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厚い掌

──梶 井基次郎 の青春──

け

し

髙野 敦志

今から 半世紀以上 も前の、 昭和四年（ 一九二 九）十二月 二日
のことだった。私は「罌粟はなぜ紅い」という小説を書くため、
神戸のあ る商家の 二階に間借 りをし ていた。何 ともやり 切れな
い時期だった。梶井基次郎との仲を疑われた私は、二番目の夫、
尾崎士郎 と別れ る羽目になり 、気を 紛らわそう として、 お酒に

睡 眠薬を溶か して飲 んだりして いた。そ のまま事故 になって 死
んでしま っても 、と思える ほど荒れ ていた。 こんなこと ではい
け ないと美容 院に出 かけ、まだ 珍しかっ たモダン ガール風に 断
髪し、 花柄の着 物にマン トを羽織っ て街に出 たりした 。道行く
男に振り返ら れると 、自分が捨 てたもの でもない 気がしたも の
だ。そ んな私の 心を慰め てくれたの は、梶井 からせっ せと届い
た手紙だっ た。
その 頃、持病 の結核が 悪化してい た梶井は 、東京で の暮らし
い たみ
に見切り をつけ、兵 庫県の伊 丹市で療養 を続け ていた。い つ出
歩け なくなるか 分からな い、と訴 えていた彼 は、私 が取材で関
西にいる うちに会い たがった 。二人が 会う約束 をしたの は、阪
急電 車の三ノ 宮の駅前だ った。 その日は明 け方まで 吹き荒れ て
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いたが 、空は青 く澄んで 柔らかな陽 射しが注 いでいた 。改札か
く る め がすり
ら出てき た梶 井は、 久留米 絣 に黒いマントをま とい、首には
太い 毛糸の襟巻 きをして いた。下 駄の歯をカ ランコ ロンさせた
彼は、こ ちらの姿に 気がつく と、目を線 のよう に細めてほ ほえ
みか けてきた。
「宇野さ ん」
梶 井は決して 私のこと を、名前 で呼ぼうと はしな かった。ま
だ文壇の 一部に知ら れていた だけの彼 は、こち らになれ なれし
く接 するのを はばかって いたの か。実はそ の年の秋 にも京都 で
ほお
会ったり していた が、その折 と比べ てみても、 梶井の頰 からは
肉が そげて、 山のよう に盛り上 がってい た髪も、薄 くなった の
を目立た なくす るため、短め に刈り 上げられて いた。し かし、

そ の印象もこ ちらの 姿を認めた 途端、厚 い唇に広が った笑み で
打ち消さ れた。
ト アロード というの は、三ノ 宮を南北 に貫く大通 りである 。
それを ゆっくり 北野方面 に向かうこ とにした 。その先 には異人
館の地区へ通 じる道 がある。肩 を並べて 歩きなが ら、梶井は 浮
き浮き した様子 で、道行 く人の目が こちらに 向けられ るのに、
胸の高鳴り を抑えか ねている らしかった 。
「宇 野さん、元 気になら れたみた いですね」
「そう装 っているだ け。それ って結構疲 れるの よ」

シヤンハイ

「僕 の前ではあ りのまま を見せて 下さい」
「ほんと は毎晩、尾 崎のこと 思って泣 いている わ。いっ そのこ
と上 海に でも 渡って しまお うかしら 、なんて思っている の」

3
4

そう口 にした 時、梶井の 顔がさっ と曇った 。何も聞か なかっ
たとでも言 うように 、前を向 いたまま唇 を結ん でいる。通 りが
かり の女学生が 、こちら を指差し ながら笑っ ている 。それにも
一向に気 づかない様 子で、目 頭が熱くな ってく るのに耐え てい
た。
「逃げ出 したりなん かしない わよ。そ れぐらい 、梶井さ んなら
分か ってくれ てると思っ たわ。 私たちは物 書きでし ょう？」
「そうで すよね。書 くことで 自分自身 が変えら れるんだ 」
梶 井はつぶや いてから 、ハンカ チを出して 鼻をか んだ。何か
言い出そ うとして 、目をそむ けて大 空を仰ぎ見 るのだっ た。風
に飛 ばされる ままに葉 を散らせ たプラタ ナスは、澄 み切った 空
に盛り上 がる筋 肉に似た枝を 、突き 抜ける天に 向かって 伸ばし

ている。日の光が梶井の瞳を貫いている。痛みをこらえながら 、
彼の口許 には笑 みが広がっ ていった 。
「 生きている のって 素晴らしい ですね。 今日みた いに穏やか な
ひ なた
天気で、日向ぼっこしてると、それが体で感じられるんですよ 」
「何を言い出 すと思 ったら…… 」
「僕は 多くのこ とは望ま ない。ただ 今日みた いに空が 澄んで、
美しいもの を美しい と感じる 人がそばに いて、 それだけあ れば
幸せ なんです」

時は二年 半ほどさ かのぼる 。どうして 伊豆な どに足を運 ぶ気
にな ったのか 。ある懸賞 小説に 入選したの がきっか けで、尾 崎
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ま ごめ

士郎と 同棲を始 めた私は 、東京の馬 込村に赤 い屋根の 洋館を建
て、新たな 生活を始 めたばか りだった。 川端さ んの誘いで 出向
いた 頃の湯ヶ島 は、まだ ひなびた 湯治場に過 ぎなか った。三島
しゆぜん じ
から修善 寺まではロ ーカル線 でとことこ 三十分 、更に舗装 され

にしびら

てい ない山道を 同じだけ 、バスの 座席に揺ら れねば ならない。
旅館と言えば氏が「伊豆の踊子」を書かれた「湯本館 」を含め 、

せ

こ

三軒 だけしか なかったよ うに思 う。川下の 西平から さかのぼ っ
か の
ねつ こ
ほんたに
ていくと 、狩野川が 猫越川と 本谷川に 分かれる 地点に建 つ「落
合楼 」と、猫 越川を上流 に向か った世古の 滝にある 「湯川屋 」
あたみ
と い
である。 海に面し た熱海や土 肥とは 異なり、盆 地にある 湯ヶ島
は冬 はワサビ 田にも氷 が張り、 窓ガラス には霧氷が 植物みた い
に枝葉を伸ばす。山並みはなだらかで絶景のような眺めはなく 、

いろど

生 える木々も 武蔵野 で見られる 雑木ばか りだ。
私が梶 井と出会 ったのは、 湯ヶ島 に遅い春が 訪れた時 期で、
街道に沿って生える広葉樹も芽吹き、山桜の花が若葉の間に 彩
りを添 えていく 頃だった 。若い者に は待ち遠 しく、老 いた者に
は物憂いこの 季節、 私は同宿し ていた川 端さんと 、猫越川を 左

の崖下 に見下ろ しながら 、晩年の梶 井が「闇 の絵巻」 で描いた
道を、一歩 一歩踏み 締めるよ うに登って いた。 まだ若かっ た川
端さんだが、小柄でやせていて目ばかりぎょろりとした容貌は、
当時から 終生変わら ぬものだ った。

さむらい

ふうさい

その 時だった 。川上か ら肩の張っ たいかつ い青年が 、洗った
は んて ん
ままのさ んばら髪に 、黒襟の 半纏を羽 織ってや って来た のは。
男は 無骨な 士 の ような 風采を持ち ながら、 顔の色は春 の日を
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浴びて 白く輝い て見えた 。大きな鼻 と口に比 べると、 目はまぶ
しいみたい に細めた ままだっ た。正面ま で近づ いてくると 、横
に並 んだ私の姿 をちらり と認めた 。きっと河 原で会 う約束でも
していた んだ。なの に見知ら ぬ女と連れ 立って いるのを、 いぶ
かし く思ってい るのだろ う。
「梶井君 は東大で同 人誌をや っている んだった ね」

しゆつぽん

「え え。そち らは？」
さい えん
「宇野さ ん、って言 ってね。 彼女は才 媛だけど 、気をつ けなさ
いよ 。夫を捨 てて 出 奔するよ うな女性だ から」
むっと した顔を見 せたから だろう。 川端さん は梶井の 方に向
き直 り、歯を 見せてに やっとし た。よう やく梶井も 緊張が解 け
たのか、 上目遣 いでこちらを 見ると 、恐縮した 面持ちで 頭を下

げ た。
「この人 が会わ せたい、っ て話して いた学生 さんね」
そ れから数 日して、 私は川端 さんの部 屋に呼ばれ た。そこ は
ふすま
「湯本館」の玄関から入って、すぐ階段を昇った上にある。 襖
とう
を開けると縁 側に木 のテーブル と籐の椅 子が二つ 、一段上が っ

くし

た座敷 の奥には 、黒光り する柱で仕 切られた 床の間が ある。そ
の前で梶井 が囲碁の 相手をさ せられてい た。彼 の髪はポマ ード
で固 められ、一 本一本の 筋も際立 つほど、き れいに 櫛が入れら
れていた 。碁を打っ ている間 の川端さん は、ほ とんど口を きか
ずに 難しい表情 をしてい る。氏は ふいに顔を 上げる と、碁盤を
見つめた ままの梶井 を、頭上 から見下 ろす形で 囲碁の本 を手に
した 。勝負が 決まったの で一人 になりたい らしかっ た。
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「宇野 さん、悪 いけど話 し相手をし てやって くれない か」
梶井は一礼 すると 部屋を出て 行った。 それに従 いおいとま し
た私 は、彼と肩 を並べて 川べりの 道を登って いった 。陽射しが
じゆばん
強くなっ たせいか、 半町も進 むと襦袢が 汗ばん できた。木 々の
若芽 も鮮やかさ を増して いる。そ れに見とれ ていた 私は、坂の
まえかが
途中で立 ち止まった 梶井が、 膝に両手 を当てて 前屈みと なり、
苦し げに肩で 息をしてい るのを 見て驚いた 。その視 線に気が つ
いた途端 、彼は背筋 をぴんと 伸ばして 大きく息 を数回吸 うと、
体の どこも不 自由ではな い、と 無理に装お うとする のだった 。
「梶井さ ん」
彼 はすぐに はそれに答 えられ ず、呼吸が 整うのを 待って返 事
をした。 きっと どこか患って いるの だろう。私 にはそれ が何な

の か分かる気 がした 。
「梶井さ ん、一 つお聞きし てもいい かしら。 どうして私 が温泉
場 に残ってる と思う ？」
「尾崎 さんはど うされた んです」
「数日で戻っ てくる と言ってた のに、も う一週間 も置いてき ぼ
りを食 っている のよ」
「女でも出 来たかな 」
「あ の人、きっ とカフェ ーの女給 にでも入れ 揚げて るんだわ。
困ってい る女の人が いると、 手を差し延 べなく てはいられ ない
質な のよ」
「ははー ん」
気 のない返事 をしなが ら、河原 をまたいで 伸びる 黒い筋を指
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差した 。それは 風もない のに揺さぶ られてい るようだ 。
「吊り橋が 見えます ね。あそ こからの眺 めは最 高ですよ」
梶 井に 先 導 さ れ る形 で 、「 湯 川 屋」 の近 く に あ る九 郎 橋 の 上
かわ も
すき ま
に立った。そこは川面を覆い尽くすほど岸から枝葉が伸び、隙間

あらじゆく

から は岸辺の小 道と岩の 間をどよ めく早瀬が うかが える。それ
は川下で ゆったりし た流れと なり、本 谷川と合 流する辺 りで大
きく左に曲がる。そこからは「落合楼」のある新 宿 の集落や、
対岸の営 林署や役場 のある地 区まで、 一望の下 に見渡す ことが
出来 た。その 時、橋の上 で宙吊 りとなった 二人の上 を、青紫 色
る り
の背をした雀ほどの瑠璃が、けたたましい声を上げながら越え、

自分は

丘の 向かい側 の西平の 方へ飛ん でいった 。それが視 界から消 え
るや、梶 井はふ っと我に返っ たのか 、手探りに 似た口振 りで語

り 出した。
「僕はね 、高い 所が好きな んです。 どうして かって？

何 か思い悩む ことが ある時、決 まって視 界の開け た場所に足 を
運ぶか らです。 ところで 、三年前ま で自分に は腹違い の妹がい
たこと、まだ お話し していませ んでした ね」
「ええ 」
「それは父 が使用人 に生ませ た子でした 。まだ 京都の三高 に通
って いた僕は、 母の悲し みを思う と父が許せ ず、ま た罪を背負
って生ま れてきたと はいえ、 まだいたい けなそ の子に、怒 りを
ぶつ けることも 出来なか った。と ころが、そ の妹の 様子がどう
もおかしい、と母が気づいて、僕が医者を呼びに行った時には 、
手遅 れになっ ていました 。結核 性の脳膜炎 にかかっ ていたん で
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す。瞳 孔が開い たままの 状態で、し ばしば襲 ってくる 引きつけ
に耐えてい るさまは 、目の当 たりにする と胸が つぶれるほ ど痛
々し いもんです 」
でも妹が 死んだと いう実感 は、葬儀が 終わっ た後も湧かな か
った ですよ、と 彼は続け た。
ひとつき
「それから一月後、姉の嫁ぎ先である松阪へ遊びに行きました 。
そこ には石垣 に松が生え るばか りの城跡が あって、 つくつく 法
師が鳴い ていました 。市内を 見下ろす 高台から も、遠く はかす
んで 見えませ んでした。 その時 ふいに、妹 を亡くし た実感が 込
み上げて きたんで す。それは 何でや と思います ？」

ひやくしよう

「ふ さいでい た気持ち が、下界 に広がる 光景を目に して吹っ 切
れたから よ」

わら ぶ

「 時々煙を吐 く煙突 や、田畑の あちこち に建つ藁葺 きの 百 姓
家、海か ら吹き 上げた風を 受けて走 る軽便も 、この僕自 身の目

が とらえたも んやっ たからです 。そこま で意識は 広がりが持 て
るんや と気づき ました。 自分の殻の 中に閉じ こもって いては、
何も知ること が出来 ないんです ね……」
「ねえ 、梶井さ ん。ぜひ あなたの作 品を読ま せてほし いわ」

伊豆の湯 ヶ島に早 くも、梅 雨の季節が 訪れつ つあった。山 並

おう せ

みの あちこちに 自生する タマアジ サイが、赤 み青み を帯びた紫
ひばり
や まが ら
の花を咲 かせていき 、小止み の合間を 縫って雲 雀や山雀 、頰白
カ ケ スな ど が 、 束 の 間の 逢 瀬を 求 め て鳴 き 交 わ す 。「 湯 本 館 」
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の部屋 の窓辺に 座り、狩 野川の流れ に耳をそ ばだてて いても、
原稿用紙の 上のペン は走り出 そうとしな い。こ のざわめい てい
る川 の水は、梶 井のいる 部屋の前 から流れて きたも のだ。打ち
解けて語り合えたあの日から、彼は夕食後の長い晩を私の所で、

さえぎ

しば しば過ごす ようにな っていた 。ところが 、友人 から送って
ぎよく ろ
ようかん
すそ
よい
もらった 玉 露と羊羹を、数日前にお裾分けしてくれて以来 、宵
の口 にな るとぱ らつく 雨に 遮 られて いたのである。梶井 がこ
ちらを訪 れない日は 、ほとん ど誰とも 口をきか ずに、部 屋にこ
もっ ているこ とが多い。 川端さ んはとうの 昔に、同 人の横光 利
一の結婚 披露宴に 出席するた め、東 京に戻って しまって いたの
であ る。
梅雨と いう季節 はうっとう しいも のだ。けれ ども私は そんな

