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漁火
佐渡の 旅、そ して「漁火 」

－ Ⅰ －

1
53

漁火
髙野 敦志

僕はその 春、モラ トリアム を止めた。 大学で の研究は投 げ出

きまま

して 、人並み に職に就こ うとし たのである 。しかし 、会社勤 め
は一週間 と続かなか った。上 司との喧 嘩により そこを飛 び出し
てか らは、気 儘なアルバ イト暮 らしを続け ている。 暑い季節 が
巡ってき たので、 一ヶ月の休 暇をも らい、手元 にある財 産をリ
ック に詰め込 み、学生 気分で旅 に出た。
――こん な呑気 な奴も珍しい だろう 。

自 分はすで に二十六 だ。仕事 の上での 付き合いは ないし、 嫁
さん探し に躍起 になる気も さらさら ない。大 学時代の仲 間と酒
を 酌み交わす ことも 、最近では 滅多にな くなった 。ただ、何 処
か遠い 所へ行き たかった 。
目指す先は 日本海 に浮かぶ金 と流人の 島、佐渡で あった。 信
濃川河 口近くの 船着き場 から、フェ リーに揺 られるこ と二時間
半。幕末に 開港した 島の中心 地、両津の 歴史を 感じさせる 町並
みが 、夏の強い 日射しの 中から姿 を現わした 。港の 中にはター
ミナル以 外に、際立 って高い 建物は見当 たらな い。岸壁に 沿っ
て軒 を並べる家 々は、傾 斜の急な 屋根に灰色 の瓦が 重たげに載
っている 。この町が 平たく奥 行きがな いのは、 背後に湖 が控え
てい るからで ある。港に 到着し た後は、少 し時間の 余裕があ っ
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か

き

いかだ

た。そこで、小高い丘の上まで足を運ぶことにし、牡蠣養殖の 筏
が浮かぶ加 茂湖の光 を、心行 くまで眺め ていた 。
両津 からバス に乗り、 国中平野を 横切って 約一時間 半、その
日の宿が 取ってある 佐和田の 停留所で下 りた頃 には、暑い 日も

と

き

西に 傾き、時折 涼しい風 も吹き始 めていた。 史蹟が 集中する真
野までは五キロちょっとだが 、無理をして今日回るのは止めた。
翌 日は先ず、 真野にあ る朱鷺の 郷に寄った 。そこ で目にした
のは、薄 汚れた剥製 となった 鳥の哀れ な姿だっ た。すぐ に博物
館か ら出てし まうと、目 の前の 道を進んで 、くねく ねした坂 を
登ってい く。順徳 院の御火葬 塚はそ の先にあっ た。承久 の乱で
北条 義時のた めにこの 地に流さ れた院は 、柵で仕切 られた地 所
だ び
の奥で荼 毘に付 され、御骨と なって 京にお戻り になられ た、と

案 内板には記 されて いる。
院が生 前お過ご しになった 配所は 、この近く であった と、一
般 には信じら れてい る。ところ が、それ はここか ら相当離れ た
菱池と いう、今 はない小 さな池のほ とりにあ ったのだ そうだ。
しかも、この 御火葬 塚自体、江 戸初期の 延宝七年 （一六七九 ）
に築か れたもの で、それ 以前ここは 田畑であ ったとの ことだ。
これは偶然その場に居合わせた郷土史研究家から耳にした話
で、 何でもロマ ンチック に色づけ したがるガ イドの 口からは、
決して聞 くことは出 来なかっ たことだと 思う。
日が 中天に差 し掛かる 頃、日蓮上 人の消息 を伝える 阿仏房妙
宣寺を訪 れた。五重 塔の下で 慌ただし くお握り を頬張り 、バス
停ま で駆けて いった。前 日泊ま った旅館の 前を過ぎ てから、 約
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三十分 で相川営 業所に着 く。そこか ら佐渡金 山までは 歩いても
行けたのだ が、そろ そろ足が 痛くなって きてい た。次のバ スが
出発 するまで待 合室で休 むことに し、ガイド ブック を読み返し
ていた。
丸太 で組まれ た坑道を 、数珠つな ぎで下り はじめる と、地の
底からひ んやりした 風が吹き 上がって きた。脇 の下の汗 も引い
て、 まくり上 げていた腕 に、さ っと鳥肌が 広がって いく。ラ ン
プから放 たれた柔ら かな光が 、一番奥 の窪まっ た一角を 照らし

とうみ

てい る。そこ には江戸時 代の採 掘当時の状 況が再現 され、ち ょ
つるはし
ん髷を結ったロボット達が、金の鉱脈を鶴嘴で打ち砕いていた。
唐箕 で穴の先 端に風を 送り、酸 欠になる のを防ぐ一 方で、湧 き
出した地 下水は 、水上輪とい う内側 が螺旋状に なった筒 を回す

こ とで、上の 方に汲 み上げられ ていく。 その隣の部 屋では、 こ
れからど う掘り 進めていく べきか、 測量をし ている者も いる。
見 張りの役人 は辺り を見回すよ うに首を 振り、
「手 を 休 め る な 。
しった
もうす ぐ飯だ。 頑張れ」 と、きつい 調子で叱 咤してい る。
つづ
ここで思い 出した のは、かの ルソーが 晩年綴った 『孤独な 散
歩者の 夢想』の 一節であ る。彼はこ の地球に 隠された 富が、人
間の欲心に よって掘 り出され 、それに伴 い地上 でのささや かな
幸せ を見失った 人間が、 いかに堕 落していく かを、 次のような
言葉で記 している。
「かれ（ 人間）は大 地の内部 を掘り返 し、その 奥深くに 、生命
の危 険をさら し、健康を 犠牲に して、かつ てまこと の財宝を 楽
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しむこ とができ た時代に は大地はひ とりでに それを提 供してく
れたのに、 いまはそ の代用の 架空の財宝 を捜し に行く。人 間は
太陽 を避け光を 避ける。 かれはも うそれを仰 ぎ見る 資格がない
のだ。かれは生きながらに地中に埋もれる。がそれでよいのだ 。

訳）

もう 日の光に照 らされて 生きるに ふさわしく なくな ったのだか
ら」
（今 野一雄
ル ソーの抱い た嘆きは 、金銀財 宝に心を奪 われた 人間全体に
向けられ ているの だが、ここ 佐渡の 金山の場合 は、事情 は更に
悲惨 なのであ る。ここ で働かさ れていた のは、江戸 や大坂、 長
崎などの 無宿人 や、軽い罪を 犯した 者達であっ た。厳し い年貢

