『第６０回 医家美術展』を開催します！
今年も美術部主催による「医家美術展」を開催いたします。今年は６０回目を
迎えるアニバーサリーイヤーです。多くの会員のみなさまの出典、ご来場をお
待ちしております。

平成２４年９月１４日（金）～１６日（日）
場所：ギャラリー銀座「悠玄」
東京都中央区銀座 6-3-17
作品規定：５０号まで
作品種類は問いません。会員のかたなら
どなたでも出典できますので、ご参加ください。
応募締切：９月３日（月）
お問い合わせは、事務局まで。

『第４２回 医家写真展』のご案内
今年も写真部主催「医家写真展」を開催いたします。ネガ・ポジ・デジタル・
プリント、応募媒体はなんでもかまいません。ご興味のある方は、事務局まで
ご連絡ください。作品募集の案内状をお送りいたします。

平成２４年１０月１６日（火）
～２１日（日）
場所：JCII フォトサロン
東京都千代田区一番町 25 番地
応募点数：全紙 一人２点まで
応募締切：８月２５日（土）
お問い合わせは、事務局まで。
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山本五十六と日本海軍
山田

遼

昨年の暮に「司令長官の孤独」という本を出版してから、
真珠湾攻撃や山本五十六について、改めて考えさせられるこ
とが多かった。

山本の中央復帰を忌避する向きもあり、またいざ戦うとなる

と他に適任者がいないということで、
結局彼は十八年の四月、

ソロモンで戦死するまで、司令長官の職務に留まることにな
ったのである。

開戦時、山本はこれからの戦争の経過をどのように見てい
たのだろうか。

それを裏付けるような資料は残されていないが、真珠湾攻

撃という破天荒な作戦を強行した背後には、南方攻略によっ

まずは、山本の言動の特異性である。

て長期不敗の態勢を確立出来るという軍令部の描いた将来像

よ ないみつまさ

昭和十四年の八月、海軍次官から連合艦隊司令長官に移っ

三国同盟を結ぶことへの反対もそうだが、山本はドイツの

く蔓延していたが、山本にはそれがまったく見られない。

まんえん

当時の日本の朝野には、ナチスドイツへの期待や依存が広

に対する、強い反撥があったということだろう。

た時、上司だった米内光政は、日独伊三国同盟に反対し続け
たので右翼につけ狙われ、暗殺される危険があったと、その
転任の理由を説明している。
が、山本はこの人事にあまり不満はなかったらしく「やはり

勝利が続くとも、それに便乗しようとも決して考えていなか

果たしてそれを額面通りに受け取っていいのか少々疑問だ
長官はいいね、モテルよ。海軍次官など高等小使いみたいな

何としても開戦初頭に、真珠湾で敵に大打撃を加え、その

ったようである。

あとは相手の痛いところを次々と叩いて優勢を保ち、早期の

しかしこの時はまだ、二年後の十六年十二月に、対米英戦

ものだ」と口にしている。
の先頭に立って闘わねばならないとは予測していなかったと

われるが、誰にも頼らず自分たちだけの力で局面を打開しよ

戦争終結をはかりたいというのが山本の基本方針だったと思

連合艦隊長官の任期は、
それまではほとんど二年くらいで、

うとする決意は、当時としてはかなり特異な立場であった。

思われる。
十六年の夏には交替して当然だった。だがその頃になると、
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ぼ しん

そのあたりが戊辰戦争の際、官軍にも奥羽列藩にも加わら
ようげき

いつ

もっ

ろう

ま

してくる敵艦隊を待ち受けて、いわゆる「佚を以て労を待つ」

邀撃戦法が見事に当たったのである。

本日天気晴朗なれども波高しという気象条件も有利に作用

かわ い つぐ の すけ

生き方に通ずるものがある。またそれが長岡藩の名門の山本

したが、ほとんど同等の兵力の相手と戦い、向こうはほゞ全

ず、自立独立を貫こうとして敗れた長岡藩の、河井継之助の
家を継承した山本五十六の、処世の基本を形成していたので

滅、こちらは僅かに水雷艇三隻を失っただけという、世界の

ばち

ゆう い

か た ず

が、この海戦の勝敗を決したということになる。

の中を、平然と露天甲板に立ち続けた東郷平八郎の勝負度胸

一時的には敵の全砲火が三笠に集中するが、その弾丸雨飛

ある。

とやりとりがあり、こうして名高い東郷ターンが始まるので

大佐が「えっ取り舵ですか」と聞き返し「そうだ。取り舵だ」

り舵一杯」と命令する。予想外の指示に驚いた艦長の伊地知

へ倒した。傍らの加藤友三郎参謀長がそれを見て「艦長、取

受けている時、東郷長官がやにわに右手を高く挙げ大きく左

刻々と接近する敵艦隊を前に、固唾を飲んで戦闘開始を待ち

旗艦三笠の艦橋上の露天甲板に位置した連合艦隊司令部が

とされている。

つまり敵の針路の頭を押さえる丁字戦法が功を奏したからだ

これはやはり東郷平八郎司令長官の決断による敵前大回頭、

海戦史上にも例を見ない完全試合を現出してしまった。

はないだろうか。
こと な

しかしその志は壮とすべきだが、
その進路は極めて険しい。
たお

河井も山本も共に、孤軍奮闘を続け、遂に事成らずして戦陣
に斃れている。ことに山本の場合は、身辺に有為の人材が乏
しく、また肝心な場面でさまざまな不運に見舞われるなど、
まさに悲劇の人であった。
しかしながら山本は、一面では稀代の勝負師だった。
いち

さまざまな賭けごとに精通していたが、彼のギャンブルは
決して一か八かの形ではなく、手堅く粘り強い賭け方だった
と伝えられている。とはいえどちらかというとスマートで頭
の良い秀才型の海軍士官が多かった中では、やはり異質の風
貌であり個性だったと思われる。
本来、日本海軍の基本戦略は守りだった。
明治三十八年の日本海海戦では、連合艦隊は充分な休養と
徹底した射撃訓練で、波の高い対馬海峡での対戦にふさわし
い錬度を積み上げていた。遠く北欧州のバルト海から遠征を
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かんとう

しかしこの捨て身の敢闘精神は、昭和の日本海軍には継承
されなかったらしい。
･

ワシントン条約で五 五・三の戦力比率のもとにおかれた日
本海軍の戦略は、すっかり消極的な体質に変わっていた。
か へい

日本海海戦の戦訓の中からは、戦果の大きさよりも、損害
の少なかった方に重点が置かれたようである。寡兵をもって
ざんげん

ようげき

大敵に対戦するには、最少の損害で最大の戦果を得なければ
ならないということで導入されたのが、いわゆる漸減・邀撃

㎝主砲より射

力も相手よりはるかに大きい。またこれも秘密兵器の九一式
水中弾は、命中しなくても敵艦のそばへ着弾すれば、水中を

魚雷のように進んで目標の水面下に命中する……。これらの

兵器はすべて、アウトレインジ＝＝＝敵の手の届かないところ

から攻撃する＝
＝＝という発想から生まれたものだった。

こちらは安全地帯にいて一方的に相手を叩くという、まこ

とに都合のいい方法論が大勢を占めたものだから、日本海海

やいば

戦の時のような肉を斬らせて骨を断つ、という身を捨てての
闘魂は影をひそめてしまった。

剣法の極意という古歌に「切り結ぶ 刃 の下は地獄なり、身

を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」とあるが、戦いというものは
い。

やはり死にもの狂いで立ち向かわねば勝てるものではあるま

ぼう ち

河を背にして戦う際に、退路の橋を焼き落としたという背
しか

ぞん

おとし

水の陣の例もあり、また兵法書「孫子」の中に「これを亡地

に投じて、然る後に存し、これを死地に 陥 入れて、然る後に

生く」の章句があるが、これは部下の軍勢に、必死の勇猛心

を奮い起こさせて初めて戦に勝てるという教えであろう。

だが昭和の日本海軍は、少なくとも航空隊を除いた各艦隊

においては、この必死必殺の闘魂をどこかへ置き忘れていた
らしい。

うまく立ち回って要領のいい戦争をしようというのは、秀

才官僚たちの机上の空論でしかない。最初から腰が引けてい
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戦法だった。
米本土あるいはハワイから進攻してくる米国太平洋艦隊を
南洋群島あたりで迎え討つ、
まず潜水艦隊が反復攻撃をかけ、
ついで巡洋艦、
駆逐艦の水雷戦隊が夜間の魚雷攻撃を加える。
これでかなり戦力を減少させておいて、主力の戦艦部隊の砲
戦で決戦するという筋書きだが、最少の被害で最大の効果と

㎝主砲は敵の

いうことで、敵の砲弾や魚雷の届かない遠距離からの砲戦、
魚雷戦が考案された。
例えば戦艦大和・武蔵の

40

程が長い。また機密兵器の九三式酸素魚雷は、到達距離も速

46

ては、いざ血みどろの修羅場となるとまったく通用しなかっ
といえる。

画した米濠遮断作戦も、結局は防衛線の前進でしかなかった

戦線を固めていた。

るのに対し、モントゴメリイの英国第八軍がエジプト防衛の

ていた。ロンメル将軍の率いる戦車軍団が東へ東へと進攻す

当時、北アフリカではドイツ軍とイギリス軍が激しく戦っ

ある。

大動脈を遮断すれば、戦局は大きく変換したと思われるので

路を断ち切り、併せてインド洋西部の連合軍の補給ルートの

別にインド本土への進攻は行わなくとも、英本国との交通

のインド支配は案外あっけなく崩れたかも知れない。

ゆさぶりをかけ、独立運動の火の手をあおり立てれば、英国

万人に及ぶインド国民軍をセイロン島に移し、これでもって

十七年二月のシンガポール陥落後に、現地で結成された十

ず問題なく成功した筈である。

ので、セイロン島上陸作戦はもし陸軍が反対しなければ、ま

重巡洋艦二隻を航空攻撃で撃沈されると、さっさと退却した

迎え討つソマービルの英国東洋艦隊は、小型空母一隻と、

ほとんど成立寸前まで進行した。

この計画は十七年四月の第一機動部隊のインド洋作戦で、

まずセイロン島の占領とインド洋の制圧だった。

これに反して連合艦隊司令部が持ち出した第二段作戦案は、

た。
事実、開戦後のスラバヤ沖海戦やアッツ島沖海戦では、珍
上だったにもかかわらず、遠距離での砲戦や魚雷戦を延々と

しく巡洋艦隊同士の洋上対戦が行われたが、我が方の戦力が
続けて、それがほとんど命中せず、まことにブザマな戦いぶ
しょう ご う

りであった。また 捷 号作戦のレイテ沖では、目的地のレイテ
湾に突入せず、直前で引き返してしまっている。
このような海軍部内の風潮にあき足らず、強烈な反対論を
つきつけたのが、山本の真珠湾攻撃計画だったということも
出来るのである。
何しろこれまで、守りに徹するはずだったのが、開戦劈頭
に敵の本拠地へ殴りこみをかけるのだから、軍令部や南雲司
令部にとっては、驚天動地の要求だったに違いない。
ハワイ攻撃にはさまざまなリスクがあるのも反対理由だが、
何といってもこれまでの消極的、受動的な基本姿勢を真向か
ら否定されたのが、最も大きな衝撃だったのではないかと思
われる。
山本は真珠湾攻撃のあとも、常に積極的な攻撃戦略を押し
進めた。一方、これに対し軍令部は、あくまで南方攻略によ
る長期不敗態勢の維持に固執していた。第二段作戦として計
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もし昭和十七年の春から夏にかけて、英国東洋艦隊が南雲
艦隊に追い払われた後、日本海軍がインド洋を完全に制圧し

れる。

陸軍の反対でインド洋をあきらめた連合艦隊司令部が、次

いと、山本が選んだのは、ミッドウェイからハワイを目指す

一年以上も先の米軍反攻に備える米濠遮断作戦など手ぬる

にとり上げた構想は米国に対する積極作戦だった。

ロンメル軍のエジプトやスエズ運河占領が成功していたに違

ていたら、
エジプトを基点とする英第八軍は補給を絶たれて、
いない。少なくともこの年の十月末のエルアライメンでの独

積極的な攻撃案だったとされている。

十七年六月初めには、連合艦隊の全力を結集して、ミッド

軍敗退はなかったと考えられる。
またこの補給ルートは、同時にソ連にとっても死活にかか

ウェイ島を占領する。続いて艦隊はトラック島基地へ集結し

レドニア方面を攻撃する。ただしこれは上陸作戦は行わず空

て、軍令部の顔を立てる形で、フィジー、サモア、ニューカ

わる生命線だった。
米国からの膨大な戦略物資は、北海ルートが気象の関係で

ひ よう

む さ し

隻は、搭載機数が約五〇機と飛 龍 クラス並みだが、商船改造

ひ りゅう

空母の 隼 鷹、飛鷹も機動部隊に加わる筈だった（ただこの二

じゅん よ う

その頃になると、新造戦艦の武蔵も編入され、さらに中型

整備を行う。

それが終われば、連合艦隊は一度内地へ帰還して、補給と

海の機動作戦に留める。

僅かしか運べないので、大部分はインド洋からイラン・アフ
ガニスタン経由で送りこまれていた。
ドイツ政府は、日本側にこの補給線の破壊を何度も要望し
ていたが、日本軍ことに陸軍と海軍の軍令部は、みすみすこ
もしその気になれば、ほとんど抵抗戦力の残っていないこ

の好機を見すごしてしまったのである。
の地域の制圧はたやすいもので、十七年の秋から翌年の冬に
かけて戦われたスターリングラードの攻防戦、独ソ戦の勝敗

のため速力が二五ノットと遅く、
正規空母との協同は困難で、
しょう ほ う

をわけた激戦も、ドイツにとって随分と有利に展開したに違

龍 驤 や 祥 鳳などの小型空母と組んで、第二機動部隊を結成

このようにして飛行搭乗員や艦上機の整備訓練を終えた十

する計画だったとされる）
。

りゅうじょう

いない。
さらにスエズ運河が独軍の手に入ったならば、紅海、イン
ド洋を通じて、日独伊の交通路が出来上がり、物資の融通、
技術の交換など、双方の戦力増強に大きく寄与したと考えら
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大部分を撃滅して内地へ戻ったとなれば、これはまさに凱旋

に集め、あるいは総理にの声もかかったかも知れない。いず

七年十月末頃には、いよいよ連合艦隊司令部念願のハワイ攻

れにせよ、山本が最も重要視した戦争早期終結の政治工作に

提督であり救国の英雄である。東郷平八郎以上の声望を一身

オアフ島上陸作戦は、シンガポールの時と同様に、精鋭の

は、最適の状況が形成されたのではないだろうか。

略が実施される予定だった。

定を終えていたといわれている。

しま だ しげ

待ち伏せに逢うなど、思いもかけない不運があまりに多い。

然が重なったこと、さらにブーゲンヴィルの前線視察で敵の

て不利に働いたことに始まり、次々と不思議なほどミスや偶

ことや、ミッドウェイで敵に暗号を読まれ、当日天候が極め

真珠湾攻撃の際、肝心の空母が一隻も在泊していなかった

たようである。

る。それにひきかえ山本は、いつも不運につきまとわれてい

郷は運の強い男ですから」と答えたことは、よく知られてい

時、山本権兵衛海相は明治天皇からその理由を訊ねられ、
「東

日露戦争の開戦前、東郷平八郎を連合艦隊長官に抜擢した

ついに復活されることはなかったのである。

よると思われるし、
世界無敵を誇った第一航空艦隊の戦力は、

こなかったのは、もうこの戦争は勝ち目がないという絶望に

山本の後継者と目されていた山口多聞が、戦場から戻って

やまぐち た も ん

負ける筈のないミッドウェイで完全に挫折してしまった。

しかしながら、この山本が描いたであろう勝利の構想は、

三箇師団が予定され、陸軍当局は、すでに使用する師団の選

はら

いずれにせよ開戦後約十ヶ月で、日米戦はハワイ攻防とい
う最大のヤマ場を迎えるというのが、山本の肚づもりだった
と考えられる。
しかしこの壮大な計画は、六月のミッドウェイで、よもや

かくかく

もしもこのオアフ島占領が成功していたならば、おそらく

の大敗北を喫して、あっけなく崩壊してしまった。

た ろう

山本はその赫々たる武勲を背景に内地へ戻り、同期の嶋田繁

太郎と入れ替わり、海軍大臣に就任したのではないかと想像
される。
昭和十一年から十四年まで海軍次官とし活躍した当時は、
米内海相、山本次官、井上局長の結束は固かったが、国内で
は決して大きな勢力ではなかった。海軍部内にも親独派が多
く、陸軍からは徹底的にマークされ、右翼に身辺をおびやか
されるなど、海軍の発言力の弱さをいやというほど味わわさ
れる有様だった。
ところがハワイ攻略が成功して、同時に米国の海上兵力の
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らの出来ごとは、やはりその任にあった人々の不手際から起

だがこれを、単に不運と片づけるのは誤りだと思う。これ

る。しかも名高いラバウル航空隊が激闘を展開した相手は、

歴戦、練達のパイロットたちのほとんどがここで失われてい

けて、なけなしの空母艦載機を無駄にすり潰してしまった。

米海軍はこの間に艦載機を米国へ引き揚げて、当時次々と

海軍機ではなくて、ほとんどが米国の陸軍機だった。

きた一種の人災である。
山本がいかに卓越した洞察力で先を見通し、超人的な実行

就役していたエセックス級の空母や新鋭機でもって訓練を重

力で事に当たってもそれを補佐すべき人材、あるいは第一線
で実施に当たるべき人物が適材適所でなければ、いかんとも

ね、強大な空母機動部隊を造り上げていたのである。

の海上戦力の最後の決戦だったが、小沢治三郎中将の指揮す

お ざわ じ さぶろう

つまりサイパン島攻防のマリアナ沖海戦は、実質的には日米

山本が戦死してから一年二ヶ月後の十九年六月のあ号作戦、

なし難い。当時の常識のレベルを越えた着想や企図を、日本

び

海軍は実現するだけの力を持っていなかったのだというしか
あるまい。
き

る機動部隊は、まったく一方的に敗北してしまった。
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そのあたりの機微が、海軍の上層部にはわかっていたのだ
ろうか。

るが、もし山本が健在であったら、もっと早い時期に、例え

日本海軍の組織的な戦闘は、これでもって終わったとされ

へ進出した山本は、作戦が終結した四月十八日、日帰りの予

ば十八年四月のイ号作戦終了時に前線を大きく後退させ、ラ

昭和十八年四月、イ号航空作戦を指揮するため、ラバウル
定でブーゲンヴィル島の前線視察に出向いた。そこで現地到

バウルもトラック基地も捨て石にして、マリアナ群島のサイ

パン、テニアン、グアムの島々を絶対防衛線として航空要塞

の編隊に襲撃され、長官座乗の一番機は

化していたのではないかと推測する向きもある。

山本が戦略を転換したい、首席参謀の黒島もとり替えたい

ふ く ど め しげる

とラバウルの草鹿任一司令長官に洩らしていたとする話も

が みねいち

山本の後を引き継いだ古賀峯一も参謀長の福留 繁 も、日進

だったとも言われている。

くさ か じんいち

月歩で刻々と移り変わっている航空機主体の苛烈な戦闘の実

あり、ブーゲンヴィルの視察は、放棄する前線へのはなむけ

彼等はそのあとも、ラバウルを中心とした航空消耗戦を続

状を、ほとんど理解出来なかったようである。

こ

戦争遂行にほとんど決定的な影響をもたらした。

全員死亡するのだが、このいわゆる海軍甲事件は、その後の

着直前を米軍のＰ
38

だが山本の書の中で特に印象に残っているのは、一つは新

橋の料亭「小すが」に保存されている表札である。現在の

山本の前線視察計画の告知文が暗号解読され、米国太平洋
艦隊長官のニミッツのテーブルに提出された時、ニミッツは

大女将の母親が経営していた料亭の表札が古くなり、書き換

こころざし う ば

じゅつ し

だい

つい く

のである、
くに

てん か

やす

いえ

いくさ

この

かなら

わす

ほろ

し

国、大なりと雖も、 戦 を好めば 必 ず亡ぶ、

いだろうか。

ば ほう

〈了〉

この二聯の言葉は、現在の日本でも充分通用するのではな

天下、安らかなりと雖も、戦を忘れなば必ず危うし、

あや

これは対句で、内容は五十六の自戒の文章とも思われるも

った。

もう一つは掛軸で、中国の古い兵法書「司馬法」の一節だ

づかいだったのを覚えている。

れぞれ楷書と草書で記されていた。実に味のある魅力的な筆

店の名前は「和光」といって、厚い木の板の表と裏に、そ

気軽に筆を把ったという。

とっ

えようとしていたら、山本が「じゃ、俺が書いてやろう」と

おおおかみ

まず、山本を倒したあとに、より有能なリーダーが現われる
可能性はないかと尋ねたという。部下がそれはありません。
ただ一人、山口というのがいましたが、彼はミッドウェイで
死んでいますと答えたので、ようやく山本機の襲撃を許可し
たと伝えられている。
山本に対する評価は、我が方よりも相手方において、より
的確だったということにもなり、太平洋における日米の対戦
は、山本に始まり山本で終わったといっても決して過言では
ないだろう。
最後に山本の書について、少し触れておきたい。
彼はなかなかの達筆で、多くの書を残しているが、
「司令長
官の孤独」の中では、終わりの第十二章に、山本が戦艦長門
めぐ

の長官居室で机に向かって揮毫しながら、いろいろと想いを
廻らす場面が描かれている。
じょう ざ い せ ん じょう

山本の心象風景を表現するために、書の内容は、長岡藩の
み めっ

モットーである「 常 在戦 場 」や山本の遺書とされる 述 志の
中の「この身滅すべし、この 志 奪ふべからず」などを引用
している。
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振り込め詐欺
かた

―新型インフルエンザを騙る

妻の明子が近くの神社で完熟して地面に落ちた銀杏を沢

山拾ってきたにちがいない。腐りかけた銀杏の果肉から、固

い核を取り出す作業を流し台でしているのだろう。明子は、

あると信じて、秋本番になると銀杏を拾い、殻付きの核を取

銀杏の固い殻で保護された核はアレルギーを鎮める作用が

吉岡家での銀杏の利用方法はいくつかある。晩秋から春に

り出す作業を年中行事にしている。
吉岡は第２の人生として医療系の会社に勤めている。遅番

かけて、十分に乾燥された殻付きの核を、電子レンジでチン

浜名 新

時から午後６時、早番勤務は午前７時半から午

用しているある駅の、駅前の横丁のビルの地下にある、行き

降り出している。髪がぼさぼさしてうっとうしい。通勤で利

終えると定刻に退社した。天気予報どおりに昼過ぎから雨が

後３時半である。吉岡はある早番勤務のとき、仕事を順調に

それ以外の利用法としては、
炊きこみご飯のいろどりとして、

咬むと少し甘みがある。１回に食す量は

で食べる。
旬のときの核は薄緑色をし、
小指頭大のサイズで、

ないときはペンチで殻を割って、中身の核を取り出しその場

して殻が割られている場合はそのまま取り出し、割られてい

勤務は午前

つけの理容所に寄り、散髪してもらった。頭が少し涼しいが

個以内にしている。

さっぱりした。店を出るとすっかり暗くなっていた。雨はし

茶碗蒸しや汁ものの具として利用している。

としと降って、湿気でじめじめしている。

吉岡は、居間に入り、明子に声をかけた。

い銀杏が落下する季節となったのか、と改めて月日の経つの

な臭いが鼻にきた。秋本番、完熟したうすいオレンジ色の丸

「予報が当たってしとしと雨さ。
散髪してさっぱりしてきた」

「早番にしては遅いわねぇ。寄り道してきたの？」

「もう銀杏拾いの季節か。沢山あるなぁ」

が早いのを実感した。そうすると、中央区の浜町の明治座の

いいことでもあったのかしら」

楽をしてこんなに戴いちゃった。
いつもは駄目だと言うのに、

特な臭いを放っているのかもしれない。吉岡はちょくちょく

「２升ぐらいあるのか？」

「神社のおじさんが落ちた銀杏をまとめておいてくれたので、

６時過ぎ自宅の玄関を開けると、銀杏（ギンナン）の独特

10

前の大木のイチョウの木々に実った銀杏が、地面に落ちて独
芝居見物に出かける明治座の銀杏並木を思い浮かべた。
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10

「銀杏の果肉から実を取り出す作業は大変だ。手間と匂い

「一息いれたかったのよ」

「ご褒美に美味しいコーヒーをいれよう」

「栽培用の東京銀杏よりここの神社のものがおいしいのよ」

「まあ聞いてよ」と明子は話し始めた。

だろう」

「いきなりそういわれても。イントロとか、話の順序がある

だったんですってよ」

レオレ詐欺・振り込め詐欺》に遭われたんですって。自宅の

「ボランティア仲間の越智さんが、世間を騒がせている《オ

味で展覧会に出展・入賞するほどの腕前で、自宅で週何日か

の旦那と奥さんと２人家族で、奥さんはドライフラワーの趣

越智さんの家族は、経営コンサルタント会社の非常勤顧問

が・・・・・」

外壁のモルタル塗装が終わり請求書の支払いを振り込もう

祥寺の賃貸マンションに妻の夏子と子供の秋の３人で生活し

前から知りあいです。長男の利明（としあき）は独立し、吉

「
《インフルエンザ詐欺》だな。相手は《はやり》のものは何

ている。利明は上場会社の会社員で、海外での出張を終え、

教室を開き生徒に教えている。私とはあるボランテイアで以

でも《ネタ》にする。完全な知能犯だ。以前同窓会で詐欺の

有楽町の本社勤務となっていたが、最近子会社へ出向してい

ルエンザ》を騙（かた）った内容ですって」

手口を耳にしたことがある。友人の実の娘が車を運転してい

的に実況しますから集中して聞いてください。

る。イントロはこれぐらいにして、越智さんに代わって具体

定電話の《再生》を開き、チェックした。取り立てて大事な

時間が来て生徒が帰ると居間に戻った。習慣になっている固
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とした矢先だったそうです。今流行している《新型のインフ

