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「敬老会」

７５

浜名 新
敬老の日とは、
「今まで仕事場で働き、家庭を護り、
社会や家庭に貢献された人々へ、ご苦労様でした」と
敬う祝日である。老人とは社会通念上、 歳（還暦）
を過ぎた 歳より年上の人が対象になると思うが、平
成時代では 歳（古希）以上を呼称するのかもしれな
い。後期高齢者は 歳以上の人の呼称である。
標高１５００から２０００メートル前後の山嶺に登
る人は、元気なシニア世代が多いと思われる。彼らは
青春期、山男、山女として山に魅せられ、老年になっ
て山の魅力が忘れがたく、山行グループの一員と、あ
るいは仲の良い仲間と、山歩きを楽しんでいるようだ。
しかし注意しなければならないことは、青春時代の体
力と異なり、高度による気圧の変化・酸素低下に疲労
が重なり、体の平衡（バランス）感覚が鈍り、とっさ
に身の安全を守れなくなっている。狭い登山道から急
峻な渓流側に足を滑らし、岩場から滑落し、死亡する
事件、あるいは、予想外の山の天気の急変で、寒さ対
策が不十分により低体温症で遭難死が報道されるよう

になった。
低山の山歩き、街（まち）歩きを楽しむシニア全体
から見れば、遭難死はあってはならないことである。
奥多摩・武蔵五日市、高尾行きの特別通勤快速に乗る
と、使い慣れたザックを網棚に置き、旅慣れた山歩き
用のコスチュームに身を包み、人生の苦労を潜り抜け
てきた、シニアたちの談笑する元気な姿に遭遇する。
近頃、割安な平日料金で、昼飯つきの近郊の名の知
れたゴルフ場に行くと、中高年たちで賑わっているこ
とに驚かされる。顔ぶれを見ると、中年の女性グルー
プも楽しんでいるが、やはり、小金もちで、時間に余
裕のあるシニアの男性客が圧倒的に多い。理由を聞く
と、
「やることも無いので、ついつい、ゴルフ場に来て
しまう」と余裕でのたまう人もいる。でも、世間の標
準からすれば、平日でもゴルフのプレイ料金が高いの
が難点にかわりはない。ゴルフの打撃順はスコアーの
いい人から打つ、弱いものいじめのスポーツといえな
くも無い。そのためにハンデキャップ制で勝ち負けを
争うが、やはり上手な人にはかなわない。ゴルフの醍
醐味は、高齢でも、下手なりにプレイでき、４季の移
り変わりを実感し、メンタルの要素や計算されたルー
トを克服してホールアウトできると、自己満足の度合
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６５

７０

６０

いが十分満たされ、飽きない。
手軽に楽しめるゲートボールは中高年の男女の愛好
家が多いと聞く。ゴルフと比較すれば経費はかなり割
安といえる。ときに、車窓から中高年の人たちが、男
女混合でゲームを楽しんでいる光景に出会う。ボール
をどこへ打つか、狭いフィールドであるが故に目算し
やすく、ボールを追いかけ、勝ちたい意欲が長続きす
る理由かもしれない。ボールをヒットする道具にこだ
わる人もいるそうだ。
東京都区内では、１区画６畳程度の菜園をくじ引き
で当てて、愛好家に便宜を与える制度が定着している。
自家用に野菜を育て、収穫し、食する趣味のシニアの
人が多い。土地を耕し、いつ、どの野菜のたねを蒔き、
苗を植え、肥料をやり、育てて収穫し、食卓に載せる
か、スケジュールをたてて楽しんでいる。ひでりに対
して水まきも大切な作業である。僕の家でもカミサン
が愛好家で、採りたての野菜をありがたくいただいて
いる。収穫するばかりになっている期待の野菜を、ご
そっと盗まれて、臍（ほぞ）をかむこともままあるよ
うだ。お天道様にあたり、土いじりで手足を動かして
汗をかき、風呂で疲れを流して、ごほうびの晩酌のビ
ールを楽しみ、ぐっすり眠れるのが何ものにも勝るよ

うだ。作業の合間に休憩所の椅子に座り、菜園談義に
花が咲き、至福のときが過ぎていく。
早朝の散歩、ジョキングに興じる人もいる。犬の散
歩に付き合うシニアの男女も多く、朝な夕なに路上で
よく遭遇する。僕も以前、芝犬の雑種を外で飼ってい
た。犬小屋を備え、鎖に縛られ、与えられた餌を食べ、
ストレスもたまり、何をしでかすか分かりはしない。
犬畜生という言葉を片時も忘れてならないと、飼い主
は肝に銘じるべきだ。糞を始末しない人にも大変困惑
する。
冷暖房が管理されている区民センター、あるいは、
ゆうゆう館では、快適な環境で囲碁、将棋を楽しむシ
ニアが多い。愛好家はいるもので、飽きずに何局も指
すようだ。やはり「待った」は５回ぐらい許されるの
であろうか。マージャンでは、仲間（男女）同士で会
を設け、隔週とか、あるいは遠方の区の施設、保養所
に泊りがけで楽しむ会もあると聞く。好きな仲間はい
るものである。
要するに、区は、区民のシニアの健康面、精神面、
余暇利用の面から援助をして、介護保険の経費削減を
期待し、シニアの健康を側面援助している。彼らシニ
アは、人それぞれ、病気のひとつや２つあるにしても
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息災で、それなりに健啖家で、元気はつらつの人が多
い。腰痛、膝痛、手足のしびれを訴える人もいるが、
十分歩けるし、多少忘れっぽい傾向や、とっさに適切
な言葉が出ないこともあるかもしれないが、話す内容
はまともで、積極的に日常生活、晩年の人世を楽しん
でいる。
一方、高齢になると、目、耳、皮膚などの感覚器、
足・膝・腰・肩などの運動器の機能低下で、日常生活
がままならない人も多くなる。そのうえ、神経難病、
がん、脳卒中、心臓病、運動器疾患、骨折、風邪をこ
じらせて肺炎に進展すれば、
「何故、俺（私）だけこん
な不幸に襲われるのか」とぼやきたくもなるが、病気
はどうしようもない。
かかりつけ医や家族に説得され、紹介状持参で救急
指定の一般病院で手当をしてもらう羽目になる。ごく
稀に、
「俺（私）は何が何でも病院には行かない！」と、
家族をてこずらせる人もいるようで、認知症の人に顕
著のようだ。人生の終末期をわがままに生き、なる様
になれと諦観する人もいよう。
救急指定の一般病院で治療を受けて、改善ないし治
癒し、自宅に戻ることが出来れば安心である。運悪く
ひき続き治療や処置が必要になれば、現状では、慢性

期型の療養型病院の世話にならざるを得ない。
２０００（平成 ）年に導入された介護保険制度で
は、要介護度が３以上と高（悪）くなれば、特別養護
老人ホーム、介護老人保健施設、あるいは療養型病院
の世話にならざるを得ない人も出てくる。ケアミック
スの病院では、医療病棟では医療保険が適用され、介
護病棟を併設していれば介護保険が適用される。最近
の新聞報道では、特養待機の人は 万、現在入所者約
万人の約９割は、アルツハイマー型の認知症の人だ
といわれている。高齢になればなるほど、アルツハイ
マー型認知症に移行すると考えたほうが無難である。
予防法として、手足を動かすこと、土いじり、おしゃ
べりが大切なのであろうか。田舎で自給自足の生活を
している老人たちが元気なこと、野菜を育て道の駅な
どで売れるようなシステムがあれば、生きる意欲が高
まる道理である（テレビ放映からの印象）
。
療養型病院は病院の性格として、終末期医療を担っ
ていることに、異論は無いと思う。
重度の脳卒中後遺症、進展増悪した神経難病、慢性
閉塞性肺障害（ＣＯＰＤ）
・肺気腫・間質性変化を伴う
呼吸不全、重度の心不全、重度のアルツハイマー型認
知症、癌末期状態（咽頭がん・食道がん・胃がん・肺
５２

１２

５２
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がん・大腸がん・すい臓がん・前立腺がん・血液がん・
脳腫瘍など）
、進展したヤコブ病、高齢者の誤嚥性肺炎
後、４肢麻痺を伴った脊髄損傷などの主病名で、患者
が一般病院から療養型病院に転院してくる。患者は病
状から、何らかの医療処置（嚥下障害で経鼻胃管・胃
ろう菅の留置、気管切開されカフ付き気管チューブを
気管に挿入、膀胱留置バルーン、中心静脈栄養用のポ
ートあるいはカテーテルの挿入）を施行されている人
が多い。
入院患者は、午前と午後、看護師が巡視で行うバイ
タルサインのチェック、介護士が定期的に行う体位変
換、オムツの交換などで、異常を見つけられる。歯磨
きと、痰の吸引を定時的に行う担当者もいる。
高熱、酸素飽和度の低下、意識レベルの低下、息切
れ、呼吸速拍、喘鳴、頻脈、表皮剥離、転倒・転落で
骨折疑い、血尿、腹部膨満（腸閉塞疑い）
、タール便な
どがあれば、看護師は担当医に報告する。担当医は診
察し、ＸＰ、採血、検尿を指示し、ＸＰ所見・検査所
見から、適切な対応の指示をする。多くの患者は適切
な対応で、生き返る。なかには短期間にローソクの火
が消えるように、苦しみの果てに旅立っていく。
口から食べられていた人が、嚥下困難を来たし誤嚥

性肺炎を繰り返せば、水分・栄養補給用の管（経鼻胃
管・胃ろうを造設して管留置）を留置することが推奨
されている。簡便に留置出来るのは経鼻胃管で、管が
胃に留置されていることの証明は、胃液のＰＨの確認、
あるいはＸＰ撮影で確認される。空気注入音で確認す
ることもあったが、だまされることもあり、流動食注
入で致死的になることもあり、注意が肝要である。
口から食事を受け付けなくなっても、管を体内に留
置しないで、手足の静脈や皮下注射で細々と水分を補
給してもらい、静かに生を閉じる老衰の割合はまだ少
数である。老衰と同義語の平穏死を推奨している立場
の在宅医療を標榜している医師、特養勤務の医師がい
る。苦痛を伴わない、昔風の死に方を、この際もっと
研究し、ポピュラーなものに広めなければならないの
かもしれない。現時点で、新聞の死亡広告欄を見ると、
死因としての老衰の字句を見つける頻度はまだ少ない。
多くの家族はしかるべき病院で、しかるべき治療をし
てもらい、しかるべき病名を死因として、死亡広告し
たいのかしれない。
ごく稀に、家族からの要請で、水分栄養補給の中止、
つまり、延命処置の中止（断食）による死亡を、家族
が要請する場合がある。僕には経験がない。担当医は
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延命処置の中止を実行したことにより、法的な罰から
免責されるのか否か、大いに心配する。しかし、家族
や本人（代理人）との説明と同意、本人（代理人）か
らの生前意思・意思表示の書面があれば、免責されて
しかるべきであろう。これに関し、厚労省が２００７
（平成 ）年に発表した「終末期医療の決定プロセス
に関するガイドライン」が参照になる。
だが、ひとたび療養型病院に入院すれば、おいそれ
と死なせてくれない事情がある。療養型病院では一般
的に、病状に応じて延命対応を行う。だから、患者は
生き延び、寿命と、誤嚥性細菌性肺炎、ガン末期、心
不全、呼吸不全、多臓器不全、神経難病末期などとの
せめぎあいの果てに、心肺機能低下をきたして亡くな
る。苦痛からようやく開放される。
突然死（ピンピンコロリ）に関して言えば、療養型
病院においても、慢性心不全による２次性の心室性不
整脈とか、痰詰まりによる急性呼吸不全から心肺停止
することが多いのではないかと推測する。大動脈瘤破
裂による循環不全による心肺停止も可能性としてある。
無論、心筋梗塞発作のこともあろう。突然死の場合、
医療側も家族側も唖然とさせられ、家族から「何故な
んだ」といぶかしげに詰問されると、医療側も当惑さ
１９

せられ、あれこれと思案し、説明することになる。
療養型病院での平均在院日数は、年余に及ぶのが特
長である。意思表示も出来ない患者に対しても、管（経
鼻胃管・胃ろう管）から水分栄養補給が、延々と数年
余にわたり注入されている。だが、ひとたび感染症、
心不全、腸閉塞などに進展すれば、医療側はできるだ
けの治療対応（抗生剤・輸液・時に輸血）を行い、生
き延ばせようと努力している。
それにしても、生命はほんとに不思議な、神からの
大切な贈り物との認識に異論はあるまい。これからの
高齢者の終末期医療においては、何がなんでも延命対
応との姿勢に、医療側のみならず患者・家族側も、柔
軟性ある取り組みの変革が求められている。今こそ、
人それぞれ、個性ある終末期医療を選択しても良いの
ではないか。世間で話題になっている孤立死は、住み
慣れた自宅で、個性ある死に方になるのかもしれない。
平成 年時点で、少子高齢化社会が進行し、寿命が
延びる超高齢化社会では、必然的に多死社会、年間１
２０万人強の人が亡くなるそうで、出産人口がそれを
追い越さなければ、人口減少は避けようが無い。多死
社会が進行すると、どこに死に場所を選択するか、深
刻になるにちがいない。
２６
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最近、終活ブームの様相である。人生の終末期にお
ける諸問題の提言がやかましい。人それぞれ、終末期
に、
「ああして欲しい・こうして欲しい」と、遺言、葬
式、墓、終末期の延命処置を含めた医療対応について、
書面に残すことが推奨されている。直ぐに実行できな
いわけは、死は怖いので、死をできるだけ遠ざけたい
心理が働くのではないか。
「俺（私）はまだ動けるし、身の回りの世話も出来
ます」いわゆる健康寿命は２０１０年時点で男性 ・
歳、女性 ・ 歳で、一方平均寿命は男性 ・
歳、女性 ・ 歳で、その差約 年間を短縮するこ
とが求められている。その 年間に認知症や病気が進
行し、治療を要する人、亡くなる人も増える。同時に
介護人の不足と負担の増大、独居老人（単身者）の増
加し、そして、肝心な国全体の医療・介護費は２０１
１年度 兆円規模で、経年的増加が必須である。
８６

４８

１０

１２

８０

２１

７０

１１

どがあった。
９月に行われる年１回の敬老の日のイベントが、入
院患者や家族に認知され、待ちどうしい、楽しい日と
なって久しい。病院創立から間もない時期から敬老の
日の行事が行われている。病院側は毎年入院患者全員
の家族宛に、前もって敬老の日のイベント（職員一同
が出勤し、手作りの心のこもった軽食を振る舞い、踊
りを披露し、粗品の贈呈をする）を書面にて知らせて
いる。その頃、稼働中の病院の建物に隣接し、コンク
リートで舗装された大きな空き地が会場となっていた。
そこに業者がテントを設営し、職員が模擬店を出店し、
患者と家族に軽食を提供し、余興として踊り・モダン
ダンスを披露する。
その当時、リハビリ科職員で、音楽に素養のある女
性の療法士は、各病棟の談話室兼食堂の大広間で、週
１回、オルガン演奏による唱歌や演歌の合唱、１メー
トルほどの紙製の丸い棒を使って、ラジオ体操の要領
で、患者たちの日常生活動作の向上・改善にむけ熱心
に取り組んでいた。集団によるリハビリ訓練の一環で、
その効果は微々たるものであるかもしれない。でも、
認知症の進行を抑え、身体の運動機能が多少とも改善
し、参加者が楽しくひと時を過ごしたわけだから、職
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５２

６１

７３

１０

僕が勤務していたオリエンタル病院の年間の行事は、
毎月の誕生会、２月、豆まき、３月、ひな祭り、５月、
母の日、６月、父の日、７月、七夕祭り、８月、プロ
のオペラ歌手による歌の会、９月、敬老の会、 月、
プロによるマンダリン演奏会、 月、クリスマス会な

４２

員や家族から感謝されていた。
敬老会、集団リハビリに参加できる人は、やはり選
ばれた患者である。つまり、食事・オヤツを口から摂
ることができ、意欲や意思を相手に、ある程度伝えら
れ、四肢体幹を動かせ、担当者の言うことを理解し、
真似ができる人たちである。だが、参加していている
大多数の患者は、寝たきり生活が長く、四肢・体幹の
機能を十分使う必要が無いため、次第に運動器は廃用
性に機能低下し、歩行が困難となり、移動に際し車椅
子の世話になっていた。車椅子の運転を、自分ででき
る人はすくなく、多くは介護士任せになっていた。
さて、その歳の敬老会は天気晴朗で、朝から日差し
が強く、残暑が厳しかった。会が始まる昼頃から風が
吹き出し、多少暑さが和らいで感じられた。
職員は当日、病院支給のＴシャツ（薄い青色、ピン
ク色）
、男性は赤字で祭りと染め抜いた青地のハッピを
着用する。祭りの気分になり張り切る。
会の始まりとして職員は食堂に集まり、担当スタッ
フから行事の次第の説明を受けると、各部門のスタッ
フを中心として、会の準備を始める慣わしである。
テントの設営は特定の業者が行っていた。業者がト
ラックでテント設営用の機材を運び込む。テントの支

柱を慣れた調子で組み立てていく。横列 ｍ。縦列４
ｍぐらいの長方形のテントが手際よく組み立てられて
いく。テントの内部には、机と椅子が搬入され、清潔
なテーブルクロスが順次かけられて行く。こうして、
大切なお客様である患者と家族の人たちを、暑さ・風
雨から守り、安心して飲食できる場所が、順次整って
いく。病院側が一番心配するのは、万が一の粗相、例
えば、突風が吹き荒れ、テントが倒れ、お客様に怪我
などをさせないために、業者には最大限注意して設営
してもらっている。
次に模擬店出店用のテントが縦１列に設営される。
テントの内部には、机と調理台とガスコンロとガスボ
ンベが必要である。焼きそば用の大きな平らな鉄板、
タコ焼き専用の器機、おでん、豚汁、汁粉などの煮炊
き用の大鍋、飲料水のペットボトルを冷やす氷水の入
った大型のポリバケツ、電動かき氷機、綿菓子機が次々
机に運び置かれた。綿菓子機の英語名はＣＯＴＴＯＮ
ＣＡＮＤＹで、英和辞典に綿あめ・電気あめとの訳語
がある。江戸時代にオランダ、あるいはポルトガルか
ら伝来されたものであろうか。そして、畳１畳半程度
のビニール製の水槽に水を張り、色とりどりのヨウヨ
ウ風船を浮かべ、コヨリの釣糸で釣ってもらう。金魚

20
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すくいの楽しみに似ている。
病院側は、社寺の祭りや縁日での、懐かしい屋台、
模擬店の趣向で、訪れる人の気分を明るくさせ、子供
時代の楽しさを思い出させるように、趣向を凝らして
いる。
前準備を整えると、早めの昼食となる。僕の記憶で
は、定番のカレーが、デスポの白いプラスチック容器
に盛られて供される。厨房の職員の繁忙度を減らすた
めの措置である。栄養科職員ならびにスタッフたちは、
食中毒などが起きないように、食材の選定にことのほ
か神経を使うそうである。
料理ごとにスタッフが決められ、数人単位でおいし
い料理を提供しようと懸命である。女性が大半を占め
て準備をする。厨房で大なべに入れられた料理具材が
ある程度煮炊きされた状態で、会場に運ばれると、ガ
スコンロが点火され、仕上げの調理で味をととのえる。
焼きそば、タコ焼きは、模擬店の鉄板で最初から調理
する。飲料水は大きなペットボトル（ウーロン茶・緑
茶・ジュース）など、大きなポリバケツに、氷ととも
に冷やされている。大きなポリバケツにかき氷用の氷
塊が 個程度おかれている。電動式の掻き氷機、綿菓
子機が設置される。子供の水浴び用のビニール製の大
１０

きな容器に水を張り、沢山の色とりどりのヨウヨウに
空気を注入して膨らませ、風船の頸にゴムで縛り輪ゴ
ムをつなげていく。ようよう作りも一興である。
イベントに参加するには、院外に隣接した空き地に
設営されたテント休憩所まで、車椅子で病院を一旦出
なければならない。多くの人は入院してしまうと、院
外へ出る機会が無い。家族が患者本人を院外に連れ出
してくれないからである。だから、院外に出ることは、
一時的にせよ、環境が変わり、多人数の人に遭遇し、
疲れやすく、体調を崩すことにつながる。高熱を出し
て肺炎になったら大変である。したがって、職員にと
って患者に対する暑さ・雨・風対策は重要なテーマで、
安全を第一に、不測の事態を起こさぬよう万全を期し
て主催している。
午後１時を過ぎるころ、家族が病人を乗せた車椅子
を押しながら、テント内の休憩所へさんさんごご入場
してきた。いつの間にか、休憩所に人が集まりだすと、
職員はすばやく希望の品々を聞き出して、白いプラス
チックの容器に調理した食べ物を入れ、お客さんのと
ころに運び入れる。おもてなしに励む。入れ替わりに
模擬店に料理をもらいに来る家族の訪問客が急に増え
てきた。行き来する人が増えると、会場全体が一気に
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活気づいて盛り上がってきた。気温は ℃に近い真夏
日で、テント内は人いきれも重なり、かなり暑かった。
幸いなことに、昼ころから吹き出した風が、ほほを気
持ちよくなぜ、救いになったが・・・。
高齢になると、暑さ寒さに鈍感になるようだ。一部
の人はその反対で、敏感になる人もいる。患者の中に
は、自分の感情や意思を、相手に伝えられない人もい
る。室内の冷房の効いた環境とは違い、暑い外気に閉
口し、大勢の見慣れない人達に遭遇して、多少、戸惑
った人もいたに違いない。
患者は家族が運んでくれた料理、おでん、焼きそば、
たこ焼き、汁粉、豚汁などを眼で追いながら、自分の
好きな料理を、介助されながらひとくち、ふた口を、
口腔の中に受け止めたにちがいない。飲みこみが上手
な人ばかりとはいえない。口腔に溜め込み、なかなか
呑み込もうとしないで、噴出してしまう人もいた。介
助する人は気を遣わなければならない。この暑さで、
軽食の味は、毎日、３度、定期的に運ばれる調理され
た食材の味より若干濃い目に仕上がったようで、患者
や家族にはかえって食が進んだかもしれない。
久しぶりに家族から声をかけられ、家族のぬくもり
を肌で感じて、気分が晴れやかになったかもしれない。
３０

普段、毎日、食堂で仲間と一緒に口から食べられてい
る人は、まあ満足したのではなかろうか。仔細に観察
すれば、専ら食欲を満たした人は、付き添いの家族と
子供たちであったかもしれない。家族ともども、軽食
を十分楽しく堪能したのであれば、病院のおもてなし
は達成されたことになる。
かき氷や、ふんわりした綿菓子は、子供時代の縁日
の屋台を想いおこさせ、懐かしさが募り、ほおばりた
くなる。口にすれば舌の味覚が覚えていて、それぞれ
の味がたまらないのかもしれない。飲み込むのにも面
倒は要らない。懐かしさのあまり、口にした人が多か
ったようだ。
何しろ、真夏日で暑かったから、一番の売れ筋はか
き氷であった。電動のカキ氷機で、縦横高さ ㎝強の
氷の塊を台に載せ、上からはごつい爪を食い込ませ、
電源をオンにして回転させれば、台に付いた刃で氷が
削られ、受けの容器に細かく削られた白いさらさらし
た氷が積み重ねられていく。そして、上から濃い目の
イチゴ・レモン・ブドー液の好みの液体をたっぷり垂
らし、仕上げにコンデンスミルクを注げば特注品にな
る。
暑さにも関わらず、綿菓子は子供を中心に結構注文

１０
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があった。が、子供の一番人気は、ようよう釣りのよ
うだった。そうそうに完売してしまった。
僕は、今回、男性の理学療法士のＴさんと協同して
綿菓子作りに励んだ。借り受けた電動の簡易式の綿菓
子機は、直径並びに背の高さ ㎝ぐらいの円筒形で、
強化プラスチックで周囲を囲む。正面には 度くらい
の角度で、囲いが無く開いている。なぜなら、ザラメ
を円筒形の本体に流し入れ、加熱すると金属の網目状
の細かい目から舞い出た綿状のあめを、箸で上手に掬
って、丸く見栄えのよいようにこしらえるスペースが
要る。機器の中心部には、径 ㎝サイズの円筒型の高
さ ㎝の本体があり、中心部にザラメをいれる径２㎝
ぐらいで、長さ ㎝ぐらいの筒を有し、その底辺の少
し離れた上の部位には、全周にわたって細かい網目状
の金属の網が幅２㎝ぐらいにはめ込まれている。
電源を入れ、ザラメを掬う専用の筒に８分目ぐらい
満たして、金属でできた機器の中心部の円筒形の筒に
ザラメを入れる。すると、底の鉄板が熱せられ、ザラ
メの水分が蒸発し、細かい網目から細かいザラメの綿
が舞い始める。手にした割り箸を内部に入れ、規則的
にグルグル回っている、筒の周囲と外側の壁との間を、
割り箸で器用に動かして、舞っている綿を箸棒ですば
１５

１０

やく掬い、巻きつけて、紡錘状あるいは円形に、体裁
よく膨らませて仕上げる。なかなかいい形に仕上げら
れない。ためしに割り箸で舞っているザラメの綿を巻
きつける動作を繰り返し、何個か準備し、見栄えの良
いものをビニール袋に仕舞い、いつでも渡せるように
用意した。
僕は、受け持ちの患者とその家族が、会場に入って
来ないか、それとなく観察していた。綿菓子機器の前
を通れば、間髪を容れずに、呼びかけようと思ってい
た。運よく、車椅子に乗って米田さんが、娘さんに押
してもらい、模擬店の列を見上げながらやってきたで
はないか。彼女と目があうと大きな声で呼びかけた。
「おいしい軽食を召し上がってください」
「ハッピなんか羽織って、誰かと思ったわ」
「年１回のお祭りです。気分が若返ります」
「先生、綿菓子つくるの、へー、懐かしいわね」
「頃あいをみて、お持ちします」
「嬉しいわ、ふるさとの縁日を思い出すわ」
「楽しんで下さい」
彼女は担当の医師を見つけ、久しぶりに外気に触れ、
大勢の人の中に入り、うれしかったに違いない。米寿
に近い。手でスプーンを使い口から自力で食べている。
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６０

１５

６０

だが、骨そしょう症・腰椎の圧迫骨折・変形脊椎症が
あり、腰と下肢の痛みを常に訴え、膝関節が強直性に
曲がり始め（拘縮）
、歩くのが困難で、車椅子の世話に
なっている。両手の機能は維持されているが、とても
実用手とは言いがたい。軽い呆け症状があるものの、
自分で判断し、意思を伝えられる。
下肢の痛みが年毎に強くなり、非ステロイド性抗炎
薬では効きがたくなっている。
「痛みによる不安、苦痛
が募ると、奈落へ落ち込むような気分に陥り、食欲も
無くなります」と訴える。坑うつ薬、坑不安薬の助け
を借りている。回診のためベッドサイドへいくと、
「こ
こが痛んで、骨かしらね」と下肢を指差して、苦痛の
表情をする。痛みの程度は本人しか分からない。あま
り痛みを訴える回数が多いので、不安を和らげ、納得
させるため、プラシーボー（偽薬）が処方されている。
ビタミン剤とか、整腸剤とか、安定剤とかである。だ
が、度重なると、暗示にかからず、
「あの薬はちっとも
効かないわね、もっと効く薬をお願いします」と訴え
る。ときに、ナースは「じきに眠くなります」と暗示
をかけると、その夜、ぐっすり眠り、
「昨夜の薬、すご
く効きましたよ」と満足した様子で伝えることもあっ
たそうである。

彼女は、以前、不整脈の一種である強い徐脈（脈拍
が極端に少なくなる、１分間に 回前後を呈する洞徐
脈症候群と診断され、有名な病院の循環器科で、ペー
スメーカの機器を左胸の皮下に植え込む手術を受けて
いる。その証明書は本人とともに付いて廻り、カルテ
に添付されている。 年くらいの耐用年数の電池が使
われているようだ。胸のＸＰを撮れば、電源の機器と
それにつながるコードが右心房近辺に挿入されている
のが一目瞭然である。
米田さんは、久しぶりに親娘の会話を楽しみ、娘さ
んが運んできた軽食、かき氷、綿菓子を少し召し上が
り、楽しんだようだ。
後日談を記しておきたい。
月頃であったか、米田さんから申請された外泊用
紙に、僕は許可のサインをした。
「外泊いいですよ。お楽しみですね」と回診のとき話
題にすると、
「孫娘が結婚することになり、式に出て、
「冥土の土産」
にしようと思いまして」
僕は「冥土の土産」という言葉を聴き、米田さんが
日頃死を意識しているのか、と内心びっくりした。
「おめでとうございます。お相手のかたは」
１０

１０

４０
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「サラリーマンです。娘夫婦もすごく慶んでおります」
「皆さんに祝福されてよかったですね」
「式と宴席、車椅子で我慢できるかしら」
「お祝いの日まで車椅子で練習してください。痛み止
めの薬がどのくらい持つか試しては」
「そうします」
「痛みがひどくなれば無理しないほうがいいです」
「そうね」
「痛みで予想外なことがおきますから」
長女は、母親を自宅に迎えて、オムツの処理や、食
事の世話と、すごくあわただしいときを過ごすことに
なったそうだ。彼女は慣れない結婚式場と披露宴会場
で、車椅子に座る時間が長くなり、でん部・腰に負担
がかかり、疼痛が増悪して、顔色が悪くショックみた
いになり、家族に心配をかけたようだ。
米田さんにとって孫娘の結婚式と披露宴の臨席は、
まさしく「冥土の土産」となってしまった。なぜなら、
その年の大晦日、突然、旅だってしまったからだ。当
直医が検案した死亡診断書に、死因として「急性心肺
不全」が記されていた。ナースが巡視に行くと、米田
さんは心肺停止状態で発見されたという。合掌

その後、続々と病状の軽い患者たちが車椅子で身内
に押されながら会場に入ってきた。家族が来院できな
かった患者は、介護士や看護師が気を利かし、イベン
ト会場に案内したようだ。
僕は会場に入ってくる車椅子の患者たちの動きをぼ
んやりと見ていた。すると、車椅子の寺田さんが、青
年に車椅子を押されて、直ぐ後ろから妻と数人の若い
男女が連れ立って来た。寺田さんが会場に来る事が意
外だった。立て込んでいたので、声をかけるわけにも
いかない。
おそらく子供たちは前もって母親に相談し、この日
を期して病室に集合し、父親にイベントに参加させて、
気分転換させて、縁日の気分を思い出させたかったに
違いない。当時、寺田さんは次第に病状が悪くなり、
周囲の状況を理解し、慶びを感じることが出来なかっ
たに違いない。なぜなら、パーキンソン病が進行し、
経鼻胃管で水分栄養を流し込まれ、反応が極端に悪化
し、質問に返事もなく、意思表示さえ出来なくなって
いたからだ。でも、家族の暖かいおもいやりと、会場
の雰囲気が、演歌と宴会好きな寺田さんに、なんとな
く伝わったに違いない、と僕は好意的に思った。
ふと、寺田さんの入院から現在までの経過を想いだ
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していた。
―― 才後半の寺田さんは、腰仙部に大きな床ずれ
（褥瘡）をこしらえて、多摩の橋本辺りにある公立の
病院の皮膚科から転院してきた。主病名はパーキンソ
ン病で、副病名が褥瘡である。褥瘡のサイズは大人の
こぶし大で、筋肉の奥深くまで侵されている。辺縁の
奥深くに袋状のポケットが隠れている。そこに膿が溜
まり、処置に難渋するタイプであった。毎日、毎日、
その処置に、ナースはひどく疲れた。一向に改善しな
いからで、それでも、かなり小さくはなったが、治癒
するまでにはまだ時間がかかりそうであった。年とと
もに、彼の四肢・体幹の筋肉のこわばりが強くなり、
諸関節が屈曲性に曲がったまま拘縮して、伸ばすこと
はまったく困難となるに違いない。
転院してきた当初、介助で移乗された車椅子で、食
卓を囲んで仲間と一緒に、自力で時間をかけて口から
食べていた。病状の進行で常食→粥食→ミキサー粥→
ペーストに変化していた。スプーンを持ち、容器から
ペースト食を掬い、口に運び、口腔内に入れるのであ
るが、すごくゆっくりで、まるでスローモーション画
像そのもので、間延びした動きが展開された。本人は
渾身の力を振り絞って行う摂食時の光景で、忘れた頃
６０

に、嚥下の動作が喉の動きで観察され、食塊が食道に
流れ落ちていく。
寺田さんの食べる動作、時間をかけてもたいした量
を食べられない状況をみて、いつ、飲みこむことがで
き無くなるか、併発症である誤嚥性肺炎がいつ起きる
のか、スタッフたちはすごく気になっていた。次第に、
ペースト食を、スプーンで掬って、口に運ぶ動作が出
来にくくなり、看護師や介護士から全面的に介助を受
けて、少量をやっと飲みこんでいた。そして、次第に、
口の中に食材を含んだままで、咀嚼することも、飲み
込むことも難しくなってしまった。何かの拍子に口の
中の食べものを、突然噴き出すことも起き易くなり、
誤嚥性肺炎の併発を心配していた矢先であった。
ある日、 度の発熱と、経皮的酸素飽和度が ％ぐ
らいに低下する換気不全と、最高血圧が ｍｍＨｇと
急激に低下する循環不全とが出現した。巡視で観察し
た担当ナースは、当直医に伝え、医師は直ちに酸素を
吸入させ、禁食とし、抗生剤と補液の点滴を開始した。
翌日採血すると炎症の指標である白血球数と血清のＣ
ＲＰ値が増加し、胸部ＸＰで右の肺は一様に白い。胸
水貯留を伴う肺炎と評価した。胸のＣＴ所見を参照す
ると胸水貯留は無く、重度の肺炎像で、肺が炎症で水
３９

７０

７０
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っぽく、腫れていた。菌が血中に繁殖する菌血症から
敗血症に移行し、循環不全が惹起されたと考え、強心
利尿剤のカテコールアミン製剤（ドパミン塩酸塩注）
を１日３Ａ、長期間使用せざるを得なかった。治癒す
るまでに 日くらい要した記憶がある。寺田さんにと
って、恐らく初めての重症呼吸器感染症ではなかった
か。誤嚥性の細菌性肺炎で、喀痰培養で、緑膿菌が陽
性＋３と、まさに手ごわい相手であった。
彼の妻と面談し、病状説明を行った。
「重症の誤嚥性肺炎で、炎症値は高く、敗血症による
循環不全に陥り血圧が低く、尿量も少なくなり・・・」
「電話で連絡を貰いすごく驚きました。やはり肺炎で
したか。治りますか。まだ寺田には生きていて欲しい
のですが・・・」
「必要な処置をしており、生き抜いて欲しいですね」
「もう口から食べられませんね」
「無理でしょう。鼻から管を胃に留置しましょう」
「やはりだめですか」
「難病のパーキンソン病の薬を必要としており、鼻の
孔から胃に管を留置し、薬と栄養を摂るようにしない
といけませんね」
「承知しました。お願いします」
１８

「肺炎の病状が落ち着けば管を留置します。栄養を維
持するために流動食を始めます。病気の進行は意外と
早いです」
「夫は、現役の頃、宴会係をよく引き受け、性格も明
るく、声も大きく、面倒見のよい人でした。今では見
る影もありません。なんでうちの人が、よりによって
難病になったのかしら？ 私は生活のために勤めをや
めるわけにはいかないし・・・」
「神経難病は進行し、気の毒な状況に陥ります」
寺田さんは鼻から胃に管を入れられ、経管栄養を受
動的に受けて、かなりの期間がたつ。褥瘡で皮膚がえ
ぐられた潰瘍（褥瘡）のサイズは小さくなっているが、
治癒には程遠い感じで、えぐられた潰瘍面から浸出液
が漏れでて、当てた分厚いガーゼを汚してしまう。体
液が漏れ出るために、血清の蛋白やアルブミンの量は
減り、貧血も進行している。４肢の肘関節や膝関節の
屈曲性拘縮が強く、左右の手は拳を強く握ったまま、
唸り声を発するようになった。手指が蒸れて白癬の感
染、手指の圧迫による循環障害で、部分的に褥瘡に増
悪している。誤嚥性肺炎を契機に寺田さんは次第に病
状が悪化し、気の毒な状況になっていった。この日、
寺田さんは家族の希望で会場に連れられてきたが、病
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院外に連れ出してもらえるのは、これが最初で最期に
なるだろう。
踊りが披露される場所は、いつの間にか緑色の人工
芝が敷かれ、目にも色鮮やかに変身していた。イベン
トの第２部の始まりであった。
スタッフは日ごろ練習した成果を披露する晴れ舞台
である。
最初の出し物はフラダンスであった。女性たちは、
頭には花の王冠、Ｔシャツ、色とりどりのロングスカ
ート、はだしで、女性の白い足が緑に映えて、ゾクッ
としていやでも目を引いた。緑の人工芝に踊り子たち
が、いっせいに優雅に、手足を動かしてしとやかに踊
る。バックにハワイアンの曲の伴奏が流れている。観
客の目は南国のエキゾチックな優雅な踊りに、うっと
り魅せられてしまった。暑さを忘れてしまう優雅な踊
りを披露したのは、女性の６人の介護士と看護師で、
踊り子たちは存分に踊りを堪能したにちがいない。
「好
きこそ物の上手なれ」である。
次に、祭りと染め抜かれたハッピを着た、男性と女
性の踊り子は、
「東京音頭と、せいちょうよさこいぶし」
、
「ソーラン節」などを息つく暇もなく、 人のチーム
が一糸乱れぬ形で、ダイナミックに、モダンダンスを
１２