の 取り立てに 耐え切 れず、五人 組などの 相互監視シ ステムの 稀
薄な都市 へ、命 からがら逃 れてきた 農民も、 すぐに職が 得られ
た わけではな い。宿 もなくその 日口にす る物も事 欠いた流れ 者
には、 乞食をす るか、物 取りになる かぐらい の道しか 残されて
いない。治安 を維持 する、とい う目的も あったの だろう。幕 府
は仕事 を斡旋す るように 見せて、ほ とんど強 制的に彼 等を佐渡
へ送り込ん だ。自由 を求めて 都市に出た という だけで、封 建社
会に 於いては、 秩序を乱 す罪を犯 したことに なる。 その後には
ぜいたく
地獄が待 っている。 ささやか な幸せを願 ってい た者が、贅 沢三
昧の 暮らしをし ていた武 士や豪商 の欲を満た すべく 、薄暗く夏
でさえ凍 える地下深 くで、一 日の大半 、奴隷の 如くこき 使われ
てい たのであ る。
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その日僕は、坑道に三十分足らずしか止どまっていなかった。
が、靴底か ら伝わっ てきた冷 えは足首の 感覚を 奪い、体の 芯か
ら体 熱を運び去 ってしま った。
めぼしい 旧蹟は見 てしまっ た。早くも 旅程の 半分は過ぎて お
り、 翌日は両津 に戻るこ とになっ ていた。初 めに立 てたスケジ
ュールは こなしたの で、あと は海でも 眺めなが ら、ぶら ぶら時
間を 潰すこと にした。観 光客の 多い尖閣湾 は避けて 、そのす ぐ
手前、姫 津の停留所 でバスを 降りた。 坂道を下 った右側 に見え
る旅 館に寄り 、空き部屋 がある か聞いてみ た。運よ くキャン セ
ルで部屋 が一つ空 いていると いう。 リックを受 付に預け 、夕食
は外 で取るか らと断わ り、日暮 れが迫り つつある港 の方に駆 け
ていった 。

人 影のまば らな岸壁 を歩いて いると、 数メートル 先の屋台 か
ら、醤油 の香ば しい匂いが してくる 。その前 を通ると、 六十半
ば ほどに見え るおば ちゃんから 声をかけ られた。
「そこ のお兄ち ゃん。一 つ食べてっ てよ」
こがね
鉄板の上を 見ると 、イカの肌 は黄金に 色付き、庖 丁で入れ た
切れ目 から、白 い肉が覗 いている。 思わず生 唾を飲み 込んだ所
を見られて しまった 。おばち ゃんはすか さず、 串に刺した 丸焼
きの イカを差し 出す。
「今、焼 き上がった ばかり。 炭火使って いるか ら、軟らか くて
おい しいわよ」
僕はそれ を手に取 り、ポケ ットから小 銭を出 すと、看板 にあ
る「 ポンポン 焼」という 文字を 眺めていた 。
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「ポン ポンって 、漁船の エンジンの 音？」
「ここに来 るお客さ ん、みん なそう言う けど、 違うのよ。 炭火
で焼 くでしょ。 すると、 イカの紫 の皮があち こち膨 らみ、ポン
ポン音を 立ててはじ けるの… …」
イカ にかぶり つきなが ら、僕は水 面で戯れ る光の動 きを、そ
っと目の 奥深くへ引 き入れた 。それは 瞼の内側 を熱して いき、
真っ 赤な火の 幻を生み出 そうと する。
「ほら、 ご覧なさい ……」
背 後から先程 のおばち ゃんの声 がした。
もん
「若い者 が漁の支 度を始めた わ。そ れ、そこの 船、電球 がたく
さん ぶら下が っている でしょ」
その声 には振り 返らず、船 尾で網 の点検をし ている浅 黒い顔

を 、飽きもせ ずに見 詰めていた 。向こう は仕事に精 を出して い
きせる
るので、 こちら の視線に気 づく心配 はない。 岸壁に立つ 煙管を
吸 った老人と 、何や ら話をして いる様子 だ。
僕は小 高い丘 の上に立ち 、まさに 海へ沈ま んとする夕 日を眺
めていた。闇 は静か に背後の山 並みから 伸びて、 白く輝く海 面
へ覆い 被さるよ うに広が っていく。 輪郭をく っきり浮 かび上が
は
らせた赤い 太陽には 、もはや 迫り来る夜 の波を 撥ねのける 力は

な

ない 。真昼には 灼熱の光 で直視す ることを許 さなか ったのに、
こうこうや
今や老い た好好爺み たいに、 優しい目で こちら を見ている 。そ

いっそう

して 、今日の太 陽はまも なく死ぬ のだ。凪い だ白い 鏡は翼を広
こうもり
いだ
げる巨大 な蝙蝠に抱 かれ、海 中にゆっ くり吸い 込まれて いく。
その 半円の鏡 の中央を、 一艘の 漁船が、細 い筋を残 しながら 藍
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色の海 へと消え ていく。
海へ沈む夕 日を目 にしたのは 、大人に なってか らはこれが 初
めてだったかもしれない。子供はメルヘンの世界に生きている。
丸くて赤 いお日様に 、今日の 出来事を語 りかけ 、砂浜を駆 けっ
こし ながら、ま た会おう よと手を 振ったりす る。日 暮れ時に漂
う物寂し げな空気を 感じるに は、子供 は余りに 希望に満 ち溢れ
てい るのだ。 それを感じ るよう になるのは 、人生の うちの大 切
な何かが 、掌から逃 れていっ てからで ある。そ して、僕 の青春
も終 わりに近 づきつつあ る。信 仰心のない 自分でさ え、あの 弱
々しい光 を見詰め ていると、 西方に 阿弥陀如来 の浄土を 思い描
いた 古代人の 魂が、理 解できる ような気 がしてくる 。
阿弥陀 如来は、 またの名を 無量光 如来、とい う。つま り、限

りなき生命の光を、仏として人格化したのである。仏には本来、
形などあ りはし ない。物質 に縛られ た存在で はないから だ。沈
み ゆく太陽を 我身と 重ね合わせ 、死とい う闇から 逃れるべく 、
その柔 らかな光 に、自己 の魂を溶け 込ませよ うとする 。僕がイ
メージとして 抱く浄 土教は、こ のように 少しペシ ミステック だ
が 、『 観 無 量 寿 経 』（ 無 量 寿 如 来 は 阿 弥 陀 如 来 の も う 一 つ の 別
名）という 経典には 、この仏 に対する信 仰の意 外な側面が 説か
れて いる。