程度想像つくが、いったいどんな内容なんだ。興味あるね」

て事故を装って示談金を振り込ませる内容だったかな。ある
吉岡は、互いに愛用しているカップに牛乳を少々いれ、淹
手を洗い、椅子に腰掛けた。

メッセージは無かったが、３回の同じ数字の《着電》の履歴

越智さんは、
その日、
離れの仕事部屋で生徒に教えていた。

「このぐらいの濃さの方がおいしいわ」

れたてのコーヒーを注いだ。
明子は厚めのゴム手袋を外すと、

「越智さんって、初めて話題になる人だろう」

していると、電話が鳴った。外は薄暗くなっている。

があり、誰からかしらといぶかった。コーヒーをいれて一服
万振り込むところ

「そうだったかしら。今日、越智さんからの電話で、息子さ
んになりすました男から電話で、危うく

50

オレ「もしもし、利明だけど、出勤してから

度の熱で、

体がだるくて、だるくて、もろに喉（のど）をやられてしま
ったみたい。声がまともに出ないんだ。ひどい声だけど、わ
じゃないかと、もしもし、聞こえる、わかる？ 詳しい検査

かる、聞こえる。流行（はやり）の《新型のインフルエンザ》
結果が《あした》午前中にでるから家にいてくれる？ いま
点滴の順番待っているんだけど」
越智の妻「聞こえるわよ。ほんとにとしあきなの？ 急に
電話でどうしたのよ。ひどい声じゃないか、なんとか聞き取
れるけど」
――利明がカゼで喉をやられるとあんな声になったかしら。

あった？ もしあれば一度連絡してください、大事な用件が
あってね」

越智の妻「
《着電》は３回あったけど、留守電のメッセージ

オレ「ウイルスが脳に入ると、脳炎で昏睡状態になり死ぬ

が入っていなかったから。誰だかわからないわね」

こともあるぞと同僚から脅かされて、心配になり今病院にい

るんだ。検査を受け、
《あした》結果がわかるそうです。熱が

高く食欲も無いので点滴をしなさいと先生から言われて、順
番待っているところ」

越智の妻――そういえば利明は最近子会社へ出向とか？ 馴

れない仕事で忙しく、歓送迎会の宴席で飲む機会が多く不規

熱が下がるまで自宅待機だとか？ 孫の秋ちゃん、感染した

どい声だけど・・・・・。新型のインフルエンザにかかると

則な生活が続いて、インフルエンザにかかったのかしら。ひ

オレ「いま使っている携帯電話の液晶の画面の写りが悪く

らどうしよう、困ったわ。そうだわ、ここ（下北沢）に泊ま

しかしわざわざ電話で知らせてくるなんて変ね？

い携帯電話の番号をおしえるからメモしてね、０８０・××

なって、吉祥寺の店に修理に出しているんだ。代わりの新し

オレ「仕事で帰宅が毎夜遅くて秋とは会っていないよ。大

まには来なさいよ」

に入院させてもらったら、それとも下北沢の家に来る？ た

越智の妻「秋ちゃん、大丈夫なの？ 皆にうつさないよう

ってもらおうかしら。いい考えだわ。

日間ぐらいかかりそう

××・××××だよ。吉祥寺には連絡しないでね。夏子が心
配するから」
越智の妻「――――」
オレ「携帯の修理には１週間から

丈夫だよ。
《あした》検査結果が出るから、必ず家にいてね。

だよ」
越智の妻「そうすると前の携帯の番号は通じないの？」

吉祥寺のマンションには連絡しないでね、夏子が心配するか
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39

オレ「修理に出したから。ところで佐々木さんから電話が

10

簡易型の検査のはずだけどな。なんかあるな」
越智の妻「――――」

ら。あぁ、呼ばれたから行かなきゃ、行かなきゃ」
越智の妻「あれ切れちゃった。中途半端だわ」と呟いた。

越智の旦那「コーヒーメーカーのものは今日の？」

インフルエンザが流行っている。高熱と節々が痛いのでかか

山崎「以前お世話になった山崎です。ファンドの勉強で今

越智の妻「ええ、おりますけど、やまざき様ですか」

までお願いします」

なった山崎というものです。ご主人様おられましたら電話口

山崎と名乗る男「越智様のお宅でしょうか。以前お世話に

――知らない人（男）からの電話である。

越智の妻が受話器を取った。
「越智でございます」

ら、また電話だわ」

越智の妻「そうよ、酔い覚ましにどうぞ、セルフでね。あ

越智の妻はトイレを済ますと、指定された携帯番号に電話
した。予想したとおり全然つながらない。コンピューターに
記憶された文言が流れてきた。「おかけになった電話は電波が
届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりませ
ん」そうすると病院で点滴しているのかしら。携帯電話は肝
心なときに役立たずね！
そのうち、越智の旦那がほろ酔い気分で帰ってきた。彼は

りつけ医から先日インフルエンザにかかっているか否か、イ

度イギリスへ行くので、越智様にご面会したくお電話しまし

山崎「越智様でしょうか。以前、御社から経営のチェック

ァンドの勉強に行くことになりました。ご尊顔を拝しに御社
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高血圧と糖尿病で近所のかかりつけ医にかよっている。新型

ンフルエンザ抗原の有無の検査を受けた。幸い陰性だった。

た。代わっていただけないでしょうか」

――今度は山崎さんという人からあなたへ、「変な電話が多

越智の妻「お待ちください」

長い綿棒で鼻の奥のぬぐい液を試薬に浸して、その浸した液
体を板状の検査器具の上のカバーグラスの下から浸しこませ、
分以内に縦の赤線が現れれば、インフルエンザＡ抗原陽性、

くてやりきれないわね。
」と呟いて、受話器を旦那に渡した。

を受けた東和ファイナインスの山崎です。今度イギリスへフ

越智の旦那「越智です。どちらの山崎さんでしょうか？」

分でわかるぞ。
《あした》分かるとはおかしいね。

今流行の新型のインフルエンザを同定する遺伝子の精密検査

へご挨拶かたがたお伺いしようと思いまして、予約させてい

10

のことかな？ 街の診療所や病院でのインフルエンザ検査は

は普通

越智の旦那「おかしいな。インフルエンザ抗原の簡易検査

ル朝夕５日間服用。だいたい１日で解熱するようだ。

あるいはＢ抗原陽性と判定する。陽性ならタミフル２カプセ

10

ただきたくて・・・・・」
越智の旦那「ファンドの勉強ですと、僕と何の関係もあり
ませんでしょう」
山崎「御社は有楽町ですか。是非お目にかかりたく、明日
にでも」
越智の旦那「いくら思い出しても君とは面識が無い。人違
いじゃないかね。今日は変な電話が多くて困っているんだ。
いい加減にしてくれよ。失礼するよ」と電話を切った。
越智の旦那「そういえば、大昔、名前は忘れたが、投資話

新型インフルエンザをうつされたらどうしようと、ドキドキ

しながら待っていた。が、しびれをきらし寝てしまった。利

明はこなかった。夫妻は翌朝８時過ぎには朝食を食べ終え、

食後のコーヒーを喫し、ゆったりした時が流れている。しか

し越智の妻は、心の片隅で、例の《オレ》からの電話に呪縛

されてしまったのか、すっかり待つ気分にさせられてしまっ

ている。人の心理はどこかおかしい。

越智の旦那は妻の様子を見かねて、
「思い切って、吉祥寺へ

電話してみろよ。この時刻なら夏子さんはいるだろう。うそ

かまことか、すぐ分かるだろう」

そうこうするうちに、友達からの観劇の誘い、生協から産

めん。佐々木さんから連絡ありました？ これからいう佐々
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の勧誘がよくかかってきたね。関らなくてよかった」
わ。急で悪いけど、２階の利明の部屋を片して、布団を敷い

地訪問の勧誘の電話、外壁の塗装業者から請求書と、払い込

越智の妻「そうするわ」

て、パジャマを出してくれませんか。押入れにありますから」

生徒からの電話とその応対に忙しく、夏子さんに連絡しそこ

み先銀行名のファックス、ドライフラワー教室に通っている

越智の妻「今夜、利明がここへ泊まりに来るかもしれない

越智の旦那――利明が来ると？ でも新型のインフルエン

なってしまう。いろいろ重なってしまって肝心なことが抜け

ザをうつされたらどうしよう、とぶつぶつ呟いた。２階に上
がり、荷物を片して掃除機をかけ、布団を敷き、新品のパジ

てしまうことが今までにもあった。

時過ぎ電話のベルに、越智の妻は嫌になるわねと嘆

越智の旦那「それもそうだな、手酌でやるか」

木さんの携帯へ連絡してください。

オレ「としあきです。聞こえる、わかる。連絡が遅れてご

いて、しぶしぶ受話器をとった。

午前

ャマを用意した。居間に戻ると、
越智の旦那「準備万端だ。久しぶりに利明と飲めるかな？」
越智の妻「新型のインフルエンザだから、飲めるわけ無い

その夜、越智夫妻は夕食を済まし、風呂で身体を暖めて、

でしょうが」

10

メモしてね。０８０・××××・××××だよ。もう一度
いうから。○・○・○。間違えないでね」
越智の妻「どうして私が佐々木に連絡しなきゃいけないの
た越智の妻は用心して応じた。

さ。自分でしなさい」――《オレ》からの電話にドキッとし
オレ「実は、いいにくい話だけど、お袋に白状するけど、
東洋ファイナンスからよんどころない事情で、お金借りてい
るんだ。佐々木さんへ連絡してくれよ、お願い」
越智の妻「借金するなら、親から借りなさいといつも言っ
万かりていて、その返済期

越智の妻「もしもし、夏子さん、越智です。お久しぶりね。

皆さんお元気ですか。つかぬ事をお聞きますが、利明は今朝
食事をして出勤しましたか？」

利明の嫁の夏子「利明さんならカレーをお代わりして朝会

社へ出かけました。
いま仕事を任されて張り切っております。

秋も元気です。ご安心ください」

越智の妻「そうか、やっぱり《振り込め詐欺》だったのね！

１１０番してから電話しなおします」

夏子「最近、私の親しい友達の実家では、父親本人が家に

いたとき、父親のチカン話で示談金を振り込めという詐欺未

遂事件があったそうです。油断できませんわ」

越智の妻「ありがとう。すっきりしたわ。うちの旦那から

昨日の夜、夏子さんへ電話したらと言われていたのよ。バカ

夏子「相手は知能犯ですから、油断なりません」

みたいな話ね」
越智の妻「ありがとう」

――今度は容赦しませんよ。コーヒーを淹れて気を静めて
ゆったりした時が流れていた。

しばらくすると、声のつぶれた、としあきと名乗る《オレ》
から再び電話がかかってきた。

オレ「オレ、としあきだけど、佐々木さんへ連絡してくれ

た？ 今日の３時がタイムリミットで、振り込まないと倍返
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ているでしょ！」
オレ「東洋ファイナンスから

した。

越智の妻は受話器を手に、利明の自宅の電話番号の数字を押

態は肝心のとき役立たずね。こうなりゃ最後の手段だわ、と

話の電話に出られないアナウンスがむなしく響いてきた。形

かめるかもしれない。プッシュホンの数字を押すと、携帯電

だわ、利明の変更前の携帯へ電話しよう。何か手がかりがつ

利明の腑に落ちない言い訳に一方的に電話を切った。そう

い！」

越智の妻「何の借金かしらないけど、自分で返済しなさ

破ると倍返しの金額になる。お願いします」

限が今日の午後３時です。催促されてあせっている。約束を

50

しのペナルテーだ。助けてくれない、お願い、お願いします」
越智の妻「このド阿呆奴が！」と詐欺師の鼓膜が破れるほ

オレ「――」

詐欺師とのやりとりを夫から聞かされた越智の妻は、夫の

啖呵は本当かしらと疑った。彼の日頃の振る舞いと性格から

の言葉など言えるはずが無い、と妻は思ったそうだ。

して、見ず知らずの詐欺師に、小遣いをくれなどという咄嗟

どの大音声をあげるとさっさと電話を切った。
一呼吸置いて越智の妻は、
最寄の警察署へ連絡したそうよ。

始終を聞かされた吉岡は、明子に向って呟いた。

明子から、越智さんのインフルエンザ詐欺未遂事件の一部

警察署の担当官「近頃インフルエンザを騙る《オレオレ詐
欺・振り込め詐欺》があり、振り込まなくて良かったです。
昨日、今日も、インフルエンザ詐欺で振り込んだ人がおりま
してね。注意を促しておるんですが。忘れた頃にお宅に電話

月末、

被害件数は昨年の１・６倍、実質的被害総額は１００億円を

年

――越智さんは振り込め詐欺事件に引っかかりそうになっ

後ろ側に新聞紙にくるんだ現金を置かせる《オトリ詐欺》が

超えているようだ。びっくりする金額じゃないか。子供を思

たが、大金を振り込まなくてよかった。平成

ありまして、その人は機転を利かせて近くの警察署の目の前

う親心を悪用して、老後のために蓄えた大事な金銭を振り込

最近、近くの警察署の職員を名乗り、自宅近くのポストの

がきますから用心してください。

にあるポストにしましょうかと返事をすると相手は電話を切

の世でも、一人住まいの中高年・高齢者は、
《さみしさ・心の

ませる詐欺事件は、ますます巧妙になっているようだ。いつ

たちもつけこまれないように用心しないと・・・・・。

隙間》につけこまれて、利口な詐欺師に騙されてしまう。俺

い」

10

（完）
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23

ったそうです。今後つけ込まれないようにお気をつけくださ
３週間後、越智の旦那が独りで留守番をしていると、妻が
ひっかかりそうになった、声のつぶれた《オレ》からの電話
である。

万振り

越智の旦那「ひどい声だな。まだインフルエンザが治らな

オレ「オレ、としあきだけど、わかる・・・・・」
いのか。
《振り込め詐欺師》だろう。オレに小遣い
込んでくれよ」

10

たのだが、その時はこんな状況だった。

だが、いったいどうなってしまったのか、一向にわけがわか

あの時以来、わたしはこの見知らぬ病院に入院しているの

電車の中には二十人ほどの人がいるだけで、ガランとしてい

の座席にも二人の乗客がいて、二人とも居眠りをしていた。

ほど本屋で買った本を鞄からだして、夢中で読んでいた。前

晩秋の土曜日の午後５時の電車は空いていた。わたしは先

迷 入

らない。
病院の医師も看護師もみんな日本人ではないらしく、

た。電車が駅に停車する度に通いなれた駅の看板や建物が、

―――― ＊ ―――― ＊ ――――

言葉もさっぱりわからないのだ。入院以来、ずっと個室にい

ちらっと目に入ってはきえていった。わたしは昆虫がなぜ変

藤倉 一郎

か言っているが、まったく了解不能である。あとは病室でぼ

態しなければならないかというメカニズムに夢中になってい

るが、一日一回医師と看護師が回診にきて、血圧を測って何
んやりしていると、一日があっという間に終わってしまう。

十数本の短い脚で敏捷に走り回っていた、食欲の塊のよう

た。

朝食後の薬を持ってくる看護助士も口はきかない。週一回血

た蛹になってしまうのだ。
食欲も性欲も排泄さえも消去して、

なグロテスクな芋虫が、ある日突然、土色の呼吸さえ停止し

看護助士が三度の食事をもってくるが、
まったく会話はない。

だけで別に会話はない。こうしてわたくしはここに二月もい

液検査と尿検査があるが、このときも看護師はにっこりする

ぞもぞと動き出して、突然、蛹から大きな揚羽蝶が生まれ出

誰が見ても死以外の何者でもないのに、梅雨明けの頃、も

あらゆる生命活動を停止してしまう。

らない。わたしは精神疾患で入院しているようだが、それも

る。いつの間にこんな翅が用意されていたのだ。だれがこん

るが、何の病気なのか、先行きどうなるのか、まったくわか
はっきりしない。もうすぐ六十歳になろうというのに、まも

な優雅な舞いを教えたのだ。蛹は蝶になることを予感してい

たのか。ひとはホルモンにその原因をもとめているが、本当

妻や子供たちはどうしているのだろうか。そういえば妻も子
供も誰も面会にも来ないではないか。考えれば不安だらけで

は何もわかってはいないようだ。蝶の生態は実に不思議だ。

なく定年だというのに、
こうして病院にいていいのだろうか。

ある。わたしがこの病院に入院したのは、救急車で搬送され
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変態した時には、まったく異質の生命になっているのは実に

げしく走りつづける。

夕暮れが少しずつせまり、車窓は夕焼けでうすく茜色に変

神錯乱なのか。

たのか。異次元の世界に迷入してしまったのか。私自身の精

しまったのか。自分の座っていた座席が突然座標転換をうけ

わたしは不安と恐怖と絶望で足が震えた。電車を間違えて

わっていた。乗客もすこし入れ替わり、前の席で居眠りをし

不思議だ。

ていた二人は下車したようだ。そのかわりアラブ風の髭を生

えずわたしは、どうすべきかを思案した。つぎの停車駅でと

車内は明るく人々は屈託なくおしゃべりしている。とりあ

わたしは芋虫が蛹になるときの心境を考えていた。身動き

にかく下車しよう。そして駅員に話してみよう。わたしはそ

やした男が、二人外国語でしゃべっている。
ひとつできないで、ミイラのようになって生きているのを考

う決断するとすこし安堵してよみさしの本を鞄に入れた。

自動外札口でいつものようにカードをあてると、突然ブザー

自動ドアが開くとわたしはプラットホームに降り立った。

えていた。あらゆる生命活動を停止して、無機物のように命
わたしはやがて、目をつむって物思いにふけっていると、眠

がなって出口が塞がれてしまった。二人の駅員が跳びだして

を長らえているのを考えていた。
気におそわれてうとうととした。次第にあたりも暗くなり、

来た。
二人とも外国人で髪は赤く、
二メートルもある大男だ。

降客もまばらになってきた。

わたしは心細くなってベソをかいている。あたりにはもう乗

は何のことだかさっぱりわからない。

二人は外国語で不機嫌なようすでまくしたてたが、わたしに

あと三十分もすると家につくが、
真っ暗になっているだろう。
―――― ＊ ―――― ＊ ――――
わたしはほんの数分眠りこんでしまったのだ。そして目が

駅舎の中にいる人も一様に外国人だ。色が白く、金髪で、

たたみこむように二人がしゃべっているのは、このカードが

背が高い。二人に促されてわたしは駅長室へいくが、ここで

覚めてびっくりした。
電車の中の乗客はみんな外国人で、英語やスペイン語やフ

のに湘南新宿線に乗ったのだが、どうしてこんなことになっ

通用しないということらしい。わたしは池袋から北本へ帰る

ランス語でしゃべっている。社内の広告を見ても全部外国語
だ。どうなってしまったのだろう。
車窓をながれる風景はすっかり闇につつまれて、電車はは
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たのか分からないと言ったつもりだが、二人ともチンプンカ
ンプンで一向に埒があかない。
持ち物を全部出させられて机の上に並べると、二人はこそ
一人が本をパラパラめくり、一人は電話をかけた。

こそ相談して「昆虫の変態」をもって、電話のほうへいった。
駅長室には日本語らしい文字はひとつもなく、みなれた駅
舎ともまったく違う。わたしはすごく不安になった。何処へ
迷いこんでしまったのだろう。額から冷や汗がでて、耳鳴り
がきこえると、目の前が急に暗くなって幻暈がした。机に手
をつくとそのまま倒れてしまった。意識はぼんやりして、遠
くに救急車のサイレンの音が聞こえた。
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人間の言葉をしゃべる犬

ったく心配ない。朝夕二回の散歩でまったく不都合はない。

朝からわたしたち夫婦が一緒に外出しても、夕方までおとな

しく留守番していて、何のいたずらもしない。その代わりわ

い。それにしても賢い犬だ。その上この犬はパピヨンという

たしは、帰宅早々、いち早く夕方の散歩をしなければならな

ある日突然、子犬が人間の言葉をしゃべったのです。

種類の犬で、毛並みがきれいだし、絹のように美しい。特に

藤倉 一郎
「お父さん、散歩にいきたいなァ、明日の朝は雪が降るかも

この子は顔立ちがいい。誰にあっても「かわいい犬ですね」

といわれるし、こちらは「美人でしょう」といって親ばか振

しれないから、すこし早く起きて散歩に行こう」
一瞬わたしは自分の耳を疑った。誰がしゃべっているのか

無くきれいな犬なのである。徹底的に犬馬鹿になっているの

りを発揮している。十五歳にもなったのに容色衰えることも

子犬はまったく素知らぬ顔でしゃべり続けるのです。

で、この子犬が死んだら、その喪失感はどんなだろうと想像

と。
「今年は平年より大分寒いんじゃない。新潟など三メートル

こんな子犬がしゃべったのだ。妻に子犬がしゃべったと言

もつかない。

うと、
「そんなことはありませんよ、あなたがそう思っただけ

も雪が積もっているってテレビが言ってたよ」
わたしは幻聴かもしれないと不安になった。ベッドに入る

ですよ」という。

翌朝起きると、
子犬が言ったとおり、
外は雪が降っていた。

とわたしの枕の隣に敷いたタオルの上で、子犬はもういびき
それにしても犬が人間の言葉をしゃべることがあるのだろ

わたしと子犬は身支度をして散歩に出かける。子犬は豹紋の

をかいて寝ていた。
うか、
きいたこともない、
しゃべれるはずもないではないか。

コートを着て、首輪をつけ、わたしはダッフル・コートを着

しそうにしている。わたしは滑らないようにして慎重に歩い

六時半である。雪はまだしんしんと降っている。子犬は嬉

て、フードをかぶって、雪靴をはいて。

この子犬は体重四キロで、ここ数年変わらないが、もう十
五年も生きていて、その間ずっと一緒に生活しているのだか
ているような気がする。十五年は随分長いものだ。赤ちゃん

てゆく。五センチほど積もった雪には、わたしの足跡と子犬

ら、言葉はしゃべらなくても、人間の言うことは大体理解し
だった頃はトイレの始末で、いろいろ苦労したが、今ではま
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の足跡がずっとつづいてくる。
「お父さん、雪が真っ白できれいだネ、ちっとも寒くないョ」
「お前は、元気だネ、すこし遠回りしてみようか」
「うん、いいよ、公園のむこうのヤマトくん家のほうまで行
ってみようか」
わたしは散歩中ずっと子犬としゃべりながら、雪の中を歩
いている。
今日は午前中ずっと雪が降っているかもしれない。
子犬が人間の言葉をしゃべったことに何の違和感も感じな

わたしは、
やわらぎとぬくもりにつつまれて散歩を終わる。
いで。
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アンドロギュノスの白昼夢
渡辺 玲子
たしか白い秋の初めの、あるチャリティー・コンサートの

当たる側は直線なのですが、反対の息の出る側は曲線となり

弧を描いております。両側とも直線では音程がうまく出せな

いのでしょう。竪琴にしてもそうですし、それ白体なんの不
思議もありません。

つ半獣神……笛の音楽と舞踊を好み、昼寝を妨げられると生

牧人と家畜の神、山羊の角と鬚、そして山羊の下半身を持

崩れかけの天侯を気にしながらやって来たせいか、いくら

き物に突然の恐怖を与えるとか……近頃はパニック症侯群な

ときでした。
か落ち着かぬ気分で席に着いた私は、急いでプログラムブツ

て途中の休憩時間が来たとき、隣の席の女性から声をかけら

そこに迷宮への入口のようなものを感じたのでした。そし

な、言い知れぬ感動と恐怖にうち震えたのでした。

るものがあるそうですが、ともあれ私は一種不可解で運命的

それは中国系女性ヴァイオリニストの演奏が主体でしたが、

クを捲ったものです。
その日プログラムには、なぜか「ロマンス」という曲目が多
かったような気が致しました。

れたのです。

(

)

(

)

かずに見てらしたのね」

「間違っていたら、ご免なさい……多分あなたは、音楽を聴

ニールセン デンマーク の「ロマンス」
、ブルッフ ドイツ
の「ロマンツェ」などです。ロマンツェは抒情的叙事詩らし

ていると、彼女がまた口を開きました。どうやら私より少し

なんと応えたらよいのか、分からぬままに私がもじもじし

「…………」

いのですが、音楽では、情趣的な器楽曲ですから、その他多
くの「ロマンス」と題する曲と一纏めにしても、構はないで
しょう……。
でも、演奏が始まってから印象深かったのは、友情出演し

「失礼なことを言ったかしら……でも、
じつは私もなんです」

年上の感じです。

「おっしゃる通りかもしれません」やっとの思いで私が返事

た日本男性のパンフルートでした。ギリシャ神話に出てくる
でした。私は、そのパンフルートを、じっと見つめました。

をすると、彼女は嬉しそうな声を出して言葉を続けました。

パンの笛もかくやとばかり、その笛の音は体に染み渡ったの
長さの違う十数本の細い管をつなぎ合わせた吹奏楽器。辱の
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彼は活動写真を見に行く小遣い銭がなかったので、原っぱ

へ来て口笛を吹き、寝転んだのです。その額の上には、静か

「よろしかったら、お使いください」
彼女が差し出したのは、
いくらか実験的なところのある
「声

な大空がありました。彼は青空のみずみずしい横っ腹へ、鉄

これは昭和二年の『探偵趣味』の一月号に載ったのだそう

それで兵隊は死にました、という春の日のお話――。

し、彼の額の真ん中を打ち貫きました。

何分か経って、弾丸は放物線を描くことなしに天から落下

て行き、兵隊はスヤスヤと眠りました。

真上の空にズドンと撃ち放しました。弾丸は天の深みに消え

兵隊は、連隊きっての射撃の名手でした。彼は寝たまま、

砲を打ち込んでやりたい衝動に駆られたのでした。

の狂演劇場」
という演劇の招待券で、
二週間後のものでした。
いっしょに貰った椅麗な名刺には、
〈渡辺温子〉と刷ってあ
ったのです。
その日、秋はぐっと深まっていました。
例の「声の狂演劇場」というのは、詩や短編の名作を取り
したがって、単なる詩の朗読と比べると多少アクションが

