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もう二年待つ。二年は短いようで長い。それでも待つということに、勇太は慣れないでい
勇太は満州の安東で終戦を知った。そのころ、すでに日本へ帰る船はない。そこで無為に

る。なんでもないときでも、ふっと父と別れた時の情景を昨日のことのように思い浮べる。
過していた。次第に持っていた金品が底をつきはじめ、父は八路軍の縫穿工場で働き始めた。
青年時代に洋服の仕立屋で修業した経験が役立ってホッとしていた矢先に、役所から帰国許
可の通知が届いた。ところがそこに父の名前がない。あわてた父はたびたび役所へ談判に行
ったが、どうにもならない。
とうとう、船が出るコロ島へ行く日になった。母は安東駅で泣いた。父は母にあとからか
ならずコロ島へ行くと囁いた。「港のどさくさにまぎれて船に駆け込んでやる」父の額は禿
げあがっている。その面長の顔に強い決意と自信のようなものがにじんでいた。
駅構内は帰国する日本人でごったがえしている。父はさっと立ち去った。勇太はあとを追
ったが、たちまち父の黒い背中は人ごみに消えた。駅前のアカシアの葉が半ば落ちている。
銀色に曇った空の下で、中国人の子供たちが石けりをしていた。父は、ついにコロ島に現わ
れなかった……。
けだるい午後、勇太は目ざめた。むきだしの夏の陽が居間の朱い卓袱台に眩しくゆらめい
ている。勇太は眼をうすく開けて、夢に出てきた父をぼんやり追っていた。顔の上を大きな
蚊が舞っている。その蚊音がする左耳あたりを手で払った。枕代りの座布団の横に読みさし
父は黒い服を着ていた。顔が闇夜のなかに融けるように黒かった。なぜ父の顔があんなに

の『ガリヴァー旅行記』がころがっている。
黒いのか。夢のなかだったからか。それとも父に異変が起っているのか…。
ハッハンと咳ばらいして祖母が炊事場口から入って来た。
「どれだけ寝たら気がすむのか」
「…………」
「浜へも行かないで…。どうせ、もう終っとるだろうが…。怠けぐせがいっこうになおら
ん」
祖母は言うだけ言って出て行った。
駿河湾の磯近くに魚が群来すると、浜人は浜小屋をとび出して、大相撲の呼出しのような
よくとおる華麗な声で、部落の人に地曳網を告げる。勇太はその伸びのびと長く尾をひく響
を、祖母のいく度かの声に紛れて夢うつつ聞いたように思う。祖母はどうせ地曳網は終って
いると言ったが、勇太は起きあがり、炊事場の甕の水を杓一つ飲んで外へ出た。
白昼の強い日差しが麦藁帽子をじりじり灼く。その麦稈真田の内側に暑気がたちこめ、大
底の薄くなった万年草履で松林をぬけて砂浜に立った。祖母のいうとおりだった。船と網

きい眼、濃い眉毛の十五歳の男の子の顔が汗ばんで光る。
は浜辺に引き揚げられ、浜人の姿はどこにもない。
浜豌豆が足もとに群生して広がり、赤紫いろの小さな花が浜風に吹かれて、蝶のように揺
勇太は腰をおろしてぼんやり裸の海を見渡した。ところどころで白い波頭が立っては消え、

れている。
立っては消える。西から焼玉エンジンの音が聞こえる。ポンポンと快い。小さな漁船が舳先
を上げ、海を切りさいて、またたく間に眼の前を通りすぎた。漁を終えて沼津港へ戻るのだ
ろう。
父に一度、夜釣りに連れていってもらったことがある。まだ満州へ行く前の小学生のとき
だ。月のない晩だったように思う。父が一本櫓の小船をこいだ。夏の黄昏のどこまでも展が
る静かな海…。
「うみはひろいな、おおきいな…。」ゆったり口笛を吹く。部落から二キロ離
れた北部の集落の明りが、松林を越えて星のようにちらちら煌いて見えはじめる。
父は船を止めた。広い海の沖にポツンと小船が浮いている。カーバイト・ランプの灯がと

もると、ランプの周りの海が青く見えたり緑に見えたりする。父は手ぎわよく二センチほど
の鈎に鰯をかける。三つかけて海中へ沈め、しばらく待機した。
船が揺れちゃぷちゃぷ鳴る。アセチレンガスが生臭く匂う。ランプの灯に魅せられてイカ
が浮いてきた。船べりでキュッキュッと水を飛ばす。イカの乱舞に見入っていると、父の腕
と指が激しく動いた。糸をたぐり終え、全身真っ黒な魚があがった。バラムツだと父は言っ
た。五、六十センチはある。船板に投げ出されて口を開けたまま動かない。急激な水圧の変
化で気絶したらしい。
「勇太、やってみろ」と言われて、見よう見まねで、鈎と錘と糸を投げた。
イカの数が増えた。父がタモを入れたら一瞬で消える。時がたつ。イカがまたあがってく
る。キュッキュッと水を吹く。勇太の指に反応がこない。父は糸をあげろと言った。片手で
櫓を操って沖へ五十メートルほど移動した。すると、すぐズンときた。勇太はウッと声をも
らし膝を折り腰に力を入れた。緊張し昂揚し無邪気に恍惚となる。指が獲物と格闘すること
二、三分、いや、もっと長かったように思う。やがて水面がキラキラ光った。太刀魚だ。鋭
い歯をむき出し、くねくね猛烈にあばれている…。
勇太は不満だった。狂騒するものより、沈黙するものの方がいい。勇太は「小魚と同じだ」
とつぶやいた。父はニヤッと笑って「魚は魚、一匹は一匹だ」と言って煙草に火をつけた。
勇太はやけくそに糸を投げた。時がたてど当りはこない。父はバラムツを続けて二つ揚げた。
あっけにとられ茫然としていると「よくあることだ。だれにでもあることだ。また来よう」
静かで、暑く、体がだるい。生ぬるい潮風が頬を吹きぬけていく。磯の波音が不規則なリ

と父は言った。しかし、父との夜釣りは、それっきりになった……。
ズムで聞こえる。波打ちぎわに若い男女が裸足で海に向って立っている。いましがた、大き
目の波が打ち寄せた。女の人は、ヤダーと叫んであとずさりして尻もちをついた。男の人は
浜辺から往還みちに戻った。「往還みち」は東海道といわれる。国道なのに荒れた砂利道

ぬれた赤いワンピースを気づかってやっていた。空に数羽の鳶が大きな輪を描いている。
だ。そこをトラックがとおる。木炭バスがとおる。馬車がとおる。戦後、変わったのは米軍
の軍用トラックやジープがとおるようになったことだ。
大家の前で立ち止った。玄関があけっぴろげで静かだ。智子従姉さんは製紙会社へ働きに
行っている。伯父夫婦は田の草を取りに行くと言っていた。祖母はいるはずだが、なにをし
ているのだろう。
勇太の家の脇道からマックが出て来た。黒い野良犬で、勇太がマッカーサーの愛称をつけ
てやった。戦争中、満州で飼っていた「のろ」も黒い犬だった。マックは、その「満州犬」
の気立ての良いところと似ている。勇太はマックの頭をなでてやり、台所からふかし芋を持
ってきていっしょに食べた。
居間で汗ばんだシャツのまま寝ころんで、ガリヴァーの続きを読む。小一時間で読み終わ
る。本を返しに光彦のところへ行った。
光彦の家は屋敷が広く、四方ぐるっと生垣でかこわれている。常緑樹であることはわかる
が、なんの木だかわからない。庭に松や榎などの木がたくさんある。なかでも楊梅の木は高
く、太い枝がいっぱい広がっていて、その下に立つと涼しい。いつもなにかの鳥がきている。
玄関へ入ると奥から妹の律子が現われた。その後ろに光彦が立っている。
「こんにちは。どうぞ」
律子は小学六年生。利発で明るい。
「将棋をやろうか」
光彦は右手の人指し指と中指を前へ突く仕草をした。
「今日は本を借りにきた。そのあとちょっとレコードを聞きたい」
「そうか」
光彦はひょろひょろ痩せている。顔が細く鼻が高い。律子は兄と違って円顔で身体ぜんた
いがふっくらしている。
「レコードを、わたしもいっしょに聞いていい？」
「いいさ」

勇太は光彦について奥へ入った。光彦には自分の部屋がある。勇太の家のだれも、自分の
部屋というものはない。それはそういうものだと思っている。部屋は八畳ほどの広さで床に
青い絨毬が敷いてある。座ると気持がいい。北側の壁に勉強机と硝子戸を張った本箱が二つ
並んでいる。机はうらやましいが本箱はそうでもない。本がいっぱいある。光彦は小さいと
きから何も言わずいつでも貸してくれた。歴史物語や伝記、少年倶楽部の冒険小説など自由
に持ち出して盲滅法に読んだ。鈴木三重吉の『赤い鳥』も欠かさず借りた。そのうち芥川龍
之介の小説にひきこまれ、夏目漱石や志賀直哉を読むようになり、最近、外国文学にも手を
つける。
本棚にガリヴァーを戻して、何を借りるか物色していると光彦が一冊の新刊本を勇太の眼
「これが出たよ」

の前にさし出した。
ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』だ。
The Reporter at Large

ハーシーのことを勇太は覚えている。このアメリカ人は週刊誌―なんとかという有名な週
刊 誌ら し い ―の 記 者 で 、 原 爆の 翌 年 に広 島 を 取 材 し た。 そ し て「
」 と い う ル ポ を発 表 し た と こ ろ 、 ア メ リ カ で 大 変 な 話 題 に な っ た と 、 光 彦 か ら 聞
Hiroshima
いていた。
勇太は『ヒロシマ』を手にとって表紙を見た。一面、空から見おろした広島だ。湾と海へ
つき出たいくつかの三角洲で、それとわかる。市街地の大部分が白い雲でおおわれている。
「出版した法政大学は、この本を天皇陛下に献上したらしいよ」

原爆直後のものだろう。上からだと黒い雲が、太陽の光をあびて白く見えるのだ。
「……借りていいのか」
「一日で読めるよ」
「それから、スティーヴンスンの『宝島』と島崎藤村の『夜明け前』があるかな」
「ある」
光彦は笑った。
「乱読というよりも雑読だな」
二人を見ていた律子もにこにこ笑った。
光彦はビクターの赤盤の中から一枚をぬき取って蓄音機にセットした。ショパンの「お別
れ」が流れはじめた。
「わたし、この曲が好き…」
と律子。
「おまえのためにかけたんだ」
光彦は、いつもモーツアルトを聞く。勇太と光彦は絨毬に寝ころがった。
朝餉の時刻に豆腐屋がくる。角笛のような形の黄色い真鍮の笛を吹いてくる。
「とーふう」
と響く。
「とうふ屋さーん…。
」声をかけると自転車を止める。
学校帰り、悪ふざけしたことがある。
「とーふう、とーふう…。」後ろから豆腐屋が追い越
して行く。
「やるか、」と民男が眼で合図した。勇太と千秋はうなずく。三人は路地にとびこ
む。ころあいをはかって「とうふ屋さーん」民男が呼んだ。鼻を指でつまんでいる。カムフ
ラージュされた声がおかしく、勇太と千秋は笑う。そっと物影からのぞいてみた。豆腐屋は
自転車を止めて振り向いている。呼び声の主はどこにもみあたらない。あきらめて自転車を
走らせ、笛を吹く。「とーふう」少しあと味がわるい…。
昼日中、金魚屋がくる。アイスキャンデー屋がくる。くず屋がくる。たまにはぜらかしの
お兄さんがきた。トウモロコシを持って行くと、特種な釜に入れてぐるぐる回しながら炒っ
てドカーンと爆発させる。サッカリンを入れれば甘いポップコーンになる。
「やきつぎィ、つぎ、つぎィー」
声が往還みちの西から東へ響く。焼継ぎのおじさんはリヤカーを曳いてくる。割れた茶碗
や花瓶を特製の糊でくっつけてくれる。
勇太は、三角に割れた蛸壺をかかえて家を出た。煙草屋の前をとおり、駄菓子と文房具を
売っている民男の家の前をとおり、道ぞいにある小さな鳥居をくぐる。焼継ぎのおじさんは

神社の境内で作業をする。小学生がどやどや集まって、口々に何やら喋って笑い、爪先立ち
で見ている。杜の油蟬の鳴きしぐれがやかましい。民男と千秋がいた。民男は勇太の手元を
見て「なんだ、それは…」と馬鹿にしたような口調で言った。
「蛸壺だよ」
「それぐらいわかる。フジツボがいっぱいついていて汚ないツボだと言ってるんだ。なお
「………」

す値うちがあるのか」
値うちがあってもなくても、母が大切にしている壺だ。それを汚ないとか値うちがないと
言われても答えようがない。たしかにフジツボは見た目、きれいとはいえない。しかしフジ
ツボがカニやエビの仲間だとしたら…。じっさいカニやエビの仲間なのだ。カニやエビのよ
うには動かないが、少しずつ成長して大きくなるのだ。大きくなって隣りの物と合体したり、
押し合って盛り上がっていたりして面白い。そこに親しみがわく。勇太はそのように思うけ
れど、「フジツボかあ…」とだけ言った…。
焼継のおじさんは黒眼鏡をかけている。三月ほど前に来たときもかけていた。日焼け顔が
おじさんは特別な技を持っていない。筵一枚地べたに敷いて、その上にあぐらになり、麦

頬やつれしているのも変らない。年はわからない。三十にも四十にも見える。
漆というもので割れた瀬戸物を貼り合わせる。それだけである。ただ、おじさんは漆と砥粉
を混ぜた銹漆というものに小麦粉を加えて、石油鑵の炭火で煮つめながら丹念に練るという
同級生の信子の茶碗が仕上った。黄色い百合の絵柄の茶碗だ。それがもとの形で信子の手

ことをやる。そのときは、あたりに異臭がただよう。
にあるので、小学生たちは拍手した。信子は顔の汗を手で払ってにこにこ笑った。
おじさんは信子からお金を受け取り、開襟シャツのポケットに入れてから煙草に火をつけ
た。吸っているあいだ、小学生に声をかける。なん年生や。得意な勉強はなんや。兄弟は何
人や。お父さんはおるか。「おるか」というのがよくのみこめない。戦死しなかったかとい
うことだろうか。お母さんのことは訊かない。
いく人かの茶碗をなおした。勇太の番になる。おじさんは蛸壺を手に取る。何も言わない。
割れ筋をそっと平べったい爪でゆっくりなぞる。それから手順どおり黙々と作業を進めて、
あっけなく完成させた。これまでどおり煙草を一服吸い、「茶碗、花瓶、壺、皿、なんでも
やったが、蛸壺は初めてだ」おじさんはにっこり笑った。前歯が一本ない。
「おまえのか」
「ちがいます」
「だれのものだ」
だれのものと訊かれて、勇太は素直に母のものと言えない。なんとなく不自然なような気
がした。
「兄のものです」
と言った。
「漁師か」
「ちがいます」
「これは、このあたりのものでないな」
おじさんは、わけのわからないことをつぶやいた。
急に騒々しくなった。
「マックだ」小学生が叫んだ。「マックだぞ。マックだぞ」
みんな街道すじへ向って走った。道のまん中で黒犬と赤犬がつがっている。赤犬は千秋が
飼っている花子だ。
部落ではどこでも犬を放し飼いしているから、子供たちは動物の野性に慣れている。それ
でも騒ぎが大きくなり、小学生たちは口笛を鳴らしたり、マックめがけて石を投げた。そこ
を岩のような米軍の軍用トラックが地響をたてて駆けぬけた。花子とマックは疾走する大き
な物量と速度に動けず、砂埃と騒音にのみ込まれた。勇太はアッと息を飲んだ。声が声にな
らない。小学生たちは動揺した。女の子は手で顔をおおっている…。縦列で暴走した軍用ト
ラックは窓を全開して、西に続く往還みちに消えた。民男は「５９１３ＵＳＡ」とつぶやい

た。勇太は、オリーブ・グリーンの野戦服を着た男の白い顔、バラ色に輝く頬が笑っている
のを見た。
茫然としていると千秋がひきつった顔を民男に向けて、「花子を松林に埋めてやりたい」
と言った。民男は強くうなずき、勇太は「花子といっしょにマックも埋めてやろう」と言い
そえた。
勇太は蛸壺を家へ持ち帰りリヤカーを曳いて戻った。民男はシャベルをとってきた。千秋
は菰で花子をくるんだ。マックは勇太がくるんだ。
千秋の家の裏手の松林に穴を掘る。深く掘る。小学生たちが見守っていた。焼継ぎのおじ
さんもいる。だれも口をきかない。シャベルの音だけが松林に響く。穴の底に花子とマック
をおろす。後ろで咽喉をふくらますような声がする。聞いたことのある節がついている。
「…
なあ、むう、ふう、かあ、しい、ぎい、こう…」おじさんの声だ。「…ほう、ぞう、ぼお、
さあ、いい、にん、じい…」
居間で寝ころんで、『宝島』を開く。「老海賊」「船の料理番」まで一気に読む。窓を全開
してあるが汗がにじむ。天井をねずみが走っている。筋向かいの家の節子ちゃんがバイエル
の教科書をたどってピアノをたたいていた。節子ちゃんは小学三年生だ。涙が頬を流れた。
勇太は父と「のろ」を思い出した。
安東で飼っていた満州犬はマック同様、しっぽの先までまっ黒だ。飼いはじめに「トウジ
ョウ」と名付けたら母に叱られた。
「憲兵がくるよ」と一も二もない。
「のろ」に変えたら「こ
の犬にぴったり！」と皮肉った。成長した「のろ」は昼行燈じゃなかった。サンパンに乗っ
て鴨緑江の上流へ鴨撃ちにつれて行くと、父の指示どおり活躍した…。
母の財布から小銭をくすねて二時の木炭バスに乗った。車内がいがらっぽく匂う。ガス発
生機か送風機がいたんでいるのだろう。乗客はだれも文句を言わない。若いバスガールが足
を踏んばりつつ、体をゆらして切符を切りにきた。
吉原の街を歩いて「オリオン座」へ入る。『スミス都へ行く』をやっていた。アメリカな
らではの喜劇だ。あちこちの場面で笑わされ、微笑させられた。その一方で、地方都市選出
の新米議員スミスが、上院で愛国と正義のために、弾劾演説を二十四時間ぶっ続けでやらか
す場面は、笑っているだけではすまされない気がして、続けて二度見てしまった。
晩げに家へ帰った。母の様子がなんとなくおかしい。夕飯どき、いつも陽気にいろいろし
ゃべるのに、いくらか元気がない。畑仕事で疲れたのかもしれない。兄はラジオを聞きなが
こんばんは

お 働き

ご苦労さん

農家のみなさん

ら酒を飲んでいる。
一日お仕事
朝から晩まで
……………
「農村の時間」がはじまる歌だ。よくわからない歌だと勇太は思う。農家のみなさん、ご
苦労さんというのはわかっても、何でこんなことを力んで毎日ラジオで流すのか勇太にはわ
からなかった。勇太は麦飯をかき込んで風呂に入り、蚊帳にもぐった。すぐ眠ったが母の声
で目がさめた。
「今日だって…」兄をつかまえて母が喋っている。
「どこへ行ってきたのか…」
「いいかげんにしてくれ、くどいよ」
「くどくてもなんでも、茂のことを思うと情けなくて……」
母の口調に怒りと困惑がまじっている。
「おれはおれ、あいつはあいつさ」
「それはそうだけど…」
「勇太にだって事情があるし、悩みもあるのさ」
「そうね…」
茂は勇太より数えで五つ年上である。平生は鉄工所で働き、休日を利用して母がつくった

柱時計がたくさん鳴った。

野菜をリヤカーで売りに行く。
「まだ飲むの」
「あした早いから、もう寝る」
蚊帳をパタパタ振って兄が入ってきた。酒くさい息が匂う。
母は小銭のことで怒っている。それを勇太に話さず兄に明かしていることがよくわからな
い。母が怒っているのに兄が怒らないのはもっとわからない。勇太は悪いことをしたと思っ
ている。家族のことは法律で罰したりしないと自分に都合のいい勝手な理屈をつけたのは間
違いだ。家の会計が苦しいことを少しも考えなかったのだからノーテンキもいいところだと
蚊帳のなかがむしむしする。闇が重い。吸う息まで重く胸をしめつける。ミミズが外で鳴

思う。
いている。
一晩中、半睡状態で朝眼がさめる。便所へ行く。台所で茂が芋を炊きこんだ飯を食べてい
る。大根葉のおつけを一口のんで、勇太を見上げた。
「今日、いっしょに行商へ行かないか。二三か所、上り坂を押してくれ。岩淵へ着いたら
帰っていい。汽車賃こみで百円やる」
うまい話である。邦画が二十円、洋画が四十円。一日行って映画が二回見れる。
「行くよ」
勇太は即答した。
行商は野菜を乗せたリヤカーを自転車に連結して曳いて行く。母は暁闇の街道へ見送りに
出てきた。勇太に「大根の葉も貫目のうちよ」と皮肉を言った。
茂は自転車のペダルをゆっくり踏む。走りはじめると積荷の惰性で軽々と進む。大野新田
を過ぎ、今井を過ぎる。鈴川駅前で休息した。茂は煙草を吸った。駅舎とプラットホームに
灯がついている。貨物列車が通過した。鋼鉄の音がながながと響きわたる。
河合橋の上で小鳥の声を聞く。十町田圃に朝がはじまっていた。人や自転車がとおる。馬
車とゆきちがう。馬が疲れているような眼を横目にして勇太を見る。愛鷹の雲間に姿を見せ
た米軍機が製紙工場の煙突から立ちのぼる白い煙の上を飛び去った。馬車と米軍機と製紙工
古い病院の前で止った。智子従姉さんとおなじくらいの若い女の人が出てきた。