かたち け ん く

「ま さに想念を 起し、正 坐し、西 に向いて、 日を諦 観すべし。
心 を し て 堅 住 な ら しめ 、想い を 専 ら にして 、（ 他 に） 移 ら ざ れ
ば、日の没さんと欲して、
（その）状 懸鼓のごとくなるを見よ。
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す で に日 を 見 お ら ば 、目 を 閉じ るも 開く も 、 み る 。（ 日 没 の か
めいりょう
たちを）明 了ならしめよ。これを［日観］とし 、名づけて［初
観］ という」
目を 閉じた後 も、瞼の 裏では夕日 は依然輝 いている 。外界の
太陽と、 心の内で微 笑む太陽 との間に 、不可思 議な照応 関係が
築か れる。
『観無量寿経』では、この［太陽の観想］に続いて、
水や氷、 青玉、大地 と、次第 に複雑な 観想法を 行ってい く。そ
の修 行を通じ て、心の世 界は外 界と変わら ぬ迫真性 を帯びて く
る。両者 をつなぐ 照応関係は 、今度 は心の内に 育まれた 極楽を
外界 に投影し 、この世 をそのま ま浄土に 変えてしま う。
日はす でに海中 に没した。 夜の闇 は島全体を 包み込み 、わず

か に水平線の みがす みれ色に光 っている 。その残光 に照らさ れ
てか、目 を凝ら せばさざ波 が微かに 、岸に向 かって打ち 寄せて
く るのが見え る。僕 が求めてき た安らぎ の時が、 ようやく訪 れ
つつあ るのを感 じた。
ふいに、パ ッと足 元が明るく なった。 手前の草原 に自分の 影
が映っ た。背後 の螢光灯 が点ったか らである 。崖の先 まではよ
く見えるよ うになっ たが、か えって沖の 方は墨 で塗りつぶ され
てし まった。眼 下に広が っていた 港も、幾つ かの電 柱の明りを
残して、夜の底に沈み込んでいた。僕が日暮れ前「ポンポン焼」
を買 った屋台は 、恐らく あの辺り にあったの だろう 。もはやこ
の目で確 かめられな くても、 心の内を 覗き見る だけで、 岸壁か
らそ こにつな がれていた 漁船の 配置まで、 つぶさに 思い描け そ
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うだっ た。
は
山の端から 月が昇 ってくると 、一転し て空は深 い青に染ま っ
た。 クレーター までくっ きり見え る天体の傍 らで、 棚引く薄雲
は異様に 白い光を放 っている 。今夜は明 る過ぎ るのかもし れな

かんぼく

い、 天の川を目 にするに は。せめ て螢光灯か ら逃れ ようと、草
の株をよ けながら、 崖の縁ぎ りぎりの 所まで進 んだ。そ の時風
が起 こり、急 な斜面に生 えた灌 木の枝は一 斉にしな った。そ れ
おもて
は潮の 呟きで はな かった 。海は 平らな 面 に 月の光を受け、静
かな 寝息を立 てている。 沖の方 でちらちら 、穏やか な橙の目 が
しばたた くのが見 えた。まさ か海上 に狐が住み ついてい る訳で
もあ るまい。 出漁して いくのを 見たイカ 釣り船の一 艘も、あ の
中に含ま れてい るに違いない 。

視 線を再び 、先程の 漁港の方 角へと移 した。する と、電柱 の
明りのす ぐ上、 と言っても 数十メー トル上の 丘が、白い 光を受
け て浮かび上 がって 見える。そ こはちょ うど丘の 中腹を切り 崩
あまた
した部 分で、三 方を林に 囲まれた平 地には、 数多の石 柱が生き
物のように、 なまめ かしく冷や やかな餅 肌を、月 の光にさら し
ている のだった 。
ようやく僕 は、立 ち並ぶ白い 柱の群れ が、この 地で生きた 人
々の 墓地である ことに気 がついた 。そこから は、人 間臭さがい
ささかも 感じられな い。恨み を抱いて死 んだ魂 も、霊妙な 光と

おもて

潮の 香りを浴び 、今や清 らかな眠 りについて いるよ うだった。
ぼせき
あそこで 目覚めてい るのは、 白い墓石 の集まり だけだ。 それは
夜風 を 面 に受 けなが ら、毎 晩沖に現 れる漁火を、冷たい 石の
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じんましん

内側か ら見詰め ているの ではないか 。
僕は自分の 空想癖 を嘲笑って いた。見 上げると 空は幾分暗 く
なっ たようだが 、期待し ていた蕁 麻疹みたい な星空 は望むべく
もなかっ た。視線を 下ろした 時、月の光 を受け てか傍らの 岩に
黒い 影が映って いる。そ れは僕の ものだろう か。こ ちらがじっ
としてい れば、そい つは動か ないはず だ。僕は 大きく伸 びをす
る。 しかし影 はそのまま の姿勢 を保ってい る。驚い て振り返 る
と、目の 前に薄汚れ たワイシ ャツに、 よれよれ のズボン をはい
た青 年が立っ ていた。茶 色く日 焼けした肌 に不精髭 を生やし 、
ゴムの黒 い長靴と いった出で 立ちで ある。この 地区に住 む漁師
だろ う、と思 った。こ ちらが黙 って観察 しているの で、向こ う
ぶしつけ
は初め怪 訝な表 情をしていた 。しか し、こちら の視線を 不躾と

感 じたのだろ う。皮 肉っぽい笑 いを浮か べて、じろ じろ見返 す
と言った 。
「 あなたはさ っきか ら、誰かと 話してい たみたい ですよ」
「僕は 海を見て いるんで すよ。そう いうあな たこそ、 いつここ
に現れたんで すか」
「話が したかっ たんです よ、あなた と、ね」
「へえ？ お見受け したとこ ろ、地元の 方みた いですね。 つい
でに おうかがい しますが 、今日は 天の川は見 られそ うにありま
せんね」
「手をかざして、月の光を避けてごらんなさい。あなたの目は、
明るい物 しか見えな くなって いる」
言われるままに掌で光を遮ると、ものの一分も経たぬうちに、
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もや

空はぐ っと暗さ を増し、 今まで目に 入らなか った北斗 七星も、
はっきり位 置が確認 できた。 首をそらし て頭上 を見詰めて いる
と、何やら靄に似た白い粒々が、海の彼方へ帯状に伸びている。
それらの 一つ一つは 、ひとた び宇宙で嵐 が起こ れば、果て まで
吹き 飛ばされて しまいそ うだった 。しかし、 それら の星々は、
僕が見て いるか否か に関わら ず、人に は聞こえ ぬ水音を 立て、
船の 明りが漂 うあの海へ 流れ込 んでいる。
青年は 傍らで口を つぐんで いた。僕の 胸の内 に去来する もの
を、 彼はこち らの顔の動 きの中 に読み取っ ていたの だろうか 。
相手がま だ誰であ るかも分か らない のに、僕は 魂で感じ たこと
をはばかることなく、彼に伝えることが出来るような気がした。
「あの光 、イカ 釣りの船の、 でしょ う？」

