、八月からを
戦中・末期と呼ぼう。

戦中期における『改造』への執筆者には、乾信一郎、海野

十三（佐野昌一）
、江戸川乱歩、大田洋子、小栗虫太郎、尾崎

士郎、芹沢光治良、火野葦平などの名も見られる。左翼と決
めつけられ者はいない。

先述の小栗虫太郎は、昭和十六年十一月に陸軍報道班員と
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でなく戦中における雑誌の写真もたくさん出てくる。

もちろん『中央公論』や『改造』も戦後は復刊するのだが、

してマレーシアのクアラルンプールに派遣され、十七年十二
月に帰国した。井伏鱒二と同じコースである。井伏は「遥拝

そこへゆくまでの被害は大きった。太平洋戦争が始まる少し

）
。

出版界でも理系の雑誌は、政治評論や純文学に比べると、

集められたものだ。

等師範の付属中学には、理科系の特別学級が作られ、英才が

戦争・太平洋戦争中も、始めの間は徴兵の延期があった。高

理科教育は戦争のたびに重要視されるようになり、大東亜

算が始まり、理科教育も末席に加わった（注

読み、書き、そろばん式の寺子屋教育が明治になると、筆

五 理科と『戦線文庫』と作家

うに応えたのであろうか。

それでは軍部は執筆者たちに何を望み、作家たちはどのよ

時代になったような気がしないでもない。

るのだが、
「恤兵」という呪文によってお寺の鐘まで献納する

兵金とは別に、碑や絵の献納、慰問団の派遣などが記してあ

には「海軍恤兵日記」というコーナーが現れた。これには恤

日本軍がガダルカナル島から撤退した頃から、
『戦線文庫』

れていた。

まえには、伊藤久男・霧立のぼるの歌う「国民恤兵歌」が流

隊長」のような名作を残すが、六ヵ国語を操る小栗は、憲兵
）という。

帰国後の小栗は、長野県中野市で菊芋から果糖を取る仕事

を批判して怯まなかった（注
を始めた。これは陸軍省や理化学研究所が失敗した企画だが
はじめ

小栗は成功し、星製薬に製造権を譲渡した。社長の星 一 は、
ＳＦ作家・星新一の実父である。二十一年二月に、四十五歳
で小栗が死んだ時、親友の海野十三は、
雪折れの音凄まじや大桜

）であろう。彼が海軍報道班員として従軍した頃に

おそらく海野十三は、戦中期に最も多方面で書きまくった

と詠んで、彼の死を悼んだ。
人（注

は、まだ「ＳＦ」という言葉はなかったが、もろもろの刊行
物に書いた作品は、まさにＳＦないしＳＦ的な作品だっだ。
『戦線文庫』では、
「月給袋と掏摸」
（一三号）
、佐野昌一とし
て「こんな兵器はどうでせうか」
（二五号）
、
「狂猫病事件」
（二
九号）
、
「爆撃下の重慶」
（三六号）などである。
）には、戦後だけ
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21

福島鑄郎の『雑誌で見る戦後史』
（注

23

24

22

り、大衆文学という場合、時代小説が主体となる（注

）こ

とが少なくないが、
『戦線文庫』の場合は慰問誌のせいか現代

物、冒険物が多い。漫才や浪曲が作品として入っていること

号」を一四

執筆作家の中で、頻度からすれば菊池寛がトップだが先述

も特徴である。

した。水島洋は創刊号から、防諜小説「上海Ｘ

号まで連載している。この二人を除外して、あとは五十音図
順に並べてみよう。

秋田実、乾信一郎、岩田豊雄、宇井無愁、海野十三、大田

郎、片岡鉄兵、加藤武雄、川口松太郎、川端勇男、菊田一夫、

洋子、大庭さち子、大林清、小栗虫太郎、大仏次郎、尾崎士

吉川英治、木村荘十、邦枝完二、小島政二郎、佐々木邦、笹

の科学未来記」
、十七年七月には「海底『空母』探訪」という

藤浦洸、藤沢恒夫、真杉静枝、美川きよ、湊邦三、椋鳩十、

清二、長谷川伸、浜本浩、林房雄、林芙美子、深尾須磨子、

村武羅夫、納言恭平、丹羽文雄、野村愛正、野村胡堂、土師

敏彦、辰野九紫、玉川一郎、堤千代、徳川夢声、中野実、中

本寅、子母澤寛、白井喬二、城昌幸、高田保、高見順、竹田

いる。また、十九年三月号には山岡荘八の「海軍機雷学校」
、

角田喜久雄、久生十蘭、南洋一郎たちがいる。彼らは登場し

欠号の部分に出るかもしれない作家としては、
大下宇陀児、

吉屋信子、蘭郁二郎、鷲尾雨工、渡辺啓助

村上元三、森田たま、耶止説夫（のちの八切止夫）
、山岡荘八、

記事が、同年八月は高野信之の「剣道の精神と科学」が出て

その頃の『戦線文庫』は、十六年十一月号には中正夫の「空

ど高価ではない。

写真は昭和十八年の十一月号で、ＳＦ的な興味を起こさせ

圧力は少なかったように思われる。

25

四月号は志村つね平の「海軍工機学校朗らかだより」など、
メカじみたものが載っている。
しかし、慰問雑誌が要求するのはあくまでも大衆小説であ
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27

る部分もある。Ｂ５判九四頁で図や写真も多いから、それほ

『科学朝日』昭和 18 年 11 月号
「精密機械と兵器」で
近代戦をしめしている

～一九七六）は、もともと探偵作家だが、捕物帳や時代小説

号）
、
「蘭語ほどき」
（四五号）
、
「鉋くず詮議」
（五一号）
、
「唐

敷」
（十五号）
、
「くろがね小唄」
（３十号）
、
「黒船悲願」
（三四

てもおかしくない人たちである。
時代劇作家としては、
のちに大御所となる吉川英治はじめ、

物屋くづし」
（五三号）
、
「闇の唄声」
（五五号）
、
「富士晴れ」

を書いている。
「捕物秘帳・行安くずれ」
（一三号）
、
「隠れ屋

実力の書き手を揃えていた。

なお、雑誌『新青年』所縁の作家と『戦線文庫』に関して

転進した探偵作家は多かったのである。

な話だが、秘境小説・冒険小説・スパイ（軍事探偵）などに

探偵小説は「不可」でも捕物帳なら「可」というのは奇妙

（六五号）
、
「斬らず剣法」
（七七号）などである。

川口松太郎、子母澤寛、土師清二、長谷川伸など、安定した
白井喬二（一八八九～一九八〇、本名・井上義道）は大衆
文学の理論的指導者であり、
『富士に立つ影』などの名作を残
したが、
『戦線文庫』でも手堅い仕事をしている。
湊邦三（一八九八～一九七六）は、終戦直後に愛国者・海
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野十三が自殺しようとした時、それを止めた友人だ。時代小