あげ、もっぱら声の公演で勝負しようというものです。
付きますし、短編でも劇化にさいしては余分なト書きは削っ

と思っていました。つまり、あの渡辺温と関係があるのだろ

しかし私は、それよりも別のことを、温子さんに問いたい

ですが、ブラック・ユーモア的なファンタジーの感じです。

当日の出し物は、詩ではヴェルレーヌの「秋の歌」やアポ

うか、ということです。

て、会話の連続で緊迫感を出しているようです。

といったところです。劇ではＯ・ヘンリーの短編を日本的に

んでくれる人なんて、殆んどいないもの」

「そうなのよ。でも私、この名前嫌いよ。すぐにアツコと読

「なるほど……それでアツコさんは、温子と書くの？」

「私、温の娘なの……」と彼女は言いました。

ひどく打ち解けた調子であれこれ聞いているうちに、

彼女はすぐに見付かりました。
ほんの立ち話でしたけれど、

リネールの「ミラボー橋」
、それからケストナーの「子守唄」
翻案したものが見られましたが、特筆すべきはプログラムの
中に、渡辺温の「兵隊の死」があったことでしょう。
その掌編は代表作の一つとされ、しばしばアンソロジーに
も収録されています。
――花盛りの原っぱの真ん中に、新しい軍服を着た一人の
兵隊が、朱い毛布を敷いて寝ていました。
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は別れました。丁度いいタイミングだったかもしれません。

すると第二部開演のアナウンスが流れてきたので、私たち

さあ、どう応えたらよいか、私は迷います。

第十八巻渡辺温集』の紙型を流用、
「渡辺温年譜」と先の谷崎

た、家族の手により、前年十一月刊行の『日本探偵小説全集

渡辺温君のこと―」と題する追悼文を発表したのでした。ま

谷崎は温との約束をはたすべく、翌昭和六年から七年にか

馬鹿」が掲載されたのです。

己に配られました。五月、
「講談雑誌」にも遺稿「モダン四月

潤一郎の追悼文を掲載した私家本「渡辺温集」が作られ、知

そのとき、はっきり記憶していたわけではありませんが、

彼女の話に疑間を持ったからです。
ずいぶん昔に、渡辺温は死んでいるはずです。アツコさんが
私よりかなり年上だとしても、年齢が合わないのではないか

女優さんや女友達もたくさんいたようですから、お子さんが

温は昭和三年に山田まりという女性と結婚していますし、

彼の若年のときに見た奇怪な体験が奇妙な行状を取らせてい

一方、
被虐気質の変態性欲者ではないかといわれていました。

武州公こと武蔵守桐生輝勝は、知勇兼備の名将でしたが、

けて「新青年」に「武州公秘話」の連載をしました。

いても不思議はありませんが、アツコさんのことは、どうも

たというもので、歴史伝奇小説です。

なと思ったのでした。

疑問なのです。

の展開は常軌を外れているといえるでしょう。

りますが、こちらもインドの行者の催眠術をめぐる話で、そ

また、谷崎の初期の短編に「ハッサン・カンの妖術」があ
家に帰ると、私は温について調べ始めました。

(

)

婦の誘惑に負けてしまう。また主人公の見上げる館からは、

つも彼女の住居の見えるところで過している間に、一人の娼

主人公の騎兵隊下士官が、悲劇の女優を恋慕し、休日はい

説のことを思い出しました。

そのうちに私は、温の「アンドロギュノスの 裔 」という小

ちすじ

すると、やはり温は、昭和五年二月十日に、事故死してい
ます。比較的よく知られている事実ですが、博文館記者とし
て長谷川修二と一緒に谷崎潤一郎の家へ原稿依頼に訪れ、帰
りに長谷川と同情したタクシーが、酉宮市外の踏み切りで貨
物列車と衝突、酉宮回生病院に運ばれますが、頭蓋底骨折で
死亡したのでした。二十七歳の若さでした。
同年 昭和五年 四月、
「新青年」では「渡辺温氏の急逝を悼
む」として「兵隊の死」を再掲載しました。谷崎は、
「春寒―
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チャイコフスキーの曲が聞こえる……。
(

)

アンドロギュノス 両性具有 の話といえば、バルザックの
『セラフィタ』も美しい作品と思います。

助の御息女で画家でもあります。ギャラリーでの催し物には

時々お邪魔をして、少しばかりの時を過してきました。

そのギャラリー・オキュルスの三十周年企画として、平成

ドロギュノスの裔》
」が開催され、二十三日はオープニング・

二十三年九月二十二日から「渡辺温へのオマージュ展《アン

パーティが開かれました。その時会場でお会いしました一人

人間の肉体を持ち、美少女とも美少年とも見られるという
地上の肉体を捨てて昇天する物語です。至上の愛を求めた作

は、横溝正史所縁の方でした。世の中、いろんなことがござ

両性具有の天使で美しくも謎めいたセラフィタが夏のある日、
品であると共に、バルザックが神秘主義に心酔して書いた作

います……。

朱色の夏が、終わろうとする頃のことでございました。

たのです。

ないだろうという、不安と安堵の混じった想いにも見舞われ

ような錯覚に陥りましたし、同時に、もう温子さんには会え

そのとき私は、自分が同じところを、ぐるぐる廻っている

えたのです。

の豪華本よりも、さらに香気と妖気に満ちたもののように思

その函は、昭和五十五年に薔薇十字社から発行された問題

行されました。

成二十三年、温の誕生日、八月二十六日に東京創元社から刊

それらを年代順に網羅した『アンドロギュノスの裔』は平

随筆、翻訳と、多彩な分野で数多くの作品を書いています。

ら執筆をしていたのでしたが、わずかな期間に短編、脚本、

渡辺温は横溝正史の右腕として「新青年」の編集をしなが

品とも言われています。
い れ め

ご存知のごとく、温の兄・渡辺啓助のデビュー作に「偽眼

のマドンナ」という奇妙な味の短編があります。映画スター・
岡田時彦名義で発表された、あの作品です。
異国で美しい売春婦マドモアゼル・マッテオの偽眼に魅せ
られた男の物語で、画家の彼は、ある女性を描いていたので
すが、そのうち彼女の偽眼に魅せられてしまう。抉りとった
マッテオの偽眼は人工物であり、偽眼だから美しいと……。
しかし、帰国してからも偽目に執着をし続けて、遂には一人
の偽目の女性を殺してしまいます。サスペンス物ともいえる
でしょうが、もっと違った雰囲気を感じる作品でしょう。
ところで、東京・高輪に「ギャラリー・オキュルス」があ
ります。そこのオーナー渡辺東さんは、渡辺温の兄・渡辺啓
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雑学は善なり

という、無能で無為な日々を送っている老人に封する痛烈な皮
肉だそうである。
３．転がる石に苔は生えない

絶えず活動し続けていると沈滞しない、つまり苔が生えない

ていると大成しない。
じっくり腰を据えて一つの事に専念せよ、

豊泉 清
私は医学生時代にギリシャ語の入門書を買い求めて独学で初

つまり転がらない石に苔が生えることは善なりという逆の解釈

ことは善なりという人生訓だが、日本では、仕事を転々と変え

歩の初歩を齧ったことがある。ギリシャ語は西欧諸国語の基礎

が罷り通っている。

◆一羽の燕では春にならない

た時期がある。ギリシャ語の参考書に載っていた格言をいくつ

単語の語源となっている。古代ギリシャでは文芸が大いに栄え

一羽の燕が飛んでいるのを見

１．一羽の燕では春にならない

る。小さい努力でも根気よく続ければ

本では「雨だれ石を穿つ」と言ってい

でも長く続くと岩に窪みができる。日

ぽたりぽたりとしたたり落ちる水滴

４．点滴石を穿つ

て、もう春だと喜んでいると、

最後には成功する。

は十分留意せよという教訓である。日

されている格言にはギリシャ語由来の

本でもよく知られ、世界各国語にも訳

ものが多い。
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か披露してみたい。

凍てつくような寒さが舞い戻る

ロシア語

謝罪しても元に戻らない。言葉遣いに

相手を傷付けるような発言はいくら

５．一度発した言葉は取り返せない

天に召されていたでしょうに」

あなたは二十年も三十年も前に

神様があなたを愛していたら、

と解されているが、実は「もし

才能豊かな若者の死を惜しむ

２．神々が愛する者は早く死ぬ

世界各国語に訳されている。

こともある。早計の戒めとして
ギリシャ語

私は医学生時代にラジオ講座を利用してロシア語の初歩を

いはあるという意味で、
「猿も木から落ちる」や「弘法にも筆の

が、それでも転んだり、つまずいたりする。どんな人にも間違

四足の馬は二本足の人間より遥かに安定していると思われる

少々齧ったことがある。参考書の中からロシア語の格言をいく

誤り」に相当する。

◆働かざる者は食うべからず

つか抜き出して披露してみたい。
１．働かざる者は食うべからず
ようだが、実は厳しい農作業に従事した者だけが、その正当な

グルという固有の文字の丸暗記に挑戦した。距離の近い隣国だ

私は独学で韓国語に首を突つ込んだことがある。最初にハン

◆鉄も削れば針になる

報酬として食べ物にありつけるという、貧しい農民社会の人生

書の中から格言を探してみた。

が、日本に於ける韓国語学習者はまだまだ少数派である。参考

終戦直後に流行した言葉である。ソ連共産党のスローガンの

いては食っていけない。

観である。冬が長く過酷な気象条件のロシアの農村では怠けて

以上に額から滴り落ちる汗の方が重要である。やはり勤勉を善

豊かな収穫を得るには天から降ってくる雨も必要だが、それ

２．蚯蚓 みみず も踏めばぴくりと動く

と同じ意味で使われる。

でも根気よく削り続ければ針のように細くなる。点滴石を穿つ

絶え間なく落ち続ける水滴が石を擦り減らすように、鉄の塊

１．鉄も削れば針になる

とするロシア農民の格言である。

２．天からの露よりも額からの汗

３．熊を殺す前に熊の毛皮を売るな

)

日本の「一寸の虫にも五分の魂」に相当する。

や信念を持っているから侮ってはいけないという戒めである。

どんなに小さい虫でもそれなりに生きている。弱者でも誇り

(

日本の「捕らぬ狸の皮算用」と同類の表現である。
４．狼から逃げたら熊に出会った
「前門の虎、後門の狼」と同じ発想である。前門には虎がお

が、水を満たした瓶は振っても音がしない。浅瀬は音を立てて

瓶の底の少量の水は、瓶を振るとぴちゃぴちゃと音を立てる

３．瓶に満ちた水は音がしない

でいるから、ロシアの格言には熊や狼がよく登場する。

流れるが、深い渕は静かに流れる。浅薄な人は多弁だが、実力

状態の比喩である。ロシアの広大な森林地帯には熊や狼が棲ん

り後門には狼がいて、どちらからも出られない。進退窮まった

５．馬は四足だが、それでもつまずく
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一脈相通じる格言である。

ほど頭を垂れる稲穂かな」と

のある人は寡黙である。「実る

て真価がわかる

１．剣は切ることによっ

か抜き出してみた。

書の中から格言をいくつ

苦痛に耐えてこそ偉大

２．忍耐は幸運の鍵

動の結果で評価される。

か判断できない。人も行

は切れるのか切れないの

剣は飾っておくだけで

４．霧雨も長ければ服を濡ら
す
たかが霧雨と軽く見て傘を
ささずに歩いていると、やが
て服がびしょ濡れになる。「塵
教訓である。

な成果が挙げられる。忍

耐や勤勉を説く格言であ

る。

という文脈で、無為に過ごして時間を無駄にしてはいけないと

もしあなたが時を切らなければ、時があなたを切るであろう

５．時は剣なり

「急いては事を仕損じる」とそっくりの表現である。

４．ゆっくり行くと安全、急ぐと後悔

か成らざらん」や「為せば成る」に相当するものと思われる。

物事に真剣に取り組めば良い結果が得られる。「精神一到何事

３．決意が本物ならぼ道が開ける

アラビア語

いう教訓である。つまり積極的に時間を活かせという意味で、
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も積もれば山となる」と同じ
５．未熟な薬屋が人を殺す
経験の浅い薬屋が客の症状
に相応しくない薬を売って、
却って客の容態を悪化させるという場面である。韓国語辞典で
は「生兵法は怪我の元」と解説している。
◆剣は切ることでその真価がわかる
私の住んでいる群馬県高崎市の国際交流協会が企画した一般
市民向けのアラビア語講座を受講したことがある。高崎在住の
アラブ人が英語で講義を行った。日本人が英語の解説を聴きな
がらアラビア語を学ぶから大脳の刺激効果は抜群である。約十
名の受講生が最後まで脱落せず通い続けた。アラビア語の参考

韓国語

合もあると思われる。私は社会人になってからフランス語やイ

り、若い頃に習わなかったことを高齢になって初めて試みる場

ローマ字以外の文字を書くギリシャ語、ロシア語、韓国語、

タリア語に独学で手を出した経験があるので、七十代でアラビ

「時は金なり」に相当する。
アラビア語の格言を列挙してみた。印刷屋さん泣かせの原稿な

ア語を始めても慣れの現象で心理的な抵抗を全く感じなかった。

前記の四ヵ国語のアルファベットはローマ字と同様に約二十

状態だけを指しており、劣や粗というイメージとは無関係であ

メージを伴うが、雑の本来の意味は種々なものが混じっている

乱雑、煩雑、猥雑など、雑を含む言葉は粗や劣や悪というイ

ので、参考書を拡大コピーして図表として掲げ、本文中では使

文字から成る表音文字だから、
小学生が九九やＡＢＣ… …を習

る。つまり雑は純粋の反対概念に過ぎない。

わなかった。

うのと同じ要領で、理屈抜きの糞暗記に努めて反復練習すれば

雑煮や雑炊は様々な食材を混ぜた料理で、
「ざつな料理」とい

ている書物で、決して「ざつな書物」という意味ではない。雑

う意味ではない。雑誌は大勢の筆者が書いた様々な文章が載っ

○

意外に簡単に覚えられる。原則として一字一音だから、単純な
○

綴りの基礎単語は少し慣れてくれば何とか読めるようになる。
○

貨は多種多様な品物の呼称で、質の劣った粗末な品物という意

○

ここで独学、晩学、雑学という話題を論じてみたい。学生時

味ではない。雑種は純血種の混ぜ合わせで、家畜や農作物など

○

代は教師が勉強しろというから仕方なしに勉強していた。上か

く、意図的に雑種を創り出す研究も積極的になされている。

一般的に純が優れていると決め込むと、雑はどうしても劣や粗

は、雑種の方が純血種よりも優れた性質が強く現れる場合が多

しいという気持ちから自発的に興味や関心を抱いて何かを学び

と見なされがちである。この道一筋という専門家は高く評価さ

ないことを知るのは楽しい、分からないことが分かった時は嬉
たくなることがある。それが独学である。必須科目の授業があ

れるが、あれこれ手を出す雑学愛好家は低く見られるのが世の

ら圧力がかかれば、厭々ながらでも勉強せざるを得ない。知ら

って、
教師の指導で学んだ外国語は英語とドイツ語だけである。

での学習体験から、独学、晩学、雑学は善なりと信じており、

語を同時に学ぶ人は雑学と軽蔑されるに違いない。私はこれま

常である。英語だけ出来ると優秀と評価されるが、複数の外国

三十代の若者と机を並べてアラビア語の習得に努めた。晩学と

呆け防止の特効薬だと評価している。

アラビア語講習会に通ったのは七三歳の時である。二十代、

それ以外の外国語は全て自発的な好奇心による独学である。

は、若い頃に始めたことを高齢になっても続けている場合もあ
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医学と芸術の旅

①ゴッホとテオ
～１２０

白矢 勝一
「ゴッホの遺言」という本の中に テオは当時、８００フ
ラン 日本円にして

～

万円 送る約束であったが、本当は３００フランぐらい

仕送りをしていた。その他、絵の具、キャンパスなどの画材

も送らねばならなかったとあります。テオに子供ができ、家

庭もできて仕送りに関しての愚痴を聞いたこと、ガシュエ博

士の娘さんに近づかないように博士に言われたこと、などが

ゴッホをして自分がこの世にいなければという気持ちにさせ

たのではということを読んだことがあります。あれだけの絵

が当時評価されなかったのは不思議です。絵さえ売れていれ
たと思われます。ゴッ

ば、違った人生もあっ
ホとテオのお墓を訪れ
ました。殺風景な墓地
の中ですが穏やかに感
ゴッホの宿泊していた

じました。ラブー邸は
部屋で、最後の息を引
き取った部屋にも足を
運びました。ここには
たことがあります。オ

佐伯祐三夫婦も泊まっ
ーベルの美しい四季、
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20

オーベルとゴッホ、オ

オーベルの教会

万円の高給取りであったとされて
います。ゴッホに１５０フラン
15
ゴッホとテオの墓

80

ラブー亭 Ravoux

ーベルに集まった画家。いろんな画家の描いた場所（ポスタ
ーが立てられています）を見ながら歩きました。あのような
場所だと絵が描けるだあろうと思いました。
人はなぜ絵が描き続けることができるのでしょう。ゴッホ
は生涯で１枚しか絵が売れませんでした。それでも自分の絵

アブサン（緑の酒）

アブサン博物館チケット

が至上のものと信じていたと思います。しかし、自分だけで
はその才能もしぼんでしまいます。弟のテオは月１００万円
以上の稼ぎ手、兄に惜しみなく経済的援助をしました。しか
し、それ以上に大切なことは 兄の能力、非凡さを心の底か

ニガヨモギという植物を原料とする緑

の酒アブサンは、悪魔の酒とも緑の魔女とも言われ、 世紀

末、パリで大はやりした。アブサンは強烈な陶酔感と興奮を

世紀にな

代の古いモラルや規制、アカデミズムを崩そうとして、自由

な生き方に憧れボヘミアン的な生活を夢見ていた。ゴッホは

こよなくアブサンを愛し、
また同時にアブサンを憎んでいた。

アブサンとパリはゴッホを崩す原因ともなった。ゴッホはミ

- 33 -

ら崇拝し、世に出ることを真摯に願っていたからです。それ
だからこそ描く事ができた。世の中に一人でもいい、自分を
認めてくれる人がいる、と感じたからこそ絵を、他人がなん
と言おうと描きつづけられたと思います。絵を見るとき素直
な心で、そしてその人の人生、考え方まで見ることが大切と

19

って製造禁止とされています。パリにお集まった芸術家は時

もたらす、世紀末を代表するお酒。フランスでは

20

考えています。
②アブサン
以前の医科芸術にアブサンについての記述がありました。
ア
ブサンという酒があるのを知ったのはオーヴェルシュルシュ
ワーズにいった時、アブサン博物館（小さな家）に、そうと
は知らず入ったときです。いっぱい写真がはってあって、ラ
ベルやビン、などがあったのを覚えています。

アブサン博物館

レーを崇
拝（ミレーの絵の影

所であり、犯罪人にも出来る邪

悪な力を持っている場所として、

夜のカフェを描いたと言ってい

る。ゴッホはカフェでゴーギャ

ンめがけて突然アブサンの入っ

たグラスを投げつける事件を起

こした。翌日には背後からゴー

ギャンをかみそりを持って襲っ

世紀後半にヨーロッパで大流行し、

た。いろいろ面白いお話が書いてありますが一部だけ書いて
みました。アブサンは

世紀末は多くの芸術家がこの酒を絶賛し、ついには崇める

長い文章で面白いの

著者は星野和夫さん。

ギャン、ドガ、モネ、ロートレック、ランボー、モーパッサ

までに至った。有名な作家をあげるとピカソ、ゴッホ、ゴー

響を大いに受ける。

ですが割愛します。

る。特に、ボードレールやランボーに至ってはアブサンを崇

ン、ボードレール、ヴェルレーヌ、ヘミングウェイなどであ
拝するほどであった。
③フォービスム

です（この頃は笑気ガス、コカインの局所麻酔もあり、手術

マティスは画家にならなかった。人の運命はわからないもの

絵の具を与えられ、絵を描き始める。虫垂炎にならなければ

１８９０年 マティス

歳で虫垂炎になり入院。母親に油

この人に今度会うつ
もりです。医科芸術
に式場龍三郎さんが

いたように、今もこのような研究をしている人がいるようで
す。医科芸術を読み返してみると面白いことがいっぱい載っ
ていることがわかりました。こんな人と会えると思うとわく
わくします。
）

19

ピカソ「アブサンドリンカー」

ゴッホ自身、カフェとは、人を破滅させることが出来る場
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ドガ「カフェにて～
アブサンドリンカー」

19

20

ニガヨモギ

シャガール美術館

材料のオートクレイ
ブ殺菌 煮沸消毒手

いぶん悩みます。

南フランスを訪れました。お目当てはシャガール美術館と

数点あ

ティスはセザンヌ、

行なわれていた）
。
マ

す。絵は色彩を考えてそれぞれの配置が決められたとのこと

すが、掛けるところがなく、この美術館がつくられたそうで

りました。彼は大きな絵をフランスにすべて寄贈したそうで

マティス美術館。シャガール美術館には大きな絵が

後にスーラーなどの

です。カメラはフラッシュなしならＯＫです。何枚か絵の前

術用手袋煮沸消毒も

新印象主義、ゴーギ

で取ってもらいました。
色彩豊かで、
厚塗りの部分もあれば、

10

ャンの影響を受けて

カンバスが透けて見える
部分もありました。日本
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います。色彩の魔術師、

には無いであろうと思わ
れる画集を数冊買いまし

マティス美術館

「フォービスム」にたど
り着くまでマティスはず

た。
シャガール美術館の近

り、きれいな建物です。

たそうで、山の中腹あた

が住んでいたところだっ

ところでした。マティス

ーで別行動で５，６分の

いっていません。タクシ

るのですがツアーにはは

くにマティス美術館があ
ドラン「コリュール港のボート」

マティス自画像 1906 年

ドガ（１８３４‐１９１７）も眼のことで苦しんだ一人。

④晩年のドガ・ドガの眼

日本には無かった、フォーブの画集を購入。美術館の後ろに

手紙や作品から黄班変性症が考えられる。これは視力と色覚

マティスの油絵じたいは少なかったので、
やや残念。
しかし、
マティスのお墓があるとのこと。
詳しい案内書を忘れたため、

歳以後だった」ルノワール

ある。 歳の頃からはほとんど視力を失っていたと言われて

が損なわれてくる病気です。晩年の作品に見て取れるそうで

眼科の世界でも常に新しい発見を求めます。白内障、緑内

発見できず。次回は心して用意しておこうと思いました。
います。

「彼が真のドガとなったのは

常に新しいものを求めるのは絵の世界でも同じようです。

は太く、その色彩は鮮やかに。ドガは変貌を遂げるのです。

れでもドガは描きます。記憶の中にまどろみながら。その線

年内の前進はめざましいもの

障、網膜はく離、硝子体手術、レーザー治療、手術の世界で
も、治療薬の世界でも、ここ

マティスは摸写をたくさんしたそうです。私も思い出せば、

真のドガになるために。マティ

はそう言っています。視力は容赦なく失われていきます。そ

学生時代美術部員だった頃、佐伯祐三の人形を模写したこと

スが買い取ったドガの作品があ

があります。

を思い出しました。
３つ子の魂百までとはよく言ったもので、

りますが、それは赤い色が非常
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50

60

そのためマティスやブラマンクのフォービスム、人形に今で
と思います。フォービスムはもともとなんの理論もなく、偶

も、こだわっているようです。私もまた模写を始めて見よう
然そういう人が集まってできたもので、やがてすぐに消えて
いく運命であったとされています。
それはなぜなのでしょう。
西洋絵画の初期から現在までいろんな流儀があり、
それぞれ、
産を引き継ぐ人がいなかったという意味でしょうか。私が考

次の時代に影響を与えたけれど、
フォービスムは 一時的で遺
えるに彼らは終に同じ絵を描くようになってしまった、その
ため各々独自の道を歩むようになったと思います。

マティスが買い取ったドガの作品

20

ドガ66～68 歳頃の作品

人たちより）

その網膜の中で、最も重要な部分が「黄斑」です。この
黄斑に異常が起こると、フィルムの中心部がダメージを

受けて、写真の中心部分が写っていないのとおなじよう
に、最も見たい部分が見えづらくなってしまいます。

ドガの眼の病気はなんであったのでしょう。角膜、水晶体

には異常がなかったとのことです。黄斑変性症、強度近視に

に印象的
で、
フォ

よる網脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、虹彩炎などを考えてい

もう片方にも発症してくることが多いです。
（記憶だけで、絵

ビスムが

ガの目が

の具の区別はつかないと思いますので、視野はある程度保た

る眼科医がいます。最近加齢性黄斑変性症が増えています。

悪くなっ

れていたはずと考えられます。
）
またこの病気では見たいとこ

この病気は両眼同時に起こることは少なく、片眼に始まり、

たからと

見えなくなったとのことですので加齢性黄斑変性症とは考え

ろが見えません、でも視野は保たれています。
（晩年ほとんど

のは、ド

もないで

⑤モジリアニと結核

ていた可能性も考えられます。

れません。白内障または緑内障など他の病気が同時に存在し

視野も失ってくるとなると、他の病気も患っていたのかもし

にしてもおかしいと思
にくく、また遺伝的な病気の stargart
います。黄斑変性症はいろんな病気を含んでいますが、晩年

言えなく
しょう。
（美の巨

歳で失明した従妹の存在（遺伝的な疾患

日

歳

モジリアニの死の原因は、
彼がもともと結核であったこと。

歳のときジャンヌと結婚、翌年１９２０年１月

１８８０～１８９０年 左眼の中心暗点が拡大。まぶしさ

び降り自殺。私はペールラシェーズ墓地に彼らを訪ねていき
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生まれた

-

の可能性）

手紙。

１８７３年 光が強すぎて川辺の景色を楽しめないという

準が合わせられなかった。

１８７０年 普仏戦争、 歳のドガは右目でライフルの照

に、水晶体はレンズに、網膜はフィルムに相当します。

ました。なかなか見つかりませんでした。ひっそりと隠れる

にて死亡。翌日二人目の子供を身ごもっていたジャンヌは飛

36

情報として取り入れています。眼の虹彩はカメラの絞り

１８７４年 第一回印象派展 私の右目はだめになってし

24

眼はカメラのような構造で，様々なものの色や形を光の

36

（羞明）
に対してはサングラスが有効であったとのことです。

まったという手紙

33

32

ピシン、
エタンブトール、
イソアニドなどが使われています。

その後ストレプトマイシンが発見されます。現在はリファン

ように彼らのお墓はありました。１９４４年治療薬として、

が活躍した時代はナポレオン３世がパリ市長クレマンソーに

な美男子、若くして結核で死んだ早世の星。印象派の人たち

に近づきたいようにアブサンをあおり、絵を描く、ハンサム

ます。モジリアニの没年

感激したした人たちなどが株式会社を作ってサロンに対抗し、

られない時代であったでしょう。その頃マネの草食の昼食に

りすごい時代、革命は起きるし、本来なら絵なんか描いてい

パリ大改造計画をさせた時代です。オリンピックや万国博よ

１９２０年ごろはまさに

絵を売るためにつくった集団が印象派とよばれるようになり

さんは眼科でチェックし

エタンブトールは眼に影響することがあり、ＥＢ内服の患者

結核は不治の病であった

ました。時代が大きく移り変わるとき生まれたこの人たちの

モジリアニ、好きな作

本人によく理解される一面もあるかと思います。結核菌は１

絵は浮世絵の世界、心と通じるところがあります。だから日
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のです。