雨 の日に、か えって 安らぎを覚 えること も少なくな い。本来 じ
っとして いるこ とが苦手な はずの私 に、天が しばしの休 息を与
え てくれるの だろう 。植物にし ても同じ こと。真 夏の酷暑に 耐
えてい くには、 木々は根 からたっぷ り水を吸 い上げて おかねば
しずく
ならない 。庇 の先か らした たる 雫 を眺めている と、浄簾の滝
の岩肌 からすだ れのごと く垂れ下が る、ハイ コモシダ の群生の
しぶき
ことを思い 出す。そ の茎の一 本一本には 、流れ 落ちる滝の 飛沫
がま とわりつき 、無数の 珠の一つ 一つには、 周囲の 空や辺りの
緑、躍動 する水の戯 れが映っ て、小さな 世界に 大きな自然 を含
んで いる。
尾崎はど うしてい るのかし ら。ペンを 握った ままで、つ れな
い夫 のことを 思い浮かべ ていた 。吊り上が った眉に 聡明そう に
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秀でた 額。けれ ども口許 を曲げて笑 った途端 、何とも 愛嬌のあ
る面持ちと なるのだ 。そんな ことを考え て一人 雨を眺めて いる
と、 おのずと素 直な気持 ちになれ る。自分を 縛って いたしがら
みから解 き放たれ、 はばかる ことなく羽 を伸ば した私には 、す
べて が可能であ る気がし てくる。 ウェットな 心地に 浸れただけ
さなぎ
でも幸 福では ないか 。こ の梅雨の季 節の間、自分は 蛹 のよう
に殻 の内に閉 じこもって いた。 そしてある 日突然、 蝶のごと く
晴れ上が った夏空に 飛び立つ のだ。
雨 上がりの日 の朝、ふ いに木の 間から差し 入る光 に、枝葉に
しずく
載った 無数の 雫 が一斉 にきら めき、水分を 吸い込んだ石垣 か
らは 湯気が立 ちのぼる 。雲の切 れ目から 覗いた青空 を見上げ た
し れつ
途端、熾 烈な光 線に不用意な 眼は射 られ、目の 前が一瞬 真っ赤

に 染まってし まう。 待ちに待っ た奔放な 季節、それ はこの湯 ヶ
ぼつ かく
島にも多 くの文 人墨客を招 き寄せた 。東京馬 込の「文士 村」か
ら 、萩原朔太 郎、広 津和郎らが 、そして 、梶井の 生涯の友と な
った三 好達治や 淀野隆三 らも、相次 いでこの 山里に足 を運んだ
のである。
あ る暑 い 日 の昼 下 が り 、「 湯 本館」 の私 の 部屋 で文 士 が 一 堂
に会して、 句会が催 されるこ とになって いた。 川に面した 窓を
大き く開け放す と、廊下 へすうっ と風が吹き 抜けて いく。そこ
に梶井が 後輩の三好 や淀野を 連れて、ど かどか 入り込んで きた
ので ある。すで に萩原さ んと広津 さんは席に 着いて いたが、梶
井は空い ていた私の 隣に、当 然のごと く腰を下 ろすのだ った。
彼は照れくさそうに目を上げると、簡単な自己紹介をした後に、
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ユーモ ラスな笑 みをたた えてこんな ふうに言 った。
「僕を余程うとましく思っている奴がいましてね 。名前の『基』
をわ ざと書き損 じたふり をして、 墓次郎なん て記し たりするん
ですよ。 僕のことを 生かして はおけない 、とで も言うよう に」
「『憎 ま れ っ 子… … 』 っ て言 葉 が あ る でし ょ 。 人 から ね たま れ
るくらい でなきゃね 」と私が 口をはさ むと、梶 井は三好 の肩を
ぽ ん とた た いて 、「 僕 が 長 生き する さか い 、 こ い つ はい つ ま で
も救われ んやろな」 と言った 。その強 がってみ せる表情 が、私
には ちょっと 痛ましく思 えたの だが。
「三好君 は詩を書 いているら しいね 」
広 津さんが 早く紹介し ろ、と せかすので 、梶井は 一つ年上 の
後輩につ いて、 本人よりも知 ってい る口振りで 話し出し た。

「 三好は幼く して養 子に出され ているん ですよ。そ れから親 父
さんの事業がうまくいかなくて、中学を退学させられたりして、
と にかく苦労 を重ね ているんで すね。ペ シミステ ィックな点 が
あるの はそのせ いかな」
「別にペシミ スティ ックなんか やない。 卒論でヴ ェルレエヌ 選

ほ

んだか ら、そう 思われと るようやけ ど」
「萩原先生 に早う頭 下げんか 。詩の世界 に目を 開かせてく れた
のは 、先生の『 月に吠え る』や、 などと申し ており ますので」
「そちら の色白の方 はどなた かしら」
「三 好の横の眼 鏡をかけ た奴です か。淀野っ て言い ましてね。
彼も作家 を目指して いるんで すが、最 近はプル ーストと かいう
人の 小説を翻 訳したい、 などと 申しており ましてね 」
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「お二 人にはフ ランス文 学について 教えてい ただきた いわ」
あご
それまで顎 に手を やったまま 、意味あ りげに笑 みを浮かべ て
いた 広津さんは 、急に私 の眼を覗 き込むよう にして 言った。
はべ
「若い学 生を三人も 侍らせて ……。また 宇野さ んの病気が 始ま
った ぞ」
「おかし なこと、言 わないで ちょうだ い」
す ぐさま私は 切り返し たのだが 、当の三人 は何に ついて語ら
れている のか、見当 が付かな いといっ たふうだ った。広 津さん
は長 者風の落 ち着きを見 せなが らも、男女 の道にか けては隅 に
置けない 人物なの である。そ れまで 口をつぐん でいた萩 原さん
が、 めいめい 俳号を名 乗ったら どうだろ う、と提案 した。そ の
話を聞き 終える や、うつむき 加減で いた三好は 、笑いを こらえ

な がら話し出 した。
「梶井が僕らの間で、密かに何と呼ばれていたかご存じですか 」
「 しょうもな いこと 言わんとき 」
「もう ええやん か」
む
にら
その時の梶 井は大 阪弁丸出し で、目を 剝いて三好 を睨みつ け
たが、 本気で怒 っている のではない らしかっ た。
「僕らが『 青空』っ ていう同 人誌をやっ ていた のは、梶井 から
お聞 き及びのこ とと思い ますが、 原稿の集ま りが毎 回うまく行
かぬため に、予定通 りに刊行 していくの は容易 ではなかっ たん

たぬき

です よ。ところ が、原稿 が出来て いないこと を連絡 もせずに、
梶井が家を空けたままにしたもんですから、憤慨した仲間が
『 狸 や狸や 』と呼ぶ ようにな ったんです 」
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「書け なくて合 わせる顔 がなかった だけや」
そう言いな がらも 、梶井は口 許に苦笑 を浮かべ て、自らが 笑
いの 種とされて いること を、半ば 楽しんでい るよう だった。
「もちろ ん、僕ら学 生の間の ことだから 、その 言葉の中に 悪意
が含 まれていな かった、 と言った ら嘘になる でしょ う。梶井と
いう男は ことが創作 に関わる と、人一 倍神経質 になるら しいん
です よ」
れ もん
「 そ り ゃ そ う ね 。『 檸 檬』を 読 ま せ て いた だ い た けど 、 そ ん な
とこ ろがなけ れば、あん なきめ の細かい文 章が書け るはずな い
わ」
「宇 野さんも そう思わ れますか 。ただし 、それも程 度の問題 で
すよ。梶 井は筆 が進まないと 、普段 の気配りな んか吹っ 飛んで

はい かい

し まい、町の 中を徘 徊する癖が 出てくる んです。一 緒に歩い て
る時でも 、何か アイデアが 浮かぶと 、そばに いる奴なん かほっ
た らかし。人 付き合 いって観点 からすれ ば、梶井 みたいな男 は
村八分 にされて も仕方な いかもしれ ん。けれ ども僕ら は書く、
ってことを最 優先に 考えて、も っと広い 心で接し ていかねば 、
と思う んですよ 。書く人 間が同人と して集ま る意味は 、その辺
にあるんや ないか、 って気が します」
三好 の話が終 わるとし んみりした せいか、 すぐに口 をきく者
はなかっ た。その時 、彼は多 少とも目の 潤んだ 梶井の方を 向く

あざむ

と、 おどけたよ うな口調 で言い足 した。
「『狸 銭』 っ て いう 号 は どう や。狸は 葉 っ ぱ で 銭 にご ま かす 。
梶井 は文 字の連 なりに 過ぎん 小説で、人の心を 欺 く大 狸や」
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よ

その句 会で私 は自分に「 千蝶」と いう名を 付けた。各 自がそ
れ相応の俳 号をひね り出した のだが、当 の句の 方は一向に 不出
来だ った。詠ま れた作品 を選ぼう という段に なって 、何やら時
たんざく
計を気に していた広 津さんは 、手にした 筆でさ らりと一句 短冊
にし たためた。
すい か かな
「こけさ まにほうと 抱ゆる西 瓜哉」
「さ すがは広 津さんね」
驚嘆の 声を上げた 私を見て 、照れくさ そうに しているの が滑

それに 西瓜は秋 の季語

稽で 、その目 が妙にいた ずらっ ぽいのが謎 だった。 傍らにい た
梶井は申し訳なさそうに、上目遣いで広津さんの方を向くなり 、
いつ になく小 声でこう 言った。
「それは （向井 ）去来の句で しょう ？

で すよ」
「梶井君 には参 ったなあ… …。そう いえば、 芭蕉なんか にも詳

おかみ

まな ざ

し いらしいね 」
そう言いながらも、開け放たれた戸口を見やった広津さんは、
にんまりとし て梶井 の方を見返 した。と いうのも 、大きな西 瓜
を胸に かかえ込 んだ宿の 女将が、一 同のただ ならぬ眼 差しは何
だとばかり に、立ち 尽くして いたからで ある。
「こ こへ来る前 に買って きた奴を 、手前の河 原で冷 やしておい
てもらっ たんですよ 」
「お い、こいつ はやられ たな」
三好に肩 をたたか れた梶井 は、無口の まま女 将から西瓜 を受
け取 ると、縁 側のテーブ ルの上 へと移した 。句会の 方はそこ で
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さじ

中断す ることに なり、私 はお皿や匙 、それに 包丁など を借りに
ちゆう ぼう
厨 房 へと走 った。 お膳 の上は片付け られ、率先して 包丁を受
け取 った梶井は 、鼓でも 打つみた いに西瓜の お尻を たたいた。
熟れ切っ たいい音が するので 、浮かれた 彼は大 仰なしぐさ で真
二つ に割ってし まうと、 その一方 に匙を突っ 込んで 続け様に口
に入れた 。

て

み やげ

あつ け

「う まい、う まい。これ は天下 一品ですよ 。皆さん もいかが で
すか」
ま るで自分の 手土産で あるかの ような言い 草に、 皆は呆気に
取られて 顔を見合 わせる一方 、淀野 はいぶかし げな目で 三好に
耳打 ちした。 無邪気に 笑ってい た梶井だ が、辺りの 雰囲気に 気
づいたの か、よ うやく額にも 冷や汗 をにじませ 始めた。 という

の もその頃す でに、 彼が結核で あるとい うことは周 知の事実 で
あったし 、その 事実を否定 したがっ ている当 人こそ、自 らの行

あき

為 が引き起こ した当 惑のわけを 、熟知し ていたは ずだからで あ
る。そ こで残り の半分は 私が切り分 けること になった が、それ
を尻目に梶井 は悪び れることな く、ただ 黙々と西 瓜を食べ続 け
て、匙 を突っ込 んだ半分 を一人で平 らげてし まった。 初めは呆
れ顔だった 萩原さん と広津さ んだったが 、その 豪胆さには 舌を

しゆく あ

巻いたらしく、優しい眼差しでその食べっぷりに見とれていた。
そこには ひたすらマ イナスの 世界に浸り 切り、 ついには否 定的
な価 値そ のもの を転換 する何 かがあった。梶 井が 宿 痾の 結核
かい ま
と戦うう ちに獲得し た力を、 私はその 時垣間見 た気がし た。
西 瓜が皮ばか りになっ た頃、歓 談していた 部屋の 戸口に何者
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かの顔 が現れ、 私が振り 返った時に は消えて いた。私 にはそれ
ひと もん ちやく
が夫の尾 崎で あるこ とが分 かった。 何か一悶 着 起きるかもし
れな い。小用に 立った梶 井の後ろ に付いて、 私は廊 下へと出て
行った。 案の定、梶 井はお手 洗いの手前 で尾崎 と鉢合わせ にな
って いた。
「にょ、 女房の話し 相手にな ってくれ てるそう で……」
尾 崎は親しく ない相手 と言葉を 交わすと、 決まっ てどもると
いう癖が あった。梶 井はあっ と声を出 した後、 その場に 凍り付
いた ように動 きを止めた 。それ はほんの一 瞬の出来 事だった 。
かわや
冷静さ を取り 戻す と深々 と頭を 下げ、脇を過ぎ て 厠 に入っ て
いっ た。その 後ろに立 っていた 私を見て 、尾崎は意 味ありげ に
唇を歪め て、楽 しそうだな、 とだけ 言った。夫 はごく軽 い気持

ち でそう口に したの だろう。虫 の居所が 悪いのに笑 っていら れ
る、など という 芸当は、も ともと出 来ない人 であったか ら。
そ の後、私 たちは「 湯本館」 の手前か ら、川べり の小道を さ
かのぼ っていっ た。その 散策には尾 崎は同行 しようと せず、梶
井の友人であ る三好 と淀野も、 遠慮して か行動を 共にしなか っ
た。その辺りは昭和三十三年（一九五八）の狩野川台風までは、
うつそう
鬱蒼とした 杉が対岸 の斜面を 覆い、早春 の頃な どは舞い上 がる
花粉 で、山火事 が起きた かと思わ れるほどだ った。 その中では
早瀬の水 音もほとん ど耳に入 らず、木漏 れ日の 作り出す模 様を

はざ ま

見つ めていると 、森はし ばし時が 経つのを忘 れさせ てくれた。
川幅の方 も今よりは 狭かった ためか、 その分流 れはきつ く岩と
岩の 狭間で、 飛沫を上げ る早瀬 はあちこち で渦を巻 いていた 。
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大きく えぐられ ている木 陰の淵は、 表面は淀 んでいる かに見え
ても、底の 流れはき つく不用 意に入り込 んだ者 の足をさら う。
対岸 の林からは つくつく 法師の声 が、川の奏 でる音 と競い合う
みたいに 、あの規則 的なリズ ムで鳴いて はやめ 、を延々と 繰り
返し ているのだ った。
萩原さん と広津さ んを先に 行かせて、 私たち はじりじり 照る
光を 避けると 、木立ちの 下に涼 を求めよう とした。 梶井は腰 か
らぶら下 げた手ぬぐ いで額の 汗をふき ふき、ま だ呼吸も 整って
いな いだろう に、私を後 に残す 勢いで先を 急いでい る。
「梶井さ ん、待っ てよ……」
そ の声に先 を歩いてい た二人 は振り向き 、盛んに こちらに 手
を振って くれる 。何だか照れ くさい 気がした私 がうつむ くと、

立 ち止まって くれた 彼が脇に寄 り添って きた。
「書けな い時な んか、どう しますか 」
「 そうね。こ の河原 やあの林の 中を歩き 回ったり するわ」
「僕も ですよ。 湯川屋へ 戻る道すが らなら、 さまざま な想念が
湧いてくるの に、じ っと原稿用 紙を見つ めている だけやと、 一

ほ

ご

向に言 葉が出て 来ないん ですから」
「そういう 時ってど うするの ？」

かせ

「僕 の場合は反 古にした 原稿の裏 に、いたず ら書き をするんで
すよ。そ れは意味の ない文字 の連なりで あって もいい。と にか
く一 定の速さが 必要なん です。い わば出来合 いの観 念という枷
から逃れ 、思わぬ発 想とぶつ かること に賭けて みるんで す。と