）
。

笹本寅、納言恭平も頑張っており、摩耶三郎の武道物、鷲

は、別の研究誌に発表している（注

（四号）
、
「帷子兵内」
（一一号）
、
「荒れ海」
（三三号）を載せ、

尾雨工の時代小説も時に目に触れる。
昭和十八年以降頃から、

説が主だが、現代小説も書いた。
『戦線文庫』には「武士道」
「海軍占領各地域報告座談会」
（五四号）には、海軍報道班員

「遠くの親類」
（六六号）などがあった。

作家・劇作家で落語研究家だった。「赤ちゃん合唱」（三三号）
、

宇井無愁（一九〇九～一九九二、本名・宮本鉱一郎）は、

線文庫』に載っている。

子文六）が、映画物語「海軍」
（六三号）の原作者として、
『戦

現代小説では、岩田豊雄（一八九三～一九六三、筆名・獅

大仏次郎、加藤武雄は、時代・現代が半々くらいだ。

邦枝完二の活躍が目立つ。

詩人で戦後に『宝石』の編集長になった城昌幸（一九〇四

のノンフィクションに、いいものがある。

矢留節夫）は、
『戦線文庫』に南進物を書いているが、歴史物

耶止説夫（一九一四～一九八七、別名・矢切止夫、本名・

ている。

（三五号）の他、海洋小説「南海の季節風」
（三八号）も書い

線文庫』には時代小説の「紅染め狂言」
（二四号）や「海の風」

村上元三（一九一〇～二〇〇六）は長谷川伸の弟子だ。
『戦

（作家）として出席しバリ島の報告をした。

26

が、
『戦線文庫』には「海の勇者」
（二五号）を出している。

尾崎士郎（一八九八～一九六四）は『人生劇場』で有名だ

ドイツ兵隊」
（三五号）
、
「白衣の勇士と愉しき一とき」
（四五

生徒として人気を博した柔道家だ。
『戦線文庫』では、
「夢と

教室」の石黒敬七（一八九七～一九七四）は、レギュラーの

だった。東京外語仏文卒で、戦中と戦後の二度、直木賞候補

玉川一郎（一九〇五～一九七八）も「とんち教室」の常連

号）などを書いている。

ユーモア作家の佐々木邦（一八八三～一九六四）は、少年
時代によく読んだものだが、
「デブの航行」
（二号）
、
「波濤を
越えて」
（五号）
、
「海兵」
（五六号）などを載せている。
昭和十五年は紀元二六〇〇年の年で、
『戦線文庫』は建国二

元祖マルチタレントの徳川夢声（一八九四～一九七一、本

になった。

いた中村武羅夫（一八八六～一九四九）の従軍小説「南支の

の初代理事長で、
「酒雷原」
（二号）を書いている。

名・福原駿雄）は、日本放送芸能家協会（現・日本俳優連合）

月号なるものを発行した。これには『新潮』の編集長をして
花」や、戦後の文壇をリードした丹羽文雄（一九〇四～二〇

脚本家の中野実（一九〇一～一九七三）は、誌上封切映画

小説「裁かるゝ女」などを載せている。

）のこと

冗長になるのを防ぐため、一部の作家や女流作家は割愛し

たが、海洋と北方をテーマにした寒川光太郎（注
は記憶に留めておきたい。
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〇五）の海浜小説「朝夕」が載っている。
浜本浩（一八九一～一九五九）は、昭和十三年に「浅草の
灯」で新潮社文芸賞を受賞。中間小説や時代小説で活躍した
が、
『戦線文庫』では「銃後の花」
（四号）
、
「遡江艦隊の勇士
諸君へ・随想」
（九号）
、
「前線慰問団」
（五七号）など、現代
物を書いている。
動物作家の椋鳩十（一九〇五～一九八七、本名・久保田彦

彼は同人誌『創作』一号（昭和十四年七月）に載せた「密

猟者」が第一〇回芥川賞（昭和十四年下半期）を受賞し、一

風帯」
（三三号）
、
「南支印象記」
（三五号）などがある。
『海峡』

躍脚光を浴びた。
『戦線文庫』には「海鳴り」
（二八号）
、
「暴

（昭和十九年）など、単行本となった長篇も少なくない。

（昭和十五年）
、
『北風ぞ吹かん』
（昭和十七年）
、
『波未だ高し』

漫才作家の秋田実（一九〇五～一九七七、本名・林広次）

戦後のＮＨＫラジオ第一放送のバラエティー番組「とんち

登場している。回数は菊池寛級だ。

は、傑作漫才「かたな論」
（九号）ほか、少なくとも一四回は

穂）は、山窩物も書いている。

27

ば分かるのだが、多数の従軍記者の中には大政翼賛迎合型の

好みに従って書いたのだ。それは戦後の彼の書きざまを見れ

寒川は海軍の希望に合わせて執筆したのではなく、自分の

十銭である。村上松次郎の描く表紙絵「哨戒」に、
「海軍の国

和十九年八月一日発行）は、発行所が興亞日本社で定価が四

その頃の国内向け『戦線文庫 銃後読物』通巻七十巻（昭

薬口に甘し」
、佐々木邦の「海兵」などだ。

明朗闊達小説集は鹿島孝二の「漫談水兵」
、宇井無愁の「良

輸笑船団、明朗海洋辞典もあった。

夫の漫画「海だ、男のゆくところ」や、決戦川柳漫画、決戦

海運画信「戦う港湾と船」は、村松乙彦の絵と文で、杉柾

兵器と空襲決戦」は無人機の話である。

一先ず正論を述べており、庄田満州五郎海軍少佐の「新電波

海軍大佐の高瀬五郎は「直視せよ、内南洋の制海権」と、

後はたのし」などであった。

の海」
、
「輸送戦線異常なし」
、
「戦地もたのし」
、
「決戦調・銃

原色版の口絵は辻村八五郎の「暴風来」で、畫報は「決戦

中将・妹尾知之と報道班員・柴田賢一である。

これに対応する「海上輸送決戦問答」は海運總局長官海軍

撃滅などという難解な言葉が目に入る。

に侵攻されたことが記され，海上要員の補充とともに、醜虜

巻頭言は「重大戦局と海上輸送決戦」と題して、サイパン

内容を瞥見してみよう。

民大衆雑誌」
、
「海の記念日特輯」などと印字してあるから、

そうした人たちも交え軍・官・民は、どのような戦中末期

人たちもいたことだろう。
を送っただろうか。
六 戦中末期の悲劇
昭和十九年七月十八日に東条内閣が総辞職し、二十二日
に小磯内閣が成立した。
米軍の侵攻により、サイパンの守備隊は七月七日に全滅、
テニアン島の日本軍は八月三日に全滅している。
学童集団疎開の第一陣が上野を出発したのは八月四日であ
り、この日閣議は、国民総武装を決定した。竹槍訓練が本格
化し、戦争は末期的症状を呈してきた。
その頃の標語は「鬼畜米英」
、
「進め一億火の玉だ」などで
ある。私は呉一中の一年生、動員はすでに始まっていた。
灰田勝彦の「ラバウル海軍航空隊」は軽快だったが、波平
暁男の歌う「轟沈」には、どこか憂いの響きがある。長髪・
髭面に半長靴を履いて帰港する潜水艦乗りの姿には、なんと
も言えぬ悲壮美があった。
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頁だから、前線に送られた非売品の、狭義の『戦線文庫』に