場が今の日本だなと勇太は思う。毘沙門さんの朝の捨て鐘が大きく、ぼんのーん、と鳴った。
「あーら、弟さんなのね。中学生？」
「中三です」
「あーら、わたしの弟も中学三年よ」
親しみをこめた「あーら」の声だ。
「部活はなにやってるの」
「柔道です」
「そう。弟は剣道よ。初段なの」
「初段とるのはむずかしいはずです」
「そうなの」
「すごいなあ」
「ありがとう」
にこにこ頬笑んで、キューリとナスをかごに入れた。

」という白くて太い横文字が眼に
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娘さんは、いったん家の中へ入って、早足で戻ってきた。
「はい、どうぞ」
勇太にお菓子をくれた。 茶色いつつみ紙の「
とび込む。ハーシーのチョコレートだ。
「お、お、おッ…」
勇太は身ぶるいした。茂を見て、女の人を見た。眼が踊った。
「どうしたの」
「これは貴重品です」
「そうなんだ」

「ぼくらの世界では手にできません」
「おおげさよ」
「ほんとうです」
女の人はにっこり笑った。
リグレーのガムならハクタイやサヴァンナから何度もゲットした。ハーシーを手に持った
女の人は看護婦なのかもしれない。なんとなくそんな気がした。

のは初めてだ。
「これからどこまで行くの」
「岩淵です」
「がんばってね」
富士川橋から河川敷や中洲を見渡した。大きな岩石が重なってごろごろしている。川筋は
細く左岸に寄って速く流れている。同じ大河でも、中国と朝鮮の国境を流れる鴨緑江はちが
う。勇太が住んでいた安東あたりで深さが三メートル以上あり、貨物船がゆっくりとのぼっ
ていく。丸太を組んだ筏がゆったり下ってくる。平生は人や家畜を満載したサンパンがとお
る。焼玉エンジンの音が軽快に聞こえるので遊んでいてもわかる。多くの人が対岸の新義州
から軽便鉄道で渡ってきて、食事や買物をする。映画や軽演劇を見にくる人もいる。女学生
が毎日通学してくる。冬、河は全面凍結した。家族で観光用の犬ぞりに乗って新義州へ渡っ
たことがある。白系ロシア人が経営する店で、熱いボルシチを食べた。富士川を眺めていて
岩淵駅で兄から百円うけとる。ちょうど汽車が走りはじめていて、ホームにかけこみ、列

そんなことを思い出した。
車のデッキに飛び乗った。富士駅で下車する。繁華街からはずれた脇道にあるキネマ館で『空
気の無くなる日』を見る。俳優の花沢徳衛が好きになった。街を歩く。古本屋があった。岩
波文庫の『武器よさらば』を買った。上下二冊で三十円。なんだか得した気分になる。
母は朝参りする。それを日課にしてずっと続けている。父が満州から無事に帰ってくるこ
とを祈っている。
その朝、便所へ起きた。ちょうど母が家を出るところで、勇太はとっさに、
「ぼくも行く」
と言った。母はにっこり笑った。夜が明けはじめている。往還みち一筋が白い。母は下駄の
音をたてて行く。勇太は万年草履でとっとと歩いた。二人そろって神社の鳥居をくぐった。
境内をおおう杜の樹が黒い。蟬があちこちで鳴いている。
家を出てから母は一言も口をきかない。拝殿で手を合わせる。深くお辞儀をする。勇太は
母のまねをした。手を合わせたとき、小銭をくすねたことを反省した。すっきりした気持に
なる。母はそのあとも、長いこと手を合わせていた。
勇太は拝殿の中をのぞいた。薄暗く埃っぽい。隅に白木の御輿がある。「天王さん」でか
ついだものだ。他に何もない。祭神といわれるコノハナサクヤ姫がいることになっているが、
お寺の仏像のようなものはない。なぜないのかわからない。
「満州にいるとき、おまえと二人で、安東神社へ行ったね」
母がやっと口をきいた。
「覚えているよ。境内の樹がほとんどなくなっていた…」
「そうだったかね」
「やだなあ。町の人が神社の木をきって薪にしちゃったって。日本人が石炭を一人じめに
したからだって…。そこにいた中国人の子が、木があるときはかくれんぼができたけど今は
遊ぶこともできないと言って、にらんでツバをはいたじゃないか」
「そうそう。そんなことがあったね。こわくなって、にげるように帰ったけど…」
勇太にはこわかったという記憶はないが、日本はいくさに負けて、日本人と中国人の立場
すっかり明るくなり、母の赤いブラウスの肩で木漏れ日が揺れている。境内のエノキ、ク

は逆になったからしかたがない…。
スノキ、クヌギ、クロガネモチ、フジザクラなどの樹々の緑が鮮やかに浮きあがって見える。
夏いっぱい、一日は蚊帳を吊手の環からはずすことからはじまる。甕の冷たい水で顔を洗

う。午前中はたいてい部活（柔道）だ。そのあと民男や千秋と将棋をさしたり、『夏休みの
友』を一ページか二ページこなして、海へ行く。友達と泳いでいる合い間に地曳網を曳くこ
とがある。蛸を釣ることがある。蛸は手作りのタコネルで釣る。鰯が波に巻かれて磯に揚が
ることがある。それを拾い集めて家へ持ち帰る。母に言いつけられ、田圃を見廻りに行く。
稗をぬいて歩き、水場の水車をふむ。靴下を振り振り、イナゴを追う。これはあまり好きで
はない。火の見櫓の畑へ行く。草をむしる。むしっても伸びる。いまいましい。又むしる。
むしった草を押し切りできざむ。藁を押し切りできざむ。押し切りは向うへ押すのでこわい。
草と藁に下肥をかける。下肥は雪隠から肥桶で運ぶ。泥まみれになりたくなり、一番堀か二
番堀へ行く。パンツ一枚になって乱杭の奥をまさぐると、雷魚か鯰を捕ることができる。こ
のどちらもタンパク源になるので母が喜ぶ。沼川で大きなシジミをみそ漉で掬い、放水路に
もぐってカタッキャーをつかむ。雨が降る日は本を読む。読む本がなくなると光彦の家へ行
く。ラジオは聞かない。新聞を大家から借りてきて読む。
お盆の入り日の白昼、外で車がとまった。
「勇太、おるか」
由比の叔父さんの声だ。
『宝島』を閉じて外へ出る。ピカピカのオート三輪が目にはいる。
派手なアロハシャツを着た叔父さんが頬笑んでいた。
「新車だ。乗せてやる」
叔父さんは漁師で羽振りがいい。アロハシャツが濃い髭に似合う。
言われるままに運転席の横に腰かけた。ゆっくり走り出した。エンジンの音がかろやかだ。
往還みちを東へスピードをあげる。このごろ砂利を入れて道に砂利の山と穴ぼこがある。そ
この振動をしなやかに吸収する。アロハシャツの裾がハタハタ鳴る。車は快適に昭和放水路
勇太は大家の開けっぱなしの玄関からなかへ「由比の叔父さんだよう」と叫んだ。

まで往復した。
智子従姉さんと祖母が出てきた。叔父さんは智子従姉さんに「いい話を持ってきた」とに
っこり笑う。
「いい話ってなんですか」
「それはあとでな」
叔父さんは片眼をつぶてから顔を祖母に向けた。
「ごぶさたしちゃったな」
「待ってたよ。さあ、さあ」
入れと叔父さんにすすめているところへ、自転車にアイスキャンデーの旗を立てて氷屋が
やってきた。
「やあ」
と叔父さんは手をあげた。
「いいところへ来てくれた。暑くてかなわん」
「ありがとうございます」
氷屋は叔父さんと同じ年格好だ。
叔父さんはアイスボックスをのぞき「赤と白を二本ずつ」と言った。そこへ母と兄があら
われ、叔父さんにあいさつをした。
「青を二本追加」
と叔父さんは言った。
兄はアイスキャンデーをしゃぶりながら、
「このボックス、新品ですね」と呟いた。
「わかりましたか」
氷屋は顔が長く、背が高い。新製品がいかにも自慢らしく、ボックスのプレートを指さし
「その重機というのは何ですか」

た。
「東京重機工業のしるしです」
「戦中、小銃を作っていた会社じゃないですか」
「よくぞご存知で…。戦後は平和産業一本槍になりましたから、銃床のクルミ材がクーラ

「クルミ材の箱は気密性が高い」

ーボックスに変身したわけです」
「そのとおりです。この底に氷と塩を入れてあってキャンデーはとけません」
折りしも東から米軍の軍用トラックが列をなしてきた。米軍の自動車はたいてい東からく
る。なぜなのか勇太にはわからない。
三台目が小石を飛ばして大家の縁側の硝子を割った。
「馬鹿たれ！」祖母が怒鳴った。
「いくさが終っとるというのに…」
氷屋は、やおらズボンの裾をめくって左足のすねを祖母に見せた。弾丸傷がケロイド状に
大きくへこんでいる。
「昭和十九年九月、パラオのペリリュー島で激しい砲撃に吹きとばされましたが負傷した
だけで助かりました。めんぼくない……」
「そりゃあ、なんぎしましたなあ」
氷屋は底ぬけに明るい顔を祖母に向けてにっこり笑い、自転車に乗った。
夕刻、みんなで墓参りに行く。墓地は松林のなかにある。先祖の墓石と國男叔父さんの石
碑がある。國男叔父さんは父の一番下の弟で、戦死した。そのことを石碑の裏に記してある。
「南方方面にて戦死」と記してある。そのように記してあって、勇太はその短い言葉を読む
たびにへんな気持になる。
「南方」は学校で習ったからだいたいわかる。
「方面にて」がわか
らない。
「方面にて」といったって、フィリピン、ニューギニア、ガタルカナル、タラワ…、
いっぱいある。フィリピンにはルソン、レイテなど沢山島がある。「方面にて」は「そっち
の方」ということで、具体的にどこだかわからない。それでは祖母がかわいそうだ。それか
ら「戦死」がわからない。銃で打たれたのか、怪我をして歩けなくなって置き去りにされた
のか、マラリアかなにかの病気で死んだのか…。
墓の前で火を焚き、線香を立てた。勇太は線香の細い煙が好きだ。匂いも好きだ。なんだ
かありがたい気がする。家へ戻って玄関の前でも火を焚いて線香をあげた。火が消えるまで、
みんなでずっと見ていた。
座敷でにぎやかに食事がはじまる。男は酒を飲む。大家の伯父さんより由比の叔父さんの
方がよけいに飲む。兄はふつうに飲む。飲みながら話をする。勇太は海苔巻と稲荷寿司を食
べる。これは伯母さんと智子従姉さんと母がつくった。叔父さんが持ってきたブリの刺身と
煮付けがある。平生ブリは食べない。地曳網でとれるのはたいてい鰯か鯖だ。鰯と鯖はうま
い。ブリはもっとうまい。昆布巻は祖母が作る。台所の板の間に膝を割るように坐り込んで、
咽喉の奥で鼻唄をうたいながら身がきにしんを昆布で巻く。巻いてまん中を干瓢で結ぶ。に
んじん、ごぼう、里芋などといっしょに炊いてある。ゆっくり、じっくり煮込んであるので
やわらかい。それを祖母は少なくなった歯でもぐもぐ食べる。食べながらお茶を飲む。母と
智子従姉さんもお茶を飲む。勇太は飲まない。水を飲む。井戸でくみあげた水を飲む。
稲荷寿司をほおばって水を飲んでいると、お膳をはさんだ向かいの叔父さんがこっちを見
て「勇太ア、来年高校へ行くんだろう」と言った。頭から急にそう訊かれても返答のしよう
がない。これまで就職するか進学するかなんとなしに考えることはあった。高等学校へ行き
たいという気持もあったが、どうしてもというのではない。兄は就職したから、どっちでも
いいと思っている。黙って下を向いていると「高校へ行け、勇太」と兄の声がしたのでハッ
として顔をあげた。茂は煙草を吸っている。母と伯母さんが箸をとめて勇太を見ている。み
「いけ、いけ…。行ったらええ」祖母が咽喉の奥をふくらませてつぶやく。「茂がいいと

んなが注目しているなかで、勇太は口がきけない。
いうのだから行けば…」伯母さんが言う。そうよ、そうよというように智子従姉さんが大き
くうなずく…。
勇太は「ありがとう」と言った。
「待て待て…」伯父さんが穏やかに口をはさんだ。「高等学校は以前の県立の富士中学校

「よかったね」母はにっこり笑った。「試験の用意に少し勉強しなさい」
とおなじで、なにも無理して行くことはない」
「よくまあそげなばかげたことを…」祖母は伯父さんをにらみつけた。伯父さんは祖母の
子供だから強く言う。「勇太は行きたいにきまっとる…。茂がええと言っとるのじゃ、それ

「早い話が…」と伯父さんは続けた。「学校の学課のほかに、特別に勉強しなければ行け

以上言うことはない…」
ないのなら、やめろということだ」
伯父さんが言っていることは、勇太にわかる。でも、何でそんなことを言うのかわからな
い。祖母は黙った。勇太は「それでも…」と言った。「それでも、少しは勉強するよ。今ま
「それでええ」祖母はにっこり笑った。母と伯母もにこにこ笑った。

で怠けちゃったから…」
「一件落着、さて…」と叔父さんは智子従姉さんを見た。「智子、そろそろ結婚しろ」
智子従姉さんは勇太より十歳年上だから二十五になる。
「……してもいいわよ」智子従姉さんはあっさり言って「どんな人？」と訊いた。
名前は稲葉敏明。二十七歳。昭和十八年に北満へ行って、本土決戦に備えるため下関に戻
った。そこで終戦。今は由比漁港の若手の漁師だ。
「愉快なやつでね。部隊が解散するとき、ほしい物を持って行けと隊長が言うので、やつ
は馬をもらった。馬は復員列車に乗ることができない。仕方なく馬を曳いて歩いた。やつは
行軍で鍛えている。だが、馬は岡山あたりでへばっちゃった。やむなく農家とかけあって、
馬を千円で売った。その千円を元手に釣船を買って漁師になった」
叔父さんは小物入れの鞄から写真を出して智子従姉さんに渡した。従姉さんはしばらく見
ていて、にっこり笑った。勇太にはその笑い顔の意味がわからない。伯母さんが写真を見る。
伯父さんが見る。祖母から母に渡され、兄と勇太も見る。額が広い。眼が大きく眉毛が太い。
鼻が高い。唇が厚い。顔全体から首まで陽灼けしている。胸と腕の筋肉が盛りあがっている。
「いい体格だね」伯母さんが言う。
「どこから見ても漁師だな」伯父さんが言う。
「丈夫がいちばん…」祖母が言う。
「大事なのは智子の気持よ」母が言った。
「そうだ。智子、一度会ってみるか」叔父さんは智子従姉さんの顔をうかがう。
「……そうね」
「ほんとうにいいんだね」
「そうするわ」
「兄さんと儀姉さんもいいね」
「智子がその気なら、おまかせします」
伯母さんが頭をさげた。
「よし、きまった。さあ、飲もう」
叔父さんのコップに兄が酌をした。兄は手酌で飲む。叔父さんが兄に何やら小声で話しか
けている。
勇太は所作なく、広い座敷を見廻した。天井に近い壁に天皇、皇后両陛下の写真があった
が、いつからかなくなった。そこに國男叔父さんの写真がある。國男叔父さんはカーキ色の
帽子をかぶり、国防服を着ている。顔が小さく眼が細い。疼く虫歯をこらえているような表
情で見おろしている。学問ができて医者になるはずだったと聞いたことがあるが、出征する
前の國男叔父さんのことを勇太は覚えていない。
陽気な炭坑節の音曲が聞こえてきた。
「勇太、盆踊りにいこう」
いつのまにか智子従姉さんは赤い花柄の浴衣に着替えていた。長い髪を肩から背中に流し
ている。往還みちを出かけた。暗闇に揺れている明りをめざして行く。数珠つなぎの堤灯を
張りめぐらした神社の境内で、友達や家族が二人づれ三人づれで踊っている。浴衣を着てい
る人もいれば着ていない人もいる。子供も踊っている。子供は洋服を着ている。浴衣、ブラ
ウス、開襟シャツ、笑顔、すまし顔に、堤灯の照り返しで、明暗の影が動く。智子従姉さん
は友達を見つけて、さっと踊りの輪へ入った。民男と千秋を見つけた。民男が踊れよと言っ
たが手を振った。同級生の三人の女の子が楽しそうに笑顔で眼の前を通り過ぎた……。
炭坑節はつづく。いつまでもつづく。「月が出た出たァ、月が出たァ、ア、ヨイヨイ…」
空を見上げたら東の空に月があった。まるい月だ。「月が出た出たァ、月が出たァ、ア、

ヨイヨイ…」勇太は月を見つづけた。炭坑節が耳に入らなくなった。白い月の光のなかに智
子従姉さんと稲葉敏明さんがいる。二人は結婚するだろう。そんな気がする。國男叔父さん
がいる。情けない顔をしている。「南方方面にて戦死」なんて信じない。どこかにいて、い
まに帰ってくる。そんな気がする。月のなかに父をさがしていたら、炭坑節が耳に甦った。
父は盆踊りが好きだった。浴衣帯をいきに結んで手拭い鉢巻で踊った…。
踊りの輪がにぎやかになった。智子従姉さんも民男と千秋も踊り続けている。二人の近く
に黒い仮面をかぶった男がいる。手振りよく踊りながら勇太の前へきて仮面が「ちょっと来
い」と手招きした。勇太は言われるままに従った。仮面はぐんぐん境内の奥へ入っていく。
勇太もとっとと歩く。拝殿の横の暗がりで立ち止った。仮面は仮面をとろうとしない。この
「おまえの親父はスパイだ」

へんの人ではなさそうだ。
仮面は体を寄せていきなりそう言った。凄むつもりが、仮面の内側でくぐもって、間がぬ
けた声になった。
「やぶからぼうに、なんだ。いったい、どこのスパイだというのだ」
勇太はひるまず、声に力を入れた。
「シナにきまっている」
「中国といえよ」
「それがあやしい」
「なぜ」
だんだん度胸がすわる。
「中国はアカだ」
「でたらめをいうな。アカである人とアカでない人が、いま中国でたたかっている。そん
「おまえの親父は、そのアカの方だ」

なことも知らないのか」
「なぜそうきめつける」
「おまえらだけが帰ってきて、親父は八路にいるじゃないか」
それはそのとおりだと勇太は思って黙った。
「図星だろ。スパイは戦犯だぞ」
仮面は捨てぜりふを残して消えた。
あいつはいったいなんなんだ。あいつは父が八路と関係があることをどうして知っている
のだろう。父が八路と関係していたって戦犯であるはずがない。そう思いながらも不安にな
る。いつだったか、ＧＨＱがＢＣ級戦犯を処刑した…。
夏休みのしまい頃になって、地曳網の合図を聞く。浜へ急ぎ駆けつけた。三々五々、人が
集まってくる。民男と千秋がいる。光彦がいる。同級生の女の子が四、五人いる。小学生が
大勢いる。
駿河湾が光っている。一艘の磯船が白い光を切りさいて疾駆している。若い浜人が二人で
網を海へ投げている。艫で一本櫓を漕ぐ男の腕と脚がたくましい。
砂浜の一段と高い場所に浜小屋がある。長老の浜人がそこに立って、磯船のあたりの海面
を見つめている。長老の眼には群来している魚が見えるらしい。魚の種類と嵩もつかめるら
完

しい。磯船はそこを網でぐるりと取り囲んだ。長老は銀のキセルの雁くびに眼で見ず煙草を
つめた…。
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眠れぬ夜に

眠れぬ夜に思い出す景色
それは浜岡の海
真っ青などこまでもどこまでも続く海
寄せ返す波の音に母の心音を重ね
広大な海に父の懐の深さを思う
眠れぬ夜に思い出す景色
それは寸叉の山々
夫と歩んだグリーンシャワーの道
夫と眺めた黒百合咲く林
遠くから聞えた山の音に
日々の喧騒を重ね
輝く山狭のダムに人生の終焉を想う
眠れぬ夜に思い出す景色
それは花見山の桜
溢れんばかりの人群れを避け
横道に入り眺めた桜
幾重にも幾重にも咲くトンネルをぬけた
誇り高く咲いていた桜に
福島の人々の来し方を重ね
薄紅色の花々に
優しかった人々の元気を祈る
眠れぬ夜に思い出す景色
それは信州への旅

小諸

上田

森

トランクいっぱいの荷物を積んで
韮崎

土砂降りの中でも走った道
清水
家族でわくわく進んだ道
温かな母さんに辿りついた道
峠から見上げた夕茜雲に
母との思い出の日々を重ね
杏花咲く古里の人々の平穏を願う
眠れぬ夜に思い出す景色
これからも続くだろうか・・・・・

北

嶋

千世子

退職互助部（志太）

●佳作

誰も知らない

君が喉しめらせば
逆流し
忽ち濁れる
フレーバーウォーター
こんなにも
歳をとったのに
季節は廻る
四人の親を見送り
今が在る
前へ

前へ歩いてゆく

まっすぐな道なんてない
ただ
ど こで

だれと

私が見送られる番は
いつ
密やかに

誰も知らない
だから
準備しよう
汗をかくこと
考えるより我武者羅に
からだを動かすこと
狂うこと

夢中になりこだわること
ときどき
ゆれている

幾つになっても
揺れている
ラリーは思うほど続かない
せめて

わたしは死ぬ人
だから
愉快な母になろう
君たちの山になり
海になろう
やさしい波になろう
岩になり木になろう
ひろい空になろう
誰も知らない
憩う場になろう
きれいな風がふく
場所になろう
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美代子