披露してくれた。イベントの最期を締める踊りに、ヤ
ンヤヤンヤの拍手が鳴り響いた。
そろそろお開きに近づいた頃、僕の前に小学生の姉
妹が「綿菓子をください」と注文に来た。もうその頃
には、暑いさなかで、付添い人も患者もくたびれて、
暑さにこたえ、冷房の効いた院内が恋しく、急に移動
する人達が多くなって、会場はざわついていた。
綿菓子のストックが無くなったので、僕は筒でザラ
メを掬って綿菓子機の内部の筒へ流し込み、電源をオ
ンにした。綿あめの糸がするすると舞い始めた。割り
箸を内部に入れ、綿あめの糸を箸に巻きつけようと箸
を動かしていると、一陣の風が僕の頬をなぜていった。
特別の風ではないが、なぜか田舎の今は亡き両親の姿
が想いだされた。
――ひょっとすると、親父とお袋の魂魄が、美景で
ある浜名湖を見下ろす高台にすえられた墓石からさま
よい出て偏西風に乗り、青春時代に遊学し、ある時期
新婚時期を過ごした東京へ、そして、今、オリエンタ
ル病院で行われている敬老会のテントを揺らすほどに
吹く風の中に混じって、俺の頬をなぜていったのかも
しれないな。魂魄は千の風にも宿るというではないか。
たまには、親を思い出し供養せよ、ということかもし
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れない。
僕がいくら孝行しようと思っても両親は既にいない。
病床に見舞ったことがせめてもの救いであった。病院
で死を迎えたお袋や親父の臨終に立ち会えなかったの
は、勤務中ではあったが、心残りであった。長男夫婦
にまかせっきりだった。今生きているとすれば、親父
もお袋も、とっくに１００歳の前半ぐらいになるだろ
う。
そう思うと、僕が今現在、担当している 歳以上に
なる、寝たきりの複数の患者の姿がうかんできた。彼
らは自分の意思を伝えられない。口から反射的に食べ
られる人、受動的に管から栄養を受ける人、中心静脈
栄養の人もいる。
そのうちの、寝たきりで、糖尿病、腎不全と高Ｋ血
症を呈し、管で栄養されている女性の小田さんのキー
パーソンの 歳代後半の息子との会話と、小田さんの
その後の展開を想いだしていた。
「母は管で栄養されてかわいそうで」
「でも、高熱、肺炎、食欲不振から脱水で、救急入
院した一般病院で治療を受けて改善されたわけでしょ
う。けれどもその後、嚥下の機能が難しくなり、水や
栄養の補給の方法として経鼻胃管の必要性を指摘され
７０

９０

たのではないですか？ 先生に説得されて承諾された
わけでしょう。いまさらかわいそうと言われても困り
ますね。経管栄養で生きて来られたわけですから」
「おっしゃるとおりです」
「この病院では、入院患者の約５割以上の人が、体
内に留置した管から流動食と水分の補給を受けて生き
ながらえております。鼻の穴から胃に留置する管は、
外見的にはきつくかわいそうです。胃ろう管は眼に見
えないだけに差しさわりが無いといえます。中心静脈
栄養はコストがかかります。太い血管に大層細い管を
留置し 時間、大きな輸液の袋から高いカロリーの液
体を注入されるのです。時に高熱を出し細菌感染から
敗血症になりやすく油断なりません」
「入院患者の５割以上の人が管による栄養ですか。
寿命が来るまで流動食の注入が延々と続くのか」
「当人は管栄養とも認識し得ないで、受動的に栄養
補給を受け続けます。いいかげんに止めてくれと意思
表示さえも出来んのです。ただただ生かされています」
「たしかにそうですね」
「昔ならば、命（いのち）が閉じられようとすると
き（終末期）になれば、当人は食事を欲しがらず、摂
れなくなります。ろうそくの油が無くなれば、灯心は
２４
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細くなり、いつとはなしにテーパリング（糸を引く）
して消えるでしょう。すなわち、高齢で死期が迫れば、
衰弱して食物を受付け無くなり、体が必要としなくな
るわけです。そうなれば、自然と朽ちるように、その
人の持つ寿命で静かに生を閉じますでしょう。無理や
り生かす延命処置をしなければ、苦痛を与えることも
少なくなるでしょう」
「家族は患者の終末期を承知で、１日でも長生きさ
せようと、先生に無理やりお願いして、あるいは先生
の勧められるままに栄養補給の管、あるいは、中心静
脈にカテーテルを入れてもらい、栄養を維持させよう
とすることになるわけか。患者本人の意思を確認しな
いで無茶なことをしたことになる。自分自身のことと
して考えればして欲しくないですね。その頃には病状
が悪くなり意思表示も出来ないのか」
「世間では、何が何でも、人の尊厳を守り、延命を
図らねばならないという考えを、金貨玉条として振り
回す風潮が強いからね。担当医から要請されれば、家
族としても、
「拒否します」とはいえないでしょう。そ
んなことをしたら人の道に悖（もと）る、背（そむ）
く行為と非難されるかもしれないしね。現実問題とし
て、一般病院の担当医は、家族を説得してなんとして

も水分・栄養の補給路を確保しようと努力します。そ
して、次の進路として、療養型病院（老健）などに転
院（所）させようとします。病院の方針があり、やむ
を得ない面もあります」
「今振り返ると、救急病院の担当の先生が、しきり
に管を留置させようと熱心だった理由が、パズルが解
けるように分かります。なるほど」
「病人の肺炎がなおり、栄養補給の道を確保してし
まえば、先生は転院の話をしたと思いますよ。救急病
院では３か月を限度に、長期間入院させられない事情
があります」
「まさしくそうでした。転院をＯＫしますと、現住
所などを考慮して、病院を紹介して下さいました。ネ
ットワークがあるのですか」
「医療福祉相談員同士の連絡網があります」
「病院訪問の際、医事課の職員から説明を受け、病
院の内部を見せてもらいました。屋上に花壇があり、
明るい感じでよい印象を受けました。２床部屋を勧め
られました。コストがかかりますが入院予約しました。
在宅で私一人では、とても面倒みられません」
「僕が担当したのも何かの縁です。早いものでもう
２年になります」
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「私も男性の平均寿命の 歳後半年の齢になり、い
つ病気が爆発して急変するか、毎日、毎日、不安で過
ごしています。なるようにしかなりませんが・・・」
「ご希望があればなんなりと申し付けて下さい」
「もうこれ以上、苦痛や苦労してまで生きなくても、
お袋は許してくれるのではないか、と自分勝手に思っ
てみたりします」
「管による流動食の注入量を加減しますか？」
「そうはいいませんが、私以外に面倒みる人がいま
せん。私が倒れたら、どうなるのか心配です」
「なるほど」
「ここに来ればお母様と会えるのではないですか」
「確かに」
「静かに生を全うさせてあげれば、あなたも救われ
ると思いますがね」
「私が延命処置の中止の決断をし、お袋の命が短縮
されれば、親族からクレイムとか、私自身、後ろめた
い感情に取り付かれ、後悔するかも・・・」
「お身内で話し合って頂き意思統一してください。
超高齢ですから想定外のことも起きやすくなります」
「なるほど。私もいつ病気が爆発するかびくびくし
ております。そうなれば母を面倒見てくれる人がいな
７０

くなり心配です。ご迷惑をおかけします」
「肝腎なことを話し合えてよかったです」

不思議なことに、息子の意思が通じたのか、母親は
腎不全が増悪して急に旅立ってしまった。親子の間に、
テレパシーが飛び交っているのかもしれない。

年９月）
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敬老の日、僕は綿菓子を作りながら、すこし感傷的
気分になって、終末期医療にまつわるさまざまなこと
を考えてしまった。

（

26

ご じ ょ う げ ん

異説 五丈原の陣

しょくかん

山田 遼
しょかつりょうこうめい

建興十二年の春、蜀漢の宰相、諸葛亮孔明は、六度
とう ぎ ほ く せ い

目の討魏北征の軍を起した。

かくて大きな交戦がないまま、いつしか二ヶ月が過

せ い と

ぎ、季節は陰暦の五月初旬に至ったのである。

じ ょ し ょう

蜀の都である成都の片隅に、孔明の私邸がある。そ

れはとても丞相の住いとは思えぬような、桑畑の中の
簡素なたたずまいだった。

もちろん蜀漢の宮殿に近い官庁街には、宰相にふさ

ほ う や ど う

総数十万という蜀の大軍は、難路で知られる褒斜道
び

か んちゅ う

わしい立派な官邸があり、いつもはここで公務を行っ

しんれい

を経て秦嶺山脈を通り抜け、関中平野に進攻した。そ

ているのだが、時おりはこの別荘ともいうべき私邸で

し ば い ち ゅ う た つ

い す い

して長安の西方約一００キロの媚に迫り、渭水の南岸

寛ぐのが、孔明の日常であった。

ぎ

くつろ

の五丈原に陣をかまえた。

しかしいま、北征の大軍が催され、行政府の大部分

か んちゅ う

一方、魏の軍勢を指揮する司馬懿仲達も、渭水を渡

もそれに伴って北方の漢中へ移動して、成都にはわず

た い じ

った南岸に強固な堡塁を築き、ここに蜀と魏を代表す

かな留守居役が残っているばかりだった。

りゅうちゅう

南陽の隆 中で夫と結ばれて、すでに三十年近い年月

なんよう

ら夫の無事を願う日々が続いていた。

孔明の妻の恵英も、春からこの私邸に移り、ひたす

けいえい

る名将が、真向から対峙することになったのである。
おそ

しかしながら、孔明の秀れた軍略を惧れた司馬懿は、
守りを固めるのに徹して、様々な挑発を受けながらも、
容易に打って出ようとはしない。
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が過ぎている。相思相愛の夫婦仲はいささかも変って
いないが、二人の間には子供がないままだった。

香玉を伴って恵英が部屋へ入ると、客は立ち上って
恭しく頭を下げた。

「奥様にはますますお元気のご様子、何よりと存じま
す」

「まあ洪成どの、ご苦労さまです。まずお掛けになっ

五月十五日の昼下がり、漢中の大統営から使者がや
ってきた。

て下さい」

「夫は元気でしょうか」

宰相私邸を訪れていた。

これまでも折にふれて、外征軍の様子を伝えるため

十に近い錬達の外交吏僚である。

実直さがそのまま表に現れている劉洪成は、もう六

「奥様、漢中からお使いの方が見えました」
こうぎ ょく

侍女の香玉が伝えた。
「どなたがお見えになったの」
りゅうこうせい

「劉洪成さまです」
「では、客間にお通しして頂戴」
客間といっても特に飾り立てられてはいない、毛氈

「はい。丞相におかれましては、まことにご壮健でご

き しょう

を敷きつめた部屋の中央に、比較的広い卓子がおかれ、

ざいます」
いくさ

その四周には几牀があるばかりである。

「渭水の南岸の対陣は、そろそろ三ヶ月目にはいりま

「戦の模様は、その後いかがでしょう」

側の奥は、天井から床までの大きな開き戸になってい

すが、今のところまだ大きな動きはないようです」

庭に面した細かい格子戸の外は濡れ縁で、その反対

た。
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このあたりの対話は、これまでと変らぬ型通りのも
のだった。しかし今日は、新たな情報がもたらされて
いた。
「実は、本日は大変心強い知らせがございます」
そのように前置きして、洪成は続けた。
ご

「かねてよりすすめていた、呉国との対魏協同作戦が、
ついに実現しました」
ていりつ

「では、これは本格的な攻撃ですね」
「おっしゃる通りです」

これまでの夫の対魏北征は、国力では三分の一、兵

力は五分の一とされる小国蜀漢の、大国、魏に対する
果敢な挑戦だった。

だから、六年前の建興六年の第一次北征以来、これ

までの六度にわたる出撃も、ほとんど見るべき成果が

だが今回は、蜀と呉の両国が連携しての協同作戦で

なかったのである。

かに進めていた蜀、呉の共同戦線が成立して、呉の軍

ある。今度こそ夫の宿願が叶えられるに違いない・・・。

魏、蜀、呉の三国鼎立の均衡を破るべく、孔明が密

勢は長江を渡り魏の領土へ侵攻したというのである。

恵英は涌き立つような想いを胸に、使者を送り出し

そ ん し ょう

しょかつきん

やがて三人の侍女が恵英の部屋に集った。香玉を始

侍女を呼び寄せた。

居室に戻った恵英は、香玉に言いつけて他の二人の

た。

「まあ、それはよかった。で呉軍の攻撃というのは、
そんけん

どれほどの規模なのでしょう」
りくゆう

「はい。呉の軍勢は、国王孫権の直率する本軍が、長
ちょうしょう

江を渡って魏の合肥に向い。陸遊や諸葛謹の部隊は湖
じ ょう よう

北の襄陽へ、また張 承、孫韶の軍は江蘇の広陵、准陰
へと、三方からの進攻と伝えられております」
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き ょう せ い

れ ん じ

め、喬青、蓮児である。
ろ す い

な んちゅ う

一番年長の香玉が二十才、喬青が十九才、蓮児が十
な ん い

六才で、三人とも蜀の南方の濾水を越えた南中四郡、
世にいう南夷の地の出身だった。
建興三年の春、孔明は蜀の南方を平定するため、兵

として差し出されていた、猛節、猛獲、木鹿大王の三

人の娘が、現在孔明邸で恵英の侍女として仕えている
のである。

「奥様一同揃いましたが、ご用は何でしょうか」
香玉が声をかけた。

こうして見ると、もう二年近く生活を共にしている

た。

いずれも南夷独特の鋭い容貌の三人の侍女を眺め渡し

しょうぎ

を率いて濾水を渡った。そして半年の間に抵抗する南

もうゆう

居室の書見台の床几に掛けた恵英は、眼前に立つ、

もうかく

夷の部族をすべて討ち破り、秋には成都へ凱旋してい
る。
もうせつ

この時、対抗した猛節、猛獲、猛優の三兄弟や、猛
獣を使う木鹿大王、水陸両用の鎧を身につけた藤甲軍

ので、随分とこの土地の風習に慣れて、丞相宅の傭人

とうこう

など様々な部族は、すべて孔明の巧みな武略によって

にふさわしくなってきている。とはいえ、その言語や

もくろく

翻弄された。猛獲などは、七回捕まり七回釈放される。

所作には、やはり生来の野生がにじみ出ていた。

恵英はそこで言葉を切った。三人はそれぞれにうな

も良い報せが届きました」

し ょ さ

いわゆる七擒七従の有様で、ついにはすべてが孔明に

「先ほど漢中から使者の方が見えました。そしてとて

しちきんしちしょう

絶対の服従を誓っている。
今回の北征に当っても、南夷からは猛節の指揮する
約二千人の軍勢が、蜀軍に参加していた。そして人質
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づいている。
先ほど、香玉が客間で立ち合っていたので、使者が

他の二人も言葉に合わせてうなずいている。しかし

その表情には、あまり大きな変化は見られない。

丈原で戦われている北征の作戦も、きっと有利に進展

それが今度、初めて実現したのです。だから、いま五

いう計画は、何度も取り上げられたことがあります。

「これまで蜀と呉の二国が手を結んで魏の国と戦うと

恵英はそのまま続けた。

「今後の戦の見通しについて、何かお話がなかったの

かになるでしょう」

「まだ戦いは始まったばかりです。いずれ経過が明ら

るのでしょうか」

「それで、防ぐ側の魏は、どのような対応を取ってい

いる時、今度は喬青が口を開いた。

本当によくわかっているのかしら、と恵英が思って

するに違いありません」

でしょうか」

告げた内容は、他の二人にも伝っている様子だった。

この子たちは、果して戦況などに関心があるのだろう

「特にありません」

して、喬青の方は父親似の気性の激しさが、そのまま

次男の猛獲の娘である。香玉のおっとりした外見に対

香玉は猛三兄弟の長男、猛節の娘だが、この喬青は

からである。

恵英は驚いた。思ったよりよほど強い関心を示した

かと、いささかの疑念を覚えながらも、恵英は言葉を
切った。
「まことに目出たい報せです。私の父も喬青や蓮児の
親族たちも、北伐に加わって戦っております。勝利の
日が近づけば、こんな嬉しいことはございません」
香玉が三人を代表して発言した。
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表に出ている。

二人の間に子供はないが、夫が傍らにいてくれたら
くうけい

何も問題はない。しかし長期の遠征となると、無事を

案じての空閨は、かなりの精神的な重荷であった。

もう一人の蓮児は、最年少で小柄だが、木鹿大王の
娘だけあって、型にはまらない自由奔放な個性がさら

「猛節どもは、わしの側室にという含みらしい。しか

も軍陣にあっても、夫の女性関係については、噂ひと

夫の言葉に嘘、偽わりはない。事実、平時において

しわしは、そなただけで充分じゃ」

に強い。
三人三様の召使いたちを見ながら、恵英はこの人質
には一体どんな意味があったのかと思った。
三年前の第五次北征の時から、南夷軍が蜀軍に加わ

一年間は、外務部の人質を管理する部門に留め置かれ

働きに十数人の使用人が常時勤めており、さらに警護

孔明の私邸が比較的簡素だといっても、内働きや外

つ立つことがなかった。

ていたようだが、そのうちに夫から、お前の侍女に使

の要員を加えると、三十人以上の数になる。

り、同時に彼女たちも成都へ連れて来られた。最初の

ってみないかと話があったのである。

だが恵英のごく身の廻りとなると、これまでは年輩

の奥仕えが二人いるばかりだった。そこへ三人の若い

第五次の北伐が補給難で中断され、夫が一時、成都
に戻っていた時のことだった。

娘が入ってきて、邸内はにわかに賑やかになった。

わせる。邸内には笑い声と活気が満ち、まるで三人の

まず言葉や服装を改めさせ、学問や各種の技芸を習

「猛節から娘たちを使って貰えないかと申し入れがあ
った。まったくの自然児ばかりらしいが、どうかな。
退屈しのぎに育ててみたら」
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養女を引き取ったような有様だった。
それから二年近く、南夷の娘たちはすっかり、成都
に馴染んでいた。

ふ

恵英は疑念を口にしてみた。喬青の口調が、どこか腑

に落ちなかったからである。

三人はしばらく顔を見合わせていたが、やがて香玉
が口を切った。

「はい。実を申しますと、呉軍の動きにつきましては、

色の浅黒いのは化粧でなんとかなるし、漆黒の癖毛
も奇麗に巻き上げられている。それに三人とも一応目

二日ほど前から存じております」

問いつめられた香玉は、今度は蓮児に顔を向けた。

「まあ、どこから伝えられたというの」

香玉は思いがけない言葉を発した。

鼻立ちが整っているので、要路の大官の給仕に出ても、
決して見劣りはしないまでに成長していた。
もともと恵英自身の容貌そのものが、この時代の標
準とかなりかけ離れている。

名指しされた蓮児は、軽く頭を下げて話し始めた。

「それは蓮児がお答えします」

浮かぶ鋭い眼差しも、強く結んだ薄く広い唇も、それ

「奥様は私が鳥が好きで、桑畑の片隅の鳥小屋に何羽

白いものが少しまじった亜麻色の髪も、目尻に皺の

が美貌だと評価してくれるのは、夫の他にはほとんど

も飼っているのを、ご存知だと思います」

そうだ、この子の父親の木鹿大王は、虎や豹などの

るで唄うような響きの良い声が語り続ける。

小柄なその身体には、いつも精気が漲っていて、ま

いない。だから恵英と三人の召使いの間には、いつし
か強い親近感ができ上がっていた。
「それでは、お前たちは今日の知らせを、知っていた
のかい」
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あやつ

野獣を自在に駆使して、蜀の南征軍を苦しめたと聞い
す」

てんもん

「私も一定の範囲であれば、天文を観じてその地域の、

続いて香玉が言う。

ても、別におかしくはないと恵英は気づいた。

天候の移り変りを知ることができ、また世情の成り行

ている。その娘であれば、鳥類を操るのが巧みであっ

「鳩や雉もいますが、飼育の本命は鷹です。これは幾

きもある程度察知できます」

こうして恵英の召し使う三人の娘たちは、それぞれ

羽か飼い馴らし、脚に結びつけた革袋に文書を入れて、
て だ て

通信の手段に用いております」

も文書のやりとりができるというのである。

だったのね。これはいずれ何かの役に立つのかも知れ

「わかりました。お前たちは三人とも、異能の持ち主

特殊な能力の持ち主であることが、判明したのである。

「そうなの。ではお前たちは思いがけない能力を身に

ない。でも、このことは、私たちだけの内密にしてお

つまり漢中の行政府の仲間とも、五丈原の南夷軍と

つけているのね。鳥を使う以外に、まだどんな技法が

きましょう。いいわね」

た小さな土偶に話しかけて過ごした。

ど ぐ う

その夜、深更に至るまで恵英は、書見台の上に据え

恵英はそのように念を押して、三人を下らせた。

「承知致しました」

あるのかしら」
恵英は興味を覚えて尋ねてみた。

おと

今度は香玉と喬青が顔を見合わせ、やがて喬青が言
った。
「私はごく限られた相手ですが、夢遊状態に陥し入れ
すべ

て、こちらの意のままに行動させる術を心得ておりま
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この人型の土偶は、若い時から秘蔵しているもので、
恵英にとっては、いわば守り神のような存在だった。
いんけい

髪をさばき、襟をかき合わせ、両手指で様々な印契を
じゅ

だ僅かながら残っておるからの」

于吉道人は穏やかな口調で告げている。

「可能性は僅かなのでございますか」

「そうじゃ。そのあたりの成否の兼ね合いは、本人が

か

組み換え、低く呪を唱える。その合間に土偶に語りか

ば く ち

よく存じておる」

こ う う

ける言葉は、主として対魏征戦を発動した呉軍のこれ

りゅ う ほ う

「それでは、まるで一か八かの博打ではないでしょう
か」

からの成りゆきに関するものだった。
やがて土偶の上部が、ふっと人の面影に変った。か
う き つ

「そうよ。漢を興した劉邦も、それに対抗した項羽も、

ほ う じゅ つ

つて恵英が方術を伝授された干吉道人の顔である。

いずれもその僅かな可能性にすべてを賭けたのじゃ」

を発した。

「では、この度の呉の参戦は、いかがでしょうか」

のだった。

言葉は穏やかでも、道人の言い分は随分と非情なも

「どうじゃ、あれからは達者にしておるかの」
しろひげ

「はい。私はこうして成都で平穏に暮しておりますが、

「ふむ。呉玉孫権にいま少しの気概があれば別じゃが、

長い白鬚をしごきながら、柔和な笑顔の道人は言葉

夫の亮は、相も変らず討魏の遠征を止めようとはしま

現状ではとても無理よ。魏軍が本格的な反攻に出れば、

こ ぐ ん ふ ん と う

き が い

せん」

たちまち兵を退くであろう」

ひ

「うーむ、それは致し方がないわ。何しろ諸葛亮が魏

「となれば、夫はやはり孤軍奮闘のままです」

けいりん

を打ち破り、天下の経綸を手中に納める可能性が、ま
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恵英は客間に集った三人の侍女たちに告げた。

と し ゅ く う け ん

「その通り。文字通りの徒手空拳よ。しかしながら、

部屋の中央の大きな卓子には、白い布がかけられて

いる。この四周に四人が著座していた。

それでもって青史には大きくその名が刻まれることに
なるのじゃ」

奥の開き戸を背に恵英が坐り、右廻りに香玉、喬青、

入した呉軍の間に疫病が発生し、またたく間に拡がっ

建興十二年の七月半ば、長江を渡って魏の領土に侵

れど五丈原の我が軍は、士気旺盛にして兵糧も充実、

先ほど劉洪成がもたらしたのである。そして彼は、さ

呉軍との協同戦線が崩潰したという知らせは、つい

道士のゆったりした笑い声で、恵英は我れに返った。

た。そのため呉軍の行動がにわかに鈍ってきた。また

決してご心配には及びませんと強調して戻って行った。

蓮児が腰を下ろしている。

同じ頃、魏の明帝が自ら大軍を率いて本格的な反攻を

「洪成どのは、我が北征軍は大丈夫だとおっしゃいま

き おうせい

開始した。著るしく不利な事態に直面した呉軍は、わ

した。でも私はとても気がかりです。それでお前たち

し

ずか二ヶ月で兵を退き、そのまま長江の南へ撤退して

の意見を聞きたいの」

「残念だけど、呉軍の進攻は中断されてしまいました。

「何もそんなに、かしこまることはないわ。思ったこ

人は神妙な面持ちで坐っている。

めいてい

しまったのである。

それでこれから先の見通しを、お前たちと一緒に検討

とを何でも話して頂戴」

普段は客間に呼び集められることなどないので、三

してみたいと思うの」
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ですがそれを実行に移すのは、私と蓮児の役目です」

「はい。基本的な方針を立てるのは香玉が上手です。

指名した。

「では、これまで何か実績があるの」

恵英は口調を和らげ、じゃお前からと右隣の香玉を

「はい。私は昨夜、天文を案じてみました。私の力で

「いえ、蜀の南征軍と戦った頃は、私たちはまだ幼く

てんもん

はさほど深くは読めませんが、どうも魏の総指揮官の

喬青は激しい意気ごみを言外ににじませている。

それなりに身につけています」

司馬懿仲達の星が衰えているように見受けられました。 て参加しておりません。でも、実戦に必要な伎倆は、
あの男を倒す好機が近づいているのではないでしょう
か」

「いえ、いまはまだ全面的な対決の時期ではなくて。

「つまり、我が軍が攻勢に移るべきだというのかしら」

口にしている。

「ではお前たち三人で、何らかの方策が実現できると

違って、大きな野獣は苦手で、小動物に限ります」

せ、指令することができます。ただ、父や叔父たちと

「私は鳥たちだけではなく、他の動物とも意思を通わ

「そう。それは頼もしいわ。それ蓮児は」

司馬懿個人の排除を考えるのが妥当のようです」

いうのね」

香玉はまるで一軍を統率するような言葉を、淡々と

「そんなことができるかしら」

「はい。それをいま、精魂を傾けて考えているところ

香玉はそう言って、さらに続けた。

です」

「わかりません。でも試みる価値はあると思います」
香玉は思いがけない意見を口にしていた。
「では喬青は」
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「それと同時に、この際ぜひ奥様のお力もお借りした

「それで具体的には、どんな方法を考えているの」

がったのである。

し ん し

いのです」

「私の力というのは」

の欠乏を待つのが基本方針です。これまでの遠征は、

「魏軍のあり方は、長期戦に持ちこんで、我が方の糧秣

り ょう ま つ

「はい。奥様が体得しておられる方術のことです」

いつも補給の不足で撤退に追いこまれています。しか

恵英の問いを香玉が受ける。

「まあ、知っているのね。でもあれは、こちらが感知

し今回は、それが画期的に改善されました。最大の難

彼女の言葉には真摯な響きがこもっている。

することはできても、先方に力を及ぼすものではあり

所の、褒斜道の絶壁の桟道も、これまでと違い木牛、

も くぎゅ う

ません」

流馬などの運搬器具の導入で、著るしく輸送量が増え

さんどう

「ええ、それでも結構です。それぞれが力を合わせる

ています。でもやはり補給が大きな問題であることに

ほ う や

ことによって、大きな効果が生まれるに違いありませ

変りはありません。それでこんな計画を立ててみまし
た」

りゅうば

ん」
香玉の言葉に続いて、喬青も蓮児もお願いしますと

香玉はそう述べてから、懐から一枚の絵図面を取り
出して、卓上に拡げた。

頭を下げた。
「いいでしょう。我が国はまさに、存亡の危機に直面

「ここが蜀の後方拠点の漢中です。北へ向って進みま

ほ う や

しているのです。いまこそ互いに力を尽すべきです」

すと、秦嶺山脉の南端の箕谷から険しい褒斜道に入り

き こ く

恵英の言葉で、ここに風変りな四人の盟約ができ上

- 31 -

の領土で、東へ流れる渭水の周辺には関中平野が拡が

ます。そこを通過して北端の斜谷を出ると、すでに魏

「いえ、まったくの嘘です。上方谷は行き止まりで洞

「それは本当なの」

通って、蜀の補給路を断ち切ることができるのです」

や こ く

っています。渭水の南岸のこのあたりが五丈原で、現

窟などありません。しかしそのように信じこませて、

い す い

在我が軍が布陣しており、またその東方には魏軍の城

司馬仲達をこの谷に誘いこもうというのが、私どもの
も く ろ み

砦が築かれています」

目論見です」
「誘いこんでどうするの」

香玉の説明を聞くまでもなく、そのあたりの地形に
ついては、恵英もよく知っている。

「洞窟を確認するだけなら、司馬懿の身辺の警護は手

もなく行き止まりです」

「入口が狭くて、中へ入ると少し広くなりますが、間

「いえ、知りません」

う峡谷があるのをご存知ですか」

「はい。残暑の時期で、虫たちもまだ元気があります」

「それを蓮児が担当するのね」

定されます」

あるいは熊蜂の大群や毒蛇を用いるなど様々な形が想

薄だろうと思われます。そこを狼の集団に襲わせる、

じょうほうこく

「ところで奥様は、この褒斜道の東方に、上方谷とい

「それで」

野獣や虫類に襲撃させるというのである。

何とも奇妙な計画だった。弓矢や槍剣は用いずに、

目立ちませんが、仲はかなり広く、どこまでも奥へ続

「やはり、司馬懿を倒すのが、最優先なのね」

「実はその谷の一番奥に深い洞窟があります。入口は

き、結局、褒斜道まで行き着きます。ですからここを
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「そうです。現状ではあの男が、魏軍の中心人物です。

喬青と蓮児も口を揃えていた。

「お前たちがそれほど言うのなら、後ほど私の師匠に

ち ょう こ う

以前は勇猛な張郃もいましたが、第五次の北伐で討ち

尋ねてみましょう」

恵英はそう言って、この日の会合を打ち切った。

果たしました」
喬青が替って答えた。

その夜半、恵英は箪笥の中から土偶を取り出して、
し ょう じゅ

干吉道人を呼び出した。

この子たちは、随分軍事や兵略に詳しいが、一体ど
こで身につけたのだろうと恵英は思った。

現わした。今夜は黒い道服を身につけ、太目の竹杖を

誦呪を始めると、ほとんど間をおかずに道人が姿を

には、まだまだ足りないところがあるのね」

ついている。

「お前たちの方策は大体わかりました。でも実行する

「そうです。それで、奥様のお力をお借りしたいので

「今度は何の相談かな」

相変らずにこやかに尋ねた。

す」
香玉の言葉に他の二人も大きくうなずいている。

「まず、司馬懿の行動を把握することです」

「なるほど、谷へ誘いこんで、仲達をば謀殺するとい

まに再現してみせた。

恵英は三人の侍女たちが立てた企画を、耳にしたま

「でも、どうやったらいいのか、私にはわかりません」

うのか。じゃがな。これはかなり難しいぞ。大体あの

「私に何ができるかしら」

「いえ、奥様は必ずその方法を発見されるでしょう」

用心深い男が、そう易々と罠にはかかるまい」

ぼうさつ

「ぜひ、お願いします」
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「それにこれは天候の影響を受けやすい。やるならも

「でもあの子たちは、それなりの成算がある様子です」

「それは、あとで説明します」

「何にお使いになるのですか」

「中で一番、元気のいいのが望ましいわ」

かなり大柄で、つややかな毛並みといい、鋭い双方

に一羽の鷹を、右の手首に据えてやってきた。

蓮児は不思議そうな面持ちだったが、言われるまま

う少し早く、盛夏の時期に行うべき企てじゃ」
「それでも私たちは、呉軍の撤退を耳にして、直ちに
取りかかったのです。何とかやってみたいと思います」
恵英が言い切ると、道人はよしわかったと口調を和

「倒すべき相手は司馬仲達ただ一人。よって数多い魏

鷹の両眼を見つめた。しばらくの間睨み合いが続き、

恵英はその前に立って、右手掌をかざして、じっと

の眼光といい、なかなかの逸物らしい。

の軍勢の中から、どれが仲達か見極め、その行動を追

やがて恵英は低く呪文を唱えて、それが終ると蓮児に

らげた。

い続けねばならぬ。ではその方法を伝授しよう」

告げた。

「お前は鷹と話ができるのね」

道人はそう言って、これからの手順を説明し、明朝、
蓮児から飼っている鷹を一羽借り受けるように指示し

「はい。大抵のことなら」

の陣営の上へ行き、約百丈（三百メートル）の高さを

二回、左廻りに一回廻って、それから渭水の南岸の魏

「では、ここを飛び立ったら、まず邸の上を右廻りに

て、姿を消した。

翌朝、恵英は蓮児を呼び寄せて、鷹を一羽用意する
ように命じた。
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示します」

旋回するように伝えてほしいの。そのあとは追って指

「餌はどうするの」

ょう」

話しながら恵英は、蓮児を客間へ伴った。

「いえ、三、四日は何も口にしないで飛び続けます」

それから蓮児は、鷹に語りかけた。

部屋の奥に両開きの木の扉がある。頑丈な造りで、

「承知しました」

口笛を吹くように口唇をとがらせ、歯と舌の間で鋭

錠前はないが把手に細工があって、双方の把手を上下

左右に何度か動かすと、カチリと音がして扉が開いた。

い音を発する。
鷹は少し首を傾けて、じっと聞き入っていたが、や

中には灰色の布のかかった物体が置かれている。恵

英が静かに布を取り払うと、木の枠に据えられた大き

がて蓮児の伝言が終ると、了解したように軽く双方の
翼を動かした。

な青銅の鏡だった。

「成都から五丈原まで、ほぼ千二百里 日本の百二十

けて、ふっと息を吐きかけると、にわかに鏡面が輝き

と鏡の表面をこすっている。やがて青銅鏡に顔を近づ

(

里 ですから、今日中は無理です。夜は秦嶺山脈の樹木

始めた。そしてそこに現われたのは、上空から見た孔

かかっていた布を折り畳み、恵英はそれでゆっくり

ない。

直径は二尺に近く、表面は鈍く曇って何も映ってい

「それ、発進！」
大きく叫んで蓮児が右手を突きだすと、鷹は勢いよ
く羽搏いて翔び立って行った。
「目的地まで、どれくらいかかるのかしら」

で休み、魏軍の陣営には明日の午前中に到達するでし
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)

明邸の光景だった。
ふ か ん ず

空からの俯瞰図は、ゆるやかに動いている。それは
飛び続ける鷹の眸に映る景色に違いなかった。

がら鏡面に見入っていた。

鷹の視点が絶えず移り変るので、上空から左右へ、

さらに地上にと、次々と場面が移行する。

ていた。

二人はすっかり魅了されて、食い入るように見つめ

「私も鷹になってみたい」

「命じたように二回と一回の旋回が終ったらしいわね」 「空を飛べるというのは、すばらしいですね」
言いながら恵英は、傍らの蓮児に告げた。
「鷹と交信できるはずよ。やってごらんなさい」
一歩進み出た蓮児が鏡に向って、鋭い口笛を送ると、

「魏の陣営に着くのは明日の朝です。ですから、これ

恵英は青銅鏡に覆いをかけ、開き戸を閉じた。

やがて二声、三声鷹が発したらしい鳴き声が戻ってき

「これから北へ向うと申しております」

四人はそのまま卓子を囲んで、計画の検討に入った。

からの予定を話し合いましょう」

「そう、連絡は順調のようね。距離がかりに五百里、

「季節からすれば、蛇や虫たちの活動期間は、あとし

た。

千里を離れても、鷹が目ざめている間は、変りなく交

ばらくです。一日も早く実行に移してほしいと思いま

そろそろ終ろうとしていた。

蓮児が言う。陰暦の七月半ばすでに初秋で、残暑が

す」

信ができます」
恵英はそれから、他の二人にも見せておきたいから
呼ぶように命じた。
やがて香玉と喬青が姿を見せ、恵英の説明を聞きな
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「問題は二つほどあります。一つは私たちは司馬仲達

いしていると恵英は思ったが、言われてみると娘時代

この子たちは、私が大変な神通力の持ち主だと勘違

がりゅうこう

を顔を知りません。ですから魏軍の中のどれが仲達か、

に、まだ見知らぬ夫の亮が、臥龍岡を散策している姿
か い ま

特定する必要があります」

可能かも知れない・・・。

を、夢幻の間に垣間見たことがあった。もしかしたら

「何か、似顔絵のようなものがないの」

「いかがでしょうか」

香玉が指摘する。

「ありますが、あまり出来がよくありません」

でもう一つの問題は」

「そうね。自信がないけど、やってみましょう。それ

上に置いた。細い墨の線で、鼻下に髭を蓄えた中年の

「はい、それは仲達を、どうやって上方谷へ誘導する

彼女は懐から一枚の絵図を出して、卓子を覆う布の

男の顔が描かれている。

かということです」

「それでどんな考えがあるの」

喬青の言うように、これもなかなかの難問題だった。

「これじゃ、どこにでもある顔ね。大勢の中からはと
ても見つけ出せないわ」
恵英の言葉に喬青が応じた。

青が再び口を開いた。

侍女たち三人は、何か囁き交していたが、やがて喬

を映し出せませんか」

「ある人物の心を外から操つるには、幾つかの条件が

「いまほど拝見した青銅鏡ですが、あそこに仲達の顔

「それは難しいわね」

必要です。まず私が持っている特殊な粉末を、ごく少

あや

「でも、奥様の方術の力で、何とかなると思います」
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作するのです。ただ粉の有効期間は二日間に限られて