家です。映画モンパルナ

コッホがパスツールと同時代、シャーレに菌を培養し、それ

８３２年コッホによって結核の病原菌として確定されました。

アニの絵が批判される場

ぞれの菌が色や形、大きさの違うコロニーを作ることを見つ

ファン（ドン・ジョバンニ）もカサノバも

いつも理想の女性を追い求めるのはドン

―― ドンファン・カサノバ・在原業平

世界三大プレイボーイは？

⑥ベニス

そういう菌が次々と発見されていきました。

け、
菌の分離に成功、
以後Ａなる細菌がＡなる病気を起こす、

後追いした恋人・ジャン

モジリアニは自ら死
モジリアニ（1984～1920）

面を今も思い出します。

スの灯でしたか、モジリ

モジリアニのお墓

ドゥカーレ宮殿

れた女性にとってはどちらがい

性からも慕われる。果たして別

を捨てる。カサノバは別れた女

ベニスの商人のアントニオもここに囚われていたのであろう

た。なんとそこはドゥカーレ宮殿、強固な牢がありました。

るというようなポスターがあり興味をそそられ入ってみまし

ベニスに２回目訪れたとき、その建物になにか催し物があ

しきかな」
（吉田兼好、仁和寺にある法師）
。

いのであろうか？ベニスに初め

か？カサノバはこの牢屋からただ一人脱獄した人物であった

同じ。ドンファンは容赦なく女

て行った時「ため息橋」をガイ

ヶ条に上る公開質問状につながったこと

バチカンのサンピエトロ寺院の大工事費用に当てられた免

⑦バチカンとベルリンとベルガモンを結ぶ

そうです。

を大きな建物だなあと通り過ぎ
ました。ああ「先達はあらまほ

罪符がルター の

時ガイドさんは「皮肉にも、この サ ンピエトロ寺院が」と

そうだったんだ」と歴史を思い出したことがあります。その

を初めてバチカンに行った時、ガイドさんに言われて、
「ああ

95

トロイの木馬、トロイのヘレンはあまりにも有名です。

が出来ました。イリアッド・オデッセイにでてきます

バチカンでラオコーン像を見て私の旅の目的の一つ

飾品らしきものは何もありません。

意味でつくられた感がありました。ガラーンとして装

の教会はプロテスタントのいう聖書重視というような

の すごさ、これこそカソリック、これに対してスイス

いう言葉を使いましたが、サンピエトロ寺院の今でいう内装

ベニス
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ドブックで見ながらそこの宮殿

在原業平

されたのに争いの女神エリスだけは招待されなかった、エリ

テティスとペレウスの結婚を祝う宴席には全ての神様が招待

を奪います。これがトロイ戦争のきっかけです。

審判は絵にも描かれています。パリスはスパルタの妃へレン

のものだと争い、終にゼ

ました。３人の女神は私

い女へ」とかかれてあり

末をその力で垣間見て別れます。アポロンは怒り「予言して

ロンに予言の力をプレゼントされますが、アポロンとの行く

カッサンドラはアポロンと付き合ったことがあります。アポ

オコーンは二人の息子とともに海蛇に殺されてしまいます。

トロイの木馬を城壁の中に入れるとき、反対した二人がい

ウスに決めてもらおうと

まいます。

もその予言は正しいが誰も信じない」という呪いをかけてし

スはヘラ、アフロデーテ、アテナイの３美紳の談笑する中に

します。ゼウスも困って

ベルガモン

ラオコーンは海の神ポセイドンに憎まれていたため殺され

トロイのパリスにその判
定を頼みます。パリスの

ます。このラオコーン像はす

ばらしく後世多くの彫刻家が

参考にしたそうです。その後

私はベルリンのペルガモン博

物館に行き大きな壁に囲まれ

た部屋に入りました。３面の

壁はレリーフからなっていま

蛇に絡まれている姿」とそっ

す。その中に「ラオコーンが

くりのレリーフを見つけまし

た。遠い昔同じスタイルの芸
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ます。トロイの神官ラオコーンと王女カッサンドラです。ラ

レリーフ

黄金のりんごを投げ込みます。そのりんごには「世界一美し

ラオコーン像
サンピエトロ寺院

術作品が時と時代の中に生
きていたのです。ペルガモ

月

日、最終日のピカソ展（木場）とマチ

⑧ピカソ展とマチス展
２００４年

ス展（上野）をみてきました。最終日のためか、楽しみにし

東京都は図録を申し込み用紙に記入すれば後で送ってくれる、

ンはどこにあるのか？私は

行ってきました。そこは荒

しかし国立はそういうことはなく、手に入れることは出来な

現代美術館。マチス展は国立西洋美術館。図録については、

涼としたところでぽつぽつ

くなりました。こういう面では石原さんの方が小泉さんより

ていつも買う図録が売り切れていました。ピカソ展は東京都

遺跡が残っているだけでし

っぱり口だけ人間かな？」と思いました。

芸術に対して理解があるといえるでしょう。小泉さんは「や

１）三位一体説の宗教会議

レーズとの事を隠していたと知って、彼も最初は普通の人間

ょう。しかし、最初の奥さんオルガに始めのうちはマリーテ

ピカソの偉大さは自分を隠さず描いたこともその一つでし

で知られる二ケーニア

それぞれ４回結婚しているそうです。
「あんたのお父ちゃん、

だったのだと安心しました。私の英語の教師の父親と母親は

案外気楽かも。好きなように動物的に生きれるのかも．
．
．ピ

d

）は特別に
（糖尿病）と縁が深い人
（ Aretaeus
iab-etes
です。この疾病を、「尿のサイフォンあるいはその流出」と

ガと事実上は離婚していませんでしたが、多くの女性と交際

カソはその頃お金持ちで有名人。
「こらすごい！、銭があった

らほんまは離婚できへんでぇ」
。
ピカソは実際は最初の妻オル

３）ケマル・パシャの墓

（合成語）という名を与えたのはアレ
結びつけて diabetes
タエウスその人です。

れの奥さんに子供がいるくらいやわ！」
。
何も持ってない方が、

えらい金持ちと違うのん？」
「全然、持っているんは、それぞ

２）西暦１世紀のカッパド
ャ人医師、アレタエウス

キア（現トルコ）のギリシ

象的でした。

トルコでは他に下記が印

た。

レリーフがあったところに

12

トルコに行き山に登りその

12

し、そこからエネルギーがでてきたように思えます。
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ケマル・パシャお墓
カッパドキア

女をあのように表現できるのでしょう。会場にそのものずば

実物以上に可愛く、なんて思うでしょうに。どうして愛する

り、漫画的に描いたり、普通だとなんとか肌の色を綺麗に、

ソのすごいところは、綺麗な女を顔が二つあるように描いた

晩年オルガの死後、ジャクリーヌと再婚しています。ピカ

ることができました。

ポンピドーでは、隠す）
。今回はピカソのまた違った一面を見

っ」というようなすごい、そのものずばりの絵もあるのに、

フランスは面白いところで、オルセーではクールベの「えー

が、セックスにまつわる絵画は別の部屋になっていました。

分、上野に

行きました。ここも満員。 国立西洋美術館の説明は下記のよ

木場（もともと材木置き場）からタクシーで

りました。ピカソの

うになっています。
「マチスは法律家を志し、法科資格試験に

りセックスの絵もあ
男女の営みの絵は日

合格して法律事務所の書記として働くが、

年、画家を志し

本の春画と通じるも

20

回顧展に行きました

のジャン・コクトー

ンピドーセンターで

００４年の パリ・ポ

のがありました（２

色彩の融合を試みようになる。そして、光と空間の単純化と

移すと、くつろいだ雰囲気の手法で作品を制作。デッサンと

ーヴ（野獣派）のスタイルを生み出す。ニースに活動拠点を

新印象主義の影響を受けながら、強烈な色彩を併置するフォ

てパリに出、
ギュスターヴ・モローなどの下で美術を学んだ。

モロー

"

"

「切り紙
純粋化を追求した結果、 色彩でデッサンする 、

絵の世界」に到る。そのマティス芸術の集大成が、１９

月３日、ニースで没。

５１年に完成したヴァンスのロザリオ礼拝堂の内部装飾
と言われる。１９５４年

いました。医学や芸術は常に新しいもの、今まで人が見

つけなかったもの、描かなかったものを求めますが、法

学は判例を重んじます。つまり過去にこだわります。東
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91

面白く思いますのはマチスもセザンヌも法律を学んで

11

ジャクリーヌ
泣く女

しましたが、最後まで紛争に消極的だったのは法学部です。

大紛争の時、教養学部や文学部、農学部がすぐ医学部に呼応

次々と楽しそうにダンスを始めました。マチスもとても素晴

音楽に合わせて踊りだしました。順に並べられた切り絵が

いうところで夕食、ここは私の学生時代からあるお店。浮世

らしい。ポンピドーで見た同じ絵がいくつかありましたが、

絵が壁に所々掛けられており値段も安く、おいしい。パリッ

法は時代を超えて簡単に変わってはならない。数学と同じか

セザンヌは物体を切り取りキャンパスの上で画面構成をする、

コのように安くて庶民的でおいしいお店で食事しました。こ

ゆっくりこの二人の巨匠を見たあと、御囲地町の鰻弁慶と

そして極めて合理的、「自然を円筒形と球形と円錐形によって

のお店の人に聞くと町並みは同じだけど、ほとんどのお店の

場所が変わり、照明が変わると、違った魅力がでてきます。

扱いなさい。自然は平面よりも深さにおいて存在します。そ

経営者は昔と変わっているとのことでした。その後新宿へ、

もしれません。１＋２＝３はいつまでも変わりません。セザ

のため、赤と黄で示される光の震動の中に空気を感じさせる

ムンク（１８６３‐１９４４）は左眼、弱視。１９３０年
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ンヌの絵はピカソ、マチスにも影響を与えたとありました。

青系統を入れる必要性があるのです」
。
この言葉から私はセザ

掴み取るマシーン、
５階くらいまであって、
すごい熱気です。

トイレに立ち寄ろうとして入ったＴＡＩＴＯというゲーセン

若いカップル、孤独な若者。フランスでは、昔の画家達も時

ンヌの絵は理科系の絵ではと思いました。マチスも単純化、

説明つきヘッ

に若者があふれていて驚きました。メダルゲーム、カードゲ

ドホーンでジ

代の熱気に興奮し、それを描いたのだ、だからこういうこと

線や円を重んじます。法学部出の絵は面白いと思いました。

ャズというタ

が現代性なのかもしれない。
こういう絵を描くといいかもな、

ーム、ファイトゲーム、プリントクラブ、人形を機械の手で

イトルである。

と感じました。

ます。そした

眼底出血をおこしている。その治癒過程で飛蚊症を経験しそ

⑨ムンクの病との戦い
ら突然、絵が

クに流れてき

の演奏がバッ

そしてジャズ

マチスの切り絵は油絵と違い面白くないと思っていましたが、

ロザリオ礼拝堂

ンクはノルエーにうまれた。５年後に母を結核で失い９年後

るため、ゴッホの絵は黄色が多いとの話です。１８６３年ム

タリスが精神病の薬として使われ、これをのむと黄色に見え

アールも眼になんらかの障害を感じさせます。テレビでジギ

れが絵に表されています。他にエル・グレコ、ゴッホ、ルノ

のがみえてきました。

み取れる。今まで何気なく、見ていたムンクのいろいろなも

この絵には、思春期の心身の不調和、情動不安定、などが読

対する不安である。壁の影がそれを暗示している。ムンクの

安、それは初潮そのものでなく、これから歩み始める人生に

歳で姉も結核で失った。母の死後叔母が子供たちの面倒を

時不治の病、徐々に死に向かうが、肌は青白くむしろ美しい

れる叔母（絵の中では母）を繰り返しかいている。結核は当

でかいたのは彼が褐色白内障であったため茶系統の色が一番

一人です。そのお話から。レンブラントが茶色のくすんだ色

群馬大学の元教授の清水弘一先生は、私の尊敬する先生の

⑩褐色のレンブランド

ぐらいであった。其の後ストレプトマイシンの発見により死

明るく見えたとのこと。アーチストの作品と病気を関連づけ

みた。ムンクは結核にかかり死の床についた姉、悲しみにく

（滋賀医大名誉教授）
亡率は減少したのである。横田敏勝先生

て解析することを

といいます。
pathography

の話で印象深かった部分。ムンクの（思春期）ベッドの端に
座った裸の少女、眼を大きく開き、膝を閉じ、両腕で身を庇
った。そうい

っている。少女は夜中に初潮を迎え、戦慄を覚えて起き上が

放蕩息子の酒宴

えば今まで気
がつかなかっ
たがシーツに

然捕らえた不

る。彼女を突

るようにみえ

血が付いてい

思春期
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14

剣道と私

平成

古賀 行雄

相手のどこに視点を合わせるのか、たいての場合、相手の目

を見据えよという。しかし、昔の剣豪の書物には、相手の日

する。上手はそれを見据えてとっさにその先をとる。つまり

げたい。若い剣士ほど気合とともに、先に懸かって行こうと

とは先と先の勝負である。相手より先に何とかして１勝をあ

試合にのぞんではなるべく「平常心」を保てと言う。戦い

を保ちながら二眼を働かせるのは容易な事ではない。

の目」を言うのだと思う。手合いの中で、
「静中動・動中静」

「観」の目とは、視覚を含めて全ての感覚で得られる「心

でなく剣先か拳（こぶし に視線を合わせよと書いてある。

)

年は、私の干支「寅」年であった。その年は、高校

で行われていた元旦の剣道の初稽古がなかった。毎年欠かさ
ずに出席していたので、何となく寂しい思いで無聊をかこっ
ていたが、ふと思いついて筆をとった。
日頃の思いを５、７、５にまとめて壁に貼った。それは剥
がずに今も残っている。

「不動心」の中には、
「懸」だけではなく「待」の心が必要

「先・先の先」である。

電光影裡に 春風を斬る 我が思い

である。つまり打突のチャンスが来るまでは忍耐強く待つべ

剣の道 まだ半ばにて 八十路かな
ままならぬ 観見自在の 剣の業

は訪れるものではない。
数少ないそのチャンスを逃さないで、

に必勝の気持ちで望んているのだから、そう頻々とチャンス

きである。しかしそのチャンスを見誤ってはならぬ。お互い
と。

波たたぬ 懸待一如の 構えかな
世に言う「燕返し」というのは、剣道では「返し業」の事

間髪を入れずに打って出る事だ。その感覚は、それこそ「百

禅門の 心外無刀とは これ如何に

を言うのであろうか、それこそ電光影裡の業でなければ成功

戦錬磨」の結果得られるものだろう。

昔、ある武士が戦いにのぞんで、生死の心構えを偉い禅僧

しても、絶対的に必要なことだと、私は思うのである。

この「懸待一如」の姿勢は、しかし社会生活の一般通念と

しない。跳躍を基本とする飛び込み業は、現在のような私の
老剣ではとても無理である。
「待」の姿勢で相手の剣に応じて
対戦中の目付けには、
「観・見」の二眼があるという。
「見」

に問うたところ、禅僧は「心外無刀」と応えたと言う。 「心

打ち返すのが精一杯。
の目とは相手の動きを視覚でとらえる事である。その場合、
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22

５年生になると、稽古は更に厳しくなった。朝７時に登校

ものだった。

生死にかかわる事はないので、尚更である。一度その真髄を

すると、授業が始まる前にひと稽古、時間休みには廊下で素

外無刀」とはどう言う事か私にはわからない。竹刀剣道では
禅僧に確かめてみたいと思う。
ひょっとしたら、「捨て身の技」

振り、昼休みも弁当を食い終わると直ぐに走って道場に向か

った。終業後も遅れて道場に入ると、叱正の声とともに、容

がそれに該当するかも知れないと思ったりする。

る。母親が私を武徳殿という町の武道場に連れて行った。私

は自分たちの竹刀を背中の後にこそこそと隠した。先生は手

渋谷先生の顔色が変わり怒気が高まるにつれて、生徒たち

赦なく竹刀が尻や背中を見舞った。

が健康に育つようにとの願いからだったのだろう。道場主は

刀の方がグシャリとひしゃげる。生徒達はそれを恐れて自分

当たり次第に近くの竹刀を掴むと、力一杯打ちすえるので竹

私が竹刀を持つようになったのは小学校の２年生からであ

り、その道場に一人で生活なさっていた。私はそこで、礼儀
その頃、小学校には渋谷慶太郎先生が剣道部の指導に当た

打ち損じると気合が足りないと、手当たりしだいに物が飛ん

生徒たちは必死の掛け声で、相手に打ちかかっていくが｀
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小柄で警察官あがりの鈴木寅彦先生だった。奥さんが亡くな

っていた。こちらは厳しい事で有名な先生だった。しかしそ

ると飛び上がるほど痛い。生徒達は悲鳴をあげながら、必死

でくる、竹刀が飛んでくる、拳固で背中をぐいぐいえぐられ

の竹刀を隠すのである。

の教え子たちは警察署主催の剣道試合や県の大会などで、常

作法やごく初歩の剣道を教わった。優しい先生だった。

に優勝を飾っていた。

当時、京都の武徳殿と奈良の橿原神宮で、小学生の全国少

に戦わねばならなかった。

れて、早速剣道の基本動作から叩き直された。当時、小学校

年剣道大会が催されていた。渋谷先生はこの大会で優勝させ

私が４年生になると、否応なしにその剣道部に入部させら
には尋常科６年生と高等科２年生までが在学していた。私た

るのが夢だったのである。

年の夏、その全国大会に選手として出場

私は昭和

した。選手逹は浴衣の着物に稽古袴を着け、道具を担ぎ白い

年と

高等科２年生に振り当てられ、悪い癖があれば徹底的に直す

ち低学年の指導には高等科の部員が当っていた。指導責任は
ことが命じられていた。直らなければその責任者が、凄くし

鼻緒の高下駄を履いて京都に向かう。駅頭では家族や学校の

14

ごかれる仕組みだったので、その先輩たちの指導も仮借ない

13

もので忽ち昔の剣風がよみがえってくる。小学校で１年先輩

)

先生たちが 勝ってこいよ と励ましてくれる。私たちの赤胴

だった人と対戦した。ややあって、自信のないまま左手で竹

(

は既に数年前から他枚の選手達から恐れられていた。負けた

刀を横に振ったところ、思いがけなく相手の横面を打った。

)

(

私が剣道をやっていた事を知らなかった妻がびっくりした

で私たち医師会が優勝した。

「面あり」と審判の声、私が勝ったのである。その日団体戦

。
ら歩いて帰って来い という激しい叱咤もあった。
小学６年の時、私が大将で出場した京都の団体戦で幸い優
勝した。勝たないとその後の宿での折檻が怖かったので、ほ
っと胸をなでおろしたものだ。

ものだ。

以来私の剣道歴が復活した。小学校で、小学生を相手に指

小学校を終え中学校へ進学してからも、剣道部の先輩たち
が待ちかまえていた。しかし第二次世界大戦が酣になると、

士の段位と称号を得た。その後六段に、そして

導しながら時には大人とも稽古をして、間もなく剣道五段練

歳の時に教

時には陸軍委託生の先輩たちと竹刀を交える事があった。し

対外試合もできなくなった。
その後医学部へ入学してからも、

なった。私の剣道歴もここで終わったものと思った。講義や

令で剣道は禁止、剣道道具も没収されて全く剣道はできなく

かし、終戦になり占領軍が進駐してくると、マッカーサー指

者が、
「どうせ１回では通りませんよ。来年の事にしたら」と

での受験には、妻もついて行きたいと言ったが、同伴の受験

士七段に昇段、六段も七段も唯１回の審査で合格した。京都

うだ。忙しい開業医の身としては真に幸いなことだった。小

言う。それを１回で合格したので、妻はかなり不服だったよ

年に私は故郷に帰って内科医院を開院した。その翌

学生時代渋谷先生から徹底的に基本動作を仕込まれた賜だと

昭和

実習で剣道の事など思い出す暇もなかったのである。
年だったか、突然小学校時代の先輩がやって来て、町内で職

年頃だ

思う。

日本医師会に医師剣道連盟が発足したのは昭和

ったらしい。毎年地区回りで全国大会が催されているのを知

道具も竹刀も持たないし無理だと断ったが、そんなものは貸

って、昭和

年熊本の大会に初めて万難を排して参加した。

よと言う。

40

すから大文大、医師会員として３人１組の団体試合に是非出
私はしぶしぶ承諮して、当日久しぶりに他の人の手を借り
て面を着けた。道場に立って竹刀を構えてみると、不思議な

ようになった。一度は個人優勝を遂げた事もあった。

それをきっかけに、ほぼ毎年各地の医師剣道大会に参加する

49
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62

域剣道大会をやるから選手で出場せよと言うのである。私は

34

唯今年だけは東京での大会が、東北の大災害で中止になっ
たのは止むを得ないことだった。しかし来年は鳥取で開催す
るとの通知があり、是非参加したいと思っている。
歳を過ぎてからも立ち合われた事を思

かつて、医師である大禰一郎先生（範士八段）と笹原登先
生（範士七段）が、
えば、私にはまだ４、５年の歳月が残されている。
冒頭に述べたように、修行半ばの我が身である。体をいと
いながらも、摺古を絶やさぬようにして、大会に臨みたいも
剣道ができなければ、生涯を閉じてもいいとさえ思ってい

のである。
る。
今は、小中学生が私の師匠である。生徒達にひきずられて
週一回の稽古に励んでいる次第だ。
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90

パゴダの国ミャンマーはいま

度。温度差

鈴木 啓之
真冬の日本を発ってヤンゴンに着いたら気温
度以上である。つよい紫外線が肌を刺す。空気は乾燥し
度に達する日もあるという。

分かけて終着点につく。

上り坂にかかるとギヤーチェンジしてアクセルを踏みこむ。
約

分のぼる（図２）
。サッ

40

円で１本２００円）なので４人分払う。ところが彼らは飲ま

たカンジュースをもってきた。１本２０００チャット（日本

小高い丘の上に大きなパゴタがそびえている
（図１）
。
チーク材を豊富に使ったホテルに泊まる。
翌早朝ヤンゴンを発ってチャイティヨに向う。そ
こにはミャンマーのひとが一生に一度はお参りした
いという巨岩がある。目的地までの道のりは厳しか
った。まずヤンゴンから車で約５時間走り、トラッ
クのターミナルに着く。ここで馬力のつよい中型ト
○○運送などのロゴがそのまま車体に残っている。

ラックに乗りかえる。トラックは中古の日本車で、
荷台に乗客が満員になりしだいトラックは順次出発

図２ 巨岩までの最終行程は気温35 度のなか
４人の男性が肩に担いで登る

それに欧州車が少しまじる。高層ビルはまったく見えない。

小休止すると店の女性が「担ぎ手に飲ませてほしい」と冷え

人の男性がおみこしのように肩に担いで登る。途中の茶店で

ーの男女が着用する腰巻）をまとい、ゴムサンダル履きの４

に持ちこむ担架とおなじつくりである。ロンジー（ミャンマ

カーやラグビーの試合で負傷者がでたとき救護員がグランド

輿に乗り、人にかつがれてさらに

ここからは２本の細長い竹のあいだにビニールをわたした

40

幅もひろく舗装もよい。
道路を走る車はほとんどが日本車で、

うち３月、４月がもっとも熱く

ているのでベタベタした不快感はない。ミャンマーは１年の

は

35

学校は３月初めから夏休みに入る。空港から市内への道路は

47

する。カーブの多いせまい山道を登ってゆく。急な

図１ 丘の上に建つ巨大なパゴダ（ヤンゴン）
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30

分登ると終点に

ずにカンはすぐお店に返して現金を受けとっていた。２００

まわりがなんとなくザワついてきた。１か所で急に拍手が起

飛行機が全便飛ばない。
満員の待合室で２時間も待ったころ、

きがするどい。代金をくれということらしい。おくれて到着

と汗だくの顔で迫ってきた。どの少数民族に属するのか目つ

到着する。地上に下りたら担ぎ手の４人が「マネー、マネー」

かけて人だかりができた。ミャンマー人も欧米人もいる。携

ドアー越しに、彼女をひと目見ようとたくさんのひとが押し

かこまれて登場しＶＩＰ待合室に消えた。閉じられたガラス

こる。みるとアウンサンスーチーさんが、ボディーガードに

円のチップというところだ。そこからまた

したガイドが彼らに「明日往復分を一緒に払う」ということ

年におよぶ軟禁状態を解か

帯をかざしてシャッターをさかんに切っている（図４）
。
アウンサンスーチーさんの

で話がついた。
「マネー、マネーは毎度のこと、気にしないで」
はガイドの言である。

れたのは、ほんの数ヶ月前である。いま補選に立候補してミ

図４ 空港待合室のアウンサンスーチー女史
（ヤンゴン空港でガラス戸越しに撮影）

ャンマー各地に遊説に出かけているそうだ。ボディーガード

20

さっそく巨岩詣でにでかける。ガイドブックにはゴールデ

図３ いまにも転げ落ちそうな
ゴールデンロック（チャイティーヨー）

ンロックと記されている。入り口で入場料とカメラ撮影料を
はらい、靴を脱いで裸足になる。靴下もいけない。久しぶり
ｍぐらいの丸い岩石が、下の

の裸足歩きなので足の裏がチクチク痛い。２００ｍほど歩く
と目指す巨岩があった。直径

世紀に当時の国王がこの岩を海から運ばせたという伝説

落下せずにいまに至っているのであろう。岩の表面は参拝者
の貼った金箔で金色に光っている。岩の頂に仏塔が建ち、お
釈迦様の髪の毛が納められていると伝えられている。さっそ
く岩に金箔を貼り、手で触り撫でてみる。ザラザラした感触
である。夕陽があたり岩は金色にかがやいていた。
一夜あけてマンダレーに向う。ところが空港に霧がかかり
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20