短歌・俳句・俚謡の投稿欄もあるが、なにぶん全体が六二

２０）が、被弾戦死となっている。

るところを聞かれ、
Ａにより軍刀で串刺しになり殺された
（註

隊軍医長のＭ大尉が、設営隊指揮官Ａ大尉の悪口を言ってい

軍紀の乱れもあるが、人を人とも思わぬ士官の態度には、

帝国軍人の悪い面が感じられないであろうか。

この時期の『戦線文庫』といえば七七号（三月一日発行）

で、鶴見祐輔は「特攻魂に続く一億」を書いている。

その時、私は『戦線文庫』の恤兵部発行という言葉が、ひ

日清戦争・日露戦争時代の日本軍には、武士道も騎士道も

どく気になりだした。恤兵金という献金へも疑問が湧いた。

あったような気がしたが、あれは幻影だったのだろうか。

日清・日露戦争の際にも日本の民衆は軍隊に対して、献金

をしてきた。私が生まれた昭和六年には満州事変が始まった

が、在満部隊に鉄兜がないことを知った民衆は鉄兜用の恤兵

金を拠出した。その誠意の純粋なることは疑わない。

しかし、市民社会の成熟を待つことなく、政府高官たちが

持っている「恤」
（憐み）の対象を見抜けぬまま、政府の主導

する富国強兵策に踊らされた日本の社会が
「恤兵」
に共鳴し、

）を問うとともに、
『戦線文庫』等の背

国民恤兵歌、恤兵絵葉書、
『戦線文庫』の恤兵日記――戦争

それが敗戦へと導いたのではあるまいか。
文学とは何か（注

後にある戦中文化を洗い直す必要があるのではないか、と思
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比べると見劣りがするのではあるまいか。

そうこうしている間にも戦局は悪化の一途を辿り、いろい
ろな悲報が相次いだが、次に述べる話は殊のほか嘆かわしい
ものである。
すなわち『蓬瀛に眠る医師たち』
（前掲書）によれば、昭和
二十年三月四日、ミクロネシアのポナペ島において酒気を帯
びていたＵ軍医大尉は、
設営隊長により軍刀で殺害されたが、
戦傷死とされている。
また、同月二十三日にはフィリピンのバライにおいて設営

28

『戦線文庫 銃後読物』
昭和 19 年８月号
戦意高揚的表現が見える

うのだった。
おわりに
冒頭で触れた『蓬瀛に眠る医師たち』の「悲劇の島々に眠
る医師たち」の章には、第一航空艦隊司令長官角田寛治中将
が打たせた次のような電文がある。テニアン島における日本
軍の組織的抵抗が終わる三日まえ、昭和十九年七月三十一日
のものだ。
《今ヨリ全軍ヲ率イ突撃セントス 機密書類ノ処置完了》
この中には『戦線文庫』もあったのではあるまいか。でな
ければ、戦利品の中に見付かったはずである。こうして『戦
線文庫』は、姿を消したのであろう。
軍医たちの中には元・文学青年もいて、大衆雑誌たる『戦
線文庫』には目もくれない人もいたかもしれないが、楽しく
読んだ人もいただろう。
あるいは、
『戦線文庫』は読まないが『くろがね叢書』は読
んだ、という軍医や家族がおられたかもしれない。
戦中の大衆雑誌を読み通すには、私はまだ幼すぎたが、あ
る程度はリアルタイムの記憶もあるし、現存の資料と照合す

れば、ある程度は当時の状況を推測できるかとも思う。

たとえば『戦線文庫』の場合、銃後版のほうが前線版より

戦意高揚的ニュアンスが強く、民間雑誌もまた大政翼賛・戦

これを敷衍すると、国民を戦争へ駆り立てたのは出版ジャ

意高揚的なのである。

ーナリズムだと言えるかもしれない。

ただし、体を張って正論を述べた人もいたわけで、たとえ

ば『毎日新聞』の記者は、
「竹槍では間に合わぬ」と航空機の

増産を訴えただけで東条首相の逆鱗に触れ、懲罰として陸軍

に召集さされた。これは親ソでも親米でもなく、国賊・非国

民的なところはどこにもなかったのだ。

むしろ問題なのは過度の精神主義と人命軽視であり、本来

合理主義を信条としているはずの海軍において、体当たりの

大西瀧次郎中将ほか二名だったというのは、はなはだ遺憾な

特攻作戦が、フィリピン方面の第一航空艦隊司令長官だった

ことだったと言わねばなるまい。

私は、日本国にも軍隊は必要だと思っているが、満蒙開拓

移住者に対する旧関東軍の所業を読むと、新しい国防軍に対

ともあれ、資料の保全は緊急の要務である。それは蓬瀛に

するシビリアン・コントロールは殊のほか重要であろう。

眠る医師たちへの、供養の一つとも思われるのである。

- 72 -

（掲載した写真はすべて著者の所蔵物を使用しましたが、
『戦線文庫』や幻の『くろがね叢書』についての情報を
お持ちの方がおられましたら、是非、ご一報下さい）

【注】
１ 伊藤貞男『蓬瀛に眠る医師たち（戦没海軍軍医史）
』日本医事新
報社、平成元年十一月。
（蓬瀛とは、蓬莱、瀛洲、方丈という神
仙の住む海中の三神山をいう。
）
２ 橋本健午・解説『
『戦線文庫』解説』日本出版社、二〇〇五年七
月。
３ 小川環樹、西田太一郎、赤塚忠・編『角川 新字源』角川書店、
昭和四十三年一月。
５ このあたりの記述は、橋本健午の『
『戦線文庫』解説』
（前掲書）

４ 天瀬裕康『ジュノー記念祭』
（溪水社、二〇一〇年八月）
。
を参考にした。
６ 横浜市立大学大学院都市社会文化研究科の押田信子は、
「長谷川
時雨と慰問雑誌」等の講演をしている。
十二月。

７ 文芸春秋『文芸春秋七十年史』文芸春秋、平成三（一九九一）年
８ 昭和十六年十二月八日に始まった戦争のことを、閣議は十二日に
「支那事変も含めて大東亜戦争と呼ぶ」ことに決めたが、ここで