退職互助部（静岡）

童話・童謡
「知床のヒグマ物語」
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退職互助部（磐周）

皆さんは知床と言う名前を聞いたことがありますか。場所は北海道の東部にあり、アイヌ
語でシリエトクと言い、「地の果て」を意味すると言われます。人々を容易によせつけない
自然の環境は、その昔から草原、海辺、森林、湿原、湖など、そのままの形や様子で伝えら
れてきました。そのため、多くの自然美を有し、珍しい動植物の宝庫となっています。例え
ば、エゾシカ、エゾリス、キタキツネ、ヒグマが住み、海にはクジラ、シャチ、トド、アザ
ラシ、その他シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなど世界的な珍しい生き物が住んでいま
す。そのようなことから、「最後の秘境」ともよばれ、大切にしなければならないと、二〇
〇五年七月に、世界自然遺産に登録されました。具体的には、斜里町と羅臼町にまたがる知
床半島と、その沖合三キロまでの海域がその範囲です。
魅力一杯の知床半島の多くの動植物。できるだけ大切にして、みんなで育て、見守ってい
かなければならないと、国や北海道、及び地元の関係者や学者の皆さんも、保護活動に一生
懸命取り組んでいます。
今回お話に出てくるのは、ヒグマの親子の物語です。クマの種類は世界ではたくさんいま
すが、日本では、北海道に住むヒグマと本州に住むツキノワグマが有名です。クマというと
恐ろしい動物と思うことでしょう。人里に出てきて、家畜や果物を食い荒らしたり、時に人
間を襲ったりするからでしょう。クマはもともと臆病な動物だと言われています。だからク
マよけの鈴などをならしていくと、クマの方から近づいて来ないと言われています。（クマ
が攻撃してくる時は、子育て中の春から初夏あたりと、冬ごもりする前の食料をさがしてい
るときなどに危険だと言われます。）しかし、どんな動物も子供はかわいいものです。母親
の後をついて、小さな体でよちよちと歩いて行く子グマの姿は、本当にほほえましく感じら
れます。
親子ヒグマの舞台

知床半島の先端にルシャと言う場所があります。そこは海岸に近く、二つの川が海に流れ

二

出ており、クマの生活して行くには大変良い場所です。夏の終わり頃にはサケやマスが産卵
のために川を上ってきますし、春は若葉がしげるため、クマの食料にはことかかないのです。
そんなわけで、このルシャにはヒグマの親子が三十頭ほど生活しているのです。その中に
イチコと言う母親のヒグマと二頭の子グマがいました。子グマは生まれて半年のオスです。
名前をクロとシロと言いました。この時期の子グマは、母親と一緒に生活しています。初秋
の頃ルシャの川に親子がきていました。
「もう少し頭を水の中につけて、よく魚の動きをみてつかまえなさい」
イチコが子グマに言いました。
「うん」
クロとシロが答えて、もういちど挑戦しました。しかしなかなかうまく行きません。お母さ
んにはかないません。
シロの方が下手で、川の中の石に足をすべらせてじゃぼんところんだりして、なかなかサ
ケなどをつかまえられません。
その点クロの方が魚をとるのが上手でした。お母さんのとるのをまねしながら、川の中へ
じゃぶじゃぶと入っていき、石と石の間に逃げ込んでいったサケやマスをがばっと前足でお
さえて、さっと大きな口をあけてかむのです。
「おかあさん！とれたよ」
クロが得意げに顔をあげて見せました。
「すごいね！上手になったね」
お母さんがほめてくれました。シロもそれを見ていて、必死に川に入っていってサケを追う
のですがなかなかとれません。何回挑戦してもとれないので、あきらめて川岸へ上がりイチ

コの食べている所へ行き、その魚をもらいました。ヒグマの親子は朝から魚をとり、満腹に
なると森の中へ行って昼寝をし、また夕方近くになると親子そろって魚をとりに川にくるの
です。そして、夜になると森の中の寝床へ行ってゆっくりと寝るのです。
「おかあさん！今日はお魚たくさん食べたのでお腹がいっぱいだよ」
とクロが言いました。
「僕も食べたよ。おいしかった」
シロもまけずに言いました。
「良かったね。明日は川上の方へいってみようか」
お母さんが言いました。子ども達はお母さんの言うことを聞きながら、明日の狩りを楽しみ
そんな楽しい日々が一年半も続いたのですが、その頃になると、母親と子グマの間にある

にしながら、いつの間にか寝てしまいました。夜空には星がいっぱい輝いていました。

悲しい母との別れ

変化がおこりました。
三
ちょうど二年目を迎えようとしていたある春の頃です。いつものようにお母さんの後をつ
いてクロとシロが歩いて行きます。今日は海岸へ歩いて行きました。
「今日は天気が良いね。うれしいね」
クロが言うと、シロが
「そうだね。僕は川より海岸の方が好きだよ」
と言いました。シロは少し足が弱いため、川の中へ入って魚をとるのは苦手なのです。海岸
へ出て、小さな石の下にいるヨコエビをとる方が好きなのです。海岸へついて親子でヨコエ
ビをとりはじめました。イチコはさすがに上手。大きな足で石をめくってはエビを食べてい
ます。子ども達もまねしながらエビをとっています。クマは雑食性なので、木の実や魚、エ
ビ、木の若葉などを好んで食べます。特にエビは、重要な動物性のタンパク質のもとになり
ます。
もくもくと食べていた母グマが突然、クロにむかって大きな口をあけてほえました。
「あっちへ行け！」
クロはびっくりして、お母さんの方を見ました。それまでとは違うお母さんのけわしい目つ
きに、クロはとまどい、体が動かなくなってしまいました。お母さんはシロの方は見ていま
せん。あきらかにクロを追い払おうとしています。
クロは
「おかあさん！どうしたの？」
と大きな声でさけびました。無視するようにお母さんは
「もう、ここにいてはいけない。出ていけ」
とさらに強い言葉で言いました。
「おかあさん！僕のどこが悪いの？僕はおかあさんやシロといっしょにいたいよ」
なかなかクロがはなれようとしないのをみて、お母さんは走りながら近づいて行って、頭

泣きながらうったえました。お母さんとクロの距離は二メートルぐらいです。
や背中を大きな足でたたきつけました。ひるんだクロは後ずさりしながら逃げました。クロ
は海辺の波打ち際まで逃げました。お母さんはこわい顔をして、クロをにらみつけています。
しばらくしてお母さんは、シロといっしょに、山の方へ歩いて行ってしまいました。クロは

年寄りクマとの出会い

海辺で、目に涙をいっぱいためながら、お母さんとシロの後姿を見ていました。
四

クロは浜辺で泣きながら海を見つめていました。なぜお母さんは、あんな冷たい態度をと
ったんだろう？大好きだったお母さん。なぜシロだけつれて行ったんだろう？次から次へと
クロは思い起こしていました。なっとくできない心をだいたまま、クロは波が打ち寄せる音
を聞いていました。どれくらいたったでしょうか。クロの後の松林の方から、大きな年寄り
のオスグマが歩いてきました。クロに近づくとぼそっと声をかけました。
「おい、坊やどうした？」

クロは突然の声に驚いて振り返りました。
「・・・・・」
「なにか悲しいことがあったのか？」
年寄りのクマは、元気のないクロの顏をのぞきながら言いました。クロはやさしそうな年寄
りのクマに、救いをもとめるように泣きながら言いました。
「おかあさんとシロと別れてしまったの。僕だけ一緒にいてはいけないと言われた」
肩を落としながらつぶやきました。
「そうか、それはつらかったね」
年寄りのクマは、なぐさめてくれました。続けてしんみりと話し出しました。
「わしも坊やと同じ頃、母親に突然突きはなされたよ。わしも突然のことなので、びっくり
して泣き叫んだよ」
クロはじっと年寄りのクマの顔を見ています。
「今になって考えると、あれはお母さんがおまえはもう一人前だから、一人で生きて行きな
さいという合図だったんだよ。つまり親切な親心ということだよ」
「親切な親心？」
クロはまだあの怒ったお母さんの目が忘れられません。
「あのなあ、一人前になってもいつまでも親に甘えていると、自分で生活する力がなくなっ
てしまい、いざ親が病気などなった時、一番困るのは本人なんだよ」
クロはふーんという顔をしながら聞いています。
「だから、将来大きくなった時、困らないようにお母さんはわざと突きはなしたんだよ。き
っと心の中では、坊やにごめんよと言いながらきびしくあたったと思うよ」
年寄りのクマは、昔を思い出すようにクロに話しかけました。クロの気持ちは少しずつ落ち
着いてきました。さらに年寄りのクマは言いました。
「それと、オスはなわばりに一頭いるんだよ。そこにオスが残ると、オスどうしの争いもお
こるし、食料のとりあいにもなるので、子グマのオスは生まれた所のなわばりから出て行き
なさいということになるんだ」
クロは、次第になっとくした表情をしました。
「じゃあ、おかあさんは僕をきらいになったんじゃないんだね」
とクロが言うと
「そうだよ。お母さんは坊やが好きで好きでしかたないと思うよ。ずっと坊やのことを思っ
ていてくれるはずだよ」
「そうだったのか。僕がんばるよ」
とクロは年寄りのクマにお礼を言いました。年寄りのクマはクロの頭をなでながら言いまし
た。
「じゃあ、またどこかで会おう。今度会うときはもっと元気な顔をしていな」
年寄りのクマは、そう言うとゆっくり歩きながら、松林の方へ歩いて行きました。クロは、

子グマの運命

もやもやした気持ちが少し晴れていくのがわかりました。
五

子グマのオスは、今までいた場所から追い払われ、違う場所へ移って自分で生活をしてい
かなくてはなりません。そして、メスのクマと出会って夫婦になり、新しい家族をつくるの
です。一方メスのクマは、母親と同じ場所で生活しながら、違うところからきたオスと夫婦
になるのです。クロとシロはオスなので、母親から追われる運命にあるのですが、シロは体
が弱かったため、母親が手元に残したと思われます。
お母さんと別れたクロは、森の中に入っても知らない場所で、食料をさがさないといけま
せん。食料や水や寝る場所など、条件のよい所は、先輩のオスグマつまりボスががんばって
いて、新入りのクマはすぐ追い払われます。けんかしてもオスのボスグマにはかないません。
ルシャにはオレンジというボスのクマが住んでいました。このオレンジは、年齢にして三十
才ぐらいになり、今は年寄りのクマになってしまいましたが、まだ威厳をもっています。十
六年ほど前までは、ものすごい力をもっていました。どんなクマがきてもけんかをやれば勝

ちました。オスのなわばり争いのけんかに負けて死んでしまったり、条件の悪い場所に移ら
ざるをえないクマがたくさんいました。五才まで生きるオスグマは半数ぐらいしかいないと
言われています。だから、このオレンジが歩いてくると、オスグマもメスグマもそっとよけ
たり、逃げ出したりするのです。クロはいったいどこへいったのでしょうか？オレンジや強

試練の年

いクマとあわなければよいのですが・・・・。
六
クロとシロが生まれて二年目の夏のことです。クロはひとりだちしてから姿が見えなくな
ってしまいましたが、ある暑い日、川の近くをお母さんとシロがのそりのそりと食料をさが
しながら歩いていました。お母さんの横にはシロがぴったりと歩いていました。ヒグマにと
って夏はきびしい季節なのです。その理由は、まだサケやマスは海から川にのぼってきませ
んし、春の若葉はかたくなっていてうまくありません。シロもお母さんもお腹がすいてやせ
てしまっています。海岸で食料をさがしていますが、なかなかみつかりません。
「おかあさん、食べるものがないね」
しばらく歩いていた時、岩場に足をかけたお母さんが、海の方をじっと見ながら、鼻をぴ

「うん、ほんとにないね。もうすこし海岸を歩いてみよう」
くぴくとさせました。そして、その次の瞬間、海の中へ入って泳ぎ出しました。
シロは心配そうにお母さんの泳ぐ姿を見ていました。沖合へ二百メートルほど行ったとこ
ろで、お母さんは何か黒い浮かんでいるものへたどり着くと、くわえながら岸に向かって泳
ぎ出しました。岸辺につくと、なんとそれはイルカの死骸でした。イルカが海に浮かんでい
たのです。病気か海のギャングと言われるシャチなどにおそわれたのでしょうか。まだ死ん
でまもないイルカなので、食料にはもってこいです。浜辺に引き上げると、シロもさっそく
ごちそうになりました。久しぶりの食事です。においをかぎつけたカラスや他のヒグマもや
ってきました。みんなで食べるのを争っていると、あのオレンジがのしのしと歩いてきまし
た。他のヒグマたちはしぶしぶどきました。お母さんとシロもあまりたくさんたべないうち
に追いやられてしまいました。
「おかあさん！もう少し食べたかったね」
「うん、少し食べたからがまんだね。またさがしてあげるから」
とシロの顏を見ながら言いました。このイルカの肉は、オレンジがひとりじめしていました。
この夏は特に異常気象の年でした。北海道の八月というと、秋の気配を感じる頃になるわ
けですが、海水温が高くサケなどが卵を産みに川にくるのが遅かったのです。約一ヶ月遅れ
ました。その結果ヒグマたちが川でじっと見ていても一匹もマスやサケの姿が見えず、はげ
しい食糧難になり、ヒグマの親も子もやせてしまいました。ルシャだけでも九頭のヒグマが
死んでしまいました。ヒグマを研究している人によると、死んだヒグマの肉を食べていたヒ
グマもいたらしいとのことです。八月の中頃から、イチコとシロの姿がいなくなりました。
もちろんクロもルシャにはいなくなっていました。いったいどこへいってしまったのでしょ
八月下旬。ヒグマの写真を撮っているカメラマンが、イチコとシロとクロを見つけたと言

う。
う情報がありました。イチコとシロは、ルシャから十五キロも離れた海岸で、定置網にかか
ったマスをとって、いっしょに食べていたと言うのです。さらにそこから五キロほど離れて
いた場所で、なんとクロが海岸を歩いていたと言うのです。クロもなんとか一人前になって
生きていたのです。
やはり同じ頃、オレンジの姿を発見することができました。オレンジは斜里町のウトロと
いう場所の川で、サケをさがしていました。だいぶ年をとってしまいました。クマの社会で
は、オスは力が低下すると森の中から追い出されるため、食料を求めて町の近くに出てくる
ことになります。町に出て行くことは危険で、ハンターに殺されると言うことはわかってい
ても、やむをえず出てくるのです。知床の場合、ヒグマの目撃情報は、年に千件ほどあり、
毎年二十頭殺されると言うことです。研究所の人の話では、世界自然遺産の保護の精神を大
切に考え、できるだけ殺さないようにして、人間とクマが共生できるように、町に出てきた
ら森へ帰るようにしむけていると言います。

一ヶ月後の十月、そのオレンジが、森の入口でとぼとぼ歩いている姿がありました。よく
見ると、背中の皮がひどくむけていて肉が見えています。オレンジの変わり果てた姿。オス
同士でけんかしたのでしょう。あんなに強かったオレンジは、戦いにまけたのです。とぼと
ぼと違う方向の山道へ歩いて行きました。その後オレンジの姿を見ることはありませんでし
た。
十一月、冬の始まり。ルシャにイチコとシロがいました。シロは夏より大きくなっていま
した。冬ごもりのためにできるだけたくさん食料の魚をとっていました。シロもずいぶんと
るのが上手になりました。お母さんともうすこしで離れることでしょう。
運命の旅

クロとシロが生まれて三年がたちました。寒い時期も終わり、四月になりました。しかし

七
北海道の四月は、まだまだ雪も残り、食料の若葉もありません。冬ごもりからさめても、森
の中にはなかなか食料がありません。
四月二十二日、クロが羅臼という町の中心部に現れました。朝の七時に町を歩いているの
を見た住民が、写真を撮りました。結構大きくなっていたクロを見たので驚いた住民が、警
察や研究所へ連絡したのです。朝七時と言うと、小学校の児童の登校時間です。警察は報告
を受けると、地元の猟友会に連絡しました。ジャンバーを着たハンターが五人現れました。
リーダーの一人が、目撃者の女性に質問しました。
「どの辺にあらわれたのですか？」
「はい。この写真をみてください」
女性が、家の中から撮った写真を見せました。
道路を歩いていたのは、間違いなくクロでした。首元に親ゆずりの白い毛が生えています。
ハンターは町の東西に別れて、点検していきました。町の中のせまい通り、階段の下や民家
の倉庫の裏など、銃を構えながらゆっくりと点検していきました。クマはひそんでいて突然
飛び出してくる場合があるからです。
「いないな！」
とハンターはつぶやきました。ハンターは、町の先にある小学校まで行くと、またゆっくり
と戻ってきて、他のハンターと話し合いました。
「どうだそっちの方は？」
「いないな」
「もう近くの山へ入っていったかな？」
リーダーのハンターは駐在所の巡査に、連絡しました。

それぞれ、ハンター達は話し合いました。
「今朝出たと言うことで調べたが、どうも山の方へ入っていったようだ」
「そうですか？」
と巡査が言いました。
「油断はできません。一度町に出てきたクマは、そこで食料などを見つけると、それがきっ
かけになってまた姿をあらわすことが多いのですよ」
ハンターは言いました。続けて
「子ども達には全員、カバンに熊よけの鈴をつけることと、防犯ブザーを持つように小学校
と中学校の校長さんへ連絡して下さい」
と言いました。
「わかりました。早速今から学校へ行ってきます」
巡査がはっきりした口調で言いました。
翌日の朝五時頃、クロがまた町の中に出てきました。ゴミ箱をのぞいたりしてうろうろと
していました。新聞配達の人が発見したのです。連絡を受けた警察とハンターが来た時は、
すでにクロはまたどこかへ行ってしまった後でした。
しかし、この日をさかいに、クロは「大変危険なクマ。発見したら駆除（殺すこと）しよ
う」と言うことが、ハンターの間で合い言葉になってしまいました。
クロはお母さんとシロと別れてから、単独で森や川などをさまよっていたのでしょう。ク

ロが町へ出てきてしまったことは、やはり強いクマに追われてしまい、森の中では生きる場
所がなくなっていたのかもしれません。さびしくなって、町の方にくれば母親やシロとあえ
るかもしれないと思ったかもしれません。
そして、二日後にまたクロが現れました。朝の九時頃のことです。町の住宅街を通り、海
岸に出てきたのです。海岸で食料をさがしているようでした。きっとお母さんやシロといっ
近くの住民が、海岸にヒグマがいるということを警察に知らせました。そんなことは知ら

しょにルシャの海岸や川で食料をさがしていたのを思い出していたのかもしれません。
ないクロは一生懸命に海岸にエサをさがしていました。かけつけたハンターが、堤防の所に
陣取り、三人のハンターが一斉に射撃しました。五十メートルほどの距離でしたが、クロの
横のお腹や背中付近に命中しました。クロは大きな悲鳴を上げて倒れました。クロは三年の
短い生涯を終えてしまいました。
知床財団の人達もハンターも、やたらとヒグマを殺すようなことはしていません。人前に
出てこないように、電気柵をもうけたり、花火をうったりして森へ返そうとしているのです
が、どうしても町に出てきて、人を襲うクマもいるので、やむを得ず殺す場合もあると言い

シロの運命

ます。
八
クロの死から一ヶ月後の五月下旬、一人立ちしたシロの姿が、ルシャから三十キロも離れ
シロは体も弱く、魚をとるのも下手だったので、お母さんが最後まで離さなかったのです

たウトロに近い海岸に現れました。
が、ついにクロと同じように、お母さんに突きはなされたのでしょう。六月、あきらかにシ
ロの体はやせていました。うまく食料をとれなかったのでしょうか。空き缶をくわえながら
海岸をとぼとぼ歩いていました。シロは海岸にすわり、砂を掘っています。一人立ちのあと、
シロも森に居場所がなかったのでしょうか。強いオスに追われたのでしょうか。一時間ほど
海岸にいましたが、やがて近くの森に入っていきました。
翌日またシロが海岸を歩いていました。海岸沿いには民家が五軒程あり、国道が海沿いに
通っていました。知床五湖の方へ走る車が通行しています。その車のドライバーが、地元の
警察へ連絡しました。警察から連絡を受けた知床財団の増田さんが海岸にかけつけました。
そして、そっとシロに近づいて行きました。
シロは一生懸命、砂を掘っていて増田さんが近づいているのも分からないようでした。
「オー、ウォー」と遠くから増田さんが声をかけておどかしました。その声にシロは、増田
さんの方を振り返りましたが、逃げる様子もなく砂をほじっています。増田さんは、クマと
人間の共生を長年考え努力しているリーダーです。なんとかシロを森へ返したいと願ってい
るのです。このままでは、クロと同じ運命をたどってしまうと必死に声をあげました。
「ウォー、ウォー」
どうか海岸にはでてこないでくれと訴えるような声です。しかし、シロは逃げません。ま
た砂を掘って食料となるものをさがしているようです。国道では、その様子をドライバーが
車から降りて、五人ほど国道近くのところでみています。増田さんは見学の人へ言いました。
「あぶないから、車に入っていてください」
見学者が車に入ったのをみとどけると、ポケットからロケット花火を出して、火をつけま
した。シューと音をたてると、空中に飛び出し白い煙をあげて、「パーン」と大きな音をあ
げました。シロは驚いて、増田さんの方をみました。増田さんが二発目の花火に火をつける
と、また大きな音が破裂しました。さすがにシロはあわてて、海岸を走って逃げ出しました。
国道の下に小さな川が流れており、そこを通って森の方へ逃げて行きました。増田さんは、
やれやれといった表情をしました。
しかし、シロはその次の日も次の日も海岸に現れました。最初に姿を現してから四日間の
間に、十四回も国道や海岸に出てきました。
六月十日、ついにシロの駆除が決まりました。そして、六月十二日に海岸に現れた時、待
ち構えていたハンターが一斉に射撃をしました。海岸にいたシロの首や胴体に命中しました。
血が流れ出ました。海岸に横たわっていたシロは、まことにあわれでした。居合わせた増田