はい っても、 そうした落 書きの 類いが、そ のまま小 説の一節 に
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使える ことはま れですけ どね……。 そうだ、 この流れ だってい
い」
そう 言いなが ら梶井は 河原にしゃ がむと、 こちらを 仰ぎ見る
形で目を 細め、ひと きわ幅の 狭まった川 面を指 差すなり語 り出
した 。
「耳を澄 ませば川の つぶやき が聞こえ てきませ んか。前 日に降
った 雨の量や その折の陽 射しな んかによっ て、さま ざまに表 情
を変えて いく川のつ ぶやきが 。その日 の気分で 子供たち の歓声
にも 、若い女 の歌声にも 、年寄 りの繰り言 にも聞こ えてきま す
……」
そ の時だっ た。対岸の 卵形の 大岩の上に 、背が鮮 やかな青 で
くちばし
もり
お腹が茶 色、そ して 嘴 が銛 のよう に尖った宝 石を思わ せる鳥

が 、ちょこな んと止 まっている のに気が ついた。危 うく叫び を
上げそう だった 私だが、梶 井はしっ 、と言う と、耳元へ ささや
き かけてきた 。
「カワセミですね。じっと水中を見つめていますよ。ほら……」
梶井がそう 言うが 早いか、美 しい鳥は 川の流れの ゆるやか な
辺りに 、真っ逆 様に突撃 したかと思 うと、翼 を扇みた いに羽ば
たかせて水 面に現れ た。興奮 した鳥の頭 は毛が 逆立ち、羽 の青
は先 端に行くに つれエメ ラルド・ グリーンと なり、 光の帯のよ
は
うなあで やかさで日 に映えた 。それは幻 としか 思えぬ一瞬 だっ
た。 正気に返っ た時には 、鳥は先 程と同じ大 岩の上 に止まり、
嘴で捕ら えた小魚を 数回、岩 の表面に たたき付 けて、目 にも留
まら ぬ速さで 飲み込んで しまっ た。
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ひ すい

「あの 鳥は翡翠 とも呼ば れてますね 。僕には あの羽の 一枚一枚
が、地下で 悠久の時 を熱や圧 力に耐え、 人間に 掘り返され ては
じめ てきらめき 始める鉱 物と、何 か不可思議 なつな がりがある
のでは、 と思えてな らないん ですよ。翡 翠なん て名前を、 人は

ろくしようしよく

どち らに最初に 付けたん でしょう か。あの美 しい羽 に似ている
からでし ょうか。そ れとは逆 に、見る 角度によ って輝き を増す
緑 青 色 の石に似 ている から？ そ れなら初 夏に咲く可 憐な露
草の花が 、人の心を 虚無へと 誘う力を 秘めてい るのは、 大空の
青々 とした広 がりと同じ 色をし ているため ですね」
梶井の 口調には次 第に熱が こもり、 自らが繰 り広げた イメー
ジの 世界に、 没入して しまった らしかっ た。その時 、広津さ ん
が大声で こちら を呼んだので 、梶井 はすぐさま 口をつぐ むと、

ま た普段の気 さくな 素振りを取 り戻した 。さっき手 を振って く
れた場所 に着く と、広津さ んが何や ら好奇の 目で、梶井 と私の
顔 を見比べて いるの が気にかか った。と ころで、 萩原さんの 方
はと言 えば、一 人激流に 架かった橋 の上にた たずみ、 真下で逆
巻く水のたぎ りを見 つめていた 。その向 こう岸に は更に深い 杉
の林が 広がって おり、そ の斜面の中 程からは 、炭焼き 小屋のか
細い煙が夏 の光を受 けて、見 え隠れしつ つまば ゆい空に溶 けて
いく 。
夢想を破 られた萩 原さんは 、無言のま ま私た ちの方に目を 向
けた 。橋の上に 立って横 から覗き 込んだ私は 、泡立 つ奔流に見
据えられ ている気が した。き らめく飛 沫を弾き 飛ばす中 心は、
決し て一つ所 に止どまろ うとは せず、こち らの目を 引きつけ 続
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けるの だった。 あそこに 飲み込まれ でもした ら、自我 なんても
のは女郎の 着物みた いにはぎ 取られるだ ろう。 ちょうど帯 の端
を引っ張られて、くるくると舞いつつ肌をさらしていくように。
梶井は私 の肩越し に渦を眺 めていたの だが、 傍らの広津さ ん
は私 たちの方に 顔を向け るなり、 見張るよう な目付 きをしたま
まつぶや いた。
「も の凄い流 れだな。こ んな川 の中へ、誰 も飛び込 める人は い
ないだろ うね」

あ ぜん

「い や、僕が 飛び込んで みせま すよ」
目が合 った広津さ んに対し て、単に 言い返し てみたか っただ
けな のか。と ころが梶 井が帯を ほどき始 めたので、 私は啞然 と
して声も 出せな くなった。梶 井君、 馬鹿な真似 はやめな さい、

りよう が

と 広津さんが 叫んだ 時には、や せながら も肩幅の広 い裸体は 、
まっすぐ 足首の 方から落ち ていった 。それは 精神が病ん だ肉体
を 凌 駕 した 一瞬だ った。 重力に 引かれた彼の体 はまっすぐ、
何のた めらいも 見せずに 落下してい く。見と れて我を 忘れた瞬
間、ドボンと いう音 がして波紋 の内に裸 体が搔き 消えると、 川
面はそ れまでの うねりを 取り戻した 。
梶井はすぐ に水面 から顔を出 すと、蛙 みたいに 泳いでみせ な
がら 、そのまま の姿勢で 片手を上 げると、橋 の上の 私たちに向
かってお どけたしぐ さをした 。丸で中学 生に戻 ってしまっ たか
のよ うに、こち らの心配 などどこ 吹く風、と いった 無邪気さを
見せてい る。
「ど うしてあ んな危ない ことし たのよ」
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震えな がら上 がってきた 梶井は、 手ぬぐい であわてて 全身を
ろつこつ
ふいたもの の、肋骨 の周りの 皮膚は冷た い水で 赤らんでい た。
まだ 濡れている のに着物 をまとう と、どうや ら寒気 に襲われた
らしかっ た。笑って いた顔も 引きつり始 めてい る。病身で ある
こと を人に隠す には、ま ずおのれ 自身を欺か ねばな らない。た
み え
だそんな 見栄のため に、自ら の命を縮 めかねな いことを すると
は。 私が梶井 の危うさを 直感し たのは、ま さにその 時だった 。

太陽が 沈むまでは 待てない のか、そ の頃の梶 井は夕食 も取ら
ずに 「湯川屋 」の向か いの「世 古館」で 、大学の仲 間と文学 談
に興じて は酒を 浴びていた。 宴席が 設けられて いたのは 、二階

じや り

の砂利道に面した座敷だった。ヒグラシの鳴き声に促されてか、
夏の日が ようや く山並みに 暮れると 、涼風に あおられる ように
し て、橙色に 染まっ た空を赤と んぼの大 群が、互 いに競い合 う
かのよ うに飛ん で来る。 なぜ無数の 虫が命を 授かりな がら、多
くが子孫を残 せぬま ま死んでい くのだろ う。眺め るうちに梶 井
は感傷 的になり 、窓辺か ら身を乗り 出すと、 記憶に残 る限りの
童謡を歌っ てみせた という。 夏休みは静 養して いた梶井に は最
後の ものとなる はずで、 仲間の来 訪は学生生 活をし のばせる唯
一の出来 事だった。
三好 は近くの 農家に間 借りをし、 淀野は私 のいる「 湯本館」
に泊まっていた。ほろ酔い気分の三人が淀野を見送るついでに 、
部屋 に押しか けてきたこ とがあ った。梶井 らが戸口 に顔を見 せ
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かまぼこ

た時、 私はちょ うど遅い 夕食を取っ ていた。 お膳に並 べられた
まぐろ
いちよう
こ あじ
料理はと 言え ば、 鮪 の赤 い刺 身に鶏と銀杏の茶 碗蒸し、小鯵
の酢 の物、蒲鉾 と椎茸の 吸い物。 それに女将 手作り のワサビ漬
いのしし
が添えら れたが、絶 品は鉄鍋 で煮られた 甘い味 噌仕立ての 猪
だっ た。十分に 火の通っ た肉は適 度に歯応え があり 、野菜の汁
か
と熟成し た味噌にか らまった のを嚙む と、旨味 のある肉 汁が舌
全体 に広がり 、日頃の憂 さなど 晴れてしま うのだっ た。入り 込
か
んで来た 三人のうち 、梶井は 鍋から立 ちのぼる 匂いを嗅 ぎなが
ら、 幸せそう な顔で味を 思い描 いているよ うだった 。三好と 淀
野は次号 が出せぬ ままの『青 空』を 、このまま 廃刊にし たもの
かに ついて、 盛んに議 論を戦わ せていた 。
女中さ んにお膳 の上を片付 けても らうと、四 人そろっ たのだ

マー ジヤン

か ら麻 雀 で もやりま しょ う、と 切り出したのは私だ った。三
パイ
人が乗り 気でな いのは分か ったが、 構わず漆 塗りの小箱 から牌
の 詰まった引 き出し を抜いた。 麻雀の手 ほどきを してくれた の
は広津 さんだが 、すでに 教えた当人 に引けを 取らぬほ ど面白さ
とりこ
トン ナン シヤー ペー
フオン パイ
の 虜 になっ ていた 。各自 から東 南 西 北の 風 牌 を取 ると、私
がお膳 の上で搔 き混ぜて いく。ピヨ ピヨさえ ずりに似 た音がし
たが、動く 指先を梶 井に見つ められると 、妙に こそばゆい 気持
ちが した。横一 列に並べ ていると 、梶井の視 線の向 かう先を、
三好がそ っと流し目 で見てい るのに気づ いた。
麻雀 をしてい る間も、 私たちは文 学談に熱 が入ると 、しばし
ば勝負の 方はそっち のけで、 各自の持 論を披露 するのに 時を忘
れた 。梶井は 英文科の卒 論を出 すのを諦め かけてい た。一つ の
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まとま った論を 英語で書 き上げる気 力は、持 ち合わせ ていなか
ったのだろ う。仏文 科の三好 は卒論にヴ ェルレ エヌの「智 慧」
を選んだが、やはりどう書き進めるかで悩んでいるらしかった。
二人とも 文学の研究 ではなく 、自身の作 品を生 み出すこと に、
創造 的な価値を 見いだし ていたか らである。
「三好は ボオドレエ ルを原文 で読める からええ なあ」
梶 井は風呂敷 包みの中 から紙の 擦り切れた ノート を取り出し
パ リ
ゆううつ
き ちようめん
た。『巴里の憂鬱』の英訳だという一節が、几 帳 面な細かい字
で書 き込まれ ていた。酔 いがま ださめ切ら ぬのか、 血走った よ
うな目を していた が、数行口 にした かと思うと 、吐き捨 てる調
子で 分からん と言いざ ま、ノー トを畳に 投げ出して しまった 。
「宇野さ ん、僕 はこの英語を 意味に おいてしか 理解して いない

ん ですよ。三 好はど うや。おま えは天性 の詩人やよ って、フ ラ
ンス語の 音の響 きなんかま で聞き取 れるんや ろ」
「 詩は口ずさ んでみ ると分かる 。リズム と母音の 響きがまず あ
とうそん
って、 ふさわし い意味が 付随してく る。藤村 なんかも やってる
ち くま がわ
こ と で 、『 千 曲 川旅 情 の歌』 の 一 節を 読む と 、 あ の詩 が い か に
母音の 絶妙な組 み合わせ で出来てい るか分か りますよ 」
ちようこうぜつ
口をつぐん でいた 淀野は目を 上げ 、長 広 舌をふるい 始めた 。
「梶 井の好きな 散文詩や ったら、 もう少し意 味の方 が重きをな
すんやろ なあ。僕は 今、プル ーストとい うフラ ンスの作家 の小

こば

説を 読んでいる んや。自 伝的な作 品なんやけ ど、全 七巻の大部
な上にセ ンテンスの 長さが怪 物なんや 。とめど もなく続 く文章
は、 翻訳され ることを拒 んでい るかに見え る。いつ かは日本 語
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にして やろう、 と思うと るんやけど 難渋する に決まっ てる。一
本の太い幹 から枝分 かれして いくみたい な文は 、項目別に 整理
され た図式に見 えてくる 。フラン ス語を文法 的に把 握した後、
目に入る 言葉の一つ 一つに捕 らわれずに 、喚起 されるイメ ージ
なり 感情なりを 、すんな りと胸で 受け止めら れる瞬 間があるん
や」
「優れた翻訳っていうのは、もし初めから日本語で書かれたら、
というこ とを念頭に 置いてな されてい くべきも のなのね 」
話 が終わるか 終わらな いうちに 、感じ入っ たらし い梶井は、
投げ出さ れたまま の『巴里の 憂鬱』 のノートを 手に取る と、三
好に 突き付け るなり言 い放った 。
「早うこ いつを 訳してくれ。 おまえ の言葉でボ オドレエ ルの魂

と 一つになっ た、と いう錯覚を 引き起こ すほど、一 字一句に お
まえの命 を注ぎ 込んでな。 そやけど 、うまく 訳せたとし ても、
それだけで満足してたらあかん。僕らにとって最も大切なのは、
自らの 文学を作 り上げて いくことな んや。僕 らは一気 に文壇に
乗り込むんや ！」
文学の 話で盛 り上がった せいで、 麻雀の方 は牌を動か す手も
しばしば止 まった。 時計が十 二時を回る 頃にな ると、同じ 旅館
に泊 まっている 淀野が引 き上げて しまい、三 好も間 借りしてい
る農家に 戻らなけれ ば、と重 い腰を上げ た。
「一 緒においと ましよう や」
戸口に立 って振り 返った三 好は、私の 傍らに 座り込んだ まま
の梶 井を、い ぶかしげな 視線で 見ていた。 三好は唇 を軽く嚙 ん
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だまま 廊下へ出 て行った 。見送って いる梶井 は、去り ゆく背中
に向かって 、辛うじて聞こえるほどの声で、ほんまに済まんな 、
とだ け言った。
二人きり となった ところで 、昼間なら 窓から 見えるはずの 、
裏手にある河原へ出ることにした。部屋を出てすぐ脇の柱には、
ほうき
一本の 箒 が 逆さ に立て掛 けら れて、先端に 手ぬぐいが巻かれ
てい るではな いか。これ は毎晩 のように長 居する梶 井を、早 く
まじな
追い立て るためのお 呪 い なのだ ろう。
一 階の板敷き の広間は 電気が消 えて、裏庭 へ出る ガラス戸は
カーテン が閉めら れていた。 手探り で鍵を開け ると、外 が明る
いの に驚かさ れる。ぬ かるみに 足を取ら れぬように 置かれた 平
いり も や
石は、月 の光に 浮かび上がっ た島々 を思わせた 。入母屋 造りの

屋 根は微光の せいで 、ぼんやり と幻みた いに目に映 る。見上 げ
ると真夜 中の空 は星がまば らで、所 々浮かび 上がった綿 雲は、
満月に照らされて銀白色に映えている。梶井は振り返ったまま、
あし もと
こちら に顔を向 けている かに見えた が、実は 足下に映 し出され
た影に、視線 を注い でいるのだ った。
「梶井 さんたら 、何芝居 じみたこと をしてい るのよ」
「影が薄く なってき ているん やないかっ て、そ れを調べて いる
んで すよ。段々 黒が灰色 がかって きて、しま いには 人の姿が現
れ る って 話 、『 Ｋの 昇 天』と い う 短 編に書 き ま し た よ ね 。 も ち
ろん 僕の空想に 過ぎない んですけ ど。そのう ち影は 消えてしま
って、気 がつくと僕 の傍らに そいつが 立ってい る、なん てこと
も起 こるかも しれない」
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梶井は 数歩進 むとまた振 り返り、 共同の浴 場からあふ れた湯
け げん
を河原の石 で囲った 水面を、 怪訝そうな 顔で指 差すのだっ た。
目を こらすとわ ずかなが ら、湯気 が幽霊か何 かが出 現するよう
に、ゆら ゆら立ちの ぼってく るのが見え る。
「馬 の湯ってい うのよ。 足を痛め たりした馬 を入れ てやるんだ
けど、膝 から下がつ かってい るだけで 、気持ち 良さそう にして