は「太平洋戦争」を使っておく。

９ 谷口基『戦前戦後異端文学論――奇想と反骨――』新典社、
平成二十一年五月。

平凡社教育産業センター・編『平凡社六十年史』平凡社、

昭和四十九（一九七四）年六月。

多川精一『戦争のグラフィズム 回想の「ＦＲＯＮＴ」
』平凡社、
一九八八年五月。

市川家康『わかりやすい紙・インキ・印刷の科学』印刷局朝陽

小山敦彦『復録版 昭和大雑誌・戦中篇』流動出版、昭和五十

会、昭和四十三年七月。
三年九月。

高崎隆治『戦時下の雑誌 その光と影』風媒社、一九七六年一
二月。

野村尚吾『週刊誌五十年』毎日新聞社、昭和四十八年二月。

佐藤卓己『キングの時代――国民大衆雑誌の公共性』岩波書店、
二〇〇二年九月。

日本近代文学館・編『日本近代文学大事典 第五巻 新聞・雑

誌』講談社、昭和五十二年十一月。

関忠果、小林英三郎、松浦総三、大悟法進・編著『雑誌「改造」

の四十年』光和堂、一九七七年五月。

竹内良知・編『昭和思想史』ミネルヴァ書房、昭和三十三年十
一月。
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11

12

13

14

16 15

17

18

19

戸川猪佐武『素顔の昭和―戦前』角川書店、昭和五十六年十二

月。
九鬼紫郎『探偵小説百科』金園社、昭和五十年八月。

天瀬裕康「海野十三シンポジウム報告：海野十三作品と『銀の

鈴』書誌」
『
『新青年』趣味』第９号（二〇〇一年一二月）
。
福島鑄郎『雑誌で見る戦後史』大月書店、一九八七年四

月。
東京書籍株式会社社史編集委員会・編『教科書の変遷』東京書

中谷博『大衆文学』桃源社、昭和四十八年七月。

籍株式会社、昭和三十四年十一月。
この件に関しては『
『新青年』趣味』第一四号に、天瀬裕康「
『新

青年』と『戦線文庫』及び戦中諸誌並びに作家たち」として投稿
中である。
天瀬裕康「
《
「銀の鈴」と寒川光太郎》試論」
（
『すずのひびき』

三号、二〇〇五年五月、広島市立中央図書館内ぎんのすず研究会）
。
安田武『定本戦争文学論』第三文明社、一九七七年八月。
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20
22 21
23
24
26 25
27
28

戦中と戦後を繋いだ文士たち
渡辺 玲子

一般に比較文学論という場合、二国以上の文学の交流・影

響等を研究するのが普通で、一九世紀末のフランスで唱えら
れたものだという。

ヨーロッパでは地域により言語を異にする文学は少なくな

いから、それなりの存在意義はあったにちがいない。ただし

そこには、なんらかの共通するものとか、あるいは干渉・影

響などを抽出することが必要だったであろう。

比較作家論の場合は、伝記的研究に限らず、作家にまつわ

アと作家の関係などであろう。日本では佐々木基一が『東西

る様々な事柄が対象になる。作家と読者の関係とか、メデイ
(

)

比較作家論』 一九八六年 を書いている。

これに対し比較文化論のほうは、日本と外国の比較という

概念が、かなり明瞭に含まれている。現在、私たちの身の回

りにある、外国から借用あるいは受容したものと、本来的に

日本的なものとの峻別も含まれるだろう。

また、すでに遠くなった戦後・戦中の比較のみならず、あ

る程度は現在に似ている戦前を魏在と比較する補助線なのか
もしれない。

戦前と戦中の区切りは難しいが、盧溝橋事件や上海事変の

起こった昭和十二年の後半からを「戦中」としておこう。と

したら、戦争中の一時期だけにあった雑誌、海軍がスポンサ
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ーとなって発行していた雑誌・
『戦線文庫』は、すっぽり戦中

ることはなかったが、戦中期の児童雑誌を一瞥しておこう。

ノンフィクション作家の橋本健午は、著書『戦線文庫 解

『少国民の友』 小学館 、
『少女倶楽部』 大日本雄弁
聞社 、

ドモノヒカリ』 帝国教育会出版部 、
『週刊少国民』 朝日新

五十音図順に並べると、
『航空少年』 誠文堂新光社 、
『コ

) (

説』においてこの雑誌の創刊は昭和十三年九月、終刊は定か

(

でないが確認されている最終版は第七十七号 昭和二十年三

『少女の友』 実業之日本社 、
会講談社、以下、講談社と略す 、

)

そして出版社は興亜出版社で発行は
月 であると述べている。

『日本ノコドモ』 国民図書刊行会 、
『少年倶楽部』 講談社 、

(

海軍恤兵部、最盛期は一つの号で二〇〇万部出したが、出版

『若桜』 陸軍の友・改題、講談社
『良い子の友』 小学館 、

期に入る。

期間は約七年であったと記している。

(

(

(

( (

) )

) )

(

(

(

るが、児童雑誌界には『戦線文庫』が創刊されるまえから、

左の写真は、昭和十三年の『コドモノヒカリ』七月号であ

などである。

)

)

これに対して戦後の出版について、
児童教育雑誌
『銀の鈴』
を取り上げてみたい。
この創刊は戦後の昭和二十一年八月、広島児童文化振興会

多少は軍国調が入っていた、と推論できよう。

たしかに昭和十三年後半というと、「パーマネントはやめま

によるタブロイド判二頁だったが、翌年、広島図書㈱が引き
受けて学年雑誌にした。
『ギンノスズ』
、
『ぎんのすず』
、
『銀の

しょう」といったふうな標語が掲げられ、街頭には千人針を

(

)

(

)

義の走りといえよう。

五銭や十銭の硬貨を縫い付けることもあった。過度の精神主

日中戦争の起こった昭和十二年の後半には、すでに節約ム

ードは始まっており「一汁一菜」が唱えられていたが、十三

) ) )

千人針とは、弾丸よけのマジナイとして千人目標で、腹に

お願いする婦人の姿が目立ち始めていた。

の厳しい時代にもかかわらず最盛期に一二〇万部を超えてい

巻けるような長い白曝しに、瘤になるよう赤糸を縫い付けて

鈴』
、
『銀鈴』
、女学生向けの『青空』その他種々発行されてい

たともいわれている。しかし、昭和二十八年、広島を拠点と

貰うものである。死線 四銭 や苦戦 九銭 を越える意味で、

る。単行本の「ぎんのすず文庫」も出した。戦後の出版状況

する発行は終りを告げた。
これを『戦線文庫』と比べると、時代は戦争と平和、読者
は将兵と子どもと全く異なっているが、共通する部分もある
のではなかろうか。
特別な場合を除き、作家たちは、
『戦線文庫』に童話を載せ
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(

)

加藤武雄、水島洋 連載 、林二九太、子母澤寛らの名が並び、

勢である。

編集の特徴は娯楽性が強いことで、漫画特集や名せりふ集

があり、
〈大読物陣〉は講談、漫才、浪曲などで、柳家金語楼

女性としては女優陣が、
「頑張れ！ 皇軍の皆様」と黄色い

や廣澤虎造たちの名前が見える。

声をあげている。桑野道子、田中絹代、勝太郎、原節子、村

田千榮子、高峰三枝子、入江たか子たちだ。

閨秀作家はまだ顔を出しておらず、第二号で吉屋信子が、

誌上放送小説の「家庭日記」を載せているくらいである。
別号を発行している。

表紙は岩田専太郎、扉絵は藤田嗣冶で、大田洋子が現代小

『週刊朝日』秋季特別号
昭和十三年十月一日

これと同じ頃 昭和十三年十月一日 、
『週刊朝日』は秋季特

)