の届く範囲から、暗示や指令を送りながらその心を操

量で結構ですが相手の身体にふりかけます。そして声

「それから仲達を暗示にかける件ですが」

を見て接近する方法もあります」

「その場合は、他の鷹に注意を向けさせておいて、隙

「喬青が本営の仲達の身辺に近づくのは、絶対に無理

今度は香玉が口にした。

「ではお前は、相手のごく身近かにいなくてはならな

です。それよりも先ほどの青銅鏡を使って、意思の疎通

います」

いのね」

を図ったらいかがでしょうか」

ず、指示を送ることができた。あるいはそれも可能か

そういえば、蓮児の鷹には距離のいかんにかかわら

そ つ う

「はい。そのあたりが私の力の限界です」
「となると、とても無理だと思うわ」
「では、何か良い方法がないでしょうか」

くくりつけておき、急降下して頭上直前で蹴爪で袋を

にやらせたらいいと思います。両足に粉の入った袋を

「喬青の粉末の件ですが、仲達にふりかけるのは、鷹

はほとんどいないので、急いでかき集めなくてはなり

「はい、当日使う動物たちですが、狼は上方谷付近に

かに何か問題は」

「じゃ、これで何とか見通しが立ってきたわけね。ほ

も知れない・・・。

破るのです。もちろん、よほど練習する必要がありま

ません。蛇と熊蜂は、現場にいくらでもいますが、ま

一同は再び考えこんだ。やがて蓮児が顔を上げた。

すが」

ったくの愚かなものばかりで、こちらからもっとまし

け づ め

「警戒が厳重で、射落されはしないかしら」
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なのを送って指導させます」
蓮児は元気一杯で提案している。
「あまり時間はないけれど、どうやって送るの」
「鷹にやらせます。蛇は首に巻きつかせ、蜂は背中の
羽毛の間に潜りこませて運びます」
衆知を結集して、構想は次第に形をなしてきた。
「随分と話が煮つまってきたわね。まだ決っていない
のは、仲達との接触の件ですが、これは私がなんとか

揃って頭を抱える下げる三人の侍女たちを見ながら、

恵英は、彼女たちを差し向けた夫の意図が実はこれだ
ったのかと思い当たった。

し んち ょく

かくて計画は、着々と進捗して行った。

恵英に課せられた司馬懿仲達の監視は、かなりの難
問だった。

仲達個人を識別するのは、問題はなかった。魏軍の

ごうほうらいらく

最高指揮者は、何事につけても特別扱いの存在である。

痩せぎすの長身で、神経質でいて一面豪放磊落でもあ

します。それで決行の日取りはいつになるの」
恵英はそう言って、一座を見渡した。

るというかなり複雑な個性であるらしい。変化に富ん

せんぜい

人かいて、それぞれが何重にも結界を張っているから

というのは、本営にはお抱えの占筮師や方術士が何

捉えにくい。

ただ、本営の幕舎の中にいる時の行動が、なかなか

だその特異な風貌も、すぐに覚えこんでしまった。

三人は互いに言葉を交していたが、やがて香玉が代
表して答えた。
「十日間の余裕を頂きたいと思います」
「では七月の末日頃ね。それまでにしっかり準備を整
えて頂戴」
「承知致しました」
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である。それでも根気よく見張っているうちに、仲達
の日常の行動様式が、大体つかめてきた。
いまのところ、恵英たちの風変りな謀殺計画を、相
手はまったく気づいていない様子だった。
一方香玉は昼夜をおかずに、空を見上げている。十
日後の渭水南岸の天候、気温、風向きなどの変化が、
最大の関心事だった。

練が続けられている。

さらに柏の古木の洞の熊蜂の巣から十数匹を選び出

し、両手掌に一列に並べて、唇を震わせて羽音のよう

な声を発し、何事かを教えこんでいた。そしてそれを、

彼女の首に巻きついた黒い毒蛇が、鎌首を持ち上げて

聞き入っているという有様だった。

五日、六日と日が過ぎて、決行は七月二十九日と定

「前日の二十八日は、午前中は晴れますが、昼過ぎか

められた。

いかにして相手の警戒心を除き、こちらの意思に従わ

ら急に激しい嵐になります。しかしそれも夕方には止

喬青は、時々客間の青銅鏡に司馬懿の姿を映しだし、

せるかと習練をくり返していた。

うちでは、この日が最適です」

一〜二日前に使用する粉末は手持ちがあるようだが、 み、二十九日は晴天で温度も上がります。この数日の
さらに当日、魏の衛兵にふりまいて行動力を減退させ

一番忙しいのは蓮児だった。

「奥様、狼の数がどうしても足りません。五十匹は集

った。

香玉の観測で実施日が決り、事態は詰めの段階に入

先日、偵察に派遣した鷹の他に、あと四羽、つまり

めたいのですが、まだ二十匹足らずです。やはり私は

るという睡り薬も、併せて調合されていた。

手持ちのすべてを総動員して、実戦に即した激しい訓
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「お前たちの大変な努力で、なんとか準備が整ったよ

た。

蓮児が報告してきた。

うです。まことにご苦労でした」

猛獣は苦手です」

動物の調教に明け暮れているので、彼女はいつの間

「いえ、まだこれからです。慰労のお言葉は、この企

恵英の言葉を、香玉が遮った。

自然界に立ち戻ったように見える。

てが成功してからにして頂きます」

にかやや人間離れしてきて、顔つきも身のこなしも、

「そのかわりに、当日は鷹を使って、仲達に熊蜂の大

「そうね、じゃ成功を祈りましょう」

うだが、よく見ると天候の問題に精神がすっかり集中

右隣の香玉は一見したところ、常態を保っているよ

ずりこむかで、頭が一杯の様子である。

てしまい、司馬懿仲達をいかにして夢幻の境地に引き

正面の喬青は、その激しい気性がすべて内側に向っ

いつ口が耳まで裂けても、おかしくない有様だった。

左隣りの蓮児は、人離れのした精悍さがさらに進み、

たされている。四人は盃を挙げてから口にした。

各自の前の小さな酒盃に、恵英が用意した古酒が満

好きな香料をふりかけることにしました。四、五十匹
が同時に刺したら、ひとたまりもないでしょう」
彼女の言う蜂の毒は、十匹もあれば牛馬をも倒すと
いうことだった。
「蛇はどうなったの」
「当日の天候次第です。もし温度が低いと、ほとんど
役に立ちません」
やはりその日の天候が、ひとつの鍵だった。

七月二十六日の朝食の後、恵英は三人を客間に集め
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して、まるで片足の爪尖で立っているようにも見受け

った。

それで私はどうかしら、年の功で一番均衡を保って

らない。しっかりお願いねと念じながら、鏡を覆って

始めた。明日からはこの鏡に随分と働いて貰わねばな

恵英はそれから、奥の扉を開いて青銅鏡の手入れを

いるはずだと恵英は思ったが、果してどうなのか、さ

いた絹布で、表も裏もくまなく拭き清めていた。

られた。

ほどの自信は持てなかった。

る関兵台上の司馬仲達に、喬青の粉薬を浴びせるとこ

七月二十七日、渭水南岸の魏軍陣営の上空は薄曇り

かくて計画は、順調に滑り出した。

「それでは明日二十七日の昼頃、魏軍の調練をしてい

から、私たちの作戦が発動します。そのために、これ

中央の広場では、いつものように隊伍を組んだ兵卒

だった。

をつけて、仲達に向かうため、三羽はこれまで移送し

の訓練が行われている。片隅の指揮台の上に立って、

から五羽の鷹が全部出発します。二羽は両脚に薬の袋

てきた蛇や蜂の最終組を運ぶためです。これでいいの

隊列の動きをじっと見守っているのが、まさに魏の大

将軍、司馬懿仲達その人だった。

ね」
恵英が念を押すと、三人は結構ですと頭を下げた。

(

)

り旋回している鷹の眸は、鎧、兜はつけず、黒い長衣

魏軍の上空約五十丈 約一五０メートル を、ゆっく

そう言って恵英が立ち上ると、続いて三人の侍女た

の腰に長剣を帯びた大将軍の姿を、はっきりと写し出

「では始めましょう」

ちも席を立ち、鷹の出発を見送るために部屋を出て行
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している。
指揮台上は仲達一人で、台の周囲には、弓矢をたず

蓮児の言葉通り、指揮台を一周する鷹の目からは、

白い粉末を顔面に浴び、片手を振り廻して何かわめい

の隊列へつっこんで行った。一丈か二丈 三〜六メート

やがて視界の端に一羽の鷹が姿を見せ、眼下の魏軍

向けて、高く飛び続けていた。

り抜けたが、命中はない様子で、鷹はそのまま上空へ

全力で離脱にかかった鷹の脇を、二、三本の矢が走

ている仲達の姿が、明瞭に見て取れた。

ル の高さを、勢いよく翔び廻ると、演習の隊列が大き

「直ちに接触に入ります」

さえた護衛兵が、二十人あまり警護していた。

く乱れ、兵士たちが上空を指して、口々に何か叫んで

これまで青銅鏡にぴったり張りついていた蓮児にか

(

いる。やがて空へ向けて何本かの矢が放たれた。しか

わり、その位置を占めた喬青が言う。両手に黒い陶磁

)

し鷹はそれを巧みに避けて、自由自在に飛翔を続けて

製の鈴を持ち、軽く振り鳴らす。チリチリという鈴の

て司馬懿仲達の顔が浮び上った。

一時、鏡面を被っていた青い霧が次第に晴れ、やが

音につれて、呪文のように低く語りかける声が続く。

いる。
頃やよしと、上空で待機していたもう一羽の鷹は、
指揮台の仲達を目がけて真逆様に突入した。
地面がぐんぐん近づき、仲達の姿が急拡大した時、

たりに、白い粉が残っていた。両眼は半ば開かれ、そ

赤い布で顔をごしごし拭っているが、まだ前髪のあ

白い粉塵が立ちこめ、鏡面の像が大きくゆらいだ。

の表情は著しく精彩が欠けている。

青銅鏡の前の蓮児の口笛が鋭く響いた。パッと視界に

「見事命中です」

- 43 -

「うむ、ひどく頭が重い。それに耳鳴りがしてならん」
仲達はうめくように言う。彼はしばらく何かに耳を

いびき

を垂れ、大きな鼾をかき始めた。

「終りました。必要事項はすべて伝わっています」

に蒼白な顔には、びっしりと汗が浮んでいる。

喬青がふり向いて告げた。精魂を使い果たしたよう

「なに、上方谷の洞窟が、褒斜道に達しておると言う

「ほんとうにご苦労でした。これで第一段階が終った

傾けていたが、ややあってものうげに呟いた。

のじゃな。うむ、その話は聞いたことがある。まこと

のね」

恵英が尋ねると香玉が答えた。

であれば補給路を打ち砕いて、孔明のやつを干乾しに
できるわ。よし、明日にでも確かめてみるとしよう」

「そうか、明日より明後日の方が天気が良いか。では

うだが、すぐ覚醒したらしい。

けど、どうしてかしら」

「でも、仲達が、この話は聞いたことがあると言った

明後日の天候次第です」

「はい。予定通りとても順調に進んでいます。あとは

明後日にしよう。もちろんわしがじかに出向く。人の

「あのように、外から与えられたものを、自分の考え

それだけ言うと両眼が閉じ、しばらく睡りこんだよ

住まぬ狭い谷間じゃ。士卒の五、六十人もあれば足り

だと誤認することは、よくあります」

恵英は言った。

既に輝きを失っている青銅鏡に被布をかけながら、

喬青が答えていた。

る。しかし洞窟の探査には、いろいろと準備をせにゃ
なるまいな」
仲達は独り言のようにぶつぶつと呟いていたが、や
がてどうにも眠気に耐えられない様子で、がくりと頭
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「今日はこれで、ゆっくり休みましょう。明日は最後
いのです」

ない動きが現われました。すぐに鏡で確認して頂きた

やがて鷹の目を通して、朝日を浴びた上方谷の入口

一同は青銅鏡の前に集合した。

の指示で、すでに谷の入口付近に向っているという。

上方谷の尾根で待機していた鷹の中の一羽が、蓮児

驚いた恵英は、客間へ急いだ。

の總点検です」
三人の侍女を引き取らせると、恵英自身も激しい疲
し ょう だ い

労を覚えた。居室へ戻り、牀台に横わって身体を休め
ていると、そのまま眠りこんでしまった。

翌、七月二十八日の早朝だった。

五、六十人の一隊が、枯れかかった夏草を押しわけ

付近が映し出された。

居室の扉を叩いて、香玉が呼んでいる。

て、谷の入口へ近づいている。中央の馬上がまぎれも

「奥様、大変です」

「まあ、こんなに早くから、一体どうしたの」

上方谷へ向った様子です」

「大変なことになりました。仲達が兵を引きつれて、

侍女が駆けこんできた。

「襲撃の準備はどうなの。間に合うかしら」

「わかりません。何かの手違いです」

「やはり仲達だわ。どうして今日になったのでしょう」

ゆったりと馬を進めていた。

なく司馬懿仲達で、鎧はつけているが兜はかぶらず、

「まさか。それは明日の予定じゃないの」

「大急ぎで手配します。谷の一番奥に達するには、ま

夜着の上から外衣を羽織って扉を開けると、三人の

「ええ、でも今朝私が天文を案じていたら、思いがけ
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だ少し時間がかかりますから」
蓮児が言う。
「天候が急変する時刻はいつなの」

た。その時、恵英は谷を取り巻く尾根の上に、何か動
くものを目にした。

「ねえ、あれは何かしら。あの右側の尾根の上よ」

一同が目をこらすと、それは何人かの人影のようだ
った。

「この雲ゆきならば、昼少し前でしょう」
「それまでに済ませるのね」

「もっと鷹を近づけてよ」

えている。

だ

配置され、それぞれが粗朶の塊や、樽や包みをたずさ

そ

数はさほど多くはないが、両側の尾根伝いに点々と

とそれは、尾根の頂上に布陣した軍勢だった。

鷹が接近すると、今度ははっきりと見てとれた。何

「はい、激しい雨風になると、虫や獣たちの動きが止
ってしまいます」
慌ただしいやりとりの間にも、次々と応急の指令が
発せられている様子だった。
仲達の率いる隊列は、やがて上方谷の入口に差しか
かった。

す」

「奥さま大変です。あの鎧、兜は、間違いなく蜀軍で

間隔しかない。しかし中へ入ると幅は数倍に拡がり、

「見たところ、樽の中は油、包みは火薬だと思います。

両側に崖が接近していて、入口はわずか三、四間の

中央には以前小川のあったらしい窪地が、奥へと続い

油や火薬を含ませた粗朶に火をつけ、谷底の仲達を火

攻めにする計画に違いありません」

ている。
上空で旋回している鷹の視点が、谷の真上へ移動し
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もし火攻めが始まり、谷底が火の海になったら、手を

出す余地がなくなるし、といって風雨が激しくても動

「一体、いつの間にあんな用意をしたのでしょう」
四人は事態の急変に、愕然とした。

な期間しか私たちの出番がないと思うけど、どうかし

きがとれない。結局のところ、火攻めの始まるわずか

れ、しかも一日早く実行に移されていたのである。
ら」

自分たちと同じような計画が、蜀軍の側でも企てら

「奥様、どうしましょう」

「はい、その火攻めも、嵐がくるまでです。一刻も早

く谷の奥へ行きつき、まずこちらの攻撃、続いて火攻

香玉が言う。
「そうね、こちらの準備は」

めと息もつがさず攻めたてたいものです」

喬青がいらだたしげに言う。

「蛇や蜂たちは、谷の奥に集っています。狼は十四匹
しかいないので、損害をこうむって逃げまどうところ

「谷の奥の洞窟は本当にないのね」
「はい、ありません」

を、襲わせる予定です」
蓮児が説明した。

「ではその中へ逃げこめないわね」

どうしてこんなになってしまったのだろう。と恵英

の時間的な兼ね合いだった。

問題は、仲達たちの行軍の速さと天候の激変の双方

「おっしゃる通りです」

すでに仲達の隊列は、狭い関門を抜けて谷に入って
いる。先頭の十人あまりが散開して、前途を確かめ、
やがて本隊が中央の窪地を、ゆっくりと谷の奥へ向け
て進み始めた。
「それじゃ、谷の奥に達するまで待つしかないわね。
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れてしまった。

はたちまち、ごうごうと燃え上がる炎の壁にとの囲ま

立てた計画が、まことに順調に進展したのは、蜀軍
「やったわ」

は思った。

が敷いた軌道の上に乗ったからだろう。仲達が上方谷

香玉たちは手を叩いて歓声を上げた。

「やりました。見事な火攻めです」

日では天候の状態がまったく違う。どうして夫の指揮

黒煙は見る見る中に谷の上空を覆い、あたり一面が

のことを知っていたのもうなづける。しかし今日と明

する蜀軍が、こんな間違いをおかしたのだろうか。そ

早く谷の奥に行きついてほしい・・・。恵英たちが

るでそれが合図のように、ごうっと一陣の突風が吹き

それと同時に稲妻が光り、雷鳴が轟いた。そしてま

暗くなっている。

切望するにもかかわらず、仲達隊の行動ははかばかし

つけ、ほとんど間をおかずに、大粒の雨がどっとばか

のあたりが何とも不思議だった。

くない。ようやく谷の半ばを過ぎた頃、時刻は正午の

りに降り注いできた。

(

)

まるで車軸を流すような豪雨が続き、火が消えた谷

火は、たちまち勢いを失った。

蓮児の悲痛な声と共に、仲達隊をとり巻いていた猛

「早すぎます。せっかくの火攻めがダメになります」

「ああ、雨だわ」

半刻 約一時間 ほど前だった。
の ろ し

突然、右の尾根に白い狼煙が上った。続いて中央と
左側にも、狼煙が立ち昇る。
何事かと立ち止った仲達隊に向けて、両側の尾根か
ら黒煙を上げ炎に包まれた火球が、次々と転げ落ちて
行く。やがて谷間の枯れた夏草にも火がつき、仲達隊
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間は、降りしきる雨脚の下に霞んでいた。
ほんの小半刻で雨はぴたりとあがり、かろうじて命
拾いした仲達隊は、にわかに出現した谷川の水に足を

したのが、間違いだったのだろう。かりに仲達の出立

か、大雨の襲来のどちらかが一日ずれていたら、必ず
成功したはずである。

「もう少しで成功したのに、雨があまりにも早すぎま

「本当に残念です」

ないはずがない。当然、それ相応の対策が講じられる

ごとしといわれる夫である。自分たちの意図に気づか

明な夫が、なぜ気づかなかったのだろう。明察、神の

めいさつ

しかしながら、このような事の成りゆきを、あの聡

した」

べきだった。それがこんな結果に終ったのは、なぜな

ひたしながら、先を争って引き上げて行った。

「蛇や蜂は、まったく出る幕がありませんでした。狼

のだろう。

恵英は改めて、夫の諸葛亮の言動を想い浮べていた。

たちはあの火攻めで、全部逃げ散ってしまいました」
侍女たちは、口々に悔しがっている。

家庭人としての夫は、実に穏やかで楽しく、いつも

だからこれまでは、軍事に関して口をさし挟んだこ

ある。まったくの別人格というしかなかった。

きは、まったく打って変った秋霜烈日の大軍師の姿で

しゅうそうれつじつ

った。ところが、ひとたび三軍を率いて戦場に臨むと

深い愛情を注いでくれる、非の打ちようのない人物だ

鏡にはもう何も写ってはいない。鈍く輝く青銅色の
鏡面があるばかりだった。
どうしてこんなことになったのかと、恵英は想いに
沈んでいた。
結果からすれば、自分たちがよけいな邪魔をしたこ
とになるが、やはり二つのよく似た計画が同時に進行

- 49 -

き ょう ね ん

い め い

享年五十四才の生涯を、陣中で閉じたのである。遺命に

ていぐん

とは一度もなかった。それが今回の初めての試みが、

よりその亡骸は、漢中の定軍山に葬られた。

孔明の死は、直ちに成都の私邸へ伝えられた。悲報

なきがら

こんな形で終ったのは、一体どうしたことだろうか。

それはあの智謀湧くがごとしとされる夫の心身に、

をもたらした劉洪全たちは、涙ながらに一通の封書を

その時、恵英はハタと思い当ることがあった。

何か異変が起きているのではないか、ということだっ

恵英に手渡した。

そ う ろ

きんしょ

わ

そして最後には、自分の亡きあとは、数年で蜀の国

びる言葉が記されていた。

草蘆で、琴書を共にする生活ができなかったことを詫

冷静な筆致で述べ、かつて約束したように再び南陽の

遺文には、自分の生命が志半ばにして終ることを、

い ぶ ん

た。通常ならあり得ないような誤まり。例えば二十八
日の天候の急変を予測できなかったことなどは、その
頭脳に曇りが生じたとしか考えようがなかった。
もしかしたら夫は、重篤な病に侵されているのでは
あるまいか。そしてそれを周囲には、ひた隠しにして
いるのではないだろうか・・・。恵英の危惧は深まる

は魏軍に占拠されるだろう。その時は成都に留まるこ

猛節たちは必ず厚遇してくれるだろう。またそのため

ばかりだった。

建興十二年の秋、蜀の丞相、大軍師、諸葛亮孔明は、

に、そなたの身辺には三人の娘を配しておいたと結ん

となく、直ちに瀘水を渡って南中の地へ赴くがよい。

五丈原の陣営で病を発した。病状は急速に進行して、

であった。

ゆ う と む な

陰暦の八月二十三日、討魏北征の雄図空しく、孔明は
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そうだったのねと、恵英は眼前の侍女たちを眺めな
がら、心の中で呟いた。
いかにもあの人らしい心配りだった。
な ん い

私が風貌だけでなく、気質もかなり異国風なのを、
夫はよく見抜いていた。それで南夷の土地がふさわし
いと判断したのだろう。
もう二度と、あんな不思議な、そしてあれほど魅力
的な人にめぐり逢うことはないだろう・・・。
恵英の両眼には、涙がとめどもなく溢れ続けていた。
<
完
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>

随想三夜

の塩を持ってお礼参りするのが決まりだそうだ。持ち
かえった塩を何人かの患者さんに、いとも厳粛にもっ
たいぶって渡した。しかし、おかげさまでという声を
まだ聞かない。イボがとれたので来ないのか、塩しか
くれない医者には二度と罹らないのか・・・。
塩のほかにもさまざまなイボとりの伝承治療がある。
お地蔵様に供えてある石を借りて「オンカカ カビサ
ンマエイソワカ」とご真言を唱える、境内の湧水（ご
神水）や花立ての水を塗る、地蔵堂のわきの松の木の
葉でイボを突く、イチジクの葉の樹液をぬる、ナスの
へたでこするなどである。
「イボイボ飛んで行け」と大
きな声で唱えてこすると効きがいいと信じられている。
友人の皮膚科医は削ったセッケンをイボにのせて絆
創膏でとめておくとよく治るという。塩、アルコール
綿、消毒液の原液などを使う医師もいる。難治性のイ
ボがこれらの治療法で治ったという皮膚科医の経験談
はよく聞く。この現象（治癒）については、暗示とか
局所刺激による細胞性免疫の活性化という観点から論
じられている。
いまに伝わる民間療法には人間らしい優しさ、あた
たかさがある。痛みがないので子供に恐怖心を起こさ
せないのがいい。イボはヒト乳頭腫ウイルスの感染症
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鈴木 啓之
第一夜 ナスのへたでイボをとる
明治 年の冬から翌年の春にかけて日本にインフル
エンザが大流行した。当時のひとびとはインフルエン
ザをお染風（風邪）と呼んだ。お染が久松に惚れたよ
うにすぐ感染するので、そう呼んだらしい。そこでお
染風の侵入を防ぐ手だてとして、家の軒に「久松留守」
「お染御免」と書いた紙を貼るのが流行った、という
話が岡本綺堂のエッセイに出てくる。
「久松は留守で居
ません」
「お染さんはお断り」ということである。タミ
フルなどの特効薬がない時代、なんとも粋なインフル
エンザの予防対策である。効験があったと信じたい。
イボの民間伝承療法はいまでもいろいろ行われてい
る。たとえば全国に分布しているイボとり地蔵がある。
西新井大師の境内に祀られている塩地蔵もそのひとつ
である。小さなお堂に安置されたお地蔵様は頭から塩
をかぶり、足元には塩がうずたかく盛られ、さながら
雪の中に立つお姿である。ここの塩を持ち帰りイボに
こすりつけると取れると言われている。取れたら２倍
23

であるが、伝承療法の有効性を踏まえると、ひと病気
のデリケートでミステリアスな関わりあいが浮上して
くる。
皮膚科の日常診療では患者さんに疾患の説明をする
さいよく俗称病名を使う。俗称（カタカナ表記）と正
式な病名と読み方（カッコ内）を記してみよう。イボ
（疣贅、ゆうぜい）
、タコ（胼胝、べんち）
、ウオノメ
（鶏眼、けいがん）
、ミズムシ（足白癬、あしはくせん）
、
インキンタムシ（頑癬、がんせん）
、シモヤケ（凍瘡、
とうそう）
、シロナマズ（白斑、はくはん）などである。
耳慣れない病名より、カタカナで記した俗称の方が患
者さんによく理解してもらえる。
俗称は漢字表現（カッコ内）もたくみである。トビ
ヒ（飛火）
、シモヤケ（霜焼）
、ミズムシ（水虫）
、ニキ
ビ（丹黍、赤い黍の実）
、ミミズバレ（蚯蚓腫れ、ミミ
ズのような線状の赤いふくれ、じんま疹の所見）
、トコ
ズレ（床擦）
、カサブタ（瘡蓋）などである。うまく症
状を表している。
このなかには何百年もまえから使われている俗称も
あろう。それらがいまだに日常診療に使われているの
は、俗称があたかもＤＮＡに組み込まれているかのご
とく、代々の日本人のからだに溶け込んでいるのであ
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ろう。

第二夜 愛読書は新装版の文庫本
近ごろ「お好きな本は？」と聞かれると、
「好きな本
は新装版の文庫本です」と答える。文庫本は小さく軽
いので持ち歩きに都合がよく、値段も廉価でむかしか
ら愛読してきた。歳をかさねて小さい字が苦手になっ
たが、一部の出版社から既刊本の活字を大きくした新
装版が出ているので、それを愛読している。もっとも
新装版のおおくは有名作家の作品に限られているよう
だ。
たとえば講談社文庫には、司馬遼太郎の棚に新装版
がたくさん並んでいる。講談社の友人にたずねたら、
新装版は活字がヒラギノ明朝１３２Ｑで、１ページの
行数は ～ 行、１行 字という返事をいただいた。
学生時代に読んだ作品を新装版で読み直してみると、
むかし読んだときの記憶がほとんど頭のなかに残って
いないのに気づく。文章は初めて読む感じで新鮮さが
ある。かつては「坂の上の雲」
「竜馬がゆく」などの長
編を好んだが、最近は短編集か中編の新装版を愛読し
ている。
「大阪侍」は大阪人のしたたかな実利主義に喝
采である。大いに楽しんだ一冊である。
15

17

38

話はさかのぼる。むかし文芸春秋社主催の講演会で、
司馬遼太郎の講演を聞いたことがある。壇上で話す氏
の真っ白な髪と太い黒縁の眼鏡が印象にのこる。講演
のなかで「ノモンハン事変を題材にしようとして資料
をたくさん集めましたが、戦国時代の騎馬武者が近代
装備のソ連機甲化軍団に槍をかざして突っ込んでいっ
たようなもので、調べるほどにいやになり断念しまし
た。
」という意のことを話し、
「旧憲法には統帥権とい
うのがあって、陸軍がそれを平時にも発動し・・・」
と何回も繰り返しておられた。しかし、当時はこの話
がよく理解できないままに終わってしまった。
文春文庫に司馬遼太郎のエッセイを集めた「この国
のかたち」という全６巻のシリーズがある。このシリ
ーズは活字が大きく、１ページは 行、１行 字で行
間、文字間の空き加減も申し分ない。新装版とは謳っ
ていないが、読みやすさの点では優れた新装版である。
このシリーズを読みすすむうちに、統帥権について
書かれている何章かに出会った。旧憲法に存在した統
帥権を陸軍参謀本部が発動して、いくつもの事変を起
こしている。事変とは宣戦布告のない戦争である。そ
のひとつが１９３９年（昭和 年）のノモンハン事変
であり、悲惨な結果に終わる。しかも首相以下は事変
14

13

35

をあとで知って驚いたという奇怪さである。
「（統帥権は他の三権から独立あるいは超越すると
した）この不思議な憲法解釈がもたらした惨禍が、日
本国をほろぼしただけでなく、他国にたいして深刻な
罪禍をのこしました」
、
「昭和初年から太平洋戦争終了
までの日本は、ながい日本史のなかで、過去とは不連
続な、異端な時代だったことです」とある。司馬遼太
郎の講演会の話しがいまになって理解できた。文春文
庫（新装版）に感謝である。
講談社文庫の新装版にもどる。松本清張の作品コー
ナーにある新装版のうちで、
「新装版大奥婦女記」は、
活字がひときわ大きく、ほかの新装版の活字の３割増
しである。１ページの行数は 行、１行が 文字で読
みやすい。文字、書籍は人類の生んだ最高の知的財産
である。本を読めば新しい知識も入り、思考をめぐら
すことで脳トレにもなる。高齢に達した活字大好き世
代は、大きな活字とそれに見合う行間、文字間隔でつ
くられた大活字文庫の刊行を待望している。
ついでにもうひとつ、新聞や雑誌の連載は毎回さし
絵がはいる、風間完、須田剋太、中川一政、石井鶴三
などのさし絵は、連載の楽しさを倍加してくれた。連
載時のオリジナルさし絵が入った新装版文庫が刊行さ

12

33
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れれば、さぞかし楽しいことだろう。
いまでも岩波文庫には、さし絵入りがある。正岡子規
の「仰臥漫録」には子規自筆の絵がさし絵として入っ
ている。朝顔の絵には「朝顔ヤ絵ニカクウチニ萎レケ
リ」と句が添えられ、その横にコノ句既ニアルカとつ
ぶやきが入っている。脊椎カリエスで仰臥する子規が
見上げた軒下のヘチマの絵や床屋が持参した鶏頭の盆
栽のスケッチなどは、作者の人柄がにじみでており、
作品の内容をいちじるしく濃くしている。おなじ岩波
文庫の永井荷風の「濹東奇譚」には木村荘八のさし絵
がたくさん挿入されている。作品の時代背景は昭和初
期である。荷風が夜ごと徘徊した当時の東京の下町や
私娼屈の夜景とか娼婦の部屋のたたずまいなどは、さ
し絵がないと情景が浮かばない。おなじ理由で古いヨ
ーロッパを舞台にした作品などは、なおのことさし絵
がほしい。
第三夜 万年筆で書く手紙
ある日、先輩医師の部屋を訪ねたら万年筆で手紙を
書いているところであった。
「お手紙はいつも万年筆で
お書きになるのですか？」
「ああそうだよ。最近ワープ
ロ印刷の手紙をよくもらうけど、あんな味気のないの

は嫌だね。君、すくなくとも目上のひとに出す手紙は
万年筆で書くべきと思うけど、君はどう？」
「はあー、
そうですか。僕はふだん万年筆を使わないものですか
ら・・・」で会話は終わったが、この手紙談義のあと
自分も手紙をペン字でと思い立ち古い万年筆を取り出
した。しばらくすると万年筆で手紙を書くのが心地よ
く楽しくなってきた。万年筆で書くと筆圧が不要なの
でボールペンより疲れない。ワープロでは表現できな
い手触りの味が書面にこめられる気がする。
なにかをはじめると凝るのが悪い癖で、ペン字手紙
専用に名前を入れた便箋と封筒を鳩居堂で作った。万
年筆も神田駿河台下の金ペン堂で新たに購入した。店
の主人は使うひとの筆圧、書き癖などをみてペン先を
選んでくれる。勧められたのはペリカン万年筆で、イ
ンクはウオーターマンである。いまでもこのコンビを
使っている。
「この万年筆を持てば手紙を書きたくなり
ますよ」と主人に言われた。はじめのひと文字からイ
ンクが滑るように出ると、たしかにそういう気分にな
る。
手紙を万年筆で書きはじめるとひとにも薦めたくな
る。おりにふれ職場の後輩たちに「目上のひとに手紙
を書くときは、ワープロでなく万年筆の手書き」をす
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すめた。これがどう受けとられたのか、彼らから頂戴
する手紙や葉書はいまも万年筆書きが多い。それぞれ
の個性がある手書きの文面を見ると、差出人の顔やさ
まざまな思い出がフェードインされる。字の上手い下
手などはるかに超越した書き手のぬくもりがある。
いまは事務的連絡はＥメールを使うが、私信は相手
の老若を問わず万年筆の手書きにしている。ジェット
プリンター用のハガキはインクがにじむので、自作の
絵をカットに入れた普通ハガキを用意しておく。封書
のばあいは私用の専用便箋にしたため、専用封筒に切
手を貼って投函する。手紙の内容や送る相手を考えて、
それにふさわしい切手を選ぶのも楽しい作業である。
すこし筆字にもふれてみたい。
むかし安澄権八郎先生（奈良医大解剖学・当時）か
ら、巻紙に達者な筆文字のお手紙をいただいた。白い
巻紙に墨の文字は美しく感動した。おそらく先生は日
ごろ手紙は巻紙に筆でしたためておられたのであろう。
その手紙は大事にとっておいたが、残念なことに転居
を繰り返すうちに行方不明になってしまった。
いまでも筆文字で手紙をくださる内科医の先輩がい
る。ハガキのときは、文末にご自分の名前を彫った印
が朱肉で押してある。
「なぜ印を？」と尋ねたら、
「黒

い文字ばかりでは、もらったひとがつまらないだろう
から朱を一点いれるのさ」という返事であった。手紙
やはがきを送るには、こうゆう心遣いをするのかと勉
強になった。
学生時代、巻紙に筆で長文の手紙を書いて想うひと
に送り、みごと心を射止めたヤツがいる。努力賞にほ
だされたのだろう。メールが広く普及したいまの時代
に、こういう古典的アプローチはあまり聞かない。筆
書きの手紙は鬼平犯科帳のなかだけになってしまった
ようだ。
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き び だ ん ご
れ育った本町四丁目が江戸開府以前から存在し、その
東薬連月報「寸考」より
・ ～ ・６
記備談語 １
証拠として目薬の五霊膏で財を 為した益田友嘉が、徳
川家康の天正八年（１５９０）小田原攻めの際、この
佐藤 玄祥（博）
地に入り、既に「本町」が成立していたと知る。
本町四丁目
何とも、古い話ではないか、氏の博学・薀蓄・学究
本町界隈もベッタラ市や薬祖神も過ぎ、昨年の秋深
肌に敬意を表する次第である。
まって来た頃、
ちなみに、私の出生地は「日本橋区本町４丁目 番
都薬雑誌
月
地６号」
。小さな区画（六十間）で区割りされた四百年
号の秋葉保次氏
まえの名残りは、大きなビル化に飲み込まれているが、
東京都薬剤師
会相談役 の「薬
界俚諺」に、東
薬連事務所のす
ぐそばの第一三
共㈱本社の一角
〝くすりのミュ
ージアム紹介〟
の記事があった。
毎回、敬愛する
氏の名文に引き
込まれているが、
今回は私の生ま

益田友嘉の売り出した目薬「五霊膏」の広告
（
「江戸買物独案内」
）
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26

11

(

60 間の正方形で区画整備されている。

11

新添江戸之図
明暦３年（1657）の江戸本町の町割。

24

11

)
(

(

)

)

）

・２）

が、医棄品の無秩序売買が許可されるわけではないこ
とを強調して挨拶とした。
多くのご来賓の挨拶では、ネット販売訴訟には軽く
触れられたので、私の内容が一番注目を浴び、拍手も
多かった気がする。
法の不備の是正は薬事法の早期改正で、無秩序な販
売方法を一刻も早く禁止して欲しいと念願するもので
ある。

（
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25

良いことを前向きに
百歳以上の高齢者が五万人を超えられた。慶応大学
坪田教授による百壽者のインタビューによると、長寿
者には「多幸・明朗」
（しあわせとほがらかさ）の方が
多いそうだ。調査では、幸せな人は７～ 年寿命が長
く、性善説（良いことに考える）は幸せを得る手段で
あり、多くの人が日々沢山の「良いこと」を実感しな
がら生きておられる。
幸福度を長つづきさせるために、その日にあった「良
いこと」を三つ書き出すことが効果的という研究報告
がある。幸せは心にゆとりを生む。明るく、前向きに、
困難に対し上手に回避し、ストレスを断つ事、これが

10

今でも鐘撞堂の通りに、小学校の旧友の実家「天茂」
が百有余年営業を続けている。本町四丁目にある日本
橋の名店の一つである。最高の天ぷらを召しませ。

・

11

図中央に本町四丁目。矢印左下に室町。東に大伝馬町。
北東に（上部）石（こく）町、小伝馬町。白銀（しろ
がね）町、紺屋町。南西（下部）駿河町、瀬戸物町、
伊勢町、小田原町、安針町等が、また現在の中央通り
に十軒店（じゅっけんだな）が読み取れる。
（往時の雛人形店はただ一軒現存中）
（