「 そう。私は ずっと あれを眺め てきた、 この丘に立 って、ね 」
「漁をな さって いるんです か」
「 まあ、そう いうこ とになるの かな」
青年はにやりとすると、無理に口をつぐんでしまう。しかし 、
目は何か言い たげに 大きく見開 かれたま ま。そし て、こちら の
肩に手 をかけ、 右手で海 上に漂う橙 の光を指 差した。
「そろそろ 網に入り 込んでい るはずだよ 」
「イ カって馬鹿 みたいで すね。虫 と同じだ、 光があ ると寄って
くるなん て……」
「沖 で漁をして いると、 ね。さま ざまな生き 物が集 まってくる
とんぼ
かもめ
んだ。蛾 や蜻蛉など の昆虫、 それに 鷗 も… …」
「ど うして？ 」
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「みん な光がほ しいんだ よ」
僕は彼の顔 を見た 。恐らく僕 と同い年 ぐらいな のに、自分 よ
りず っと多くの 体験をし てきたに 違いない。 それは 日焼けして
荒れた肌 と、遠くを 見る時に 現れる額の 皺から 、漠然と感 じら
れた 印象である が。大学 の研究室 に籠もって いた僕 と違って、
彼ははる かに人生を 知ってい るのだろ う。
「動 物たちに は、ね。意 識なん てものはな いんだよ 。いつも 、
半ば起きて、半ば夢を見ている。しかし、感づいているんだな、
どう して自分 がこんな姿 になっ たのか。で も分から ない…… 」
「それっ て、輪廻 の思想でし ょう？ 」
「そ ういうこ とになる のかな。 その時、 闇の中にパ ッと明り が
点る。何 かが見 えるような気 がして 、近づいて いってし まうん

だ な」
「人間は 普通、 そんなこと 考えませ んよね。 自分が生ま れる前
は 、どこから 来たの かなんて」
「けれ ども、光 を追い求 めることが 、必ずし も幸福に 結びつく
とは限らない 。イカ はそのため に捕獲さ れて、命 を落とすの だ
からね 」
青年はその 場にし ゃがみ込ん だ。それ っきり押 し黙り、何 か
感慨 に耽ってい るのか、 時が経つ のも忘れて 、鮮や かさを増し
かが
た沖の漁 火を、見詰 め続けて いるのだっ た。身 を屈めて横 顔を

まなこ

覗く と、彼の唇 は時折笑 みを浮か べたと思う と、無 理に堅く閉
じられてしまう。僕は青年の存在も忘れて、闇に瞬く謎の光が、
自身 の 眼 の 内で輝き 始めてい るのを感じ た。
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ふと見 上げる と、先程ま で二人を 白いヴェ ールで包ん でいた
月は、小さ な厚い雲 にすっぽ り覆われ、 僕が待 ち望んでい た蕁
麻疹 のような夜 空が現れ ていた。 もはや黒い 海と空 の境界はな
かった。 無数にきら めく星々 は、みな宇 宙に漂 う船が、安 全に
航行 するために 点した明 りのよう に思えた。
「何だか 寂しそうに 見えます よ」
僕 が声をかけ ると、青 年はその 場に腰を下 ろした まま、首を
曲げてこ ちらを見上 げた。照 れ臭そう に頭を掻 いていた が、し
みじ みと顔を 見詰めるな り答え た。
「君に会 えて、本 当に嬉しく 思って いる。こん な話、聞 いてく
れる 人は、今 では誰も いないん だからな あ」
「御家族 がおあ りでしょう？ それ に、好きな 女性とか 」

「 自分はみな し子で ね。この土 地の網元 に拾われて 、小学校 ま
では通わ せても らった。好 きな女は ……」
そ こまで言 うと、青 年はまた 口をつぐ んでしまっ た。彼の 目
はさっきと同じように、暗い海に浮かぶ蛍の上に注がれている。
「みんな死ん でしま った……。 自分には あの頃、 好きになっ た
子がい てね。そ れは私を 拾ってくれ た網元の 娘だった 。母親が
早く亡くな ったせい だろう。 着物の裾を まくり 上げ、木の 棒を
振り 回しながら 、男の子 とちゃん ばらをして いたよ 」
「随分変 わった子が 好きなん ですね」

きょうだい

「い や、それは 女学校に 通うまで のことだよ 。しか し、勘の鋭
さと気性 の激しさは 、大人に なってか らも変わ らなかっ たな」
「そ れで、お 二人は兄 妹のよ うに育てら れたわ けですか」
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ひなた

「私の 方はあく まで、使 用人の立場 だったか らね。小 学校を出
てからは、 見習いと して陸揚 げされた魚 を箱詰 にしたり、 イカ
をさ ばいて日向 に吊るし たり…… 。船に乗れ るよう になってか
らも、こ き使われる のには変 わらなかっ たがね 。しかし、 一年
のう ちで、どう しようも なく気持 ちが沈むの は、や はり冬が到
来する時 期だな。秋 も終わり に近づき 、シベリ ヤから肌 を刺す
風が 吹き出す と、海の彼 方から 分厚い雲が 流されて くるんだ 。
童心に返 って野良犬 と浜を駆 け回って いると、 ほら、も う粉雪
がち らちら舞 っている。
その晩 、私は陰欝 な小屋の 中で、毛 布にくる まって、 窓から
見え る白い生 き物に目 を向けて いたんだ 。海は暗闇 の中で不 気
味なうな りを発 している。風 が強ま るにつれ、 雪は小屋 の板壁

はり

に 激しく吹き 付ける 。天井から 吊るされ たランプは 、屋根の 梁
がしっか りして いないせい か、何度 手で押さ えたって、 すぐ左

右 に揺れ出し てしま う。火鉢の 炭はほと んど灰に なっていた 。
一番年 上の者 が明りを消 すと、小 屋の中は 真っ暗な世 界にな
った。蒲団の中でもまだ震えていたが、一日の疲れのおかげで 、
あっと 言う間に 眠れるだ ろうと思っ た。暗闇 で耳を澄 ますと、
海のうなり はひとき わ鮮明に なる。これ でもか 、これでも か、
と押 し寄せてく る大波は 、平らな 岸壁を洗い 流し、 磯の穴だら
けの岩を も砕いて、 泡立つは らわたに飲 み込ん でいく。そ れは
やが て、小屋の 土台にま で及び、 建物を丸ご と夜の 深みに沈め
てしまう 。
一 旦降出した 雪は、数 日なんか で止みはし ない。 港につなが
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れた漁 船は、見 る見るう ちに、白い 防寒具で 包まれて しまう。
ふわふわし た冬の虫 は、働く 人々の声ば かりか 、生気まで も吸
い尽 くしていく 。
ところが 、皆の心 が沈んで いるからこ そ、ま れに心を洗わ れ