ぬく

いる の、何度 か目にした ことが あるわ」
湯の縁 にしゃがみ 込むと、 梶井は指先 をそっ と水面に浸 して
いき 、目を閉 ざしてその 温い感 触を味わっ ている。 流れ込む 川
の水のた め、人間 にとっては ぬる過 ぎるはずだ が。
「馬 ってこん な時、ど んな声で いななく んやろ？」
つぶや いた梶井 の視線は、 湯が川 に流れ込ん だ先の、 やや淀

ん だ深みの方 に向け られていた 。黒い水 面には輝き を増した 満
月が、ク レータ ーまで目に 出来るの では、と 思われるほ ど、く
っ きりと映し 出され ている。水 面に現れ た銀白色 の影は、形 も
色も天 上にある 月と瓜二 つであった が、放つ 光の強さ は劣って
いた。
「奇妙 な考えに 捕らわれ るんですよ 。例えば 今あの水 面に月が
映っていま すね。我 々はいわ ば影に過ぎ ないん じゃないか 、っ
てい う。すると 、夜空の 月は何か ってことに なりま すが、そこ
が人間の 魂の故郷で はないか 、ってね。 僕の存 在は水面が 揺ら
げば 、すぐ中に 溶け入っ てしまい ます。しか し、そ れに関わる
ことなく 、夜空では 月が白い 光を放ち 続けるん です」
「人 は生き続 ける限りは 、魂の 故郷には戻 れないの かしら」
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「実は 『湯川屋 』の下の 共同湯につ かってい た折、不 思議な感
覚に襲われ たことが あるんで す。猫越川 の岸に 石垣を築い て、
流れ が入り込ま ぬように してある ため、昼間 でも地 下牢みたい
なんです よ。先に牢 門を思わ せる出口が あって 、柔らかな 光が
射し 込んできま す。辺り が闇に閉 ざされてし まえば 、川音のつ
ぶやき以 外周りの気 配はうか がえませ ん。柔ら かな湯に 肩まで
つか りながら 、掌で頰を 撫でて いるうちに 、表面が すべすべ に
なってし まい、体全 体が溶け 入りそう な気がし てきます 。夢う
つつ の状態に 落ちていっ た僕は 、何ら欠け るところ のない充 足
した感覚 に満たさ れました。 その間 、天地の始 まりから 終わり
まで 、手に取 るように 理解でき た気がし ました。と ころが、 目
覚 め た時 に は 、確 信 は 失 わ れて いた ん で す 。『 や がて 僕 は 死 ぬ

ん や』という 言葉が 、まず脳裏 に浮かび ました。自 分が死ん で
しまった 後も、 この世は存 在し続け るんでし ょうね」
「それって、世界と一体化したいっていう欲望じゃないかしら 」
「僕は そもそも 貪欲なん ですよ。世 古の滝で 見かけた たくまし
い胸をした猟 師、恥 じらうよう に背中を 向けた十 五の少女、 人

か じか

の目を 忍んでや って来る 鹿や、我が 物顔で大 空を旋回 してるト
ビ、魂のな い可憐な 露草に至 るまで、変 身して みたくなる んで
す。世界が僕自身であれば、死を恐れる必要など全くない。河鹿
を観察し ている時の 自分は、 あの醜い姿 に乗り 移ってゲロ ゲロ

鳴き ながら長い 舌を出し 、生きた 蝿を探し求 めて、 四つ足で跳
ね回りた くなります 」
ふ いに梶井は 口をつぐ んだ。す ると耳に入 ってく るのは早瀬
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かねたた

のつぶ やくよう な水音と 、間欠的に 鳴く鉦叩 きの声だ けになっ
た。川岸に 立つ青白 い姿が目 に入らなけ れば、 私一人でた たず
んで いると思え るほどだ 。夜空を 照らした月 も傾き 、ちぎれ雲
がかかっ てきた。梶 井は輪郭 だけの黒い 影とな り、暗くな った
分だ け夜空にき らめく星 の数は増 した。言い 様のな い孤独感に
襲われ、 何か声をか けずには いられな くなった 。
「梶 井さん… …」
振り返ってくれた時、再び薄雲の切れ目から満月が顔を出し 、
秀で た額と膨 らんだ頰の 辺りを 照らし出し た。豊か な髪はや や
乱れて、 数本が盛 り上がった 眉の上 で揺れてい る。
「今 あなたの 上に現れ ている能 力は、氷 山の一角に 過ぎない か
もしれな いわ。 でも私は確信 してい るの。真の 能力は水 中深く

深 く隠されて いるの だと」
「引き出 せるだ けの時間が 僕に残さ れていれ ば、ですね 」
梶 井は寂し げに笑う と、うつ むき加減 で背を向け てしまい 、
数歩川 上に向か って歩き 始めた。振 り返ると いつにな く力なげ
な声で話を続 けた。 顔は周囲の 森から忍 び寄った 闇に、次第 に
覆われ てしまう のではと 思われた。
「もう部屋 に戻らな ければな らないんで すが、 目に見える よう

ちようちん

なん ですよ、世 古の滝に たどり着 くまでの道 筋が。 西平橋を渡
ると右方 は道のすれ すれまで 山が迫り、 猫越川 は林に遮ら れる
たび に微 かな水 音すら 響かせ ません。闇の中 を提 灯さげ て歩
いている と、自分の すぐ周り しか目に 出来ない ものです 。どの
辺り を歩いて いるかは、 川の微 かなつぶや きが耳に 届くかい な
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か、坂 道がきつ くて息が どれだけ弾 むか、に よって分 かるだけ
です。とに かく、明 かりを持 って立つ自 分の他 には、世界 は存

あん ど

在し ない気がす るほどで す。僕が 頼れるのは 手元の 光だけなん
で す よ 。 や が て電 灯 が 前 方に 現 れ ると 、『 湯 川 屋 』は す ぐそ こ
やと 思って安堵 できます 。ある晩 も電灯が微 光を放 っていると
思いまし た。ところ が僕のす ぐ前を歩 く男の提 灯の火や ったん
です 。自分は ぎょっとし て目を 疑いました 。という のも、男 の
風采が僕 そっくりや ったもん ですから 。ドッペ ルゲンゲ ルって
ご存 じですか 。いわゆる 分身っ て奴ですが 、そいつ がしまい に
は、本人 になりす まして悪さ をする って話です 。いよい よ自分
も、 ほんまに 気が変に なってき たんやな いか。何度 も目をこ す
ることで 、幻を 眼前から消し 去ろう と努めたん です。男 の姿が

ふ っつりと闇 の中に 失せた時、 かえって 胸の不安は 高まりま し
た。そう や、僕 も消えてい くんです よ、夜の 静寂に溶け 込むよ
う にして。到 底手の 届かない淵 の底へと 。僕は宇 野さんにと っ
ても消 えてしま うわけで すね」
「消えてしま わない わ」
とっさ に答え たものの、 梶井が黙 り込んで しまったと ころを
見ると、私 の口調に 取って付 けたような 色を読 み取ったの か。
沈黙 した二人の 間を、川 を渡った 風が吹き過 ぎてい った。鳴き
やんでし まっていた 鉦叩きが 、またチン チンと 羽を擦り合 わせ
始め た。一度は 闇の中に 消えかけ た梶井の輪 郭が、 雲間から下
りてきた 月光に照ら され、青 白い明か りの中に 浮かび上 がって
きた 。
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「そう ですか… …」
「私にも見 えるのよ 、あなた が帰ってし まって からが。人 の温
もり が抜けてし まった冷 ややかな 部屋が。窓 際の籐 椅子にぽつ
んと座り 込んでいる 私には、 梶井さんた ちと過 ごした今夜 のこ
とを 思い浮かべ ることし か出来な い……。そ う、そ れが薄暗い
電灯の下で私に可能な、ただ一つのことに違いないわ。だけど 、
素晴 らしいこ とじゃない ？」
「ええ、 僕が目の前 からいな くなった としても 、宇野さ んにと
って は、消え 失せたこと にはな らないわけ ですね」

湯ヶ島 にも夏の 終わりが訪 れる。 それは日が 西に傾き 始める

頃 、谷あいに 響くヒ グラシの声 や、闇が 迫ると吹く 風に感じ ら
れる。日 が高い うちは、過 ぎた真夏 のまばゆ い光景が、 今でも
手 に届く所に ある気 がするのだ が、空気 がぐっと 澄んできて 、
盆地を 覆う空も 心なしか 青みを増し ている。 余りにも 熾烈な光
けやき
なら
をフィル ター にかけ ること で、山々 を飾る 欅 や 楢の枝葉の輪
郭を、 背後の空 から浮か び上がらせ る効果が あった。
秋が忍び寄 りつつ ある早朝、 私は御飯 も食べず に「湯川屋 」

みなもと

へと 通じる道へ 出た。日 に日に輝 きがあせて いく太 陽が、慕わ
しく思われてきたからだろう。川のそばの谷は夜が明け切らず、
河原 からのぼっ た山の斜 面のみが 、一日の活 動の 源 と なる光
や熱を浴 びている。 朝日を満 面に受け た自分は 、木々の 葉が発
する 霊気を肌 で味わって いた。 地上近くを 漂ってい ても、日 が
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高くな るにした がって、 霧散霧消し てしまう ものだか ら。梶井
さんたちは どうして いるかし ら。考えて いると 、足は自ず と世
古の 滝の方へ向 かうのだ った。全 く自分はど うかし ている。早
朝に会え るはずなど ないのに 。九郎橋の たもと にたどり着 いて
も、 猫越川に面 した「湯 川屋」の 三階の部屋 は、確 かめられる
はずもな い。
岩 の間を縫っ て流れる 水音に混 じって、低 くうな るうめきに
似た声を 耳にした。 二つの叫 びが互い に追いか け、から まり合
うみ たいに伝 わってくる 。正気 を失った人 間が二人 いて、怒 り
で相手を 打ち砕く ことで、共 に大き な嘆きの渦 に巻き込 まれ、
奇妙 な一体感 を享受し ているよ うだった 。吊り橋の 中央に立 っ
て目にし たのは 、河原で一糸 まとわ ぬまま抱き 合う青年 の肉体

だ った。肩幅 が広く 骨太のやせ た男が、 長身で優形 の相手を 腕
にかかえ 込んで いた。無造 作に脱ぎ 捨てられ た着物の傍 らで、
二 人は泣きじ ゃくり ながら、互 いの涙で 髪を濡ら している。 自
分は近 寄り難い ものを感 じた。憎し みをあら わにする ことで、
双方の愛情を 確かめ 合っている のか。し ゃくり上 げていた声 が
止まっ た。目を 赤く腫ら した二人が こちらを 見上げて いる。目
にしていけないものを見たのだろうか。反射的に背を向けると、
下駄 が足下の板 をカチカ チ鳴らし 、吊り橋が 左右に 揺れて転び
そうにな りつつ、追 ってくる はずもない 視線を 恐れて走っ た。
二人 をそっと してあげ るくらいの 心遣いが 、どうし て欠けて
いたのか 。内心では 気がとが めていた ものの、 昼下がり にはも
う 素 知ら ぬ 顔 し て、「 湯 川屋 」 に 出か けて 行 っ た の だか ら 。 石
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段を少 し下りた 所にある トタン屋根 に足をか けると、 恐る恐る
五号室の窓 を覗き込 んだ。

とつく り

さかずき

「や あ、宇野さ ん」
あぐら
明るい声 で呼び掛 けてくれ たのは、障 子を背 にして胡座を か
いた 三好 だった 。 徳 利を片 手に 盃 に酒 をつ いだ梶井は 、顔
を上げた 途端に手が 震えて膝 を濡らし た。こち らの姿を ようや
く認めたところを見ると、かなり深酔いをしている様子だった。
梶井は最 初に声をか けられた のが、三 好である ことすら 気に食
わな いらしい 。お膳の上 には徳 利と盃の他 、小皿に 塩が盛っ て
あるばか りだった 。三好の生 え際に 傷が付き、 赤黒く変 色した
部分 が盛り上 がってい るのに気 づいた。
「どうし たのよ 、三好さん」

驚 いて甲高 い声をか けると、 口許だけ 笑っていた が、梶井 が
黙り込ん だまま なので、た めらいが ちに顔を 上げると、 ちょっ
と 転んで打っ ただけ ですよ、と 言ってご まかした 。
「転ん だなんて 、お酒で も飲んでい たの？」
口にするが 早いか 、梶井は声 を立てて 笑い出した 。こちら が
睨み返 したせい か、すぐ さま口をつ ぐんだが 、視線を 宙に漂わ
せたまま、 顔だけは 三好の方 に向けてい る。
「僕 は山にこも っとるう ちに不思 議な力を得 たんや 。そう思わ
へんか、 三好！ 僕 を怒らせ たさかい、 貴様は つまずきよ って
そな い傷を作っ たんや」
「何やと ！」
「あ なたたち 、いい加減 になさ いよ」
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なかたが

三好は ため息 をつき、首 を左右に 振りなが ら、二人の 仲違い
のそもそも の原因を 教えてく れた。志賀 直哉に 対する評価 の相
違に よるものだ 、という のである 。要するに 、志賀 の文学的価
げきこう
値を認め ない三好に 、梶井が 激昂して食 ってか かったとい うわ
けだ 。言い争い の後、温 泉に入ろ うとした三 好が転 倒した際、
梶井が「 してやった り」と言 わんばか りに、得 意げな様 子を見
せた ので、寛 容な三好も ついに 堪忍ならぬ 、という ことにな っ
たという のである。
「志 賀さんの どこが気に 入らな いのよ」
「梶井は あの人を 師と仰いで いるん ですよ。平 明な文章 が作り
物め いた所の ない、あ りのまま の現実を 写している ってこと は
認めます 。です けど、志賀の 文に現 実以上のも のがある という

梶 井の考えに は同意 しかねます ね。もち ろん、書く ことで体 験
した意味 が明ら かになった りはしま すよ。何 が欠けてい ると思
う ？ 梶井。 ポエジ ーや。文学 において 最も大切 な詩が感じ ら
れんの や。人間 はそれが あってこそ 、現実を 超える存 在を知っ
たり、好まし い視点 を選ぶ自由 を知るん やないか 」

き

「おま えは僕を 否定する 気やな」
「そんなこ と何も言 っとらん わ。梶井は 平明な 文体を理想 とし
よ る が、 自 分 に は ど う も納 得が いか ん の や 。『 城 の崎 に て 』 は
傑作やと 言われとる けど、あ の文体の素 直さは 稚拙さと紙 一重
やと思う。主人公が蜂の死んでいるの見つける場面があるやろ。
『それを見ていて、如何にも静かな感じを与えた。淋しかった。
他の 蜂が皆巣 へ入って仕 舞った 日暮れ、冷 たい瓦の 上に一つ 残
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った死 骸を見る ことは淋 しかった。 然し、そ れは如何 にも静か
だった』と あるけど 、淋しい と静かやっ たら、 小学校へま だ上
がら ん子でも言 えるのと 違うか… …」
私は時折 うなずき ながら、 三好の話に 耳を傾 けていた。脇 で
見て いた梶井は 、私が三 好の肩を 持ったと思 い込ん で、血走っ
た目に見 る見る涙を ため、唇 を嚙むよ うにして 睨んだ。 手酌で