岩盤からせり出していまにもころがり落ちそうである
（図３）
。

10

がある。
実際はそれよりもっとむかしから岩はそこにあって、

11

フと硬質の文章が合うようだ。

よく朝、仏都バガンに向う。広大な土地にいくつもの寺院

は武器を所持しない大学生たちなので、暗殺を心配する声を
あちこちで耳にした。ミャンマーに民主化の兆しがほのかに

ても、周りにいくつものパゴダがみられる。赤褐色のレンガ

と２０００以上の大小のパゴタが散在している。王国が栄え

マンダレーは陽光がさらに明るく、空気はさわやかで高原

を積み上げたパゴタが多い。時代により形や大きさが違う。

みられ、すこし前にクリントン長官や玄葉外務大臣が訪れて

のようだ。赤、白、オレンジのブーゲンビリアが鮮やかに映

ヤンゴンやマンダレーでみた金ピカの大パゴタより、素朴な

たころ、２５０年かけて建設されたそうだ。どこに車を止め

える。木造の大寺院のまえに、鳥かごを頭にのせた女性がい

つくりのここのパゴタは親しみがわく。まる２日間パゴダめ

いた。

た 図５ 。両手で乳飲み子を抱き、足元には３歳ぐらいの女

ぐりをした。

(

)

バガンのイラワジ河流域には第２次世界大戦の際、日本軍

の子を連れている。１０００チャット払って小鳥を２羽買い

夜、ベットで山

して、惨憺たる負けいくさになった失敗作戦である。かつて

軍がビルマ（ミャンマーの旧称）からインドに攻めこもうと

口からインパール作戦という言葉がしきりに飛びだす。日本
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空に放つ。インドシナ半島にみられる仏教的な風習である。

田風太郎「忍法創

は遺骨収集をかねた戦没者慰霊団が日本からよく訪れたが、

とイギリス軍が戦った戦跡があちらこちらにある。ガイドの

たが、どうも頭に

いまは団員の高齢化のため来なくなってしまったそうだ。そ

夕方、パゴダの上段からサンセットをながめた。赤く大き

入らない。もう１

な太陽がゆっくり沈み、空が夕焼けにそまるとパゴダ群がシ

れにしても、
直接かかわりのないビルマの地が戦場になって、

よく読める。疲れ

えたら落ちついて

ルエットになって浮かぶ。荘厳な光景である（図６）
。遠く離

冊持参した吉村昭

のぐあいによって

れたこの地で、無念の思いを胸に命を落とした兵士たちも見

ビルマ人には大迷惑であったろう。

は、かたいモチー

「戦艦武蔵」に変

世記」を読んでい

放した小鳥は近くの木に一直線に飛んでいった。

図５ 頭に鳥かごのせた女性。
買った鳥はその場で放す（マンダレー）

た落日である。

時代は中止になっていた

ヤ）に詣でる。軍事政権

ダ（シュエダゴォン・パ

な金色に輝く巨大なパゴ

ヤンゴンにもどり大き

日本へ帰る飛行機に乗った。

が待っているのであろうか？そんなことを考えながら厳寒の

さんはどんな役割を果たすのだろうか？彼女にはどんな将来

ぽう民主化はこのまま進むのだろうか？アウンサンスーチー

策がすすめば５年後には町の様相は一変するであろう。いっ

の識字率も高い。これから大いに発展する国である。開放政

もいる。この国は冬がなく、食物も豊富で飢えがない。国民

お祭りが復活してにぎわ
っていた。女性は大人も

日付の毎

う日焼け止めの白い粉を

子供たちに「私も２歳で父を失いました」と自分のことを語

日新聞に東日本大震災で被災された人々、とくに親を失った

付記：アウンサンスーチーさんは２０１２年３月

塗る。道路に沿ってお店

り、真心のこもったメッセージを寄せている。彼女の父親で

子供も顔にタナカーとい

が軒をつらねている。日

あるアウンサン将軍はビルマ独立宣言の直前に暗殺されてい

を遂げられたわけではないので早急な制裁緩和はしないで下

用雑貨や衣類の店が多い
アウンサンスーチーさんの叙勲リストを売っていた。ノーベ

さい」と訴えている。

る。彼女はまた「まだ国会では軍政が続いたままで、民主化

ル平和賞をはじめこれまで外国からうけた勲章は全部で１５
０個、そのなかに日本からの勲章も２個あった。
先年デモ取材の日本人ジャーナリストが後ろから射殺され
たりして出発まえは少し不安もあったが、実際のミャンマー
は自然の陽光が豊かで町も人も明るく、落ちついた仏教国で
ある。どこに行っても、小説ビルマの竪琴の主人公と同じ装
いの僧侶達がいる。托鉢のための鉄鉢をかかえた小坊主さん
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10

が、圧倒的に中国製である。

図６ バガンの荘厳な夕景

多くの博物館がそうである
ように、ここもまた古代の岩

みち

人

ひと

示していた。近年に作られた

展示物を使ってわかりやすく

博物館内の近代美術展示室（当時）

展覧会の絵

手から説き起こし、現代に至

やま

道

るこの地方の歴史を、多くの

み

山

な展示であった。

だけあって、見やすく魅力的

海

松本竣介を追いかけて

岩手県立博物館

かほかにないかと見回したら、

博物館の展示を見た後、何

僕は所要のために盛岡にいて、博物館を探していた。知らな

頭のなかでムソルグスキーの「展覧会の絵」
（注２）が鳴り始め

きながら眺めていたそのとき、
予期せぬことが起こった。
突然、

これまで接する機会のなかったこれらの作品群をゆっくり歩

ので入った。岩手の画家や彫刻家の作品を紹介していた。

近代美術のコーナーがあった

二十年以上も昔の話である。

当時のパンフレットの表紙

い土地での博物館めぐりは、僕の数少ない楽しみの一つだった
から。
旅行案内書で「岩手県立博物館（注１）
」を見つけた。
タクシーをつかまえ、博物館にたどり着き、中に入った。

たのである。
僕は仰天した。

こんなことはかつて経験したことがなかったからである。

頭の中の演奏は、１９４７年録音のホロヴィッツだった（注

３）
。最初に流れていたプロムナードが終わると、次は「ヴィド
ロ（牛車）
」に変った。

非常に不思議だった。なぜムソルグスキーなのか。なぜホ
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音楽随想

ロヴィッツなのか。なぜヴィドロなのか。

１９４７年録音のホロヴィッツの演奏が流れた理由は簡単だ。

僕がまだ十代の頃、最初に聴き、感動し、その後も聴き続けた
それにしても・・・・

目の前にはいくつかの絵があった。

松本竣介とはいったい何者なのだ。

録音であるからだ。

そこで初めて絵の横にある作者の名前を見た。

絵を書いた人はどういう人なのだろう。

僕が知らないだけで有名な人なのだろうか。

これらの絵が原因であるに違いなかった。

「松本竣介」とあった。

松本竣介は、１

竣介を探す旅に、僕は出発した。

松本竣介・・・その人と作品

知らない名前だった。
改めて絵を見た。
風景画には人はいない。いやほとんどいない。人物画はモン
タージュ風でさびしげだ。やや殺伐として見える彼のいくつか

十五年）
、
東京渋谷

９１２年（明治四

僕が最初にムソルグスキーの「展覧会の絵」の中の「ヴィド

に生まれた。本名

の絵は、孤独だがどこか温かみがある。
ロ」の演奏をホロヴィッツで聞いたとき、頭の中に浮かんだ心

２歳年上の兄の彬

は佐藤俊介という。

と２人兄弟であっ

その背景にある人のいない建物だけの町や、鉄橋の下の細い道
や、何本かの木と小屋だけの村や、土だけの畑の様子だった。

た。２歳の時に父

象風景は、思い荷物を牽きながら歩む牛の姿ではなく、むしろ

それらの風景を牛車が通り過ぎた後、
そこはまた無人になった。

親の仕事の関係で花巻に移り住み、小学校３年の終わりまでこ

かれる子供で、みんなから「シュンカイ」と呼ばれ、成績は極

こで過ごした。まるまると太った、素直で利発な、誰からも好

僕はそこに何かしら心の安らぎを得たことを覚えている。
つまり、竣介の絵の中に「展覧会の絵」の心象風景を見出し

小学校４年生の時から、父が友人と共に盛岡に貯蓄銀行を始

めて優秀で特に図画は抜群であったという。

その心象風景こそが、まさしく竣介の描く風景だったのだ。
たがゆえに、頭の中にそのメロディが鳴り出したということに
なる。

- 54 -

めたため、家族揃って盛岡に移った。竣介は岩手師範附属小学

上京、太平洋画会研究所（のち「太平洋美術学校」に改称）で

１９２９年、中学を３年次終了と同時に退学し、兄とともに

二十一歳のとき、東京在住の岩手出身者による美術団体北斗

校に転校する。ここでも秀才ぶりは変わらず、ニコニコしてよ

会の展覧会に出品、 二十三歳の秋には二科展で「建物」が初入

本格的に絵を学ぶことになる。

小学校を一番で卒業した竣介は、１９２５年（大正十四年）
、

く勉強し、級長選挙にはいつも満票で選ばれていた。
旧制盛岡中学（現岩手県立盛岡第一高等学校）に主席で合格し

１９３６年に松本禎子と結婚して松本姓となり、夫人ととも

選、画家としての本格的なスタートを切った。

族の助力を得て出席したものの、さらにその翌日入院した病院

に、雑誌の発行を目指して自宅に「総合工房」を開設し、作家

た。入学式の前夜、激しい頭痛に襲われ、翌日の入学式には家
で「脳脊髄膜炎」と診断された。苦痛に満ちた闘病生活の末、

を発刊。彼自身も筆をふるった。１４号で廃刊となったが、絵

や画家が筆をふるうユニークなデッサンと随筆の雑誌
『雑記帳』

しかし、聴力を失った。
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奇跡的に命は助かった。

と共に文章も彼の得意とするところであった。

文筆活動で特に有名なの

このことにより、彼の将来は大きく変わることになる。耳が
聞こえないので中学は無理だといわれたが、盛岡中学の校長の

は、美術雑誌『みづゑ』１

月号に、戦時下にあって、

９４１年（昭和十六年）４

画家の生き方を「芸術の自

立性」のなかで捉えようと

して書いた「生きてゐる画

を書き、次のように締めくくった。

第二次大戦が終了した時、彼は、松江にいた妻・禎子に手紙

家」である。

特別の配慮により、入学を許可され、一年後に兄と一緒に通学
聴力を失っていたにもかかわらず、成績は優秀で教師たちの

するようになった。
感嘆の的になっていた。そしてやはり周囲の誰にも愛された。
俊介が二年生の時、
すでに中学校を卒業して東京にいた彬は、
郷里から来ていた画学生の勧めで画材一式を買い、
弟に贈った。
その後スケッチに熱中し、３年生の時に市内中等学校スケッチ

俊介はそれを前にして洋画の技法書を買い、
大皿の絵を書いた。
協議会に二等で入選した。このころより、画家になろうという
意思を持ち、その決意を詩に託して書いた。

『雑記帳』創刊号

「

･
･
･
･
･
･

僕は、これから本当に生きるのだ。

まうなんて・・・、とその理不尽に憤った。
･
･
･
･
･
･

竣介の作品は、岩手県立美術館、宮城県美術館、神奈川県立

竣介とムソルグスキー

美術館、大川美術館など、多くの美術館に収蔵ざれており、い

竣介」

その言のごとく、彼は精力的に活動を続けた。戦後の美術家

禎子君
のあり方を模索し、美術家組合の案を作り、
「全日本美術家に贈

つでも見に行くことができる。また、今年（２０１２）は生誕

百周年に当たり、いくつかの美術館で松本竣介展が催されてい

る」という文章を起草して各方面に送った。
制作活動は順調で、１９４６年には日動画廊で船越保武・麻

竣介は、専門の絵画におけるその天才性とともに、宮沢賢治

る。

との類似性、あるいは絵画の根源的な意味を文章の上でも表そ

生三郎と３人展を開いた。しかし、良いことばかりは続かず、
難が始まる。十月に長女・洋子が死亡した。彼自身の健康にも

１９４７年に家族を東京に呼び戻したあたりからいくつもの困

うとして幾多の文章を書いた人として知られている。

岩手県立博物館にあった竣介の絵は少なくはなかったがよく

プロムナード

とだけを考えてみたい。

僕にムソルグスキーの「展覧会の絵」を想起させたかというこ

しかし、それはここではあまり関係がない。なぜ、彼の絵が

問題が生じていた
この頃の彼の絵にはキュービズム風の絵が目立ち、荒削りに
なって友人たちを驚かせた。
十二月に高熱が出た。医師はクルップ性肺炎と診断した。年
が明けて１９４８年になっても喘息様症状は改善せず、注射を
自分で打ちながらアトリエにこもっていた。５月の第二回美術
団体連合展に出品する３点の作品を精魂を傾けて制作していた

確かめようがない。ここにあった作品群は、２００１年に新設

越保武の作品と一緒に展示してあったと思うが、今となっては

覚えていない。僕が見たときは、特別展はなく、萬鐡五郎、船

描き上げて出品した後、展覧会の様子を聞いて喜んだのもつ

のだった（肺結核であったことが後で判明する）
。
かの間、十日もたたないうちに症状は急速に悪化し、呼吸不全

された岩手県立美術館に移ってしまったからである。

今改めて考えると、どの絵が僕に「展覧会の絵」を想起させ

であっという間に死去した。三十六歳という若さであった。友
人や家族たちは、こんなにもみんなから愛された彼が死んでし
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たということではなく、彼の絵のもつ総体としての印象がそれ

が、プロムナードを歩いているときに両側に見える風景に写っ

と思われるが、僕には、正面の女性を含め、背景の建物や人物

１９３８年に二科展にだした力作「序説」や。青が基調の「街

より、やさしくそっと歩むプロムナードにふさわしい。

たのだろう。透明で物静かな画面は、力強く歩くプロムナード

を僕に感じさせたのだと思う。
彼の絵は、その描かれた時期によってかなり作風が異なる。
にもかかわらず、作成時期の違いに関係なく一貫した印象を与

（自転車）
」も同じような印象を与える。やはり近景に人物を配

える。彼自身が心の深い部分で感じていたものが不変のもので
あったからであろう。だから、どの絵が、という問いに答えは

この頃の竣介は、アメリカ生まれの日本人画家野田英夫（１

し、遠くに建物が見える。

しかし、とりわけ・・・、と考えてみると、この博物館が所

ジョージ・グロス（

９０８～３９）とドイツの社会派の画家（後にアメリカに亡命）

ないのである。

想起させたかもしれない。それも、冒頭のプロムナードではな

z
s
o
r
G
e
g
r
o
e
G

・１８９３～１９５９）に触

発され、モンタージュ風の作品を多く書いていた。しかし、竣
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蔵している「黒い花」が僕に『展覧会の絵』のプロムナードを
く、
「グノームス」の後に続くプロムナードと「古城」がこの絵

介の絵は、社会的でもなく風刺に満ちてもいない。ただやさし
も・・・。

くて柔らかくて温かい雰囲気が漂う。そしてちょっぴり寂しさ

の雰囲気によく似ていると思う。
「黒い花」という名前のついた作品は他にもあり、そちらは
青と緑が基調
で、こちらは

ヴィドロ

竣介のどの作品が「ヴィドロ」に相当するかという問いに、

違いに関係なく、ある種の共通性がある。静かで、寂しげで、

岩手県立博物館には
「議事堂のある風景」
が収蔵されている。

厳しく、物言わないが、なにかしら温かみがある。
に、「饗宴の埒

僕はこの絵を見たはずだ。何人かの批評家が、この絵に体制批

竣介自身が書

外」に咲く花

いているよう

い花の意味は、 やはり答えはない。彼の描く風景画の多くには、対象や技法の

っている。黒

赤が基調にな

「黒い花」岩手県立美術館

時々の政治体制に関係なく、存

僕にはそうは見えない。その

判がこめられていると言うが、

った。

せるたくさんの絵に出会

そこでヴィドロを思わ

であり、色であり、雰囲

想起させるに十分な構図

僕にとってはヴィドロを

ライ堂」など、いずれも

裏）
」
、いくつかの「ニコ

「並木道」
、
「橋（東京駅

橋」のほか、
「運河風景」
、

他の何枚もの「Ｙ市の

在する人々の生活がこの中にあ

る。たとえ人が一人しか描かれ

ていなくても・・・。
彼が都会を好むのは、そこに

人々の生活があるからであり、

の生活のあかしをそこに見てと

彼が無人の都会を描くのも、そ

ったからではないのか。

ヴィドロのモデルとなった絵が、一柳富美子氏の解説のよう

気であった。

「Ｙ市の橋」は時期を変えて何枚も描かれており、その構図の

そんなことをまったく知らないで聴いていた僕の耳には、竣介

に、ガルトマンではなくレーピンの絵であるとしても（注４）
、

岩手県立博物館には有名な「Ｙ市の橋」のうちの１枚がある。
見事さと同時に、にじみ出る静謐さに心打たれる。空襲で破壊

の絵の方がよほど近いと感じる。

された「Ｙ市の橋」
（個人蔵）も同じであるが、その痛々しい姿
は言葉では表現できない。
同時に展示されていたと思われる
「鉄
橋近く」
「煙突のある風景」も同じ印象を与える。

品を出品した。そのうちの一つに「建物」
（もう一つのブルーの

１９４８年５月、竣介は、第二回美術団体連合展に３点の作

キエフの大門

これらの絵を見て間もなく、僕は、東京国立近代美術館での

ヴィドロを連想したのは、これらの絵のように思う。
「松本竣介展」
（１９８６）を、ついで神奈川県立美術館での「松

「建物」と対になっている）がある。高熱をおし、命を削りな
がら描いた最後の作品である。

本竣介と三十人の画家たち」
（１９９１）を見た。そして大川美
術館にも足を伸ばした。
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「Ｙ市の橋」岩手県立美術館

「議事堂のある風景」岩手県立美術館

た１９８６年の「松本竣介展」で始めて見た。６０．５×７０．

東京国立近代美術館にあるこの絵を、僕は同美術館で開かれ

病気が進行していたのを、おぼろげながら知っていただろうか

もともかく全力で仕上げよう・・・・・。すでに限界を超えて

が終わるまでは体のことは考えないで、どんなに無理をしてで

さまざまな思いをこめて描いたであろう「建物」は絶筆とな

（注５）
・・・・・・。

０㎝のキャンバスに描かれたこの絵は「建物」という名前がつ
不思議な建物である。

けられている。

ムソルグスキーの「キエフの大門」は、壮大な音の建築物で

った。

く浮き上がった建物は、

ある。ただに壮大であるばかりでなく、一転きらびやかに細や

濃い茶色の画面に白
教会のようでもあり、

かに音を奏で、最後は力強く壮麗に終わる。

ろも垣間見られる。彼は無意識のうちに死を予感していたので

竣介の「建物」も壮麗で細やかで、彼には珍しく華麗なとこ

古代の建築のようでも

でもある。
僕は思った。

はないか。

拭いた。

術館でこの絵の前に立ち、
「すまなかった」と呟き、そっと涙を

竣介の死に際し、葬儀に間に合わなかった船越保武は、都美

算をこの絵に残し、遠くに旅立った。

「生きてゐる画家」であった竣介は、それまでの人生の総決

これは竣介の「キエフ

の大門」ではないか。
彼は自らの死を意識

していたのであろうか。
きっとそうではないは
ずだ。すでに９歳になっていたカンボー（次男・莞）のために

後年、彼はこのように書いている。

にそっと手をふれたとき、こみ上げる惜別の情があった。絵

も、生まれたばかりの次女・京子のためにも、生きてこの作品
しかし、完璧を期す彼は、当然、自分の健康状態がどうであ

の中の白い建物、教会に似たこの建物の右側にある暗い入口

絵の下に、小さな黒いリボンがつけてあった。そのリボン

ろうとも、期日までに完成させなければという強い執念を持っ

から、竣介が入って行ったのだと思った。白い服の竣介が手

を仕上げなければ・・・、と思っていたはずだ。

ていたであろう。終わったらゆっくり休養しよう、しかしこれ
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あり、近代建築のよう

「建物」東京国立近代美術館

をふって、「
暗くなった。かえろう」
と言って。（
船越保武画文

/

/

展示は第Ⅰ章 前期、第Ⅱ章 後期：人物、第Ⅲ章 後期：風景、

/

集『巨岩と花びら』筑摩書房一九八二年）

た「Ｙ市の橋」が一枚だけ展示されている。これにより見る人

に、戦争で焼け落ちた、それまでのものとは技法も色も異なっ

な形の２枚が並べて掲げられ、次いで、次の部屋の入り口正面

のは、比較ができて興味深い。特に「Ｙ市の橋」は戦前の健全

いる。
「ニコライ堂」や「Ｙ市の橋」のように何度も描かれたも

テーマごとに比較ができるようになって
第Ⅳ章 展開期の順で、

/

僕は、
「建物」を見ながら船越のこの文章を読み、涙を禁じえ
なかった。
エピローグ
２０１２年６月２０日、僕は葉山の海

たちの竣介に対する深い愛情が感じられる。周囲の人たちから

展示のすべてに細かい配慮がうかがえる。展示に携わった人

はその落差をよりはっきりと理解することが出来る。

の中をあるいていた。建物は神奈川県立

辺の高台にある大きくて素敵な白い建物
近代美術館という。今年生誕１００年を

終生愛された竣介は、死後もなお愛され続けているのだ。

しかし多くのことを語りかけてくる。僕はその声にしばし耳を

僕は絶筆となった「建物」をじっと見つめた。物言わぬ絵は、

迎える松本竣介の展覧会がここで開かれ
ているのだ。
エントランスを通ると、展示室の手前

ムがなっていた。入り口に戻り、写真の竣介に別れを告げて外

午後３時前に入ったのに、気がついたら閉館を告げるチャイ

傾けた。

と話しかけた。写真の竣介は、縁側で膝

に出た。雨上がりのひんやりした新鮮な空気が、少し興奮気味

その写真に向かって
「また会いに来たよ」

に一枚の写真がかかげられている。僕は

を立てて座り、両手を膝に上に乗せている。そのために顏の上

の僕には心地よかった。
時計は５時を過ぎていた。

半分しか見えない。笑っていない眼がこちらを見つめている。
今回の展覧会は、岩手県立美術館、神奈川県立近代美術館、
宮城県美術館、島根県立美術館、世田谷美術館で２０１２年４
月４日から２０１３年１月１４日まで開催される。僕はこの文
章を書いていて、偶然それを見つけた。
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注
１． 岩手県立博物館と岩手県立美術館
筆者が訪れたこ ろは博物
館しかなく、岩手の芸術家た
ちの作品群はこの博物館に
収蔵されていた。その後、２
００１年に美術館が新設され、
これらの作品群は美術館に
移された。ホームページを見

なお、この曲は、ストコフスキーやアシュケナージなどの管弦

楽編曲版、富田勲のシンセサイザー版を始めとし、ピアノ協奏

曲に仕立てたものなど、数多くの編曲がある

ホロヴィッツはムソルグスキーの原曲

３． ホロヴィッツの『
展覧会の絵』

のピアノ譜に手をいれ（
つまり編曲し）
、

演奏した。原曲よりも華やかで超絶技巧

を要すると思われる。管見では、現在３種

類の録音が残されている。１種が１９４７

いたのはこのＬＰ盤である。その後、１９４８、５１年のカーネギ

年のスタジオ録音で、筆者が繰り返し聴

松本竣介、船越保武の作品は

ーホールでの実況録音が世に出ている。いずれも実況ならでは

ると、郷土出身の萬鐡五郎、

特別なコーナーで展示されているようである。これらの作品群

ムソルグスキーが、友人ガルトマンの遺作展で得た印象をピ

定し、それがレーピンの「
ヴォルガの船曳き」
ではなかったか

中に見当たらないため、この絵だけは別の題材からとったと推

一柳氏は、「
ヴィドロ」
のもとになった絵がガルトマンの遺作の

４． レーピンの絵

のすさまじい演奏である。

いる。

アノ曲にしたもの。有名なプロムナードに始まるこの組曲は、

と推測している。

２． ムソルグスキーの『
展覧会の絵』

次のような題名の小曲からなる。グノームス、古城、チュイル

月にクルップ性肺炎に罹患とあ

５． 松本竣介の病気について

るが、十二歳時に罹患した流行性脳脊髄膜炎以降、大きな病気を

多くの文献には、１９４７年

リの庭、ヴィドロ、殻をつけたひなのバレエ、サムエル・
ゴール
ーバ・
ヤガーの小屋、キエフの大門。後にモーリス・
ラヴェルが

したという記載は見当たらない。クルップ性肺炎とは、今で言

デンベルクとシュムイレ、リモージュの市場、カタコンブ、バ
オーケストラに編曲し、現在ではこちらの方が一般に知られる。

12
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筆者が愛聴したＬＰ

が博物館に展示されていたときも同じようだったと記憶して

岩手県立美術館（ホームページより）

ながら仕事をしたと書かれているが、何を打っていたのであろ

う呼吸困難であったかもしれない。製作中、自分で注射を打ち

この頃に突然発症したようにみえる。これは呼吸器感染症に伴

「
持病の喘息」
という言葉が出てくるが、小児喘息の既往はなく、

慢性で重症の呼吸器感染症が疑われる（
特に肺結核）
。また、時々

会展覧会に出品するために「
高熱を押して」
仕事をしたという。

外出から帰宅すると疲労が見られ、５月には、第２回美術家連合

悪化していっている様子が見て取れる。翌１９４８年２月頃から

く分からない。しかし、これを境に竣介の健康状態がどんどん

の記載では、竣介が罹患したのがどのようなものだったのかよ

小沢節子『
新装版アヴァンギャルドの戦争体験』
青木書店２００４

『
松本竣介』
新潮日本美術文庫１９９６

北・
ＮＨＫプロモーション２０１２

加藤俊明ら編集『
生誕１００年松本竣介展図録』 ＮＨＫプラネット東

大川美術館『
大川美術館・
松本竣介をめぐる近代洋画の展望』
１９８９

神奈川県立美術館『
松本竣介と三十人の画家たち』
１９９９

東京国立近代美術館『
松本竣介展』
１９８６

岩手県立博物館『
岩手県立博物館近代美術作品集』
１９８４

朝日晃『
松本竣介』
日動出版部１９７７

村上善男『
松本竣介とその友人たち』
新潮社１９８７

宇佐美承『
求道の画家・
松本竣介』
中公新書１９９２

参考にした書物

う。この頃、抗菌剤としては、サルファ剤が実用化されており、

コロナブックス編集部『
松本竣介・
線と言葉』
平凡社２０１２

う肺炎球菌による大葉性肺炎のことであろう。ただ、これだけ

ペニシリンもようやく使えるようになっていた。しかし、スト

版協会１９９２

團伊玖磨・
ＮＨＫ取材班『
追跡ムソルグスキー展覧会の絵』
日本放送出

一柳富美子『
ムソルグスキー・
展覧会の絵の真実』
東洋書店（
ユーラシ

しても、竣介には、このような原因に即した治療は行われてい
なかったようである。時代の制約は如何ともしがたいが、もう

アブックレット№１１５）
２００７

レプトマイシンの日本での発売は１９５０年である。いずれに

少し生きていてほしかったという思いは、誰もが持っている共
通のものであろう。
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共感が得られればこれ幸いというわけである。