さんも残念そうな顔をして立ちつくしていました。シロもクロの死から一ヶ月ほど遅れて短
い生涯を終えてしまいました。
なぜクロもシロも海岸や人里に出てきてしまったのでしょうか。メスならば母親と同じ場
所で暮らせたでしょうが、オスのクロとシロは生まれ故郷を離れ、母親とも離れ自立してい
かなければなりませんでした。森の中でも他のオスとのあらそいに勝てなくて、人里や海岸
に出てきてしまったのでしょう。また、海岸が好きだったのは、生まれ故郷のルシャの海岸
を思い出していたのかもしれません。
クロとシロは、せっかくこの世に生まれたのに、わずか三才で生涯を終わってしまいまし
た。クロとシロは、ただ生きようとしていただけでした。人里に出てきましたが、住民を襲
うと言うことはありませんでしたが、殺されてしまいました。母親のイチコは、もちろんク
ロとシロが殺されてしまったことは知りません。
人と動物の共生をめざして努力していた、知床財団の増田さんは、肩を落としながら、
「本当に残念だな。クマにも元気なクマや病気のクマ、要領の悪いクマや力の弱いクマなど
いるんだよね。クロやシロは、きっと要領が悪く力も弱かったのかもしれない。だからつい
つい森からはじき出され、危険な街中に出てきてしまったんだろうね」
と仲間の吉本さんにつぶやきました。
財団の二人とハンターたちは、シロをブルーシートにくるんで、軽トラックの荷台にのせ
ました。財団の増田さんの眼には、涙があふれ出ていました。

●佳作

ぼく！夏休みの挑戦

平

井

壽賀子

退職互助部（磐周）

ぼくは六年生、小学校最後の夏休みはもうすぐだ。なにか思い出になるような自由研究を
したいと、七月になってからずっと考えていた。
そこで、図書館で「夏の自由研究」という本を読んだり、父さんの会社の休みの日曜日に、
科学館につれていってもらったりして、テーマをさがした。もうすぐ夏休みになるというの
に、まだきまらなくて困っている。
ある日、家族でとなり町のレクリエーション施設に遊びにいくことになった。
そのとちゅうの道路の切り通しのところで、父さんがきゅうに車を止めた。
「どうしたの、こんなところに停車して。車の調子でもわるいの？」
と、たずねると父さんは、道路わきの切り通しを指さした。
「真一、あの地層の中にある白いものがなんだかわかるかい？」
ぼくは、父さんの指さした方を見た。その地層の中に、はっきりと、白いものがちらちら
と見える。大きさも形もいろいろだ。
「あのどろのかべの中にある白いのは、なんなの？」
「あれは化石だよ。」
「化石？こんな所にもあるの？」
と、ぼくはおどろきながらも信じられないでいると、
「あれは本当に貝の化石だ 。ここは貝の化石がたくさ ん出ることで、日本では有 名な所だ
よ。
」
と、父さんははなしてくれた。ぼくは今までに、父さんから化石のはなしを聞いたことはな
かった。今がはじめてだ。ぼくは、
「あの化石をとろうよ。
」
と、とっさに言った。すると、父さんは、
「今日は掘る道具など、なにも準備をしていないからむりだよ。また、近いうちに採集につ
れてきてやるよ。
」
と、言ったので、そのまま目的地のレクリエーション施設にむかった。
次の日曜日、ぼくは父さんと化石採集にでかけた。でも、この前の切り通しは国道ぞいだ
ったので、ひとつ中の通りの、安全な地層で採集することにした。そこにも、同じように貝
の化石が散らばってはいっていた。
今日は、ぼくも父さんも麦わらぼうしに長ズボン長そでシャツすがたの、完全野外活動ス
タイルだ。
あれからしばらく、化石のことをわすれかけていたぼくに、父さんがゆうべとつぜん、
「真一、明日の化石採集の準備をするよ。
」
それは父さんの思い出の物がしまってあるもので、父さんが宝箱と言っているものだ。

と、言った。そして押入れから、プラスチックの白い箱を取り出してきた。
「準備ってなに？貝の化石を掘るだけでしょう。準備なんか必要あるの？」
と、ぼくがテレビを見ながら言うと、父さんは真剣な顔をしてはなしてくれた。
「野外で活動する時は、ころんだりすべったりすることもある。また、ハチや知らない虫も
いるし、草むらにはへびがいるかも知れない。十分気をつけないといけないよ。油断しては
あぶないんだ。
」
そう言われて、ぼくはきゅうに緊張した。すぐに、テレビを見るのをやめて、父さんとい
っしょに化石採集の準備をはじめた。
「父さん、なにを用意すればいいの？」
「まずタオルだ。タオルは汗をふくだけでなく、けがをした時に包帯のかわりにもなる。だ
から、少なくても三本ぐらいはほしいよ。
」
と、言われて、ぼくは母さんからタオルを三本もらってきた。その後、化石をつつむための、
新聞紙と空き箱もたくさん用意していた。すると、父さんは、

「用心のために、防虫スプレーや虫刺されのクスリをもっていくか。
」
と、つけたした。
ぼくは準備をしているうちに、ワクワクした気持ちになり、明日の化石採集がたのしみに
なってきた。
それから、化石を掘りだすシャベルとハンマーと、くぎとピンセットを用意した。宝箱か
ら出したハンマーは化石用で、片方がとがっていて、もう一方がひらたくなっている。ぼく
が、
「へー、変わった形だね。はじめて見たよ。このハンマーはだれのなの？」
「父さんが学生のときに使っていたものだけれど、ずっとしまっておいたんだ。これを見る
とあのころのことを思い出すなあ。
」
と、父さんはなつかしそうに、ハンマーを何回もなでていた。
さて、化石採集の始まりだ。
ぼくは切り通しの地層のかべにつかまって、シャベルをつきさそうとした。ところが、地
層はかたくて、シャベルがぜんぜんはいらない。なんかいやっても、シャベルははねかえっ
てくる。シャベルの先さえはいらない。
地層はどろがたまったものだから、やわらかいとばかり思っていたが、石のようにかたい。
そのかたい地層の中に、貝の化石はしっかりとうまっている。むりにひっぱったり掘り出そ
うとすると、貝の化石はとたんにばらばらにこわれてしまう。とてももろい。苦戦している
と、父さんがぼくのようすを見て、
「貝の化石だけとろうとするのは無理だよ。まず、まわりのどろを、大きくかたまりで取り
出してから、少しずつ注意してどろを落としていくんだよ。」
それで、ぼくはこんどはハンマーのとがった方を使い、何回も力をいれて地層につきさし

と、言った。
た。その作業をくりかえして、やっと貝の化石のまわりにみぞが掘れた。それからハンマー
の先をどろの中につきさして、ゆっくりとどろのかたまりをとり出した。両手の中にずっし
りと重みをかんじた。
そんなぼくを見て、父さんは、
「いいぞ、その調子。
」
と、ピースの合図をくれた。
「気をつけて、落とすなよ。
」
やっと取れた大きなどろのかたまりは重い。ひっくりかえりそうになりながら、道路のた

と、父さんはさらに声をかけてきた。
いらなところにおろした。
手にはめた軍手も、シャツもどろだらけだ。その軍手であせをふいたので、どろで顔をお
けしょうしたみたいになった。それを見て父さんが大笑いをした。
それから、どろのかたまりをとがったくぎやピンセットで、まわりをすこしずつけずりと
っていった。かんたんに取れると思っていたが、貝化石を一つ上手に取り出すのにも、長い
時間がかかってしまった。
化石は石なのに、ちょっと力をかけると、こなごなになってしまうのはなんでだろうと、
そこで、父さんに、

ぼくはどろをとりながら思った。
「化石って石でしょ？なんでここの貝の化石はばらばらにこわれてしまうの？へんだよ。こ
の貝は化石ではないんじゃないの？」
すると、父さんは待ってましたとばかり、ぼくの顔を見て、
「いいことに気づいたな。でもこれは化石だよ。化石というのは、人間があらわれる前の生
物の遺物をいうんだ。だから、化石には生き物の足あとやふんなんかもあるんだよ。石のよ
うになっているとはかぎらない。」
と、はなしてくれたが、ぼくにはよくわからない。
それでも、いくつかの貝の化石をとり出すことができた。丸いかたつむりのような貝や、

つんつんしたとげのはえた貝や、大きなバカ貝のような二枚貝なのだ。ぼくははじめての化
石掘りがうれしくなり、今日はまんぞくした。
それらの化石をこわさないように、一つずつ大事に新聞紙でくるんで箱につめた。
その時、畑から帰ってきたらしいおばあさんが、ぼくのところに近づいてきて、しばらく、
ぼくたちの様子を見ていたが、とつぜん、
「あんたたちも、貝殻をとりにきたのかね。
」
と、声をかけてきた。ぼくはすこし緊張して、
「はい、こんにちは。
」
と、こたえた。するとおばあさんはにこっと笑みをうかべて、とくいそうにはなしはじめた。
「ここはむかしは海だったらしいのよ。すこし前になるけれど、ある大学の先生と三、四人
の学生たちがきた時、なにをするのかねとたずねると、ここが海だったとおしえてくれたん
だがね。
」
ぼくはびっくりして、おばあさんの顔を見つめた。おばあさんは、
「ここらへんではずっと前から、畑にも貝殻がたくさん出るので、地域の人はなんで畑に貝
殻がいっぱいあるんだろうと、みんな不思議に思っていたんだよね。
」
と、ぼくに笑いかけ、はなしおわると一輪車をひいて帰っていった。ぼくはおばあさんのう
しろ姿を、しばらく見送った。
やがて、夏休みになった。ぼくは父さんと採集してきた貝の化石を箱から出して、朝から
机の上に並べて一日中ながめていた。掘ってきたままだったので、化石にはどろがついてい
る。どろを取ると化石がこわれるんじゃないかと心配で、なかなか手がだせなかった。
しかし、見ているうちにもっときれいにしたい。化石全体のすがたが見たくなり、とうと
ぼくは机の上に新聞紙をなんまいもかさねて広げ、どろがちらからないようにした。

うがまんができなくなった。
そして、貝の化石を箱から一つずつ、だいじに出してそおっとおいた。そして、ピンセッ
トと歯ブラシやはけを使って、貝の表面のどろを、やさしくなでるように少しずつはらって
いった。みぞのようなところやかたいところは、ピンセットを使った。ピンセットはとがっ
ているので、力を入れると貝の化石がぽろっとかける。それは、地層から採集するときに、
いやというほど経験した。だから、そうならないように、さいしんの注意をして作業をした。
ゆっくりと用心深く、気持ちを集中させての作業だった。暑い日がつづき、汗がだらだら
と出たが、学校のプールにも行かないで、ぜんぶきれいにどろをおとしおえた。
作業しながら、ぼくは貝の化石にしらずしらずにぶつぶつと小さい声で、
「君が生きていたのはどんな所だったの？」
などと、はなしかけていた。
一週間以上もかけてきれいにした貝の化石を、ぼくは箱にきちんとならべて、父さんや母
さんや妹の彩に見せた。
「ワアーすごい。お兄ちゃんプールへ行かなかったのは、毎日これをやっていたんだね。
」
「きれいにしたね。見違えるようになったわ。よくがんばったわね。
」
と、母さんも感心してくれた。その時、父さんがあの宝箱から、白いプラスチックの箱を大
事そうにもってきて、
「いよいよ、これの出番がきたな。
」
と、言って、その白い箱のふたをゆっくりとあけた。そのとたん。ぼくも母さんも彩も、
“あ
っ„と声をあげて息をのんだ。
開いた箱の中には貝の化石が、小さなプラスチックのふたのある透明な箱に、一つずつて
いねいにいれられていた。それはぼくがそうじした貝の化石より、ずっときれいに処理され、
かたちの整った貝の化石たちだった。ぼくはすいつけられたように見つめ、しばらくは声が
出なかった。ようやく気持ちが落ち着いてから、父さんに聞いてみた。
「これは、だれが集めた貝の化石なの？」
「父さんが大学生の時に集めたんだよ。」
「父さんは化石を勉強していたの。
」

「野外実習授業の時に、はじめて化石に出合ったんだ。それで興味がわいて、すこし採集し
たことがあったのだ。
」
「ぼくはじめて聞いたよ。もっと早く見せてほしかったなあ。
」
「そういわれるとうれしいよ。化石はだれもが興味もつとはかぎらない。真一が興味をもっ
た時に、はなそうと思っていたんだ。今がその時なんだ。
」
父さんは、ぼくが化石に興味をもったことを、よろこんでくれているんだ。
ぼくは化石をそうじするのがたのしく、夢中になってやっていた。毎日つづけながら、ふ
と、化石は集めるだけなんだろうか。ほかに、ぼくたちの生活に、役に立つことがあるので
はないだろうかと考えた。しかし、大昔のしかも死んだ貝殻だ。役になんかたたないだろう
とも考えた。…化石採集はただ趣味だけなんだろうかと思いながらいた。しばらく自分でい
ろいろ考えてみたがわからないので、父さんに聞いてみた。
「化石ってなにか役に立つことってあるの？この前に会ったおばあさんが、大学の先生が採
集に来たと言っていたけれど。
」
と、ぼくがたずねると、
「そうだな。このカタツムリのような化石はダンベイキサゴといって、今のナガラミという
貝の祖先らしいよ。ナガラミは食べたことがあるだろう。化石は今につながっているのもあ
るんだよ。
」
と、父さんのはなしに、ぼくはまたびっくりした。父さんはつづけて、
「それから。ちょっと難しいけれど、化石の中には示準化石というのがあるんだ。
」
「それってなんなの、なんの化石なの？」
「時代を決める化石。その化石がその地層の出来た年代を示すのだよ。だから、ちがった場
所でもそれと同じ化石が出た地層は、同じ年代にたいせきした地層だということがわかるの
だよ。」
と、はなしてくれた。すごく大事なことのようだったが、専門的なことは今のぼくにはむず
かしく、よくわからなかった。
「真一は聞いたことないかな。三葉虫とかオウム貝はその代表的な化石だよ。
」
「うん、何かの本で三葉虫というのを見たことあるよ。オウム貝はしらないけど。
」
「そうか。今はまだわからないと思うけれど、化石には大切な役があることに気づいたこと
はりっぱだよ。たのもしいよ。
」
ぼくはほめられてうれしくなった。
それからも、ぼくはますます化石にとりつかれ、毎日むきあい、貝の化石のなぞに興味が
ぼくは化石にのめりこんでいった。そして、貝の化石にむかって、目の前の人にはなしか

わいてきた。
けるようにしゃべりだし、しだいに、大きくはっきりした声になっていった。
「君はどこの海から来たの？どれくらい前にここに来たのさ。
」
と、はなしはじめていた。ときには、まどのそばにいって青い空にむかって、貝の化石を高
くかかげてながめてみた。すると、貝の化石がまるで海の中でおよいでいるように見えてき
た。ぼくは夢中で見つめ追いかけていた。そして、ぼくは貝の化石によびかけた。
「君のいた海はどんなところだったんだよ。おしえて。ぼくをつれていってよ。」
しばらく、しいんと静かな時がすぎた。すると、どこからか声がかえってきた。
「わたしはあたたかい海の、岩がだんだんのようになっていて、あまり深くない水のなかの
岩にくっついて住んでいたんです。
」
「えっ！君はだれ！」
「目の前にいるじゃないの。目の前よ。」
「目の前にあるのは、大昔の貝の化石だよ。
」
「そうよ化石よ。わたしは化石として生きているのよ。君が聞いてきたから答えてあげたの
に、へんないい方をしないでよ。」
「ごめん、ごめん。びっくりしたんだよ。
」
ぼくはなんだかわからなくなった。しゃべったのは化石らしい。チャンスだ、ぼくは聞き
たいことがいっぱいあった。

その声の主の化石は、
「まず、わたしといっしょに、海で泳ぎたいのね。
」
と、言ってきた。ぼくはドキドキしながらもオッケーすると、
「じゃあ、目をとじて五つ数えて、ゆっくりとね。
」
ぼくは言われたとおり、目をとじて数えた。
からだが軽くなったようにかんじた。

「一・二・三・四・五・」
「じゃあ、ゆっくり目をあけてみて。
」
そう言われて、目をあけると、ぼくのまわりは海。ぼくのからだは貝の化石から出た長い
ひらひらとした、ひものようなものにまかれていた。この青い海は、ぼくの知っている海と
はなにかようすが違う。水を一口なめてみたが塩のあじもにおいも、ちょっと違う気がする。
これが大昔の海なんだと、きょろきょろしているうちに、一回りしてもどってきてしまった。
でも、さわやかないい気持ちになった。
「ありがとう。いい気分になったよ。つぎは、いろいろわからないことがあるから、おしえ
てよ。」
「わかることはね。」
「ぼくがあつめた、貝の化石はみんな同じ海にいたの？」
「ちがう、ちがうわよ。わたしのような巻貝と二枚貝では住む海がちがうのよ。よくは知ら
ないけれど、二枚貝さんは岩のない砂浜にいたと聞いたことがあるわ。それぞれ住む海はち
がうのよ。
」
「だけど、君たち同じ地層にうまっていたんだよな。」
「同じ地層の中でも、高いところや低いところとか、うまってたところがどろとか、すなと
かちがっていたでしょう。」
「でも、同じ地層の中だよ。
」
「知らないのね。地層は一 センチつもるのに、どれだ けの年月がかかるんだかわ かるかし
ら？」
「どのくらいかかるの？おしえてよ。
」
「それは、自分でしらべるのね。あなたの勉強でしょう。
」
「たのむよ、たのむ。
」
と、ぼくはかかげていた貝の化石にむかって、一生懸命にたのんでいた。
いつの間に、ぼくの部屋にきたのかわからなかったが、妹の彩がぼくのせなかを、ポンポ
ンとたたいて、
「お兄ちゃんだれとはなしをしているの？」
と、首をかしげて立っていた。
ぼくははっと、われにかえった。そしてへやの中をきょろきょろと見渡してみた。何が起
こったのかわからない。妹に聞かれても、何と言ったらよいかわからないでいる。
ぼくはそれからも、集めてきた貝の化石ひとつひとつを、今日のように青い空にかかげて
はなしかけた。それぞれがちがったことをはなしてくれたので、ぼくはますます化石を調べ
ることがたのしくなった。妹の彩は、母さんや父さんに、
「お兄ちゃんが化石にむかって、へんなこと言っているのよ。わたしが行っても知らん振り
なの。」
と、ちょっと不満そうに言いつけた。
父さんは、にこにこして、
「真一、化石が呼びかけてくれているようだな。よかった。たのしいだろう。
」
ぼくは、父さんはわかっているんだと思った。だから、ぼくは貝の化石から出された宿題
を調べてみよう。採集の時におばあさんが言っていた大学に、いろいろ聞いてみようとも考
えた。
そこで、父さんに協力してもらい、大学に電話をかけてみた。大学ではていねいにはなし
を聞いてくれた。そして、

「そこの地層の貝の化石は、その近くの資料館にたくさん展示されています。資料館には貝
の化石をよく知っている人がいるから、たずねてみるといいですよ。
」
と、教えてくれた。父さんの夏休み休暇の日にその資料館につれていってもらった。
資料館は地層のあった町の市役所のとなりで、たくさんの木にかこまれた公園のようなと
ころにあった。横に図書館もあった。
資料館にはいると、いく前にれんらくしておいたので担当の方がきて、すぐに貝の化石標
本のちんれつケースにあんないしてくれた。ぼくはおもわず、
「わーすごい、こんなにいろいろな化石があるの。
」
と、大声をあげて、ケースの前を右にいったり左にいったりなんかいもした。担当の人も父
さんも、笑顔でぼくをながめていた。
「この貝の化石は、ここの地層から採集したものですか。
」
と、たずねると、
「全部そうです。ここの地域の人たちがあつめてくれたのです。その中には、きみのような
小学生や中学生もいます。みんな化石がすきなんですね。
」
ここの標本の中に、この間ぼくが採集した貝の化石と同じ種類の化石を見つけて、なんだ

と、じまんそうにはなしてくれた。
かうれしくなった。
それにしても、ここに並べられているのは、なんとたくさんの貝の化石だろう。あの地層
には、まだまだいろいろな化石があることもわかった。いつまで見ていてもあきない。ずっ
とケースにはりついて、はなれられなくなってしまった。
資料館には、地層の説明の書いてある掲示があった。それを見て、
「父さん、三葉虫だよ。示準化石だよね。
」
と、いうと、資料館の方が、
「君はよく知っているね。勉強しているんだね。
」
と、ほめてくれた。ちょっとてれくさかったが、うれしかった。
担当の方は、この資料館にくる前は高等学校の理科の先生だったそうだ。ぼくの質問にや
さしく、ていねいにおしえてくれた。
とてもたのしく、時間のたつのもわすれていた。かえるとき資料館の方が、
「また、いつでもいらっしゃい。化石のすきな子が増えるのはたのしみです。
」
と、やさしく声をかけてくれた。
ぼくははじめはめずらしく、化石を集めることだけに夢中になっていたが、化石は地層が
つまり、地球の歴史を、ぼくにはなしてくれているのだとわかり感動した。

できたころの気候や、植物や動物や土地の様子などを、のこしているんだ。
それで、夏休みの自由研究は貝の化石を調べるだけでなく、地層のできかたについても調
べ、ぼくの挑戦は続いていった。
見えたよ！どろの中
どろ（地層）の中から
どろの中の世界
しらないこと、知った夏。