せき

なみ なみとつ いだ酒をあ おると 、震えた手 から盃を 叩き落と し
た。こら え切れずに 洩らした 声がうな りを立て 、病んだ 気管支
を責 めさいな んだ。激し い咳に 襲われたの を見て、 寄り添っ て
しばらく 背中をさ すってあげ ていた 。
「貴 様は…… 」
そう言 ったきり 後が続かぬ 梶井を 、下手にな ぐさめよ うとす

ほこ さき

れ ば、矛先を こちら に向けられ かねない 。窓の外か らは相変 わ
らず、川 の流れ が無頓着な 響きを伝 えてくる 。口ごもっ てしま
っ た 三 好は 、「 お ま えは 何 も分 か っ とら ん 」 と 言 った き り 、 首
を左右 に振りな がら考え 込むのだっ た。ため らいがち に顔を上
げると、梶井 に劣ら ぬ怒りを含 んだ眼で 睨み返し た。
「梶井 には現実 を見つめ る目がある 。人間が 一生の間 に抱ける
夢や深い思 いを、短 い枚数の 中に書き留 める力 も持ち合わ せと
る。 おまえはす でに、一 人の人間 以上のもの になっ とる。誰そ
れに私淑 して得られ るとか、 そういうも んとは 根本的に違 うん
や。 自信を持た なあかん 。僕は梶 井基次郎と いう作 家を、友と
して得た ことを誇り に思うと る。志賀 直哉に頭 下げる必 要など
ない んや。お まえは自分 が書い たもののみ に敬意を 示し、価 値
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が何か 他の権威 に依るも のではない ことを、 よう心し ておくこ
とやな」
言い 切らぬう ちに、三 好は自らの 言葉に胸 がいっぱ いになっ
たのか、 続けられず に声を詰 まらせた。 背中を さすってい た掌
に震 えが伝わり 、早朝に 聞いた腹 の底から絞 り出す うめきが、
梶井の喉 からほとば しり出た 。
「僕 はほんま に阿呆や」

二人の 葛藤の原因 は、果た してそれ だけだっ たのだろ うか。
十日 ほど上京 していた 梶井が戻 ってきた 時、私はひ どい下痢 に
悩まされ 、外出 もはばかられ る状態 だった。蒲 団から体 を起こ

し て、女中さ んが作 ってくれた お粥を食 べていると 、体調を 気
遣った梶井が駆けつけてきた。具合が良くなってきたと話すと、
安 心した様子 だった が、気がか りなこと は他にも あるようだ っ
た。
「三好さんの ことで しょ。顔の 傷ならも う目立た ぬくらい回 復
してい るわ。そ れよりも 論文のこと で頭がい っぱいら しいの。
ヴェルレエ ヌについ て書くに は、やはり 研究書 が手元にほ しい
んだ って」
「それだ けでした？ 」
「顔 が酔ったみ たいに赤 くて、話 していても 苦しげ に胸を押さ
えたりし て……」
「あ いつ、な かなか口を 割らへ んしなあ」
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「とに かく、上 京する前 に梶井さん と飲みた い、とか 言ってた
わよ」
「そ うか、三好 も帰るか ……」
口を閉ざ してしま った梶井 は、目の前 にいる 私のことなど 忘
れた らしく、顎 の下を撫 でながら 物思いにふ ける様 子だった。
その時、 廊下の端か らきしむ 音が近づ いて、部 屋の前で ぴたり
と止 まった。 そこにひょ っこり 顔を出した のは三好 だった。
「何や、 おまえか」
我 に帰った梶 井は顔を 上げ、気 のなさそう な声で 言ったもの
の、すぐ に目を細 めて人懐っ こい表 情になった 。梶井が 気遣う
よう な眼差し で、生え 際に出来 た傷痕を 眺めている ので、三 好
は煙たそ うな素 振りで返事も せずに 、私の顔色 を探りな がら言

っ た。
「寝てい なくて いいんです か。昨日 まであん なに加減が 悪かっ
た のに」
「三好 、もう東 京に戻ら なあかんそ うやな」
梶井は遮る ように 口をはさむ と、立ち 上がって三 好の肩に 手
をやり 、強引に そこに腰 を下ろさせ た。
「梶井はど ないする んや」
「僕 は今少し湯 ヶ島に残 って、創 作に励んで なあか んと思うと
る。ここ で書いたも のと言う たら『冬の 日』ぐ らいやし」
「宇 野さんはど うされま す？」
あんばい
「こんな 塩梅じゃ全 く情けな いわ。元 気になっ たらすぐ ここを
引き 払って、 馬込のうち に戻ろ うかしら」
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「えっ 、もう帰 られるん ですか」
まぶた
梶井は そう言 った きり、伏 し目がちの まま 瞼 を閉 ざした。
再び 見開かれた 瞳には、 行かない でくれとい う訴え と、自らの
思い通り にならぬこ とで駄々 をこねる、 子供っ ぽさが入り 交じ
って いた。三好 は知って か知らぬ か、悪気の ない表 情で追い討
ちをかけ た。
「で は僕と一 緒に上京し ますか 」
私がち らりと顔を 向けると 、三好はに んまり 笑っている では
ない か。それ が梶井の神 経を逆 撫でするの では、と 私は気が 気
でなかっ た。梶井 はこちらを まじま じと見つめ ながら、 何か言
いた げなまま 口ごもっ ている。
「三好と 帰られ るんですか。 それな ら僕も一緒 に三島ま で連れ

お

て 行って下さ い。え えやろ、三 好も。僕 を仲間外れ にせんと い
てぇなぁ ……。 実は一度大 阪に戻ろ うと思う ていたんや 。両親
と も随分会う てへん し。ついで に京大で 検診もし てもらうつ も
りや。 ここで養 生した甲 斐あって、 かなり体 調も良う なってき
たさかいな」

きざ

それは カラ元 気に他なら なかった 。そんな 梶井に対し て話の
しろうと
腰は折れな かったが 、素人の 自分がはた から見 てさえ、病 状は
進行 こそすれ、 回復する 兆しは現 れていなか ったか ら。むしろ
望んでい るかのよう に、梶井 は自らの心 身を責 めさいなん でい
た。
「僕には 顔を見せる ことぐら いしか、 親孝行は 出来ませ んから
ね。 そしたら すぐに僕も 上京し ますよ。皆 で新しい 雑誌を作 ろ
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う っ て話 、 軌 道に 乗 せ たい んで す よ 。『青 空 』 の 連中 を ま た 集
めてね。皆 と一緒や ったら、 こない怠惰 な日々 を送らんと 、も
っと 効率良う筆 も進むは ずやし… …」
「そやそ や。その意 気や！ それやった ら僕ら の道を阻む もの
は何 もあらへん 」
なぜ梶井 が私と三 好の跡に 付いてきた いのか 、自分には 分か
る気 がした。 数週間後の 十月五 日、三人は 互いの思 惑を胸に 秘
めたまま 、長らく逗 留した湯 ヶ島を後 にした。
梶 井の計画は 思い通り には進ま なかった。 京大で の検診の判
定は、貧 血の悪化 により今し ばらく 養生が必要 、という ものだ
った 。落胆し て大阪の 実家に戻 った梶井 は、老いた 両親を目 の
当たりに して、 更に心を痛め ること になった。 そこで湯 ヶ島に

戻 って創作に 専念し 、筆によっ て独り立 ちする決意 をしたら し
い。一方 、馬込 の自宅に戻 った私も 、尾崎と の再会に胸 をとき
め かしはした が、興 奮は数日の うちには 収まった 。執筆に打 ち
込みた くなった 矢先、紅 葉が始まっ たという 梶井の手 紙を受け
取るや、居て も立っ てもいられ なくなり 、単身湯 ヶ島へ舞い 戻
ってし まったの である。

秋の伊豆 は旬の味 覚の宝庫 となる。採 れ立て の椎茸や銀杏 は
茶碗 蒸しに、熟 した柿は そのまま が一番だが 、軒に 吊した生干
こ
しの柿は うっすら粉 が吹き、 中はとろ ける蜜が 詰まって いて、
舌に 広がるま ろやかな甘 みはお 茶請けに持 って来い だ。また 名

75
76

あゆ

産のワ サビは酒 粕に漬け る他に、味 醂と醤油 で味付け したおす
ましに加え たり、餅 の中につ き込んで餡 を包ん で食べたり もす
る。 またこの季 節はお腹 に卵をは らんだ鮎が 、渓流 でたくさん
釣れる時 期でもある が、その 年は不漁の せいで 客膳にはの ぼら
ず、 子供が捕っ たのを譲 ってくれ た、と言っ て梶井 が持ってき
た の を 、「 湯 本 館」 の 女 中さ んに焼い ても ら って 食べ た りも し
た。
紅葉の 方はと言え ば、西平 の集落は標 高が低 いせいか、 まだ
さほ ど色付い てはいなか った。 私は筆を進 めること よりも、 周
囲の山林 に分け入 って木の実 やキノ コを集めた り、お百 姓から
安く 手に入れ た秋野菜 を台所に 持ち込み 、夕食に一 品加える こ
やまい
との 方に熱心 だっ た。そ んなあ る日、梶井が同 じ 病 で養生 に

来 ていた藤沢 桓夫と ともに、日 が暮れて も戻らない 、という 知
らせを受 けたの である。こ の頃の藤 沢は川端 さんに才能 を認め
られたばかりで、通俗小説まで書く多彩さはうかがえなかった。
その日 、梶井 が手紙を出 しに近く の郵便局 に寄ったら しいこ
とまでは、目 撃した 者の証言で 分かって いた。昼 間は初秋を 思
わせる ほどの暖 かさで、 どてら姿の まま出か けてしま った彼だ
が、日が沈 んで吹き 出した北 西からの夜 風に、 果たして体 調を
崩さ ずにいられ るかが案 じられた 。それより も藤沢 とともに姿
を消した ことの方が 、はるか に人々の不 安を搔 き立てたら しか
った 。不治の病 に冒され た二人の 文学青年が 、一体 何をしでか
りようせん
あかねいろ
すと言う のだろうか 。西の 稜 線から 茜 色 の光が 消えた頃、 集
落の 若い衆が 消防団の号 令で駆 り出され、 手に手に 提灯をさ げ
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だんらん

て付近 の山林で の捜索が 始められた 。
「結核さ患 って世を はかなん でいるだ」
人騒 がせなよ そ者のた めに団欒の 時を奪わ れた女は 、苛立た
しげにそ う言い放っ たが、私 はそれに抗 議しそ うになって こら
えた 。梶井はそ んな自ら の命を絶 つような男 ではな い。
行方不明 の二人が 戻ってき たのは、翌 日のお 昼過ぎだっ た。
下田 方面から のバスを下 りてき たところを 、使いに 出ていた 女
中 さ ん が 見 か け、 走 っ て 知 ら せに きて く れた の で あ る 。「 湯 本
館」 を飛び出 していった 私は、 向かいから とぼとぼ 来るどて ら
うつせき
姿の梶井 を見て、 思わず涙が あふれ そうになり 、それが 鬱積し
てい た怒りを 爆発させ た。
「一体、 何して たのよ！」

そ の叫びを 耳にして か、近所 の人達が 家の外へ出 てきて、 こ
ちらの方 をいぶ かしげにう かがって いる。見 ると藤沢は 頭を下
げ ているのに 、梶井 は私と顔を 合わすな り、細い 目を更に細 め
て口許 をほころ ばせてい る。何の悪 気もなか った様子 で、お土
産のメロンを ぶら下 げた彼は、 どうして そんなに いきり立っ て
いるのか、といった顔をしている。その無邪気な表情を見ると、
詰問してや ろうとい う思いは くじけた。 いつも は青白い面 が上
気して赤らんでいたが、それは微熱が出始めた兆しと思われた。
「どうし ていたのよ 」
先程 の問いを 繰り返し てみたが、 梶井はに やにやし て答えよ
うとしな い。藤沢が 立ち去っ てしまう と、彼は 押しつけ る形で
メロ ンを手渡 した。それ を女中 さんに預か ってもら うと、私 た
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ち は 人 目を 避 け る よ う に して 、「 湯 本館」 の 裏 手 の河 原 へ 出 て
いた。そこ は最近雨 が少ない せいか、苔 のまと わりついた 丸石
の多 くが日にさ らされ、 晴れ上が った秋空か ら下り る光は、赤
みがかっ た葉を川面 に映して いる。二人 だけに なったとい うの
に、 何やらはに かむみた いに目を そむけ、う つむき 加減のまま
流れを見 つめている 。やがて つぶやく ような口 調で言っ た。
「い い体験を したんです よ」
「いい体 験ですって ？ あな た……」
「そう大きな声を出さないで下さい。人が寄ってきますからね。
僕にとっ ていい体 験、それは 何やと 思いますか 」
「あ なたはど れだけ人 に迷惑を かけたか 、まずそれ を反省す べ
きだわ」

梶 井はしば らく口を つぐんだ 。ようや く聞こえる ほどの声 で
謝ると、 あらぬ 方に視線を 向けてい る。そし てこちらを 覗き込
む と、ためら いがち に先程の問 いを繰り 返した。
「何か いい構想 でも浮か んだってこ と？」
あま ぎ
「ええ。藤沢 君と紅 葉の話をし ていたら 、天城峠 ならさぞか し
美しか ろう、と 彼が言い 出したんで す」
「それで歩 いて行っ たわけ？ 」

じゆう たん

「ま さか。通り がかった バスに乗 ったんです よ。途 中で下りて
峠を登っ ていくと、 山は紅に 彩られて一 部は茶 色に染まり 、ペ
ルシ ャ 絨 毯み たいに 西日に 映えてい ました。そして光の 届か
ぬ谷間は 、一足先に 夕闇に沈 んでいた んです。 くねくね と山腹
を縫 う道を進 むと、向こ うから 猪の足を天 秤棒に縛 り、肩に か
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ひ

ついで 下りてく る二人の 猟師が来ま した。間 もなく日 が稜線に
かかる頃や ったので 、不審な 目で見られ てしま いました。 間も
なく 空は山並み の炎を映 すみたい に、鮮やか な緋に 染まってい
きました 。そばに藤 沢君がい たにもかか わらず 、僕はずっ と一
人き りになった 気がしま した…… 」
「目に見 えるようだ わ。何だ か闇の中 に引き込 まれてい きそう
な」
「秋は多 くの草木や 虫が命を 落としま す。山肌 を撫でる 冷やや
かな風に打たれなければ、まだ十分に生きていく力があるのに。
たと
秋を一生 のうちで 喩えると、 やはり 晩年に当た りますね 。稜線
から ほとばし る残照を 目にした 時、里に 戻るのがい やになっ た
のも、生 の終わ りを思うがま まに生 きる自然に 、心を打 たれた

か らやと思い ます。 天井でぬく ぬく冬を 越そうとす る蝿なん か
ひとつき
より、成 虫とな って一月に 満たぬ命 を、歌と 恋に生きる 秋の虫
が美しいのも分かりますね。こうして山の奥でたたずんでいて、
一つ忘 れていた ことに気 づきました 。出会え る草木や 虫は無限
に存在するの に、目 を向けてい なかった だけなん やな、とい う