〈誌上封切映画小説〉として小島政二郎、林房雄、川口松太
郎、中野実らの名が加わる。詩は藤田まことや西條八十と豪
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(

創刊第一号の目次を見ると、
〈傑作小説陣〉として菊池寛、

ぎつい軍国調は出していない。

表紙は背景に軍艦がかすかに見える伊東顕の美人画で、ど

号が創刊されたのは、こうした状況のもとであった。

Ｂ６判で少し小さめに感じるが、海軍の『戦線文庫』第一

が強まり、国民生活は圧迫されてゆく。

年には「一菜主義」
「不買デー」などが標語となって、戦時色

『コドモノヒカリ』
昭和十三年七月号

説「青春の火かげに」を書いている。特記するほどのことも
ない恋愛小説で、時局の影響もあまり感じられない。
アメリカ映画の紙上封切も多数見られ、Ｂ５判、二〇〇余
頁の紙面は堂々たるものである。
やがて『戦線文庫』がＡ５判と大きくなったのに比し、戦
局の悪化に伴う紙不足により、民間諸誌は頁数を減少せざる
を得ない状況となったが、海軍を後ろ盾にもつ『戦線文庫』
は終戦の少しまえまで、一定の厚さを保つことができたとい
う事であろう。この間、作家三上於菟吉夫人で『女人芸術』
主宰者だった長谷川時雨がクローズアップされてくる。
『女人芸術』自体は昭和七年に廃刊となっていたが、いっ
たい「戦中」期には、どんな女性商業誌があったのだろうか？

カガヤ

を強めるのは、
戦前が戦中へ移行する頃だったと推測される。

彼女が主宰する女流作家集団「 輝 ク部隊」は小説や随筆
等を陸軍省に献納し、海軍には「海の銃後 慰問文集」
（昭和

この時の執筆者は四五名で四二件である。その他女性五人

十五年一月一日発行）を贈った。
『戦線文庫』特集号である。

の座談会もある。
長谷川時雨は大衆小説と小品を載せている。

『女人芸術』出身で最も有名になっていた林芙美子は、ここ

では詩を書いている。詩人としては竹内てるよ、俳句では松

野加壽女、演劇の山本安英、童話では横山美智子、児童文学

の村岡花子は随筆を書いた。小説は眞杉静枝、大田洋子や吉
屋信子は随筆を載せている。

)

(

(

) )

)

(

(

)

)

(

(

) )

(

(

) )

( (

田たま、吉屋信子は随筆を載せている。

小山いと子、林芙美子、眞杉静枝など粒がそろっている。森

書いており、その他小説は長谷川時雨をはじめ、円地文子、

執筆三八名、三〇件である。大田洋子が小説と随筆の両方を

号では、
青春雑話に九名、
オフセットやグラフは割愛すると、

を贈るなど活躍が目立つようになる。この『戦線文庫』特集

一年後、「海の勇士 慰問文集」（昭和十六年一月一日発行）

藝慰問・輝ク部隊評議員として出席している。

「輝ク部隊戦線慰問報告座談会」の頁があり、大田洋子は文

また、
『戦線文庫』の第二十四号 昭和十五年十月号 には、

(

女性雑誌としては、
『新女苑』 実業之日本社）
、
『主婦之友』
主婦之友社 、
『日本女性』 大陸講談社 、
『婦女界』 婦女界
『婦人朝日』 朝日新聞社 、
『戦時女性』 婦人画報・改
社、
『婦人倶楽部』 大日本雄弁会講談社 、
『婦人公論』 中
題、

『婦人日本』 東京日日新聞社 、
『婦人之友』 婦
央公論社 、
人之友社 などがあった。

児童雑誌は早くから軍国調の洗脳を受けた代りに、僅かな
がらも保護があった。しかし婦人雑誌には、あまり保護はな
かったように思われる。そして、長谷川時雨が軍部への傾斜
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また、この年四月十七日、大政翼賛会文化部の輝ク会文化

には少しレベルが下がったような感じがしないでもない。

には歌手の奥山彩子や豊島珠江も一筆書いているが、全体的

戦後の時間空間は、戦中とはまったく違ったものだった。

八月十五日の終戦がやって来た。

長崎に原爆が投下され、
ソ連は対日参戦で旧満州に攻め込み、

ともあれ昭和二十年になると、東京は大空襲を受け広島と

部を発展させた日本女流文学者会の設立が発表される。会長
となった長谷川時雨をサポートしたのは、円地文子、大田洋
その後、長谷川時雨の死と太平洋戦争の勃発、および戦局

子、真杉静枝たちだった。
の悪化により、「輝ク部隊」
は集団としての活力を失うが、
個々
の作家は執筆活動を止めなかった。

戦中末期に解散させられた雑誌の中で、
『婦人公論』や児童

の創刊も相次いだが、
そこには興味深い現象も起こっていた。

(

理由については会員の渡辺晋が、
『すずのひびき』創刊号 二
〇〇二年 に「戦後史の中の隠れた価値を探る」として述べて
)

いるが、
『戦線文庫』と『銀の鈴』諸誌の両方に書いた文士は
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雑誌『小学一年生』～『小学六年生』など次々と復刊、新規

一般的にいって、東京がダメになると地方の出版業が栄え

る。関東大震災の直後が、そうであった。

広島でも商業誌としては『郷友』等が生まれたが、特筆す

レーゾン

年雑誌がある。二〇〇〇年に研究会も立ち上がり、機関紙『す

べきものに、広島図書㈱発行『ぎんのすず』で代表される学

ずのひびき』を発行してきた。

広島図書については初めの部分で簡単に触れたし、存在

撤退し、雑誌名の『キング』が『富士』に変わった頃である。

すでに日本本土の空爆が始まり、日本軍はガダルカナルから

いないだろうかということである。

デートル

しかし、
『戦線文庫』はなお二〇〇頁を保ち、
「前線歌行脚」

右の
『戦線文庫』
第五十四号は昭和十八年の四月特集号で、

『戦線文庫』第五十四號
昭和十八年四月

広島図書㈱の支払う原稿料は高価であつた。当時は経済情
勢が悪く、文士の中には失業状態に苦しんでいた人がいたか
もしれない。意外と思われる文士までが寄稿しているのだ。
まず小説家では、
『新青年』の編集長だった乾信一郎、ＳＦ
先覚者・海野十三、この小論で名前の出た大田洋子、ユーモ
ア小説の佐々木邦、芥川賞作家の寒川光太郎、
『宝石』の編集
(

)