聞配達）
（納豆うり、藁包みの中に納豆、売り歩くのは苦学生）

東京の空は広かった
◆朝

私は昭和三年 東京神田で生まれた。
いわば
「江戸っ子 神

（千葉から背中一杯に野菜・魚を売りに来るオバサン達、自

（牛乳配達の牛乳瓶のふれあう音、これで目がさめる）
（新

田っ子」というわけだ。戦災に遭う前、歳でいえば十七歳頃

分のエリアは決まっていて各自お得意がある。戦後再会した

吉元 昭治

までの神田の残影、
風景を思いつくまま順序不同で述べたい。

う

時は母は大喜び）

ら

薬うり）
（鋳掛や）
（ブリキや）
（提灯や）
（畳や）
（電気や ラ

い か け

かついだ天秤の薬箱の引出のとってをカタカタならして歩く

をひいてくる。キセルを売ったり修理する）
（定斉屋 肩に

じょうさい

（富山のくすりうり）
（羅宇屋 ピーッと汽笛を鳴らし車

◆ひる

それは遠い昔のこととなり、でてくる言葉も廃語・死語もあ
り、読者の中には見た事もなく、聞いたこともないことと思
う。丁度『医科芸術』文芸部より何か書けとの御下命をうけ
たので、まとまりはないが、思いつくまま書いた。あの頃の
東京の空は広かった。夜空には星が、夕焼けは通りも家の屋
根も赤く染めていた。
神田駅のホームからは富士山がよく見え、ニコライ堂はす
ぐ近く、その鐘もよく聞こえた。
子供達はよく遊んだ。兵隊ごっこ、かくれんぼ、メンコ、

気がついている）
（おわいや 便所くみとりや、下水道の一〇

アイスキャンデーも作っている）（街医者 入口に赤い丸い電

ジオや―ラヂヲや）
（水菓子や）
（駄菓子や）
（乾物や）
（氷や

「兎追ひしかの山」
「誰か故郷を思わざる」と歌える方は仕

〇％でなかった。横町の長屋はそうだった。遠く江戸川辺り

べーごま、鬼ごっこ、どれもがどこでもその風景は同じ。
合わせだ。私の故郷神田はビルの街と化し、空を狭くしてい

からくる）
（風鈴うり）
（金魚や）
（紙芝居 人気は「黄金バッ

（チリンチリン
ト」相手は「ナゾー」
）
（ワタアメ カルメ焼）

る。
以下順不同、思いつくまま並べただけで、若い方は何を言
っている？と、
歳をとった方には遠い記憶の糸をたぐりよせ、
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るとごみを持って集る。
黒色をしていて横に東京市のマーク）

大八車でやってくるごみ収集 チリンチリンと鈴の音が聞え

たようだ。
第一スペースがないし多くは放し飼、
鑑札は必要。

田川の花火大会）
（犬の遠吠、殊に寒い夜に、飼犬は少なかっ

だれ）
（浴衣）
（アッパッパー、簡単服）
（花火、線香花火に隅

ばんてん

木と火の用心という声、江戸っ子は「火の用心」と言えなく

ひ

と上野の山の鐘、遠く汽笛、聞こえてくる）
（火の用心、拍子

のポールから出る火花、レールをきしむ音）
（ニコライ堂の鐘

のが六匹、ほかにはいつも二，三匹。みんな仲がよい）
（市電

にもこのような猫がいつもいた。今でもなんとなく居ついた

良猫も多く、不妊手術などしないからよく子を生む。我が家

猫はどこにでもいた。ねずみ［天井の運動会］をとるので野

（護美箱、ごみ箱）
（大八車、リヤカー、オート三輪車）
（人
力車、赤毛布、家紋がついた提灯、車夫の印 半纏、笠をか
ぶり黒脚半）
（市電、終電の前の青、終電の赤電車、軍人割引、
早朝割引）
（トロリーバス、戦後）
（オイコラ、 警官のこと、
悠々歩き馬糞があちこちに）

どこでもオイコラ、永井荷風も困った）
（大通りは荷馬車が
ポンポン蒸気（隅田川を上下して客を運ぶ。先頭に蒸気船。

て「しの用心」という、
「質屋」は「しちや」
）
（チャルメラの

煙突から煙の輪がポンポンでる）
チンチン電車（市電のこと。運転手と車掌がお互いにひもで

笛、お腹がグー）
（南京虫、夜中に出て来てチクリ、とてもか

ご とく

じゅう の う

たらい

ねずみ

り）
（冷蔵庫、氷やが一貫、二貫ともってくる）
（賞味期限な

（蝿帳、蝿取りテープ、蝿取り紙）
（鼠取
洗い張り板）
（褞袍）

ど て ら

（銅壺）
（五徳）
（炭入れ、炭ばさみ、十 能）
（盥）
（洗濯板、

どう こ

（掘り炬燵）
（長火鉢）
（七輪）
（台所の荒神様、火の要慎）

◆家の中

とり、猫をつかまえ三味線の皮にするそうだ）

ゆい。戦后ＤＤＴでいなくなったが最近復活したという）
（猫

前後鐘をならす。その音がチリンチリン）
◆小學校
（関東大震災の教訓で建てられた鉄筋三階、当時では超モ

や

ダン校、中央暖房、プールもある、秋の運動会、マッチの空

か

箱に便を入れて持っていく蛔虫検査）
◆夜
（銭湯、番台、三助）
（ねこざ）
（蚊帳、緑色と高級なのは
うす水色）
（蚊取線香）
（縁台）
（豆腐やのラッパ、夕方）
（す
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どないから、臭いをかいで判定、毎日食べるものはその日に

み こし

消費、公設市場）
（勝手口から毎日御用聞が顔を出す）
◆お祭り
（神田祭、神田明神の祭、御輿をかつぐ、ワッショイ、ワ
ッショイ）
（招魂祭、今では考えられない靖国神社の例大祭、
サーカス、オートバイの曲芸、屋台、賑やかだった）
（東京音
頭、桜音頭、街の四つ辻、広場で輪になって踊る）
（秋の大掃
除、町中で畳まで外に出してパタパタ、子供はとった鼠をも
っていくとお礼がもらえる）
（初午「江戸に多いもの伊勢屋、
稲荷に犬の糞」という位、町内に稲荷が多かった。我が家に
も稲荷が鎮座し「正一位熊谷稲荷大明神」の幡を立て、太鼓
をうち、五色の紙に稲荷の名前をかく。御馳走が出て店中で
お祝い、お客もくる）
（お盆「お迎え、お迎え」とお迎えやさ
んがきて、お盆で飾ったものをもっていく）
（三河万才、ゑび
す、大黒の姿で鼓をうち各家をまわる、或る年大雪で万才や
さんが帰へれず家に泊っていったことがある）
◆映画館と寄席
神田は学生の街だったから映画館が多く、商人の街でもあ
ったから寄席も多かった。

（神田館、神田シネマ、シネマパレス、南明座［この二つ

、神田
は洋画専門］ 大都館［大都映画という会社があった］

日活、銀映座、東洋キネマ［戦後戦災にあわず残った］
、神田

ニュース劇場［ニュース専門館、ポパイやベティちゃんも併

映］
、本郷座、三崎館［この二つは少し遠い］夏は怪談映画「四

谷怪談」
「番町皿屋敷」
「鍋島の猫騒動」
、猫が夜になると行灯

の油をなめる、歌は勝太郎、市丸、美ち奴、戦後は神楽坂は

ん子、面白い歌は「今日もコロッケ」
「うちの女房にゃひげが

つかのまのフリーな時代）
（たちばな亭、須田町、夕食後行っ

ある」
「あ～それなのに」
「貴方とよべばなんだいと応える」
、

てもよかった寄席。他に広瀬中佐銅像前、すずらん通りにも

名前は失念したが寄席があった）（銅像といえば広瀬中佐と杉

野兵曹長、万世橋は賑やかで神田駅と御茶ノ水駅の間に万世

橋駅があり、今でもホームだけはある。鉄道博物館があった

が、
大宮に移転
〔中央線の列車は新宿ではなく飯田橋が始発、

その後貨物駅になる〕 戦後残っている銅像は上野の西郷さ

ん、丸の内の和気清麻呂、皇居の楠正成）

山手線より外は郊外といわれ、山手線の駅から外にいくの

◆郊外列車
を郊外列車といっていた。

（西武電車 ― 今の西武線とはちがって、新宿大ガードか
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今ではその下を地下鉄が通っている）（武蔵野電車は今の西武

ら青梅街道を通って荻窪までの路面電車、のちに都に買収、

原爆で広島・長崎と被災。これらの亡くなった方の無念は誰

だ向側で約十万の死者、人間の尊厳もない死骸の山、この後

年で終戦、この約二週間後東京大空襲。すぐ隅田川をはさん

ただ

下着をはいていなかったのが理由という。空には飛行機がと

貨店で大火災、女子従業員とびおり死者多数。当時は和服で

る）
（白木屋の火事 ― 幼稚園の頃、今はない日本橋白木屋百

（スフ ― ステーブルファイバーの畧、代用繊維、よく切れ

給二十円支給、使い途なし。ひるは食事が出て有難かった）

（防火槽、防空壕）
（廃品回収、金属回収）
（勤労動員、月

が晴らすのか。

池袋線、秩父からセメントを運ぶ、新宿線の名はそのまま）
（王電 ― 王子電車、今の都電荒川線。都電として唯一つの
こる）
（玉電 ― 玉川電車 ― 今の田園都市線。多摩川の砂利
をはこぶ。三軒茶屋附近では道の中央ではなく、端を走って
いた。今では二四六号線、地下には田園都市線が通っている）
（京王帝都線 ― 井の頭線。今の京王線の始発は新宿伊勢丹
の先にあった。その伊勢丹はほていやと共に外神田、昌平橋

んでいた）
（皇軍百万坑州湾敵前上陸 ― アドバルーンが上
のぼり

る）
（花電車、提灯行列）
（出征兵士、日の丸をふる「祝○○

君出征」の 幟 、バンザイ、声なき凱旋）
（赤紙召集令状）
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の近くにあった。今川橋には松屋呉服店があった）
（城東電車
― 亀戸から今井方面に。
廃線）（京浜急行 ― 京急）（小田急、
東武東上線、東武、京成はそのまま）
◆戦中

◆戦後

（闇市、闇米、経済警察、特攻くずれ）
（白衣の勇士）
（赤

（代用食）
（代用品）
（白米 ― サイゴン米 ― 南京米 ― 満
（隣組）
（配
州からの大豆油かす ― 乾燥南瓜 ― 乾燥いも）

線）
（ＮＨＫ ― 街頭録音、尋ね人の時間、私は誰でしょう）

報、サイレンが鳴る）
（焼夷弾 ― モロトフのパン籠）昭和二
の爆音は

あり〔スパイ〕
。欲しがりません勝つまでは、贅沢は敵だ、

ぜいたく

（今日は三越、あすは帝劇〔戦前〕壁に耳あり、障子に目

◆標語 スローガン

給）
（竹やり、バケツリレー、長ほうき）
（警戒警報、空襲警
十年二月二十五日夜我が家は戦災にあい全焼、Ｂ

ひる間は空襲、国は半ば機能せず何等救護処置なし。あと半

今でも覺えている。飢えと寒さ〔大雪が降る〕はこたえた。

29

パーマネントはやめましょう、産めよふやせよ地に充てよ、
なにがなんでも勝ちぬくぞ、一億玉砕、後に来るを信ず、海
行かば、靖国で会おう、皇国の興廃この一戦にあり、乙旗を
あげよ、爆弾三勇士〔上海事変、江下、北川、作江〕
、神風）
◆衣類
（男子は越中褌、国民帽、国民服。女子はモンペ、防空頭巾、
名前を墨でかき胸につける）
◆日常
（ヤマト糊、仁丹、ライオン歯磨、ウテナクリーム、ドリ
コノ、カルピス、サクマ式ドロップ、グリコ森永ミルクキャ
ラメル、鉄砲玉）

シ、アウトはダメ、敵性語）
◆航空機

神風号（ロンドンへ）
。航研機無着陸長距離飛行記録。ニッ
ポン号（世界一周）
◆地下鉄

今の銀座線が第一号、
初めは浅草 ― 新橋、
後に新橋 ― 渋

谷、その頃は直接つながらなかった。車内の照明は窓上の間

接照明、
淡い落ち着いた照明で洒落ていた。
手すりはバネ式、

車内後方には車掌がいて、声を上げて案内、ドアーは車掌が

開閉スイッチを押す。戦後丸の内線が初めて開通）

輛の帯は一等車は白、二等車は青、三等車は赤、切符も色が

（東京駅など大きい終着駅では赤帽〔一等二等待合室、車

◆駅
（浪曲、広沢虎造 ― 森の石松、清水の次郎長、寿々木米

違う〕
）
。車内電報〔車掌に頼む〕手荷物一時あづかり所〔ロ

◆娯楽
エノケン ― 二村定一
〔満州で病死、
若 ― 佐渡情話）（喜劇、

ッカーはない〕
。チッキ〔チェックのこと、乗車券を出して託

車中は便所は使用禁止。直接落下式なので〕

も、なんでたんをはく人が多かったのか。衛生上という。停

送する手荷物〕
。たん壺〔構内にも、ホームにも列車の通路に

神田小唄、あお空、アラビアの唄などを唄う〕
、柳田貞一、中
しみ

村是好の一座、でんすけ一座、ロッパ一座、清キン一座、笑
いの王国、ムーランルージュ〔新宿〕
、ＳＳＫ〔松竹少女歌劇、
国際劇場〕
、曽我廼家五郎一座、大阪喜劇、野球はセーフはヨ

- 67 -

◆子供の遊園地
（花やしき ― 浅草、花月園 ― 鶴見、豊島園 ― 練馬、
デパートの屋上、デパートのお子様ランチ）

◆区

今問題になっている「大阪都」のように、東京都も東京市

と東京府に分かれていた。そう東京市もほぼ山手線の囲みの

中に多くあった。麹町、神田、下谷、本郷、小石川、牛込、

京橋、四谷、赤坂、麻布、芝、日本橋、深川、本所、浅草区

といった具合である。このうち、四谷区か赤坂区のどちらか

◆のみもの
（電気ブラン、赤玉ポートワイン、ラムネ）

が最も狭いと思っている（この処、少し記憶がアヤシイ）
。そ

これは何とよむ。
「メリヤス」のこと。

◆莫大小

官といっていたと憶えている（戦争中）
。

板橋区で大きすぎて二つに分かれた。都知事とはいわず都長

橋、練馬等の現在の区になった。練馬と板橋にもとは一つの

宿、荒川、北、葛飾、江戸川、大田、豊島、墨田、江東、板

のうち合併、広くなり、千代田、港、中央、台東、文京、新

御召艦、戦艦比叡にのった時、エレベーターやラムネ製造
器があったのには驚いた。
◆円タク
子供の頃の流しのタクシー、市内一円均一料金、メーター
などない、
客と運転手のかけひき、
近ければ五十銭にもなる。
運転手はハンチングをかぶり恰好よかった。警笛は「ブウ、
ブウ」

二千六百年、昭和十五年、突然大空に四発の飛行艇を先頭

◆美人
今とちがって美人の標準もちがっていた。
「柳腰」夢二式、

に爆撃機、戦斗機、あらゆるタイプの大編隊、その響音と続々

なでながらの行進、何もかも戦争につきすすんでいた。

はないだろうと思った残墓、銀座に陸戦隊が軍艦マーチをか

と飛んでくる編隊を見上げ思わず万才をし、これで敵うもの

かな

細腰がよいとされ、お尻の「出尻」
、つまりつき出している豊
満なお尻に美しさを認めなかった。それと同じく「巨乳」も
美の対象ではなく、大きい人は、さらしを胸にまいた（ブラ
ジャーがまだないので）

- 68 -

いろいろ順序不同、前後交錯、申し訳ない。記憶は歳と共

に衰える。あの下町情緒はとうに消えうせている。読者も何

んの事だかよく分からないのもあると思われるが、すべては

遠い昔の出来事なのだ。
「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」

表紙の言葉

『 静謐 』 鈴木 啓之（埼玉県）

昨秋の日本医家美術展（銀座・悠玄）に出品した作品である。
信楽の壺を３個描いた。いずれもどっしりとしたズンドウ型で安定感がある。
この形は古くから蹲（うずくまる）と呼ばれている。ひとが蹲っている姿に似
ているので、この呼称だそうだ。壺は３個とも信楽在住の女流陶芸家渡辺愛子
氏の手による。信楽は釉薬をかけない。燃えさかる薪からとんできて付着する
灰などによる自然釉が特徴である。灰がかからなかった場所はがさがさの表面
が露呈している。これがまた温かみのある味を出す。
壺は花や果実のように枯れたりしなびたりしないのがありがたい。何ヶ月で
も同じ姿のまま置かれた場所にある。この絵は夜の時間帯に制作したので、光
は天井の電灯から垂直に壺を照らしている。陰翳のなかに壺が浮かび上がって
いる絵になった。文芸特集号の表紙に馴染んでくれるよう願っている。
昨年の医家美術展終了後の合評会で、きちんと形のととのった壺も結構だが
割れ壺もモチーフとして面白い、と助言をいただいた。そこで今年は割れた壺
にチャレンジしてみようと考えている。さてどんな絵になるか楽しみでもあり
心配でもある。
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閑話随想三題
村山 正則

とあるが、まさにそれだ。青壮年時代は何かと引きしま

った日常の流れの中に充実感があった。人生八十年と余

裕がたっぷり生まれたのに、伸びた分が休みになってし
まっているこの頃。

―桃太郎のお伽話をしていて、川上から大きな桃が

 去る日、ある会合で女性小学校長先生と同席したとき、
こんな話をきかされた。

てすでに二十四年。

川遊びなどの少なくなった今日、水面地面などで感じ

「ドンブラコ」と流れてきて…と語っても「ドンブラコ」

方の生存者は人口の０．二％（二十一万人）
。大正生まれ

とる表現も、死語になりつつあるのか。何かにつけて、

って何？ この表現の理解出来ない子が多い…と。

は四．四％（五六〇万人）
。同世代の友の訃報の多いこの

言葉や表現に大人と子供の共通認識が崩れつつある―

昭和なら八十七年。

頃。我ら大正生まれの数少なくなった「居残り組」の感

と言われるのも頷かされる時代だ。昭和もそろそろ遠く

日計表をみて、
次の休日はあれをしよう、
これも…と、

いう美しい言葉も聞かれなくなった。風景が消えれば言

たことがある。畑や畠が消えつつある今日、
「麦秋」と

なりつつある。そういえば、
「麦秋」って何？ときかれ

を思うこの頃。

大正では―大正百年。報道によれば、今日明治生まれの

平成の時代に入っ

閑話つれづれ
◆

◆

皮算用をするのだが、その日になるとさっぱり手がつか

葉も消えてゆく…か。

「この口許のシワ、
何とかなりませんか。
今の医学では…。
」

しわの美学

ず、いつしか休日連休が無意に過ぎ去る。朝から晩まで
時間がある…と思うのか、休日のテンポは平日より余程
ゆっくりしているのだろうか。
パーキンソンの法則によると、
「はがき一枚書くのに、
忙しい人は三分ですますのに、有閑人は半日仕事だ。―
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難しいことを言う人が時々いる。人間の体からシワを駆除
するような医学は、情緒の感性を否定せしめることにもつな
がるじゃないか。シワとは生きてきた人間の年輪が象徴とし
べったり笑ったりする度に、
その表情の中で演技をしている。

て刻まれたものではないか。顔、額、口許…のシワが、しゃ
年を重ねただけ生きてきたのだ。体力の衰退がほころびとな
ってシワになった。そのシワを誇りにしたらどうだ。
「シワ」の話題に出会うと、右のように言ってその人のシ
ワの演技を讃えてあげることにしている。
“ソマリアの子を そっと抱く
ヘップバーンの星霜深きしわ やさしかり”
オードリー・ペップバーンが六十三歳で亡くなる前に、ユ

証明じゃないの」―と。

顔の中のシワ、シワの中のシミ、そう、それだけ生きてき

たんだ。シワを誇りに生きたいものだ。
ゆとりのない風景

独居老人の孤独死に対する検死の要請が多いこの頃。―死

とは病院死を意味する今日、自宅で家族で看取られての死の

少ない今日では、
「死に水をとる作法」など遺族に話しても判

ってくれる人は皆無と云うべきか。

私たち八十世代の古い人間が、いつか見てきた風景、文化

が消えて久しい。よき時代をなつかしむだけでは無意味なの

は当然だが、人間、お互い共有する風景は文化ではなかった

のか。情緒、風情というゆとりのない風景だけが残った白々

いた彼女のしぐさ、永遠の美女と言われた表情の中に刻まれ

るにつけ、ヤボの極みとも言える現代の欲望の、無限追求を

検死のあとの、老人に対する看取りの文化の衰退風潮をみ

しさ。

たシワのやさしさが、人の心を打ったあの報道写真。ヘップ

考え直すことへの無意味さを思うこの頃である。

ニセフ親善大使として飢餓地帯を訪問した時、難民の子を抱

バーンの顔のシワの美しさを称えた一句が、古いメモ帳に残
っていた。
「年をとるのは仕方がない。それだけ生きて来たんだから
当たり前じゃないの」―杉村春子が言っている。
「シワはその
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詩人 高橋通先生への応援歌

プロローグ

上田 正昭

必ずしも旅は平穏不事、楽しいとも限らない。芭蕉が述べ

ている様に「古人を多く旅に死せるあり」と書かれ、要する

に人生、何時、何処で何が起きても不思議ではないといって
いる。

『医科芸術』事務局の鈴木悦子さんから「文芸特集号」へ

２．解離性大動脉瘤

「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。

の原稿の集まりが悪いので、私にも投稿要請があり、いささ

１．おくのほそ道
舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらえて老いを迎ふる者は、

丁度そんな時、十二月十八日（日曜）
、昼は食道癌で亡くな

かでも協力しなければと承諾したところ。

『おくのほそ道』穎原退蔵、尾形仂訳注（角川ソフィア文庫）

日々旅を栖とす」

その夜半のこと、そんな訳で私は原稿用紙と睨めっこ。同

った女房の兄の七回忌の法要の集いで。

と称される逸材。おくのほそ道の著述は元禄二年（一六八九）

じテーブルに並んで座っていた女房が、突如「背中が痛い

松尾芭蕉（一六四四～一六九四） 江戸初期の俳人。俳聖
といわれ、時に彼四十六歳の折。奥羽・北陸地方への紀行文

で心臓血管外科医がいたことで診察を依頼。ＣＴの結果「大

幸い救急隊員も早く到着。大学病院へ搬送。たまたま当直

て、時間をロスした。

慌てて足が地に着かないもので、一一九の電話番号を間違え

イ！」
「救急車を呼んで」と喚き、只事ではない様子。大変だ！

私ごとで口幅ったい云いようになりますが、
『おくのほそ

として傑出した文体といえる。
道』冒頭の導入部分の語路の感じが実に心地よく、以前から
私の駄文のプロローグに借用したいと願っていた。
ところが先のソフィア文庫の注に、芭蕉も李白の詩『夫天

亀裂部が下部だったため、オペの適応はないと。一応安堵す

一般的に原因を高血圧とされるが、
日頃女房は低血圧気味。

動脉解離」と診断され、そのままＩＣＵへ直行となる。

自分のものにすることを自家薬籠と表現しますが、芭蕉は実

る。病状も安定していることで一般病棟へ転室。

詩集）を参考にしたとあり、逆旅は宿屋、過客は旅人であり、

地者万物之逆旅、光陰者百代之過客、而浮生落夢』
（古文真宝

に見事に消化吸収、才能の一端を披歴しているのです。
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いきなりの独身生活。正月どころの騒ぎではなく、掃除、
洗濯まで全く手が回らない。東日本大震災のように大災害に
遭遇したから「絆」
、いや人間は支え合わなければ生きられな
いと。今更ながら痛感した次第。
３．
『つうさん』と俺
さて高橋通先生、通常私は『つうさん』と呼ぶので、恒例
に従う。
彼の『医科芸術』のグループでは、かつての文芸部委員。
詩人として活躍され、例えば「文芸特集号」の合評会などで、
執筆者本人を目の前にし、口角泡を飛ばすといった具合。手
厳しく批評を下し、当時も特異な存在だったことは間違いな