がい

ことに 。夕日を 受けて赤 い光のすけ て見えた 葉は、日 にかざし
えい じ
てん
た嬰児の掌 のようで したが、 いまや風が 吹くた びにざわめ く天
蓋と 化していま した。大 空から光 が失われて いき、 見通しがき
さ
かなくな るにつれて 、耳の方 が冴え渡っ てくる のは奇妙な もの
です 。その時、 遠くの方 から草笛 に似た甘い 声がし たんです。
プー…… 、プー…… 。あれは 鹿が鳴い ているん や。伴侶 を求め
て呼ぶ声。そう……、鹿にも自分の子孫を残す力はあるんです 。
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風向き が変わる と今度は 沢の音がし ました。 しかし、 もう足下
近くまで闇 が迫って いたので 、どこに水 場があ るのかは見 当も
つき ません。そ してもう 一声、プ ー……。そ よぐ風 に流された
叫びはほ とんどかす れ、揺さ ぶられた枝 のきし る音ばかり が耳
につ きます。あ あ、すべ ては言葉 を持っとる んや。 そやけど何
で自分は 孤独なんや ろ。気が つくと天 城トンネ ルは、坂 を登り

うが

切っ た先に迫 っていまし た。ア ーチ状にレ ンガみた いに積ま れ
た石は、 表面がすっ かり苔む して天然 の岩肌と 見紛うば かり。
林の 中に穿た れたトンネ ルは、 周囲の景観 にしっく り馴染ん で
いました 。暗がり に慣れつつ あった 僕の目には 、石垣の 面に生
えた 苔のまだ ら模様も 見えまし たが、山 腹を貫くそ の穴の中 に
は、わず かな光 すら見いだせ ません 。僕がたじ ろいだま さにそ

の 時です、ほ とんど 耳に届くか どうかの 、か細い空 気の震動 と
なって、 山が語 り出すのが 聞こえて きたのは ……。おま えを束
縛 するものは 何もな い。進みた ければ進 むがよい 。たとえ行 き
倒れに なっても 、それを 心から喜べ るなら、 と。その 間、僕は
正面の闇に幻 を見て いました。 そこには 熊に襲わ れた鹿の断 末
魔の苦 しみがあ ったんで す。首根っ こを食い ちぎられ そうにな
む
り、全身を 振り回さ れながら も、鹿は目 を剝い て熊の方を 睨み
つけ ます。とっ さに熊は たじろぎ ました。こ のまま 逃がしてや
ってもいい、という気持ちにすらなって。ところがよく見ると 、
鹿 の 目は 全 く 別 の こ とを語 っ てい た ん です 。『 お まえ を 許 す 』
と。たと えそのよう な最期が 訪れよう とも、悔 いる気持 ちがな
いな ら、おま えは自分の 自由を 選べ、とい う言葉で その声は 結
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ばれま した」
「それで梶 井さんは ？」
「僕 はトンネル の中に進 んでいき ましたよ。 そこは 真冬を思わ
せるほど 寒く、たち まち全身 に鳥肌が立 ちまし た。ぶるぶ るっ

めしい

と身 震いした時 、額に冷 たいもの が落ちてき ました 。天井の岩
の隙間か ら地下水が 漏れてい るらしく 、傍らに 出来た水 たまり
にも雫が 落ちる音がしま す。こんな厳しい環 境の中でも、 盲
となった コオロギや ムカデは 生活を送 っていま す。沈黙 の支配
する 闇の中で 、再び響い た雫の 音はトンネ ルを貫き 消えてい き
ま どお
ます。そ の間隔は こちらの期 待をそ らすように 、次第に 間遠に
なっ ていきま した。僕 はひたす ら歩み続 けました。 しかし、 前
方から明 かりは 見えてきませ ん。か わりに遠く から、馬 のいな

なきに似た音が伝わってきました。僕はそれを余り気に留めず、
闇の長 いトンネ ルを抜け ると一面 に花園が広が って いる とい
う 、死んだ祖 母が見 た夢の話を 思い出し ました。 ところが、 そ
の鈍い 音に驚い て振り返 ると、白い 光が背後 から迫っ てくるで
はありません か。初 めは点に過 ぎなかっ たものが 、見る間に ト

おん

ンネル の内部を 覆い尽く すほどの、 目もくら む巨大な 光の渦と
ごう
変わってい ました。 それとと もに頭の中 がうな り出すほど の轟
音が 、物理学で 言うドッ プラー効 果を伴って 、鉄砲 水みたいに
押し寄せ てきたので す。光は ますます強 烈とな り、音は鼓 膜を
破る ほどにもど よみまし た。それ は僕に襲い かかり 飲み込むこ
とで、こ ちらの感覚 を麻痺さ せてしま い、その ため互い に打ち
消し合うはずの光と闇が、もはや一つの存在と化していました。

87
88

狭いト ンネルに 立ち尽く した自分は 、すでに 逃げ場を 失ってい
たのです。大声で叫ぼうとしても、それは悪夢の中でのように 、
耳に 聞こえる声 とはなり ません。 あの恐ろし い光に 溶かされで
もしたら、この自分は永遠の内に消え去ってしまうだろう。
『僕
はま だ死にたく ない！』 光に向か って両手を 上げた 自分は、心
の中でそ う叫んでい たのです 。クラク ションの けたたま しい音
が響 き、続い て急ブレー キをか けるタイヤ が、闇を 鋭い刃物 で
切り裂き ました。あ とはエン ジンの単 調なうな りが、何 かを促
すみたいにこだまするばかりでした。それから僕がどうしたか、
もはやお 話しする までもあり ません ね」

私 は尾崎と 同じ屋根 の下での 暮らしに 戻った。当 時の馬込 と
いえば、 なだら かな丘陵に は麦が植 えられ、 収穫が行わ れる初

いけがみほん もん じ

もり

かげろう

夏 には、垂直 に伸び る穂がまば ゆい光を 放ってい た。ひとた び
風が吹 き過ぎれ ば、ざわ ざわという 音ととも に、砂丘 を思わせ
る変幻自在さ で、大 気の軌跡を 描いてみ せるのだ った。彼方 に

ひ より

は池上 本門寺の 杜が、陽 炎に包まれ かすんで 見えたも のだ。刈
り取られた 畑にまた 芽が出る のは、から っ風が 吹きやまぬ 早春

い みよう

で、松林に囲まれた藁葺き屋根の農家の人が、穏やかな春の日和
を見逃さ ずに、肩を 並べて麦 踏みに精を 出す姿 が眺められ た。

馬 込が「 文士村 」の異 名 を持つよう になったのは、関東 大
震災で住 みかを失っ た物書き が、尾崎 の勧めで 移り住ん でから
であ る。赤い 屋根の二人 の洋館 には、萩原 さんや広 津さんな ど
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の知人 が、ひっ きりなし に出入りし たものだ 。人の好 い尾崎は
く
訪れた客に 酒を飲ま せ、盃を 酌み交わす ともう 友人の一人 だと
認め ていた。酔 いが回れ ば議論は とめどもな く続き 、夜が更け
ても語り 足りぬとい った有様 だった。
とこ ろで湯ヶ 島にいる 梶井からは 、再会し て話がし たい、と
いう手紙 がよく来て いた。年 が明ける と待ち切 れなくな ったの
か 、「 四、 五 日中 に 、 東 京へ 出 る 用 事があ り ま す か ら 、 馬 込 の
お宅にも お邪魔する つもりで す」と書 いて寄越 した。読 み返そ
うと したとこ ろへ、寝坊 してい た尾崎が出 てきた。 その頃、 作
品の発表 先に困っ ていた梶井 に、夫 は世話を焼 いてくれ ていた
ので 、喜ぶも のとばか り思って 言った。
「梶井さ んが上 京するんです って」

「 ふーん」
気がな さそうな 返事をする と、目 をこすりこ すりして こちら
を 見つめ、テ ーブル に置かれた 朝刊に目 を通した 。梶井の手 紙
を読ん で聞かせ ると、尾 崎は箸と茶 碗を手に したまま 、聞きほ
れるかのよう に耳を 傾けた。ふ ふふと鼻 先で笑っ た後は、私 が
話す間 も黙々と 御飯を口 に運んだ。
「梶井さん が来るこ と、広津 さんとかも ご存じ かしら」
食器 を片付け ながらつ ぶやいた私 は、新聞 に読みふ ける夫を
つ
放ったま ま、気がつ くと憑か れたように 家を飛 び出してい た。
そし て、広津さ んや萩原 さんらの お宅にうか がうと 、出された
お 茶 に も 手 を 付け ぬ まま 、「 梶 井さ んが 来 る 」 こ とを 触 れ て 回
った 。すでに 馬込では顔 を知ら れていた彼 の上京を 、誰もが 歓
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迎して くれるも のと思い 込んで。
それから数 日も経 たぬうちに 、あらぬ 噂が「文 士村」に広 ま
って いた。それ を知らな いのは本 人の私だけ だった 。来客を玄
よ ふ
とも
関に送り 出したのは 夜更けで 、周囲で明 かりが 点っている のは
我が 家ぐらい。 私が洗い 場に立っ ていると、 かなり 酩酊してい
た尾崎は 、椅子に寄 り掛かっ たまま、 だらりと 頭を垂れ て何や
らぶ つくさ口 にしている 。加減 が良くない のかと気 遣ってい る
と、彼は いきなりこ ちらに顔 を向けた 。赤らん でいたは ずの面
から は血の気 が失せ、こ めかみ の辺りに青 筋を立て ている。 蛇
口を締めるのも忘れて、何が尾崎の癇に触ったか自問してみた。
私は 彼が誰か に何か言 われて、 虫の居所 が悪くなっ ているの だ
と思った 。そこ で洗い物をす るのは よして、彼 のかけた 椅子の

前にしゃがみ込み、だらりと下がった右手を両の掌で握り締め、
真っ赤に なった 白目の部分 を、怖じ 気づくこ となく見据 えた。
「 千代！」
ふいに 尾崎は 怒鳴り出し た。そし て私の手 を振りほど いて、
いかにも憎々 しげに 顔をそむけ ると、横 目できっ と睨みつけ る
の だ った 。「 き、 貴 様 の… …」 と 言い か け た とこ ろ で 、 彼 は ど
もって先が 続けられ なくなっ た。私は急 に向か っ腹が立っ て言

こび

い返 した。
「何よ。 はっきりお っしゃい 」
「貴 様のその、 その媚を 含んだ素 振りが気に 食わな いんだ。お
ひ
すべ
た
まえはそ うやって、 若い男の 気を惹く 術に長け ている」
「何 言ってい るのよ。い つ私が 媚を売った って言う の？」
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そこで 尾崎は 「私が梶井 の上京を 言い触ら したのは、 彼に思
いを寄せて いる証拠 だ」とい う噂が流れ ている 、と告げた ので
ある 。私はその 荒唐無稽 な言い掛 かりに呆れ 、それ に心を悩ま
す尾崎も尾崎だと笑い声を上げた。「この私が？ 梶井さんに？
私が 面食いだ ってこと 、あなたが 一番ご存 じのはず だわ。ど
うして私 があんな男 に……」
自 分は心外だ という思 いを誇張 することで 、後ろ めたい気持
ちを覆い 隠そうとし ていた。 白々しい 口調で言 ったにも かかわ
らず 、尾崎は こちらの主 張に言 いくるめら れたかに 見えた。 と
しつよう
ころが、 赤らんだ 目は大きく 見開か れ、腹の底 を執拗に 探ろう
とし たのであ る。私の 語調にた めらいを 聞きつける と、たち ま
く じゆう
ち苦 渋 の 表情が 顔面 に広が った。尾崎の耳 には幾度となく 入

う

の

っ ていたのだ ろう。 湯ヶ島では 夜毎に梶 井が部屋に 通ってき た
はんもん
ことも。 しかし 、その煩悶 は長くは 続かなか った。酔い に打ち
負 かされただ けなの か。はたま た、こち らの言い 分を鵜呑み に
したの か。そん な噂に惑 わされるよ りも、心 が広いと ころを見
せたかったの かもし れない。
「そう だよな。 面食いの おまえがま さかな… …」
自身に言い 聞かせ るみたいに 、尾崎は 口の中で 同じ文句を 繰
り返 した。彼は 眠りの内 に救いを 求めるかの ように 、混濁した
か ちゆう
意識の 中に身 を沈め てい った。しかし、 噂の渦 中 にいる梶井
が上 京する以上 、何かし ら悶着が 生じぬはず もなか った。
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きぬまき せいぞう

やがて 運命の 日が訪れた 。その夜 近くの衣 巻省三邸で 、ダン
スパーティ ーが開か れること になってい た。主 催した衣巻 とい

ようせい

う男 は、ハイカ ラな詩や 小説を書 き、夫婦そ ろって 美男美女と
の評判が あった。パ ーティー が開かれる のはア トリエで、 そこ

べつこう

は夭 逝した弟さ んが絵が 書けるよ うに、しつ らえら れたものだ
った。パ ーティーの 支度を手 伝おうと 、私は尾 崎より先 に家を
出る ことにし た。肩の辺 りで切 りそろえた 髪を、愛 用の鼈甲 の
うさぎ
おしろい
櫛でき れいに とか し、 兎 の足 で白粉をはた いて、唇には濃い
めの 紅をさし ていった。 この日 のためにと 新調した ドレスを 身
に着け、 私は恐る 恐る鏡台の 前へと 近づいた。 そこには 見違え
るよ うな若い 女が立っ ている。 小娘に戻 った気分に なって片 足
でくるり と回っ た時、戸の隙 間から 尾崎が覗い ているに 気がつ

い た。
さかな
衣巻 邸で光 子夫人 とと もに、酒の 肴 をこ しらえていると、
萩 原さんに連 れられ て梶井が姿 を現した 。久し振 りの再会と な
ったわ けだが、 顔色は以 前にもまし て良くな い。から っ風に吹
かれたのが障 ったの か、アトリ エに入っ てからも 軽い咳は止 ま
らない 。やせた 頰に笑み をたたえて いたが、 顎がカミ ソリ負け
したのも痛 々しい。 エプロン を上にまと ったま まのこちら を、

ほんもう

頭の 天辺から爪 先まで眺 め渡すと 、彼はわざ とらし く驚いてみ
せるのだ った。
「宇 野さんは洋 装も似合 うんです ね」
「あら、 梶井さんに お世辞は 似合わな いわ」
「で も、洋服 も見栄えが する人 間に着られ てこそ、 本望なん じ
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ゃない んですか 。僕はう らやましい んですよ 。外見で 人の気持
ちが引きつ けられる わけでし ょう？」
「人 にどう思わ れるかよ りも、自 分がどんな 人間で あるかって
ことの方 が大切なん じゃない かしら。そ れにし ても、梶井 さん
は存 在感がある わね」
私の言葉 を聞いた 梶井は、 照れくさそ うにう つむくと、 その
まま 口をつぐ んでしまっ た。彼 を冷やかそ うなんて 気持ちは 、
じゆういつ
いささかもなかったのに。その存在感というのは、生命の 充 溢
した 相手から ほとばしる もので はない。そ れは枯渇 しつつあ る
命に対す る怒りが 、運命への 抵抗と いう形で現 れる精神 的な力
に他 ならなか った。
早くも 日暮れ時 が迫ってい た。真 冬の老いた 日が沈ん でいく

と 、丘陵の彼 方にそ びえ立つ富 士は、山 頂の雪をめ らめら燃 え
立たせて いく。 すでに明か りの点っ たアトリ エでは、尾 崎の来
訪 を待たずに 宴が始 められてい た。衣巻 が蓄音機 のぜんまい を
巻き上 げると、 ラッパ型 のスピーカ ーからチ ャイコフ スキイの
「くるみ割り人形」が流れ出した。テーブルはチーズやサラミ 、
コンビ ーフなど の前菜を 並べただけ だったが 、萩原さ んは梶井
にビールを 注がせて 、かなり ご機嫌の様 子で話 していた。
「ダンスが上手な男は得だよ。梶井君も習ってみてはどうかね 」
「いや、 僕はいつも 着物姿で すからね。 それに 気恥ずかし くて
女性 の手なんか 握れませ んよ」
「そうだ 。梶井君に 教えてあ げよう。 ねえ、宇 野さん。 ちょっ
とお 相手願え ないか」
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エプロ ンを外 して出て行 くと、梶 井はビー ルの入った コップ
を唇にくわ えたまま 、まばた きもせずに 目をこ らしている 。
「あ らいやだ。 そんなに 見られち ゃ踊れない わよ」
そう言い ながら萩 原さんの 手を取った 私は、 右手の掌を重 ね
ると 、左手をそ っと相手 の肩にあ てがった。 そして 足で三角形
を描く形 でステップ を踏み出 した。茶 のジャケ ットに蝶 ネクタ
イと いった装 いの萩原さ んは、 酔いが回っ ていたせ いで足が も
つれた。 危ない、と 思った瞬 間に痛み が爪先に 走った。
「女 の足を踏 むなんて最 低だわ 。全く…… 。いつま で経って も
下手なの ね。あな た、私のこ とが嫌 いなんじゃ ないの？ 」
梶 井は空の コップを手 にした まま、ぽか んと口を 開けてこ ち
らを眺め ている 。いくら誘い をかけ てみても、 萩原さん の二の