評論・書評
●優秀賞

海とレクイエム
一

―辻征夫管見―

戸

塚

惠

三

退職互助部（静岡）

現代詩に際立つ一存在であった辻征夫（つじ・ゆきお）が亡くなったのは、十五年前の平
成十二年一月であった。六十一歳。
新版』

その作品群は、現在流布の主たる詩集に限ってみても、思潮社版叢書・現代詩文庫のうち
に〈正・続・続続〉の三冊を持ち、平成十五年には書肆山田刊の大冊『辻征夫詩集成
（元版は平成八年に刊行されている。）があり、さらに今年二月刊行の岩波文庫版『辻征夫
詩集』がある。
その作品に接したいと願えば、それが容易に可能である意味において、ありがたいものが
ある。このことは詩人当人にとってもまた、みずからの作品世界を広くまた深く知ってもら
うきっかけとなり得る点において、めぐまれた遇され方であると言ってよい。しばしば、不
遇の二文字と背中合わせに論じられることの多い詩人の在りようを思えば、尚更のことであ
る。
ただ、今回辻征夫を考えようとするその動機には、彼が晩年に至って詩作によりはむしろ
創作（小説）の世界に次第に沈潜して行ったのはどういう理由からであったのだろうという、
その一点があった。
二

月号）

年３月号）

年３月号）

辻征夫の小説作品には次の四篇があり、いずれも文芸誌「新潮」に掲載されている。
１．「遠ざかる島」
（平成９年
年９月号）

４．「遠ざかる島ふたたび」
（平成

３．「ぼくたちの（俎板のような）拳銃」
（平成

２．「黒い塀」（平成

11

第一作「遠ざかる島」。標題の「島」は、本文中に「東京から船で約十時間の、太平洋上

みたい。

ここでは、前章に列挙した四つの小説作品に即しながら、そのアウトラインにまず触れて

三

平成四年の発行である。
）

品集『ボートを漕ぐおばさんの肖像』があるが、ちなみにこちらは連作で構成された詩集で

成十一年八月に書肆山田から出版されている。（辻征夫には、これとやや似た標題をもつ作

を集めた『ボートを漕ぐもう一人の婦人の肖像』という、長い標題をもつ作品集がある。平

上記四篇のほかに、「短篇小説のつもりで書いた」と作者みずからが語る、散文小品九篇

年の自己形成の過程が段階を追って鮮明となるのがうかがえるのである。

の体をなすものであることを一層強くイメージ化しようとしているかに見える。作中の一少

作品の順序を入れかえた意図はどこにも記されてはいないが、思うに、全三篇が連作小説

ジの「後記」がつく。

おり、一本のタイトルは『ぼくたちの（俎板のような）拳銃』であった。なお巻末に二ペー

れた。ただ、単行本に収載の順番は作品発表の時系列とは異なり、１・３・２の順となって

ちなみに、最初の三篇は、平成十一年八月、同時収載の単行本となり、新潮社から刊行さ

ドキュメントと見なせば、独立した一篇の散文作品と数えうる。

は後日談のおもむきがあって、やや随想に近いひびきがあるが、これも一つのヒューマン・

れも短篇である。特に４．
「遠ざかる島ふたたび」は、１．
「遠ざかる島」の執筆補記ないし

中篇小説の文量をもつ「ぼくたちの（俎板のような）拳銃」にひきかえ、他の三篇はいず

12

11

10

の島」、「かって流人島」、「その村の名は『神がいますところ』」と表記されている。伊豆七
島の一つ、三宅島である。
（三宅島と聞くと、私は突差に田畑修一郎の「南方」
「三宅島通信」
「石ころ路」などいわゆる「三宅島もの」と呼ばれる作品群を読んだことを思い出す。）
東京都庁の支庁長として赴任する父に伴われて一家はこの島にやってくる。病弱な母、長
男（名前を悠という。作者の分身である。
）、二人の弟妹―「五年遅れて妹が生れ、さらに二
年遅れて弟が生まれた」とある。―、それにお手伝いさんとして、信州生まれで都内の職業
安定所を介して住み込みでやってきた真理子さん。
物語はこの長男悠の自己形成前史を回想ふうにたどる内容となっている。
不思議なほどに違和感なく島の生活になじんで三年後、父の帰任とともに島を離れる日、
少年の胸に去来したものが島の思い出であり、また或る事情から引き続きこの島にとどまる
ことになった真理子さんへのつのる慕情であることは言うを俟たないが、この短篇を短篇た
らしめている点は、真理子さんのその後に関する消息―幻影といってもいいが―の受けとめ
方にある。それは、執筆者辻征夫の心を息づかせ、かつ、よみがえらせる迫真の力わざであ
る。作中で次のように語る。
昭和三十七年に、島は二十何年ぶりかで噴火した。
（略）
「そういえば、あの真理さんな、
さっき会館の前にいたよ。おれらが軍艦（引用者注。島民の救援に出動した自衛隊の艦船。
）
からおりて歩いていたらな、あの前で一人ずつ顔を見てた。だれか探してたのかな」
いま一個所、これは作者自身の「目撃ばなし」として記した部分だが、二十代の後半、当
時の勤務先の社内旅行でおとずれた三宅島からのこととして、

階段を途中まで登ったとき、船の艫に立って島を見ている女性の後ろ姿が見えた。
（略 ）

遠ざかる島を見たかった。島影が見えなくなるまで見ていたいと思った。
ぼくはそこから動かなかった。真理子さんだと思ったのである。真理子さんが遠ざかる島
を見ている。その姿を大人になったぼくが見ている。
小説の技法としては決して新しいものではないけれども、夢でも幻でもなく、心の真実に
橋渡しをなす情調を引き出す切り口は、読後の印象の鮮烈に、思いのほか強く働きかけてく
るのである。
第二作「黒い塀」。標題の「黒い塀」は、いわゆる家屋の外構としてのそれでなく、芝居
物語の導入として、色川武大の短篇「風と灯とけむりたち」に登場する、「ほとんど世間

や演劇の書き割りとしての黒塀である。
苦が刻む皺もな」い〈サンゾウさん〉を引き合いに出しながら、みずからをいささか戯画化
して、事の深刻さを韜晦するかのようにやわらげ、他方では高安国世訳の「リルケ詩集」に
没頭する主人公の一面も伝え、青春時代特有の悲喜劇を語っている。
「学校を出てもふらふらしているばかり」の彼は、歌舞伎座の裏方でアルバイトをしてい
る友人の口利きで、しばらく同じ部署で働いてはみるものの、まったく適性のない仕事ぶり
を親方に見とがめられて、あっさりお拂い箱となる。
「黒い塀」とは、したがって、前途に何の見通しも持ち得ぬ不透明な暗い主人公の心象風
景のアレゴリイとも言える。
ぼくはこの頃、自分を風に吹かれている棒杭のようなものだと思っていた。あるいは、
生命があるとすれば、まだ蜥蜴の手足ほどの枝しかない貧弱な若い木だった。少年時代か
ら高く伸びることは夢見ていたが、日常をどう過していいかわからず、ただうろうろして
いるようなものだった。木は、ただ木であっていいのだろうか。しなやかさはあるかもし
れないが、いつ折れるかもしれなかった。突風はいつでも吹いた。
最終第９章〈霰降る居酒屋にたむろする友たちよ〉のおわり近く主人公の述懐だが、九つ
の小話をオムニバスふうに連ねて、全体はしゃれた掌篇となっている。

四
第三作「ぼくたちの（俎板のような）拳銃」。他の三篇に比して文量の多いことは前述し

）が配
epigraph

たが、作者辻征夫は詩人山本かずことの対談の中で「（原稿用紙）百六十枚書いた」と話し
ている。
（『詩の話をしよう』
（第二回）所収、ミッドナイト・プレス）
単に長いというだけではなく、タイトル左脇に小活字によりエピグラフ（
されているのが、先ず目に入る。
「プルタルコス英雄伝（村川堅太郎編）
」として、数行の引用がなされている。
それよりも古い時代については、「これより先は不可思議と神秘に満ち、詩人と神話作
者の住むところにして、信用もおけず、明確でもない」と言ってもかまわないだろう。
総じて、エピグラフは感銘に価する短句短章であるにとどまらず、執筆者の意力に働きか
けて、それを鼓舞し奮い立たせ続けるインパクトを内蔵する言辞である。それはまた、読者
の想像力をも刺激し、論の帰趨と関連づけてたえず吟味してゆくことをうながす役割をも担
うことばである。
『プルタルコス』であるとわかる。私などには、ギリシア名のプ

〈村川堅太郎編〉とあることから、その引用の当該部分をもとめてみると、出典は筑摩書
房版・世界古典文学全集

行先のことば「好意ある読者がこの昔話を寛大に受けい
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（

．
〈製作〉
）
10

社版・現代詩文庫

『続続・辻征夫詩集』には、
〈未刊散文作品〉として、その全文が巻末

を小説化したものである。現時点では唯一単行本化されていない掌篇である。ただし、思潮

第四作「遠ざかる島ふたたび」。内容は前述した通り、第一作「遠ざかる島」の創作過程

作品は、なお試射の後日談にも及び、主題とのかかわりを明確に示して終っている。

彼らは隅田川のとある場所から実際に試し射ちするのである。

ある厚さ二センチの板をぶち抜く」威力を持つこの手作りの拳銃もどきを、こともあろうに

「大男のアメリカ兵が持つ小銃くらいに見え」、出来上れば「一メートル離れたところに

など、とある。

るらしかったが、いびつな俎板のように見えた。

ったく考慮の外に置かれていた。それはただぶ厚い板だった。何やら金具が取りつけてあ

トモアキの図面は、発射に至るメカニズムだけに重点が置かれていて、銃のかたちはま

問題の「拳銃」の描写は、たとえば、

で行く。

とさせるものがあり、更に言えばトモアキの早熟な性の目覚めの深刻にもはげしく筆が及ん

屋、待合などが軒を並べ」る界隈であるだけに、時に樋口一葉『たけくらべ』の世界を彷彿

生い立ちの場所柄が、
「隅田川東岸のそこ」
「川に近い一角が（略）花街であり、料亭、置

真の力がある。

行路を自伝ふうに点綴しているが、就中、中学校時代の自己形成途上の紆余曲折の描写に迫

高学年（五年生と思われる。執筆者注。）から中学校、高校、大学卒後二十七歳までの人生

作品の内容は、「だれも行ったことがない南の島から転校して来た」トモアキの、小学校

えてみた。

グラフは、そんなわけから辻の詩魂にあくまで裏打ちされた言葉と文体の発動表明の謂と考

れてくれるようにお願いしたい。」に通わせる含みもあるのではと推察してみた。このエピ

詩人辻征夫の気分としては、その

当該部分は、出だしの〈テセウス〉（太田秀道・訳）の章からの抜粋とわかる。引用した

著述家である。

ルタルコスよりも英語読み のプルタークの方がなじみ のある古代ギリシアの哲学 者にして

23

き少し補記してみる。

近く収録されている。今、初出雑誌である「新潮」二〇〇〇（平成十二）年三月号にもとづ

181

辻 征夫」 とあり 、タ イトル下 に〈絶 筆〉と 記さ れている 。

そして、〈一九九九年七月撮影〉の写真一葉を最初のページ上段に掲げ、下段より本文の

作品のタイトル右肩に「追悼
一行目が、

辻征夫」として、清水哲男の文章「満月や

平成九年なかばの数ヶ月は、小説「遠ざかる島」の制作に没頭していた年月である。
で始まって行く。
そして、本文終了直後に、あらためて「追悼
大人になってもついてくる」が二ページにわたり掲載されている。
ちなみに、この「満月や―」は辻征夫の俳句作品である。数人の仲間、井川博年・小沢信
男・多田道太郎らと語らって、辻征夫は「余白句会」を結成していた。〈貨物船〉というの
が彼の俳号であった。「満月や―」は、「最後となった昨年（一九九九年。執筆者注。）秋の
江戸川畔の句会で、高得点を取った辻征夫の、これはまごうかたなき傑作である。」とこの
文章の中で清水哲男は述懐している。
なお、辻征夫には、平成十八年の『貨物船句集』（書肆山田・刊）がある。やや小ぶりの
瀟洒な句集である。巻末に、同人の一人である小沢信男の「貨物船が往く―辻征夫よ」が付
記されている。収録の二百三十句を「採拾」したのは、これも同人の一人である井川博年で
あった。
五
以上小説四篇のアウトラインにふれて来た。
ここで、辻征夫の詩に立ち返って、数多の作品の中からまことにユニークな一篇を取り上
げてみたい。それは、「珍品堂主人、読了セリ」である。第五詩集『天使・蝶・白い雲など
いくつかの瞑想』
（昭和六十二年刊）に収められている。
この詩篇にふれて、作者は谷川俊太郎との対談の中で次のように述懐する。
（『辻征夫詩集
成』新版・付録）
（父親が）死んですぐに、非常にショックを受けて本人が日本人なもので、つい短歌ふ
うのものがふわっと口をついて出てきちゃった、という発想というか構造なんです。
全体構想や本評論の主題に向けての結びつきを考察する上から、やや長尺ながら全詩を写
しておきたいと思う。
珍品堂主人、読了セリ
死去のこと
知らすべきひとの名簿つくり
我に託して死にし父かな
（昭和五十七年七月七日、向島ヨリ父ト二人、車ニテ都立駒込病院ニ向フ。入院ノコト決
定セシハ六月末日ナリ。同日、電話ニテ父ニ呼バレ、後事ヲ託サル。大方ハ諸手続キノ説
明ナリ。万一ノトキノタメノ名簿、入院マデニ作製ストイフ。タダ聞キ、頷クノミ。車、
浅草ノ裏町ヲ通リタレバ、自ズト懐旧譚出ル。父ノ少年時ヲ過シシ町ナリ。入谷ヲ過ギル
アタリデ、名簿、受ケトル。折シモ朝顔市ナリ。
）
珍品堂主人読みたし
おまへちょっと探してくれと
死の前日にいひし父かな
（井伏鱒二ハ、父ノ大学ノ先輩ナリ。面識ナシ。因ミニ久保田万太郎ハ小学校ノ先輩ナリ。
面識サラニナシ。昭和五十七年九月二十五日、亀戸駅ビル新栄堂ニテ同書購入、父ニ渡ス。
同夜、夕食ノタメ階下ヘ行クトイフヲ説得シテ病室ニトドメ、食事運バセテ父ト晩餐ヲ共

ニス。幼児二人アレバ、母、妻ハ階下ナリ。父、「黒い雨」ノコトナド少シ話ス。昭和二
十年八月七日、近郊ノ山中ヨリ出デ、一兵士トシテ広島市街ヲ歩キシコトアリ。コノコト、
三十有余年殆ド語ラズ。翌九月二十六日午後八時三十分、二度メノ心筋梗塞発作ニテ死ス。
享年七十二。肺癌手術後六十日メナリ。）

（葬儀ヲ行ハントスルモ宗派ヲ知ラズ、寺トノツキアヒモナシ。タシカ××宗トノ家ノモ

そのかみの浅草の子今日逝きぬ襯衣替へおれば胸あたたかし
ノノ朧ナ記憶ヲタヨリニ、葬儀社ニマカス。花輪ハ謝辞ス。枕頭ノ珍品堂主人一巻、棺ノ
中ニトイフ思ヒ浮カベドイレズ、後日読了セリ。
）
傘さして位牌一本買ひに行く仏壇仏具稲荷町かなし
（右ノ一首、四十九日ヲ旬日後ニ控ヘテ詠ミタリ。
）
詩篇は、このように歌と散文とをあわせ持つ、いわば、全四連構成の散文詩ふうの形式を
前年（昭和五十七年）に亡くした父を偲ぶ思いの追悼詩である。

とっている。ただ、にわかに散文詩とのみは言い切れぬ独創的な構想がうかがえる。
四つの連のいずれもが、冒頭に歴史的かなづかいによる短歌を置いている。音数律のふぞ
ろいが、却って深い喪失感の解きがたい揺れを示すかにみえる。歌の後には、これまた、漢
ひたすら叙事に徹し、極度に感情を抑えることで高度の厳粛を響かせる。歌と散文とのこ

字・片仮名まじり、文語体の散文が続く。
の合体は、古来の伝統的和歌のとった形式を連想させ、さながら、歌の部分は〈詞書〉に、
散文部分は〈長歌〉に相当しているかの感におそわれる。そして第四連は、先行する三連の
内容全体を踏まえて、
〈反歌〉としてのおもかげが感じられてくる。委曲をつくした構成で、
詠み手の感情の襞が、読者の胸に届く。
それにしても、数えてはっきりとわかることであるが、十二冊の詩集の中に、父親を詠ん
だ作品の意外に少ないことであった。
傍らにある、やや縦長の判型をもった中央公論社版の単行本『珍品堂主人』を私は取り出
しながら、息子の彼が、父に代って読み終えたその営為を、〈読みたり〉でもなく〈読みを
はんぬ〉でもなく、端然たる語気の漢文訓読体ふう〈読了セリ〉とした時に、その心中を去
来したものは何であったのか、井伏鱒二の渋く苦いユーモアが、いっときの心慰みともなり
えたのならば、と思わずにはいられなかった。
くり返すが、それにしても、父を思う詩篇の少なさは予想外であった。全詩篇からわずか
に三篇を確認するにとどまった。
一つめは第九詩集『ボートを漕ぐおばさんの肖像』の中に、二つめは第十詩集『河口眺望』
、
三つめは第十一詩集『俳諧辻詩集』である。
それも、少し言い添えるなら、最初のものは、詩集後記としての長い散文中においてであ
この事は、裏を返せば、「珍品堂主人、読了セリ」の詩一篇に、すべて深切の情は尽くさ

り、第二、第三は、それぞれ全五連詩「ハイウェイの事故現場」
、全一連詩「下駄」である。
れていることを思わせる。
もちろん、気持の中にある微妙な屈折をも伴うものであったと思う。詩のことばの視覚的
印象を通して、即ち表記としての漢字、片仮名のもつ鋭角的一画一画を通して、それは伝わ
ってくるのである。折り目の正しさと隣り合うようにして。
六

『俳諧辻詩集』（思潮社・発行）が第四回萩原朔太郎賞を受賞し、その受賞記念特別企画

『辻征夫展図録』（平成九年二月・発行。群馬・前橋文学館）がある。
展が同館において開催された際発行の図録である。
そこに所載の〈自筆年譜〉をながめていると、その幼少時代に関する記述のなかに、戦時
下の召集従軍による父の不在への言及がしばしばあらわれる。

それは、あの当時、全土のどの家族にもひとしなみにふりかかった災厄であった。少年の
日の辻征夫にとってもまた、生涯の重い心理的負担をもたらすこととなる、父の出征であっ
た。

年 ４歳。召集が解除され、帰国した父とどこかの駅頭で初めて会う。しかしすぐ

ん記憶は無い。

国に送られた。嬰児のときに軍服姿の父に抱かれている写真があるが、もちろ

年 浅草の産院に母といる間に父に召集令状が来て、父は麻布三連隊に、次いで中

年譜から今、関係事項だけを抄出すると、
昭和

昭和
に再度召集され、父は広島へ。
年 ６歳。近郊の山中にいたため直接被爆しなかった父が帰還。

父の外套／音も無き日差しかな

どういう小説を書きたいかというと、例えば『宝島』みたいなものとか、『蝿の王』み

前掲の『詩の話をしよう』インタヴューの中で、辻征夫は述べている。

恋いの情が湧きあがってくる。魂鎮めのように。

遮るものとてない滄海が、私には詩の海のように思われてくる。その千尋の海底から、父

宅島、その西北西に神津島、その北側に式根島、更に新島、更に利島が。

トブルーの刷り面に、わずかにインク・ブロットのごとき小島が点在する。図面の南端に三

手元の国土地理院二十万分の一地勢図〈三宅島〉を眺めながら、殆ど海面をあらわすライ

思いは遂げられたと言ってよい。

に解いたのが、この創作第一作「遠ざかる島」（平成十二年）であった。父に対する真率な

「珍品堂主人、読了セリ」以来、ほとんど封印というに等しい父の思い出を、十四年ぶり

いった。プルタルコスの引用は、辻征夫によるそのための決意表明であった。

その上で、真の心通わせに立ち至るその経路を追懐し、詩魂のいっそうの深化をはかって

わだかまりの一切が、瞬間解けたことを暗示する小説的たくらみとしてではなかったか。

作者がこの光景を冒頭に置いたのは、決して導入部の一挿話としてでなく、父との積年の

た父であったが、はずみで柱に後頭部をぶつけて出血さわぎをおこす。

シングのごっこ遊びに興じる。たちまち父を「ノックアウト」
。
（わざと）尻餅をついてみせ

父の赴任地の官舎の座敷。小学校四年生の「ぼく」は、ほろ酔い機嫌の父とふざけたボク

と思っていたのである。

それは、意表を衝く、小説第一作の書き出しであった。緩やかに、父の回想に入るものか

七

きむかしかな」にも通い合う情調と重なって、このことがまさざまに思われるのである。

など読んで行くと、あの与謝蕪村の、「懐旧」なる詞書をもつ一句「遅き日のつもりて遠

祖父の鳶

冬の雨下駄箱にある父の下駄

熱き酒たむけてみたし父の墓

後年の『貨物船句集』の中の三句、

厚みと幅とをもたらす発展的契機ともなしうることである。

ただ言えることは、これが自己凝視の持続を促して、父を思うの念に通常一般とは異なる

る。

り知れないものがある。無邪気さに徹するわけには行かぬこの心の混乱は、察するに余りあ

相まみえることとなる者の心情にどれほどの緊張と戸惑いとを強いるものであったか、はか

人間形成にとっての根幹をなす幼少期のこの現実が、六歳にして初めて父と名のる大人と

とある。

昭和

14
18
20

たいなのとか。現実的なところから離れたようなものを書きたいんだけど。まだ、そこま
では行けないんだな。
（第三回）
『宝島』は言うまでもなくＲ・Ｌ・スティーブンソンの名作、『蝿の王』はＷ・Ｇ・ゴー
南太平洋の孤島に不時着した少年達の極限状況下に生きるさまを、辛辣に描いた寓話的小