24

医薬品のネット販売敗訴をみて
２月２日荒川区薬業三団体新年会に招かれ、東薬連
理事長の代理で出席し年頭の挨拶をした。
１月 日付け相羽理事長の月報１月号「ネット販売
訴訟判決」の緊急連絡をベースに、
「法」ではなく「省
令」での通信販売等の禁止が無効であって、無秩序な
販売方法を許可したものでない。まして現況は「自動
販売機」と同等である。
東薬連では、
「薬事法の厳守」と「ネット販売断固反
対」を年頭のスローガンとして掲げ、この訴訟の敗訴
18

・３）

た。水と氷・又と叉・良と艮。大は犬・太、王は主と
玉、示す偏と衣偏、戊と戌（ツチノエ・イヌ）
、氵（さ
んずい）と冫（にすい）
、味と昧、酒と洒、腎と覧、背
と脊、遺と遣、盲と育等酷似した文字が記されていた。
今年は巳年、キコの声は「己・已・巳」の読み方で
「おのれ・つちのと下に付き、い・すでには半ば、し・
みは皆付く」と覚える。先生は、漢学は図形と認識す
るのがよいとパソコン時代の識別能力を訓練する方向
性を提案された。漢字の本来の中国の簡略文字はそれ
を象徴しているのかもしれない。
（字源は無視されてい
るが）
ここでクイズです。
「話」と「人」はなんと読むでし
ょう？

（

答：てんで話にならない。出たらメ（出鱈目）
「ウソ字
です。
」

25

年目の停年
「遂に」と言うか「やっと」なのか、３月末日で薬局
を閉店。店内整理を終了した。昭和 年 月から 年、
無事終了出来たことでホットしている。巷間、調剤ミ

33

10

55
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長生きの秘訣である。
恩師浪越徳治郎先生は「笑おう会」を結成、
「自ら笑
裁として笑顔で「アッハッハー」
。笑顔は招福、健康の
証しである。物事を前向きに考え、暗い世相を逆転の
発想で、明るく過ごし、長寿に繋げたいものだ。
（ ・２）
漢字の感じ
「医家芸術」という治療人の芸術作品を掲載した同
人誌がある。恩師浪越徳治郎先生に勧められて同人に
なり、購読している。医師・歯科医師・薬剤師・指圧
師等の先生方の投稿により、多才・多芸・芸術性の高
さ、学問・蘊蓄の深さ、博学的知識の広さに何時も感
嘆している。
文芸作品の他にも、写真、絵画・音楽・雑学等ご多
忙な医療人としての職業の余暇での素晴らしい作品の
数々を拝見している。
浪越先生は時折、随筆を投稿されていた。私も数回雑
文が収録され、一芸に秀でる方の貴重な作品を十分堪
能している。持に、豊泉 清氏の文字に対する見識の深
さは素晴らしい。６０３号「漢字はテンで難しい」の
中では、点一つの違いで全く異なる漢字を示されてい

55

25

80

10

25
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20

10

24

30

（

・４）

スで死亡事故を起こした女性葉剤師のことが頭にあり、 ご存知の様に、全日本剣道選手権大会では、五・六段
ヒヤリ、ハットが起きないうちに余裕をもって止めた
者が実力最強で、稽古量の多い警察関係者が全日本選
かったのだ。
手権を制覇している。六段受験は２０００人に１００
人の合格率だったが、至難の八段位（剣道では最高位）
幸い、趣味と運動と食事指導でクスリに無縁の健康
は１％と厳しい。女性剣士八段挑戦がニュースになっ
を誇り、若いつもりの老人にとって「これからの薬剤
たが合格者ゼロと厳しいい実力社会だ。各昇段後の待
師の、多方面に亘る学術と職能の変化と推移に、町の
機修練期間として受験可能期間が５～ 年以上あるた
化学者は付いて行けなくなった為」も事実である。
東京都医薬品小売商業組合は自動的に退任したが、東
め、高齢者の高段位挑戦は難しい。その点、比較は出
薬連は員外理事として任期を全うする。ゴールは目前
来ないが団碁・将棋界は実力次第で ～ 代の八・九
である。長い間「薬業人」として日本橋の地でお世話
段が頂点で競い合っている。
六段昇段を創立 周年剣道大会（ 年 月）で会
になった事に、お礼と感謝を申し上げたい。
ありがとうございました。
長として「継続と実行」
「健康のたまものもの」と少年
（ ・４）
剣士たちに披露できた事は最高の喜びであった。
高齢者の取り組めるスポーツとして、続けられるこ
とを示したい。
40

歩幅と認知症
東京都健康長寿医療センター研究所の調査結果、
「歩
幅を手掛かりに認知症の早期発見と予防が可能」と発
表された。
歳以上の１０４９人を対象に、身体機能を調査し
70

25

六段
昨年から中学校の正課に武道として剣道・柔道・相
撲が体育授業に組み込まれた。地元でも用具の関係で
殆ど柔道が採用されている。指導不備で怪我人も出て
いる様だが、その点剣道はしっかり防具でカバーして
いる。
（剣道は十一校中一校のみ）
少年剣道指導に携わって 年、昨年 代で六段に昇
段出来た。
40

た結果、血中赤血球数の減少・低コレステロール値・
年齢・ひとりぐらし等が認知機能低下に関連。特に歩
き方の歩幅が狭い程、認知機能低下リスクが３～４倍
高く、女性ではその差が 倍というデータを知る。こ
の調査は、認知症に繋がる脳の萎縮などの異変が歩幅
に影響した可能性を示唆した。
胸を張り、颯爽と大股に闊歩することを心掛け、つ
ねに意識と行動に努めれば、加齢による認知症を少し
でも先送りし、人に迷惑をかけず快適な日常を過ごせ
るものと信じたい。そのためには足腰の鍛錬が必須、
自力で歩く事が如何に重要かが示されたデータである。
膝・腰の痛みは骨格の歪みが原因で、筋肉の緊張に
より痛みが発生する。完全に治療し、運動法で可動範
囲を広げ、歩幅を大きくし、人間の尊厳に係わる認知
症を予防し、 歳でエベレスト登攀の映挙を遂げた三
浦さんにあやかりましょう。即実行です。
（ ・６）
5.8

25

人間回復 年寄りの呟き
近年、インターネットの理解と操作が必要になり、
しかも選挙運動までネット使用が可能になった昨今、
高齢化が進み、パソコンやインターネットが使えず、

世の中の進歩に取り残されてゆく不安を感じ、悩んで
いる老人が多くなっている。
然し、便利性の反面、発想を転換してみると、むし
ろ機械に操られる人間の未来に不安を感じないか？い
ずれは「人間は考えることも電脳まかせになる」つま
り人間がロボット化することを恐れる。空想小説の世
界では無く、人間回復を叫んでインターネットに反抗
する人達（取り残された老人の他にも）が増えている
気がする。
いつの時代にも、世の中の進歩に就いて行けない人
達は居る。我関せず焉、どこ吹く風とばかりマイペー
スで生きている人達も多い。現象に流されず、冷静に
考え、来るベき電子機器革命の帰趨を見守る方が賢明
かも知れない。
三才児が巧みに操る時代、年寄りは理屈が理解できな
いとタッチしないのは時代にマッチしないと呟きが聞
こえそうだ。
（ ・７）

25

「寸考」へのご褒美
薬物乱用防止推進協議会の会長職を５月の総会で後
進に譲った。この度の辞任の際、ここ 年程の「寸考」
へ載せた記事を纏め、小冊子として差し上げた担当保

10

80
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健所のＴ係長から、私にとって嬉しい文書を戴いた。
ら感じさせられる。製造会社の良心に訴える以外に薬
それには「東京薬業協同組台連合会や中野区の薬局 薬
局・薬店での水際作戦は果たして止められるか、町の
店の歴史を垣間見ることが出来、貴重な資料として所
老化学者は心配している。
内で回覧させて戴いた」とあり、また学校薬剤師関係
（ ・ ）
の中野区教育委員会Ｈ主事からは「所内で閲覧してい
糖尿病
る」 と重ね重ねのお便りを頂いた。
月早々、テレビでアルツハイマー要因のアミロイ
これは永年の実績と行政への関与の褒美と受け止め、
ドβ除去作用のあるインスリンについて報ぜられた。
感激を新たにした次第です。頭の老化防止の為にも「寸
それにより高血糖とアルツハイマーの関連を知った。
考」にいつまでも投稿させて頂き、報恩としたい。
（ ・９）
すなわち、インスリンはアミロイドβの掃除屋（スイ
パー）なので、同時に糖分の処理能力の低い高血糖つ
まり糖尿病患者がアルツハイマーになり易い理論であ
った。
９月上旬、東薬連理事会では東京都議会自民党との
ヒヤリングに、相羽理事長が「当会員各店が店頭で簡
易血糖値測定器を配置し、糖尿病早期治療に役立てる
ための予算請求」をし、大方の議員の理解を得た。
月３日、恒例の東薬連研修会で東京都福祉保健局
健康安全部薬務課長野口俊久氏の講演演題は「一般用
医療品による重篤な副作用について」と「糖尿病につ
いて」であり、まさに時宜を得た講演であった。
諸悪の根源でもある糖尿病の治療方法として経口血
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'

老化学者の心配
薬物乱用もいよいよハーブからアロマヘと日常生活
の中へと忍び奇って来た。耽溺から中毒へと移行する
のは目に見えている。
この度、東京都では薬局・薬店に於ける〝γ―ブチ
ロラクトン〟と〝苛性ソーダ〟購入者の使用目的確認
通達を発令した。
かつて、在籍した試薬製造会社で取り扱った試薬が合
成原料として購入されているとは驚きと共に、合成化
学の技術は限りなく進歩し、簡単に麻薬の原料（４―
ヒドロキシ酪酸「ＧＨＢ」が作られる現実に、恐怖す

ll

11

25

25

10

'

糖降下剤や注射薬を少量から始め、年齢・肥満度・肝、
腎機能及びインスリン非依存を促進するため、自らの
インスリン分泌能やインスリン抵抗性の程度を把握す
る必要性を痛感した有意義な研修であった。
（ ・ ）

・１）

データ改竄により、医薬品の効能に対する信頼は著
しく損なわれた。宣伝を真に受け、安価な既存薬の代
わりにとディオバンを処方した医師も多い。使用した
薬剤費は保険料や国庫から拠出されているのだ。一罰
百戒、襟を正す事で、信頼回復に努めてもらいたいも
のだ。

（

[

]

ロコモーティブ シンドローム
日本指圧協会が毎年実施している夏期大学のメイン
テーマが提案者として表題の「ロコモーティブ シン
ドローム（運動機能障害）
」に決定された。
メインテーマによって参加者の盛り上がりに影響が
あるが、高齢化社会を迎え、必須の治療テーマでもあ
る。
若年層のスポーツによる、中年層の運動不足、そして
高齢者の加齢に因る、それぞれの要因に因って、様々
な治療法を指導しあうのだ。 Loco
（場所から場所へ）
（動く） Syndrom
（症候群）は、派生する「痛
Mot ive
み」
「麻痺」 しびれ 「可動範囲障害」さらに「湾曲」
「硬縮」
「骨格異常」等への治療効果が期待される。
そして、治療師としての永遠のテーマでもある。快適
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26

11

データ改竄（かいざん）
認知症研究でデータ処理が改竄されたと東京大学教
授間の内部告発が報道された。データ確認修正中で、
改竄の指摘は事実誤認とか、象牙の塔内も藪の中なの
か！
時を同じくして、高血圧治療薬ディオバンで、デー
タ改竄があり、メーカーノバルティスファーマ社が厚
生労働省より薬事法違反（虚偽誇大広告）で告発され
ていた。
改竄により「脳卒中や狭心症のリスクが減る」とさ
れ、ノバ社が当該担当五大学に寄付金 億円を贈って
いた。読売新聞の社説に拠ると、研究者が中立公正の
立場を保てなければ、それは大学（研究）とメーカー
（製造）の癒着に過ぎないとバッサリ切り捨てた。根
拠の無いデータで薬を宣伝拡売した企業の責任は極め
て重いと指摘した。
11

25

・２）

な健康寿命（高齢者になっても、日常生活に支障が無
いと感じられる期間）を延ばすための軸足を置くべき
であろう。
（
四助
今年は殊更気象異常なのか、２月は週末毎に大雪で
白一色。交通遮断で陸の孤島のニュースもあり、除雪
作業も大変。ご近所と除雪し地肌が出た道は翌朝歩き
易かった。
地震や雪害、台風等の自然現象の被害を最小限に押
えるには「四助」の力が必要だ。受け売りだが、自ら
身を守る「自助」
、地域の住民と企業の連携した「共助」
、
国・自治体の救助活動や物資提供の「公助」に新たに、
ご近所の助け合いで「自助」と「公助」の隙間を埋め
る「近助」が加わりそうだ。
高齢化と人口減少社会が推定される現在、非常時に
限らないご近所の助け合いの「近助」もまた、地域に
必要な社会現象となって然るべきであろう。
（ ・３）
名前トリビア

父佐藤栄が付けた名前が博（ひろし）
。家紋は源氏車
である。名字研究家の森岡浩氏に因ると、日本一多い
名宇（苗字）は「佐藤氏」
（推定２００万人）
。
「姓は藤
原・名字は佐藤」で藤原氏の末裔を意味する「～藤」
は十六藤と呼ばれていた。古来、姓の数が少ないので、
名字を名乗ったようだ。次いで、鈴木、高橋、田中の
順になる。
本来、姓と名字は別物で、姓は一族のルーツを示し、
名字は自らの土地の地名を名乗ったのが名字の始まり
であった。
森岡氏独自の調査では、日本で一番多い同姓同名は
「田中実」氏。そして、名前の読み方では「ひろし」
が最も多い。因に、二位は「鈴木茂」氏。いずれにし
ても、
「さとうひろし」は日本で最多の同姓同名である。
平成９年、東京都知事賞受賞の際、隣席の歯科医師「佐
藤博」氏と同時受賞のハプニングは名簿の次ページで
分けられ日立たなかったが、東京の電話帳（昨今あま
り利用されていないが）には職業で区別されている。
父には悪いが、平凡であれと願ったのだろうが、実
際に不便なので、占い師に選んでもらい、玄（はる）
祥（よし）通称（げんしょう）で指圧名として現在使
用している。しかし、戸籍名は変えられないので並列
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26
26

とさせていただいている。
お陰様で、元気に活躍させていただいている。
（ ・３）
サルコペニア
最近、高齢者への治療に際し、的確な表現を知見し
た。ギリシャ語の「 Sarx
（筋肉）
」と「 Penia
（喪失）
」
をあわせた言葉で、加齢に伴なつて筋肉量や筋力が著
しく減る現象である。
高齢者の健康維持の指標として１月に新たに欧米人
向けで無く、アジア人対象の診断基準が発表された。
それは、①筋肉量の減少、②筋力の低下、③身体能力
の低下、の３項目のうち①②又は③のどちらかがある
状態を測定し、握力と歩行速度の基準値を比較する方
法である。
（基準値後述）
加齢による筋力低下は、タンパク質をしっかり摂取
し、適度の運動で補うことだ。逆に、肥満を避けるた
めの低栄養状態になることが心配で、食生活改善と軽
い運動をお薦めしたい。寝たきりにならないために
も！
註）① 筋肉量（エックス線吸収法）男
・女
㎏
／㎡
②握力 男 ㎏・女 ㎏未満
26

18

7.0

26

5.4

③歩行速度
る速度。

・４）

c
e
s
/
m

（秒速）交差点青信号渡り切れ

（

（

・４）

糖尿病簡易検査
昨年、都議会自民党のヒアリングの席上、相羽理事
長が提言した「薬局・薬店店頭に於ける糖尿病予備群
早期発見の簡易検査の実施」が具体化して来た。
厚生労働省は、いよいよ店頭で薬剤師から「ヘモグ
ロビン A1を
C チェックする検査と健康相談のアドバイ
スを受けられる施策を打ち出した。事業参入の許可の
簡素化（審査・登録等）と相俟って、予防意識を高め
る面で、おおいに期待されるところである。かつて、
血圧・尿糖・尿タンパク・塩分検査等は店頭で規制を
受けていたことを思い出し、昔日の感を抱いた今日こ
の頃である。

26

26

街路樹
樹木の倒木等雪や風による被害が多くなって来たよ
うだ。
都会の地元でも、昭和 年代、町並みが緑に潤い、

30
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0.8

:

:

:

10

（

・４）

日蔭を作っていたプラタナスの並木が抱え切れない太
さになり、交通妨害とかで最近伐採され、か細い若木
に取って代わられた。
昨年、近隣の 年以上経った桜の並木が、世代交代
の様に一本置きに幼木となったが、今年はいずれも満
開の様相で、ほっとしている。
環境整備の役所の公園課に予算がついていたようで、
寿命まえに切られた樹々は可哀想だったが、倒れる前
に切り倒される事実はちょっと残酷でもある。
人間の生きざまと比較は出来ないが、我が身を考え
るに、他に迷惑をかけないＰＰＫ（ピン・ピン・コロ
リ）の終活を迎えたいものだ。
80

26

マイカーとタクシー
運転免許を昭和 年 月に取得して 年、安全運
転に努め大過なく運転を続けている。更新時高齢者対
応のテストも無事済ませたが、反射神経の衰えはやが
て来る。近年、高齢者の運転事故が多くなり、周囲は
廃車して、自転車・バス・タクシー等の他の交通手段
を勧めるが、なかなか決断は出来ない。
近頃、タクシー業界では行政による規制緩和と強化
25

65

で揺れているようだ。小泉政権時新規加入の自由化で
増車され、運転手の過労と収入低下、事故増加等のた
めか、今年１月に公定運賃で業界を保護し、低運賃タ
クシーを締め出してしまった。
高齢者の足として、格安なタクシー（京都・大阪・
福岡等では稼働）が望まれるのに、逆行である。日本
のタクシー運賃は欧米に比して倍との報告もある。
消費者を無視した規制強化に、免許証返還とマイカ
ーが廃車出来ないでいる。
（ ・６）

健康基準値
本年４月発表の健康診断の正常値緩和案に世間が揺
れている。
基準値が緩和されれば「健康な人」が増える。自明
の理である。但、医療現場では、投薬の減少も含め、
病気のリスクが見逃される懸念もあり、波紋を生じて
いる。
人間ドック受診者約１５０万人のデータで数年に亘
る共同研究の結果、新基準案として、日本人間ドック
学会と健康保険組合連合会の公式発表されたものであ
る（別表参照）
。
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26

そもそも、性差・年齢差によって健康の度合いは異
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なる訳で、健康の範囲が広がると歓迎される面と将来
に亘る脳卒中の発症の危険性等は検討されておらず、
血圧の正常値を決めている日本高血圧学会や日本動脈
硬化学会等ではこの基準案を批判しているようである。
今回の案で大きく異なったＬＤＬ（悪玉）コレステ
ロールの値激変が注目に値する。数値の一人歩きが恐
ろしい。
直ちに変更される訳ではないが、追跡調査の結果が
待たれる所である。
（ ・５）

25

26

「老い」とは
今や日本は、医薬の進歩と健康法や食生活の改善で、
歳以上の人の割合が ％を超える高齢化社会にな
って来た。
興福寺多川俊映貫主によれば、本来「老」の字は「成
熟」を意味するので、老人とは成熟した人である。そ
れを避けて高齢者と言い換えるのはおかしい。高齢者
とは要するに単に歳をとっているだけを表示している
のではないか。だから社会のお荷物と呼ばれても仕方
がない。老人は成熟した人だから社会の宝たり得る。
進んでそう為るべきである。
65
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洪自誠著の「菜根譚」を繙（ひもと）いてみると、
老人は永年培って来た知恵と経験の蓄積を静かに熟成
させてゆく精神の有り様（よう）を示されている。そ
う考えれば、老いを感ずるのではなく、末路晩年（残
された日々）をどう過ごすかが問われている。
曰く、
「末路晩年君子更に精神百倍すべし」と清言さ
れているのだ。まだまだ、残された年月を無為に過ご
してよいのだろうかと、反省する毎日である。
（ ・６）
タイトル「記備談語」について
東京薬業協同組合連合会（東薬連）が９月末日を以
って解散になり、月報『寸考』が廃止される関係で、
書き溜めた駄文を、今後「記録・備考・談話・語録」
の頭文字から「きびだんご」として、発表させていた
だきます。これからの長寿を生き抜くため、健康関連
情報や薬物乱用防止、薬剤師会、指圧師会、趣味の会、
剣道連盟、その他関係団体の情報を仲間や知人に伝え
るのも、老い先短い者の勝手連的責務と考え、日々ア
ンテナを巡らして参ります。
（薬剤師・指圧師）

鈴木 啓之（埼玉県川口市）
『赤い大壺』

26

表紙の言葉

信楽の壺である。形が美しく量感のある壺なので気に入ってい
る。高さ約 30cm、肩幅は 25cm ほどの大きさである。自分の持
つ壺のなかでは一番大きいので大壺と題した。焼締のごつごつ
した表面は武骨で素っ気ない。肩に茶色や白の自然釉がゴマ塩
をふりかけたように付着している。絵のモチーフとして壺がよ
いのは、枯れたり傷んだりしないことである。壺は光の当たり
加減でさまざまな顔を見せるのも面白い。それに壺の色調は自
在に変えられるのがよい。この絵は F10 号のキャンバスに赤系
統でまとめてみた。焔のなかで凛として直立し、まもなく生ま
れ出る歓びを満身に持している、そんなイメージを思い浮かべ
て描いた。

回 想

31

35

②脳
一人の男が、失われた記憶の糸を必死に求めながら、
小川のほとりにやってきた。彼は小さな家の前で立ち
止まり、過ぎ去った日々を思い出したかのように、白
い花の木の小枝を静かに持ち上げる。久しく手にして
いた鍵でドアが開かれたとき、
「スミシー」と後ろで呼

ぶ声が聞こえ、そこに女が
泣き 笑いしながら 立って
いた。これは、往年の名画、
「心の旅路」のラストシー
ンである。その印象的な場
面は、グリア・ガーソンや
ロナルド・コールマンの名
と 共 に 多 くの 人 々 の 脳 裡
に 記 憶 されて い るこ と で
あろう。
「人は、脳によってのみ、
喜びも、楽しみも、笑いも、
冗談も、はたまた、歎きも、
苦しみも、悲しみも、涙の
出 る こ と も 知 ら ねば な ら
ない。特に、われわれは、
脳あるが故に、思考し、見
聞し、美醜を知り、善悪を
判断し、快不快を覚えるの
である。
」と医学の父・ヒ
ポクラテスは、今から二千
四百年前にのべている。心
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安田 修一
①プロローグ
休日のひととき、近くの森を散歩する。小川のせせ
らぎや野鳥の鳴き声に耳を傾ける。昭和 年、国立東
京第一病院（現在の国立国際医療研究センター）の結
核病棟で私が最初に受け持った患者は、肺結核の 歳
の女性。婦長に精神的な面での配慮が大切であるとい
われたことを思い出す。それから 年が過ぎた。
学生時代に読んだ本、名画のストーリー、自然の風
景、医学の歴史、ディスクのことなどで、断片的な文
章を書いてみたいと思う。
58

み な り

が心臓や肝臓に宿ると考え
見えた。……あたりは次第に暗くなって、ついに月光
られた時代もあった。
が窓ガラス越しに壁の絵の上におちた。そして、明る
ギリシャ神話には、顔は女、 い一条の光がゆっくり動いてゆくにつれて、老人の眼
胴はライオンで翼のある怪
は思わず知らずそのあとを追ったが、それが、黒い地
物、スピンクスが、山上で旅
味な額縁にはまった小さな肖像画を照らし出したとき、
人たちに問いかける有名な
「エリーザベット！」と低くささやいた。
謎、メンタルテストがある。
彼がこの言葉を口にした瞬間に、時代は一変して少
「朝は四本足で、昼は二本足
年の日の昔に立ち返っていた。
やがて、少女のやさしい姿が、彼に歩み寄ってきた。
で、夕方は三本足で歩く動物は何か？」
オイディプースは答えた。
「それは人間だ。赤ん坊の
……「ラインハルト！」と彼女は叫んだ……。
月光はもはや窓ガラスの中に差し込まず、部屋は暗
ときは手足を使って這い、成人になると二本足で歩き、
くなっていた。……彼をつつんでいた暗闇が次第に眼
老人になると杖をついて歩く。
」と。
の前から消えて、暗い広々とした湖が現われた。やが
③老化
て、黒い湖が一つずつ、深く、遠く、次から次へと現
ドイツの文学者シュトルムの作品に「インメンゼー
われた。……そして、最後の湖上に広葉につつまれて
（みずうみ）
」がある。サブタイトルは、老人で始まり、
一輪の白い睡蓮が浮かんでいた。
老人で終わる。
部屋のドアがあいて灯火が部屋の中に差し込んだ。
「よい時に来てくれた、ブリギッテ」と、老人は言っ
た。
「灯火は机の上においておくれ」
それから彼は、椅子を机のところに引き寄せて、開
かれていた書物の一冊をとりあげ、かつて青春の情熱
を傾けた研究に没頭した。

晩秋のある午後のこと、身形の立派なひとりの老人
が、ゆっくり坂道を下りて行った。……老人は帽子と
ステッキを部屋の隅におくと、肘掛椅子に腰をおろし
て、両手を組み合せ、散歩の疲れを休めているように
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知る人ぞ知る往年の映画「哀愁」や「舞踏会の手帖」
もまた、感傷的な思い出の物語である。
人間は、記憶と忘却によってその一生を始めるとい
ってもよいであろう。ある記憶は、長い年月の経過に
も拘わらず、決して忘れ去ることはなく、鮮明に心の
中に生き続ける。又、ある記憶は、時を経ずして容易
に忘却の彼方に消え失せる。若い頃は記憶力によって
さまざまの知識を身につけるが、年をとると物忘れが
おこりやすくなって行く。そして、ある日、ふと遠い
過去のことを思い出す。
ギリシャ神話には、記憶の女神「ムネモシュネ」が
登場する。忘却の川「レーテー」の水を飲むと、過去
を忘れ去ることが出来る。また、青春の女神「ヘベ」
と老齢の神「ゲーラス」が存在する。
「七十歳の老人が記憶力の壁に挑戦して大学を受験
する」という記事があった。
.
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「さびつくより、すりへるほうがまし」という諺が
ある。
私は次の言葉を加えたいと思う。
.
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「そして、磨きをかけるのは最もよい」

④ビタミン
井上靖の著書に「おろしや国酔無譚」がある。天明
二年（一七八二年）十二月十三日、船長大黒屋光太夫
と十六人を乗せた船が、米などを積んで伊勢から江戸
に向かったが、途中で暴風雨に遭う。舵をへし折られ、
長い漂流を続けるうちに、彼等は栄養の不足から、薄
暗くなると物の判別がつかなくなった。夜盲症であっ
た。
八ヶ月の後、アレウト列島（アリューシャン列島）
のアムチトカ島に着き、カムチャツカに送られて行く。
そこで、三人の仲間が股から足まで青黒く腫れ、歯
茎が腐り、うとうとと眠っているようにして息を引き
取った。壊血病であった。一行はペテルブルグ（サン
クト・ペテルブルク）で女帝エカチェリーナ二世に拝
謁し、帰国を許される。十年が過ぎ去り、故国の土を
踏むことが出来たのは二人だけであった。
英国海軍の軍医、ジェームズ・リンドは、すでに一
七四七年に長い航海で出現する不明な出血に対して、
オレンジやレモンが有効であることを指摘していた。
英国の海軍は、一八〇四年になってようやく果汁の摂
取を実行し、壊血病を克服して世界の海に君臨したの
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である。一八八〇年、日本では脚気が流行し、海軍の
軍医、高木兼寛（東京慈恵会医科大学の創設者）は、
一八八二年に乗組員の食事を和食から洋食に変えるこ
とによって、脚気の予防に成功したという。
ビタミン（
）は、一九一二年にポーランド
のフンクによって脚気を予防する米糠の成分に対して
命名され、英文で発表された。生命に必要なアミンと
いう意味であったが、その後、ビタミンは必ずしもア
ミンでないことがわかり、英国人ドラモントの提案に
となったのである。ビ
よって、一九二〇年に
タミン が結晶として分離されたのは一九二六年、ビ
タミンＣが分離されたのは一九三二年、そして、ビタ
ミンＡは一九三七年である。ビタミンの発見には、激
しい国際競争があった。
かつて、ビオスゼリーという一粒の肝油にその日の
ビタミンを求めた時代があった。今、ある人は疲労の
回復のためにビタミンをのみ、ある人は病気の治療に、
又、ある人は老化を防止しようとしてそれをのむ。

有為の奥山今日越えて
浅き夢見じ酔ひもせず
これは古い昔から以呂波と呼ばれた、ひらがな四七
字を用いた歌である。
路傍に立ち並ぶ桜や銀杏やプラタナスの木が、赤と
黄と褐色の葉を撒き散らしている。
これらの木々の葉には、葉緑素（クロロフィル）と
いう色素と共に、クリサンテミンやカロテノイドとい
う色素も存在しており、秋になると葉緑素が消滅して
クリサンテミンとカロテノイドが紅葉と黄葉をもたら
すのである。花の色彩は、多くの色素の組み合わせや
金属元素などによって作り出される。深紅色のバラは
アントシアニンが、白いバラはフラボン、黄色のバラ
はカロチンが主役を演じている。最近、新しく作られ
た青いバラ（実物は紫の色調）には、青色色素のデル
フィニジンが含まれているという。
人の体内には、種々の色素が存在する。皮膚には、
メラニン（黒色素）
、血色素（ヘモグロビン）及び黄色
のカロチンがあり、胆汁中には、ビリルビン（胆赤素）
、
ビリベルジン（胆緑素）
、尿には黄色色素のウロクロー
ム、また、脂肪細胞には脂肪色素（リポクローム）
、メ
ラニンは、虹彩、毛髪、心筋などにも存在している。
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⑤色素
色は匂へど散りぬるを
我が世誰ぞ常ならむ

B1

⑥癌
晩秋の風をうけて、木の葉が路傍に降り注いでいる。
いちょう

こぶ
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銀杏やプラタナスの幹から特有の枝が広がり、静かな

か ぐ ら

自然の交響詩を奏でている。時として、瘤が素朴な木々
の姿に、ひときわおもしろい風情を与えていることが
ある。
「こぶとり爺さん」という昔ばなしがあった。額に
大きな瘤のある二人の爺さんが、瘤を取り除いてもら
いたいと念じながら、山で夜ごもりをして、天狗たち
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ま る ざ

ぶとか、瘤付き、或いは力瘤を入れるなどと表現され
る場合がある。
人は生まれるとき、産瘤をつくることがある。どこ
かに強くぶつかれば、腫れ上がって瘤が出来るに違い
ない。脳動脈瘤や大動脈瘤、静脈瘤、そして、腫瘤が
ある。額に脂肪のかたまりが出来ることもあるだろう。
また、過食や運動不足や多量の飲酒が、小肥（こぶ
と）りじいさんをつくることもあるだろう。
徳川家康は、医学に深い関心があり、自分で薬を調
剤して服用していたという。
「御腹中に塊あり。御みず
から寸白（すばく）の虫（寄生虫）とのたまいて万病
円をふくしたまふ。宗哲これをいさめたてまつり、…」
。
腹部の腫瘤は胃癌であったかもしれない。
癌という字の「嵒」は岩を意味し、華岡青洲の乳癌
も
の書物には「巖」の字が使われているという。
も、語源は「蟹」に由来している。
記憶に残る腹部腫瘤の２症例がある。症例一は 歳
の女性で、空腸のカルチノイド。症例二は、 歳の女
性で、原発性空腸癌と診断された。
s
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⑦生元素
路傍の木々が、新鮮な緑の光を放っている。自然が

24

に出会う。一人が神楽に合わせて歌いながら調子よく
踊り出すと、天狗は手をたたいて喜んだ。
「せっかくの
よい舞だが、どうもお前の額のこぶが目ざわりだ。そ
のこぶをとってやろう」といってきれいにとってしま
った。
そのつぎに、もう一人の爺さんが丸座の中に引っぱ
り出された。しかし、歌も舞も調子が上がらず、天狗
は機嫌を悪くして「さあこれでももって帰るがよい」
と鼻の上にもう一つのこぶをつけてしまう。
瘤は私たちの日常生活においても、目の上のたんこ
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き じ ょ

単調にも見える風景の中で、限りなく複雑な機序を演
出している。植物は、太陽のエネルギーによって、空
気中の二酸化炭素と地中の水からブドウ糖を合成し、
酸素を放出する。
「動物も火も、空気中から同じ粒子を引き出すのだ」
英国人ジョン・メイヨーは三百年前にこのように述
べたといわれる。人間は、生命の炎を燃えたたせるた
めに酸素を必要としている。酸素を運搬するのは赤血
球のヘモグロビンである。この物質は、鉄の原子を含
んでおり、体内の鉄が不足すると減少してくる。鉄欠
乏性貧血である。
鉄は金属の元素である。
はギリシャ語の
（強い）に由来している。
鉄は、人体に約３ｇ存在している。その大部分を占
めているのが、ヘモグロビンの鉄である。ヘモグロビ
ンは、ヘムとグロビンが結合したもので、ヘムは、ポ
ルフィリンという複雑な環状の構造式の中心に鉄をも
つ赤い色素であり、グロビンは蛋白質である。そして、
酸素と結びつくのは鉄イオンである。
地球上には、百余りの元素が知られている。生物は
その種類によって異なった元素からなっている。例え

ば、エビやカニの血液は、ポルフィリン環の中心が、
鉄ではなく銅イオンからなる青い色素のヘモシアニン
を含んでいるし、植物の葉緑素クロロフィルには、ポ
ルフィリン環の中心にマグネシウムが存在している。
人は、二十九種類の生元素で出来ているといわれる。
多量に含まれている元素は、水素、酸素、炭素、窒素
などであるが、生体の機能に大切な役割をもっている
微量元素が存在している。例えば、ヨウ素は甲状腺ホ
ルモンに、亜鉛は味覚や嗅覚、生殖機能に関与してい
る。

⑧毒
インディ・ジョーンズという映画をみた。上流のあ
るクラブで、高名な考古学学者が取り引きの相手から
グラスに毒をもられる。室内は大混乱におちいり、解
毒剤のびんやダイヤが氷のかけらと共に床を転がって
行く。そして、主人公が必死にそれを追う。物語の中
に毒が登場することは決して稀ではない。シェイクス
ピアの「ハムレット」は毒に始まり、毒で終わったと
さえいえるだろう。
英国に亡命したロシアの元情報将校、アレクサンド
ル・リトビネンコが、放射性物質ポロニウム２１０と
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いう毒をもられた事件があった。
「毒を食らわば皿まで」 ツタウルシには、それぞれスコポラミン、コリアミル
とか、
「毒をもって毒を制す」という諺がある。毒は遠
チン、ウルシオールが含まれている。青梅や銀杏の中
い昔から人類の歴史にさまざまの役割を演じてきた。
には、シアン化合物が、ジャガイモの新芽には、ソラ
私たちのまわりには、何と多くの有毒物質が存在し
ニンというアルカロイドが存在している。そして、フ
ていることであろう。一般的な毒に対する語として、
グには、テトロドトキシンが存在する。
アスペルギルス・フラブスという麹カビがつくるア
ポイズンがある。毒を飲むという意味の語源から来て
フラトキシン は、最も強力な発癌の毒素で、一兆分
おり、毒物と訳されている。これに対して、毒素をト
キシンという。古代ギリシャ人は、敵を一撃で倒す矢
の十五グラムを一年三ヶ月間ネズミに投与すると、一
毒のことをトキシコンと呼んだ。
〇〇％に肝癌をひきおこすという。
山を歩けば、さまざまの花に出合うが、時として美
その二〇〇グラムで全人類が死亡するという記事が
しい花の毒草に触れるかも知れない。
あった。ボツリヌス菌が出す毒素、ボツリヌストキシ
君影草とも呼ばれる鈴蘭
ンは、地上最強の猛毒で、青酸カリの十万倍の毒性が
の白い花には、コンバラトキ
あるといわれる。致死量は０・００００５ミリグラム。
）を産
シンが、紫色のトリカブトの
この細菌は嫌気性菌で、菌体外毒素（
生し、中枢神経系を麻痺させ、呼吸筋を麻痺させる。
根には、アコニチンという猛
破傷風菌も嫌気性で、極めて強力なテタヌストキシ
毒アルカロイドが含まれて
ンという外毒素を出している。神経毒で、激しい痙攣
いる。アセビは万葉の歌の中
などをひきおこす。
かつて、Ｏ―１５７による食中毒が社会的な問題に
なった。腸管出血性大腸菌の代表的な菌種であるＯ―
１５７は、ベロ毒素によって、時として溶血性尿毒症
症候群（ＨＵＳ）を発症する。黄色ブドウ球菌、毒素
に、馬酔木の花と詠まれてい
るが、馬がその葉を食べると中毒症状となり、足のし
びれをおこすという。アセボトキシンは、動物の呼吸
中枢を麻痺させる。チョウセンアサガオ、ドクウツギ、

B1
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を奮い立たせ、倦み疲れた心には苦労を、そして、恐
怖心には危険を忘れさせ、この世が色褪せてみえると
き、新しい世界を開いて見せる。
」と英国の詩人、ゴー
ドン・バイロンはうたった。