舞 となるのを 恐れて か、固辞し て受け付 けようとし ない。
「私たち は飲む 方が合って いるみた いだ。宇 野さん、も う一本

けいれん

頼 むよ……。 私は妻 や妹が他の 男と踊っ ているの を見るのが 、
痛快に 思えてな らないん だ。こうし て酩酊し ながら、 妻が抱か
れて唇を奪わ れるの を目にして ね。嫉妬 の炎で胸 がきゅっと 締
め付け られたと ころへ、 強いアルコ ールを流 し込む時 の痙攣が
またたまら ないんだ ……」
そう 語りつつ あおり続 けた萩原さ んは、次 第に正体 がなくな
っ て いき 、 ぼ そ ぼそ 独 り言を 言 い 始め た 。「 くる み 割 り 人 形 」
の方 は、ちょう ど終曲の 「花のワ ルツ」にさ しかか っていた。
梶井と話 し込んでい た衣巻が 立ち上が り、傍ら の私の手 をさっ
と取 ると、お 相手願えま すかと 言ってダン スに誘っ た。リズ ム
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はんすう

の波に 乗った二 人は、た ちまちアト リエに集 まった文 士たちの
目を奪った 。その間 私は先程 萩原さんが 口にし た言葉を、 胸の

おおだな

たばこ

内で 反芻してい たのだっ た。
私は台所に戻っていた。気分の悪くなった萩原さんは帰宅し 、

しよ さ

入れ 替わりに大 店の若旦 那風の着 流しの尾崎 が、唇 の端に煙草
をくわえて入ってきた。一見無造作な出で立ちにもかかわらず 、
彼の 所作の一 つ一つには 緊張が みなぎり、 くせっ毛 に油を付 け
た髪の一 本一本にも 、意識が 通わぬも のはなか った。目 に見え
ない 力が尾崎 の身に満ち て、指 先の一押し で破裂す るのでは 、
という不 安が頭を もたげた。 ところ が、唇から 煙草を離 した彼
は、 よそ行き の笑顔で 巧みに覆 い隠し、 しまいまで 抑え切る こ
とで、自 身の豪 胆さを誇ろう として いるらしか った。

ち ょうどそ の時、梶 井は衣巻 とビール を飲んでい た。すで に
かなり酔 いが回 って、視線 がしかと 定まらぬ ようだった 。尾崎
の 姿が目に入 った途 端、梶井は 飲みかけ のコップ を手にした ま
ま、は るか遠く を眺める ような目付 きをした 。湯ヶ島 で顔を合
わせてからの 出来事 を、瞳の奥 でなぞっ ていたの だろうか。 そ
の間に も尾崎は つかつか と、アトリ エの真ん 中まで入 り込んで
きた。一瞬 辺りのざ わめきは やんだが、 蓄音機 はメロディ ーを
流し 続けている 。梶井の 心中をい かなる思い がよぎ っていたの
か。この 自分に対す る思慕の 情と、尾崎 の放蕩 に対する義 憤が
入り交じっていたはずだ。ただ面と向かっては言えないために、
や ゆ
はやりの 社会主義に 首を突っ 込んだ尾 崎を、揶 揄するだ けに止
どめ たのだろ う。
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「よう 、マルク スボーイ ！」
尾崎が堪忍 できな いことを、 梶井は知 っていた のかもしれ な
い。 その声を耳 にするが 早いか、 気持ちの高 ぶりを 抑えていた
糸は切れ た。尾崎の 顔は血の 気が引いて 青くな り、耳の辺 りが

ば とう

ぴり ぴり震え出 した。
「何を、 この小僧！ 」
そ う罵倒した 尾崎はテ ーブルの 前に迫ると 、火の ついた煙草
を梶井に 向かって投 げ付けた 。それは 彼の左の 頰に当た ると、
骨張 った皮膚 をじりじり と焼い た。火傷の 痕に指先 を当てな が
ら、赤ら んだ梶井 の目は無言 の抗議 をしている 。取っ組 み合い
をす る体力な どなかっ たろうが 、自身の 病気など顧 みぬ不敵 さ
いきどお
がたたえ られた 。それがます ます尾 崎の 憤 り をあおる ことに

な った。
た び
「足袋を 脱げ！ 」

ぞう お

そ う怒鳴っ た彼は立 ち上がっ た梶井の 肩をつかん だ。騒ぎ を
耳にし て飛び込 んだ私は 、押さえ込 んでいた 尾崎の腕 に、必死
にしがみつい て叫ん だ。
「ねえ 、やめて ……」
「てめえが 俺の顔を つぶした んだ」
うめ くように 言い捨て た尾崎は、 憎悪むき 出しの眼 でこちら
を見た。 次の瞬間、 私は力任 せに突き飛 ばされ ていた。よ ろけ

お たけ

た拍 子に小テー ブルにぶ つかると 、ソースの 入った 小皿とグラ
ひ まつ
スが割れ 、飛沫がド レスの表 に散って いた。そ れを目に した梶
井は 、雄叫び を上げて尾 崎の胸 倉に突っ込 み、床に 押し倒そ う
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とのし 掛かった 。その場 の男たちに 組み付か れながら も、顔面
蒼白の梶井 は拳を震 わせ、焼 ける怒りは にわか に収まらな かっ
た。

それから 二年近く の時が流 れた。神戸 で再会 を果たした あの
日、 トアロー ドの周りを 散歩し た私たちは 、借りて いた商家 の
二階に向 かった。日 はすでに 沈んでい たが、西 向きの部 屋はま

はか た

だ暖 かかった 。外では北 風が電 線をうなら せていて も、室内 は
たまに背 後のガラ ス窓がきし るくら い。目にす べき物な ど何も

ひじ

ないのに、梶井は部屋の電球を点すと、顔がくっきり見える博多
人形や、 私が絵 付けした皿の 花柄な どを見て、 妙にはし ゃいで

ちや ぶ だい

い た。しゃが み込む と、卓袱台 に肘をつ いて見回し ている。 三
好の言葉 を伝え ると、目を 輝かせて こちらを 見た。
「 ほんまです か。あ いつが僕を 東京へ呼 び出した い、って言 っ
てたの は……」
湯ヶ島にお ける二 人のわだか まりは、 すでに遠く に去って い
た。も っと別の ことが梶 井の心を占 めていて 、ずっと 言い出せ
ずにいたか らか。ふ いに黙り 込んでしま うと、 視線を宙に 漂わ
せて いる。しば らくして 、浮かん でくる言葉 をなぞ るように言
った。
「人 との出会い って不思 議ですね 。ふとした ことで 知り合い、
気がつく と別の道を 歩んでい たりする 」
「そ う望まな い場合にも 、ね」
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「こん なふうに 考えたら どうですか 。別れた としても 、二人の
間のしこり なんか幻 に過ぎん のだと。そ うすれ ば、また新 たな
気持 ちでやり直 せますよ 」
「尾崎と の間も？」
さあ、それはね、とまで答えて、梶井はいったん口をつぐみ、
いたずら っぽく笑う と話を続 けた。尾 崎のこと を「マル クスボ
ーイ 」と揶揄 したのを、 今では 悔いている ように見 えた。と い
う の も 、『 資 本 論』 を 読 ん で面 白 さ に惹 か れ 、 広 い社 会 に 触 れ
てみ たいと感 じたから、 という ことだった 。そのた めにも尾 崎
と和解して、自分だけではつかみきれない意味を発見できたら、
とも 語ってい た。
「そうよ ね。尾 崎とよりを戻 すこと はないにし ても、文 学を志

す 者同士、相 手の良 さは率直に 認めてい かなければ 。私たち は
まだ若い んだし 、これは、 という作 品が書け るまでは死 ねない
で しょ？」
それま でにこ やかだった 梶井の面 から、ふ いに笑みが 失われ
た。落ち着き が失わ れて、胸の 内にある 何かを抑 え込もうと し
ている 。顔を覗 くように して見ると 、こちら を安心さ せたいの
だろう、口 許だけは 笑おうと しているの だが。
「で も、それだ けの時間 が、僕に 残されてい るのだ ろうか」
「弱気に なっている わね。梶 井さんらし くない わ」
「僕 らしくない ？」
梶井は食 ってかか りそうな 目をした。 何と答 えたものか と、
私は どぎまぎ した。気づ いて小 声でわびて くれたが 、力なげ に
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天井を 見上げて いる。慰 めたくなっ て声をか けると、 かつて見
せたことの ない、自 嘲した口 振りで言い 放った 。
「つ い最近まで 自分には 、一種の 精神主義が ありま した。心に
深く念じ ていさえす れば、肉 体の苦痛な ど乗り 越えられる とい
う… …」
「何があ ったってい うのよ」
「先日、福知山に出向いた時に、思い知らされたことなんです。
雪が降っ たばかりや ったんで 、肺をや られたん ではと心 配して
たん ですが、 駅のブリッ ジまで 駆け上がっ た時、硫 黄の臭い が
する煤煙 を吸って 、恐ろしい 呼吸困 難に陥った んです。 息苦し
さと はち切れ んばかり の鼓動の ために、 危うく卒倒 するとこ ろ
で し た。『 こ の まま 死 ぬ んや ない か』 と 感 じ た ほ どで す 。 そ の

時 、僕は亡く なった 父に呼ばれ ている気 がしました ……」
「何でそ んな大 切なこと、 先に話し てくれな かったのよ ？」
「 それにはわ けがあ ったんです 」
梶井は いった ん口をつぐ むと、い つもの笑 顔を見せよ うとし
た。私も気を 取り直 して、遠く を眺める 瞳の中を 覗き込んだ 。
ためら いがちに 語り出し た梶井は、 朗読して いるかの ように、
同じリズム で淡々と 述べてい った。
「東 京では冬が 越せない と感じて 、大阪に戻 ったの は九月の残
暑が厳し い日でした 。改札を 出て通りを 進んで いくと、路 面は
白い 光を照り返 して、懐 かしい阿 倍野の家並 みが、 記憶の底か
らよみが えってきま した。そ の頃家で は母が小 間物屋を 営み、
隣で は弟の勇 がラジオ店 を開い ていました 。辺りは アブラ蟬 の
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声ばか りが響き 、我が家 はもぬけの 殻のよう でした。 突然、弟
がラジオ店 から飛び 出し、僕 の方に抱き 付いて きました。 基兄
ちゃ んが戻って きた、と 叫んで小 間物屋の中 に突っ 込んでいき
ました。 恐る恐る戸 口の前に 立つと、母 が店の 奥からこち らを
見 つ め てい ま す 。『 お 帰 り 』と 言 い ながら 、 い つ に なく 優 し い
眼差しを しています 。僕には 母がこら えている のが分か りまし
た 。 台 所の 流 し の前 で、『難 儀 な こ っ ちゃ 』 とこ ぼ して ま し た
しね。そ れはそうで しょう？ 何の稼 ぎもない 大きな息 子が、
居候 しにきた わけですか らね。 父は茶の間 で真っ昼 間から酒 を
飲んでい ました。 正座して『 ただ今 戻りました 』と言う と、父
は『 そうか』 と答えた きり、手 酌で盃を 重ねていま す。父に は
大学まで 行かせ てもらいなが ら、退 学してしま ったこと をわび

ぼん

ま し た。 黙 っ たま ま 聞い てい た 父 は、『 も う え え 』と 言 い ま し
た。僕は 父がひ どく落胆し ていたの を知って います。近 所の人
に 『お宅の坊 、東大 に通うては るそうだ すな』と 言われると 、
鼻にか けるよう な父では ありません が、悪い 気はして いなかっ
たはずです。 それか らは日々の 憂さを晴 らすため 、書きかけ た
草稿に 手を入れ ては、時 が経つのを 忘れてい ました。 たまたま
早く床についた日など、父が母に話しているのが聞こえました 。
『基 次郎の奴、 何の稼ぎ にもなら んのに、才 能だけ 信じて書い
とるんや なあ。こっ ちは何も でけんが、 見守っ ててやろう やな
いか 』そんな優 しい物言 いでは、 面と向かっ て話し てもらった
ことはあ りません。 僕は胸が いっぱい になって しまい、 すぐに
は眠 れません でした。父 は温か い気持ちを 抱いてい ても、心 の

113
114

らち

空虚は 満たせな かったん でしょう。 僕が執筆 に打ち込 んでいく
ほど、酒の 量は増え ていった んです。自 分には 苛立ちを紛 らす
こと が出来るの に、父に は埒が明 かないとい う思い ばかり、募
っていっ たんですね 。それに しても、父 と息子 の関係って 、不
思議 ですね。離 れつつあ るのに響 き合ったり 、引き 合いながら
反発した りする。正 月の元旦 は久し振 りに機嫌 が良かっ たんで
すが 、それか ら二日の夜 更けま で、父はず っと飲み 続けてい ま
した」
「何 で止めよ うとしたり しなか ったの？」
「止める ？ やめ るように言 っても 、すんなり きく父で はあり
ませ んよ。ま すます飲 み方は速 くなり、 蒲団に寝か せるとう わ
言をしゃ べって います。それ から昏 睡状態に陥 って、四 日の朝

に は寝床の中 で冷た くなってい ました。 傍らで寝て いた母も 気
づかなか ったほ どです。死 因は過度 の飲酒に よる心臓麻 痺との
こ とでした。 きっと 父は生きる 張りを失 ったんや と思います 」
梶井は いった ん口を閉ざ すと、悲 しげに自 嘲するよう な笑み
たん
を浮かべた。 痰が詰 まりそうに なり、何 度か咳を すると、目 を
大きく 見開こう とする。 私は見てい られなく なり、お 湯を沸か
そうと立ち 上がった 。ガスの 栓をひねり ながら 、後ろ姿を 見つ
めら れている気 がした。 赤黒くな った夕空を 窓越し に眺めて、
背後から 聞こえる声 に耳を傾 けていた。
「日 はすでに高 くなって いました 。医者が去 ってか らも、父は
こ ま
座敷の真 ん中に寝か されてい ました。 通りでは 小学生が 独楽を
回し たり、羽 根突きをし たりし ています。 風の吹か ぬ静かな 正
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月でし た。澄ん だ空はど こまでも果 てしなく 、窓から は柔らか
な光が射し 込んでき ます。そ こに正座し ている と、眠気を 催し
てし まうほどで した。白 い切れを そっと外し てみる と、眠って
いるのと 少しも変わ らぬ顔が ありました 。白い ものの混じ った
ひげ も、昨夜よ りは伸び たかに見 えました。 僕はど うにも理解
が出来な くて、そっ と父に声 をかけて みました 。口は固 く結ば
れて いて、掌 を近づけて も息は ありません 。僕は死 んだ人に 触
ぼう とく
ったこと がなかった んです。 それが冒 瀆になる のでは、 と恐れ
なが らも、掌 を震わせて 父の額 の上に置き ました。 それは石 の
ように冷 たかった 。父は死ん でいた んです。も う母を怒 鳴りつ
ける ことはあ りません 。その代 わり、飼 い猫のノボ と遊ぶ時 に
見せた慈 父の顔 も、二度と目 にする ことはない でしょう 。僕は