ルディングの作品、ともにイギリスの作家である。
説である。
その思いも果たせぬまま、聞きなれぬ名の脊髄小脳変性症をわずらって急逝したのは、平
「―机上には、色とりどりのペンで手入れされた『遠ざかる島ふたたび』のプリントアウ

成十二年一月十四日であった。

（了 ）

トが何通りも置かれていた。
（以下略）
」と、文芸誌「新潮」二〇〇〇年三月号〈ＦＯＲＵＭ〉
欄に記されている。
（参考資料）
『辻征夫詩集成―新版』二〇〇三年九月・書肆山田
『ぼくたちの（俎板のような）拳銃』一九九九年八月・新潮社
『俳諧辻詩集』一九九六年六月・思潮社
『貨物船句集』二〇〇一年二月・書肆山田
「辻征夫展図録」一九九七年二月・前橋文学館
『詩の話をしよう』二〇〇三年十二月・ミッドナイト・プレス
『ボートを漕ぐもう一人の婦人の肖像』一九九九年八月・書肆山田
「新潮」一九九九年３月号・新潮社
「新潮」二〇〇〇年３月号・新潮社
『ゴーシュの肖像』二〇〇二年一月・書肆山田
）一九九二年十月・第四刷・思潮社
）二〇〇六年二月・思潮社

）一九九九年三月・思潮社

155

『辻征夫詩集』
（現代詩文庫
『続・辻征夫詩集』（現代詩文庫
『続続・辻征夫詩集』
（現代詩文庫
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●佳作

『暗夜行路』の一断面―祖父をめぐって―鈴
Ⅰ

木

基

退職互助部（賀茂）

志賀直哉の『和解』は、作者と父・直温との実生活上の確執をもとに、父と子の不和とそ
の和解を描いた作品である。
物語の主人公は非常に父と仲が悪い。その対立から生まれる主人公の癇癪は尋常ではない。
そのうちに主人公に娘が生まれる。ところが間もないうちに娘は亡くなってしまう。それを
父親に報告に行き、父親は「そうか」と頷く。会話らしい会話はないが、お互いの心が通じ
あい、和解したことがわかる、このような物語だ。
しかし、この物語には気にかかることがある。父との不和・対立は、本来、社会的親子関
係の中で、和解が成立しなければならないはずである。だが、主人公の「わが子の死」とい
う特別な出来事をきっかけに、父と子はいつのまにか解りあってしまう。感情的・情緒的に
問題の解決を果たされてしまう。
こうした快・不快を基調とした気分による解決のありようは、志賀直哉特有の問題解決の
それは他の作品にもかたちを変えてあらわれている。例えば、『暗夜行路』では、何度か

方法である。
繰り返される謙作の旅や転居がその特徴を如実に示している。創作や生活に行き詰まりを感
じる暗夜行路の主人公は、尾道・京都・大山へと居を変え旅をする。そこでは現実生活の問
そのことを本多秋五は『白樺派の文学』の中で、直哉が頻繁に繰り返す転居や旅の意味に

題は何も解決されてはいないのに、主人公は調和的な世界を体感していく。
触れて、次のような直感的な分析をしている。
《志賀の作中では、思考の当然の発展が叙事や叙景によって中断されて、転位されていく
この種の例が少なくない。主人公は思い屈してしばしば旅行に出かけ、また美術品を眺め
る。快不快の情は人事の葛藤に由来したものであっても、それの解決が思念の凝集によっ
て求められず、視覚による解苦に向かおうとする傾きがほとんど本能的である。少し飛躍
していえば、志賀における旅行や美術鑑賞は、哲学や宗教を代理しているのである》
『和解』でも父との確執の解決が本質的なところで行われてはいない。「旅行」や「美術
言うまでもなく、直哉と実父・直温との不和は、多くの作品を生み出す原動力となってい

鑑賞」と同じように、
「わが子の死」という非日常の出来事によって解消される。
たのは事実である。対立から派生する快や不快の情が、多くの作品の創作の根幹でもあった。
『和解』はそのことを端的に示す。
父との不和と創作活動との関係を『和解』の中心にした、代表作品の成立年代に即して、
もう少しみてみたい。
『和解』の成立以前に発表された主な作品には、次のようなものがある。
『網走まで』
（明治三十九年）
『剃刀』
（明治三十九年）
『濁った頭』
（明治四十四年）
『大津順吉』
（大正元年）
『清兵衛と瓢箪』（大正二年）
『范の犯罪』
（大正二年）
『城の崎にて』
（大正六年）
『好人物の夫婦』（大正六年）
『赤西蠣太』
（大正六年）
『和解』の発表は、大正六年十月。実生活では、その年の八月、父との不和を解消し、和
解が成立している。『和解』の執筆は、父との対立的人間関係から、調和的人間関係への転
『和解』執筆以後の主要な作品を左記に挙げてみる。

換でもあった。
『或る男、其姉の死』
（大正九年）
『小僧の神様』
（大正九年）
『暗夜行路』前編発表（大正十年）

『暗夜行路』後編を断続連載（大正十一年）
『万暦赤絵』
（昭和八年）
『暗夜行路』後編の最終部分を一挙に発表、完成する（昭和十二年）
『灰色の月』
（昭和二十二年）
『朝顔』
（昭和二十九年）
志賀直哉の作品を年代毎に並べてみると、代表作品の多くは、『和解』執筆以前の実父と
の対立的人間関係の時代に生まれているように思われる。
直哉が実父との不和をきっかけに、実家を出たのは大正元年のことだ。年号が明治から大
正へと変わる頃、直哉の父への拘泥や不快な感情はピークに達していたとみられる。そして、
直哉の実生活での対立的人間関係が逆に、作品を生み出す強大なエネルギーとなっていたこ
とが、作品群からも伺うことができる。
Ⅱ
『和解』以後の作品の中で、志賀直哉の代表作と言えば、やはり『暗夜行路』が挙げられ
る。『暗夜行路』は志賀直哉のほとんど唯一の長編小説である。この作品は、先の作品年譜
からもわかるように、『暗夜行路』前編の発表から完結に至るまで、実に十六年もの歳月を
必要としている。
だが、完成までにこれほどの時間を要した理由を、志賀直哉はやはり短編作家なのだ、と
父との和解によって、対立や不和を、創作のエネルギーに転化できなくなった時、『暗夜

いう作家としての資質のみに、短絡的に求めてはならないような気がする。
行路』を執筆する上で、直哉はそれを別のところに求める必要があったのではないか。
『暗夜行路』における主人公・時任謙作の母の不義と妻の直子の過失は、それらが謙作に
与えた影響を考えるとき、やはり大きな意味を持つ二つの出来事である。それは志賀直哉自
身の
《主人公は母のその事に崇られ、苦しみ、漸くそれから解脱したと思ったら、今度は妻の
その事に又崇られる。―それを書いた。》
という『続創作余談』の一節に伺うことができる。直哉にとって、謙作を巡る二人の身近な
謙作を窮地に追い込む母と妻の不義は、ある共通の状況の下に生じている。しばらくは伏

女性の不義は、
『暗夜行路』を執筆する上での重要な設定だった。
線と描かれてくる謙作の出生の秘密は、兄の信行からの手紙で初めて明らかにされる。
手紙によれば、母の不義は父のドイツ留学中の出来事だったのである。このことと、妻・
直子の過失が謙作の朝鮮への旅行中におきていることとを考え合わせると、留学と旅行の相
違があるにせよ、二つの事件は夫の海外滞在中起こるという、共通の設定をみることができ
よう。そして、この『暗夜行路』の主人公、時任謙作が祖父と母の間に起こった不義の子で
ある、という物語の設定は、
『暗夜行路』全編を貫く重要な事実である。
志賀直哉は作品の背景に意図したことを、しばしば語る。例えば、『続創作余談』の中で
そこでは、まず、実生活上の祖父、直道について次のように述べる。

は、
『暗夜行路』の執筆に関して、かなり詳しく興味深い説明をする。
《私は祖父を尊敬した。私は肉親という私情を除いても、自分の出会った三・四人の最も
尊敬すべき人の一人として祖父を尊敬した。
》
どのような理由であるにせよ、このように言い切る事のできる祖父を持つ直哉が、私には
羨ましい。直道が亡くなったのは、直哉が二十四才の年だった。感受性豊かな青年期まで祖
父が生きていたことは直哉の幸運であった。直哉の「理知の眼」は祖父の生きざまをきちん
と見つめていたに違いない。それ故この祖父への尊敬の言葉は、率直な作者の気持ちである
と捉えてよいだろう。
《それ故、『暗夜行路』の主人公の祖父には、思いきり類似点のない人間を書かねば気が

さらに直哉は、
済まなかった。
》
と、先の文章に続けて書いている。
この言葉の通り、『暗夜行路』に描かれる謙作の祖父は、直道とは似ても似つかぬ人物と

直哉が「類似点のない人間」として書いた祖父が登場するのは、作品の「序詞（主人公の

して読者の前に提示される。
追憶）」だけである。しかし、
「序詞」は、作品全体の伏線として、謙作の運命を暗示的に描
いて象徴的であり、重要な部分である。
「みすぼらしく」
「下品な」この祖父の存在は、作品
の全編を通して謙作に付き纏う。なぜなら、謙作は祖父と母との「不義の子」であるからだ。
「不義の子」としての謙作の苦悩は、後編での直子との結婚によって救われたかに思われ

そして事実謙作の「不義の子」であるが故の苦悩は、全編を通して暗い陰を投げかけている。
る。しかし、その苦しみの救済を果たした直子が「不義」を犯すということは、二重の苦し
みとなって謙作に返ってくる。直子の「不義」によって謙作は再び「不義の子」としての苦
悩を突きつけられる。前編の謙作の苦悩を救った直子の「不義」は「不義の子」であるが故
の苦悩の再燃とともに、尚一層の苦悩を謙作にもたらす。謙作の大山への旅は、ただ直子と
の間の問題解決の旅なのではなく、より深刻となった二重の苦悩の解決の旅であった。
『暗夜行路』の序詞の「みすぼらしく」「下品な」祖父の像は作者直哉の思いのこもった
設定であったのだ。
Ⅲ
志賀直哉と祖父・直道の関連については、中村光夫が『志賀直哉論』の中で詳細に論究し
ている。中村は、祖父の感化による志賀直哉の「気分」の性格と限界とを明らかにし、自我
《そして、
『暗夜行路』の祖父が、作者の祖父とは似ても似つかぬ「下品」で「貧乏臭く」

の閉鎖性を指摘している。そして、
『暗夜行路』の祖父に触れて次のように述べている。
「自堕落な」男に描かれているのは、「肉親という私情を除いても、自分の出会った三・
四人の最も尊敬すべき一人として祖父を尊敬している」作者が、それ故『暗夜行路』の主
人公が祖父には此祖父 と思 い切り類似点のない人 間を 書かねば気が済まなか った ためで
す。
こうしたアリバイをつくる必要を感じたことは、屋島での「馬鹿馬鹿しい想像」が少く
も心理の上では自然であったのを逆に証しています。》
屋島での「馬鹿馬鹿しい想像」とは、『続創作余談』で、直哉が、
ら自分は父の子ではなく、祖父の子ではないかしらという想像をした。
》

《讃岐へ旅行して屋島に泊まった晩、寝つかれず、色々と考えているうちに、若しかした
と述べていることを示すものだが、直哉の「心に生きるもっとも近い肉親としての祖父」で
あったがために、「アリバイを作る必要を感じた」という、中村光夫の指摘は興味深い。あ
り得ぬことと自分に言い聞かすための工作を『暗夜行路』の祖父に加えたという解釈は卓見
である。
安岡章太郎は、
『暗夜行路』の作中の祖父と直道について、
「屋島での馬鹿馬鹿しい想像」
と関連させながら次のように言及する。
《ところで作者の言及していないことで、この思いつきの出所を、もっと単純に割り切っ
て考えることもできる。それは、作者が実際の父親よりも祖父に〝父〟を感じて来たとい
うことだ。つまり、〝祖父さん子〟である自分にとって、父は不要な、むしろ余計な存在
であって、もし自分が現実に父の子ではなく祖父の子であってくれたら、自分の立場はど

（安岡章太郎「志賀直哉私論」
）

んなにラクになるだろうという欲求なり、期待なりから、この思いつきが生まれたとも考
えられる・・・。
》
直哉と父との不和を背景に言及している点で、いささか中村光夫との温度差を認めない訳
にはいかない。しかし、「実際の父親よりも祖父に自分の父を感じてきた。」という指摘は、
中村の志賀直哉の内部の最も近い肉親としての存在、という見方と基本的には同質である。
こうした直哉の親子関係乃至、肉親の関係は一般的には尋常ではない。中村光夫や安岡章太
郎のいうところの、ただごとでのなさが、『暗夜行路』の祖父を、実際の祖父・直道とは全
く異なった祖父に描かねばならなかったという両氏の指摘には肯かされるものがある。それ
は深い心理の内では父との対立・不和は完結していなかったと言うことである。

Ⅳ
ここまで、直哉の『続創作余談』の記述と、中村光夫および安岡章太郎の論に沿って、
『暗
夜行路』における祖父の描き方の根底にある直哉の深層の心理について考察をしてきた。
ところで、謙作の実の父である「下品な」「貧乏臭い」祖父は謙作の父方の祖父である。
しかし、『暗夜行路』には謙作の母方の祖父も登場している。それは、父方の祖父とは対照
的に、直哉が『続創作余談』をはじめそのほかの文章で述べている実際の祖父の直道により
近い姿で描かれているのである。管見の及ぶ範囲では、この母方の祖父に言及しているもの
はほとんどない。作者の志賀直哉の『暗夜行路』に関する文章にも、母方の祖父のことにつ
いては何も触れてはいない。
ただ、これまでの『暗夜行路』論のなかで、この母方の祖父について、唯一、本多秋五が
次のように論じているのが興味深い。
《その人の名を、ただ「芝のお祖父様」といえば事が足りたので、謙作は知らなかった、

下』
）

とニベもなく作者が書いたのは、要するにこの祖父と謙作との関係を、読者に納得できる
ように書く事が、面倒くさかったのである。
》
（本多秋五『志賀直哉
本多秋五は直哉の表現の特質を、表現的な描写と位置づけ、「天性の短編作家が慣れぬ長
編を企てたため、こういうことが起こったのである。」と作家としての資質に踏み込んでい
る。
結論から先に述べると、直哉の直道への親近感や尊敬の思いは、『暗夜行路』の父方の祖
父を実際の祖父・直道と「思いきり類似点のない人間」に書いただけでは、自身の気持ちを
納得させることができなかった。それは、無意識のうちに行われ、従って、直道への愛情は、
母方の祖父を謙作の尊敬する人物として登場させるという形で、十分な意図や構想のないま
そのことについて、
『暗夜行路』の作品に即して追求してみたい。謙作の母方の祖父は、
「芝

まに描かれているのではないかと考えられる。
のお祖父」という名称で登場してくる。そして、作中でのその役割も、謙作の存在を決定付
けたという点で重要である。
《そして、こんな事まで書くのはお前を一層苦しめるばかりだと思うが、知ってるだけは
総て云う決心で書き出したから書く。自家の祖父上祖母上は父上に秘密で堕胎して了おう
としたのだそうだ。然し芝の祖父上が「あなたはこの上にも罪を重ねるおつもりですか」
と非常に怒られたそうだ。それ故そういう事なしに済んだが、母上は直ぐ芝に引きとられ
て行った。そして芝の祖父上は何から何まで正直に書いて独逸へ送られたということだ。
》
（
『暗夜行路』前篇）
引用したのは、謙作に彼の出生の秘密を打ち明ける兄・信行の手紙の一節である。堕胎を
「罪」ととらえるところに、直哉の師の一人、内村鑑三のキリスト教の色彩を見ないでもな
い。「芝のお祖父さん」の人物像は、直哉の尊敬する人物が織り込まれているかもしれない
が、そのことについてはまた機会を改めて考えてみたい。
ともかくも、
「芝のお祖父様」の、
「この上にも罪を重ねるおつもりですか」
という一言がなければ、謙作の存在はあり得なかった。換言すれば、母方の祖父は、『暗夜
行路』全編を通して謙作に付き纏う「不義の子」謙作の出生を決定づける役割を担ったとも
更に母方の祖父は陰ながら謙作の生活を支えている人物でもある。尾道を引き上げ、東京

言える。謙作の出生に関与する母方の祖父の役割は決して小さいものではないのだ。
に戻った謙作に兄の信行は次のように言う。
《俺も今度初めて知ったが、お前の貰った金は、あれは総て、芝のお祖父さんから出たも

（
『暗夜行路』前篇）

のだそうだ。表面上は、お父さんが出した事になっているが、実際は一文も出してないの
だそうだ。
》
謙作はこの話を聞くまで、父に生活費を貰っている事に拘泥し続けていた。父との関係を
切った以上、金の事に触れないのはずるい事だと思いながらも、金を返すと食うに困るので
返せないでいる。

この謙作の矛盾は信行の言葉で、一応の心の解決をみるが、注目すべきは、謙作が金を返
したら食うに困ると考えていることである。生活費の有無は謙作の暮らしを左右する重大事
である。だから一面では、遊民的人物でもあり、生活感の欠如が見え隠れする。そのことは
ともあれ、謙作が生活を保つことができた根底に、「芝のお祖父様」の存在があった。この
祖父は、明らかに物質的な面でも謙作の生活を支える「父親」的な役割を担っている。父方
の祖父が生みの親ならば、母方の祖父は育ての親とも言うべき存在として、その果たす役割
は大きい。
このような母方の祖父、「芝のお祖父様」を、謙作はどのようにみていたのであろう。
《石本と別れて、謙作は自家まで歩いて帰った。途々、石本が誰かの言葉として云った。
「若い二人の恋愛が何 時ま でも続くと考えるのは 一本 の蝋燭が生涯点ってい ると 考える
ようなものだ。」というのを不図憶い出した。「しかし実際そうかしら？」と彼は思った。
この言葉は懐疑的になっている現在の彼には何となく悪くない響きもあったが、そう彼が
思ったのは彼の実母の両親の関係が彼に想い浮かんだからであった。二人は愛し合って結
婚した。
》
（
『暗夜行路』前篇）
《「成程最初の蝋燭は或る時に燃え尽されるかもしれない。然しその前に二人の間には第
二の蝋燭が準備される。第三、第四、第五、前のが尽きる前に後々次がれて行くのだ。愛
し方は変化して行ってもお互い愛し合う気持ちは変わらない。蝋燭は変わっても、その火
は常明灯のように続いていく」この考えは彼の気に入った。そして、母方の祖父母は実際
それだったに違いないと考えた。彼は先刻石本にそれを云ってやれなかった事を残念に思
った。すると不意に、「然し西洋蝋燭次げないネ」と石本が云ったような気がした。とこ
ろが同じ想像の自分が、
「その二人は純粋に日本蝋燭なんだよ」と答えた。
彼は歩きながらこんなことを考えて、ひとりで可笑しくなった。
そして彼には死んだ祖父母の姿が寂しく憶い浮かんだ。》
（
『暗夜行路』前篇）
長い引用になってしまったが、蝋燭に喩えられた老夫婦の愛情がしみじみと感じられて美
しい。謙作の祖父母の静穏な生活ぶりが目に浮かぶ。
しかし、謙作がこの老夫婦とどのような接触があったかについて、『暗夜行路』の作中に
は、その関わりがほとんど描かれない。
だが、この場面を読む限り、謙作と母方の祖父母夫婦は、身近な存在であったという推定
が出来る。ここには、謙作の二人に対する深く温かい理解と共感が伺える。生活を共にし、
二人を長い間観察してきたか、詳しく事情を聞いた者でなければ生じない思いである。
Ⅴ
奇妙なことに『暗夜行路』では、父方の祖父母夫婦について何も語られない。ましてや不
義とはいえ謙作の父親である。いささか奇妙だが、一緒に暮らす父方の祖父母よりも、むし
謙作は六歳の時に父の家から父方の祖父の家に、つまり根岸へ引き取られる。そこで見て

ろ母方の祖父母にただならぬ愛情を感じているようである。
いたのは、祖父と妾的な存在のお栄との生活である。母方の祖父母の家に引き取られていっ
たのならともかくも、全く違う家に引き取られている状況で、母方の祖父母の生活や夫婦の
また、引き取られるまでに母方の祖父母からの愛情を相当注いで貰っていたのではないか、

ありようがわかるはずがない。
という推測も成立するが、そのように考えると、
『暗夜行路』の冒頭の
《私が自分に祖父があることを知ったのは私の母が産後の病気で死に、その後、二月程経
って、不意に祖父が私の前に現れてきたその時であった。
》
（
『暗夜行路』前篇）
という文章との整合性が失われることになる。母方の祖父母の愛情が六歳になるまでの謙作
に注がれていたのなら、謙作の心に二人が確かな存在として位置付けられているはずである。
しかも、
「祖父のあることを知った。」という述懐が起こるはずがない。とするならば、謙作
が父の家で過ごした六年間は、母方の老夫婦との間に密接なつながりはなかったのだと考え

それでは、謙作が根岸に引き取られてから親密な関係があったのだろうか。そのように考

る方が自然である。
えることも難しい。なぜならば、謙作の引き取られて行った先は、娘に対して罪を犯した父
方の祖父の家である。六歳以前にも親しく接触のなかった謙作と、多少なりとも軽蔑なり怒
りの念を持っているであろう母方の祖父が、近づき得る環境的条件を見いだすことの方が不
こういう環境的条件がなかったことは、謙作自身の次のような感想でもうかがい知ること