おのず

「百薬の長とはいえど、万の病は、酒よりこそ起こ

あした
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れ……。かくうとましと思ふものなれど、自から捨て

がたき折もあるべし。月の夜、雪の朝も、花のもとに
ても、心のどかに物語りして盃いだしたる、万の興を
添ふるわざなり。つれづれなる日、思ひのほかに、友
のいりきて、とりおこなひたるも（酒をくみかわした
のも）心なぐさむ。……冬、せばきところにて、火に
て物煎りなどして、へだてなきどち（遠慮のない同士）
さし向かひて、多く飲みたるいとをかし。
」
（徒然草）
。
師走の訪れと共に、この液体が欠くべからざる「主
役」として登場する。
ある職場の健康診断で、飲酒と肝機能障害の関係を
分析したところ、次の結果を得た。
毎日飲酒の場合、肝機能障害を示した人の頻度は、
一合以内では ・５％、三合以上は ・９％であった。
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原性大腸菌（ＥＴＥＣ）
、腸炎ビブリオなどは、エンテ
ロトキシンという外毒素を出している。グラム陰性桿
）は、ＤＩＣやエンドトキシン・
菌の内毒素（
ショックをひきおこす。又、緑膿菌は、菌体外毒素と
菌体内毒素を産生する。
新型インフルエンザが、著しい不安をひきおこした。
インフルエンザウイルスは、毒素を産出せず、毒性が
強毒であるか、弱毒であるかは、ウイルスの増殖と密
接に相関している。ウイルスは、ラテン語のウィルス
（毒）に由来しているという。
⑨酒と肝臓
ある人は、日頃のわずらわしい人間関係や仕事のス
トレスから解放されるために、気心の合った友人を求
めて酒を飲み、ある人は、一日の疲れを忘れ、夕食の
こよなき友として、また、ある人は憩いのひとときの
ために、心静かにグラスを傾ける。この魅力的な陶酔
をもたらす不思議な秘薬とも言うべき酒は、遠い昔か
ら歴史に数限りないロマンやエピソードを提供してき
た。
「酒は悲しむ人を陽気にし、老人を若返らせ、若者

22

「かんがへて飲みはじめたる一合の
二合の酒の夏のゆふぐれ
止むべしとただにはおもへ杯に
匂へるこれのまへにすべなし」
若山牧水は、肝硬変症で生涯を閉じた。
私は、生活習慣病の防止に対して、次の７つのＳを
挙げたいと思う。
一、
（過食をしない）
二、
（過度のストレスに注意）
三、
（飲酒は適量に）
四、
（適度の運動）
五、
（充分の睡眠をとる）
六、
（食塩のとりすぎに注意）
七、
（煙草は吸わない）

も古いものではないかといわれる。また、アポプレキ
シーは、ギリシャ語の「打ちのめす」という意味の語
に由来しているという。
この病気が、病理解剖によって、脳血管からの出血
によることを初めて指摘したのは、バーゼルの医師、
ヨハン・ヤーコブ・ウェプファーで、一六五八年のこ
とである。
日本に於いて、この疾病の剖検が初めて行われたの
は、一八二六年であるといわれる。小森桃塢は、
「病因
精義」の中で、
「脳卒中の成因は、毒が脳髄に入り、そ
れが脈管を閉塞するからであり、特に脈管破裂より来
るは、不起の証なり」と記述しているという。脳卒中
は、昭和 年から昭和 年まで、死因の第一位を占め
ていた。
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⑩脳卒中
古くから知られた脳の病気に脳卒中がある。日本で
は、風病、中病、中気、ヨイヨイ、卒中風などと呼ば

⑪ランゲルハンス島
「すべての細胞は細胞から」――これは、ドイツの
医学者、ルドルフ・ウィルヒョウが著書「細胞病理学」
の中で記載している標語である。この象徴的な言葉と
ともに、医学の新しい歴史が始まったということがで
きるであろう。
一六六五年に英国の物理学者ロバート・フックは、

れていたという。紀元前二〇〇年頃の中国の内径とい
う書物に、撃仆（卒然として倒れる）
、偏枯（片麻痺）
の語が用いられており、これが脳卒中の症状を示す最

26

顕微鏡でコルクを観察し、それが小室から成ることを
発見して細胞と名づけた。
一八三七年、ドイツの植物学者シュライデンは、植
物組織が細胞からできていることを発見、二年後に、
動物学者シュワンによって、動物が細胞から成ってい
ることが明らかにされた。そして、一八五五年、ウィ
ルヒョウは、人間の細胞は細胞の分裂によってのみ生
ずるとし、疾病は細胞によって構成される組織や器官
の病的な変化に由来すると述べたのである。
ドイツのパウル・ランゲルハンスは、一八六九年に
ウサギの膵臓の組織を観察していたとき、消化酵素を
分泌する細胞とは異なった島のように散在する細胞群
を発見した。その後、犬の膵臓を除去すると糖尿病が
おこることが知られ、一八九三年になって、島のよう
に点在するこの細胞が内分泌液を産生していることが
わかり、これにランゲルハンス島という名称がつけら
れたのである。
一九〇一年、アメリカのオピーは、糖尿病の原因が
ランゲルハンス島の異常であることを発見する。そし
て、一九二一年、カナダのバンティングとベストは、
血糖を下げるランゲルハンス島のホルモン、
「アイレチ
ン」を発見する。この物質は、ラテン語のインスラ（島）

にちなんでインスリンと名づけられた。
ランゲルハンス島は、外分泌細胞に囲まれて存在し
ており、約一〇〇万の島が存在する。７種類の細胞が
知られており、Ｂ、Ａ、Ｄ、ＰＰ、 、ＥＣ、Ｇと命
名されている。Ｂ（β）細胞は、ランゲルハンス島の
乃至 ％を占め、インスリンを産生し、Ａ（α）細胞
はグルカゴンを、Ｄ（δ）細胞はソマトスタチンを産
生している。
ランゲルハンス島から腫瘍が発生することがある。
Ａ細胞からのグルカゴノーマ、Ｂ細胞からのインスリ
ノーマ、そして、Ｄ細胞からのソマトスタチノーマで
ある。

D1

60

⑫肝臓の古い物語
ギリシャ神話によれば、ギリシャの北方、テッサリ
アにあるオリュンポスの山頂に、ゼウス（語源は「天
空」を意味する）を王とする神々の館があったという。
ゼウスは父であるクロノスを追放して絶大な権力を
握っていた。父は、ティタン（タイタン・巨人）族の
首長だったので、ティタンは反乱をおこしたが、やが
て鎮圧される。
ティタンのイーアペストには、四人の息子があった

80
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が、メノイティオスとアトラス（アフリカ北西のアト
ラス山脈の語源、それより西の海が大西洋）は、反乱
に加わったということでゼウスから罰をうける。プロ
メテウス（先に考える者）は、ゼウスが優勢であるこ
とを知ってゼウスに味方したので、オリュンポスの神
の仲間に加わることを許される。エピメテウス（後で
考える者）は、兄の勧めに従ったので追放を免れた。
ある日、館で会があり、プロメテウスは食事の分配
係を務めた。一方には、脂肪に富んだ肉と内臓を牛の
胃袋につめておき、他方に、肉のついていない白い骨
をつややかな脂肉でくるんで並べた。ゼウスは、先に
選ぶようにすすめられ、うまそうに見えるが食べるこ
とのできない骨の方をとる。王は怒り、肉と内臓を得
た人間たちが料理するための火を隠してしまう。人類
を創造したプロメテウスは、アテナ（知恵の女神）の
手引きでオリュンポスに忍びこみ、火のついたままの
炭を大茴香の茎の中に隠して地上に持ち帰った。
人間に文明の第一歩を踏み出させたプロメテウスを
罰するために、ゼウスは妙案を思いついた。美女をつ
くり、パンドラと名づけて、エピメテウスの所に贈っ
たのである。
「これは、ゼウスの陰謀だ。送り返した方

がいい」とプロメテウスは弟に忠告したが、エピメテ
ウスはパンドラの美しさに魅せられ、妻にしてしまう。
彼女は、神々からの贈物の壺を持参していた。好奇
心からこの壺を開けた途端に、それまで地上に存在し
なかった、ありとあらゆる災いや疾病が飛び出したの
である。しかし、彼女が急いで蓋をしたので、ただ一
つ「希望」だけが残った。
プロメテウスは、ゼウスの王位を危うくする秘密を
知っていた。ゼウスはそれを明らかにするよう迫った
が、彼は、その命令に従わなかった。

ゼウスは激
しく怒り、プ
ロメテウスを
世界の果て、
コーカサスの
岩山に鎖で縛
り つけ 、 大 鷲
を送ってプロ
メテウスの肝
臓を 食い荒さ
せる（図）
。昼
間 食 べら れ た
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肝臓は夜の間に再生するので、毎日、食べにやってく
る。プロメテウスの苦しみは、やむことがなかった。
しかし、ついに時が至り、英雄ヘラクレスが大鷲を射
落し、プロメテウスを救うのである。
紀元前二〇〇〇年頃、チグリス河とユーフラテス河
にはさまれたメソポタミアは、世界文明の中心として
栄えていたが、そこに住むバビロニア人とアッシリア
人は、肝臓に生命が宿ると考えていた。又、紀元前五
世紀、古代ギリシャのプラトンは、肝臓が知的精神、
思考力を映し出す鏡であるとのべている。
古い時代の物語が、芸術家によって、再現されるこ
とがある。例えば、ベートーヴェンの作品に「プロメ
テウスの創造物」というバレエのための音楽があり、
その中の序曲は、今日、演奏会の曲目となっている。
又、ルーベンスの絵画に「鎖に繋がれたプロメテウ
ス」がある。
⑬心臓と音
「悪魔が夜来る」という映画があった。 世紀、中
世のフランス。
「悪魔は人間たちを絶望させようと、二
人の者を地上に遣わした」という字幕と共にこの映画
は始まる。男爵の城で、娘アンヌと騎士ルノーの婚約
15

の宴が開かれているとき、吟遊詩人に化けた悪魔の使
者、ジルと男装したドミニクが訪れる。彼等は、悪魔
の命令によって、城を不幸に落し入れるためにやって
来たのだが、ジルとアンヌは一目で恋に落ちてしまう
……。庭園に小鳥がさえずり、清らかな泉のほとり。
思い出の場所でアンヌとジルはたたずんでいる。美し
い音楽の流れ。悪魔が現われ、意に従わない二人を石
にしてしまう。
「何だろう？ 何の音だ？ 心臓の音だ、打ってる、
心臓が打ってる、打ってる、打ってる」
「止まれ、止ま
れ、止まれ……」と叫びな
がら、石像を打ち続けると
ころ でラ スト シ ー ンは終
わる。
マルセル・カルネ監督に
よるこの ロマン チックな
フランス映画は、一九四二
年、第二次大戦中に発表さ
れた作品で、悪魔によって
石 像 に されて し まっ た ジ
ルと アンヌの 恋 人たち が
刻む心臓の鼓動に、ドイツ
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の占領下にあっても失われることのないフランス人の
自由への願望を象徴させて、人々の熱い共感をあつめ
たという。
古代ギリシャの時代、紀元前四世紀に生まれたアリ
ストテレスは、心臓を知性の座と考えていた。脳は、
単に心臓を冷やすためのものであり、この冷却の過程
は粘液（
）の分泌によって効果をあらわすとさ
れた。この粘液は、下垂体の名称となっている。更に
遠い昔、中国の皇帝、黄帝（紀元前二六九八～二五九
a
t
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だいけい

八）は「内経」という医学書の中で「人体内の全血液
は、心臓の支配下にあり、心臓によって調節されてい
る。血液は絶えず循環して流れており、止まることが
ない」と記述している。
長い年月を経て、一六二八年、英国のウィリアム・
ハーヴェイは、
「太陽が宇宙の心臓であるように、心臓
は生命の源泉であり、
『小宇宙』の太陽である」とのべ、
血液循環の原理を発表する。そして、一八五七年に、
ドイツの生理学者、ヨハネス・ミュラーとルドルフ・
アルベルト・ケリカーによって、心臓の拍動で電気が
おこることが証明され、一九〇三年、オランダのアイ
ントーヴェンにより、人体における心電図の記録が成

功したのである。
直径五ミリの小さな結節が、心臓のリズムを作り出
している。長年の間、心臓の音をはっきり聞きとりた
いと望んでいた人がいた。その人の名は、ルネ・テオ
フィル・イアシント・レンネック（一七八一～一八二
六）
。彼は、ある日、ルーヴル博物館の中庭を歩いてい
たとき、一人の少年が長い木材の一方の端に耳を押し
つけ、もう一人の少年が他の端を叩いている姿を見た。
そして、ふと、一つの想念が閃いた。
彼は、大急ぎで病院に帰り、一枚の紙を円筒状に捲
き、一端を患者の胸に当て、他端に耳を押し当ててみ
た。すると、心臓の音が非常にはっきりと聞こえたの
である。更に、紙筒を曲がった木製の筒にとりかえた
ところ、もっとよく聞こえるようになった。彼は、こ
の円筒をステトスコープ（聴診器）と名づけたのであ
る。
映画「悪魔が夜来る」の中に、美しい音楽があった。
ギリシャ神話に登場するアポロンは、医学の神であり、
音楽の神である。医師で詩人のスコットランド人、ジ
ョン・アームストロングは、このことについて次のよ
うにのべている。
「音楽は、全ての喜びを高め、全ての悲しみを静め、
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いにしえ

諸病を追い払い、あらゆる苦しみをやわらげてくれる。
そして、それ故に、 古 の賢者たちは、医学と音楽と
詩歌との不可分の力を崇拝したのだ」
祖国を限りなく愛したピアノの詩人、楽聖ショパン
の心臓は、ポーランド・ワルシャワの教会に納められ
ている。彼の音楽は、永遠に人々の心に安らぎを与え
てくれることだろう。
⑭脾臓
永井隆という人がいた。彼の著書「この子を残して」
の中に、次のような記述がある。
「脾臓がのさばって胃腸や心臓をおしつけているの
で、食物は多くは入らず、腸の通りは悪く、息切れは
する、妊娠十ヶ月の婦人が肩で息をついているのと同
じだ。妊娠の方はやがて赤ちゃんが生まれたらめでた
しめでたしだが、私の脾臓は出てゆかない……」
「腹の
まわりが、へその高さで九一センチ。これ以上は皮が
伸びないところまで膨れている。これは脾臓が途方も
なく大きくなっているからである……。私の腹の左半
分全部を占領してまだ余り、へそを越して右の方へか
なりのさばり出ている」
。

彼は、長崎医大の物理療法科の医師であり、原子爆
弾で被爆し、慢性骨髄性白血病でその生涯を閉じた。
古代ギリシャの昔、紀元前四六〇年頃に生まれた医
学の父・ヒポクラテスは、人間の体内には四種類の体
液があり、心臓の血液、脳の粘液、肝臓の黄胆汁、脾
臓の黒胆汁が調和しているときは健康であると考えて
いた。
ヒポクラテスの晩年に活動したプラトンは「肝臓の
隣にある脾臓は、肝臓を常に明るく、ぴかぴかに磨い
ておくためのもので、それは鏡のそばのふきんのよう
なものであって、汚れがたまると大きくなり、体が浄
化されると小さくしぼむ」と述べている。
又、紀元二世紀のローマ時代、ガレノスは「栄養に
不適当な成分は、脾臓から管で胃の中に放出される」
と語っている。
この臓器の構造と機能が解明されるためには、その
後の長い年月が必要だったのである。
白血病は、フランス人、ベルポーによって、初めて
症例が記録された。一八二七年のことである。そして、
ドイツのウィルヒョウによって、一八四七年に白血病
という名称がつけられたのである。
長期間にわたるＸ線の被爆、原子爆弾や原発事故に
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よる多量の原子放射能は、白血病の病因となる。
脾臓は、かつて、黒い胆汁を宿す憂鬱の座とされ、
体内の黒胆汁が多くなると憂鬱症（メラン→黒い、コ
リー→胆汁）になると考えられていた。

ほのお

⑮ホルモン
「冬来たりなば、春遠からじ」と英国の詩人シェリ
ーは書いた。寒い冬がやってくると、草や木は遠から
ず新しい季節が訪れることを知っている。路傍に並ぶ
プラタナスの小枝で、あまたの蕾があたかも小さな焔
の如く、赤い光を放出する。
植物には、種々のホルモンが存在することが明らか
になった。花芽を作り出す花成ホルモン、フロリゲン、
冬の間、花芽の成長を抑えるアブシジン酸というホル
モン、このホルモンが徐々に減少して、春になるとジ
ベレリンが登場し、茎や花の成長を促進する。
花が開いたり、閉じたりするのは、オーキシンの作
用による。又、植物の枝分かれを抑える植物ホルモン
「ストリゴラクトン」が発見された。植物ホルモンは、
果実の発育と密接な関係があり、トマトでは、初期に
オーキシンが増加し、次いでジベレリン、最後に果実

が着色し、成熟するときはアブシジン酸が増加すると
いう。又、ジベレリン処理によって、種なし果実が作
られている。
ホルモンという名称は、一九〇五年に英国の生理学
者、スターリングによって初めて使用された。ホルモ
ンは、生物の機能を目覚めさせるという意味のギリシ
ャ語に由来しているという。

⑯胆石症
「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」
これは、凝灰岩と呼ばれる多孔質の岩の中に、蝉の
声がしみこむさまを詠んだ松尾芭蕉の有名な句である。
岩があり、蝉が鳴く自然の風景には、素朴な風情が
ある。
山の岩にも、さまざまの色や形や趣がある。渓谷の
中の大きな岩が、年月を経て風化し、打ち砕かれ、押
し流されれば、やがて、石となり、砂となり、土とな
るであろう。又、岩石や土砂によって、渓流が塞き止
められることもあるだろう。水の中のあまたの物質が、
いつの日か沈殿し、固化して、新しい石を作り出すこ
ともある。
胆汁の流れは、川の流れにも似ている。
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人の体内にも石は存在する。耳の奥にある耳石は、
炭酸カルシウムでつくられた楕円形の小さい結晶で、
平衡砂とも呼ばれる。耳石膜の上にのっていて、頭の
位置が変化すると石は移動し、感覚細胞を刺激し、そ
の結果、敏感な反射運動によって体のバランスをとる。
石が胃に出来ることがある。胃石といわれる。膵臓
には膵石、眼には涙石、口の中には唾石や歯石が出来
ることがある。そして、尿路結石がある。
胆石は、
昭和 年代には２～５％にすぎなかったが、
今日は パーセントともいわれる。
胆嚢に出来る石は、
コレステロール胆石が最も多い。コレステロールとは、
胆汁の固い成分という意味のギリシャ語に由来してい
る（医語語原便覧、東北大学名誉教授、岩月賢一著）
ある調査によれば、胆石症１０５０６２例中、総胆
管結石症は１９４６５例で、 ・５％をしめていたと
いう。総胆管結石症は、緊急の対応を必要とする。胆
石症の診断に、腹部超音波検査が行われる。
蝉は超音波を出していると言われる。
「体質が耐えられる以上に過多な栄養をとれば、病
気を招く」とヒポクラテスは述べている。
15

20

18

⑰甲状腺
その元素は特に海藻に多い。蒸気が紫色を呈する。
人間が生きるために必要。消毒作用がある。その不足
を補うために食塩に添加している国がある。ハロゲン
元素。あるホルモンの成分。それは、原子番号 の沃
素（Ⅰ）である。沃素は、一八一二年にベルナール・
クールトアによって発見された。
は、紫色を意
味するギリシャ語に由来している。この元素のことを
ヨードともいう。
人体には、約 ミリグラム存在し、大部分は甲状腺
ホルモンの主要な成分となっている。甲状腺は、重さ
は、一六四六年に英国の解剖学
約 グラム。
者トーマス・ウォルトンによって命名された。ギリシ
（扉）＋
（…に似た）に由来してい
ャ語の
るという。甲状腺は分泌腺であるといったのは、英国
のジョン・シモンで一八四四年頃のことである。一八
九五年、オイゲン・バウマンが甲状腺に沃素の有機化
合物が存在するとのべ、一九一四年にエドワード・カ
ルビン・ケンドールによって、チロジンの誘導体であ
る活性物質が分離され、サイロキシンと命名されたの
である。
ＴＳＨが高値で、甲状腺ホルモンが正常値を示す潜
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在性甲状腺機能低下症がある。昆布などの海藻を過剰
に摂取したり、イソジンで長期間うがいをしていると、
沃素の過剰摂取によってこの疾病を招来することがあ
る。
オタマジャクシが蛙に変態するのは、甲状腺ホルモ
ンの作用による。
⑱一枚のディスク
あの懐かしいラジオの時代、日曜日の朝８時から音
楽の泉という番組があった。シューベルトの「楽興の
時」のテーマ・ミュージックと共に、堀内敬三の解説
で始まるクラシック音楽は、待ち遠しい休日のひとと
きであった。
ヘルベルト・フォン・カラヤンとベルリン・フィル
ハーモニー管弦楽団、カール・
ベームとウィーン・フィルハー
モーニー管弦楽団などが次々
に来日し、演奏会に行ったこと
が思い出される。
イタリアの大ピアニスト、ア
ルトゥーロ・ベネデッティ・ミ
ケランジェリの演奏は素晴ら

しかった。コンサートをしばしばキャンセルすること
で有名で、大変我が儘な人とも思われたが、彼は「聴
衆は常に最高のコンディションの演奏を聴く権利があ
る。それに対して、コンディションをくずした演奏を
聴かせるのは失礼だ。だから状態の悪い時はキャンセ
ルするんだ。私は常に聴衆を尊敬している」と語った
という。完全主義に徹した、偉大な芸術家で、彼のピ
アノの美しい音色は比類のないものであった。
名曲と珈琲、
「クラシック」という喫茶店で、一杯五
十円の珈琲を飲みながら音楽を聴いた日々がある。
古風なその店には、クラシックのレコードが多量に
備えられており、リクエストした曲が演奏されるまで、
本などを読みながらゆっくり音楽の世界にひたること
が出来たのである。
レコードは、ＳＰからＬＰ、ステレオとなり、ディ
ジタル録音によるＰＣＭステレオ・レコードが出現す
る。そして、コンパクト・ディスク（ＣＤ）の時代と
なった。
あるところで、
「古代ギリシャの音楽」というＣＤに
出会った。それは、パピルス紙や大理石板に残された
音譜の断片から復元された音楽であった。古代ギリシ
ャの四大競技会の一つ、デルフィで行われたピュティ
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ア祭で優勝したアポロンを讃える歌や、戦車競走で勝
利をおさめた者を祝う歌、また、太陽の神が戦車を駆
って天空を巡り、月が四季を導く歌などが、楽器の伴
奏で奏出される。
キタラ（竪琴）
、リラ（弦楽器）
、アウロス（管楽器）
、
キュンバラ（シンバル）
、クシュロフォノン（木琴）な
ど、種々の古楽器が織りなす不思議な音の世界。アポ
ロンは、ギリシャ神話に登場する太陽の神、音楽の神
であり、医学の神である。その子アスクレピオスは医
療の神、さらに、その子ヒュギエイアは健康の女神で
ある。古代ギリシャは、西欧文明の源流、西洋医学の
発祥の地である。エーゲ海に浮かぶギリシャのコス島
で生まれたヒポクラテスは次のようにのべている。
「私は医術の神アポロン、アスクレピオス及びすべ
ての神にかけて誓う。医術を教えてくれた人を両親同
様に思い、……患者の利益のために養生法を施し、…
…言いふらすべきでない私生活に関して見聞きしたこ
とは、いかなることでも沈黙を守り……」
遠い昔のことを想像させてくれる一枚のディスクで
あった。

⑲痛風
「足の親指、まれに踵や足首、足背部の激しい疼痛
で目がさめる。咬まれる様な痛
みであり圧迫する様な、しめつ
ける様な痛みである……」
英国の医師、トーマス・シデ
ナムは、三十歳の時に痛風とな
り、この疾病の症状については
じめてくわしく記載した。二百
年余り前のことである。王侯貴
族の病として知られ、ローマ皇
帝やミケランジェロ、コロンブ
ス、ゲーテなど、歴史的に有名
な人物がこの病気をもっていた
という。
痛風は、高尿酸血症によって
おこる関節炎の発作で、激しい疼痛と腫脹と発赤が、
ある日突然出現する。高尿酸血症は、尿酸が過剰に生
産されたり、肝臓からの排泄が低下したり、あるいは、
両者の混合によって招来される。一般に７ミリグラム
／デシリットル以上を高尿酸血症としているが、尿酸
値が高くても発作をおこさないことがある。また、尿
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酸値が比較的低くても発作をおこすことがある。高尿
酸血症は、飲酒や肥満と密接な関連がある。
（ある職場
の健康診断から）

⑳血圧
単調な川の流れの中にも、よく見れば日々刻々変化
して止まない色がある。まばゆい光や美しい空色の影
をうつす静かな流れが、一陣の風と共に消え去り、降
りつづく雨で水かさを増せば、すさまじい力で周囲を
圧倒することであろう。
私たちの体内をめぐる血液の流れは、心の状態や食

事や運動などのいろいろな要素によって常に変化して
いる。
心臓は、通常一回の収縮により約 ミリリットルの
血液を、秒速 センチの速度で大動脈に駆出している
が、血圧は動脈の圧を血圧計を用いて外部から間接に
測定するものである。
血圧を初めて測定したのは、英国の牧師スティーブ
ン・ヘイルズで、一七三三年、ガラス管を馬の頸動脈
に差し込み、血液が管の中を２・７メートルも上昇す
るのを見て驚いたという。今日の血圧計の原型は、イ
50

60

図説：医学の歴史 A.S.ライオンズ 他
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やまい

タリアのスキピオーネ・リヴァーロッチによって、一
八九六年に考案されたスフィグモマノメーター（脈圧
計）である。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力と
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すると共に、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期圧
とが一致することを発見した。拡張期血圧である。
ある職場の健康診断で、血圧の上昇と肥満・飲酒・
喫煙との関係を比較し、上表の
ような結果を得た。これらの三
つの要素は、それぞれ独立して
血圧上昇に関与しているが、複
数の危険因子を有する場合は、
危険因子が相乗的に作用する
ことを示している。
「病生じては、心のうれひ、
身の苦しみ甚だし。其上、医を
まねき、薬をのみ、灸をし、針
をさし、
酒をたち、食をへらし、

よろず

はじめ

さまざまに心をなやまし、身をせめて病を治せん、と
せんよりは、初めに内欲をこらゑ、外邪をふせげば、
病おこらず。後に薬と針・灸を用い酒食をこらへつつ
しむは、その苦しみ甚しけれど、益少な
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し。万の事、始によくつつしめば、後に悔なし。養生
の道、ことさらかくのごとし」と益軒は養生訓の中で
のべている。

メドゥサの頭
ギリシャ神話には、ペルセウスの物語がある。アル
ゴスの王、アクリシオスは、玉座に腰を下ろして物思
いにふけっていた。
「娘のダナエは背も高く、一人前の
女になった。もう結婚してもよい頃だが…」
。デルポイ
の神託が彼を不安に落し入れる。
「娘が息子を生み、王
を無き者にするだろう」
。
王は、王女に虫がつかないよう、青銅の塔に幽閉し
てしまう。しかし、神々の王ゼウスが黄金の雨となっ
てダナエを訪れる。彼女にペルセウス（復讐する者）
が生まれたことを知ったアクリシオスは、娘とその子
を運命にまかせようと箱舟に乗せて海に流した。舟は
エーゲ海に浮かぶセリポス島に漂着し、漁師に保護さ
○
21

れる。島の王ポリュデクテスは、ダナエの美しさにひ
かれ恋心をいだくが、成長したペルセウスが邪魔にな
った。あるとき、ペルセウスの言葉じりをとらえて、
メドゥサの首をとってこざるを得ないようにしむける。
その顔を一目でも見れば石にされてしまう恐るべき
怪物ゴルゴンが、世界の西
の涯に住んでいたという。
竜の鱗に猪の牙、青銅の手
を持ち、黄金の翼で飛行す
る三人の姉妹のうち、末の
娘、メドゥサだけが人間で
あった。
もと は非常に 美 しい少
女で、特に長い金髪を誇り
にしていた。彼女がアテー
ナー（技術の女神、知性の
女神、戦いの女神）の神殿
でポセイドン（海神、ゼウ
スの兄）と会ったことが発覚し、アンピトリーテー（ポ
セイドンの妻）とアテーナーの怒りを買って、髪の毛
の一本一本を蛇に変えられてしまったのである。
ペルセウスは、翼のある靴、首を入れる魔法の袋、

姿を隠す帽子、金剛の剣、鏡のように磨きあげられた
楯を手に、アテーナーに導かれて出発する。楯にその
姿をうつしながら近づき、一撃の下にメドゥサの首を
切り落とした。
帰り道で、海辺の岸壁に鎖でつながれている美しい
乙女に出会った。それは、エチオ
ピアの王女アンドロメダであった。
母のカシオペアが、
「わたしの娘の
美しさは世界一、ネーレウス（海
の老人、海の神）の娘たちは 人
とも美人で評判だけど、アンドロ
メダに比べればねぇ…」といった
ためにネーレウスの娘たちの憎し
みを買ったのである。アンドロメ
ダは、生け贄として、海獣の餌食
にされようとしていた。ペルセウ
スは、メドゥサの首を見せて、海
獣を石に変えてしまった。そして、
アンドロメダと結婚する。
セリポス島に戻ったペルセウスが宮殿に着くと、ポ
リュデクテスがペルセウスの不在に付け込んで、無理
やりにダナエと結婚しようとしていた。
「母上、目を閉
「メドゥサ」ベルニーニ作

50
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じて」といって袋の中からメドゥサの首を出すと、ポ
リュデクテスは石になった。また、
「これは誰ですか」
といってダナエは石像の一つを案内する。それは、王
仲間の結婚式に出席していた父アクリシオスであった。
時が流れ、アンドロメダとペルセウスは星座となっ
て夜空を彩っている。アンドロメダは、両手を鎖でつ
ながれて立った姿で、ペルセウスは左手にメドゥサの
首を持ち、右手で剣を振り上げている姿をしていると
いう。
肝硬変の進行によって門脈圧亢進がおこると、稀に、
側副血行路の腹壁静脈が臍を中心として放射状に拡張
し、屈曲蛇行してくることがある。これをメズサの頭
という。一六四三年にセベリウスによ
って名づけられた。
e
a
s
u
d
e
M
t
u
p
a
C

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。
ティタン族であるイーアペストの息子、アトラスは、
神々の王、ゼウスに対する反乱に加わっていた。
（⑫肝
臓の古い物語）
ゼウスの子、ペルセウスは、メドゥサを退治した後、
○
22

な

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。私の父はゼウスで、メドゥサを退治してきた。一
夜の宿と食事を所望致したい。
」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。
ペルセウスは、
「それなら、一つ贈り物をお受け願い
度い。
」といって、自分の顔をそむけながらメドゥサの
頭を差し出した。すると、アトラスは石になった。鬚
（ひげ）と髪（かみ）は森となり、腕と肩は絶壁に、
頭は山の頂に、そして、骨は岩となった。やがて、巨
大な体は、一つの大きな山（アトラス山脈）となった。
アトラスは、ゼウスに反抗した罰として、永久に兩
肩で天を支えている。
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第一頸椎（環椎）は、頭蓋骨を支えるとして、ヴェ
ザリウスによって、一五四三年にアトラスと名付けら
れた（人体の構造）
。又、古代ローマのケルススは、
「医
学について」という書物の中で、
「だから、一番上の脊
椎は頭を支えており、頭の小さな突起を二つのくぼみ
に受け止めていて、頭が上下に動けるようにしている。
……」と述べている（二宮睦雄、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）
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アトランティックはアトラスに、オーシャンはギリシ
ャ神話の巨人、オケアノス（大洋）に由来している。
そして、太平洋、パシフィック・オーシャンのパシ
フィックは、ラテン語のパシフィクス（平和をつくる）
に由来している。又、アトラスは、地図帳などの意味
で用いられるが、もとは、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めであるという（岩月
賢一、医語語源便覧）
。

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 人で、
スペインのパロス港を出発した。
彼の名は、
クリストーフォロ・コロンボ（コロンブスはラテン語、
みずからは、クリストーバル・コロンと名乗っていた。
）
。
イタリア人であった。
航海の目的は、
「未知の海」大西洋を横断してインデ
ィアス（今日のインドだけではなく、東アジアの大部
分を指していた。
）に行くこと、そして、黄金の島、ジ
パング（日本）を発見することであった。
三隻の船団は、 日かかつて 月 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
○
23

90

36

10

12

11

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、 月

宮崎正勝著、ジパング伝説より

６日、キューバ島に上陸する。
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。
「癌出来つ、意気昻然と二歩三歩」
山極勝三郎は、一九一五年、市川厚一と共に、世界
で初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
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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ム・ボーモントによって、
一年後に外傷は奇跡的に治癒したが、胃から腹壁に通
ずる窓が残った。この瘻孔からパンを入れると、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ったので
ある。彼は、その後十年間にわたり、マーティンの胃
の内容や粘膜、運動などを觀察し、一八三三年、
「胃液
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。
胃液の分泌、胃の運動と幽門のはたらき、食物の性
状と量による消化の進行の状況、水の吸収、胃液の分
泌が精神的な影響によって著しく左右されることを実
証した。この研究は、アメリカのみならず、ヨーロッ
パにまで知られることになり、アメリカ医学の国際的
な貢献という意味で最も興味のあるエピソードの一つ
といわれる。
図説：医学の歴史 A.S.ライオンズ 他
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見されたのである。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。
胃
偉大な発見は、しばしば偶然の出来事から生まれる。
それは、一八二二年六月六日の朝、アメリカのミシ
ガン州、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・
○
24
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流れ込めば、関節痛がおこる。
」とのべているが、この
物質は脳から流れ出して、全身の関節に侵入するもの
と考えられていた。リウマチは、ギリシャ語の「流れ
る」
（レウマ）という言葉に由来している。
「絵は楽しいから描くのだ。絵を描くのは手ではな
く眼だ。
」と言ったのは、印象派の画家、ルノワールで
ある。彼は 歳のとき、関節リウマチになった。手の
自由がきかなくなり、指の間に絵筆を巻きつけて制作
を続けたという。
又、十七世紀のオランダ絵画の巨匠、ルーベンスが
描いた「愛の園」という絵には、ルーベンス自身の慢
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比等利美都々夜 波流比久良佐武」
筑前守山上太夫
春されば先づ咲くやどの梅の花
ひとり見つつや春日暮らさむ

な

翼折れたる鳥のごとく、杖に倚りて歩まむとすれば、足

つばさ を

し鈞石を負へるがごとし。布に懸りて立たむと欲へば

きんせき

「………四支動かず、百節皆疼み、身体太だ重く、猶

し

天平二年（七三〇）
、二月八日、梅を主題として、
人が酒をくみかわしながら詠んだときの山上憶良（や
まのうえのおくら）の歌である。
（山上憶良、稲岡耕二
著、吉川弘文館）
梅は万葉の人々にとって春の最初の花であり、立春
の日に歌われることが多かったという。

32

跛へたる 驢 のごとし。……」と彼は書いているが、
この歌人は慢性の関節リウマチであったかも知れない。
ヒポクラテスは、
「関節内の粘液の中に、ある物質が

58

○
25

B1

と名づけている。
脚気の英語は、
「
」であるが、この言葉は、
ジャワで使われていたシンハラ語で、
「できない、でき
ない」という意味であるという。
ビタミン の不足によっておこるこの疾病は、多発
性ニューロパチーである。神経の軸索の変性に由来す
る。経管栄養を続けていると、ビタミン の不足をお
こすことがある。
神経の
は、弓の弦を意味するラテン語に由来
するという。又、
「神経」という語は、今から二〇〇年
前に、杉田玄白らによってつくりだされた。
「われ思う、故にわれあり」と述べた十七世紀のフ
ランス人、デカルトは、人間の身体は精密な機械で、
それを動かしているのは脳の松果体に存在する精神で
ある。そして、神経の紐（ひも）が刺激によって収縮
すると、感覚や運動がおこると考えていた。
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酸素
遺伝子工学が、医学に著しい進歩をもたらしている。
ＤＮＡ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
○
27

性関節リウマチで侵された兩手が描き込まれている。
（横田敏勝、名画の医学）
科学は進歩して、疲れや痛みを知らないロボットが
次々に登場している。チェッコの作家、チャペックが
つくったこの言葉は、
「労慕人」とか「労忙人」
、或い
は、
「労忘人」などと書かれる。かつて、知能をもった、
この多関節の文明の利器が、オーケストラと共に名曲
を奏でていた。
しびれ
「心の底まで、しびれるような……」という歌があ
る。又、しびれをきらすと表現することもあるだろう。
しびれは、通常、知覚神経の麻痺によっておこるが、
運動神経と結びついていることも少なくない。
酒を長期間飲んでいたり、片寄った食事やダイエッ
トによって、ビタミン
サイアミン が不足すると、
手や足にしびれをおこすことがある。脚気である。元
禄時代には、
「江戸煩（わずら）い」と呼ばれ、白米を
腹いっぱい食べる市民の間に多数発生したという。か
つては、日本の国民病だったのである。
一九一〇年に、鈴木梅太郎が、米糠（こめぬか）の
中から脚気を防止する成分を抽出して、
「オリザニン」
○
26

(

)