長になる城昌幸たちがいる。放送作家では伊馬春部 鵜平 、
条八十、竹内てるよ、三好達治、サトウハチロウは多くの詩

童話作家としては村岡花子や横山美智子がいた。詩人には西
を寄せている。織田幹男もスポーツ物を書いている。
写真は『銀鈴』昭和二十三年三月号で、この号には連載物
として、城昌幸の「暗号の裏」三回目が載っている。海野十
三は「火星市民」の六回目だが、この「火星市民」は、戦中
の『火星兵団』に繋がっている。
連載物といえば、大田洋子は『青空』に青春小説「春の泉」
を連載していた。原爆小説を書きながらである。この態度を
非難する者もいるが、私はそうは思わない。稀にみる多面的
な作家体質ではあるまいか。
現在のところ、大田洋子に関する書籍・文献類を最も多く
所蔵しておられるのは、平本伸之氏だと思う。彼は「ながく
生きたい、そしていい作品をいっぱい書きたい――一般作品

に見る、もうひとりの大田洋子」という論説を書いておられ

る。一般作品とは、非原爆作品の意味であろう。

その線を伸ばして頂きたいものだが、今回は作家論が目的

ではないから、結論へ急ぎたい。

始めにも述べたように、この小論の基になっている考え方

を少し別の言葉で言うと、
性質の異なる二つの濾過機の中を、

執筆者という粒子を含んだ液体を通して、濾過されて出てく

るものを調べてみようという、単純な発想である。

『戦線文庫』には欠号が多く、その中に重要な情報が潜ん
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『銀鈴』
昭和二十三年三月号

でいる可能性もあるから統計的な表現は控えるものの、両者
に執筆した頻度の高い作家は、海野十三と城昌幸であった。
これを別の言葉で表現すれば、ＳＦ作家とミステリー作家と
いうことになる。戦中の軍部が求めたものと、戦後の教育界
が求めたものの一部には、ＳＦ的・ミステリー的な合理性が
含まれていた、と言えるのかもしれない。
これは私にとっては意外なことだったので、反抗的に男性
を除外すると、大田洋子、竹内てるよ、村岡花子、横山美智
子という人選になる。童話作家や詩人は特殊なものとして更
に除外すると、大田洋子だけが残ってしまう。
文壇的には人気の悪い大田が選に残るのも意外だが、前述
したようにこれは研究や論考ではない。
ご不快を感じられた方は単なる随想と思って、読み流して
頂ければ幸いである。

ショーほど素敵なものはない

天瀬 裕康

There’s No Business Like Show Business

もう半世紀余りもまえになるであろうか、『ショウほど素敵

な商売はない』というアメリカ映画があった。

ウォルター・ラング監督の作品で、音楽はアーヴィング・

バーリンだ。ミュージカル『アニーよ銃をとれ』のためにバ

ーリンが書いた歌の曲名が、そのまま題名になっている。一

九三〇年代のアメリカ、旅役者の一家を巡る話で、出演はマ
リリン・モンロー他である

夫婦と三人の子どもでしているボードビリアンの一家――

長男は神父になると言い出し、次男はナイトクラブで受付と

歌手をしている女（マリリン・モンロー）に一目惚れして家

庭にヒビが入り、離散するが、やがて五人は再会し、あの女

も一緒に舞台に立ち、
「ショウほど素敵な商売はない」を歌い
上げるのであった。

、ほど素敵
これはたいそう評判になり、パロディー的に「賞
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、の
、はない」といった言葉が流行ったものだった。
なも
じつを言うとＳＦ関係では、渡辺晋も賞を頂いたことがあ
る。一九六三年四月、空想科学小説コンテストの次元テーマ
に「幻想肢」が奨励賞、六九年八月には、ファンジン（同人
誌）
『イマジニア』刊行の功績により、第五回日本ＳＦファン
ダム賞を頂いたのである。
しかしＳＦファンダム賞は二年後になくなり、星雲賞なる
ものに替った。
これは創作、
美術など多くの部門に分かれて、
日本ＳＦ大会の出席予定者の投票によって決まるのだ。

星雲賞は第四四回になるが、日本ＳＦ作家クラブ（会長・

東野司）の五〇周年行事として第二回国際ＳＦシンポジウム
も予定されていた。

広島市安佐南区の修道大学７号館の会場入口では、渡辺玲

子の背後右横にＳＦ作家クラブのロゴや説明文が出ている。

さて、ここでＳＦ大会「こいこん」と、その周辺を概括的
に報告しておこう。

二〇一三年七月二〇日（土）午前一〇時、国際ＳＦシンポ

ジウム開始。テーマは「二一世紀ＳＦの夢―自然・文化・未

来」で、司会は巽孝之（慶応大学教授）
。シンポジストはパオ

ロ・バチガルピ（米）
、パット・マーフィー（米）
、タヤンデ

ィエー・ドゥニ（仏）
、吴岩（中）
、荒巻義雄（作家、評論家）
、

内容は充実していたが、午後のＳＦ大会の手続きもあり、

高野史緒（作家、本名・井上久美子）の諸氏である。

天瀬裕康や渡辺玲子たちは、少し早目に失礼した。

同日午後――広島市南区のアステールプラザにて、一時よ

り必要な資料等一式の入った袋を貰う。その中にスーベニア

）が入っている。
ブック（ souvenir book
スーベニアブックとは、プログラムや会場案内等を入れた

プログラムブックのようなもので、永久保存の価値あるよう

に編集されたものだ。じつは天瀬裕康が書いた「広島ＳＦフ
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これまた後述のように無縁ではないのだが、今年（二〇一
三年）は広島
が開催地で、
第五二回日本
ＳＦ大会「こ
いこん
（愛称）
」
という。「こい」
は広島カープ
の鯉で、「こん」
はコンベンシ
ョン（大会）
の略である。

入口にて 左：天瀬裕康 右：渡辺玲子

ひし

も重要な時期である。そのせいか二年前の二〇一一年に、家

族連れで広島へ転居してきた。それで写真のようなスーベニ

アブックの表紙など、いろいろお世話になったわけだ。

さて一時半からは四階の大広間（和室）で、天瀬たちのト

ーク「広島ＳＦ今昔」が始まる。対談の相手は早川書房第二

編集部の阿部毅副課長、司会は東京創元社の小浜徹也編集部

次長で、終了後ちょっと、広島大学ＳＦ研ＯＢと名刺交換や
立ち話があった。

その夕刻は星雲賞の発表で、賞状と副賞「賀茂泉」の冷酒

だがよく考えてみると、すでに人類の文明は次の段階に入
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が渡される。受賞者中の海外短篇部門と自由部門（京都大学