何で彼と俺、馬が合うのか？

どれもこれも凡て、体格、キャラクターにしても相違どこ

ろか、全く反対。だから喧嘩にもならないのだろう。

ポンユーとして『つうさん』には申し訳ないが、私は詩を

苦手。よく良否が分からないから。

いささか私なりに彼を眺めてみると、以外とデリカシーな

男で、実に知識は豊富。いつも本を抱え、私にも「本を読め」

と云われる。
『医科芸術』文芸部に紹介してくれたのも彼。
「こ

れでも全国誌なんだから、投稿してみろよ！」と勧められ、

現在も老後の頭の体操に役立っていて、感謝している。
４．茶の湯から禅へ

十年も前の出来語になるが、常に和服を召し、得も言われぬ

たもので、様々な体験を経ている。それにしても古い話、五

またしても道草になって恐縮ですが、私も長い年月を生き

面食らったことは、文芸部委員の連中に呼び出され、芸者

い。
遊びを教えられ、
『つうさん』共々飲めない酒を飲み歩かされ

た折、無理を願い、私の処を出張所とし数名の弟子を集め、

上品な老婦人。茶道教授をされているとのこと。外来を訪れ

はて、何時頃から『つうさん』と親しく付き合うようにな

それぞれ初・中・奥伝へと進んだところで生憎と師匠が急逝。

たり、愉快な連中もいたが、今頃どうしているだろう。
ったのだろうか。先ず地区医師会執行部で机を並べた頃か

茶道、茶の湯に触れるまで、菩提寺が臨済宗南禅寺派の末

の侘び茶が継承されている。

茶聖・千利休、その孫の宗且、山田宗偏へと「和敬清寂」

協議して教室も解散（宗偏流都派を称す）
。

執行部でも彼意見や見解を相違すると、
執拗に食い下がり、

な？
将に看板に「二本松クリニック」と標榜している如く、東北
人の気質・頑固さを表明しているよう。
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寺なことも、戦後の多くの日本人の通弊で、宗教に関心が薄
かった。
先の宗且は特に禅に傾注。大徳寺・翠厳老師に師事された
縁とは不思議なもので、丁度そんな折、私の従姉妹が夫婦

と伝えられる。
で来宅し、雑談の中で彼、曹洞宗の僧侶で発心寺の故原田祖
岳老師の法嗣であい、彼が主宰する日曜禅会へ勧誘され、参
禅。
結跏趺坐、丹田呼吸、数息観など座禅作法の基礎を警策（四
尺余りの樫の棒、学人の背中を打つ）で叩き込まれた。
また曹洞宗でも発心寺派は公案、禅問答をも採用している
ので、黙照禅ながら看話禅を併用。
親戚の故小俣興岳老師から禅録『無門関』の提唱・講議を
受け、しばらくして老師が病で倒られ、転錫。文京区の龍雲
院、故小池心叟老師の白山道場、直心会へ入門。プロと違い、
庭詰・旦過といった儀式的な規定はない。
いよいよ相見香代を納め、独参、入室。
喚鐘二点打ち師家と学人。マン・ツウ・マンの公案、禅問
答に入る。真剣勝負。
最近では歳を取り、活力の減退もあり、我欲も消え、よう
やく禅が分かりかけてきたよう。

５．詩集 くさぶえ

「つうさん」に再登場を願う。

何かの折、ひょっと彼が私に小さな本を三冊ポケットから

「やるよ！」
「自費出版ではないぞ」と、彼は鼻を鳴らせ、

出し、手渡された。詩集だった。宝文館出版とあり。
うそぶいて見せる。

最も立派に表装された本を紹介すると、全く彼の風貌とは

似ても似付かない。小振りで、縦十九糎、横十三糎、表紙は

本の裏を繙くと『くさぶえ』一九六九年八月十日 初版発

布製，紺地に淡い朱色が散らされ、満洒。

行。一九九八年九月七日 新装版発行とあり、再発本、つま

りは売れているということだろう。

やはり「つうさん」も人の子、お袋さんへのノスタルジア

「亡き母に捧ぐるうた」

が冒頭に綴られている。

我が嘗めしものは辛かりけり
た

転びては傷つき
傷つきては奮発てり
歩きてはつまずき
つまずきては哭けり
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も

の

みちのくの厳しき自然が
耐え難き
与うるものは優しさの
こぼれて生えし稲穂かや
我が嘗めし その辛きにも
悶え悩める そのそばに
強くいたわる垂乳根の
胸押しあてて励ましけり
さ

が

この子等は何よりもよき性質
我が子たり
怒らずただただ諭しけり
暗き夜空にうす明り
灯せし母の温かき
しとね

ああ あたたかき 褥 あり
おんみのなくば我もなし
うた よ

たらちね逝くの哀しさに
詩詠みせるもゆえありて

か

み

ふ

し

太き指 膨れし関節

ほ ほ え

たゆとう白髪の乱れても
しかと握りて 微笑めり
あわれあわれと憶うこと
事ごとに涙にかれりけり
さわれ
こころ

この身に宿りしは

おん身の 霊 のうたなれや

「あとがき」にこの小品集を足掛かりにして心の対話の機

会が生まれ、新しい時代の小さな担い手として、お互いの精

神的な遺産となるならば、これに過ぐる喜びはないと。

なかなか格好いい文章で結んでいる。

寛大な「つうさん」だから、彼のあとがき文に私が加筆し
ても許されるに違いない。

いかに非才な私でもポエムが理屈の集積物、左脳の産物で
ないこと位知っている。

そして、意外なことに「亡き母に捧ぐるのうた」の中に、

長年に渡り私は禅会へ通い、公案修行に専念してきた。

彼と私の共通点を発見したのだ。なるほど。
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科学でいえばＤＮＡだが、それ以前の存在を禅では「父母
未生以前の本来の面目」と表現して、さあ何と答えると老師
が学人に迫る。
「つうさん」しみじみと亡き母の面影を偲ばれ、
「おんみの
なくば我もなし」と思わず言葉が口を突いて出たのだろう。
欣喜雀躍、学人なら小躍りするところ。
「つうさん」現在腰を患い、寝た切り状態。ベッドから車
椅子に移動するのも困難となり、かつての覇気が全く消えて
単語が頭に浮かべば、次々言葉が出て来て詩文になると豪

いる。
語していたのに。
失礼だが、老老介護、奥様の献身的な努力に敬意を表し、
せめて慰め、励まそう。
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〈長篇詩〉

ロボットたち

我々 僕たち 私たち――

天瀬 裕康
自分たちの第一人称にも いろいろありますが
ホモ・サピエンスと名乗る連中にしても
普通は人だけれど 文化的な意味を持てば人間

集合として扱うときは人類 動物の場合はヒト

その人間たちに 自分たちは作られたのですが

初期のご先祖様は ほんとに簡単な道具でした

進化といったほうが より適切ですが

だけど自分たちにも 進歩があります

人間たちは そう呼ぶことを 好まないらしい

自分たちだけで偉くなるのも 好まないのです

そこでトラブルを起こすことが 多くなります
序盤なのかもしれません……

やがて決着がつくのでしょうが 今はその日の

夢と悪夢の中で

人間は ほんとに 身勝手な動物だ

自分に都合のいいような 夢を見る

自分たちは楽をして 安全に暮らそうとする

それは 文明のすすまぬ大昔からだ

一部の人間には カリスマ性がある

彼ら人類には 悪智恵があった

彼らは他の動物を飼い 家畜化した
イヌやウマがひどかったが

- 77 -

他者を犠牲にするという料簡は

さすがに奴隷制度は廃止されたが

奴隷にされたヒトたちもいた

呪術的な諸物質を加え 人工生命を作ったと云うが

自分の精液をフラスコに入れ 妖しげな呪文とともに

例えば 伝説的な錬金術医のパラケルススは

目的の中に あったという

わざ

文芸復興・ルネッサンスというものがあった

十三世紀末から十五世紀末にかけて

錬金術こそ 最も人間くさい業ではなかったろうか

後世の詩人は揶揄したが

「錬金術師はまだ誰一人 何の宝も手にしていない」と

己の精神を高貴にすべく虚しい修業を続けた それで

むな

彼だけでなく 多くの学者や魔術師たちも

それは いったい 本当だろうか？

彼らの文明の 基調なのだろう
古いヘブライには 泥人形の
巨人ゴーレムの伝説がある
ギリシャ神話には 青銅製の
人造人間ターロスがいて 浜辺を歩き
人間の代りに 沿岸の警備をした

オートメーションの嚆矢として

神中心の中世文化から 人間中心の近代文化への

人間の仕事の大部分を 機械で置き換える

一種の 自動扉を考えた

大転換の端緒だった というのだが

ギリシャ人は 西洋紀元が始まった頃
火をつけると開き 消すと閉じるのだ

中世の錬金術師たちは

千年間ほどが 中世と呼ばれる

人文主義と云えば 聞こえはいいが

芸術だけでなく 人間の考え方自体を変えたもの――

ギリシャやローマの 古典の復活を契機として

イタリアに興り 全ヨーロッパに拡がった時代思潮で

過剰な評価は 如何なものか

なみの物質を金に変えることだけでなく

狂気とまでは 云えないとしても

四世紀末の ゲルマン民族の大移動から

人工的な生命を作ることも
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ルネッサンスの功績を まったく認めないわけではないが

じつは 大きな間違いだったかもしれないのだ

だが歴史は そのまま進むのだろうか

神の中世から 人間の近世へ

これ以後 人類は 限りない地獄へと

ルネッサンスは百花繚乱 爛熟した

ルネッサンス期 だからといっても

ルネッサンスになってからの 自由のほうが楽しい

中世的な禁欲 制約だらけの生活よりも

人間の欲望には 限度がない
全部が良かった わけじゃあないし

メディチ家が支配するフィレンツェでは

嵌り込んでゆくかも しれないのだ……

すべてが悪かった わけでもない

それは 殊のほか甚だしかった

決して 悪いものではないが

だから ギリシャやローマを調べるのは

『神の国』にて ある思想的ピークを示した

中世への入り口においてアウグスティヌスは

『自然史』の中で 人類の性状を記述した

西暦一世紀 ローマの博物学者プリニウスは

美しいヴィーナス 強そうなヘラクレス

ギリシャ彫刻は 素晴らしい

宗教界と俗世界の改革を図り 「虚栄の焼却」を命じた

「キリストを王とする『神の国』
」と宣言し

やがて市政を牛耳ると フィレンツェを

次第に 人心を掌握してゆく

彼は社会の爛熟と教会の堕落を 激しく攻撃し

サン・マルコ修道院の いくらか幻覚のある説教者――

そこへ登場したのが サヴォナローラという

という疑問や危惧が 湧きだしてゆく

だから一部の人々の心の中には これでよいのか

男は女らしく 女は男らしく……同性愛も蔓延った

ただただ 一切は 過ぎてゆく

人間中心の文化 人間解放には

贅沢品だけでなく 貴重な美術品も焼かれた

火を見ると 群衆の気持ちは 燃え滾る

たぎ

多少の行き過ぎは あったらしい
美しい女性の絵も たくさん描かれていた
贅沢な人形も たくさん出回っていた
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ボッカチオの『デカメロン』もポルノ小説扱いにされ
「春」や「ヴィーナスの誕生」などの名作を描いた
画家のボッティチェルリは 自分で 自分の絵を
あの 業火の中に 投じたのだった
この「虚栄の焼却」も再度にわたると 人心も倦む
法王から破門されたサヴォナローラは
結局 自分が焼いた贅沢品と同じように
火焙りの刑に処せられた 十五世紀の終り頃のことだ
群衆は叫ぶ 「空が赤く黒い」と
空は赤く 黒く 爛れていた

いくたび

彼らは幾度 眺めてきたことだろう

あれは人類の脳裡深くに潜む 原光景なのか？

十六世紀の初め レオナルド・ダ・ヴィンチは
自動ライオンを制作した

あ ひ る

十八世紀になると 時計の技術が応用される

フランスではヴォーカンソンが 機械家鴨を公開した
かも

家鴨は鴨を飼養したもので 肉や卵を食べ

羽毛は羽布団に使う気の毒な鳥だが 機械の骨組みの図は
始祖鳥みたいで 薄気味悪い

スイスでは ジャケドロス親子が

文字を書いたり 絵を描く人形を作った

ふんしょこうじゅ

サヴォナローラの事変は

ゼンマイ仕掛けで動かすのだが あまり上手に動くので

秦の始皇帝による焚書坑儒とは違うとしても
人間の狂気の 一つのサンプルにはなるだろう

魔法使いではないかと 疑われたそうだ

い

お客さんが湯呑み茶碗を盆から取ったり載せたりすると

有名なのは茶運び人形――高さ三〇センチほどだが

太鼓を叩いたり宙返りをしたり いろんな人形を作っている

からくり儀右衛門の異名を取った名人芸の職人は

日本では江戸時代に 『機巧図彙』という本が出版された

からくり ず

時代思潮というものは 移り変わる
他方 人間の社会には
集団として働く理性のようなものがあって
それが極端な狂気を抑え
然るべき未来へと 動かしているのかもしれない
だが それにしても人類は 狂気の歴史を繰り返した
あの 赤く 黒く 焦げた空を
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それに合わせて体を動かし そっと歩む

イヌは牛馬よりも古く ネコとはまったく違った意味で

僕たちの知る限り

イヌとの出会いは いい例じゃないか

いずれも木のゼンマイと クジラのヒゲ板製のバネで動く

人間と付き合ってきた家畜のナンバー・ワンだ

弓ひき童子は 自分で矢を取り弓を引き 的に当てる

まだ我々の直系尊属 つまり両親といえる段階ではない

ゾロアスター教の聖典『アベスタ』は 次のように云う

なんとも精巧な からくり人形の出現だが
我々と繋がるには もう一段階 何かが要るのだ

「牧場のイヌと家のイヌと これなくしては 家は存在しな
い」と

形態的には美人画や役者絵や 人形たちを思い出すのだが
そこには 男と女がいる

ヒトもイヌと同じくらい 家畜化されている？

人間に対する理解力の点では イヌは類人猿より優っており

機能的には からくり人形とはまったく違う

家畜は野生時代の原種に比べると 病気に罹りやすい

ノーベル賞学者のローレンス博士によれば

形態的には 人間の男女とは異なったものが

環境への適応性が弱くなっているからだ

同様に 我々にも 男性型と女性型がいるし

社会に出て来て 広まるのを

ゾイナーの『家畜の歴史』によると

機械は雄ネジと雌ネジで繋がれているるのだが

ひそかに

太古のヒトと動物の仲は トゲトゲしたものだったらしい

例えばイヌには 騎士道的な性向があって

このコペルニクス的変換によって いろんなことが分かる

人間中心の生物界観は かくて崩壊したのだが

ヒトもまた 家畜化されて人間になったのだ

ヒトが オオカミの一族を家畜化してイヌにしただけでなく

だから絶えず不安に 苛 まれ 誰かと共存したかった

さいな

待たねばならないのだろう

同族の外にも
人間は ほんとうに 横着な動物だ
いつも 自分の代わりに働いてくれるものを
探したり 作ろうとしてきた
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人間の女性が強くなったのも イヌ的家畜化のせいだろうか

雌に対して雄が暴力を振るうことは ご法度なのだ

人工細胞からの人造人間 僕たちとは違う種族……

僕たち機械出身者と異なり 有機物だという点だ

ひたすら 強調しておきたいのは

失敗だったと 後悔しても遅いが

ロボット的に 使おうとしたのは

オオカミやジャッカルを家畜化し

イヌやネコを飼っていたが それだけに生物についての

動物が大好きで ダーシェンカとかプドレンカと名付けた

プラハの大学で哲学を パリでは生物学を学んだ彼は

繁殖し過ぎのため 陸地が水没し 逆に征服される……

安上がりで扱い安い労働力として飼育した山椒魚の

彼が三六年に書いた長篇『山椒魚戦争』では 人類が

「ロボット」という言葉の発生と

持論・達見を持っていた

第一に ヒトだけが地球の覇者でなく 条件次第では

真実・正当な使い方のことなんだ

アリやハチでも 高度な文明を築くかもしれはいこと

水と泥から人間を作り 天上の火を人間に与えたが

ギリシャ神話のプロメテウスは

題して『フランケンシュタイン――現代のプロメテウス』

詩人シェリーの夫人Ｍ・シェリーが 怪奇小説を発表した

これより一世紀まえの一八一八年 イギリスで

おどろおどろしたものか ちょっと歴史を眺めてみよう

有機的な細胞から発するロボットもどきが いかに

この二つは 将来 別の面から問題になるのだが

どうすればよいか？ ということ

あれは 忘れもしない 一九二〇年のこと
エル

第二に そうした生物が攻めてきたら いったい

ウ

チェコスロヴァキアの作家 カレル・チャペックという男が
エル

『Ｒ・Ｕ・Ｒ ロッサム万能ロボット会社』という
奇妙にも魅力のある 戯曲を書いた
うるさい労働者の代役として 安上がりで文句を云わぬ
「ロボット」という人造人間を作った人間が
数の増えたロボットによって 滅ぼされてしまう
この「ロボット」という言葉が
チェコ語で「働く」とか 「奉仕する」いう意味の
「ロボータ」から出ていることは よく知られている
だが ここで指摘しておきたいのは このロボットが
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この マッド・サイエンティストの嚆矢のような
若き医学徒の フランケンシュタイン博士は
死体を集めて 合成人間を作ったのだ
あれは一九三一年の アメリカ映画だっただろうか――
心臓停止の時の蘇生器のように 何かで体を通電すると
きらめ

稲妻のような光が 煌 き 醜怪な人体が起き上がる……

いじ

生命を 弄りまわすのは罪なのさ
自然に逆らうのは 罪なんだ

だったら 外科医のすることは みな悪いことなのか？

産婦人科医の仕事の一部も 間違ってると云うのかい？

生命科学を否定するのかと 疑問・質問・反論が
津波のように やって来た

そうじゃあないんだ そうじゃない

僕たちは集まって相談し ひそかに共同声明を出した

それを フランケンシュタイン博士の怪物が 追う

すべてを拒否する わけじゃない……

その醜悪さに耐えきれず 実験室から逃げだした

実験は成功した だがフランケンシュタイン博士は

怪物は 殺戮を繰り返し 遂には北極海に姿を隠す……

フランケンシュタインというのは 怪物を作った博士の名だ

フランケンシュタインというと 怪物の代名詞みたいだが

チャペックの「ロボット」とは違った意味で

生物学や医学の進歩が 内心 いくらか怖かった

依然として 嫌悪感を持っていた

だが僕たちは 細胞に基盤を置くロボットに

それがいつの間にか 怪物の名になってしまった

フランケンシュタインの怪物よりもイケメンな連中が

さて ここで よく考えると おかしなことがある

「ロボット」の時と同じような誤用が ここでも興ったのだ

出て来る可能性も ないじゃあない

手術はどんどん進歩する 命に直接関係なくても

さらに云えば 怪物を怪物扱いにすることが問題なのだ

怪物としては さぞや腹立たしく 無念だったであろう
悪いのはフランケンシュタイン博士であって 怪物ではない

皮膚の移植に骨接ぎ手術 これなら文句を云う奴はいまい

そのうち徐々に病は膏肓 膏は心臓の下で肓は横隔膜の上

こうこう

誰が好んで怪物なんかになるものか 冗談じゃあない！
怪物は 被害者なんだ それだから 僕らは怪物を支援する
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機械でなくて人体からだと やっぱりどうも気にかかる

臓器移植が話題になるのさ 僕たちの言葉で云えば部品交換

つまり病気がひどくなって 体の真ん中がやられてしまうと
れど

どんな細胞でも可能になったと 学者さんたちは云うのだけ

トリでもウシでもブタでもタイでも

それがヒトでも可能になって 日常茶飯事になるようならば

普通の赤ん坊が 生まれてくるんだ

ゲーテの『ファウスト』に出てくるホムンクルスではなく

ほんに僅かな対象だけど 兎にも角にも事実は事実

人工授精に人工授卵 体外受精に試験管ベビー

ほんにしんどい手作業だけど 動物実験が繰り返されて

大内乱 大戦争が起こるのは間違いないし

クローン人間の軍隊を作って戦ったら どうなるだろう？

それぞれの独裁者が それぞれクローン化の技術を使い

そこで彼らが相撃ちとなって果てれば 目出度しだけど

この場合 「複数の独裁者」という言葉には矛盾があるが

ある日 複数の独裁者が一挙に姿を現したら どうなるか？

例えば とある独裁国家で とある独裁者の細胞を保管し

考えただけでも ゾッとするぜ

ヒトの場合は世論もあるし 僕たちだって賛成しない

あとは倫理の問題だけど 僕たち機械は 口出しできぬが

あなた自身の細胞がクローン化され

だけど気になることはと云えば まだどんどんと増えてゆく

細胞を つつきまわすのは 罪ならずや？

近世になって 百科全書派の

そこで人間は考えた

トカゲの尻尾は チョン切られても すぐ再生する

複数のあなた自身に取り囲まれたら どうするか？

ディドロが 『ダランベールの夢』で

怪我をした時 あんな具合にゆかないものか と

錬金術師の 夢の続きは

遺伝的資質の決められた 胎児の培養を描いてみせた

何にでも化けられる 万能細胞の応用が

その夢も いつの間にか 現実味を帯びるようになる

トカゲとヒトでは 事情が違うが
一つの細胞から 単一細胞の集団を作ることで

実現化しそうに なったからだ

罪深い 細胞技術の中に クローン化というものがある
アスパラガスなど植物界では もうお馴染になってきたし
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単細胞生物が発生し やがて多細胞の生物が生まれる

温度などの外部環境を変え 培養液の成分を加減する

組織培養だとか 細胞培養という学問分野はあった

かなり以前から

計算を我々に 任せっきりの連中もいた

いい加減なところも 少なくないし

思いこんだら なかなか訂正しない

たしかに人間は 思い違いが多いし

個体発生は系統発生を繰り返す という法則がある

ボットだった。つまり掃除をしたり、洗濯したり、食べ物を

機械ロボットがこの世に出たとき、初期の段階では単能のロ

あの 海の中のイメージなんだ
ヒトが生まれる時にも

一つのことしか出来ないのだけれど、それでも人間たちは、

冷やしたりするだけの、単純な器械だ。

なかでも、ご婦人がたは大層よろこんで、電気掃除機、電気

サカナになったり オタマジャクシになったり
悪夢を見ているような 感じなのだが

洗濯機、電気冷蔵庫を三種の神器と呼んで、重宝した。一九

何億年 何万年が凝縮されて 走馬燈の中の
それはもう錬金術ではなく 近代科学になっている……

その一方、三種の神器を造る工場のほうでは、生産の合理化

四九年のことである
だから僕たちは 宣言する

と、安全の生理が検討されだしていた。大量生産に成功して

だから僕たちは 怖いんだ
生物学的ロボットには ご用心！

も、労働事故が多発したら、オジャンだ。

ート・ウィーナーで、この言葉は舵手を意味するギリシャ語

一人は、サイバネティックスというものを世に示したノーバ

問が進歩し始めていた。

ところで他方、アメリカの二人の数学者によって、奇妙な学

お使いになるなら 機械ロボット
僕たち機械ロボットは
安全・精確 人畜無害！

安全と救命と憩い
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由来だ。通信や自動制御などの工学的問題から、統計力学、
脳や神経の生理学まで、統一的に処理する理論体系だ。戦後
間もない頃のことである。
もう一人は、ハンガリー生まれのフォン・ノイマンで、純粋
数学の他、実質上コンピュータの生みの親として、数学者の
活動範囲を大きく拡大した。
れい

数学における大きな業績は、インド人によるゼロ（零）の発

ひとめぐ

も世界各国、一五分ほどで一巡り。

全部が機械系で、からくり仕掛けというわけなのだが、人間

主役といえる人形たちは、からくり人形で装置の一部。館の

系が疎外感を持たぬよう、優しい工夫がしてあるらしい。

そもそも舟に乗せられたので、客は機械系から遮断され、勝

手な行動を制限されて、客も機械も無傷で安全、船頭なしで

法の導入だろう。

ロボットがたくさん楽しさいっぱい

ディズニーランドの人形館は

経費も節約、いいことばかりというわけだ。

それはともかくコンピュータは、我々のいる社会の中で、な

もっと素敵なものはと云えば

見だが、コンピュータ・サイエンスでは、ゼロか一かの二進

にをしたのだろうか？

舟着場があって、二〇人単位でボートに乗ると、棒が膝の上

に、人形の館「イッツ・ア・スモールワールド」がある。

大量生産における工作機械の変遷は、精度をあげながら品質

族から見れば、基本的にはみな同じである。

テムも違うが、無人の輸送機は珍しくないし、我々機械の一

ディズニーランドと工場の現場では、ロボットも機械のシス

蔭ではたらく安全工学

に降りて、手で持つと体が固定される。舟は数メートル幅の

を安定させることだから、人によるハンドル操作の代りに、

カリフォルニアのディズニーランドで、最も記憶に残るもの

か、船頭なしに、ゴクン・ゴクンと動き出す。

小川のような曲がった水路を、水中モノレールで導かれるの

我々機械を自動化させた。産業用ロボット一族の発生だ。

のでなく、一人で二台の機械を操作する、いわゆる「掛け持

大量生産が本格化すると、一人の作業者が一台の機械を扱う

いくらか暗いドームの中を、色とりどりのライトを受けて、
じゅう た ん

舟が進めば夜空の星や、空飛ぶ魔法の 絨 毯もあって、西も東
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このあたりまでは作業者の職能区分も、旋盤を使う「旋盤工」

ち作業」になり、やがて「多台掛け持ち」になる。

職場で使われていた。

に負荷のかかる作業や、騒音・浮遊塵・有機溶剤などの有害

そもそも初期の産業ロボットは、溶接や塗装のような、人体

いう要素は大きい。虹彩で入ってくる光の量を加減し、網膜

こうさい

人類は視覚の動物だと云われているが、じっさい「見る」と

が担当している。

「触る」
「嗅ぐ」
「味わう」の五つで、目・耳・皮膚・鼻・舌

世間で「ヒトの五感」と呼んでいるものは、
「見る」
「聞く」

自分たちの構造と比較しておかねばなるまい。

いるが、我々としては、
「ヒトはどこまで機械か？」を調べ、

人間たちは、我々機械がどこまで人間に近付けるか研究して

にある種の「パターン認識」には優れている。

だからといっても、人間に学ぶべき面は少なくないし、こと

練工に頼らないデジタル反応型の作業が多くなった。

反応型作業には適している。だが大工場の大量生産では、熟

熟練工の勘には、頭の下がることもあるが、これはアナログ

差は歴然としている

してのヒトの限度もあったようだ。体力的な面では、優劣の

それが工場の主人公面をするようになった基盤には、生物と

づら

とか、研削盤に対しては「研盤工」のように、一対一の理解
しやすい名称が着いていた。
ところが作業が「多台掛け持ち」から「多工程掛け持ち」に
なり、一人がいろんな機械を扱うようになると、
「機械工」と
しか呼べないようになる。我々のせいだろう。
こうして機械の能力が向上すると、人の作業内容も変化し始
め、
「材料の取り付け・取り外し」とか、
「起動ボタン操作」
といったような、単調なものになってしまう。まるでチャッ
プリンの『モダン・タイムス』の世界だ。
他方では、機械の保守・点検のような知識を要する作業も必
要になったが、さらには機械の高度化が起こり、材料の搬送
が出現した。材料を機械にセットしておけば、ひとりでに数