自然である。
が出来る。
謙作が京都に移り、伊勢参りをすませた帰り道、死んだ母の郷里である亀山に立ち寄り、
母の実家に関係した何かを知りたいと思う気持ちから、その家を探す場面がある。結局は見
つけることが出来なかったのだが、その後で、謙作は、
《結局謙作の予期に外れた。それに彼はそういう機会もなく、母の幼児の事などを全て知
らなかった。母が何時から東京へ出てきたのか、母方の親類にどういう家があるのか。第
一母の父の名さへ知らなかった。「芝のお祖父様」で事が足りていたので、その祖父を自
女の人はこの土地の佐伯という家を教えてくれたが、彼は別に行く気もなく、礼を云っ

家の祖父よりも心から尊敬し愛していたにも拘らず名を知らなかった。
て別れた。彼は自分が余りにもそういう事を知らなかった事を―知る機会が自分になかっ
た事を今更に心附いた。
》
（
『暗夜行路』後編）
と、改めて気づく。母方の事情に余りにも疎い謙作が、どうして彼の実母の両親の関係を思
い浮かべる事が出来、
「二人は愛し合って結婚した。そして終生愛し合った。
」と述べる事が
可能なのであろうか。母方の祖父母は謙作とは物理的に遠い存在である。しかも、その生活
の状況を詳細に知る事ができない。にも関わらす、謙作がいかにも母方の祖父母の理解者で
あるように描かれるのは、作品の構成の上で唐突である。そこに不自然さが残る事を否めな
い。
こうした不自然さは、作者志賀直哉自身の問題に起因する様な気がしてならない。
先に、引用した蝋燭に喩えられた老夫婦の豊かな愛情を描いた場面に接するたび、私には、
《自分は祖父の墓の前を少時歩いていた。其内祖父が自分の心理に蘇ってきた。其祖父に

『和解』の冒頭に続く、次のような一節が思い起こされる。
対し自分には、
「今日祖母に会いに行きたいと思うが」という相談する気持ちが浮かんだ。
「会いに行ったらよかろう」と直ぐ其祖父が答えた。自分の想像が祖父にそう答えさせた
と云うにしては余りに明らかに、余りに自然に直ぐそれが浮かんだ。それは夢の中で出会
う人のように客観性を持っていて、自分にはいかにも生きていた時の祖父らしかった。自
分には其簡単な言葉の裡に年寄った祖母に対する祖父の愛撫さえ感じたような気がし
た。
》
「祖母に対する祖父の愛撫」を感じるのはもちろん『和解』の主人公ではある。その裏付
けには、生前の二人の愛情のありようが主人公の記憶に刻まれているからである。墓に入っ
てからも残された祖母に愛情を注ぎ続けるように思わせる、『和解』の主人公の祖父母の祖
父生前の生活が、どれだけ愛情に満ちたものであったかは想像に難くない。そして、それは
極めて蝋燭に喩えられた『暗夜行路』の関係に酷似している。
こうしてみてくると、『暗夜行路』の母方の祖父は志賀直哉の祖父である、直道をモデル
として描いているといってよい。
直哉は、『続創作余談』で書いたように、実祖父・直道に対する尊敬を『暗夜行路』に登
場させる祖父を、直道とは「思いきり類似点ない人間」に書いただけでは済まない必要性を
感じたのであろう。
実際の祖父とはまるで異なった祖父という形で『暗夜行路』での設定をしながら、そのよ
うな手法だけでは、自分の直道に対する尊敬・愛情がバランスを失うことに、無意識に歯止
めをかけたのかもしれない。
「類似点のない人間」に描くことが、直哉の意識的・意図的な創作方法であったとすれば、
実際の祖父に近い存在の登場は、無意識の内に行われた直道への尊敬の表出であった。それ

こうして志賀直哉は、自分自身の心のバランスを保つ事ができたが、それは、
『暗夜行路』

は、直哉にとって実際の祖父に対する思いの調和的な表出であったということができる。
の作品を構成する上に、小さな破綻を犯すことになったのである。
しかし、こうした一断面があるとはいえ、『暗夜行路』は読み返す毎に新しい発見のある
魅力に富んだ作品に違いない。
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退職互助部（駿東）

入院中の友人から火曜日に封書が届いた。入院して早三ヶ月。長期入院が予想されるため、
患者の気持を少しでも明るくしようと、看護師さんが音頭をとって「患者だより」なるもの
を出したようだ。友人はこの「たより」に自分の短歌と俳句が載ったので、私にそれを送っ
てきたのだった。読むと、病状に不安を抱きつつも、それを軽くいなし、笑い飛ばそうとす
る姿が手に取るように分かる。私は彼の前向きな姿勢に共感を覚えたので、その気持と、近
い内に病院に見舞う旨をハガキに書き、即ポストに投函した。一刻も早く彼に私の気持を伝
えたかったからだ。
しかしそのハガキが木曜日に戻ってきた。不思議でならなかったが、よく見ると、二円の
料金不足だった。私は直ぐ様二円切手を貼って、少なくとも金曜日には届くよう本局のポス
トに投函してきた。本来なら水曜日に届いていたはずのハガキだったが、二日遅れで金曜日
帰宅すると、机上にはまだハガキが一枚残っていた。私は二度とこの愚を繰り返すまいと、

には届くだろうと思い、自分に対して多少苛立ちながらも、ひとまずホッとした。
直ちに二円切手を貼っておいた。
小一時間経った頃、二階にいる私に階下より妻が大声で言った。
「ハガキ一枚あるかしら。出したいところがあるんだけど」
「一枚あるよ。やろうか」
と私は言って、二円切手を貼っておいたハガキを取ってきて妻に渡そうとした。その時何と
なくハガキを見ると、五十二円ハガキに更に二円切手を貼ってあった。幾らかショックだっ
たが、それを顔には出さずに私は、
「間違えてムダに二円切手を貼っちゃったけど、もう剥がせないからそのまま使って！」
と言った。妻はそうしたようだった。
その日の昼食は、夫婦で回転寿司の店ですることにした。新聞のチラシに「あおさの味噌
汁」の無料券が二枚付いていたので、それを二人分持参した。テーブル毎に備えてある特別
注文の際の画面にタッチしてそれを注文すると、店員が運んできたのは、何と、有料でワン・
ランク上の「あさりの味噌汁」だった。
「ヘンだ。タッチし間違えた筈はないのに。いや、間違えたかな。ひょっとすると間違って
いたかもしれない」と先ず思い、そこから「間違えたに違いない」に至るまで、それ程時間
はかからなかった。自分に対する疑いが急速に深まってくるのを感じて、私は店員に抗議す
るのは止め、わざわざ味噌汁を運んできてくれたことに対する感謝の気持をさり気なく伝え
た。その味噌汁を飲んでみると、有料であるだけのことはあって、注文した筈の味噌汁の味
とは格の違いが感じられ、それはそれでとても満足だった。
その夜、元同僚の通夜があった。他の元同僚達と連絡し合い、香典は五千円にすることに
なる。偶々五千円札を切らしていたので千円札五枚を香典袋に入れた。
通夜の受付けで香典を渡し、住所、氏名及び物故者との関係などを記帳し、元同僚達と式
場に入った。椅子に坐って間もなく始まる通夜の儀式を待っていると、マイクを通して大き
な声が鳴り響いた。
「竹本さん、おられましたら至急受付けまでお出で下さい」
私はびっくりして受付けに行った。すると受付けが
「竹本さん、香典袋には五千円と書いてありますが、六千円入っています。二千円札を千円
札に換えるか、それとも千円札をお持ち帰り頂けますか」
と言った。
「六千円」と言われた瞬間は狐につままれたような気がしたが、「二千円札」で総てが飲み
込めた。
私には、持ち歩く小銭入れと二つ折りの札入れ以外に、折らずに紙幣を収めることのでき

る札入れが、引出しの中に入れてある。きれいな紙幣が手に入ると、その都度そこに入れて
おき、必要な時にそれを使うことにしている。今回もそこから香典を出した。偶々きれいな
五千円札がなかったので、千円札五枚を入れたつもりだったが、その内の一枚が二千円札だ
ったのである。
私は咄嗟の判断で
「お手数かけてすみませんでした。それでは千円札を頂いていくことにします」
と言って千円札を受け取り、何食わぬ顔で式場に戻った。暫くして「祝儀・不祝儀袋の中に
は偶数枚の紙幣は禁物」という慣習があったような記憶が頭を過ったが、どうにもならなか
った。結果は、
「咄嗟の判断」などという格好いいものではなかった。
切手の一件では、形を整えることばかりが気になって用心深く振舞ったつもりが、「アツ
モノに懲りてナマスを吹く」結果となった。何の為に切手を貼るのかを考えれば、ハガキそ
のものを先ず直視していたであろう。二円切手を貼り忘れたが為にハガキが返送されてきた
ことに対するショックと、自分に対する負い目、それに間違いを犯したことに対する罪滅ぼ
しの気持が、「ハガキを見たら二円切手を貼れ」という盲目的な命令となって私に迫り、そ
の勢いに私は押し切られてしまったのだ。
次いで味噌汁の一件。私はこの店には以前何度か行き、同じ物を特別注文したこともあっ
たが、今度のような間違いをしたことはなかったので、店員が意に反した物を持ってきた瞬
間には、自分に対する自信はまだあった。それどころか、店員に感謝の意を伝えた時でさえ、
「ここは仮に店員に非があろうとも、店員の体面を汚すことのないように、自分の高ぶる気
持を抑えて穏やかに対応しよう」という、店員を上から見下すような気持がまだどこかにあ
った。しかし店員が去った後妻から、
「画面の『あおさ』と『あさり』の最初の文字が『あ』で、お互いに隣合っているから、早
合点して間違って押しちゃったんじゃないの？」
と言われて画面を注意して見ると、正に妻の言う通りであり、間違っていたのは自分であっ
たことに納得した。そもそも画面に繋がるシステムは同じ機器に制御されているのだから、
私が実際に「あおさ」を押したのに店員が「あさり」を持ってきたのだとすれば、店内のあ
ちこちからクレームの声が上っている筈だ。勿論私の発した情報を店員が偶々間違えて受取
る場合だってあり得るが、それを主張して自分に非がないことを主張する気もなければその
自信もなかった。
香典の件でしくじった切っ掛けは、札入れの中に五千円札が無かったことだ。この為千円
札を引き抜いた（つもりだった）。ところが千円札は四枚しかなかった。千円札から順に一
万円まで、札入れの前から種類毎に入れてあるので、五千円札が無いのだから一万円札の手
前にある札は千円札だと早合点してしまったのだ。そういえば、二千円札と千円札のサイズ
はほとんど変らない。
実は、この札入れに入る紙幣の条件は、「しわや汚れが無いこと」である。ところが私は
この中に、それ以外に別の価値をも併せ持つ紙幣、即ち二千円札を入れておいた。日本の総
ての貨幣の中で、「二」なる数字を頂くものは無い。この札を扱う人の心理を逆撫でするこ
とは想像に難くなく、早晩廃れて稀少価値が出ると思い取って置いた。だから本来なら別の
場所に保管すべきだったのだ。この為私はこの度、その稀少価値をも失ったことになる。
金曜日の朝、私はソファに身を委ねコーヒーを飲みながら新聞を読んでいたがチョッと疲
れたので、今度は天井をボンヤリと見ていた。その時前日のことがふと頭に浮かび、ハッと
した。一日に三度も間違いを犯していたことに気づいたからだ。
三つの間違いに対して、前日はその都度「なぜこのようになったか」を考えた。先に述べ
たのが、その時の思いである。「うっかりすると、こんな間違いをしてしまう。よくあるこ
とだから、二度と同じ間違いを犯すまい」と肝に銘じ、三件共「一件落着」として「封印」
した。
だが一夜明けて前日を「遠望」すると、個々の間違いの明確な姿は霞んで単なる点となり、
間違いの数だけが鮮明になった。

これまでもこの手の間違いは、何度となく繰り返してきたと思う。そしてひょっとすると、
一日三度の間違いだってあったかもしれない。ただこれまでは、「俺は一日三度も間違いを
した」と、改まって意識したことはなかった。
自分と同年輩の人達と接していると、年相応の身心の変化を度々耳にする。それが自分に
当てはまることもあれば、そうでないこともある。「身」の変化には比較的気づき易いが、「心」
自分の内外からの情報は、一旦意識の底に潜伏するが、機会ある毎に浮上する。この度「一

の変化には気づき難い。
日三度」を意識したのも、そういう背景があればこそ、だったのだろう。
日常生活は常にさざ波の反復の上に成り立っているのではなく、大きなうねりに晒される
こともある。この度の経験は、そのうねりを知らせる尖兵ではなかったか。身心の変化を意
識し、そのバランスをとりながら、緩やかに老いていければとただ願うばかりだ。

●佳作

―わが『読書ノート』から―

老いの坂にたたずみて

髙

栁

幸

夫

退職互助部（湖西）

今年は定年退職して早や十八年目となった。私はいろいろなことに手を出し趣味らしきも
のが多い。晴耕雨読はたてまえで、日々気ままに過ごしている。読書も好きで雨天つづきと
もなれば読書三昧の日々を送ることも少なくない。
本の読み方は、いたって気まぐれなものだ。手ごろで興味のもてそうなものを見い出し読
みかゝる。静かな隠居部屋に籠って自由気ままに、読み漁る。読書の醍醐味はこのような中
手もとには、印象に残った章句・感想を走り書きした読書ノートが置かれている。この離

にもちゃんとあるものだ。また楽しからずや。
れの小部屋こそ私の読み書き自由の“別天地”である。
今回はその『読書ノート』から表題にちなんだものを抄出した。かかわるところの本文も
引き、私の第一次感想から誘発された寸評も付した。
引用した本文はいずれも、英明な作家たちの研ぎ澄まされた文章、また含蓄豊かな表現、
章句ばかりである。熟読すればするほどに、作者の真意（心意）の程はよく汲みとられる。
再読三読さらに音読もすれば、
“意おのずから通ず”である。
読むことは考えること、考えては読む中に読書の妙味を味わうことができるものだ。
「お前は名作の良いとこ取りしていい顔をしようとしている」とお叱りを受ける向きもあ
ろうが、私にはそのような下心は毛頭ない。今、私は老いの坂道に立ちすくんで、これから
どうしたら確かな足どりで歩みつづけられるか、思案に暮れている…。人生の最晩年・冬の
季節（高齢期）に足を踏み入れている。先が見えにくい雪原やくぼみに迷い込まないように
今から髙齢社会・老いの坂の“歩み方”を真剣に考え、初歩でもよい、何か身につけておき
たい。論語に「思ひて学ばざれば則ち殆し」の言葉がある。孔子の伝えんとするところは「自
分の乏しい知識で思いめぐらすだけで、博く他人の言葉や古人の教えを学ぶことをしないと、
考え方が狭く、一方に偏って、危険この上ないものだ」と説いている。主観的思索だけに頼
り自己満足していてはいけない。客観的に広い裏付けをしっかり自分のものにしておくこと
を忘れていると、せっかく得た見解や結論が独りよがりなものになり、危険この上もないも
のとなってしまうぞ、と警告しているのである。私は齢を重ねるにしたがって“自分流”が
大好き人間になりかわってきているようである。金婚式を終えた妻が自信ありげに漏らすこ
とばゆえ、確かにそうかも知れない。もともと私には独断専行を是とする傾向無きにしもあ
らず…。
きびしく自己を省みることから、さあ！広く『学ぶ』ことである。先人・先哲の言葉に素
直に耳を傾けることである。人の生き方で大切なことをしっかりつかむことである。
人の生き方―その教えは仏典に説かれている。お釈迦さまなどの教え諭すところにも奥深
い哲理がある。だが、ここではそのような偉大な聖賢の教えではなく、知られた作家などの
語録・文章を引いて考えることにした。
多忙は己を見失う
セネカ著『幸福なる生活について』

多忙な中に暮らしている私たち現代人は、世俗の雑事に追われ、自己を省みる暇を持

セネカと兼好は俗事 に追われ自己を省みること を忘れている人を厳しく批 判してい
る。今の世にも「下愚の人」は実に多い。

評注

世俗のことに携はりて生涯を暮らす、下愚の人なり。

吉田兼好著『徒然草』
（第百五十一段）

ち得ない。中には雑務のなかに自己を見失って、多忙なわが身を嬉しがっている者もいる。

評注

築こうとするために、生活を失っているのだ。

彼らはますます「良い生活」ができるようにと、ますます多忙をきわめている。生活を

（１）
（２）

木村尚三郎著『ご隠居のすすめ』

年間は、フルに隠居の生き方を楽しむことができる。

前期高齢者のうちは、まだぜんぜんその年齢を感じさせない人が多い。

本格的な隠居に入るのは何歳からが望ましいか？

の

歳か ら

歳

筆者はテレビの時代劇でおなじみの水戸黄門のあり方は「ご隠居」の本来の姿ではな
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西洋には農業は神からさずかった職業である。とのことばがある。
私の定年帰農は、俗名ブタ草取りから始まった。労働の日々を経て、半趣味的無農薬

』と孫らの笑顔が弾み、大玉西瓜・まくわ瓜をかぶりつき、舌つづみを

！！

妻と丹精こめて実ら せた大西瓜をおいしい！と 頬ばる孫らの楽しげな表情 と瞳の輝

妻子むつまじく
物をくう時

うちつどひ

作者である父親は妻 子仲よく揃って今日の食事 ができるごくありふれた家 庭内のさ

と子どもたちを常に優しく見守り、日常生活の中に大きな楽しみ・喜びを見い出している。

わめた人であったのである。貧乏な暮らしにありながらも歌人は決して空虚にはならず、妻

歌人の生活は貧しいものだった。食べ物もなく三人の男子を抱え清貧の中に歌道と国学をき

は孫らと西瓜を賞味した折の喜びであったが、曙覧のそれはさらに次元の高いものと知った。

まを、この歌では大きな楽しみと感じ、至福のひと時と心底からとらえている。私の楽しみ

評注

頭ならべ

たのしみは

橘曙覧『独楽吟』（五十二首中の一首）

しまう。―私には橘曙覧の「たのしみは～」の歌が思い浮かんでくる――。

やきは、私たち老夫婦にとってまたとない喜び・お宝だ！私たちも孫らとつい食べ競べして

評注

も距てなく好もしい情景である。

くばらんの感じで、家内の者が車座になり、一つの西瓜を争いあって手を出すのは、いかに

西瓜は細かく切って匙を添えて出すよりも、大きな儘かぶりつくところに味がある。ざっ

『歳時記』（水原秋櫻子編）西瓜の項に

うつ時。

穫時。『おいしい

〝順調に〟苗木が揃ってよく成長しているさま。楽しさ喜びのハイライトは、豊作ソノ収

種蒔きした畝にかわいい芽を見た瞬間。

私の作り物を通しての喜び楽しみは、

作者は作家で大学教授ながら農民の心によく通じていると感服する。体験がおありだろうよ。

あり、死ぬまでできるのが農業である」

「新鮮な作物を口にできるから何よりも健康的であり、おいしい！幸わせの根源がここに

楽しいことを作者は次のように語っている。

野菜づくりは土（壌）づくり、とよく言われる。手抜きは、即「不作」を招く。

ない。作者の記している通り「手足・頭をつねに働かせざるを得ない」のである。

農業は天候に左右される営みゆえに、常に作物を見張り、手をかけることを怠ってはなら

までの手間・管理は実に多岐にわたり労苦を伴うものである。

播種（種蒔き）→間引・土寄せ・追肥・鳥獣害防止ネット張り・支柱枠棚づくり他、収穫

る。隣りの畑作を見よう見真似は常。

輩農家に教えられ、時に見学、時に苗をいただいて曲りなりにも作付けを終えたりもしてい

初歩を学んできた。親たち亡き後、いざ作付けをと、畑に立つと途惑うことが実に多い。先

野菜づくりを開始。お手伝いは妻一人。私は農家育ちのゆえ野良仕事を手伝う中に作り物の

評注

頭をつねに動かせ働かせ、働かさせざるを得ないのが農業である。（一部略）

最終的には農業をやるのが人間にとってもっとも幸わせであると確信している。手足・

『ご隠居のすすめ』（つづき）

ている。
「定年帰農」の勧めである。

く「老害の見本」、大活躍は別次元と断じている。筆者は確信をもって推奨する生業を挙げ

評注

10
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（３）
（４）

（５）

極貧によく耐え、その中に大きな喜悦を見い出し感得できる人！コレは凄い人だ！と私は

歌には満足感が充満している！
感服してしまった。すぐさま歌人の詳細を尋ねた。曙覧の人生に、私は他に求め得ぬ「生き
方」の理想というかお手本があると判断し『独楽吟』の全首を繰り返し復唱し鑑賞した。私
の確信はその後、ますますゆるぎないものになっていったのである。
わが道に徹しきった人物、内に強靭な精神を秘め持った人であった。内が剛だけの人にあ
らず、髙尚にして繊細な心情の持主でもあったことが連作からわかる。
物の豊かな、飽食の世に慣れきった私たちは自己を省みる心と暇を見失っている。今日特
有の潮流に足を掬われ埋没しかけている現代人は、曙覧の人生の処方に学ぶ点が多い。