ｉＰＳ研究所）は、天瀬の投票が当っていた。

翌二一日（日）は、本屋さんの出張販売やサイン会、一般

の講演などで賑わっていた。
大会の登録者は一二〇〇人だが、

公開プログラムとしてのＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）

公開企画の参加者を入れると相当な数になっただろう。

ＳＦ落語、アニメ・特撮ソング王決定戦あたりまでは着い

て行けるとしても、ＳＦ囲碁・チェスとなると分からなくな

るし、ネットラジオ・ゲームセンターなどでやっていること

申し遅れたが、彼は父親の仕事の関係であちこち転居して

っているのではあるまいか。紙に活字を印刷して文学だと思

は、並みの大人なら頭をかしげるかもしれない。

おり、幼稚園と中学・高校は広島で過ごした。精神形成に最

が一応終わるので、作家論なども載っている。

All those moments will be lost in time

今年の『ＳＦマガジン』一〇月号は、彼の連載コミック

京都出身の映像作家、漫画家その他いろいろの肩書がある。

のプログラムが犇めいているのだ。
このスーヴェニアブックの表紙を描いた西島大介氏は、東

ァンダム創設期のことなど」も載っており、全部で九〇ほど

表紙絵は西島大介氏

、芸
、とは、しかめっ面をして取り組む
うのはナンセンスだ。術
、
ものではなく、ゲーム感覚ないしゲーム理論の対象となるサ
、シ
、ン
、グ
、ではないのか？
ム
いささか錯乱気味になった時、古くからの仲間で、福岡の

しかった。そして、しみじみ思ったのである。

「賞ほど素敵なものはない」と。

酒瓶（副賞）のラベルは
天瀬裕康の原画による

法律家で九州ＳＦ同好会の主宰者だった松崎真治氏に会った
ので、一緒に小池真理・ひかわ玲子の「ファンタジー茶話」
を聞くことになる。
小池さんは日本ペンクラブでも各種の委員をしておられる
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才媛。ひかわさんの父上・渡辺茂は音楽評論家でＳＦ同人誌
『宇宙塵』の創立会員、叔父の渡辺剣次は日本探偵作家クラ
ブ書記長という名門で、お二人の討論は聞き応えがあった。
さて、大会が終わって後片付けも済んだあと、天瀬は星雲
賞副賞の冷用純米大吟醸「賀茂泉」七二〇ミリリットルを一
本拝受した。精米歩合四〇％、アルコール分一六度……そん
じつはこのラベルの原画は、天瀬裕康・絵だったのだ。縦

なことは、どうでもいい。問題はラベルなのである。
回
回日本ＳＦ大会こいこん」と印字さ

八センチに横一二・五センチの千切り和紙の上部に「第
星雲賞」
、下部に「第

44

これが今回の大会に多少とも華を添ええたかと思うと、嬉

れ、背景には六つの川を昇る鯉が描かれているのだ。

52

枯 葉

何処へ
行くのでしょうか

行くだけなのです

藤倉 一郎
ぼんやりしています

今日も一日は

見知らぬ国へ

あてもなく

何をする気にも

記憶の断片にもならずに

朝からわたしは

なれないのです

過ぎていきます

面倒です

散歩さえ

考えることも
予定をたてることも
気力がありません
勝手に時が流れ
わたしはその中に
ぼんやり漂っています

虫食いの枯葉のように

小川を流れる木の葉のように
沈みかけて
流れのままに
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天 国

こんな状態で生きていても

意味のないことは分かっていますが
すべての感覚が失われ

死ぬのも怖いのです

八十三歳もの高齢になって

すべて無に帰してしまうことが怖いのです

藤倉 一郎
元気でいようというのが

でもひょっとしたら

所詮 無理な話なのです
腰も曲がり 歩行さえ

天国があって

杖をついて歩くのがやっとです

そうです 天国があることを信じましょう

そう思うだけで幸せになれます

あのなつかしい人に会えるか知れません

不自由なのがふつうなのです

食欲はなく

誰がいなくても良い

何がなくても良い

夜中に目がさめて
そのくせ一日はあっという間に終わります

夜が無限に長く感じられます

耳も遠くなって

早く天国に行きたい

こんな惨めな人生より

天国であの人に会えるだけで十分です
誰も話相手にならず
考える力も

一日中沈黙しています
回想する力もなく
ただうとうとしています
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柳 壇
豊泉 清
再稼働次の津波が襲うまで
程々が善と悟って良い老後
丑の日に閑古鳥鳴く蒲焼屋
この夏は鰻が高値の花となり
会議後に酒と一緒に出る本音
酒の席多弁と寡黙で和を保ち
高齢化言わずと知れた老朽化
外圧で瑞穂の美田も荒れ果てる
飽食を粗食に替える老いの智恵
縄のれん酒が入ると愚痴が出る
厨房で亭主のエプロン板に付き
蝉しぐれ腹に泌み入る大ジョッキ
ビール腹禁酒をしてもへこまない
痩せぬはず低カロリー食三倍食ベ
血糖値無視すりゃ宴席盛り上がる

偶 威

吉元 昭治

仰いで見る 珍峰峨峨として聳え

俯して眺む深山幽谷湲水流るるを
春情を重ねること幾星霜
己に秋葉の落ちるを知る
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_

み

やま

みち

ひと

日、僕は名古屋の千種文化小劇場で開

海 山 道 人

渡辺歌子の「鶴」

月

渡辺歌子さんは、現在の日本における屈指のシャンソン歌

手であるが、あまり知られていない。とてもシャイなのと、

「稽古場大関」と呼ばれるほど、本番で実力を発揮できない

しかし、実際は決してそうではなく、ステージは「素敵」

（本人談）というのが理由のようである。

の一語につきる。すでに若いとはいいがたい年齢だが、歌に

対する情熱は人一倍のものがあり、聞き手を圧倒する。何し

渡辺さんは、２００３年以来、毎年この劇場でコンサート

さんの伴奏を得て、いつものように、二部構成のプログラム

この日も、ピアノの和田典久さんとキーボードの片桐一篤

ろ名前が「歌子」だから・・・。

を開いている。名古屋で「ジュネス」という小さくも暖かい

を情熱をこめて歌って行った。

しかし、僕がここで書きたいのは、このコンサートの素晴

らしさではなく、そのあとの出来事なのである。

曲を全力で歌い切り、アンコールに呼び出された彼女

は、言葉を捜しながら、
「東日本大震災で被災された人たちに

全

ギリシャ劇場のように、中心にステージがあり、客席がそこ

鎮魂の思いを込めて 歌います」と、一語一語噛みしめるよ

を見ながら、
悟りにも似た不思議な笑顔を見せて歌ったのだ。

前をゆっくりと廻りながら、そして一人一人のお客さんの目

っていた。しかし、今回は、軽やかに、にこやかに、客席の

この曲のテーマは重く、彼女はこれまでいつも情念深く歌

た。

から階段状に上っていくように作られており、舞台を見下ろ

じようにわずかだが辛そうなことを言うからだ。

事実、渡辺さんは、ここで歌うのが負担らしい。毎年、同

かもしれない。

いると言う圧迫感があり、歌うほうはプレッシャーを感じる

ステージに立ってみると分かるが、客席から見下ろされて

うに客席に語りかけ、最後の曲として「鶴」を選んだのだっ

千種文化小劇場は、名古屋市の吹上にあり、そのホールは

屋に呼び、この素敵な空間で歌ってもらっているのだ。

の歌をみんなに聴かせたいが為に、私財をさいて彼女を名古

雰囲気のピアノバーを開いている青木栄子さんが、渡辺さん

かれた渡辺歌子さんのコンサートを聴きに行った。

２０１１年
26

すかたちになっている。

18
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10

「３・

以降、私の中の何かが変わりました」という言葉

通り、確かに彼女の内側で何かが変わったと感じさせた瞬間
だった。
「鶴」は、ダゲスタン共和国の詩人ガムザトフが、広島の
原水爆禁止世界大会に参加し、千羽鶴を見て詠ったという詩
にフレンケリが曲を付けた名曲で、日本でもこれまで多くの
人によって歌い継がれてきた。戦争で、やむを得ぬ事情の中
で生を全うできなかった痛恨の思いをロマンに託し、空から
かつての仲間や家族へ呼びかけるという雄大な詞を、彼女は