おもて

るよ うな瞬間が 訪れたり もする。 自然を超え る存在 が介入した
かのよう に、数日来 の凄まじ い吹雪が ぴたりと 止み、西 の空の

つい

雲間 より 黄色い 弱々し い光が 、凪いだ海の 面 を白く照ら すこ
とがある 。熱を発す るという 責務を忘 れた太陽 は、その 時許さ
れた わずかの 明りで、希 望が全 て潰えたわ けではな いことを 、
我々に告 げてくれ ているんだ よ」
「そ の希望が 、網元の 娘さんだ った、っ て言うわけ ですか」
「君には 参った な。私はお嬢 さんと 恋仲になっ たわけだ が、あ

の人は初め、ほんの冗談のつもりだったらしい。私は使用人で、
しかも親 方に育 ててもらっ た義理が ある。到 底結ばれる 仲では
な いのだが、 それを 十分承知し た上で、 挑発して きたんだな 。
こちら が拒みつ つ、内心 では引き付 けられて いるのを 、ちゃん
と見通してい たんだ よ。苦しん でいる私 を見て初 めて、あの 人
は恋し く思って くれたそ うだ」
「それで、 あなたの 希望は実 現しかかっ ていた んですね」
「二 人の間では 、ね。た だし、親 方にはあく までも 内密にして
いた」
「と ころで、二 人はどこ で会って いたんです か」
「夜、浜 で、だ。仲 間がそろ って飲み に出掛け てしまっ た後。
あの 忘れられ ない日も、 お嬢さ んは通りか ら人影が 消えるの を
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待って 、私のい る小屋の 前までやっ て来たん だよ。こ ちらが戸
いたずら
を開けるな り、腕の 中に飛び 込んできた 。悪戯 っぽく笑っ てい
ると ころは、男 の子を苛 めていた 小娘の頃と 、たい して変わり
はない。
『舟 を出してち ょうだい 。今夜は 新月でしょ 。空が 暗いから、
きっと星 がたくさん 見えるわ 』
言 われるまま に、岸壁 の端につ ながれた小 舟にお 嬢さんを乗
ろ
こ
せると、 目の前の水 面しか見 えない中 を、静か に櫓を漕 いでい
った 。その夜 の空は吸い 寄せら れんばかり に深く、 その淵に は
あまた
今まで見 たことが ない程の数 多の星 が、月のい ない自由 を謳歌
して いるのだ った。延 々と続い ている、 黒く平らな 鏡は余り に
寡黙で、 はるか 上空できらめ いてい る星のこと など、全 く関心

へさき

かぶ

が ないように 見えた 。舟は光の ない巨大 な水盤の上 を、何の 抵
抗もなく 滑って いく。
舳 先の方に 腰を下ろ している あの人の 顔は、頭に 手拭を被 っ
ていた せいか、 夜の底か ら浮かび上 がった白 い妖怪の ように、
その輪郭しか 目に出 来なかった 。私は不 思議でな らなかった 、

あんどん

というのも、あれほどせがんだ張本人が、海の上に出た途端に、
夜の魂に心 を奪われ たのか、 口を閉ざし たまま 大人しくし てい

ふくろう

るか らだ。自分 は櫓から 手を離す と、足下に 置かれ た行燈に火
を点し、 お嬢さんの 顔をそっ と照らした 。
目を 覚ました 時みたい に瞬きをす ると、 梟 に似た大 きな瞳
が、じっ とこちらを 見詰めて いる。私 は少しぎ ょっとし たが、
気を 取り直し て声をかけ た。
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『ここ まで来れ ば大丈夫 でしょう。 こんな小 さな明り なら、浜
からは見え るはずも ない。漁 に出ている 船がな いせいか、 これ
ほど海が広くて、自分がその中で生きているのを感じたことは、
今までな かったんで すよ』
お嬢 さんが手 拭を外す と、結い上 げた髪は 少し乱れ ており、
風もない のに数本の 毛が揺れ ている。 行燈の光 に照らさ れ、顔

しと

にも ようやく 人間らしさ が戻っ てきた。頬 をやや赤 らめると 、
物言わず 微笑んだ。
『ど うしたん ですか。今 日はば かにお淑や かなんで すねえ』
『だって 、こんな こと、二度 と出来 ないかもし れないじ ゃない
の。 それを思 うと、言 葉が胸に 詰まって しまったの よ。あん た
は星空の 方に夢 中みたいだけ どね』

少し風が出てきたのだろうか。行燈の火は微かに震えている。
私はうつ むき、 その淡い光 の中に、 自分達の 関係がどう なるか
が 示されてい るよう に思えた。 こちらが 打ち沈む のと裏腹に 、
お嬢さ んは陽気 になり、 星空を指差 しながら 、一つ、 二つ、と
数え始めてい た。
『ああ 、疲れた わ。こん なことして いたら、 夜が明け るまでに
勘定なんか 、出来っ こないわ 』
『あ の空はどこ まで続い ているん だろう。お 嬢さん は、学校で
勉強なさ らなかった んですか 』
『先 生に聞いて みたこと があるの 。宇宙には 端があ るのか、そ
して、も し端まで飛 んでいっ たら、そ の先に何 があるの か、っ
て。 そしたら 、ひどく怒 られて しまったわ 』
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おしょう

『私は 以前、夜 空の星の 数について 、和尚さ んにうか がってみ
たことがあ ります。 一般に仏 教では、宇 宙は無 限である、 と考
えら れているそ うです。 しかし、 一人が全て の星を 数えること
は出来な くても、子 子孫孫ま で続けてい けば、 いずれは数 え終
わる 、っていう 説もある そうです よ』
ゆう
『まあ、 雄さんたら 随分、学 問が好き みたいね 』
岸 の方に見え た明りも 、いつし か一つ、ま た一つ と消えてい
き、今で は二・三の 点を残す ばかりに なってい た。それ ととも
に空 は暗さを 増し、星の 光はま すます勢い を得、ち ょっと眺 め
めまい
ていただ けで、軽 い眩暈に襲 われそ うになる。 それらの 星々に
は、 密かな親 族関係が あるらし かった。 何も存在し ないはず の
空間に多 くの線 が引かれ、見 る間に ギリシャ神 話に登場 する神