（終）

私は老後の、いや人間としての「生き方」の範とすべきものをココに見い出し安堵した。

幸い長子今滋の著に曙覧の簡潔な『小伝』がある。本人の実像をよく点描し得ている。
『小伝』を掲げ本人の結びとする。乞う熟読。
『橘曙覧全歌集』巻末「解説」

と伝えている。

人以って神仙の姿ありと為す。」

気宇高邁、風丰（貌）俗を凌ぐ、

「先子（父橘曙覧）性恬澹にして寡黙、

『橘曙覧小伝』に、

今滋（一八四五―一九一一）の著になる

（６）

●佳作

「父の小さな猫背」

井

澤

道

夫

退職互助部（志太）

私の父は、戦前から静岡市寺町四丁目（戦後は常磐町二丁目）で、製菓卸業を営んでいた。
祖父から引き継いだ根っからの干菓子の職人であった。
はっきり言って、若い頃は何故か父が嫌いであった。今考えてみると、理由はよく分から
ない。父が、仕事場で只黙々と仕事をしているだけのような人間に思えたからかもしれない。
気の強い母に色々言われても、反発するでもなく、喧嘩をするでもなく、いつも穏やかな父
であった。
父が母をいつも心配させたのは、時々ふっと何処かへ出掛けてしまうことだった。多分、
これが趣味の一つも無い父の唯一の気晴らし、今で言うストレス解消だったに違いない。私
が小さかった頃は、職人さんや女中さん（今はお手伝いさん）も使っていた。家の中には、
常に他人がいたが、私が小学生の高学年になる頃には、家族だけになっていた。長兄は大学
進学から家を離れていて、父、母、次兄と私の四人だった。
だから、母も菓子屋の仕事を手伝わないと間に合わないので、父は母と四六時中一緒に居
なければならない。その母は戦前に、清水の鈴木島（すきじま）から静岡の「金華堂」にお
嫁に来た。金華堂には、一際口喧しい姑（祖母）がいて、周りの人から、「金華堂さんのお
嫁さんは、一人では収まらないだろう」と言われていたらしい。それを一人で乗り切ってし
まった人だから、どの位気が張っているか分かるというものだ。
父はその母と一緒に居たくなくて、時々蒸発していたのだ。父の蒸発は、ホンの二～三時
間、自転車で出掛け、知り合いの所で喋って来るだけだ。喋る中身も、たわい無いことで、
多くは「子どもの自慢話」であった。父の出掛けた数日後、私はあまりよく知らない人から
声を掛けられることがあった。そしてこの私のことをホントによく知っているように話すの
だ。ああ、父が何処かで自分のことを喋ったんだなと感じた。そんな事があると、尚更父が
鬱陶しかった。何でそんな事まで、他人に喋るのかと、腹立たしかった。
だが、父が亡くなって二五年、改めて思うのは、ホントに凄い技を持った人だったんだな
ということだ。静岡と志太地区近辺の範囲内で、三月と四月の女の子の節句の「雛祭り」か
ら、雛菓子の「金花糖」が消えてしまったからだ。県の東部の沼津や三島にもお客さんがい
て、「金華堂さんの金花糖でないと」と言ってもらい、遠くからも注文が来た。沼津のお客
さんは、ある年注文をしてこなかったことがあった。だが、その次の年には再び注文が来た。
何と沼津のお客さんは研究熱心な人で、色々と父の仕事場で仕事を盗み、道具を揃え、自分
で金花糖を造ってみたらしい。ところが、売れるような製品は出来なかったに違いない。沼
津でも有名なお菓子屋さんだったが、どうしているだろう。あれから研究して、現在は造っ
ているだろうか。
毎年、月遅れの雛祭りの時期には、焼津の昭和通りにも配達に行った。まだアーケードの
ある頃で、現在焼津に住むようになって、昭和通りを歩いてもどこの店だったのか分からな
くなってしまった。焼津には金花糖を造る店があったが、今はやっていないようだ。
金花糖は、先ず砂糖を煮詰める。それが沸騰したところを鍋に入れたまま、一気に冷やし
ながらかき混ぜる。沸騰した透明な砂糖水は真っ白になる。それをもう一度熱し、色々な型
に流し込む。そして直ぐに、型を鍋の上でひっくり返す。すると型の方に、ある厚みを持っ
て白い砂糖が残る。それが金花糖だ。それを乾燥させて、色を付ければ出来上がり。
父の造る金花糖は薄くて丈夫だ。薄くて軽いから、同じ一キロでも数が多く出来るのだ。
丈夫に造るには、乾燥が大事だ。ここは母の出番。出来上がった金花糖を蒸篭に並べ、焙炉
で乾かす。蒸篭に並んだ金花糖は手では触れないほど熱くなる。その火加減が難しい。母は
焙炉に炭を起こして、藁を掛けて火を燃やし、全体の温度を平均化させる。蒸篭に並んだ金
花糖全体が同じように乾燥しないといけないのだ。小さい金花糖は少し温度が高くても壊れ
なかったが、一番大きなエビやタイは微妙な火加減で壊れてしまうことがあった。そんな時
には、仕事場に大きなため息が流れた。だが、壊れたエビやタイは、再び鍋に入り、また新
しい金花糖に造り変えることが出来るのだ。
最後に、金花糖に色を付ける。父はこの色付けは苦手だった。簡単な物だけを色付けして
いた。父は絵を描くのは割と上手で、私の小学一年生の絵日記には、時々父が絵を描いてい

る。ところが、金花糖に関しては、母と子どもたちが張り切って色を付けた。あの頃は、子
どもも一人前の働き手だった。職人さんたちもいなくなり、私たち子どもも一人前に働かな
ければならない時代だった。
私は菓子屋の仕事が好きだ。まだ熱い金花糖を型から外す。完全に乾いた金花糖に色を付
ける。これは、子どもでも出来る仕事だ。中学生くらいになって、大きなエビやタイにも色
を付けられるようになると、そんな時はドキドキものだった。何といっても売り物だから、
子どもといえども失敗は許されない。私は次兄と競って色を付けた。どちらが上手いか下手
かで、直ぐに喧嘩になって、母に叱られた。父は横で笑って見ているだけだった。
父が単色の黄色の色を付けたエビ、それを赤い色で仕上げる。微妙な筆遣いで、朱色から
段々ぼかして黄色にしていく。タイも背びれの方は濃い赤から、腹の方は真っ白、こんな筆
使いの出来るのは母譲りで、金花糖のお陰だ。中学生くらいになると、落雁も造らせてもら
った。生地は全て父が造った生地だが、二～三色使うような落雁もやらせてもらえた。
私たち男三兄弟は、それぞれ大学まで通わせてもらい、金華堂を継がなくても良い方向に
進んで行った。母の思惑だった。母は、母自身が父と同じように働き、家事もこなさなけれ
ばならない、そんな思いを息子たちのお嫁さんにはさせたくないという気持ちであった。父
はそんな母の心の中をどう思っていたのだろうか。
長兄も次兄も菓子屋を継がず、技術系のサラリーマンになった。私は私で日本舞踊の師匠
になりたいという夢を諦めて、母の勧めで小学校の教員になった。私が教員採用試験に合格
した時、父も母もとても喜んでくれた。この時も父のことだから、きっと知り合いに触れて
回ったことだろう。だが、三男までも「金華堂」を継がないということは、金華堂が父の代
で終わるということだ。父はホントのところはどうだったのだろう。男三兄弟の内、誰か一
人くらいはと思っていたに違いない。だが、父は少しもそんなところは見せずに、相変わら
ず、淡々と仕事をしていた。八四歳で死ぬまで仕事をしていた。
私が教員の仕事に就いてから何年かして、自分がそれまで考えていた父の姿が、少し違っ
て見えてきた。
父はいつも良い菓子を造ろうとしていた。製法は頑として古い昔ながらのやり方で、材料
にもこだわった。常磐町二丁目から三丁目に地番変更になる頃、周りに菓子屋が何軒もあっ
たのが、どんどん無くなってしまった。だが、父の金華堂は老夫婦二人で、何とか仕事を続
けていた。それは何といっても、父が時流に乗らず、材料の質を落とさず、昔ながらの製法
で菓子を造り続けたからだ。
父は自分が満足出来る仕事が出来ればよかった。儲かろうと儲けが少なかろうと、関係な
かった。相手のお客さんが喜んでくれればそれでよかった。偉くなりたいとか、有名になり
たいとかと思うようなこともなかった。
自分は小学校教員だったが、菓子屋の職人の気質がどこかに流れていると考えるようにな
ったのは、いつ頃からだろう。最新の新しい機器は使いこなせない、昔ながらのやり方でや
る。たとえ誰かに何か言われても、自分が納得出来る仕事をしたい。周りにお上手が出来な
い、ここであの人に一言お世辞の一つも言っておけばいいだろうなと分かった時は、もう辞
める時だった。
私は色々事情があって、五五歳で早期退職をし、今は四捨五入すれば、既に七十になる歳
になってしまった。だが、まだまだ父の域には達していない。この頃になって、金華堂を継
いでおけばよかった、と思うようになった。頭の中では、ちゃんと「金花糖」は出来上がる。
だが、父が躰で覚えたカンとコツ。これは、どうにもならないところだ。
我が家の孫と姪の子どものために、金沢まで金花糖を買いに行ったことがあった。数年前
の二月の終わり頃だっただろうか、金沢は、事の他暖かかった。折角スノータイヤで出掛け
た次男の車が、無駄になるくらいだった。金沢市内の東山という所で、「金花糖」を造って
いる店を見つけ飛び込んだ。仕事場にも入らせてもらい、色々見せてもらった。父と大体同
じように造っていたが、微妙に違うところもあった。出来上がりは父の金花糖の方が優って
いると思ったのは、自分だけだっただろうか。

父が酔っ払うとよく歌った唄、
「♪丸いタマゴも、切よで四角
物も言いよで、角が立つ♪」
この頃やっとその意味が分かるようになった。学区内の学童保育所で手伝いをしているが、
時々子どもたちの言動にムカッとくることがある。何かの折にこの唄を歌ってあげたいと思
っている。子どもたちがその意味をホントに理解できるようになるのは、五〇～六〇年後に
なるだろうか、それでもいいじゃないか。

評】

説

第五部
小
【総

選
文芸

評

庭先に水仙が咲いた。夏から秋にかけて、民主主義の本質を問う攻防が繰り広げられ
るにつれ、言葉というものの重みが日に日に増していくのを感じた。大震災が起きた五
年前以来のことだろうか。スマホを駆使し、独特のリズムに乗せて持論を展開する若者
たちの出現が耳目を集めた。国内外で刻一刻と時代が変転しつつある中、文学はこの先
どのような相貌を見せるのだろうか。
『湖畔の契り』、
『うしろすがたの しぐれてゆくか』の二作は、奇しくも共に「湖畔」
が舞台だった。『湖畔の契り』は、離れて暮らすミカン農家の正志と研修医の文江の物
語。聳える町と山並みを望む高台や神社が、二人にとっての思い出の場所だ。「まさ君
が私の故郷」。文江は、小さい頃そうしたように正志におぶさるのだった。
『うしろすが
たの しぐれてゆくか』は、昭和十一年早春、浜名湖を訪れた山頭火を描いている。浜
松千歳町の小児科医院に身を寄せた後、弁天島に向かった。旅館の女中はるの健気さが、
あてどなく行乞の旅を続ける山頭火の心を慰めた。

評】

〈審査員

山口

哲〉

優秀賞 地曳網
飛 奈 兼 康
退職互助部（富士）
父が戻らない。勇太はもう二年待ち続けている。満州から引き揚げる際、一人だけ帰
国許可が下りなかったからだ。蚊音がする。船べりがちゃぷちゃぷ鳴る。アセチレンガ
スが匂う。水面が光る。目の前に駿河湾が広がり、登場人物の息遣いが伝わってくるか
のように、描写が丹念だ。愛犬が米軍の軍用トラックにひき殺されてしまう。小銭をく
すねて映画に行き、母を悲しませる。お盆は人の出入りが賑やかだ。夏休みのしまい頃
になって、地曳網の合図を聞く。ただ…、父は戻らない。

詩
【総

詩は心の有り様を言葉にして表現する。その言葉が人の胸を打つのである。作品の中
には戦争をうたったものや教え子の死をうたったものもあり、自らの老いをうたったも
のもあった。そのどれもが作者にとってうたわなければならなかったものであろう。そ
こにこそ詩が生きている。応募作品のどれもが作者にとって大切なものであろう。これ
からも折々にうたい続けてほしい。
優秀賞 眠れぬ夜に
北 嶋 千世子
退職互助部（志太）
私達は人生を生きて来た時、振り返る過去を持つ。それが眠れぬ夜に蘇ってくる。そ
の思い出は記憶の扉が開いて現実の如くに現れるのである。私も眠れぬ夜に過去の記憶
を思い出す。それは亡き人であったり、旅先の町であったり、遠い声のように微かでは
あるが、明瞭に見えるのである。そのことをこの詩はうたっている。風景の一つ一つが
情景として浮き出してくる。それは祈りや願いとなっている。ただ最後の「これからも
続くだろうか……」は別な表現がいいと思う。けれど優秀な作品でした。
佳 作 誰も知らない
菅 沼 美代子
退職互助部 （静岡）
この作品の中で感銘したのは最後の連である。「誰も知らない 憩う場になろう き
れいな風がふく 場所になろう」この言葉の持つ清々しさが、人生を生きるものにとっ
ての安らぎになる。それは無私の精神に通じている。私達はあてどもない人生の空間で
迷い、悩み、悲しみ、喜ぶ。その生きるということの中で私のために生きるのではなく、
他者のために生きることがどれほど素晴らしいことか。ただ「狂う」「我武者羅」とい
う言葉は変えた方がいいと思う。しかし、その言葉を外しても心に残る良い作品でした。
〈 審査員 土屋 智宏〉

評】

童話・童謡
【総

本年度の応募作品は、幼児の興味にフィットした「とうめい人間ピアニスト」、宇宙
船で二千年前の地球に旅をするＳＦ風の「もぐらもぐってもうぐらら」、父親との軋轢
とその氷解を書いた私小説的な「父さんの宝物」と入賞作二編の五編。それぞれに作者
の個有の感覚が表現されており、味わい深い作品だった。
願わくは、推敲を重ねて、作品の完成度を高くしていきたいと感じた。
優秀賞 「知床のヒグマ物語」
坂 部 哲 之
退職互助部（磐周）
知床に棲息するヒグマの親子の世界が擬人化されて描かれている前半は、イルカの死
骸を海からくわえて来たり、子グマを突き放して自立させたりするクマの生態がよく描
かれている。後半は、街にまで出没するクマが銃殺される悲惨さを描き、今日的な問題
に触れている。
この作品で考えてみたいことは、誰の視点で書き進めるかという点である。前半のヒ
グマの眼ないしヒグマに寄り添った眼で後半も一貫して書いてはどうか。例えば、「ク
ロは食べ物を探すのに必死でした。が、顔をあげたそのときです。数発の銃声とともに、
クロの胸に猛烈な衝撃が走りました。……」というように。そのようにしてみて、ヒグ
マの悲惨な運命を浮き彫りにするにはどちらがより効果的であるかを考えてみたい。
佳 作 ぼく！夏休みの挑戦
平 井 壽賀子
退職互助部（磐周）
貝の化石に魅せられていく六年生の「ぼく」の行動や心理がテンポよく歯切れのよい
文章で書かれている。作者の昨年度の作品同様、この作品も少年の成長物語となってい
る。
今後の課題として、説明的表現を極力控えて、描写表現に意を用いたい。例えば、終
末部に、「…感動した。」とあるが、「未知の世界が広がって全身が熱くなった。」とか、
「研究者にでもなったように、もっと調べてみたいという思いがわきあがってきた。」
というように（心理）描写に心掛けていきたい。
〈 審査員 松田
宏〉

評】

評論・書評
【総

応募作品は、書評一点、評論四点の五点。
社会問題、教育・道徳、文学とバラエティに富んだ作品に、筆者の高い見識と思いが
丁寧に論述されていた。全体の傾向として、引用が長く、やや冗長な感じがした。
優秀賞 海とレクイエム ― 辻征夫管見 ―
戸 塚 惠 三
退職互助部（静岡）
辻征夫という現代詩人（小説家）にスポットを当て、丁寧にその詩や小説を読み解き、
詩人の「父恋いの情」に貫かれた詩魂に同化している筆者が見えてくる。
「管見」と謙
遜しているが、立派な「辻征夫論」になっている。

評】

想

佳 作 『暗夜行路』の一断面 ― 祖父をめぐって ―
鈴 木
基
退職互助部（賀茂）
父との確執という一断面から、名作「暗夜行路」を更に深化させている筆者の愛読書
に寄せる思いが伝わってくる。文学の味わい方の一方法を示唆してくれる作品である。
〈 審査員 大庭 敏彦〉
随
【総

中村草田男の『降る雪や明治は遠くなりにけり』という句がある。この句の「明治」

を「昭和」と置き換えても違和感がない程、平成も 年、戦後も 年の歳月を数える。
今回、寄せられた十編の随想の筆者は、その「昭和」の時代を懸命に生き、人生の年輪
を重ねてこられた方々である。そこから紡ぎ出された一編一編は、どれも読み応えのあ
る作品であった。
70

歌

佳

作 わたしの昭和
グラマンの奇襲を受けて草に伏す土の匂いにむせかえりつつ
「昭和」背負い八十年を生きぬきて謄写刷りなる憲法を読む

伊藤 正則

佳

作 柿田川湧水
柿田川の砂巻き上げる湧水に富士の鼓動をしばし佇ち聞く
ひぐらしの声止みたれば秋の虫あとを継ぐかに闇に鳴き交ふ
髙杉 光昭
〈審査員 草間
健〉

佳 作 荒れ狂う大獅子一頭引き連れて男らの跳ねる白き地下足袋
今朝拭きしガラス越しに雁の群れＶの字飛行特選絵画
宮川 正夫
祭りの光景の「白き地下足袋」が「跳ねる」と活写した作品としてすぐれている。
二首目は結句の「特選絵画」と見立てた点で鮮明なイメージが作品を構成している。
初句の「今朝拭きし」の提示が効果的である。

佳 作 漆黒の底に沈みし廃校を炙り出したる手筒の花火
戦場の愛馬の嘶き忘れ得ぬ老農建てし馬頭観音
佐藤佐和子
闇の中に建つ校舎が花火にあぶられて一時姿を現わした光景を「炙り出したる」で印
象的に描かれている。
二首目は優秀な軍馬を供出した人の供養の思いを「忘れ得ぬ」と的確に描き出してい
る。

優秀賞 歳月は流れて
こんなにも穏しき心われに給ふ庭にゆれゐる白き襁褓が
わが腕にためらひもなく沈みゆき幼の寝息ととのひてゆく
長谷川 久
幼い生命に対する愛惜の情が如実に描かれている。平穏な心情をもたらした尊い存在
と認識している「給ふ」にすばらしさがある。
二首目は結句に幼児の安らかな寝息を聴きとる時間の経過の中に深い愛情が読みと
れる。

短

佳 作 「父の小さな猫背」
井 澤 道 夫
退職互助部（志太）
若い頃は嫌いだった、仕事一筋の干菓子職人だった父。その父と同じ年齢になり、そ
の干菓子の味と共に父を理解した筆者の思いが、素直に吐露されている。
〈 審査員 大庭 敏彦〉

佳 作 ―わが『読書ノート』から―
髙 栁 幸 夫
退職互助部（湖西）
晴耕雨読を老後の理想として実践している筆者。丹念な「読書ノート」
、書物の中か
らまだ、師を求める探求心に感心する。書評とも趣が異なり新鮮な感じがした。

優秀賞 一日三度の間違い
竹 本 公 一
退職互助部（駿東）
誰もが経験する「老い」への往く道。筆者は日常で経験した「老い」につながる小さ
な間違いを軽妙な筆で書き進める。ホームドラマを見ている様な温かい気分で、一息に
読んでしまった。
「緩やかに老いる」筆者の願いは万人の願いである。

27

俳
【総

句
評】

応募者三十一名。現職二名は寂しい。現職の先生の投句を切望。六句に誤字が見られ
た。投句の際の確認を。新人賞は該当なし。
優秀賞 送り火の消えて独りに戻りけり
里神楽舞ひたる神が野菜売る
鰭酒に教師ネクタイゆるめけり
河野香代子
題名を付けていない五句であるが、それぞれの句が独立し、無駄なくまとまっている。
一句目は、送り火の終った後の寂寥感を「消えて独りに戻りけり」の素直な措辞で表出。
二句目、三句目は楽しい笑いが題材。
「野菜売る」に里神楽の意外性と地域性。
「鰭酒と
教師」の取り合わせの妙。特に「ネクタイをゆるめ」に人物像が浮かぶ。優秀賞の作品
は、物に託した素直な写生の作品。それだけに鑑賞の幅が広がる。
佳 作 道草は子らの日課や蝌蚪の池
凍蝶や己の影を抜け出せず
かたまつて眠る子豚や今年藁
髙杉 光昭
「蝌蚪の国」と題した作品。優秀賞とは紙一重で、やや主観・理屈に走った点が差と
なった。一句目は、下校の子らの様子の句。もう一歩の写生が欲しい。二句目は、凍蝶
の息絶え絶えの様子を「影を抜け出せず」と表白。三句目は、ほのぼのとした子豚の景。
それを支えているのが今年藁の季語の斡旋。髙杉作品は、季語の斡旋が秀逸。
佳 作 海からの風透きとほり麦の秋
沢音の谷の深さよ山法師
星空へ音をころがす零余子かな
曽布川 保
この作品の特徴は、自分の表現が織り込まれた点である。一句目「風透きとほり」、
二句目「谷の深さよ」、三句目「音をころがす」のそれぞれの表現がよかった。また、
一句目と二句目は、色を醸し出している句としても鑑賞できる。
〈審査員 曽根
満〉
※佳作の掲載は順不同です。

お詫びと訂正
『第四十六回静岡県教職員芸術祭目録』に掲載しました、
「短歌」分野 佐藤佐和子様の
「戦場の愛馬の嘶き忘れ得ぬ老農建てし馬頭観昔」は、
「戦場の愛馬の嘶き忘れ得ぬ老農建てし馬頭観音」の誤りでした。
ここに深くお詫び申しあげますとともに、訂正させていただきます。