月５日、渡辺さんは、再び名古屋に来られた。

後日譚

情熱をこめて歌っていた。これを鎮魂の歌と言わずして何と
言おう。

２０１３年

もちろんコンサートで歌うために、である。しかし、今回の

会場は千種文化小劇場ではなく、青木さんのお城である小さ

人ぐらいし

人以上の人が押しかけ、ぎゅうぎ

なピアノバー「ジュネス」で行われた、本当は
か入れない小さなお店に

18
唱であった。

渡辺さんが２回のコンサートで私たちにくれたメッセージ

彼女は３・

以降、同じ心を持って歌っているのだ。

して重すぎず、時に軽やかに、しかし、心に深くしみこむ歌

た。その鶴は、２年前と同じく、情熱は人一倍ありながら決

この日も彼女はコンサートの最後の曲として「鶴」を歌っ

が良く似合う。

彼女には、やはり大きな劇場でよりも小さなシャンソニエ

一語につきる。

ゅう詰めのなかで行われたコンサートは、やはり、
「素敵」の

30

を、全ての人に届けたいと思う。
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11

11

11

文芸特集号 執筆者一覧
安彦 洋一郎

神奈川県横浜市 （内科）

天瀬 裕康

広島県大竹市

（内科）

鈴木 啓之

埼玉県川口市

（皮膚科）

豊泉 清

群馬県高崎市

（産婦人科）

浜名 新

東京都杉並区

（内・脳外科）

藤倉 一郎

埼玉県北本市

（循環器科）

安田 修一

神奈川県横浜市 （内科）

山田 遼

東京都練馬区

（外科）

吉元 昭治

東京都小平市

（内科）

渡辺 晋

広島県大竹市

（内科）

渡辺 玲子

広島県大竹市

ご投稿ありがとうございました
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文芸部雑記
安井 廣迪

出来上がってみれば、総ページ数

ページと決して多くは

ないが、立派に「文芸特集号」の体裁が保たれている。これ

は、ひとえに「医家芸術クラブ」を愛してくださる方々に支

この「文芸部雑記」の欄には、これまでベテランの先生方

えられているからであるという思いを新たにした。

が執筆しておられ、どの先生も後継者の不足に対する危機感

をあらわにして書いておられた。

今、その危機が去ったわけではない。むしろ更に深まった

うな若輩者がこんなことを言うべき資格はないのを承知の上

しかし、世の中そう悲観する材料ばかりではない。私のよ

と言うべきであろう。

「医家芸術クラブ」が、会員減少に伴い、存続に赤信号が

で言えば、芥川賞にしろ直木賞にしろ、女性陣が圧倒的な活

今後の『医家芸術』を考える

灯ったとき、理事会からの委嘱により、白矢先生を中心に、

躍を見せている。

っと文学的才能をお持ちの方も多くいらっしゃるであろう。

上が女性と言うところも少なくない。彼女たちの中には、き

今、医学部に講義に行って学生さんを見ると、三分の一以

津谷、安井が加わって再生委員会が発足し、大幅なコストカ
ット、会費の値下げとともに『医家芸術』誌の発行回数の制
限を行ってから、すでに３年が経過した。
結果、クラブは存続し、
『医家芸術』誌の発行はなんとか年

卒業して医師として活躍しておられる方も多い。その中には

○○賞を狙うほどの才能を持った先生もいらっしゃるはずで

４回のペースを保っている。
さて、
「文芸特集号」である。

ある。

もちろん、男性陣も頑張ろう。

たな形を模索する時代に入ったと思われる。

医家芸術クラブは、そのような方にもお入りいただき、新

原稿募集の段階で、事務を担当している鈴木さんが、
「無理
かもしれませんがお声はかけて見ましょう」と言って「文芸
特集号」の原稿を皆さんにお願いしたところ、予想以上に集
まり、発行にこぎつけることができた。
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92

その席に坐っていると腹立たしい気分に

発達して、いい若い者が大きな顔をして

うにしたが、そうすると権利意識が妙に

坐って居眠りをするよりその少年にその

そうすると、私のような老人が優先席に

えて、
かえって畏敬の念さえわいてきた。

（思

ないでよい席ともとれる。それかあらぬ

いもの勝ち、そこに坐ったら梃でも動か

つくや否やランドセルから本を出して一

めていたが、彼はビクともしない。席に

かたわらいたい気持ちでその少年をなが

からすれば不当ではないか。立ったまま

のご協力により、ページ数もあり、内容

集まるか心配でしたが、会員のみなさま

昨年に引き続き、文芸特集号の原稿が

t
a
e
s
y
t
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r
o
i
r
p

か、最近プライオリティを

心不乱に読みふける。その本をみて驚い

はないかと思えたのであった。

書をさせている今こそはるかに優先的で

席を与えて、登校のわずかの時間でも読

あるラッシュの朝。小学校の下級生に

もなってきた。不思議なことである。

だけ空いていた優先席にその子が坐った。

太田 怜

見える男の子の後でバスを待っていた。

乗ったときの優先順位からすれば至極当

その子のあとでバスに乗るとたった一つ

優先席とは、身体の不自由な人や老人

然である。しかし、優先席の本来の目的

優先席

という英訳をみると、早

が優先して坐れる席ということだが、

もう十分その席に坐れる資格になった

いやり）と改められた車輛もみられる。

老人に見られたくないという見栄からで

のになかなかその席に座れないでいた。

の秘書の男との掛合いが面白いので、こ

短編集だが、ブルジョアの女主人公とそ

だったのである。この本はミステリーの

た。何と「謎解きはディナーのあとで」

そして冬季号にむけて原稿を募集してい

このあとすぐに秋季号を発行予定です。

にありがとうございました。

ご協力ご指導いただきました先生方、誠

の濃い、
立派な文芸特集号ができました。

y
s
e
t
r
u
o
c

あろう。ある時空席が十分あるのに優先

れは正しく大人の本である。それを必死

ますので、そちらへのご協力もどうぞよ

の曰くに、われわれが普通の席に坐った

に読んでいる姿をみると、この子は只者

ろしくお願い致します。

席に坐っている先輩に逢った。その先輩
ら若者の席を奪うことになるとのこと。

ではない、かなりの大物ではないかと思

（ＥＳ）

納得。それからは進んで優先席に坐るよ
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