まだら

々 や、それに まつわ る動物たち が、黒い スクリーン に浮かび 上
がってく る。南 の空にはい かめしい 蛇使いが 現われ、そ の日に
焼 けた固 い掌 の上を 、黒と 白の 斑 模様の大蛇が 、うねるよう
さそり
に滑 ってい く。 港の入口 の方の 闇には、天界の 蠍 が漆で塗 り
はさみ
固めた甲 羅を ガチャ ガチャ 動かし、 二本の大きな 鋏 と太い毒
針の付 いた尾を 左右に揺 らして、近 づこうと する者を 威嚇して
いる。目を ぱちくり させた途 端、それら の幻影 は消え、星 々は
また 以前と変わ らぬ光の 呼吸を始 めていた。
『あの星 たちにも、 きっと家 族があるん だわ』
『そ うですよね 。お父さ んもお母 さんも、そ れに、 友達や恋人
もいるに 違いありま せん』
『あ ら、流れ 星！』
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それは 乙女座 の辺りから 出て、数 秒間白い 光を発し、 夜空に
何の電光も 散らさず 、眠りこ けた黒い海 に落ち ていった。 もし

ああ、 あれが消 えるの

かす ると、それ は天上で 燃え尽き ることが出 来ず、 下界へと転
落して死 ぬ間際に、 おのれの 存在を光の 叫びで 表現する、 若い
星の 絶息の瞬間 かもしれ なかった 。
『雄さん 、流れ星に 何かお願 いした？
を見 ていたら 、何だか悲 しくな ってしまっ たの。き っとあの 星
にも希望があったんだわ。自分が十分に生きられなかったので 、

なきがら

末期 を看取っ てくれた人 に、自 分が得るは ずだった 幸せまで 、
手にして もらいた かったんだ わ。で も、大半の 星は誰に も看取
られ ずに、海 に落ちて 溺れ死ぬ のよ。そ の亡骸が真 珠だった 、
っていう 話、聞 いたことある ？

夜 空にパッ と光が見 えると、 貝達も幸 せを授けて もらいた く
て、星が 落ちる 方に向かっ て、必死 に泳いで いくらしい の。そ
し て幸か不幸 か、そ れを貝殻の 間にはさ んで食べ てしまう。 と
ころが 消化する ことは出 来ないのよ 。苦しく なって吐 き出すこ
とも、ね。し かし、 若くして死 んだ星の 光が、自 分の体の中 で
よみが えってく るのを、 その貝は感 じ始めて いるはず ……』
『お嬢さん 、このお つむのど こから、そ んな突 拍子もない 考え
が浮 かんでくる んですか 』
その間、 あの人の 目は憑か れたように 、今で は一つきりに な
った 港の明りに 、引き付 けられた ままだった 。ふい に何か冷た
い物が背 筋を走った 。その場 を満たし ていた陽 気さは霧 散し、
私は 訳が分か らぬまま、 空に輝 く星々にむ なしく救 いを求め た
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りした 。あの人 はまだ一 人で夢を見 ている。 その証拠 にほとん
ど瞳を動か さず、風 に吹かれ た髪が目に かかっ ても、一向 に気
に留 めようとし ない。
と
『お父っ つぁんは知 っている のよ』

た

ぐ

まだ 醒めぬま どろみの 中で、お嬢 さんの乾 いた唇か らかすれ
た声が洩 れた。反射 的に私は その白い 手を捕ら え、着物 の裾に
隠れ ていた腕 を手繰り寄 せる。 その黒く大 きな瞳に は、何の 動
揺の色も 現れていな い。

きむすめ

『お 父っつぁ んはあんた を殺す 気だって。 私は聞い てしまっ た
の。手下 の若い衆 に金を握ら せて、 海の荒れそ うな日に 船を出
し、 後ろから 突き落と す手筈ま で、ね。 私が生娘で はなくな っ
たのが、 お父っ つぁんには余 程くや しかったら しいわ』

『 みんな話し てしま ったわけじ ゃないん でしょう？ 』
『仕方が ないじ ゃない。娘 が夜こそ こそ家を 出るの、気 づかな
い 親がいると 思って ？』
『それ では、今 夜のこと も親方は… …』
『そろそろ、 大騒ぎ になると思 うわ。だ から、一 緒に逃げて ち
ょうだ い』
『水も食べ 物もなく て。そん なことが出 来ない くらい、分 から
なか ったんです か』
『じゃあ 、私と死ぬ しかない わね……。 あんた とあんな関 係に
なっ て、今更他 人の所に 嫁ぐ気も ないんだか ら』
私は驚く べき話の 展開に、 ただ呆然と するば かりだった 。袖
の中 から腕を 抜くと、身 を引き 離そうとし たが、今 度はあの 人
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がこち らの袖を つかんで いる。立ち 上がろう として、 舟は大き
く左右に揺 れた。の け反る形 で船尾の方 に逃れ ようとする と、

な

あの 人はこちら の上にの し掛かっ て来る。赤 い唇を びりびり震
わせながら、口紅が付くほどに顔を近づけ、気違いじみた目で、
こちらの顔を舐め回すみたいに見ている。月のないその晩には、
おもて
引き吊っ たその 面 ほど 白いもの はなかった 。
『早 く、私の 首を締める のよ』
命じら れるまま、 わなわな と両手を差 し出し たが、その 肌に
指先 が触れた 途端、恐ろ しさで 気が転倒し てしまっ た。そん な
大それた 罪が犯せ るだろうか 。両手 を合わせて 許しを請 い、船
底に うつ伏そ うとする 。
『この臆 病者！ そうよ、あ んたは 死ぬのが怖 いのね。 私の首

を 締めたとこ ろで死 に切れず、 おめおめ と警察の厄 介になる の
が落ちだ わ。一 生暗く汚い 部屋につ ながれて 、朽ち果て るがい
い わ』
私の腕 は力な く底に垂れ ていた。 その時だ った、女の 手首が
私の首に絡み 付いた のは。すぐ さま息が 苦しくな り、私は手 足
をばたつかせた。今ならまだ、腹の辺りを蹴飛ばすなりすれば 、
巻き付いた 手をこの 首から離 すことも出 来るか もしれない 。と
ころ が、そうま でして助 かりたい 、とも思わ なかっ た。まだ膨
らんでい ないお腹の 中には、 二人の命を 分けた 子が宿って いる
はず だったから 。血が一 斉に頭に 上り、割れ るよう な痛みが額
を襲った 。しかし、 それも長 くは続か なかった 。気が遠 くなる
につ れ、苦し みは少しず つ和ら いでいく。 すると、 遠くから 何
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やら子 守歌のよ うな声が 聞こえてき た。それ は先程女 が話して
ようせつ
いた、夭折 した星の 物語らし かった。私 は今や 、故郷の夜 空か
ら真 っ逆様に落 ちていく ところだ った。その 時、女 の声の背後
いた
から、私 の死を悼む 星々のハ ミングが流 れてき た……。私 はつ
いに 息絶えたよ うだった 。自分の 体が女の手 で海に 流されるの
も、舟の 上から眺め ていたの だから」