本体がＤＮＡであることを示したのは、一九四四年、
アメリカの細菌学者、アベリー、マックロード、マッ
カーティーの３人である。
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

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

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ＤＮＡ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
（分離、澱粉をデ
出す物質を、ギリシャ語の
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（ ：の中
：酵母）というギリシャ語から
（酵素）
に、
という名稱を提唱し、広く使われるようになった。
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・ヘルモントは、消化などの全ての
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生理現象は、発酵によっておこる科学的現象であると
考えていた。
人間の体内には、数千種類の酵素が存在している。
「すべての本の中よりも、一本のワインの中により
多く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化学者、ルイ・パスト
ゥールである。
彼は、又、鶏のコレラをジェンナーの牛痘による種
痘と全く同じ予防接種で防ぐ方法を発見した。そして、
ジェン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
に由来している。彼は、免疫学の父と呼ばれ
る
る。
今日、組換えＤＮＡ技術によって、大腸菌や酵母で、
インスリン、成長ホルモンやＢ型肝炎ウィルス、イン
フルエンザ・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。
a
c
c
a
v

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
○
28

師である。エルブは西暦一八四〇年、ドイツに生まれ
た。……
ある晩、彼は数人の友達を招いて遊んだことがある。
そのとき招かれて来た客の中に、若い大学の講師が
いた。この講師は不作法にも机に腰をかけて、足をぶ
らぶらさせて話しこんでいた。そのうちに彼は退屈で
もしたのか、ポケ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めた。……この鍵で膝をたたく
たびに膝から下がピョコン、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とめなかった。しか
し、鋭いエルブの眼はこれを見のがさなかった。……
この現象は、その晩、強く彼の心を動かした。それは、
彼が長い間、神経の病人などを見て、なんとかその診
断の助けになるものはあるまいかと苦心をして探し求
めていたからである。ほかの人々には偶然でも、彼に
はもう偶然ではなかったのである。彼は、何度も何度
も自分自身で同じように机に腰をかけて、膝をたたい
てみた。……『これは偉大な発見だ。これをくわしく
しらべてゆけば、きっと診断の助けになるに違いない』
。
……」
腱反射の発見の物語である。
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回想
ドイツの詩人シラーは、一七九六年、思想詩と呼ば
れる作品の中で、次のように述べている。
「時の歩みには三様の相がある。未来はゆるやかな
足取りで近づき、現在は矢の如く飛び去り、過去は永
遠に沈黙して立っている。……」
あわただしく変化する現在の時をしばし離れて、過
ぎ去りし日のことを追懐の念をもって書いてみたいと
思う。

ちちはは

信州・松本駅
父母に 別れを告げし 汽車の窓
信濃の山は 遠く去り行く
昭和三十年四月、私は国立東京第一病院（現在は国
立国際医療研究センター）でインターンをするため、
故郷を後にした。
病院長の坂口康蔵先生は「諸君に望む」と題して、
次のように述べたことを記憶している。
「私は、従来、患者に対する心がけとして、患者が
自分の親兄弟、又は、妻子であった場合、如何なる診

療や取扱いを受けたら満足であるかという事を常に念
頭に置いて患者に接するようにと、若い人々にも話し、
自分でもこれを実行するように努めているが、その時
代の医学で最善と一般に信じられている事はやっても
らいたいが、やらずにすむ事、これはなるべくやって
もらいたくない。このことは、単に私のみでなく、凡
ての人に共通な希望だと思う……」
。
きびしい実地修練であったが、新しい友人たちとの
楽しい二百八十日であった。

過ぎ去りし
あの東一の 思い出に
今一度われを
よらしめよ

かつて そこに
国立東京第一病院 在りき
インターンの日の夢
今も忘れじ

z
l
i
P

記憶の糸をだどって行くと、医学部の学生時代が到
来する。記念アルバムの中で、恩師が語りかける。
「自道精進」
「
」
「
の如く、如何な
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る環境にでも適応出来るような
を持つよ
うに 」……。
又、同級生の言葉が所狭しと記されていた。
「平凡、雑誌の名にあらず」
「考える人間の最も美しい幸福は、究め得るものを
究めつくし、究められないものを静かにあがめること
だ（ゲーテ）
。
」
そして、私の名前を歌にしてくれた人がいた。
柔らかき砂 白き波
素足にふるる 心地よさ
大日輪を 背に受けて
潮吹く風を 聴くもよし
海あくがるる 君ならで
如何でこの地を 喜こばん
血潮となりて 燃えたたん

さかのぼ

更に 遡 って行くと、昭和二十三年、高校は、新制高
校第一回であった。担任の国語の先生から送られた葉
書には、歌が書かれていた。

安田修一 行き止まずやれ

や

あかあかと 途ふみ出でて はるかなり

29

多くの恩師と友人たちの言葉が、頭の中をかけめぐ
る。
ある記憶は、時を経ずして容易に忘却の彼方に消え
失せる。苦しかったことが、あとになって懐かしい思
い出に変わることもある。しかし、年月の経過にも拘
わらず、決して忘れ去ることが出来ず、思い出したく
ない日々がある。あの忌まわしい戦争の三年八ヶ月と
一週間、それは、何と長く感じられたことであろう。
ストーブに入れた石炭の煙が、薄暗い教室の中に立
ち込めていた。信州の昭和十六年十二月八日。授業の
休み時間に、誰かが戦争だと叫んだ。国民学校五年生
のときである。
それからの新聞の記事は、大本営発表、戦艦、空母、
巡洋鑑何隻撃沈、敵機何機撃墜などの戦果の連続であ
った。しかし、そのうちに「ガー、東部軍管区情報」
とラジオが鳴り響いて、敵機の来襲を知らせるように
なる。
「敵機はこんな型だ」というタイトルで、ボーイ
ングＢ とか、グラマンとか、コンソリデーテッドな
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!!

どの写真が掲載されたことを思い出す。食料の配給は、
一層乏しくなっていった。
松本市立中学校の校長、田中長男は、その日も朝礼
の訓示で予科練や幹部候補生などの学校に行く上級生
の名前を読み上げていた。学徒動員であった。教練と
いう学課の時間になると、膝から下にカーキ色のゲー
トルを着用し、木製の銃を肩に担いで「一つ、軍人は
忠節を尽くすを本分とすべし。一つ……」と呼称し、
四列縦隊で市内を行進する。
中学三年生のとき、私たちは工場で働くことになっ
た。勤労動員である。天井をクレーンが騒音を立てて
往来していた。
ある日、小型のトラックで、工場の物品を山の中に
運搬したことがある。荷台に積んであった薬品の中に、
「神薬」という名の小瓶があった。それは、強壮剤だ
ったかも知れない。茶褐色の粘稠な甘い液体で、何人
かがそれをこっそり飲んだらしく、発覚した。若宮中
尉は、クラスの全員を集合させ、長い軍刀をチャラチ
ャラさせながら一喝した。
「お前らは、上官の命令を何
と心得るか！」と。
工場での毎日はいやでたまらず、一体いつまで続く
のであろうかと思った。この戦争は負けると級友が言

った。そして八月十五日、それは真実となった。この
日、正午、直立してラジオに耳を傾ける。天皇は、特
長のあるイントネーションの声で語りかけていた。
放送が終わると、甘いチョコレートのような菓子が
一枚配られた。このようなものが、どこにあったのだ
ろう。暑い日であった。
帰りは、いつも南松本という駅に行った。陽炎の立
ちのぼるレールの上に、小さな汽車が現れ、ゆっくり
と上下左右にゆれながら近づいてきた。もうここに来
ることはない。太平洋戦争は終ったのだ。
そして、学校での新しい日が始まる。本屋で参考書
を購入する。赤尾好夫の英語の辞典の序文には、次の
ような文章があった。
「永劫の焔を燃え立たせる油は、君が全身全霊をあ
げて努力するその汗の中にのみ得られよう」
。又、
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を記憶している。
映画『そよかぜ』をみる。戦後第一作のこの日本映
画は「赤いりんごに 唇よせて だまってみている
青い空 りんごはなんにも いわないけれど りんご
の気持ちは よくわかる りんご可愛いや 可愛いや
りんご ……」という明るい歌声によって、この国に
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ざる

故郷は、松本市の郊外で、家の前の小径にそって小川
が流れていた。あたり一面に田畑が広がり、遠く北ア
ルプスの山々が美しかった。

きら

小川には、鯉やどじょうが泳ぎ、大きな笊を持ち出
しては川の中を歩きまわったものである。少し離れた
ところに奈良井川という川があり、泳いだり、ハヤを
釣りに行った。夏になると、蛍の光が点滅し、夜空の

か

る

た

すごろく

星は限りなく美しく煌めいていた。又、秋には、稲子
を取ったり、栗や胡桃を拾って歩いた。
幼友達と庭でビー玉やメンコで遊んでいると、家の
中から双葉山や羽黒山、名寄岩などの相撲の実況を伝
えるアナウンサーの声が聞こえてきた。村の祭りに行
って、アセチレンガスのにおいがする夜店で綿アメを
食べたり、舞台の余興や仕掛け花火を見た。

新年には、弟や妹と加留多や双六などで遊んだ。模
型飛行機を組み立て飛ばして楽しんだこともある。家
には蓄音器があり、右側のハンドルをまわし、針を入
れては、レコードを聴いた。父と山や高原に行った日
のことを鮮明に記憶している。
断片的な古い記憶の中で最も古い記憶は、もしかし
たら、母の歌った子守唄「ねんねんころりよ おころ
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平和が訪れたことを知らせていた。
そして、
『青い山脈』の歌や映画と共に、私の青春時
代が始まろうとしていた。
時は流れ、かつて、そこで過ごした家はない。私の

燕岳の近くの燕山荘から望む北アルプスの連山

当時は、血算はメランジュールを用いて耳朶（みみ
、又は、
の計算
たぶ）から採血し、
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）
、
血清蛋白分画（チセリウスの電気泳動）などが行われ、
ＧＯＴ（ＡＳＴ）
、ＧＰＴ（ＡＬＴ）のような酵素によ
る検査は行われていなかった。
胃液の検査で、
（カッチュ・カルク）法
を行っていた。暗いＸ線室で、鉛のチョッキと手袋を
してバリウムによる胃の透視を行っていたことを思い
出す。胃カメラが登場したのは、昭和 年頃で、世界
で初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
撮影するものであった。昭和 年には、胃の集団検診
が始まる。ウィルス性肝炎は、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型肝炎である。昭和 年に、オー
、昭和 年にＡ型肝炎のウ
ストラリア抗原（ 抗原）
ィルス粒子が発見される。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ていたが、高血
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りよ……」であるかも知れない。
私は、いま一般病院の内科で診療に従事している。
休日には演奏会に行って聴いたピアノやヴァイオリ
ンの巨匠たちの音楽に耳を傾け、楽しんでいる。いろ
いろのことがあったが、人生において重要なこと、そ
れは、夢をもって努力すること、人と人とのつながり
が如何に大切であるかを知ること、そして、人間の力
の限界について考えることであると思っている。

エピローグ
医学は、長い変遷の歴史をもっている。ある疾病が
新しい発見によって克服されたとき、又、他の疾病が
出現する。
私は、インターンのあと、その病院の内科で病棟医
となった。最初の勤務は結核病棟であった。肺結核は、
昭和 年以来国民病となっていたのである。その頃の
化学療法は、ストマイとパスの二者、ストマイ、パス、
ヒドラジットの三者併用などであった。隔離病棟では、
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。人間ドッグは、７日間の入院検査で、土曜日に結
果を書いて渡すことになっていた。

37

40

○
30

10

圧に対する予防と治療によって減少に向う。又、肺結
核は、治療の進歩によって減少して行く。昭和 年代
の後半には、テレビ・レントゲンを操作していたこと
が思い出される。
昭和 年には、癌が死因の第１位を占めるようにな
る。昭和 年における糖尿病の有病率は、昭和 年の
倍と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
炎と呼ばれていたが、平成元年にＣ型肝炎のＨＣＶ抗
体が発見された。
今日は、画像による診断や内視鏡による治療、新型
インフルエンザ・ワクチンによる予防などによって、
医療に著しい進歩をもたらしている。
平成 年に、
「ポンペイの輝き」という展覧会があっ
た。西暦 年２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、 年
８月 日、ヴェスヴィ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う。発掘されたものの中に
古代ローマの美術品があった。アポロやムーサがカラ
ーの壁画で展示されていた。
アポロンは、古代ギリシャでは、医学の神、音楽の
神、太陽の神、弓矢の神、予言の神、牧畜の神である。
30

そして、９人のムーサは芸術の女神である。竪琴をも
つアポロン、抒情詩のムーサ、カリオペや舞踏と合唱
のムーサ、エウテルペなどが描かれていた。
私は、医学や音楽などに出てくる単語の源泉に興味
はエーコー（こだま、木
をもったことがあった。
（衛生学）はヒュギエイア（健康の女神）
、
精）
、
はアキレウス、
はムーサ、
はハ
）は、愛らしい乙
ルモニア、又、ヨーロッパ（
女、エウロペに由来している。
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チェーホフとリジヤ・アヴィーロワの恋
藤倉 一郎
リジヤ・アヴィーロワは小説家で、チェーホフ、ト
ルストイに認められ好評だった。晩年孫の養育をしな
がら回想録を書き、ロシヤ最初のノーベル賞受賞者ブ
ーニンによって評価された。チェーホフはリジヤを愛
していたが、彼女の家庭を崩壊しないために深く立ち
入らないようにした。彼女には夫があり、子供があっ
たのである。一般にチェーホフ研究者はリジヤの回想
録の信憑性に否定的で、チェーホフはリジヤに恋愛感
情を持っていなかったとするものが多い。とくにチェ
ーホフの妹のマリヤはチェーホフの手紙を完全な形で
入れるにあたり、写しの余白に「このうんざりする女
性はまだ健在だが、以前削除した部分も元に戻す必要
があるだろうか」と書き込んでいる。確かにチェーホ
フの手紙は愛だの恋だのを思わせる言葉がなく、何時
もリジヤの作品の批評のみだ。リジヤの一方的な恋だ
ったのかもしれない。チェーホフはリジヤと手紙のや
りとりをしている間も多くの女性と交際しており、か

なり深入りしていた人もいたようである。しかしこれ
らのことはチェーホフの死後、妹のマリヤによって不
都合なことはすべて削除されて、チェーホフの人格を
高潔な非の打ちどころのないものに作り上げたのであ
る。さらにソヴィエト政府によってこの操作が増幅さ
れチェーホフの評価はますます高まったのである。チ
ェーホフの作品は面白く、時代を感じさせることなく
現代も人気があるが、リジヤの回想記はチェーホフの
作品以上にチェーホフ的な逸品といえよう。リジヤの
回想記からチェーホフとの恋をたどってみよう。
チェーホフの短編「恋いについて」を見ると、チェ
ーホフとリジヤが再現されており，チェーホフ自身が
彼女との恋に深く悩んでいたことが推察される。しか
しチェーホフは彼女の状況を考えて深入りを避けてい
たのかもしれない。
チェーホフの女性関係は多彩で彼の伝記を見ると多
数の女性が登場する。彼の小説にも多くの恋愛がある
が、これはみな見聞きしたり体験したことが、基にな
っていることは間違いない。
「恋について」の内容はリ
ジヤ・アヴィーロワとの関係が書かれているし、
「かも
め」のヒロインは誰もがいうようにリーカであろう。
「
「浮気な女」のオリガがレヴィタンの恋人であったソ
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フィヤであることはレヴィタンとの関係が不隠になっ
ーシャは忙しく、あまり文学に興味がないので一人で
たことからも当事者は十分承知していたことであった。 出かけた。義兄のフーデコフはチェーホフに「私の秘
しかしチェーホフは多少の創作と変形で彼女たちを貶
蔵の娘、乙女のフローラ」と紹介した。チェーホフは
めることはないと考えていたのであろう。リーカが言
会食しながら近づいてきて、私のお下げの片方をつま
うようにチェーホフは女性心理をよく察知した心理学
んで、
「こんな見事なのははじめてだなー」と馴れ馴れ
者であったかもしれない。しかしそのために彼は多く
しく言った。義兄は「この娘もなにやら書いています」
の女性に接し、彼女たちを必ずしも幸せにしていない。 と話した。
私は「義兄が冗談で乙女のフローラといってますが、
ある意味彼はプレーボーイだったのである。長身でハ
夫も子供もあるんです。乳飲み子なので早く帰らなけ
ンサムな流行作家は少女から大人まで、女性によくも
れば」というと、
「坊やがいるんですか、それはいいな」
てたのである。
私たち二人は間近に見つめあった。だがそれで十分だ
った。二人の気持ちは十分通じた。
帰宅すると息子がぐずっていて、夫が入ってきて不
機嫌だった。
「子供が泣いているのに、母親は文士とい
ちゃいちゃとはね」夫にとっては、文士はおしゃべり、
うそつきと同義だったのだ。
このときチェーホフはリジヤに恋したのでないかと
思われる。しかし、チェーホフは兄アレクサンドルに
対する女性関係についての、きびしい自分の態度、リ
ジヤには子供がいて、家庭は幸せなこと、自分の大家
族を背負った生活苦、執拗な結核という病気、トルス
トイ的道徳観、こんなことから恋は諦めなければなら
始めての出会い
１８８９年１月アレキサンドリスキー劇場で「イワ
ーノフ」を上演し、これが好評だったのに、チェーホ
フは誰にも挨拶もしないでモスクワに帰ってしまった。
このことはその理由がまったく不明だったのだが、約
年後１９４７年リジヤの手記が彼女の死後発表され、
この手記ではチェーホフとの出会いをこう記している。
「イワーノフ」公演の１週前ペテルブルグ新聞社の
フーデコフの家に「チェーホフが来ているから、すぐ
来て」とフーデコフ夫人である姉から連絡があり、出
かけた。リジヤはチェーホフのファンだった。夫のミ

50
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ないという煩悶があった。リジヤとの出会いがチェー
ホフの心をとらえ、
「イワーノフ」の好評にもかかわら
ずペテルブルグを後にしたのではないかと推察してい
る研究者もいる。それ以外にチェーホフがモスクワに
帰ってしまうという理由が見つからないのである。３
月下旬には画家の兄ニコライが結核で倒れ、１８８９
年４月リントワーリャフの別荘に連れて行った。６月
にニコライは結局亡くなった。７月に「わびしい話」
を執筆した。
月に戯曲「森の主」を書き上げたが、劇場から断
られた。落胆といらだち、憂鬱、兄の死と重なり、深
く沈み込んだ。 月には風邪をひき，咳と発熱に苦し
んだ。
１９９０年４月、チェーホフはサハリン旅行にでた。
サハリン旅行の目的も計画もはっきりしない。シベリ
ア鉄道のまだない旅は馬車で数千キロをゆく、過酷な
旅であり、病気を抱えたチェーホフにはあまりに無謀
な旅であった。苦難の末サハリンにたどりつき、ここ
に３月間滞在して囚人たちの生活をつぶさに観察して，
後にサハリン紀行を書いた。これは多くの人々に多大
な影響をあたえた。
１８９１年から９２年にかけて大飢饉の救済に尽力
10

11
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した。この年コレラが流行し，郡医として尽力した。
おかげでメーリホボでは死者もなく落ち着いた。
「妻」
「浮気な女」を書く。

２度目の出会い
リジヤがチェーホフに２度目に会ったのは３年後の
１８９２年１月だった。リジヤは３人の子持ちだった。
夫は空いた時間をすべて子供の相手や世話にあててく
れた。家庭は幸福感につつまれていた。だが執筆の時
間はなくなった。義兄がペテルブルグ新聞発刊 周年
記念パーティを開いた。群衆の中でチェーホフにあい、
思わず握手した。
「お目にかかるとは思いませんでした」
「僕は思ってましたよ。またあの時のように並んで
座りましょう。３年前会ったとき、知り合ったのでは
なくて、長い別れの後で、再びめぐり合ったという感
じがあなたはしませんでしたか」
「別れは長く，現世ではなく、ずっと昔前世のこと
ではなかったかしら」
「その時僕らは互いになんだったんでしょうね」
「夫と妻ではなかった？」
「あなたはいくつですか」

25

「 歳です」
「僕は 歳です。知り合った時は 歳と 歳だっ
た。若かったなー」
人をかき分けて夫がやってきて「おれはかえる」と
いうので、チェーホフに夫を引き合わせた。二人は手
を差し伸べあったが、夫はそっけない敵意すら見える
表情だった。
祝賀会の後チェーホフは仲間とレストランで一騒ぎ
して、酔ったあげく、私を是が非でも離婚させ略奪結
婚するといきまいたと友人が夫に告げ口したのである。
チェーホフに手紙を書いたが、彼を責めてしまった。
それに対してチェーホフから返信が来た。
「あなたの手紙にはがっかりして途方にくれてしま
いました。これはどういう意味です。自己弁護は沽券
にかかわるのでしません。おまけにあなたの非難は曖
昧すぎて自己弁護をする根拠すら見つけられませんで
した。だが僕の理解の及ぶ限りでは誰かの流したデマ
ですね。そうでしょう。どうぞお願いですから（ゴシ
ップ屋程度に僕のことを信用してくださるなら）そち
らペテルブルグに流れている、いろんなよくないデマ
を信じないでください・信じられないとおっしゃるな
ら、いっそ大金目当ての僕の結婚話も、親友たちの奥
28

32

25

29

さん連中と僕とのロマンスも、その他諸々も一切合財
鵜呑みになさるといい。どうか落ち着いてください。
もっともなるようになれだ。人の口には戸は立てられ
ません。僕のことはよろ しいようにお考え くださ
い。
・・・村にいます。冷えます。池に雪を投げ込みな
がらペテルブルグになど２度と行くもんかと思うと愉
快です。
」売れない某作家のデマであることを夫も納得
して、やっと落ち着いた。
子供たちが健康で、夫の精神状態が落ち着いている
とき、最高に幸せだった。

３度目の出会い
「今晩なんとかミーシャ（夫）抜きでいらっしゃい」
と姉が言ってきた。チェーホフを迎えた客間で私たち
はおしゃべりしていた。
「お子さんの話をしてください。子供がいるのはい
い。家庭があるのはいい」
「結婚なさるべきよ」とリジヤはいった。
「結婚しなくては、しかし僕はまだ自由の身じゃな
いんです。結婚はしていないが家庭がある。母と妹と
弟、僕には責任があるんです。あなたは幸せですか」
と執拗にきいた。
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「立派な夫とすばらしい子供たち、大切な家族があ
ります。でも愛していれば幸せなんでしょうか。いつ
も不安で心配ばかりして、安らぐことがないんです。
徐々に私というものが、無くなって行くんです。家庭
に波風を立てないように、自分を無にするんです。こ
れが幸せといえるでしょうか」
客間に声がして「リジヤ・アレクセーヴァ、お宅か
らお迎えです。坊ちゃんの具合が悪いようです」とい
われて、チェーホフにだけ挨拶して帰宅した。
リジヤが自宅に帰ると、夫がじきじきにドアーをあ
けて「なんでもない、なんでもない、また寝ちまった
よ。なんだか心細くなって、お前がいないとどうして
いいか分からんのだ。優しい俺の妖精、お前がいると
ほっとして、万事大丈夫なんだ」と言い訳した。
レイキン家のパーティ
１８９５年２月雑誌「断片」の出版人のレイキン家
で作家を集めたパーティがあり、リジヤも招待されて
出かけた。夫人がリジヤの腕をとり書斎へ連れて行っ
て大勢の作家を紹介した。チェーホフは長椅子から離
れた所にいたので、黙って握手した。客たちは笑った
り、冗談を言い合って、夜食になると前菜も食べ物も

ウオッカもワインもふんだんにあって，ざわめきがつ
づいた。人々が腰をあげると、チェーホフは「送りま
すよ。いいでしょう」といって１台の橇をつかまえ、
乗り込んで「いらっしゃい」とリジヤに声をかけた。
二人は橇に乗ってニコラーエフ通りのリジヤの家に向
かった。
「まだしばらくいらっしゃるんですか？」
「あと１週間はいたいですね。またお会いしません
か」
「明日の晩、家へいらしてください。夫は留守です
し、ゆっくりおしゃべりできますわ」

招かざる客
翌日９時リジヤは落ち着かなかった。夜食とウオッ
カ、ワイン、ビール、果物を用意し、チェーホフを子
供部屋に案内して、一寸やきもちをやかせよう。そし
て書斎に移る。話題は山ほどある。９時過ぎベルがな
って玄関に出ると客は二人で、夫の知り合いのＳ夫妻
だった。夫妻はともに数学者で、夫はともかく夫人は
虫酸が走るほどいやだった。やたら大声で哄笑し，食
堂に入ると買い整えた夜食を見事に食べた。 時にチ
ェーホフ来訪、彼女は「何、チェーホフですって、ほ

10
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んとにいいときに居合わせたわ。今こそあなたの作品
を読むたびに疑問だったことをお尋ねできるわ」そし
て問題の解決を図るでもなく、理想を説くでもないこ
とを非難した。夫が突然立ち上がって「おいとましよ
う」というので、やっと二人は帰った。
リジヤとチェーホフはくたくたになって書斎に移っ
た。
「横になって，おやすみなさい。あなたはお客でへ
とへとだ。出会ったころの昔をおぼえていますか。僕
が心底あなたの虜になったことを。真剣でした。恋し
ていました。これほど夢中になれる女性が他にいると
思えなかった。あなたは美しくて僕の心をぐっと掴ん
だ。若い頃のあなたはとても初々しくて鮮やかな魅力
がありました。僕はあなたに恋してあなたのことばか
り考えていました。しかし、僕には分かっていた。あ
なたはその辺にいる女性とは違うということが。愛す
る以上は終生清く神聖に愛さなければならないという
ことが。触れるのがこわかった。傷つけたくなかった
のです」しばらく沈黙したあと
「明日モスクワに立ちます。お会いすることはもう
ないでしょう」
二人は力なく握手して別れた。

明くる日、チェーホフの使いから本と原稿の包みと
１通の手紙をリジヤは受け取った。本は出版早々の短
編集で「リジヤ・アレクセーヴェナ・アヴィーロワ様
―― 著者よりと素っ気ない署名がしてあった。
手紙には「１８９５年２月 日サンクト・ペテルブ
ルグ、隣の部屋でマルコーニとバッチスターニが歌っ
ているのに、あなたの作品を２編とも心を込めて読み
ました。
「権力」は気持ちのいい短編です。地方行政官
をただの地主にしたらもっとよくなるでしょう。
「名の
日までに」こちらは短編と呼べない手慰みにすぎませ
ん。
・・・・・・
要約――あなたは才能はあるが、鈍重になったか、
俗に言う湿気たかで、もう黴の生えた作家の部類には
いっています。あなたの言い回しは老人みたいに気取
っている。
・・・・・・・説教を許してください。時々
えらそうに説教なんか垂れたくなるんですよ。今日は
ここにいました、というかひきとめられました。あす
ここを発ちます。どうかお元気で、衷心より チェー
ホフ」

チェーホフは「鈍重になった、黴が生えた」とこき
おろしている。腹を立てているのだ。わたしを軽蔑し、

15
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１８９５年 月頃のことだった。日付がはっきりし
ないが、スヴォーリン劇場で翻訳劇がかかっていた。
一人で出かけたリジヤは客席にスヴォーリンと並んで
桟敷席に座っているチェーホフが目に入った。ペテル
ブルグに来ていたのだ。来ていることを知らせてもく
れない．あの下げ飾りはどうしているんだろう。リジ
ヤのチェーホフに寄せる情熱はさめつつあった。
幕間にロビーへ出た後、ベルがなったのでリジヤが
慌てて降りていくとチェーホフが廊下に立っていて気

わたしの作品をめちゃくちゃにけなしている。まった
奥の深い人柄は簡潔な言葉から十分伝わった。彼のま
く気に入らない。夫の留守に招いたことをチェーホフ
なざしはわたしにとって、従うべき法というより、す
はどう思っているのだろうか。２人きりになれると思
がる思いで追わずにいられない、そして払いのけよう
って誘った私をどんな女だと思ったことか。
「あなたに
も忘れようもない啓示だった。
」
下げ飾りをチェーホフが受け取ったことは確実だっ
恋していました。あなたのことばかり考えていました。
」
たが反応はなく、文通も途絶えた。
その言葉だけがリジヤの胸に残った。
「彼のいない人生を私は生きなくてはならなくなっ
た。彼の短篇は批判的に読むし、私はしっかり自立し
て作品は多少評価されるようになってきた。少し熱が
さめたようだ。みじめでばかげたこの恋、だれに押し
付けられたのでもないのに。
」リジヤはひとりつぶやい
た。
下げ飾りのプレゼント
チェーホフにもう会うことはないだろうとリジヤは
落胆するばかりだった。２日間悩んだ末、貴金属店で
本の形の下げ飾りを注文した。片面には「中篇と短編、
アントン・チェーホフ作品集」反面には「２６７ペー
ジ、６行目と７行目」と刻ませた。
「いつの日かわたし
の命が入用になったら、奪いにきて」となる。下げ飾
りの小箱を弟におくって「ロシヤ思想」編集部からチ
ェーホフに渡してもらった。
「この人生を捧げるわけにもいかない。そうなった
らいっぺんに４人の人生を放り出すことになるのだ。
確かなのは私がチェーホフを恋したということだけ。
才能だけではない。彼の存在そのもの、口にすること
のすべて、考え方やまなざしにも私は夢中になった。
確かに口数は少ない人だったが、包容力と品格のある、

10
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づくと、彼はさっとリジヤの手を取って言った。
「退屈な芝居ですね、仕舞いまで見ることはない、
お家まで送りましょうか、一人なんでしょう？」
「どうかおかまいなく、スヴォーリン夫妻が、お待
ちですわ」
「怒っているんですね、しかし、いつ、どこでなら
お話できるんです。どうしても話しておきたいんです」
「それが雪降る往来なら言うことなし、とおっしゃ
る訳ね」
「じゃ、どこで、いつならいいんです」
桟敷席のドアーが開いてスヴォーリンが現れた。
「ほら、あなたを探しているわ、早く席にお戻りな
さい」
リジヤは笑ってスタスタ廊下を歩き出した。客席に
戻るのをやめて、クロークにいき、コートを着て劇場
を出た。
「わたしは平熱に戻ったみたい」リジヤはひとりつ
ぶやいた。
「家にも帰りたくない。平熱にもどっただっ
て、どこまで情けないんだろう、みじめでばかげたこ
の恋 だれに押しつけられたのでもないのに、でもあの
人は何か話したがっていた。何の話だろう。どうしよ
う、また怒らせてしまったかしら。

気が重い、私の席が空いているのをみて、彼も気が
重くなっているかしら？あの人がわたしを愛してくれ
るなら・・・でも、だからどうなるというのだ。何が
できたというのだ。子供たちとは到底別れられない。
」
長いこと通りを歩き通したが、答えは出なかった。

仮面舞踏会で
１８９６年１月、チェーホフは「かもめ」の上演の
打ち合わせのためペテルブルグを訪れていた。このと
きリジヤ・アヴィーロワに仮面舞踏会であったのであ
る。
弟のアリョーシャは退屈だ退屈だと大騒ぎをしてい
たがスヴォーリン劇場で仮面舞踏会があるから出かけ
ようと突然夜中に言い出した。衣裳は貸衣裳店で借り
ることになって、数分後には劇場についた。ホールは
立錐の余地もなく混雑していた。弟が「右を見て」と
いうので、気づくとチェーホフが立って遠くを見つめ
ていた。リジヤはチェーホフに近づき「あえてうれし
いわ」というと「僕が誰だか知らないくせに、仮面さ
ん」二人は桟敷席への階段を上って人気のない通路に
でた。
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,

「僕の芝居が上演されるんだ」
「しってるわ、かもめ
この年の 月、夫がチェーホフの芝居の切符を手に
でしょ？」
「初日に来られる？」
「ええ、勿論」
「よく気
入れて渡してくれた。私はひとりで出かけた。
「かもめ」
をつけるんだ、舞台から返事をするからね、気をつけ
の上演はヒロインのニーナがモノローグで「人間も，
ているんだよ」
獅子もワシも」と言い出したとたんに平土間が急にざ
リジヤは舞台からの返事ということが、どういう意
わざわし、不快で悪意に満ちた笑いや不平が聞こえた。
味か分からなかった。オーケストラが響き酔いしれる
第１幕がおわると拍手は不評の口笛にかき消され観客
ようなワルツや、情熱のアリアを奏でていた。再び桟
は廊下やロビーにでて、憤慨や不満の声がひびいた。
敷席へ上がると誰もいなかった。二人でのんびり話を
リジヤは芝居が始まると戯曲のセリフの一言一言に耳
した。チェーホフはリジヤが女優で役についたところ
を澄ました。ニーナが登場しトリゴーリンに別れを告
を知っていると言い張るので、チェーホフとの関係を
げ、ロケットを差し出して説明した。
「あなたのイニシ
噂されていたヤヴォールスカヤをネタにからかった。 アルを彫らせたんです。反対側にはあなたのご本の名
「まだあの人に惚れてるの」
「返事をすると思っている
前」
トリゴーリンは「すばらしいプレゼントだ」といっ
のかい」
「しなきゃいけない」
「君がご当人だもの」
「本
て、ロケットにキスする。ニーナが退場してトリゴー
当にそう思っているの？」
「間違いないね」
「もっと前
「１
にそう言っていたらここで仮面をとったのに」
「お取り」 リンはしげしげとロケットを眺め、裏返して読む。
２１ページ、 行目と 行目」彼はこの数字を２度繰
「いやよ、遅いわ。帰らなくちゃ」
チェーホフはリジヤのことがわかったのだろうか？
り返して入ってきたアルカジーナに尋ねる。
「ここには
それとも他の誰かと取り違えているのか。
僕の本があったかな？」そして本を手にして「１２１
ページ、 行目と 行目、いつの日か私の命が必要に
４月チェーホフは喀血した。８月には「わが人生」
なったら、それを奪いにきて」
を書き上げた。
間違いなく舞台からリジヤに返事をくれたのだ。リ
ジヤはチェーホフを探したが見つからなかった。彼が
「かもめ」上演

11

10

11

12

12
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舞台から返事をくれた戯曲は大失敗だったのである。
チェーホフはひとりペテルブルグの街をさまよい、
深夜スヴォーリン邸に帰ると、翌朝早くメリホヴォへ
帰った。机の上には書置きがあった。
「僕、メリホヴォ
へ帰ります。戯曲の印刷は中止してください。昨夜の
こと僕は一生忘れないでしょう。それでもぐっすり眠
れて、いい気分で発ちます。あの戯曲モスクワでは上
演しません。僕は２度と戯曲は書きません。上演もし
ません。
」
このときチェーホフは劇場から逃げ出したのだと噂
が伝わってきた。
チェーホフ病状悪化
「ご立腹のリジヤ・アレクセーェヴナ様僕はとても
あなたにお会いしたい。とても・・・
３月 日多分月曜日の夜 時に僕はモスクワに行き
大モスクワ・ホテルに投宿します。仕事の都合がつけ
ば、もっと早く行きます。では拝眉の折りまで。お怒
りを哀れみにかえて、僕と夜食か夕食をともにして下
さるように、実際そうなれば素敵です。今度こそどん
なことがあっても、あなたをかつぎません。僕を家へ
引きとめるのはただ病気だけです。握手し、低くお辞
26

10

儀します。あなたのチェーホフ」という手紙をリジヤ
は１８９７年３月 日に受け取った。
３月 日リジヤのモスクワの住所ヘメモが届いた。
「モスクワ・グランドホテル ５号室 土曜日 予定
より早くモスクワに出てきました。いつならお会いで
きますか？霧が出て、じめついているから、僕の体調
はいささか優れません。部屋にこもっているつもりで
す。こちらへきていただくことは難しいでしょうか、
僕が伺う代わりに。お元気で。 あなたのチェーホフ」
リジヤはその手で、今夜伺いますと返事を書いた。
リジヤはモスクワでは兄のところに泊っていたので、
チェーホフに会いにゆくことは触れなかった。弟はこ
のことを知っていて、リジヤが夜いないことの言い訳
をさがさなくてもいいように、うまく計らってくれた。
ちょうどリジヤの名の日だったので、それにかこつけ
て招いてくれたのだった。
リジヤは 日午後８時ホテルを訪ねた。守衛に外套
をあずけて５号室への階段をあがっていくと、突然守
衛が大声で「どちらへいらっしゃるんです？」
「５号室のチェーホフさんの部屋へ」
「いらっしゃいませんよ。お出かけになりました」
「そんなはずないわ！そういう手紙いただいたんで
23

23

18
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すから」
「それは存じませんが、ともかくお留守です。朝か
らスヴォーリン様と出られました」
「あの方が時間を決めたのに。わたしも返事も書い
たのに」
「お手紙やメモのたぐいは、そりゃあ溜まっていま
すよ」と守衛がいった。
リジヤは階段を駆け下りて山と積まれた郵便物をあ
わててひっくり返して自分で書いたメモを見つけ出し
た。チェーホフがいないことがはっきりしたので、リ
ジヤは外套をきてホテルをでた。
辻馬車を拾って弟の家へ向かった。お客でもうざわ
ざわと賑やかだった。ピアノや歌が始まると、堪えら
れなくなって、弟の部屋にこもった。まもなく弟が入
ってきて、腫れものにでも触るように見つめている。
「どうしたの？なにがあったの？」
リジヤはホテルでのことを話すと
「それで、姉さんはどう思っているの？」
「スヴォーリンにどこかへひっぱって行かれて、わ
たしのことなんか忘れたのよ」
「絶対にそれはないね！ホテルの馬鹿どもが何か取
り違えたのか、それとも・・・・僕にはわからないが！