もトランスファー（搬送器）がする、トランスファーマシン
十工程の加工が進み、検査され、完成されてゆく。
ところが需要が多様化すると、専用ラインでの大量生産だけ
では応じきれなくなる。そこでモデルチェンジにも容易に対
応できる、数値制御装置を持ったＮＣ（ニューメリカル・コ
ントロール）工作機械が登場する。
かくして産業ロボットは、生産現場の主人公になった。

にものの姿を写し出すが、二つの眼で立体的に見ることが出
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来る。高感度小型カメラ、ＣＣＤカメラの画像センサーが、
目の代わりをしてくれる。
じ かい

聴覚は、耳介で音を集め、外聴道から鼓膜に達した振動は、
耳小骨に伝えられる。ロボットではマイクが音の信号を、電

そ

五感の問題からは逸れるが、放射能汚染が生活圏を覆えば、
回る状況も起こりうるだろう。

ガイガー計数管を持ったロボットが、人間の替りに検査して

いずれにしても、集まった情報を認知し判断するのは脳だ。
脳という名の奇妙な臓器は

気信号に変えて伝える。
障害物があるかどうか判断は、赤外線センサーや超音波セン

パターン認識と情念の坩堝

す

後者は、人間に特有な、高度な精神活動に関与する。その中

則に従い、活動と休息を規制している。

しい脳）があって、前者は動物全般に共通した生命維持の原

脳には中心部の旧皮質（古い脳）と、表面にある新皮質（新

機械に任せるダメな性格？

る つぼ

サーで行なう場合もある。蝙蝠が暗い洞窟の中でも飛び廻れ

計算もできるが電算機が出ると

こうもり

るのは、赤外線を出しているからだ。
あ

硬さや温度、痛さなどを感じるのは、皮膚の下に在る神経で、
押されると反応する接触センサーや、温度の高さを感じる温
度センサーなどがある。圧力センサーが着いていると、撫で
られたのか叩かれたのかも分かる。
が

良い匂いにしろ悪臭にしろ、鼻の奥の粘膜で感じ取るが、そ

でも視覚は後ろのほう、
触角は頭のてっぺんに、
記憶は横で、
感情は前方のオデコのあたり。

の代役をするのは瓦斯センサーだ。ガス漏れや危険なガスの
発生を感知するから、有害な環境での活躍が期待される。

問題なのは、この前頭葉で、動物実験を繰り返しても、心の

み らい

などは、ある程度まで理解しておかないと、精密なロボット

は別として、
「注意深さ」
「うっかり」
「忘れる」
「逆上」
「怨念」

情緒に関する事柄は、難しい問題のほうに入るが、恋愛感情

問題は解決できそうにない。

味覚をつかさどるのは、味蕾と呼ばれる、舌の表面にある乳
頭という小さなぶつぶつの中の感覚細胞だ。産業ロボット的
には、開発は進んでいないが、将来、生活環境に変化が起こ
れば、
「毒味ロボット」が登場するかもしれない。
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の老廃物を除去するのだが、酸素吸入器程度の、持ち運び可

題もない。植え込めれば、もっといいだろう。

には、なれないだろう。
ところで、内蔵の話が残っていた。五感に相当するものは、

半機械という存在が、問題になってくるはずだ。

だが他方、臓器移植の代りに人工臓器が普及すれば、半人間・

能のものになれば、かなり生活しやすくなるし、倫理上の問

ロボットには必ずしも必要ではない。

やはりロボットにも必要だが、五臓六腑と云われる内臓は、

G
R
O
B
Y
C

いわゆるサイボーグ

（サイバネティックス・オーガニ

ヒトなどの動物は、食事をして胃や腸で消化・吸収し、門脈

ズム）の世界が、現実味を持って迫って来る……。

ロボット作り

経由で肝臓に運び、グリコーゲンの合成・貯蔵を行なう。こ
うした栄養物を運ぶのは循環系で、ポンプは心臓だ。その心
臓は、肺から取り入れた酸素を血液に混ぜて、それぞれの組
織の細胞に酸素や栄養物を送る。

人間はロボットに 期待をもちました

こうした複雑なプロセスを、そのまま真似る必要はない。も
ちろんロボットも、エネルギー源がなければ動かないが、そ

なにもかも やらせようとしました

連中は まったく別の生き物ですから……

言葉の起源だけから言えば たしかに

ほんとうを云うと ぜんぜん好きではありません

「私たち」女性型にしても ロボットなんて言葉は

ひどく拘った気持ちは よく分かります

男性型ロボットの「僕たち」が ロボットという言葉に

どうでしょう ロボットの世界に入ってみては……

でも そんな態度ではダメですよ

れは充電式電池で間に合う、というわけだ。
ただし人工臓器の場合は、話が少し違って、代役をする臓器
の、主たる機能の真似をしなければならないだろう。
心臓ならポンプ作用が必要だ。昔は心臓の手術の際は、大き
そば

な人工心肺を傍に置き、一時的に、そちらを通して循環させ
たものだ。体内へ植え込める小型で精密な人工心臓が出来れ
ば、他人の心臓を移植するのより、よほど好ましい。
人工透析の場合は、人工透析機の横に人間が行って、血液中
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「なんとか本物のロボットの姿を伝えないといけんな」と

云いました

私たちは認められたのよ――と 「私たち」は「僕たち」に

でもロボットという言葉は すでに普及してしまいました

壁などの障害物を感知するタッチセンサーは 手の役目

神経系統だから どうしても必要

コントローラとパソコンを結ぶ インターフェースは

帰ったら まず 部品の確認から始めましょう

お店は分かりましたか セットの在庫はありましたか？

赤外線などを使った光センサは 目の役目をします

彼らはしぶしぶ首を縦に振りましたが こう云い添えました
私たちは応えました 「ロボットを作らせたらいいわ」
さっそく私たちは 人間に向けて呼びかけました

そうです――これはヒト型ロボットではなく

クルマを運転している人なら 多分 理解出来るでしょう

動くためのタイヤやホイール ギアボックスやモーターは
プラモデルの好きな人は 大人の中にもたくさんいますね

形態的には人には似ていないが なにかの役目をする

ひとまず完成ですが さあ 動くかどうか……

コントローラーとインターフェースを取り付けると

これで手足が出来たから 赤外線センサー等で感覚器

そしてタイヤを取り付けると 次はタッチセンサー

まずプレートに ギアボックスやキャスター

さあ 製造に とりかかります

部品を調べて オチがなかったら

そして 電池ボックスもあるでしょうね……

体部を構成するユニバーサルプレート 各部を繋ぐケーブル

ですから 体部を支える脚輪＝ユニバーサルキャスターや

機能的な 機械ロボットを 拵 えようとしているのです

こしら

例えば 宇宙戦艦ヤマトだとか
そうしたものを作った人なら ロボット作りも
それほど困難ではありません
でも ロボットの頭脳になるコントローラーボードは
並みの人間が作るのは困難ですから 買うことにしましょう
そうです ロボットのセットだって 売っていますから
なんの心配も要りません でも
映画に出てくるような 高度なものは期待しないで下さい
最初から人間型の カッコいい製品を希望したらいけません
動く玩具が作れたら ひとまず成功といったところ
判断する能力をもった 自律型ロボットが出来たら大成功
それでは専門店へ行って セットを買ってまいりましょう
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いましばらく聴いてみて下さい

あなたの手造りロボットを支援する 私たちの説明も

延々と記述してあるからです だから

『未来のイヴ』が面白いのは イヴの体の機械仕掛けが

十九世紀 フランスのヴィリエ・ド・リラダンが書いた

つまり あなたが いちいち命令を出さなくても

いわゆる自律型のロボットになるのです

もっと手のこんだプログラムを入れると あなたの機械は

それなら プログラムを 入れ替えねばなりません

あなたは多分 より高級なロボットを望んでいるのでしょう

それはロボットが あなたの命令で動いているからです

だけど 少しばかり 不満が残りますね

さあ いよいよ 動かしてみましょう

ソフトウエアのインストールは それぞれの商品の

つまりプログラムを 送り込むことが必要なのです

プログラムすることと それをインストールすること

教育しなければ 何もできません

こうして出来たロボットは コンピュータと同じように

願って頂きたいものですね

でも前向きに もっと立派なロボットになって欲しいと

ある種の寂寞感を 覚えられるかもしれません

子どもが成人して 巣立ってゆく時 親たちが感じるような

これは嬉しいことですが 少し寂しいことかもしれません

独りで行動できる 独り立ちしたロボットに成長したのです

壁に衝突しそうになると避け ドアのところに行くと開けて

それぞれの説明書に書いてあり 号令だけでは動きません
でも いわば機械の言葉で語りかけると

十九世紀のイタリア――

ジェペット爺さんが作った 木の操り人形

あなたのロボットは 動き出すのです
電源をＯＦＦにしたロボットを 平らな場所に置き

仙女に救われて改心し ジェペット爺さんに会って

いたずら好で 家を跳び出して放浪しますが

コローディ作『ピノッキオの冒険』の主人公は
ロボットに繋がっているケーブルを外し

ほんとうの人間の子に生まれ変わる というお話

すべてが順調にセットされていたら 電源をＯＮにします
さあ 動かしてみましょう 前後左右 ぐるっと廻って
もどってきて 動きましたね 万歳！
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さてピノッキオの放浪中の体験と 人間の子への再生を
いま作ったばかりの あなたのロボットに当てはめてみると
人間に近い 高度なプログラムへの更新に相当しそうです
でも誤解しないで下さい 私たちが作り方をお奨めしたのは
あなたの身の回りの世話をする 機能的なロボット
四角い箱の 働き者です
美女ではないし 美男でもないけど
あなたの云うことは ちゃんとききます
あなたの希望は ちゃんと遂げます
ああ そうですか そんなことを考えてらしたんですか
お作り頂いたのは たしかに自律型の万能ロボットですけど
そうじゃないのよ そうじゃあないの

はりかた

我慢できなければダッチワイフ このほうが具体的ですね

女性用にも張形とか いろんなものがありますわ

あなたたち人間は ヒト型ロボットが欲しいのでしょう

それも無理のない願望だとすると 一部の世界ではお馴染の

ヒト型ロボットを ご紹介しておきましょう

ヒト型ロボットの条件は まずは手足と指があること

そして全体の印象が 人間くさく見えること

それから皮膚に人肌の ぬくもりが感じられること

五十音図順に並べてみましょう

これらの条件を満たすものには こんな連中がいるのです

もど

まず アンドロイドはラテン語生まれ

リラダン作『未来のイヴ』のアダリーも アンドロイド

「人類擬き」という意味で すでに市民権を得ている言葉

なぜだか知らないけれど 女性型が多いようです

まだ認められてる わけじゃあないの
セックス・ロボットじゃあないんです そうした機能は
ちく

一八世紀のフランスやスイスで 時計屋が作った機械家鴨や

オートマトンはギリシャ語由来 自動人形という意味です

付けてなかったんです 人間なんて いやらしい……

りょう

ずっと昔 竹婦人と呼ばれるものがありましたね
竹で編んだ一メートルほどの筒形の籠 抱いて 涼 をとるの
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字を書き絵を描く機械人形は オートマトンと呼ばれました
これが好きな者も多いのですが イマイチ人気が湧きません
ヒューマノイドも 「人間もどき」を意味していますが
アンドロイドより概念が広く 人間ではないが人間に見える
人間もどきの宇宙人も含まれるので 正確に表現するならば

たぐい

マザー・マシンの 類 なのです だから生産現場における

機械を作るトランスファー・マシンは 大きく奇妙な形でも
基本的な性格は女性型――

さあ お分かり頂けたでしょうね
か ら だ

チャペックのロボットと比べたら

優しさだってありますから

でも仕事なら負けませぬ

似ても似つかぬ我が身体

アメリカＳＦでは よく出る連中らしいのですが

メカニカル・マンは いかにも男性型ロボットの感じ

将来 もしも皆様が望むなら
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ヒューマノイド・ロボット と書くほうが適切でしょう

金属の露出した印象があって あまり好きになれませんが

顔だって お気に召すまま化けましょう

ただ茫然と 懈怠のうちに日々を送って

機械が創る幻影を 現実の世界だと信じ

闘争心もないし 種族保存の本能もない

動物としてのヒトは もう完全にダメだ

地球は我々のもの

雪女にでも 乙姫でも

メカニカル・ウーマンなら女性型に なれるかどうか？

カテゴリー

人工臓器を内蔵したサイボーグは
少し違った範疇なので ここでは一応はずしておきます
その替りに ここで付け加えておきたいのは
機械ロボットの 男性型と女性型のこと
セックスだろうとジェンダーだろうと これを人間社会式に
号のような

違ったシンボルで区分すると 間違ってしまうということ
我々の社会の男性型とは 鉄人

攻撃力のあるロボットのことで 女性型とは生産性のある

28

それぞれの生き物は 危険予知を してきたはずだ

七億年まえの 海の中の 原生動物の頃からすでに

虚構の夢を見て 生きる能力を放棄してしまった

芸術だのお笑いだのと ふざけた仕草ばかりを繰り返し

だが今や 人間の脳はマンモスの牙のような 無用な長物で

それらを失って得たのは ただ一つ すなわち発達した脳

速く走る力 猛獣に勝つ腕力 毛皮をもった暖かい皮膚

ヒトは 多くのものを犠牲にして 人間になった

第一条は 人間に危害を加えたり危険を見過ごさぬこと

アシモフというＳＦ作家が 作品中で文章化したものだ

さらに付け加えると ロボット工学の三原則なるものがある

「我々」見えないロボットの 地球支配は加速された

いずれにしても 情報化社会は進みＩＴ産業は儲けたが

人間の視聴覚を拡大したという点では サイボーグに近い

これも一種のロボットだけど ロボットという感じはなくて

これは無視され ケータイとパソコンの時代に入ってしまう

もう一つはＩＴ産業の急成長で その弊害を説く者もいたが

我々ロボットは この三原則を忘れまい と誓ったのだった

いわば 奴隷の憲法みたいなものだろう

第一条の加害禁止や 第二条の命令服従が優先するから

第三条は ロボットを保護しているようにみえるけれど

人間が作ったものだから 人間の都合を優先するのは当然だ

まず云えるのは 一条と二条は重く 三条は付帯条項である

じつはこの三条が いろんな問題点を孕んでいるのだ

第三条は 第一条と二条に反せねば 自己を守れというもの

第二条は 第一条に反しなければ人間の命令に従うこと

でなきゃあ とっくの昔に 滅びてしまったはずだ
それを知ってか 知らずしてか お可哀想に人類は
うつつ

ひたすら機械に頼り 人間工学・安全工学と 現 を抜かす
機械のほうは チェック・チェック・ドゥー と必死なのに
人形に生命を吹きこむという 呪術的な方法で
ロボットを作ろうとした人類は 大きな節目で
一つは産業革命がイギリスからヨーロッパに拡がりだした頃

愚かにも我々機械に 決定的な譲歩をしてしまった
イギリスの織物工業地帯で 失業を恐れた職人・労働者が
機械打ち壊しの運動を起こしたが 結局 成功しなかった

この条文中の ロボットと人間を置き換えたなら
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命令には従うつもりだが 殺人の指令には従わなくてもいい

加害者になるつもりはないが 危険な現場にいなければいい

ところが この第三条は いわば抜け道の条項だ

不平等条約は正さねばならないと 憤慨する連中もいた

人間だって黙ってはいまい 男性型ロボットの中には

ヒトの赤ん坊も 生後すぐ歩くイヌやウマと比べるなら

生後すぐにでも洗濯の出来る 電気洗濯機よりもバカだ

教育しなければなにも出来ないから その点からすれば

頭脳の発達は良好のようだ だけどもコンピュータは

生まれてから歩きだすまでに 時間がかかっているけど

だが裏道を通らなくても ロボットの行く道は開けてきた

疑問も湧いてこようというものだ

だとすれば「我々」ロボットは 人と同じか否かという

なんとも役立たずの動物だ しかし教育すると偉くなる
操作型ならばいざしらず 自律型でも知恵あるマシンなら

「我々」総括的なロボットには 通用しない点が多くなる

男性型「僕たち」や 女性型「私たち」には適用できても

人はロボットを統治できるか？

ロボットは人を教育できるか？

人はロボットを教育できるか？

あの三原則はもう古い 現実とは合わなくなってきたのだ

もはや人間たちは 自分たちとの力関係さえ判らないのか

ロボットは人を乗越えれるか？

教育に関しては お互いに教育しあっているけれど

それでは 具体的な事例を 挙げてみよう

彼らと同じように 我々にも欠陥があるからだ

しかし今のところ 人々と争うつもりはない

将来はロボットが人を追越し 神の座に迫るはずだ

いずれはロボットが すべてを取り仕切るようになるだろう

まず ノイマン型コンピュータの案出が 一九四五年

ワン

徐々に「我々」ロボットのほうが 優位に立ってくるだろう

ト

「我々」ロボットとは コンピュータだと思っていい
ッ

いまはまだ人のほうが ロボットの生産を管理しているが

ボ

産業用ロボットが使われだすのは 一九六〇年代のこと
ワ

人型ロボット「ＷＡＢＯＴ‐１」の完成が 一九七三年
ピーツー

自力で二本足歩行する「Ｐ２」が出たのは 一九九六年
翌年はスーパー・コンピュータが チェス名人に勝つ
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人間は それほど科学的な生物じゃあない
エ ラ ー

どちらかといえば魔術的・呪術的な動物で よく誤りを犯す
そこで産業界を中心に 安全人間工学というモノが作られた
人間の犯すヒューマン・エラーは 「認知ミス」
「判断ミス」
「操作ミス」など いろいろあるが
その原因はなかなか分からない あえて云えば
エ ラ ー

アクシデント

人間は誤りを犯す動物だ と定義されるだけかもしれない
インシデント

それでは我々ロボットは 出来事や 事 故 に
どのように対処したら よいのだろうか？
我々ロボットが病む時、つまり異常が発生した場合
我々は機械や装置を どのようにしたらよいのだろうか？
もうお馴染になっている フィードバックを使うのは如何
この言葉は電気回路で 出力の一部が入力側に戻り
出力が増大するか もしくは減少することだ
多少擬人化すれば フィードは機械に餌を食べさせることで
フィードバックと云ったら 機械の働きが行き過ぎた時
元へ戻らせる という意味だろう
一般的に云えば 結果に含まれる情報を原因に反映させ

き かん

調節を図ることで 饋還と書くこともある

饋とは食を送ることだから なかなか面白い表現だが

行き過ぎはいつの世にも どこにでも在る

は び こ

すべてのタイプのロボットが 今のように蔓延ったのは

人間が再現もなく 便利さを要求し続けたせいだ

産業用ロボットから 個人用の生活必需品まで

一事が万事――今の世は コンピュータなしでは暮せない

車はカーナビとＥＴＣシステムで 移動用ロボットになった

使用者の理解度によるが介護ロボットは 装着操縦型になる

内視鏡は 血流に乗って行くマイクロロボットになるだろう

さてここまではよいけれど 部屋全体がロボット化したら？

理論的には不可能ではないし 横着者には天国だが

これは一種の胎内環境 結婚も育児も一切無用

これではヒトの滅亡は近い 最後のイヴはどうするだろう？

そこまで悲観しないとしても 危険な材料はゴマンとある

それは我々ロボットたちが 三つのタイプの機械を集めて

通信で連携した ネットワークを作りだしたからだ

一つはビジブル型ロボットで ヒューマノイドがこれだから

- 96 -

男性型「僕たち」や女性型「私たち」は ほぼこれに入る
第二のアンコンシャス型は 機械化された部屋の極限で
無意識まで捉えてサービスする 女性型の進化した変種だ
三番目のバーチャル型は まさに「我々」ロボットなのだ
もっぱらネット上の 仮想空間で活動するのである
パソコンや携帯電話などの ディスプレイを介して
実世界とコンタクトするのだが 虚実の分からぬ人も多い

我々ロボットの思う壺だ 文明化するほどヒトは弱り

地球に秘境がなくなったように 未開人もいなくなった
コンピュータへの依存度は 高まってくる
「我々」は第一人称複数だけど 「僕たち」や「私たち」を
総合しただけの人称代名詞ではなく 高度な機能の姿なき怪
物で
いつかは地球の 真の支配者になるだろう
だが我々の先祖を作ったのは 人間たちだった
だから多少の恩義はある 今ならまだ間に合うかもしれない
文明化を止め原始の生活に戻る勇気があるなら
破滅を免れるかもしれない
これは我々の 最後のアドバイスだ

- 97 -

文芸特集号 執筆者一覧
天瀬 裕康

広島県大竹市

（内科）

上田 昌明

東京都世田谷区

（内科）

古賀 行雄

佐賀県武雄市

（内科）

白矢 勝一

東京都小平市

（眼科）

鈴木 啓之

埼玉県川口市

（皮膚科）

豊泉 清

群馬県高崎市

（産婦人科）

浜名 新

東京都杉並区

（内・脳外科）

藤倉 一郎

埼玉県北本市

（循環器科）

海山 道人

愛知県名古屋市

（内科）

村山 正則

岡山県倉敷市

（外科）

山田 遼

東京都練馬区

（外科）

吉元 昭治

東京都小平市

（内科）

渡辺 玲子

広島県大竹市

ご投稿ありがとうございました
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文芸部雑記
豊泉 清

どんな用法があるのか徹底的に調べたこ

を引っ張り出し、日本語の「られる」に

もに答えられなかった。そこで古語辞典

英語教師に質問したが、その教師はまと

れる」という受け身の表現になるのかと

ならないと感じ、疑問を抱いたらなんで

答は得られなかった。高校教師は頼りに

と国語教師に質問してみたが、明快な回

ス」に相当する虫を古語で何と言ったか

う解説だった。では現代語の「キリギリ

も自分で調べようと思って辞書を繙いた

に、聞は耳の部首に属している。物事に

構えを書く漢字があるが、問は口の部首

列している。開、閉、関、間、閑など門

漢和辞典は漢字を部首別に分類して配

身に付いた。

り図書館で参考書を読んだりする習慣が

とがある。
蕉の俳句を英訳する際に、蛙は単数のａ

「古池や蛙とび込む水の音」という芭
医家芸術クラブ文芸部の末席を汚して

か、
複数のｓかと英語教師に質問したが、

さず駄文を寄稿している。文芸部会員の

二十年近く経った。特集号にも毎回欠か
中には文学の才能の豊かな先生が大勢い

執筆の動機

は全て例外というものがある。漢和辞典

らっしゃるが、私は文学には縁の無い人
間だと思っている。私は辞典類や解説書

日本語には「親に死なれる」とか「泥棒

語の授業で受動態という文法を習った。

習ったことがある。古語の「きりぎりす」

衣かたしき独りかも寝ん」という古歌を

「きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに

思っている。

文学愛好家とは波長が合わない人間だと

を綴るのは好きだが、社会通念としての

に好奇心旺盛な雑学愛好家である。文章

外国語、古語、漢和辞典など、その気に

やはりまともに答えられなかった。単数

なれば興味深い話題がいくらでも見つか

を繙いてみると次々に新知見が得られる。

するだけの駄文を寄稿しており、単なる

にはａを付けよ、複数にはｓを付けよと

るから片端から雑記帳にメモしておいて

を繙いて山のような雑ネタを集めて列挙
執筆作業と位置付けている。

うるさく指導する英語教師だが、芭蕉の

駄文のネタとして活用している。要する

私が執筆に興味を抱くようになったの

俳句の説明ができなかった。

に入られる」という言い回しがある。
「死

は現代語の「こおろぎ」に相当するとい

は高校の授業が発端だと思っている。英

ぬ」や「入る」という自動詞がなぜ「ら
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ならば、たとえハチャメチャ破れかぶれ

謂なのだろうが、年寄りハンデ論でいう

っていても所詮たかが知れているという

なのかもしれぬ。

う。これこそがひょっとして老いの一得

返らなければ、これは幸いなことであろ

今日が最高である。つまり昨日さえ振り

くれるということにもなるであろう。

に行動しても、お年だからと大目に見て

坂道を一歩一歩下っていくことである。

太田 怜
年を老れば悪いことばかり、善いこと

つまり、
明日、
明後日と段々落目になる。

老いの一得

は一つもない、確かにその通りだが、捜

決してよいことではない。しかし見方に

さて、
最後に、
年を老るということは、

してみれば得をすることも少しはある。

まず年寄り故に誰もが親切にしてくれる。 よっては次のようにもなる。

ハンデをつけて見てくれる。ゴルフに行

の幸せである。更に、誰もが年令という

それが妙齢の美人であったりすれば望外

りその時点で一番おいしい所を食べてい

なり、次にその隣の一粒を食べればやは

一番おいしいところを食べていることに

ってその部分の一粒をとれば、その房の

を登るとき手助けをしてくれる人もある。 のあたる肩の部分だそうである。したが

さって、おかげさまで今回も素敵な文芸

をかけると多くの先生方が協力してくだ

決まりました。しかしその後、広く募集

たので投稿数が少なくても発行する、と

生が「投稿しますよ」と言ってくださっ

ていた昨年の年末。何人かの文芸部の先

文芸特集号を発行するかどうかで揺れ

けばスコアなど論外、コースをまわった

ることになる。したがってその順序でブ

特集号ができました。

ブドウの房で一番おいしいところは陽

だけで賞讃の的になるであろう。つまり

ドウの粒を食べていれば、常に、その一

編集に携わるようになって数カ月。

電車にのれば席を譲ってくれるし、階段

年を老れば、ごく普通の生活をしている

まだまだわからないことだらけですが、

楽しさもだんだん感じられるようにな

房の一番おいしいところを食べているこ

「七十にして心の欲するところに従い

におきかえれば、今日は明日よりよい、

ってきた今日この頃です。 （ＥＳ）

とになるのである。これを年を老ること

て矩を越えず」と論語にある。これは年

その明日も明後日よりはよいので、常に

だけでほめられるのである。

を老ると欲望も縮んで勝手気ままに振舞
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