さまよ

「あ なたは、 まさか！」
「いや、 その時は死 ねなかっ たのだ。 でなけれ ば、今に 至るま
でこ うして、 夜の浜辺を 彷徨っ たりせずに 済んだだ ろう。海 に
流されて 数分も経 たないうち に、自 分は息を吹 き返して しまっ
たの だ。頬に ぴちゃぴ ちゃ、何 やら冷た いものが触 れている 。
突然、私 は殺さ れかかってい たこと を思い出し た。あの 甘美な

夢 は消え去り 、恐怖 が現実のも のと変わ っていた。 夢中にな っ
て水中でもがいていると、鼻や口から容赦なく水が入ってくる。
よ うやく水面 に顔を 出すと、あ の人が目 をむき出 して、こち ら
を見詰 めている ではない か。女は唇 を神経質 に震わせ 、後ずさ
りしたはずみ に、船 底に尻餅を ついてし まった。 何を恐れて い
るのだ ろう。女 は櫓にし がみつくと 、必死に 舟を遠ざ けようと
している。 私は張り 裂けんば かりの声で 救いを 求めた。あ の人
は櫓を舟から外すと、こちらの方に差し出した。これで助かる 、
と思った 。
『魚 にでも食わ れてしま え！』
櫓の先端 がこちら の額を打 ち砕いた。 血で目 が見えなく なっ
ても 、私は無 我夢中でそ れにし がみつこう とする。 その度に 容

43
44

赦なく 、私の頭 は水中に 沈められた ……」
「すると、 ここにい るあなた は……」
「幽 霊なんだろ うよ、た ぶん。何 とでも好き なよう に呼んでく
れ。実を 言うと、自 分は君の 前世の姿だ ったら しいのだ。 私は
肉体 を失って以 来、こう して海岸 をうろつき 、自分 を殺した女
のことを 思わぬ日は なかった 。そして 、女とい うもの全 てに憎
しみ を感じて きた。君が この世 に生を受け 、私が存 在する理 由
を失って からも、ね 。でも、 君をここ に呼び寄 せて分か ったん
だ、 君は私で あって、す でに私 ではない、 ってこと が、ね」
そこま で言うと青 年は立ち 上がり、 懐かしそ うな目で 不精髭
を撫 でている 。その背 後にある 漁火は、 日没の頃よ り輝きを 増
し、かえ って空 の暗さを引き 立たせ ている。改 めて顔を 見詰め

る と、彼は恥 ずかし げに下を向 く。黄ば んだワイシ ャツのポ ケ
ットから は、何 やら写真ら しい物が 飛び出し ている。
彼 は黙って 背を向け ると、そ の場を立 ち去ろうと した。僕 は
もう一度、その日焼けした顔を 、この目で確かめてみたかった。
それを察してくれたのか、彼はおもむろにこちらを振り返った 。
沖の光 を背にし たまま、 漁港の上に ある白く 光った丘 を指差し
ている。一 つ一つの 石柱は、 何事にも動 じない 冷たさで、 夜の
大気 を呼吸して いる。
「あそこ へ行ってご らん。自 分の墓はあ の中に あるんだ」
その 時、崖の 下の方か ら、風が吹 き上がっ てきた。 青年はい
つまでも こちらを向 いていた が、その 姿は次第 にぼんや りとし
て、 輪郭が少 しずつ崩れ 始めた 。やがて夜 の霞と一 つになり 、
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林の中 へと散っ ていった 。そして、 ものの一 分も経た ぬうちに
跡形なく消えた。 僕は目をこすると、改めて周囲を見回した 。
する と、先程ま で雲に隠 れていた 月は、再び 沖の方 に姿を現わ
し、澄ん だ光で海の 上を青く 照らしてい る。た だ不思議な こと
に、 彼の大きな 長靴の足 跡は、あ の墓地の方 へ向か って続いて
いた。
死 者達が眠る 丘のずっ と手前で 、その足跡 は途絶 えていた。
何か目に 見えぬ力に 寄り添わ れ、僕は 地蔵菩薩 の石像が 並ぶ、
その 門まで導 かれたのだ った。 林に囲まれ ているせ いか、遠 く
から見た 時とは異 なり、その 周囲は 意外に薄暗 い。ひょ ろ長い
水色 の電柱に 、笠をか ぶった白 熱電球が ただ一つ。 そこには 数
匹の蛾と 、クワ ガタが一匹た かって いる。コウ ロギの合 唱は聞

こ えたが、目 に入る 範囲での生 き物の姿 は、自分を 除けば、 そ
の虫達だ けだっ た。
墓 地の門に 並んだ石 像は、皆 胸の前で 合掌してい たが、顔 も
指の一本一本も摩滅して、おのおのの区別はほとんど付かない。
踏み固められた地面を歩いても、ほとんど靴音は立たなかった 。
日が とっぷり暮 れた後、 好んで 墓場を彷 徨う ような趣味は、
ちみもうりょう
たぐ
魑魅魍魎の 類いでな ければな いだろう。 ところ が、こうし て御
影石 の群れの間 を縫って 歩いてい く感覚は、 満更気 色悪いもの
でもない 。町中の古 い寺院を 夜歩く際の 、あの 陰惨な空気 とは
正反 対のものが 、ここの 空気には 漂っている のだ。 掃き清めら
れた通路 の脇には、 ツツジや カエデな どの灌木 が、それ ぞれの
区画 を仕切る ように植え られて いる。
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あの青 年がか つて実在し 、その骨 の一部が この地に埋 葬され
ている、な どという ことを、 本気で信じ ている わけではな かっ
た。 ただ僕の耳 底には彼 の声が残 っている。 あの柔 らかな飾ら
ない物言いが、ずっと昔から自分に呼び掛けてきたという夢が 、
過去 の記憶とい う形を取 り、胸の 内で結晶し 始めて いたのであ
る。一つ 一つの墓の 下には、 おのおの の時代を 生きた人 々の遺
骨が 納められ ているはず だった 。にもかか わらず、 そのいず れ
にも、不 思議なほど 人間臭さ は感じら れない。 火で焼か れた骨

まま

までも、魂と一緒に地下の石室から消え去ってしまったような。
僕はその 御影石の 肌に、人間 からは 得られない 或る種の エロス
を感 じた。そ れには、 人間の持 つ我が儘 な愛や偽善 的な温か さ
を欠いた 魅力が ある。その石 の表面 に触れたい 欲望を、 僕はか