ともかく、このままにしてはおけない。はっきりさせ
なくちゃ」
「どうやって？」
「すぐホテルへ行こう・・・僕が行ってはっきりさ
せてやる。もう部屋に戻っているかもしれないし」
「でもわたし・・・絶対に会いたくないわ！わから
ない。なにもわからない。なにも言わないで。確かめ
てくれるだけでいいわ・・・」
「スヴォーリンのせいじゃない、なにか重大な理由
があるんだ。さ、行こう」
モスクワ・グランドホテルまでの遠い道のりを二人
はてくてくと歩いた。春の気配が一面に漂っていた。
雪はもうあとかたもなく、この年は春が早かった。
アリョーシャはひとりでホテルに入って行ったもの
の、すぐ出てきた。弟に手を取られてリジヤはもと来
た道を戻った。
「帰ってなかった。ホテルに入った時にはもう容態
が悪かったそうだ。明日もう一度たしかめてみるよ」
次の日アリョーシャがきて、チェーホフは病気が悪
くなって、診療所へ運ばれたと教えてくれた。
日の朝リジヤはチェーホフのメモを受け取った。
「モスクワ、１８９７年３月。わが罪歴です。金曜
25
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絶対にお通しするわけには参りません」
その時リジヤが口をきった。
「それならどうかお伝えください。今日メモをいた
だいてこうして伺ったのですが、入れてはいただけな
かったと・・・・」
「今日メモを受け取られたですと？発病なさってか
らまだ３日目だが」
リジヤはチェーホフの手紙を取り出してみせた。
「昨日お書きになったものです」
医師は眉間をよせて、
「お待ちください」というとさ
っと出て行った。
戻ってきた医師はしげしげとリジヤを見て、首を左
右に振り両手をひろげた。
「どうしようもありませんな。アントン・パーヴロ
ヴィチはどうしてもあなたに会いたいそうです。とこ
ろでモスクワには立ち寄られただけですか？」
「ええ」
「するとあの方は、あなたに会うために、あの体で
こんな天気に村から出てきたというわけですな」
「スヴォーリンさんが・・・」と話しはじめると医
師はせせら笑った。
「ほほう！スヴォーリンに会うために命を危険にさ
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の夜、喀血始まる。翌朝モスクワに出発。６時にスヴ
ォーリンとエルミタージュへ夕食に行き、椅子に腰を
下ろすや、たちまちまごうかたなく喀血。
スヴォーリンの手でスラヴャンスキー・バザールに
運ばれました。再三の往診。一昼夜以上の安静でした
が、今は在宅，モスクワ・グランドホテルにいます。
あなたのチェーホフ
月曜日」
日午後３時ころ、リジヤと弟は診療所の受付に行
き白衣の看護婦にあった。
「あのう…姉がチェーホフさんに面会を希望してる
んですが」と弟がいった。
看護婦はぞっとしたように肩をすくめ「とんでもな
い！面会謝絶です！アントン・パーヴロヴィチは衰弱
しきっています。入れるのは妹さんくらいでしょう」
「お医者様とお話できませんか？」
「先生と？そんなことなすっても無駄です。今と同
じ返事しか聞けませんよ」
「でもどうか・・・」
看護婦は肩をすくめ、ちょっと考えて出て行った。
医師がやってきて、即座に宣言した。
「アントン・パーヴロヴィチにはお会いできません。
26

らしたといわれますかな。奥さん、問題はあの方が危
険な状態にあること、どんな興奮も命取りだというこ
とです。ご自分のなさっていることをご承知おきねが
いたい。わたしは責任を負いません」
リジヤは途方にくれた。
「どうすればいいのでしょう。帰るべきですか？」
「今更むりです。お待ちですからね。興奮なさって。
しかたがない。行きましょう」
わたしたちは階段をあがっていった。
「一言もしゃべらせないでください！毒です。いい
ですか、話しても、興奮しても、また喀血します。３
分認 めましょう。３分、それで終わ りです。こちら
へ・・・さあ・・・・」口調を和らげて医師は言った。
「だいじょうぶ。落ち着くんですよ。３分後にまた
来ます。
」
チェーホフは一人だった。顔をドアーの方に向けて
仰向けに横たわっていた。
「ご親切に」小声で言うので、ぎょっとして遮った。
「まあ、話してはいけません！苦しいのね。どこか
痛いの？」
チェーホフはにっこりして、ベッドのそばにあった
椅子を目ですすめた。

『３分です』といってテーブルにあった時計をとる
と、チェーホフはそれを脇にのけてリジヤの手を押さ
えた。
「ねえ、きてくださるつもりでしたか？」
「あなたのところへ？伺ったんですよ」
「来られたですって？僕たちはなんてついていない
んだろう！ついていないなあ！」
「おねがいです、しゃべらないでください！いけま
せん。そんなの、どうでもいいことですし」
「なにが？」
「わたしが伺ったこととか・・・」
「どうでもいい！どうでもいいんですか？」
「だって、少しでも早く回復なさるためなら・・・・」
チェーホフは顔をしかめた。
「だったら、どうでもいいんですか？」
「次の機会にでも。なんでもお望み通りだってこと、
ご存知じゃありませんか」
チェーホフはにっこりして囁いた。
「僕は弱っています、愛しいひと・・・」
「なんといったら、黙っていただけるんでしょう」
「今日、帰るんですか？」
「いいえ、明日です」
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「では明日、きっとまた寄ってください。待ってい
ます。来てくれますか？」
「もちろんです」
医師が入ってきて、チェーホフに愛想よく笑った。
「時間です、アントン・パーヴロヴィチ。疲れない
ようにしてください」
「１分だけ・・・・リジヤ・アレクセーェヴェナ！
お願いが・・・」
医師は脅すように指をたてると、紙と鉛筆を渡した。
「ご自分で｛ロシヤ思想｝のゴーリツェフを訪ねて、
ゲラをもらってきてください。それからあなたのもの
と他にも何か、読むものを持ってきてほしい」
リジヤがそれを読むと、チェーホフはメモをとって
書き添えた。
「こころから愛・・・・・感謝しています」
（愛）に
線を引いて消してから、にっこりした。
わたしはいとまを告げてドアーに向かった。
不意にチェーホフが声を張り上げた。
「リジヤ・アレクセーェヴェナ！あなたはドサ回り
の女優みたいだ！」おおきい声だった。
「このドレス・・・かもめね」
医師がかっとなった。
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「アントン・パーヴロヴィチ！あなたは医者じゃあ
りませんか・・・明日、症状が悪くなっていたら面会
謝絶です。誰も入れません！」
リジヤはアリョーシャと連れだって歩いて帰る道中、
涙が止まらず，頬を伝って流れた。アリョーシャは黙
ったまま、ためいきをついていた。

帰宅すると夫から電報が２通来ていた。そして翌朝
日にもまた来た。
リジヤはゲラを受け取るために「ロシヤ思想」の編
集部へゴーリツェフを訪ねた。
ゴーリツェフは驚いた。
「何だってこんな時にゲラを。後でも間に合うのに」
リジヤが診療所を訪ねたと知った彼はチェーホフの病
状のことで質問攻めにして、アントン・パーヴロヴィ
チの最新情報を聞こうとした。
「春なのが厄介ですね、昨日氷が解け出したんです．
あの手の病人には最悪の時期ですな」
「いや、いや、リジヤ・アレクセーェヴェナ！校正
は急ぐに及びませんといってくださいよ。疲れが出な
いように」
リジヤは打ちのめされて編集部を出た。重体で、も
27

う死人扱いではないか？
ザモスクワレーチェ橋の欄干に近寄って流れに目を
やると、もう小さくなった氷が川をすっかり覆って流
れていた。よく晴れた日で空は飛びきり青く輝いてい
たが、橋の下にはごうごうと流れる川に氷塊が押し寄
せては、くるくる回って遠くへ運ばれていく。
チェーホフが死ぬはずがない・・・そんなこと、考
えるだけで途方にくれてしまう・・・・
チェーホフは（ほかにもなにか）と書いたから，花
を買おうと思ったのだ。花がその（なにか）になって
くれるだろう。
花束を持ってチェーホフを診療所に見舞った。看護
婦が出てきた。
「いけません。アントン・パーヴロヴィチの容態は
よくなっていません。夜はほとんどお休みになってい
ません。喀血はむしろ悪化したようです・・・」
「では、あわせていただけないのですね？」
「先生に伺ったら、お通しするようにと」
看護婦は不服の色を露わにして、非難のまなざしを
向けた。
わたしは花束をつつんでいた薄紙を破りとった。
「まあ！」看護婦は声を高めた。
「そんなものを！分

からないんですか、重病人の病室ににおいのきつい花
がいけないことくらい・・・」
リジヤはぎょっとした。
「いけないんだったら、このまま・・・こちらに置
いてください」
「でも、お持ちになったんだから、ご覧に入れたら」
と彼女は微笑んでいった。
病室に入るとすぐ、あの優しいチェーホフのまなざ
しがあった。彼は花束を受け取って、それに顔を埋め
て、
「好きな花ばかりだ。美しいばらにスズラン・・・」
「でも、アントン・パーヴロヴィチ、これはいけま
せん。先生の許可がでませんわ」と看護婦がいった。
「ぼくも医者です。大丈夫！花瓶に活けてください」
看護婦は敵意にみちた一瞥をリジヤに投げかけて、
退室した。
「遅れましたね」といってチェーホフは力なくリジ
ヤの手を握った。
「とんでもない。２時前にははいれませんし、今、
２時です」
「もう、２時７分だよ、母さん。７分も遅刻だ！ず
ーと待って待って・・・」

- 118 -

リジヤの持参した本や新聞をチェーホフは選り分
けはじめた。ゲラはテーブルにおいて、リジヤは「ロ
シヤ思想」の編集室のゴーリツェフの話をした。
「いつ、発つんですか？」
「今日」
「だめだ！１日だけ残ってください。明日来てほし
い，お願いです。どうか！」
リジヤは３本の電報をみせると、チェーホフはじっ
くりそれらを読み返した。
「１日なら大丈夫だと思うけど」
「至急かえれ！が気になるんです。子供たちが病気
でもしているんじゃないかしら」
「どの子も元気ですよ、請け合います。１日だけ、
残ってください。僕のために」
リジヤは小声で答えた。
「アントン・パーヴロヴィチ！無理です」
残ればどうなるか想像してみた。遅れると電報すれ
ば夫は今夜にでもモスクワに出てくるだろう。家でリ
ジヤの帰りをまつとしたら、どんな出迎えをすること
か。それはまあいい！でもチェーホフを愛しているこ
とは確実に悟られてしまうし、家庭生活の幸福は跡形
もなく、夫婦どちらの生活も地獄になるだろう。わず

か３分のために。様々な思いが頭の中を駆け巡った。
「だめなんですね。自制できなくって・・・気持ち
が弱っていて・・・許してください・・・」
医師が入ってきたので、チェーホフは花をさして言
った。
「僕には、害はありません」
医師は身をかがめて花のにおいを嗅ぎ仕方なく返事
をした。
「まあいいでしょう」
それからリジヤの方へ向き直って、
「この病人は不良なんです。眠らないし、興奮して
いるし。強情なんだ。手に負えない」と笑いながら言
った。
医師はリジヤの退室を望んでいることが，見えたの
でリジヤは椅子から立ち上がった。
「今日、お帰りですか？」
「はい、今晩」
突然、チェーホフが早口で言い出した．
「夕方までい
るのなら・・・」最後まで言わずに口を閉じ医師をち
らっと見た。
「あなたは休息が必要だ，休息です」医師は繰り返
した。
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リジヤはベッドに散らばった本や書類をかたづけて
包みはじめた。チェーホフは花束を両手でかばって微
笑んでいた。
「元気になってくださいね！」そう言って、毛布の
上に出ていたチェーホフの手を握った。
「道中お気をつけて」という言葉を背にドアーにむ
かった。
「４月の末にペテルブルグへ行きます。どんなに遅
くとも５月の初めには。それまで手紙を出しましょう」
リジヤは医師の厳しい視線を感じながら部屋を出た。
あれほどたっての願いを斥け、たった一日残るという
ささやかなことすらできない自分を責めたり自己弁護
しながら、足をひきずる思いで家に帰った。と突然目
の前にトルストイが立っていた。乙女が原を散歩して
いた彼はリジヤを認めて立ち止まった。
「どちらから？修道院ですか？」
「いえ、病院の帰りです」
リジヤはチェーホフのことを話した。
「発病のことは聞いていたが、面会謝絶だとばかり
おもっていた。明日にでも見舞いにいこう」
「いらしてください、よろこびますよ。あの方、あ
なたが大好きですもの」

リジヤは無性に誰かに会いたくなった。こんなに辛
い思いで堪え忍んでいることに悪意ももたず、無関心
でもない人。そして、アリョーシャの家に向かった。

その夜、車中では眠れなかった。悶々としていた。
夜が明け初める頃、悪夢にうなされて恐ろしさのあま
りはっと目が覚めた。列車は轟音をたてて橋を渡って
いるところで、遠くまで汽笛が響いた。夜はまだ明け
初めたばかりだ。どれくらい眠ったのだろう。ほんの
１～２分だろう。
夫が列車の窓越しにリジヤを見つけ、ポーターとは
いってきて荷物を運ぶよう指示し、リジヤの手を取っ
て外に出た。
「こどもたちは？」
「元気だ。万事良好だよ」
家へ帰り客間で子供たちと抱き合っていると，夫の
かんしゃく玉が破裂するのが聞こえた。台所のにおい
が部屋に入っていたといって女中がお目玉をくってい
るのだ。すっかり収まって客間に入ってきた夫はこと
もなげに言った。
「やあ、母さん！旅はよかったかね？」
「旅は良かったけれど、気分は最悪」
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のような気がしていた。今のリジヤは何もかも、モス
クワにいる時とはまったく違った気持で聞き、理解し
ていた。突然、こんなにもチェーホフから離れてしま
ったとは。自分自身を軽蔑しきっていたリジヤは、も
うチェーホフに手紙を書くこともできないようにおも
えた。
その春、チェーホフはペテルブルグに来ず、秋に医
師の指示でニースに行かされた。
ニースから「たぶん、この冬いっぱい、外国で過ご
すでしょう」という手紙がきた。
月の手紙では「体調は午前中はかなりよく、夜は
申し分ありません」とかいてあった。
月には「肌寒いうちは万事良好でしたが、今のよ
うに雨が降り出して気候が厳しくなると、また喉がい
がらっぽくなって喀血してしまいました。なんて忌々
しい」
10

「忘れられた手紙」
リジヤは活字になった自分の短編を送った。
「忘れら
れた手紙」を送るとニースから手紙が来た。
「知的で洗
練された素晴らしい作品です。限りない手腕と才能が
うかがえます」と書いてあったが、リジヤの心情に立

11
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「わかった、わかった！ まず守衛にチップをやっ
てくるよ。まあ、いいじゃないか！母さん、こっちへ
おいで。コーヒーにしよう。お前たち、ママを案内し
て。熱いコーヒーだ・・・」
こうしてまたおきまりの日常が始まった。細々した
家事、子供への絶え間ない不安、夫の口やかましさと
癇癪，痴話喧嘩、仲直り、お客、劇場通い・・・
日にチェーホフから手紙が届いた。
「モスクワ、１８９７年３月 日
あなたの花束は萎れていない、ますます美しくなっ
ています。同僚たちがテーブルに置くことを許してく
れました。そもそもあなたは親切な、とても親切な方
だ。感謝の言葉もありません。
ここから出られるのは早くても復活祭。ですからペ
テルブルグへ行くのはすぐというわけにはいきません。
僕は少し良くなりました。喀血も減ったけれどまだ寝
たきりです。手紙も寝たままで書くのです。お元気で。
かたく握手します。 あなたのチェーホフ」
リジヤにとって、モスクワは夢の出来事のようにお
もえた。病室の階段も小さな病室も、愛しい顔も、い
つくしみ深い黒い瞳も、自分の想像がこねあげたもの
29

28

ち入ることは一切なく、この作品をリジヤの愛の告白
と取らないで、文芸作品としてだけ評価している。
１
あなたはもうご存知ですわね、夫が死んだことを。
愕然としました。死んでしまうなんて。たしかにもう
歳でしたけれど、終わりが近いなんてあの人はまず思
っていなかった。なにもかも唐突過ぎて、長年彼を苦
しめていた持病を別にすれば、あっけない最期でした。
来る日も来る日も私はひとり。庭の小道を行ったり来
たりしています。一面緑に覆われて、どこまでも清々
しく香り高く、庭を眺め香しい大気を吸っていると、
この世に病と死があること自体不思議に思えるのです。
川のほとりに腰をおろして波立つ川面や空を眺めてい
ながら、それもこれも初めて見るような気がするとき
があります。愕然とした、と申しました。新しい考え、
思いがけない感覚が湧き上がってきて、それで目に入
る何もかもが新しくて思いがけないものに感じられる
ようです。こういうのなんですけれど・・・夫が死ん
だときまず浮かんだのは、私は自由だ、ということで
した。すぐにもあなたにお便りしようと思ったのです
が、漠とした感覚がそれを引き止めました。待つこと

にしたんです。私が喪に服したことは必ずやお耳に届
くはず、そう確信していたから。そのくせ、この新し
いお墓の前であなたに会うことは想像できなかった。
秘めてきた嘘が明るみにでて、永久に閉じた目は生前
よりもずっと広く深く物事をみるだろう、信頼し微笑
みかけ愛してくれた人を欺いた私たちも、もう生前の
ように死者を欺くことはできないだろう、そんな奇妙
の思いにつきまとわれました。
あなたを待つことにしたものの、まもなく、あなた
を押しとどめているのも私と同じあの恥と悔恨の思い
なのだと察しました。突然湧き起こったこの思いの強
さに、私はどんなに驚いたことでしょう。私はいつも
自分の犯した罪を思って苦しみましたが、それを口に
するとあなたは立腹なさったものでした。だからこそ、
あなたが今、私とおなじ気持ちでいると思い至ったの
です。それが分かって、実はうれしかった。あなたが
ますます身近で親しい方になったようで。あなたが感
じやすいこと、美しい心をお持ちなのだということが、
今ならよく分かります。あなたの罪は私のとは比較に
ならないほど小さいのですから、もしそんなに心根の
きれいな方でなかったら、私のことを軽蔑なされたで
しょうに。それを私とともに苦しんでくださる。すば
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らしい方！あなたの高さまで自分を高めたいという気
持ちがとても強いからでしょう、なんだかもう、今ま
でよりもまっとうで清らかな私になっている気がする
ほどです。もうこれまでのように馴れ馴れしくあなた
に呼びかけることはできません。恥ずかしい記憶を追
い払おうとしている私。私の恋は弱まることなく、危
機を乗り越えて、嘘と偽りのなかから、苦悩によって
清められたものとしてよみがえろうとしています。え
え、あなたのおっしゃる通り、今、会う必要ないわ。
一瞬一瞬、互いのことを思っていましょう。なんとい
っても、重い罪によって私たちは隔てられているので
す。しかし絶望することはありません！愛しい方！私
は間違っているのかもしれない。植物に日の光が欠か
せないように、愛と幸福なしには生きられない弱い女
の立場でものを言ったり考えたりしているのかもしれ
ませんけれど、神様は私たちを赦してくださると信じ
ています。
・・・・神様は恵み深くて、私たちが闘い苦
しんださまを、そして私たちの愛の深さ強さをご存知
です。赦して下さると、ご一緒に信じましょう。私た
ちの心がもっと澄んで穏やかになったら、その贈物は
祝福としていただきましょう。そして、もう決して離
れないようにしましょう。あなたがお祈りをなさる方

かどうか、それを好まれるかどうか、それすら知らな
かったなんて驚きでした。わたしがふたり分お祈り致
します。もし悔恨の涙を神様が受け止めてくださると
お思いなら、私、ふたり分泣きます。泣いて泣いて、
光もまともに見えなくなるまで。でも私、信じて当て
にしております。 あなたのリューシャ

２
あなたが私よりどんなに強くてどんなに高いところ
にいるのか、あなたは改めて示したかったのね。私の
手紙に短い言葉を返すことさえできないと考えたのね。
今度もその理由は分かったわ。あなたのことは知り尽
しているから、情熱を押さえた手紙を書くのはむずか
しいのだってことくらい分かっている。その情熱で私
たちの新しい恋を貶めるのが怖かったのでしょ。脱帽
ね。でもねえ、あなたは立派に振舞えても、
「おちびの
リューシャちゃん」にもそれを求めないで。私のこと、
よくそう呼んでくれたわよね。力と勇気というものに
は常常感服してきたけど、私自身は強かったためしが
ない。未だに両手に抱っこしてもらえ大事に世話をし
てもらえる子供たちが羨ましいの。大人の女の自立と
か自由とかいうものになじむことは、私には決してな
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い気がする。何かの理由で孤独に苛まれたら、死ぬほ
うがまし。でも私にはわかるの、孤独に苛まれること
はないし、人生は日ましに望ましい尊いものになって
いるって。日一日と私たちの離ればなれの生活に終り
が近づいているからよ。くどいようだけど、私に立派
な振舞を求めてもだめ。あなたのいない暮らしはおろ
か、あなたのことを耳にしないだけでも、私は立派に
しているどころか悶え苦しむだけだもの。
ええ、どうしようもないの！私を罵って、空っぽな
尻軽女とお呼びなさいな。でも、私はあなたを待って
いる。ずうっと待っている。毎朝目覚めるたびに、今
日は会えるんじゃないかと思い、毎晩眠りにつくたび
に、自ら定めた試練の、今日は最後の日だと確信して
嬉しくなるの。
私よりはるかに自分に厳しくて志操堅固なあなたが、
私には誇らしい。自己弁護なんかしようとも思わない
わ。死ぬほどあなたが恋しい、あなたのことしか考え
られない、もう祈ることも悔いることもできない、そ
れが私の罪。思い出は打ち消せないし、恥ずかしいと
も思わない。思い出を呼び覚まし、慈しんでいるの。
あなたの声の響き、この唇に残るあなたのキスの感触
が蘇ると幸せな気持ちになる・・・・。思うのはあな

たのことだけ。
孤独はもういらない、あなたに会うという幸福を拒
む理由がこれ以上見つからない、それが私の罪。もう
悲しくはない、悲しいふりもしたくない。我慢もこれ
まで。あなたの名を呼んで祈っているの、早く来て！
私は、どうやって一日を過ごしていると思う？山のよ
うな秘密を隠しておかなくてはといわんばかりに欝蒼
と生い茂った庭をぶらついて、ライラックの下のベン
チに腰をおろすの。覚えているかしら、このベンチを。
もう花は終わったけど、あの頃は満開で強い香りに眩
暈がしたわ。あそこで待っている、とあなたは言った
わね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もういないくせに、あの人、まだ私たちの間に立ち
はだかっているんだわって！
離ればなれはもうたくさん！あなたが好き！きこえ
る、私の声が？愛してるわ！ リューシャ

３
愛しい人！ 元気でね・・・。手を上げなくても人
を殺せるものだということを、あなたは知らないのか
もしれないわね。もあなたの不在や沈黙の理由を探し
はしません。
・・・・・・・・
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あなたはいない。なぜなの？元気にしていることは
知っているのよ。見かけた人たちがいるから。あなた
は都会にいる、ここから数十キロのところに。体を大
事にして！辛くて恥ずかしくて忌まわしい考えがうか
ぶわ。
・・・・・・・・・
昼が夜に溶け、夜が昼にとけ、なにが夢でなにが現
なのか私にはわからない。なぜか夫の墓に牽きつけら
れるようになったわ。声に出してあの人と話し、あな
たのことで辛い思いをしているの、とこぼすの。する
とあの人は、やさしく答えてなにか言葉にならないこ
とを囁いてくれる。ついこの前まであの人が怖かった
のに、もうすっかり赦されたと分かるから、言葉を交
わすとほっとする。あの人が赦してくれたといっても、
あなたは信じないかしら。でもあの人は私を愛してい
ました！
・・・・・・・・・・・愛しているよと言ってもら
ったことはあったかしら。このありふれた科白をいち
ばん思い出したいのに！でもあなたは一度も口にしな
かった。それは確かだわ。私が忘れるはずないもの！
こうは言ったわ。愛はすべてを清め、すべてを単純に
する・・・・。愛は・・・・。
ああ、あなたは来るに決まっている！来ないはずが

ない！ごめんなさい、疑ったりして。おねがい、この
ことは水に流して。あなたに言ってほしいの、
「リュー
シャ、君を愛してる！」って。私の頭にキスしてほし
いの・
・
・
・。頭が痛い、
何かに圧されている・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・。
追伸 何のためにあなたに書いているんでしょう。
あなたが私を騙したこと、私を愛したことなど一度も
なかったことを、まだ分からないでいるなんて思って
いるんじゃないでしょうね。陽気で散漫なあなたの人
生の、私は気晴らしにすぎなかった、それだけのこと。
やっと分かりました。なにもかも！希望にしがみつく
のを止してどんな真実も恐れなくなった途端，すっか
り分かってしまった。もう信じていません、過去のあ
なたもこれからのあなたも。それにもう、あなたのこ
とは愛していない気がする．あなたを赦してあげて、
せいせいした気持で死んでゆきたいと思うけれど、今
はまだ赦せない！もう一度私の声を聞かせたい。こう
言いたいのです。お元気で！不幸なのは苦しんでいる
ものではなく、苦しみを強いたものです、と。

夫の生存中から罪深いあなたに対する私の恋情は続
いています。リジヤの恋々とつづるあなたに対する慕
情は切ない。追伸では、もう自暴自棄になってすべて
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を忘れようとするのだが、あなたを憎む気になれない。
このまま死んでしまいたいほどです。病院でのチェー
ホフのわたしに対する恋心を確信せずにはいられなか
ったし、その後で情熱と恋慕の憂愁にみちた「わすれ
られた手紙」で、作品に盛られた感情のことごとくが、
チェーホフへの呼びかけだと感じなかったはずがない。
活字になったリジヤの短篇を送ると，丁寧な返事を
くれた。
「ああ・・リジヤ・アレクセーヴナ、
「忘れられた手
紙」を堪能しました。知的で洗練されたすばらしい作
品です。ほんとうの掌編ですが、限りなく手腕と才能
がうかがえます。なぜこの路線を歩まないのか僕には
わからない。書簡体というのは退屈で、おまけに軽く
て適切な形式ではありませんが、僕の言っているのは
文の調子と情熱的とさえいえる真摯な感情、それに洗
練されたフレーズのことです。あなたには好感の持て
る才能があるといったゴーリェフは正しい。そのこと
を今まで信じていなかったのなら、悪いのはあなたで
す。あなたはわずかな怠け仕事しかしていない。僕は
怠け者のウクライナ人ではあるが、それでもあなたに
比べれば山のように書き上げました。
「忘れられた手紙」
以外はすべて作品の行間に未熟と自信のなさと怠慢が

目立ちます。
・・・・・・・・・推敲は必要です。芸術
のゆえんはここにあるのですよ。
・・・・・・・・・・
あなたが音楽的な鋭い耳をお持ちなことは「忘れられ
た手紙」が証明しているんですから。あなたの短篇の
載った新聞は取っておいて便りがあれば送りましょう。
僕の批評など気にしないで、またなにか作品を集めて
送ってください。
」

「恋について」
７月末にこんな手紙が届いた。
「来客の切れ目がなく
頂いたお手紙にどうしても返事が書けません。
「ロシヤ
思想」の８月号に書かなければなりません。
」
チェーホフの手紙の行間に多くを読み取る癖がつい
ていたので、今回も８月号とことさら書いてあるのは
早く読ませたいからだと思えた。
１８９８年７月「ロシヤ思想」８月号をあわてて、
買ってきて読んだ。

「わたしがこのソフィイノ村に住みついて、領地の
経営をはじめたのはもうずいぶん以前のことで」とア
リョーヒンははじめた。
「大学を卒業して以来のことで
す。教養から言えば私は蒼白きインテリ、性質から言
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えば書斎人なのですが、わたしがここへ来た時、この
領地にすごい負債があって、それも父がわたしの教育
にどっさり注ぎ込んでくれたために借り受けたのが相
当あったものですから、わたしはその負債をなすまで
ここを離れないで働こうと決心したのです。そう決心
してここで働きはじめたものの、実をいうと、いやな
気がしないでもなかった。ここの土地はやせています
から、欠損なしに農業を行うためには、農奴だの日雇
まあどっちも似たりよったりで
いの百姓だの、
そういった連中の労働力を活用するか、
すが、
百姓式の農作法をとる、つまり一家総出で野良に出な
ければならない。その中間の方法というのはないので
す。しかし当時のわたくしは、そういった微妙な点は
どうだっていいと思った。わたしはひとかけらの土地
も遊ばせておくまいとし、近所の村から百姓とその女
房たちを残らず駆り出して、がむしゃらに働きはじめ
た。わたし自身も耕したり種をまいたり草を刈ったり
しましたが、そうしながらも妙にわびしくなってきて，
気むずかしそうに眉をしかめることが多くなっ
た。
・・・・・・・
はじめの数年間、わたしはここで名誉治安判事に選
出されました。で、時々、町へ出て行って、判事会議

や地方裁判所の会議に出席することになりまし
た。
・・・・・・・
町ではとても歓迎してくれましたから、わたしは、
皆と進んで知合いになりました。なかでも一ばん深い、
実を言うと私にとって一ばん愉快な付合いは、地方裁
判所の副議長ルガノーヴィッチとの付合いでした。あ
る時、ルガノーヴィッチがわたしの顔を見て、こう言
いました。―――
「―――どうです、家へ食事にみえませんか。
」
それで御馳走になりに行きました。そしてその時はじ
めて、ルガノーヴィッチの細君のアンナ・アレクセー
ェヴィナと知合ったのです。彼女はまだ大そう若くて、
せいぜい 歳ぐらい、半年ほど前に最初の子供が生ま
れたばかりでした。なにしろ昔のことで、今ではもう、
あの人のどこがそんなに素晴らしかったのか、どこが
あんなにわたしの気に入ったのかはっきり思い出せな
いのですが、ひとりの若い美しい、善良な、知的な魅
力的な女性を目のあたりに見ていました。それまで一
度も出合ったことのないような素晴らしい女性なので
す。そしてひと目見るなりわたしは、彼女が身近な、
昔から知っている人のような気がしました。
ルガノーヴィッチはなかなかの好人物でいったん裁
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判にかけられた以上その人は罪人だという考えを固持
している単純な人びとのひとりでした。
そしてこの夫婦は、ふたりがかりでわたしに少しで
も沢山食べさせよう、少しでも沢山飲ませようとしま
した。わたしには彼らが仲良く平和に暮らしていて、
来客を喜んでいるのがわかりました。食後、夫婦はピ
アノを連弾しました。その年の夏をわたしはソフィイ
ノ村に引き籠って過ごし、町のことを考える暇さえな
かったのですが、あのすらりとしたブロンドの婦人の
面影だけは、来る日も来る日もわたしの心のなかに浮
かんで来ました。
「秋も深まったころ、町で慈善興行がありました。
知事の桟敷へ行ってわたしは幕間にふと見ると、知事
夫人と並んでアンア・アレクセーェヴィナが坐ってい
るではありませんか。美貌と愛らしい眼が再び、えも
言えぬ強い印象をもたらし、春と同じ身近な気持がよ
みがえってきました。
「わたしたちはしばらく並んで坐っていてから、ロ
ビーをぶらつきました。
「―――おやせになりましたのね、―――」と彼女
は言いました。
「ご病気ですの？」
「――ええ。肩を冷やして、雨の日にはよく眠れま

せん。
」
「――元気のないご様子ですわ。春に食事にいらし
た時分は、もっと若々しくて、ぴちぴちしておいでで
したのに。ほんとうにあの時は、勢い込んでいらして、
いろいろなお話を聞かせてくださいましたわね。とて
も面白い方とお見受けしたものですから、実を申しま
すと、すこしあなたにのぼせかかりましたの。どうい
うわけか夏の間じゅうあなたのお姿をおもいだして、
今日もこちらへ参ります時に、きっとお目にかかれる
ような気がしておりましたの。
」

そう言って、彼女は笑いだした。
「―――でも今日は、元気のないご様子をしてらっ
しゃるわ。
」――と彼女は言いました。―――「すっか
り老け込んで。
」
あくる日、わたしはルガノーヴィチの家で昼食を御
馳走になりました。食事がすむと、夫婦は冬支度の指
図をしに別荘へ出かけましたので、わたしも一緒に行
きました。それから再び一緒に町へ帰り、真夜中ごろ
彼らの静かな家庭的な雰囲気の中でお茶を飲みました。
暖炉があかあかと燃えていて、若い母親は女の赤ん坊
が寝ているかどうかを見にたえず席を立っていました。
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その時からわたしは、町に出るたびに必ずルガノーヴ
ィチの家を訪ねるようになりました。家の人たちもわ
たしに慣れ、わたしのほうでも気楽に行きました。た
いていわたしは、案内も乞わずに、身内のように家の
なかへ通りました。
「――どなた？」―――奥の部屋からゆっくりとこ
んな声が聞こえます。わたしにはその声が素晴らしく
きれいに思われました。
「――パーヴェル・コンスタンチヌィチさまでござ
います。
」――と小間使か乳母が答えます。
アンナ・アレクセーェヴェナは気遣わしげな顔をし
て出て来て、いつもこうたずねます。――
「――どうしてこんなに長いことお見えになりませ
んでしたの？どうかなさって？」
彼女の目差や、彼女が差出す優美な品のいい手や、
部屋着や髪や、声や、足音などから、わたしは訪問す
るたびに何か新しい、わたしの生活には絶えて見られ
ない、物ものしい印象を受けました。わたしたちは長
いあいだ談笑するかと思うと、めいめいが自分のこと
を考えながら長いあいだ押しだまり、あるいは彼女が
ピアノを弾いてくれることもありました。家に誰もい
ない時には、わたしはそのまま居残って待ちながら、

乳母とよもやま話をしたり子供と遊んだり、書斎のト
ルコ風のソファに寝そべって新聞を読んでいる。アン
ナ・アレクセーェヴィナが帰って来ると、彼女を玄関
まで出迎えて，買物の包みを受取る。そしてなぜかそ
のたびに、少年のような愛着と勝ち誇った気持をかん
じながら、それらの買物を運んだものです。
ルガノーヴィチ夫妻も何ひとつ苦労の種がなかった
ので、それでわたしと親身な付合いをはじめました。
わたしが長いあいだ町にいかないと、病気でもしたの
ではないか、何か起こったのではないかと考えて、ふ
たりはひどく心配しました。彼らはまた、教育があっ
て幾つも外国語を知っているわたしが、学問か文学の
仕事にたずさわるのならまだしも、田舎に引きこもっ
てこまねずみのようにくるくる駈けまわり、身を粉に
して働きながらしかもしじゅう一文なしでいるのを気
に病んでいました。わたしは気持のいい晴れ晴れした
時でさえ、彼らの探るような目差が自分に注がれてい
るのを感じたものです。わたしが実際に気の重い時や、
借金取りに責められたり支払いの期日までにお金ので
きない時には、ふたりはとりわけ胸を痛めてくれまし
た。そんな時、かれら夫婦は窓辺で何かささやき合っ
ていたと思うと、夫のほうがわたしのそばへ来て、ま
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じめな顔でこう言ったものです。―――
「――パーヴェル・コンスタンチヌィチ、もし今お
金にお困りでしたら、わたしからも家内からもこうお
願いしたいのですが、どうか遠慮しないでお持ちくだ
さい。
」
こう言うと、彼はどぎまぎして耳を赤く染めました。
またこんなこともよくありました。例によって窓辺で
ささやき合ってから、彼が耳を真赤にしながら近寄っ
て来て、こう言うのです。――
「――わたしと妻のたってのお願いなのですが、ど
うかこの贈物を受けてください。
」
そう言って彼は、カフスボタンだの煙草ケースだの
ランプだのをくれるのです。わたしのほうでもお礼に、
田舎から猟で取った野鳥だのバターだの花だのを送り
ました。ついでに言っておきますと、彼らはふたりと
も相当な財産家でした。はじめのうちわたしはよく借
金をし、それも相手かまわず借りられるところで借り
ていましたが、何としてもルガノーヴィチの家でだけ
は借りる気になれないのでした。
わたしは不幸でした。家にいても畑や納屋にいても、
たえず彼女のことを考え、あの若い、美しい、聡明な
女性がどうして老人とも言えそうな（夫は 以上も年
40