お えつ

涙 一つ流れま せんで した。父と 生きてき た時間は… …」
そこまで語ったところで、言葉が続けられなくなった梶井は、
目 を赤く腫ら して嗚 咽し出した 。こらえ 切れなく なった涙は 、
頰を流 れて絣の 布地を濡 らした。
「すでに終止符が打たれていたんです……。おかしいですよね 。
何で涙 が……」
子供みたい に着物 の袖で眼を ぬぐうと 、無理に 笑顔を作っ て
みせた。ハンカチを差し出すと 、手を振って押し返そうとする。
梶井の純 真さが生で 伝わって きたのは、 この時 が初めてだ った
かも しれない。
「言葉に したから、 ようやく 実感が湧 いて来た のよ。泣 きたけ
れば 思いっき り泣くがい いわ」
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「宇野 さんはほ んまにい けずや」
大阪弁でそ う洩ら した梶井は 、鼻をす するよう にして涙を 抑
え込 んだ。大き く息をす ると、黙 ったままこ ちらを 穴が開くほ
ど見つめ ている。
「自 分を責めた りしては だめよ」
「そうで すね。ただ 父は何で 死に急い だんやろ ……。正 直に言
って 僕は父が 好きやなか ったん です。時に は激しく 憎んだこ と
もありま した。父は 僕に寛容 やったと いうのに 、自分に 甘かっ
たか ら厳しく しかりつけ ること も出来なか った、と いうのが ほ
んまの所 でしょう が」
「腹 違いの妹 さんの話 、以前し てくれた わよね」
めかけ
「え え。若い 頃の 父は遊 び人で、給 料をうちに入れ ずに 妾 を

囲 っていたの で、母 は質屋通い までせね ばなりませ んでした 。
父のよう な人間 にだけはな るまい、 と子供な がらに誓っ たもの

ろうぜき

で す。その自 分が京 都の三高で 寮生活を 始めると 、すさんだ 暮
らしに 身を落と していき ました。母 がやりく りして仕 送りして
くれてるのを 知りな がら、仲間 と一緒に 飲み屋を 回っては、 他
の客と いざこざ を起こし たり、屋台 をひっく り返すな どの狼藉
を働いてい たんです 。酔いが さめてくる につれ 、はたと気 がつ

いた ものです 。
『これやったら父と何ら変わらんやんか。そや 、
父を放蕩 へと駆り立 てたのは 、口ではよ う言わ んこの苛立 ちや

れん びん

った んや』と。 父との間 に共通の 根を見つけ た僕は 、初めはひ
どい自己 嫌悪に陥り 、それが 父に対す る哀れみ となり、 しまい
に自 己憐憫へ と向かいま した。 何で阿呆な ことしと るんやろ 。
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自分には文学があるというのに。そう思って振り返ってみると、
奇妙な傾向に思い当たったんです。僕が荒れた生活をするのは 、
決ま って筆がな かなか進 まずに、 その憂さを 晴らす 必要がある
時なんで す」
「そ れってスラ ンプって 言うんで しょ？ 誰 でもそ ういうこと
はあるわ 。憂さを晴 らせば、 またペン が握れる ようにな るもの
よ」
「僕が言 いたいのは 、憂さを 晴らした い思いと 、創作を したい
という意欲が、実は同じ根から発しているということなんです。
父が死ん だのは僕 のせいや、 と初め は思いまし たが、父 にも僕
と同 じ『死の 衝動』が あったん やと思い ます。それ は自己の 枠
を破壊し ようと する力です。 この一 つの肉体に 閉じ込め られて

せんぼう

い るのが我慢 ならな い、という 。前にも お話ししま したね。 世
古の滝を 訪れる 若者や娘の ことを。 人目を忍 んでやって くる鹿
や 鳥にまで羨 望を感 じる、って いう思い を。あら ゆる存在に な
ってみ たい、と いうのは 、世界と一 つになり たい欲望 だって、
宇野さんは話 してく れましたよ ね。安易 な方法で ある『死』 を
選ばぬ ためにも 、僕は書 き続けなけ ればなら んのです 」
「分かった わ。それ があなた の宿命なの ね」
「書 けなくなっ た日、そ れが僕の 命の尽きる 時かな ……」
そうつぶ やくよう に梶井は 言って、い かにも 幸せそうに笑 み
を投 げかけた。 窓の外は すっかり 闇に閉ざさ れてい た。北風も
いくらか 弱まって、 空にはま ばらに星 がまたた いていた 。言葉
はと ぎれたま まで、卓袱 台に開 かれた梶井 の掌だけ が、消え た
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続きを とらえよ うとして いる。その 時どうし たわけか 、青白か
った彼の頰 が赤らん できた。 両手の指を 組み合 わせて見つ め、
何か を言い出そ うとして 果たせず にいる。上 の歯で 軽く下唇を
嚙むよう にして、こ ちらの胸 元へと視線 を上げ ていく。し ばら
くして、一人で照れ笑いを始めると、右の掌をおもむろに開き、
手相見を 思わせる丹 念さで、 皮膚に刻 まれた細 い筋から 、自ら
の運 命を読み 取ろうとし ている 。
「良かっ たら泊まっ ていって もいいの よ」
「宇 野さん」
梶井は こちらの名 を、嚙ん で味わう 感じで発 音した。 まるで
一つ 一つの音 に魂を込 めていく みたいに 。
「もし、 僕が死 にそうになっ たら… …」

そこまで言いかけたところで、早くも彼の瞳は潤いを帯びて、
喉が詰ま って声 にならなか った。何 度もども りそうにな りなが
ら 、梶井は言 いかけ ていたこと を口にし た。
「僕が 死にそう になった ら、枕許で 掌を握っ てくれま すか」
梶井は潤んだ目のまま、答えを求めてこちらを見つめている 。
私は一 瞬たじろ いだのだ が、それを 見逃す彼 ではなか った。自
分は返答に窮していた。ふうっと、脳裏を幻がよぎっていった 。
それ は臨終を迎 えつつあ る梶井の 姿だった。 蒲団で 寝たきりの
彼は、口 から酸素の 吸入を受 けていたが 、呼吸 は一向に楽 にな
らず 、痰が喉に 詰まって 激しくむ せていた。 顔はす っかりむく
んで、膨 らんだ頰の せいで、 開かれた 眼は線に しか見え ず、そ
こか らぼんや り天井を眺 めてい る。母親の 他はそば に人を近 づ
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けたが らず、ひ たすらす べてが終わ るのを待 っている 。息を一
回吸うたび に心臓が 締め付け られ、目尻 から涙 が湧き出し てく
る。 自分自身が 消え去る ことが、 苦しみから の解放 だと分かっ
ているの に、それが 無性に恐 ろしいのだ ……。
驚い て私は目 を上げた 。眼前には 生きた梶 井の顔が あった。
け しき
私がすぐ に答えよう としない ので、い ぶかしげ な気色で こちら
をう かがって いる。私は 自分が 涙ぐんでい るのに気 づき、明 る
い声を作 って言って のけた。
「い いわよ。 握ってあげ るわ」
こんな ふうにね、 とささや きながら 、卓袱台 の上に開 かれた
掌を 、両手で ぎゅっと 握り締め た。それ は私のより も一回り 大
きく、熱 を帯び た厚い肉をし ている 。まるで自 分の手が 包まれ

る ように快い 。二人 の視線が合 った途端 、彼は振り ほどく形 で
手を引っ 込めた 。
突 然、梶井 は甲高い 声で笑い 出した。 こちらの心 中を覗き 込
む目付 きで、ま じまじと 眼を見つめ た後に、 私が問い かけるの
を遮るみたい に、早 口でまくし 立てるの だった。
「来な いでしょ うよ、僕 には分かっ ているん だ。きっ と新しい
相手を見つ けて、夢 中になっ ているはず ですよ ……」
私は 呆気に取 られてい た。何が梶 井を苛立 たせてい るのだろ
うか。胸 の内で反芻 している 間も、彼は 口をつ ぐもうとは しな
かっ た。
「僕が死 んだ後も… …」
「そ んな話、 聞きたくな いわ」
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かいこん

「宇野さんが僕を忘れようとすればするほど、僕の思い出は悔恨
となって。 心の内に 食い込ん でいくでし ょうよ 」
私の 手にはま だ感触が 残っていた 。その掌 が冷たく なる日は
あか
来るのだ ろうか。彼 は生きた 証しを残し たがっ ているのだ 。こ
ちら の気持ちを 嗅ぎ取っ たのか、 すぐに梶井 の表情 は晴れやか
となった 。唇が微か に震えて いたが、 それはゆ っくりと 溶けて
いっ た。
「忘れら れることは ないだろ う、宇野 さんの心 の中で… …。そ
の時 僕は、一 人の僕では なくな っている」

あ とがき

この作 品を書 き始める前 、寒さが まだ残る 九七年の早 春、私
は伊豆の湯ヶ 島に取 材に出かけ た。旅館 「湯本館 」には川端 康
成が「 伊豆の踊 子」を執 筆した部屋 が残って おり、宿 泊する客
に は 無 料で 公 開さ れ てい る 。「 川 端さ ん」 と 呼 ば れて い る 座 敷
には 、執筆当時 に近い状 態のまま 、写真や色 紙など が掲げられ
ている。 この部屋に 逗留した 川端に、梶 井基次 郎は囲碁の 相手
をさ せられたり した。廊 下を隔て た川向かい の部屋 には、生前
の宇野千 代がよく泊 まりに来 ていたと いう話も 、仲居さ んから
うか がった。
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梶井が 宿泊し ていた「湯 川屋」は 、すでに 建て替えら れてお
り、当時の面影はなかったけれども、玄関を入ったロビーには 、
梶井 の写真や書 簡、遺品 などが展 示されてい る。こ こで目を引
い た のは 宇 野 千代 の 色 紙で 、「 今 あ なたの 上 に 現 れて い る 能 力

かけひ

は氷 山の一角、 真の能力 は水中深 く深く隠さ れてい る」という
言葉には 、梶井への 温かい眼 差しが感 じられた 。
私 はその 足で 「 筧 の話」 に出てくる水 音を求めて、原文 を
頼りに杉 林の奥に分 け入って いった。 小さな谷 には水は なく、
大き な岩が随 所に転がり 、枯れ 草が一面に 敷かれて いた。苔 で
滑りやす い岩に足 をかけ、行 く手を 阻むように 倒れた竹 を乗り
越え ていった が、春の 息吹はそ こにはな く、目指し た筧はす で
に失われ ていた 。

「 すばしこく 枝移り する小鳥の ような不 定さは私を いらだた せ
た。蜃気 楼のよ うなはかな さは私を 切なくし た」と書か れた幻
惑 する光景は 、梶井 の言葉の中 にしか存 在しない ことを知り 、
軽い失 望を覚え るととも に、色あせ ない文章 の力に改 めて感嘆
した。

ほうふつ

梶井の 作品に は、小説ら しい筋が 乏しいも のが多い。 小説ら
しくないと いう批評 を、梶井 は忌み嫌っ たとい うが、確か にそ
の作 品の多くは 、ボード レールの 『巴里の憂 鬱』を 彷彿させる
ような、 散文詩に似 た印象を 与える。生 のはか なさを繊細 な感
覚で 写し取って いるが、 文体自体 にも違和感 を与え る仕掛けが
認められ る。日本語 の特徴と して、有 生名詞と 無生名詞 が他動
詞で 結ばれる 場合、通常 は有生 名詞が主語 に立ち、 無生名詞 が
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目 的 語と な る 。特 に 有 生名 詞が 語 り 手で あ る 場 合 には 。「 私 は
電報を打っ た」は普 通の言い 回しだが、 無生名 詞が主語で 有生
名 詞 が目 的 語 の「 滝 が私 を 打っ た 」 は非 文 に 近 く 、「 私 は 滝 に
打たれた 」という方 が自然で ある。
とこ ろが、先 に引用し た「筧の話 」の文で は、主語 の「すば
しこく枝 移りする小 鳥のよう な不定さ 」や「蜃 気楼のよ うなは
かな さ」が、 語り手の「 私」に 働きかけて おり、い わゆる欧 文
脈の文型 が用いられ ている。 欧文脈は オランダ 語や英語 を、漢
文訓 読の方法 を用いて教 授する 際に生まれ 、西洋文 学を模範 と
した日本 の近代文 学にも、新 しい文 体として登 場するこ とにな
った 。梶井の 文体の特 徴として は、不安 などの心理 的要素が 語
り手を脅かしている点が挙げられる。日本語らしさに追従して 、

「す ばしこく 枝移りす る小鳥の ような不 定さに私は いらだっ た。
蜃気楼のようなはかなさに私は切なくなった」と書き換えたら、
梶 井の原文が 持つ病 的な感覚は 失われて しまう。
先ほど の話に 戻ると、筧 の水音が 幻である ことを知っ た後、
ずいどう
私はバスに乗 り込ん で、天城山 隧道の手 前で下車 した。新天 城
トンネ ルの開通 に伴い、 山道をくね って上ら なければ ならない
隧道には、 バスは通 らなくな っている。 ここは 川端康成の 「伊
豆の 踊子」で有 名だが、 梶井の「 冬の蠅」に は気紛 れで乗合自
動車に乗 り、山中に 降り立っ た「私」が 、暮れ ていく山中 を、
自ら を鞭打つよ うに半島 の南端へ 歩いて行く 場面が ある。天城
山隧道へ の山道を急 ぎながら 、作中の 「私」が 感じたで あろう
緊張 を、追体 験しようと 試みた のである。
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梶井の 作品を 愛読してい た私は、 書かれた 言葉の背後 にある
ものに触れ たくて、 梶井が旅 した土地を 訪れ、 さらには梶 井が

かい じゆう

生き た世界を想 像しよう とした。 この小説を 書き始 めた動機は
そこにあ る。アメリ カの文芸 批評家ハロ ルド・ ブルームに は、
『カ バラ ーと批 評』と いう晦 渋 な名 前の著書があるが、 隠秘
学めいた 著作の中心 にあるの は「誤読 理論」で ある。あ る詩人
が先 行する詩 人を読む際 に、影 響されまい とする自 己防衛か ら
誤読して しまい、後 発の詩人 の書く作 品は、先 行する作 品の誤
読に よって生 まれたとい う学説 である。誤 読の程度 が大きい ほ
ど、後発 の詩人に は独創性が あるこ とになる。 私の場合 は、梶
井の 作品に心 酔してい たわけだ から、誤 読の程度は 必ずしも 大
きいとは 言えな いだろう。

作 品化する に当たっ て、登場 人物の名 前を、すべ て架空の も
のに変え てしま う方法がよ く取られ るが、今 回は歴史小 説のよ
う に実在した 人物の 名前をその まま使用 した。と はいっても 、
ここに 描かれた 世界は、 多少なりと も私が梶 井の作品 を誤読し
た結果であり 、描か れた内容は 虚実ない まぜであ る。作中人 物
の言動 の大半は 、事実に 基づいたも のではな く、私が 空想した
ものに過ぎ ない。た だし、可 能性として の梶井 の姿を創造 する
ため に、多くの 資料に当 たった。 梶井の小説 や書簡 のほか、中
谷 孝 雄 著 『 梶 井 基 次 郎 』、 宇 野 千 代 著 『 生 き て い く 私 』、 大 谷
晃一 著『評伝 梶井基次 郎』など を参照した 。実在 した梶井の
全貌をお 知りになり たい方に は、綿密 な調査に 基づいた 大谷氏
の著 作をお読 みになるこ とをお 勧めしたい 。
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二〇一二年 二月二 十三日
髙野 敦志
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