ろ うじて押さ えるこ とが出来た 。
捜して いる青年 の墓は、依 然とし て目の前に 現れなか った。
早 くも焦燥の 念にか られ、僕は 門の方へ 戻ろうと した。ふと 、
脇の方 を見ると 、手入れ の行き届い た区画か ら離れた 場所に、
ドクダミが我 が物顔 に群生して いる。人 が余り立 ち入らない せ
いか、 道には腐 り切らな い落ち葉が へばり付 いている 。靴先が
足下の小石 に当たっ た。それ は数メート ル転が ると、膝ほ どの
高さ の苔むした 石の手前 で止まっ た。それが 捜し求 めていた墓
だった。
突然 、言い様 のない喜 びに満たさ れた。そ れはただ の興奮で
はない。 あの幻が語 った事は 全て真実 だったの だ！ 少 なくて
も、 その時の 僕はそう信 じた。 半ば草に埋 もれたそ の墓は、 い
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かにも みすぼら しく、長 い間詣でる 者もいな かったら しい。し
ゃがみ込む と、石の 表面を指 でこすって みる。 そこには彼 が死
んだ 年月日が刻 まれてい る。一部 が欠けてい るので 、大正五年
という文 字までは読 み取れる のだが。享 年二十 六、とある 。
これ で自分も 本当に自 由になれる 、と思っ た。世間 から逃れ
ようとし ていた謎も 解けて。 結婚して 家庭を持 つことへ の恐れ
は、 この夢の ような体験 ととも に消えつつ あった。 しかしそ れ
ささや
は、今 まで僕 の内 部で 囁 き続 けたらしい、 あの青年と永別す
るこ とを意味 するのだろ う。こ の旅が終わ れば、僕 は自分と 性
格を異にする人達と、生活をともにしていかなければならない。
それ に早く気 づくよう にと、僕 はこの地 に導かれた のかもし れ
ない。彼 に何か 礼が言いたく なり、 墓石の頭を 指で撫で ようと

す る。それに 顔を近 づけた時、 唇の先端 が冷たい石 の表面に 触
れていた 。
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佐渡の 旅、そ して「漁火 」
髙野敦志

僕が「漁 火」の主 人公のよ うに、佐渡 へ旅立 ったのは、 大学
院を 出てまも なくの頃で した。 当時の自分 は自我と いう殻の 中
にこもっ て、外の 世界に触れ ること を恐れてい ました。 旅をす
ると いうのは 、自分と異 なるも のに触れる ことです 。あの小 説
は実際に 佐渡で目 にしたこと や、そ の折に心に よみがえ った書
物の 言葉、そ れに夢で 見た風景 などが混 じり合って 生まれた も

の です。
佐渡金 山の坑道 を下ってい く場面 があります ね。そこ ではル
ソ ーの『孤独 な散歩 者の夢想』 の一節を 思い出し ました。ま た
日 本 海に 沈 む 夕 日を 眺め なが ら 、『観 無量 寿 経 』 のこ と が 頭 に
浮かびました 。これ は阿弥陀如 来を瞑想 する方法 が書かれた 経
典で、 古代人に とっては 、西日は極 楽浄土に おわす仏 そのもの
でした。脳 裏に描か れた極楽 のイメージ は、次 第に外界と 変わ
らぬ 迫真性を帯 びてくる といいま す。それと 同じよ うに、漁火
を眺めて いる主人公 は、いつ しか心の世 界に引 き込まれて 、目
を開 きながら夢 を見てし まうので す。それは 彼の心 の奥にわだ
かまって いたものを 、少しず つ解きほ ぐしてい きます。 その夢
を見 終わった 時、彼は今 度こそ 外の世界に 触れなけ ればなら な

53
54

い、と 思うよう になるの です。
どんな作品に感動するかと言いますと、筋書きの面白さより、
文章の美 しさを持っ たものに 対してです 。定型 詩は余り読 みま
せん が、散文詩 には大い に惹かれ ます。文章 のリズ ムを通して
感じられる息づかい、言葉が次々に喚起していくイメージこそ、
僕自 身も生み 出したいと 願って いる世界で す。これ は散文詩 と
いうジャ ンルに分類 されます 。ここで 自分が好 きな作品 を一つ
挙げ てみまし ょう。それ はロー トレアモン の『マル ドロール の
歌』で、 奇怪なイ メージが自 動書記 を思わせる 文でつづ られて
いま す。数あ る邦訳の 中で、僕 の心に最 も響いたの は青柳瑞 穂
訳です。 これは 抄訳ではある ものの 、言葉の一 つ一つに 、魂を

揺さぶる力が込められています。とりわけ冒頭の「老いたる海」
が好きで す。
老いた る海よ 、お前は同 一性の象 徴だ。つ ねにお前自 身その
ままだ。お前 は本質 的には変化 しない。 よし、お 前の波濤が い
づれの 部分かで 荒れ狂つ てゐようと も、それ より遠い べつの地
帯では最も 完全な静 謐のなか にある。
（青 柳瑞穂訳『 マルドロ オルの歌 』より）
自動 書記とい えば、シ ュルレアリ スムのブ ルトンの ことを思
い 出 さ れ るで し ょう 。『シ ュル レア リ スム 宣 言 』 は衝 撃 的 な 内
容で すが、詩 や散文に関 しては 、ブルトン 自身より も、彼に よ
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って見 いだされ た先人や 、その周辺 にいた文 学者に共 感を覚え
ました。超 現実と訳 される言 葉は、現実 を超越 した世界を 示す
もの ではありま せん。現 実に立脚 しながら、 狭義の 現実に収ま
らない夢 や無意識の 世界を含 めた、グロ ーバル な現実をと らえ
るこ とを目指し ています 。
日 本の作家で 一人好き な人を挙 げるとした ら、梶 井基次郎が
それに当 たるかもし れません 。僕が魅 せられて いるのは 、異様
な緊 張感のみ なぎる「檸 檬」よ りは、月夜 に分身に 引きつけ ら
れて入水 する「Ｋ の昇天」で す。
影 と 『 ド ッ ペル ゲ ン ゲル 』。 私 は この 二 つ に 、 月夜 に な れ ば

憑 かれるんで すよ。 この世のも のでない といふやう な、そん な
ものを見 たとき の感じ。─ ─その感 じになじ んでゐると 、現実
の 世界が全く 身に合 はなく思は れて来る のです。 だから昼間 は
阿片喫 煙者のや うに倦怠 です。
（梶井基次郎 「Ｋの 昇天」より ）
僕が「漁火 」で舟 橋聖一顕彰 青年文学 賞をいた だいた時、 選
考委 員を務めら れた村松 定孝氏は 、この作品 を「Ｋ の昇天」を
連想する と評されま した。い まだに作家 とは言 えない僕は 、長
編を 書かなけれ ばという 思いがあ る一方、あ せって 功を求める
ことなく 、一つ一つ の掌編に 魂を込め た梶井の ように、 自身が
美を 感じるも のだけを描 いてい きたい、と いう意識 も強いの で
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す。
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