うえだったのです）
、無味乾燥な男の妻になって彼の子
供まで生んだのか、その秘密を理解しようとしました。
――同時にまた、退屈きわまる常識的な議論ばかりし
ているあの無味乾燥な、お人好しの薄のろ、舞踏会や
夜会に出ても、しぼんだような壁の花となって堅人の
そばに陣取り、売られに連れ出されたように従順な素
知らぬ顔をしているあの男、どうしてあんな男が幸福
になって彼女に子供を生ませる権利があると信じてい
るのか、その秘密を理解しようとしました。そしてわ
たしは、なぜ彼女がわたしでなしに彼に出合ったのか、
なぜわれわれの人生ではこんな恐ろしい誤りが起こら
なければならなかったのか、それをいつも一生けんめ
い理解しようとしたのです。
町へ行くたびに、彼女がわたしを待っていてくれた
のがその目つきからわかりました。彼女は自分でも、
朝から何かいつもと変わった気持がしていたから今日
はわたしが来ると思ったと打明けました。わたしたち
は長いこと話をしたり黙って坐っていたりしましたが、
お互い恋を打明けることはしないで、恋心をそっと隠
していました。自分の秘密を自分に暴露しそうな一切
のきっかけを恐れていたのです。わたしは深い優しい
愛を抱いていましたが、もし私たちにお互いの愛情と
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闘う力が欠けていた場合、わたしたちの愛がどういう
結果になるか、いろいろ考えたり反問したりしていま
した。わたしには、自分のこの静かな物悲しい愛が、
彼女の夫や子供たちや一家全部の幸福な生活の流れを
突然あらあらしく断ち切ってしまうとは、どうしても
おもわれなかった。この一家では、わたしはこんなに
も愛してもらい、こんなにも信頼されているのに。そ
れがはたして人の歩むべき道であろうか。彼女がわた
しについて来るとして、それでふたりはどこへ行くの
か。どこへ彼女を連れていけばいいのか。かりにわた
しが美しい、楽しい生活を送っているのなら、かりに
わたしが、例えば祖国の解放のために戦っているとか、
高名な学者か俳優か画家であるなら話は別だ。だが実
際には、彼女をある平凡なありきたりの環境から別の
同じ環境に、と言うより一そうありきたりの環境に連
れ出すだけの話ではないか。それに、わたしの幸福に
しても、どれだけ長続きするだろうか。わたしが病気
で倒れたり死んだりしたら、彼女はどうなるだろうか。
あるいはただ単に、お互いに愛がさめたとしたら。
「彼女のほうでも、同じようなことを考えていたら
しいのです。彼女は夫や子供たちや自分の母親のこと
を考えていました。この母親は彼女の夫を実の子供の

ように愛していたのです。もし彼女が自分の感情に負
けたら、嘘をつくか真実をぶちまけるかせねばならぬ
わけですが、彼女の立場としては、そのどっちも同じ
ように恐ろしい困ったことなのです。それに彼女は、
はたして自分の愛がわたしに幸福をもたらすかどうか、
自分の愛がただでさえあらゆる不幸にさいなまれた辛
いわたしの生活を、一そう紛糾させるのではないかと
いう問題に苦悶していました。彼女は、自分がわたし
の妻になるには年を取りすぎており、新しい生活をは
じめるには働く意欲と力に欠けていると思って、よく
夫に向かってわたしがよき主婦となりよき片腕となる
聡明で立派な娘と結婚しなければならないと言ってい
ましたが、そういいながら、そんな娘は町じゅう探し
ても容易に見つからないのではないか、とつけ加えた
ものです。
そうこうするうちに、何年かたちました。アンナ・
アレクセーェヴェナは、もうふたりの子持ちになりま
した。ルガノーヴィチ家を訪ねると、女中は愛想のい
い微笑を浮かべ、子供たちはパーヴェル・コンスタン
チヌィチおじさんが来たとはしゃいで、わたしの首に
ぶら下がる。一家をあげて喜んでくれたわけです。彼
らはわたしの心の動きを理解せず、わたしも同じよう
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に喜んでいるとばかり思っている。みんながわたしを
立派な人だと買いかぶっている。大人も子供も、部屋
の中を立派な人が歩いていると感じている。そしてそ
うした感情が、わたしに対する彼らの態度に一種独特
な魅力をそえた。まるでわたしが居合わせると、彼ら
の生活までが一そう清らかになり、美しくなると言わ
んばかりなのです。わたしとアンナ・アレクセーェヴ
ェナは、よく一緒に芝居に出かけました。いつも歩い
ていくのです。ふたりは並んで椅子に坐る。肩と肩が
ふれ合う、わたしが黙って彼女の手からオペラグラス
を取り上げる、と、わたしは今こそ彼女が身近な人で
あり、自分の女であり、ふたりは離れられないのだと
ひしひし感じる。ところが、ある得体の知れない誤解
にせき立てられて、劇場を一歩でるや、いつもわたし
たちは別れを交わして、見ず知らずの人のように立ち
去るのです。いつからともなく、町ではわたくしたち
のことをいろいろと取沙汰していましたが、そのどれ
もおよそ根も葉もないことでした。
最後の数年間、アンナ・アレクセーェヴェナは母親
や妹をしげしげと訪ねるようになりました。何かと不
機嫌な日が多く、一生を台なしにしてしまった不満の
意識が頭をもたげて、そんな時には夫や子供に会いた

くなかったのです。彼女は神経障害の治療をうけてい
ました。
わたしたちは黙りこくっていました。いつも黙りこ
くっていたのです。ただ他の人びとが居合わせると、
彼女はわたしに対して妙に苛立った様子をみせる。わ
たしが何を言っても同意せず、わたしが議論をはじめ
ると、必ず論敵の肩を持ちました。わたしが何か落と
したりすると、冷やかに「おめでとう」と言います。

幸か不幸か、われわれの人生では、一切が遅かれ早
かれ終わりを告げるものです。とうとう別離の時が来
ました。ルガノーヴィチが西部のある県の議長に任命
されたのです。家具や馬や別荘を処分せねばならない。
別荘へ行った帰りに、庭や緑の屋根を見おさめに振り
かえった時には、誰もが物悲しい気持ちになり、わた
しはとうとう別荘ばかりか一切に別れを告げる時が来
たのをひしひしと感じました。８月の終わりに、アン
ナ・アレクセーエヴェナを医師の指図でクリミヤへ旅
立たせ、それからまもなくルガノーヴィチと子供たち
が、西部の県へ赴任することになりました。
われわれは大勢でアンナ・アレクセーエヴェナを見
送りに行きました。彼女が夫や子供たちと別れをすま
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せ、３番目の発車ベルまであとわずかしかない時にな
ってから、わたしは彼女の車室へ駆け込んで、あやう
く忘れかけるところだった彼女のバスケットの一つを
網棚へのせました。さあ、別れの言葉を言わなければ
なりません。その車室のなかでふたりの目が合った時、
とうとうふたりは自制心を忘れてしまいました。わた
しは彼女をを抱きしめ、彼女はわたしの胸に顔をおし
あてました。涙が眼からあふれおちました。涙にぬれ
た彼女の顔や肩や手を接吻しながら、――ああ、ふた
りはどんなに不幸せだったでしょう！――
わたしは彼女に恋を打ちあけました、そして焼けた
だれるような痛みを胸に覚えながら、わたしたちの恋
を妨げていた一切の事柄がどんなに不必要な、取るに
足らないことだったか、どんなに欺瞞的のことだった
かを理解しました。恋をする以上は、その恋について
考える場合、ありきたりな意味での幸福や不幸、罪や
美徳などよりももっと高遠な、もっと重要なことから
出発すべきだ、さもなければ、むしろ何一つ考えるべ
きではない。そいうことを理解したのです。
わたしは最後の接吻をし、手を振って別れました。
―――永遠の別離です。汽車はもう動いていました。
わたしは隣の車室へ入って腰を下ろし、――そこは空

いていたのです、――そのまま次の駅まで座って泣い
ていました。それから歩いてソフィイノ村へ帰ったの
です。
」

アリョーヒンの打ち明け話は以上である。

最後まで読み終えて、リジヤは開いたページに顔を
ふせた。
「家族がチェーホフとわたしの幸福の障害だと
すれば、チェーホフはわたしと家族との幸福にとって
障害だった。自分たちの恋を妨げていたものが、無意
味な取るに足らない、こけおどしにすぎないものだっ
た」という言葉で彼は何を言いたかったのだろうか。
そこにあった紙切れを掴んで、リジヤはすぐ手紙を書
いた。中身をじっくり考えたわけではない。送るのを
思いとどまらないように、その手で投函した。そのく
せ帰り道にはもう後悔していた。優しい手紙ではなか
った。
「作品のなかで、あなたのお知り合いの一人にあい
ました。その方のことを、奥様は（夫はありとあらゆ
る忌まわしいこと、卑劣なことをして、後からそれを
作品にリアルに細かく描写するのだ）とおっしゃって
います。もちろんその方は最後に胸を叩いて後悔する
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のですが、あなたは寛容と高潔に振舞おうとなさる。
でもやっぱり後悔なさいます。中篇と短篇をつぎつぎ
に本にしていくためには、どんなに多くのテーマを見
つけなくてはならないことか。そこで作家は蜜蜂よろ
しく手当たり次第に蜜を集める。書くことは退屈で、
飽き飽きしていても、熟練のペンは淡々と冷ややかに、
もう心をよぎることもない感情を描写するのです。心
は才能に追い出されてしまったから、そして作家が冷
たいほど、作品は情念を湛えた、心に響くものになる。
読者はそれを読んで涙をながす。これが芸術のゆえん
ですね」
数日後１８９８年８月 日づけでメリホヴォから返
事がきた。
「――まったく出発したくない。行かなくてはなら
ないと考えるだけで力が失せ、働く意欲が湧きません。
――この放浪の暮らし、それも冬というのはすっかり
僕の調子をくるわせてしまいました。――蜜蜂に対す
るあなたのご判断は正しくありません。蜜蜂はまず色
鮮やかな美しい花をみます。蜜を集めるのはそれから
です。それ以外のこと、つまり冷淡とか退屈とか才能
に恵まれた人たちは自分のイメージと幻想のなかでし
30

か生きていないし愛そうともしないというようなこと
で、僕に言えるとすれば「人間の心は闇」ということ
だけです。
」

リジヤの「忘れられた手紙」では自分の夫を死なせ
てまでもチェーホフを慕っている心情がつづられてい
るが、チェーホフの「恋について」ではアンナの家庭
の幸福のためにアリョーヒンは身を引こうというので
あるから、人間としてはまっとうなのではないかと思
う。
「恋について」は確かにチェーホフとリジヤの関係
から生まれた作品であることは、よくわかるが、リジ
ヤに対してチェーホフは身を引く弁明をしているので
あって、これをリジヤは醒めた目で判断する必要があ
ったのではないか。リジヤ自身は夫があり、子供もあ
って、幸福な家庭があるのだからチェーホフとの恋が
成立するということはないので、リジヤ自身の情念だ
けが燃焼していたのではないだろうか。でもそれが恋
というものであろう。

チェーホフはこの年１８９８年「知人の家で」
「箱に
入った男」
「すぐり」
「イオヌイッチ」
「往診中の一事件」
「かわいい女」
「新しい別荘」
「職務の用事で」を書い
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た。
そして 月父パーヴェルがヘルニヤの手術のあと
歳で亡くなった。

ださい。ヤルタは上天気ですが退屈です。では、お元
気で、お幸せに。お祈りの時には罪深きこの僕のこと
を思い出してください。
」
この手紙がどんなにうれしかったことか、とても言
葉にならない。チェーホフのためにペテルブルグ新聞
にのった短編を書き写すという仕事ができる、何と幸
せなことだろう。
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リジヤはこの年の暮は大変だった。３人の子供が百
日咳になり、ニーノチカは猩紅熱になって、リョーヴ
シカが肺炎になり、へとへとになってしまった。

12

１８９８年２月ペテルブルグ新聞に載った短篇を書
きうつしてくれませんかという手紙がチェーホフから
来た。うれしくてリジヤはこの面倒な仕事を引き受け
た。チェーホフと共同作業ができるのがたまらなく、
厄介な仕事を引き受けたのである。
１８９８年 月芸術座で「かもめ」を上演し、大成
功をおさめた。

最後の別れ
年４月チェーホフはモスクワにいた。５月１日モ
スクワ駅に寄ると手紙をかくと「コーヒーを飲みに来
ませんか」と言ってきた。しかし列車の待ち時間が２
時間しかなく、その間に子供たちに朝食を食べさせ、
列車の個室を確保しなければならない。 分ほどのた
めに出かけてはいけないので、
「時間に制限があるので
不可能だ」と書いた。
その日リジヤと子供たちが朝食を終えたころチェー
ホフが両手に包みを抱えて、探しながら歩いているの
が見えた。
「５月だというのに、今日はとても寒い。ラシャの
外套できたのに、つくまでにすっかり冷えてしまった。
あなたはコートなしで旅行なさるなんてきちがい沙汰

15

10

１８９９年３月９日 チェーホフから手紙がきた。
「いかがお過ごしですか？変わったことは？僕の健
康はどうやらまともです。冬の間喀血しましたが、今
は落ち着いています。手紙なんか書きたくないとお思
いでも、怒っていないとせめてそれくらいは書いてく

99

75

だ、風邪をひいたら電報をしてください。治療に馳せ
参じます。僕は名医ですよ。僕の腕を信用していませ
んね」
「家へは治療ではなく、お客様としていらしてくだ
さい。どうぞ」
「いや！」すかさず、はっきりと言った。
「この冬はとんだ手数をおかけしました。筆記者た
ちの書き写したものを、全部読んでいただきまして」
ポーターが来て「席につけます」というので、トラ
ンクを持って歩き出した。子供たちと家庭教師が後に
続いた。チェーホフはリジヤの手提げカバンとペテル
ブルグで見送りのひとにもらったボンボンの小箱を２
つ持ってくれた。チェーホフの外套のボタンが留まっ
ていないのにリジヤは気付いて、両手のふさがってい
る彼のボタンを留めてやった。
「これじゃ、風邪をひくわ」
「そうやって、僕が病人で役立たずだってことを思
い出させるんだ。一瞬たりとも忘れてはいけないんで
すか？どんな時も」
「あなたが私の心配をなさるのはよくて、逆はいけ
ないんですか？」
「いやはや、母さん、なんだって言い争いしたりし

てるんでしょうね」
一同はプラットホームを歩いて行った。
「知り合って 年ですね。あの頃は若かった」
「今は年をとったとおっしゃるの？」
「あなたは違います。僕は年寄り以下だ。僕は何を
しても病気に縛られて」
「でもすこしは良くなっているんでしょう？」
「よして下さい。それがどうなるものでもないくら
い分かっているはずだ。それでもよく考えるんだなァ、
よくなって全快することを。可能性はある。あります。
人生は終わったわけではない。あなたは厭な性格の上
に軽薄で用心というものを知らない、そんな服装で」
私たちの列車の座席に座ると、チェーホフはニーノ
チカを膝に乗せて金髪の巻き毛にやさしく触れていた。
ニーノチカは彼の肩に頭を乗せてにっこりしていた。
息子のさしだした本を見ていた。
「これ売店で買ったんです。お読みになりました
か？」
チェーホフは本をペラペラめくって、大真面目に言
った。
「読みました。プーシキンの作品集だ、いい本です。
うまく選んだね」
10
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ロージャは顔を輝かせた。
「これ、詩です。詩はすきですか？」
「ええ、プーシキンの詩は大好きです。プーシキン
はすばらしい詩人です」
発車のベルが鳴って、チェーホフは立ち上がった。
子供たちと別れの挨拶をしたが、リジヤとは別れの言
葉も交わすことなく部屋を出た。リジヤも後に続いた。
突然チェーホフは立ち止まって、
「病気になっても、僕は伺いません。僕は名医です
から、べらぼうに高いですから、とてもあなたの懐に
合わない。ですから、もうお目にかかることはありま
せん」
彼はさっとリジヤと握手して列車を降りた。
その後何度か手紙を書いたが返事は来なかった。
エピローグ
義兄の家に寄ったら、姉が「チェーホフが結婚した
こと知ってる？」と聞いた。知らなかった。意識が遠
のいて冷汗が出るのを感じた。椅子に座りこんだ。姉
が家まで送ってくれた。
「相手はクニッペル？」

「奇妙な結婚ね、愛情もなければ、ひかれてすらい
ないって」

チェーホフはヤルタに、クニッペルはモスクワにい
ると知ったのでリジヤは「恋について」のアンナ・ア
レクセーェヴェナからアリョーヒン宛てに手紙を書い
た。
「アンナはアリョーヒンの結婚を知って幸せを祈っ
ている。私は幸せです。あなたが幸せかどうかとても
知りたい」
これに対して「お手紙あつく御礼申し上げます。僕
が幸せかどうか知りたいのですね。僕は病人です。し
かも重病です。僕は常々あなたの幸せを願ってきまし
た。あなたが幸せになるために何かできたら喜んだで
しょう。でも僕にはできなかった。幸せとは何でしょ
う。誰にわかるというのでしょう。ご多幸を祈ります」
と書いてあった。

１９０４年２月チェーホフからリジヤにあてた手紙
「ごきげんよう、陽気でいてください。人生をあまり
難しく考えないで、――多分それはずっとずっと単純
なものです。それにわれわれの計り知れない人生など、
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わがロシヤの英知がさんざん考えた一切の苦悩の思索
に値するものかどうか・・・・これはまだ疑問ですよ・・・」
この新しいチェーホフの心境はどこから来たのか？
リジヤにはチェーホフが過去の自分を振り返って、苦
笑を浮かべているように思えるのだった。うまく生き
てこなかった。うまく考え、うまく感じてこなかった。
無駄な人生だったと。
１９０４年７月リジア夫妻の結婚記念日に集まった
とき、夫があわててリジヤにチェーホフが死んだこと
を告げた。

- 138 -

《詩》

公園にて

春の日の公園は
のどかな時が流れていた
古風な西洋建築では
結婚式が行われ
桜の散る草むらでは
花見客が酒宴をしていた
野外音楽堂には
ドラムが並び
噴水は空高く舞っていた
わたくしたちは
言葉もなく
広い庭園をあるいた
レストランの入り口には
大勢の人々が列をなし

藤倉 一郎

ヘリコプターが上空で音を立て
遠くに人々の
ざわめきが聞こえる
のどかな春の情景だった
椅子に座って
わたしたちは
太陽にきらめく
噴水を見つめていた
平和で幸せな
情景だった
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五月の休日

日曜日の昼下がり
波止場の遊歩道は
人々で賑わっていた
五月の風が吹き
海のにおいが漂っていた
木製の椅子で
わたしたちは休息した
冷たい水がおいしかった
散策する人を
ぼんやりと見つめていた

藤倉 一郎

汽笛がボーとなり
遊覧船が出航していった
平和でのどかな休日である
数匹の犬を連れて
太った老婦人が散歩してる

大道芸人は真っ赤な服装で
一輪車に乗り
観客が人だかりを作っていた
時々歓声と拍手がおこり
芸人はおどけてみせた

陽は輝き
海沿いの木々は美しく緑色で
波は静かだった
大きな客船が
波に洗われていた

仮想した妖精のような女の子が
さっそうと歩いていった
わたしたちはいつまでも
時のたつのを忘れて
椅子に座っていた
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豊泉 清

いた。日本では明治の初期に英国から鉄道が導入され、
ＳＴＡＴＩＯＮを「驛」と訳した。漢宇の起源という
観点からは、鉄道よりも駅の方が先にあったと言える。
囚みに中国語ではＳＴＡＴＩＯＮに相当する建物を
「站」と表現している。駅伝というスポーツの名称も
宿場町で馬を乗り継ぐ状況に由来する。
駐は馬偏に主と書く。主は住の代用である。住は一
定の場所に留まるという概念だから、駐は馬がある場
所に一定期間留まると解釈できる。駐留や駐屯などは
古代の軍隊が馬で移動したことを物語っている。駐車
場は自動車が一定の期間留まる場所だが、馬が一頭も
居ないのに馬偏を書く。現実に即して車偏に主という
漢字を創案したら如何なものだろうか。
美味しい料理をご馳走という。馳は馬が走るという
意味である。客を接待するために、馬を走らせて高級
な食材を遠方まで求めに行くという意味である。ご馳
走は本来ならば食材を手に入れる行為だが、日本では
意味がずれて料理そのものを指すようになった。
「かける」という動作には、駆けると駈けるという二
通りの漢字がある。駆が正字で、駈が俗字である。個
人的には馬が丘を「かける」と解釈できる俗宇の「駈」
の方が好きである。
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甲午・乙未

27

平成 年（２０１４年）の干支は甲午（きのえ・う
ま）
、平成 年（２０１５年）の干支は乙未（きのと・
ひつじ）である。十二支の午には馬を、未には羊を当
てている。そこで馬と羊に関する雑ネタを集めてみた。
◆ 「新宿の子供は背が早く伸び」という江戸川柳があ
る。新宿は東京都の新宿である。江戸時代の新宿は甲
州街道の宿場町で、旅人や馬の往来が盛んだった。江
戸時代に馬糞を踏むと背が早く伸びるという俗信があ
った。新宿の子供は他の土地の子供より馬糞を踏む機
会が多いから背も早く伸びるだろうという川柳的発想
である。江戸時代の俗信を知らないと、この川柳は理
解できない。
◆馬偏を書く漢宇がある。駅の旧字体は驛である。睪
は次々に続くという概念を表すから、驛は馬を次々に
乗り継ぐと分解できる。古代人の移動手段は馬が主力
で、街道筋に人が宿泊したり、馬を乗り継いだりする
場所が一定の間隔で設けられていた。東海道や中山道
の宿場町のような施設を古代中国では「驛」と呼んで
26

◆馬齢を重ねる、馬脚を露す、馬耳東風、天高く馬肥
ゆる秋、人間万事塞翁之馬など、馬を含む成句や慣用
句がある。馬齢は自分の年齢の謙遜語である。なぜ馬
の年齢と表現するのだろうか。中国語は「いたずらに
馬齢を重ねる」を「馬歯徒増」という四宇熟語で表現
している。年齢の齢は歯の部首に属している。歯の字
が年齢も意味していると解釈できる。
古代中国に伯楽という名前の馬の鑑定の名人がいた。
伯楽が評価すると馬の値段が数十倍も上がったそうで
ある。日本では馬の売買をする人を博労（ばくろう）
と呼んでいた。伯楽（はくらく）が訛って「ばくろう」
になったと言われている。東京に馬喰（ばくろう）町
という地名がある。博労が集まって住んでいた町と言
われており、博労（ばくろう）に「馬喰」という別の
漢字標記を当てたと思われる。
中国語に「馬上加鞭」という成句がある。速く走る
馬に乗って鞭で叩き、いっそう速く走らせるという意
味である。
「馬上捜馬」という成句もある。馬に乗って
馬はどこだと捜すという直訳で、慌てふためいて狼狽
する様子を表すと説明されている。
◆ You can lead a horse to water
、 but you can not
make it drink.

「馬を水際まで連れて行くことはできるが、水を飲ま
せることはできない」という英語の格言を高校時代に
習った。自分でやる気のない者には、どんなに指導や
助言をしても無駄という意味で使われる。

Das Pferd 1obe nach einem Monat und das Weib
nach einein Jahre.
「馬は一ヶ月後に、女房は一年後に褒めろ」というド
イツ語の格言がある。高い金を払って買った馬でも、
しばらく使ってみないと良馬か駄馬か分からない。馬
の買い物には当り外れがある。
「馬は金ではなく運で買
うもの」という格言もある。

A cavallo donato non si guarda in bocca.
「貰い物の馬の口の中を見るな」というイタリア語の
格言がある。
「口の中を見る」は歯の状態を調べるとい
う意味で、歯の磨り減り具合で良馬か駄馬か判断でき
るそうである。貰った馬の良否を評価してはいけない
という意味である。貰い物はただ素直に有難く受け取
るだけでよい。
「頂くものは夏でも小袖」に相当する格
言と辞書は説明している。小袖は綿入れの冬の衣服で
あり、真夏に冬用の衣類を貰っても支句を言わないと
いう意味である。
馬をイタリア語で
、スペイン語で
CAVALLO
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、フランス語で
という。イタリ
CABALLO
CHEVAL
とい
アのマスカーニが作山した cavalleria rusticana
うオ ペラ は 「田舎騎士道」と訳 されて いる。 馬の
から派生した CAVALLERIA
が騎士道を意
CAVALLO
は軽騎兵序曲
味する。ズッペが作曲した
light
cavalry
もイタリア語の
と訳されている。英語の CAVALRY
と同系統の言葉で騎兵を意味する。
CAVALLO
○
○
○
○
○
◆羊を英語で SHEEP
（シープ）というが、食用の羊
肉には MUTTON
（マトン）と LAMB
（ラム）という
二通りの呼び方がある。マトンは成熟した羊の、ラム
は一才未満の子羊の肉を指すそうである。生きている
家畜と、食用の肉を異なる単語で表現し、肉にも二通
りの名称がある。
余談だが牛肉を BEEF
と呼ぶ。西欧料理のメニュー
で子牛の肉を指す VEAL
という単語を見たことがある。
羊も牛も生きている家畜と、食用の肉に異なる単語を
当てており、肉も成熱した家畜と幼い家畜で異なる単
語を用いている。因みにビーフは牛肉の総称で、肉の
部位によって、リブ、フィレ、サーロインなど様々な
呼称がある。
聖書に STRAY SHEEP
（迷える羊）という言葉が載

っている。羊は群れる習性があるから、群れから外れ
た羊は正道を踏み外した異端者の譬えとして使われる。
◆ ドイツ語の羊は英語と同系統の
（シャーフ）
SCHAF
である。黒い羊という意味の das schwarze Schaf
とい
う慣用句がある。白い羊の群れの中に、色素の遺伝子
の異変で稀に真っ黒な羊が生まれることがある。そこ
から黒い羊が多数の白い仲間とは異質の「変わり者」
という意味で使われる。

というイタリア語
lupo la mangia.

Ein raudiges Schaf macht die ganze Herde raudig.
「一頭の皮膚病の羊がいると群れ全体が皮膚病になる」
というドイツ語の格言がある。羊毛を売り物にする羊
が伝染性の皮膚病に罹患すれば羊飼いは大打撃を蒙る。
集団の中に悪徳者が一人いると、その集団全体の評価
や信用が低下する譬えである。
◆ フラ ンス語は 生きて いる 羊も食用の 肉も一律に
（ムトン）と呼んでいる。英語のマトンと
MOUTON
（アニョ）
同系統の言葉である。子羊には AGNEAU
という別の単語がある。
イタリア語の羊は PECORA
（ペコラ）で、子羊には
（アニェロ）とい
フランス語と同じ語源の AGNELLO
う単語がある。
Chi pecora si、
fa
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の格言がある。
「羊になると狼に食われる」と直訳でき
る。羊は臆病者、弱虫、他人に盲従する人などの譬え
としてよく使われる。
「羊になる」は弱みを見せるとい
う意味で、狼は強い者の象徴である。イタリア版の弱
内強食である。
イタリア語の PASTORE
（パストーレ）という単語
は第一に羊飼いという意味があり、第二に聖職者、司
祭、牧師などという意味がある。信者の指導や教育を
する牧師と、羊の群れを見守る羊飼いの行動に共通点
があるからと考えられる。パストーレを和訳した「牧
師」は、語源に忠実に「牧」の字を用いた名訳だと私
は高く評価している。因みに「田園」と訳されている
ベートーベンの第六交響曲の「パストラーレ」も羊を
飼う原野が広がる土地という意味で、パストーレ（羊
飼い）と同根の言葉である。
フランス話も PASTEUR
（パストゥール）に羊飼い
と牧師という訳語がある。大文字で書く
le Bon
（良き羊飼い）にイエス・キリストという和訳
Pasteur
が載っている。パストゥールというフランス人の細菌
学者の名前も羊飼いと同じ語源である。
◆
、 bocado que pierde.
というスベイン
Oveja
que
bala
語の格言がある。
「羊が鳴くと口の中の餌を失う」と訳

せる。餌を食べながら口を開けて鳴くと、口の中の餌
が地面に落ちてしまう。餌を食べている時は鳴かない
方がよい。目的以外のことに熱中すると、目的とする
ことが台無しになつてしまうという譬えで、一つの事
に集中せよという教訓である。
ロシア語辞典に「狼も満腹、羊も無疵」という格言
が載っている。草原で羊の放牧をしていると狼が襲っ
てくる。羊が狼の餌食になって狼が満腹になれば羊飼
いは大損害である。羊飼いが羊の群れを厳重に見張っ
ていれば、狼は餌にあり付けず、空腹に苛（さいな）
まれる。利害の相反する二者が同時に満足することは
有り得ない。牧畜民族は羊が身近な存在だから、羊が
登場する格言や成句が西欧各国語にいくつも見られる、
◆ここで話題を羊に関する漢字に転じてみよう。羊を
含む羊水、羊腸、羊羹という言葉がある。子宮内で胎
児を保護している液体を羊水と呼ぶ。妙な所に羊が登
場する。中国北方の乾燥地帯では羊の放牧が盛んであ
る。牧畜民が羊の分娩を監視しながら、胎児と一緒に
子官から流れ出る水を見て、
「羊の水」と呼んだという
語源説がある。
羊は体長に比べて腸が非常に長い。そこから羊の腸
が長いものの譬えとして使われる。箱根山という歌に

- 144 -

登場する「羊腸の小径」という歌詞は、延々と果てし
なく続く細い山道の形容である。
懲羹吹膾（あつものに懲りてなますを吹く）という
成句がある。羹（あつもの）は羊の肉を煮た熱い料理
である。文字通り「熱い物」である。羹のいちばん上
に羊の字画があり、漢和辞典では羊の部首に載ってい
る。羊羹（ようかん）は字面から羊の肉の熱い料理と
解釈できるが、日本では何故か甘い和菓子を指してい
る。どこで入れ替わってしまったのだろうか。囚みに
膾（なます）は細く刻んだ生肉の料理を意味するが、
日本では大根や人参を細く切って酢で和えた料理を
「なます」と呼んでいる。羊水、羊腸、羊羹は羊を飼
育し、羊の肉を常食としている牧畜民の生活から産ま
れた言葉である。
高校時代に羊頭狗肉という成句を習った。懸羊頭売
狗肉の短縮形である。狗は犬を意味する。高級な羊の
肉を売っているふりをして、実は安価な犬の肉を売り
つける悪徳商人を描いている。この成句から古代中国
には犬の肉を食べる風習があったことが分かる。
多岐亡羊という成句も習った。飼っている羊が逃げ
たので羊飼いが追いかけたが、分かれ道が多く、どの
道を行くか迷っているうちに羊を見失ってしまった。

手設が複雑なために目的が達せられない譬えと説明さ
れている。
中国語辞典に「羊質虎皮」という四字熱語が載って
いる。虎の皮をかぶった羊で、外見は強そうだが、内
実は弱いところから内弁慶や見掛け倒しの譬えである。
「羊入虎口」という言葉も載っている。羊が虎の口に
入れば、生きて帰れない。危地に陥り、絶対に生還の
見込みがない譬えである。
「羊群里出駱駝」という成句も載っている。羊の群
れの中から駱駝が出る。駱駝は羊より教倍も大きい動
物である。多くの凡人の中に一人だけ傑物がいる譬え
である。鶏群一鶴という類似の表現もある。また「羊
毛出在羊身上」という成句も載っている。羊の毛は羊
の体に生えると訳せる。公金で公事を行うから、個人
的には何の損害もない譬えという解説が載っている。
漢宇に羊という部首がある。養、美、義、羨などが
羊の部首に属している。
「養」は羊と食の組み合わせで
ある。羊に餌を食べさせるから「やしなう」である。「美」
は羊と大の組み合わせである。飼っている羊が順調に
育って大きくなると、収入も増え、財産も増える。大
きくて立派な羊を描いた「美」が「うつくしい」とい
う意味で使われている。
「義」の上半分も羊である。下
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の我はぎざぎざの刃のある刃物を描いており、羊を刃
物で殺して神に供えて祈る行為を表している。厳粛な
儀式が「義」の本来の意味で、作法に適った行為とか、
守るべき正しい道という意味に転じた。
「羨」も上半分
が羊である。下の氵（さんずい）は水を表し、欠は口
を大きく開いている人を意味し、口から涎（よだれ）
を垂らしている人を描いている。羊肉のご馳走を食べ
ている人を見て涎を垂らすから「うらやましい」とい
う意味になる。
群は君と羊の組み合わせである。君と羊を縦に組み
合わせた「羣」という宇体もある。羣が正字で群が俗
字である。中国では正字の羣が使われている。
羊と羽を組み合わせた「翔」が何故「とぶ」という
意味になるのか、羊と心を組み合わせた「恙」がなぜ
病気や災難という意味になるのか、宇面を眺めている
だけでは理解できない。
翔の羊は揚（よう）の代用で、羽で空高く舞い上が
る様子を描いている。恙の羊は瘍（よう）の代用で、
瘍は腫れ物を指すから、恙は心が病んでいると解釈で
きる。恙無しは無病息災とか無事という意味になる。
漢和辞典の解説を読んで、翔や恙の成立の経緯が納得
できた。

羸痩（るいそう）という超難解な医学用語を習った
ことがある。極度に痩せ衰えることである。よく見る
と羸の下半分の中央に小さな羊がいる。羸も羊の部首
に載っている。
辞典類を手当たり次第に繙きながら馬と羊に関する
西欧語の格言や漢宇の宇源を調べてみた。ネタ集めを
しながら新知見がいくつも得られた。蛇足だが、私は
丑（うし）年生まれで、西欧の星占いも牡牛座に属し
ており、牛のダブルプレーである。
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医芸柳檀

絶滅を危惧せず流行る蒲焼屋

丑の日はスタミナ付けに牛丼屋

絶滅種ウナギ登りの輸入量

元寇の襲来に似た大相撲

宴の後持薬見せ合う老人会

疫病もテロに劣らず同時多発

過労死も孤独死もある福祉国

日本人死因に戦死が再登場

要検査細胞学者の脳細胞

男性も傘寿が並の長寿国

豊泉 清
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ご投稿ありがとうございました
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文芸部雑記

個人一人一人が念頭に置かなけれ
ばならない問題でしょう。
現代社会は今なおテレビを中心
に家族の団欒、情報を共有してい
る。
最近のお笑いタレント達に交っ
て、受験塾の講師、林修先生が「今
でしょ！」を連発して、皆んなを
喜ばせていた。納得するところが
あって楽しい。
そんな折、小学生時代からの親
友の訃報が家族から入り「え！三
ちゃんが！」自ずと目がうるみし
ばしの間受話器から離れられなか
った。人生という時間こそ「無常」
「諸行無常」といえるでしょう。

四方印
諸行無常 諸法無我
性空因縁 涅槃寂静
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し上げます。
驚 くと い え ば ９ 月 日 の 御 嶽
山の噴火。全く噴火予知どころか
想像をもしていなかった状況、日
本列島が地震に驚かされるばかり
か、火山の脅威にも真摯に対策を
練る必要があるとの警告ともいえ
ましょう。

18

御嶽山噴火に引き続き、台風
号、 号と日本列島を縦断する災
害がもたらされた。
全国でご活躍の医芸会員、関係
者皆様の中にも被災者がおられる
かと思われ、この機会をいただき
ましたのでお見舞い申し上げます。
近年の豪雨、台風は海水温の上
昇、地球温暖化に基因するとか、
19

上田 正昭

10

11

27

『 無 常 』

年 月 日（火曜）のこと、
日頃素通りしている郵便受けを覗
いてみた。ひょっと澄みきった秋
の空を思わせる封書の青色に引か
れたのだろうか、
『医家芸術』から
だった。何だろうと首を傾げなが
ら封を切ると更に驚くばかり。
医芸事務局の鈴木悦子女史から
で、 月発行を目指す『文芸特集
号』の「文芸雑記」１頁のコーナ
ーを私に書けとの執筆依頼だった。
日頃私が『医芸』文芸部発展に特
別尽力、功績ある行為もないのに、
２度目にびっくり。かかる次第な
ので、会員諸先生方に対しご挨拶
申し上げ、ご容赦の程をお願い申
26

11

生か死か
太田 怜

頃から、
がなぜ生きること
になるのか、ずっと疑問に思って
いた。ハムレットという戯曲を知
らなかったからである。長じてそ
の舞台を見て、ますます解らなく
なった。父王の死因を知ってから
のハムレットの台詞で、永ろうべ
ききか死すべきかそれが問題だと、
ここは大時代のモノローグだから、
ハムレット自身の生死の問題だと
思わずにはいられなかったのであ
る。
しかし、
は放ってお
を素
けということだから、
直に訳せば、あるがままにすべき
か、である。つまりハムレットは
現状のままでよいのか、それとも
現状を打破すべきかと煩悶したの
だ。それはとりもなおさず父を毒
殺した後母の夫となった叔父王ら
を生かしておくべきか、それとも
抹殺すべきかと迷ったのである。

この場合、
以下が生か死か
となったのは、誤訳ではあっても
間違いではない。叔父らの生か死
かだからである。しかし永うべき
か死すべきかとなると、これはハ
ムレット自身の生死になるので救
命しがたい誤訳である。
いずれにしても、ハムレットを
知らない中学生に、英語の教材と
を生、
を
して、
死と教えたのは誤りであり、それ
こそ問題だというべきではなかろ
うか。
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アニ

誤訳と思われるものが定着して
いることはままある。
は、健全なる精神は
健全なる身体に宿るとなっている
が、果たしてそうか。その筋のお
兄さん達、精神はともかくも、身
体だけは健全そのものだ。この格
言の本音は、からだも心もすこや
かにと、あるべき姿への願をこめ
たものである。
ハムレットの有名な独白、
は、生か死か
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今回の文芸特集号にご協力くだ
さった先生方、どうもありがとう
ございました。なんとか発行する
ことができました。今後ともどう
ぞよろしくお願いたします。
（ＥＳ）
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ザット イズ ザ クエスチョン

（それが問題だ）と訳されている。
中学二年の英語の教科書にも出て
いて、そう教えられた。だがその
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