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 豊穣の秋到来 と始めたいところですが、気分的にはとても豊かな気持ちにはなれ

ない今日この頃です。コロナウイルス蔓延にはじまり、頻発する森林火事や洪水、そして戦争、

暴動、硝酸アンモニア爆発事件、その上、蝗害による食糧危機まで心配され、このままで２０

２０年が終わるのかと思うと、何とも侘しい気がします。    
 
年初からニュースにはなっていましたが、東アフリカ諸国のケニヤ、エチオピア、ソマリヤで

異常発生したサバクトビバッタが、小麦やトウモロコシをほぼ全滅させ中東、パキスタン、イ

ンドに向かいました。約 4,000 億匹と数字ではかつてのナポレオン軍勢をはるかに上回ってい

たようですが、軍団がアルプスを越えたようには行かず、バッタ群団はヒマラヤを目前にＵタ

ーンして、しかしよりパワー・アップしてアフリカに戻って行ったそうです。しかし今度は中

国の黒龍江省や吉林省でトノサマバッタが発生し、大きな被害が出ていると報告されていま

す。ここからは日本には結構近いですよね。まさか海を泳いで来るとは思われませんが、産卵

された積荷などでやってくる可能性はあると云われています。子供の頃の“イナゴとり”を懐

かしむなんて呑気なことを言っている場合ではないのかもしれません。先日、スーパーで鞘イ

ンゲンを買い求めましたが、袋に原産地・ケニヤとありましたので、この国の農作物が全滅で

ないことを知り、いくらかほっとしました。同国産のコーヒーも棚に沢山並んでいました。 
 
言うのは勿論耳にするのもうんざりするコロナウイルス。ロックダウンという聞きなれない言

葉や、マスク・洗浄・身体的距離（ソーシャルジスタンシング）、そして何だかよく分からな

いクラスター感染や３密まで日常会話に加わりました。あれもダメこれもダメと限られた生活

で気が滅入ることも沢山ありましたが、それでも今回いいことも２～３ありました。 
 
友人・知人からのメール、電話、手紙で安否問い合わせ、見知らぬ人からのヘルプの申し出、

断捨離実行、読書、そして“ネット文化サロン”が立ち上げられたことなどです。このサロン

はメールで意見交換、気炎をあげてコロナを打ち負かそうとの思いで、少人数で開始されまし

た。まず、「二枚目も マスクでは サマならず」に応えて「マスク下 出っ歯隠して 超美

人」でコロナを笑い飛ばして出発。若かりし日々に感激した詩や文学の紹介や批評文が出れば、

「妻をめとらば才たけて みめうるわしくなさけある 友をえらばば書を読んで 六分の侠

気四分の熱」と鉄幹ならず、Ｗ大学の野人の歌まで飛び出し、簡単に半世紀タイムスリップし

てしまいました。都会を逃れ避難した地の田園風景の紹介文や、英国では珍しい“暑中お見舞

い”も飛び込みました。 
 
特に興味があった話題は“マスク文化比較論”です。仲間の一人が引用した文章で、ある心理

学者によれば、西洋人は会話のさい相手の口元を見るので、マスクをかけるのを嫌がるが、日

本人は目元を見るのでマスクは平気というのがありました。それに応えて別の仲間が、日本で

は咳やクシャミ、欠伸に加えて失言まで手で口元を覆う習慣がある。又扇子や着物の袖で口元

を隠しながら、目で相手に心情を伝えようともする。「口は禍のもと」、「大口をたたく」、「悪

口」、「陰口」、「軽口」、「口先だけの人」、「へらず口」など口に関して否定的表現も多いので、

「沈黙は金」と口を閉じることによる効果を最大限に生かそうとする気風があるから、マスク

で口を覆う事にあまり抵抗を感じないのではないかというのです。 
 
マスク着用が公共の場で義務づけられた昨今、イギリス人の間で会話の際、口から目への移行

がスムーズに行われるかどうか興味深いところです。「進入禁止」のサインから、車の代わり

にコロナ菌の図柄に入れ替えた、デザイナーマスクがもしあれば購入したいものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

はじめに 
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私と英国（その１） 
 

   長嶺安政 
 

英国日本人会の文集「英国春秋」に今回投稿する機会を頂いたことに大変感謝している。私は、昨年 2019

年の 11 月に英国に日本国大使として赴任した。その後順調に英国での仕事を開始したが、新型コロナウ

イルスの感染が蔓延してきたために、3 月の第１週辺りから予定していた行事のキャンセルが入り始め、

3月第２週が辛うじて面会や行事をこなせる最後の週になってしまった。3月２３日から英国でも強制力

のあるロックダウンが実施されることになり、大使館も 2 交代制の導入を余儀なくされた。その後、ロ

ックダウンは少しずつ緩和されてきたが、面会や行事をまだ従来のように行うわけにはいかない。この

原稿を書いている 9 月中旬には、再び新規感染者数が急増してきており、警戒が必要になっている。と

いうわけで、本来なら英国日本人会会員の皆様とはこの 9 か月の間に直接お目にかかりご挨拶をさせて

頂く機会も多々あっただろうと思うと、何ともやるせない気持ちと焦燥感を感じるというのが偽らざる

気持ちである。新型コロナウイルスの感染の影響から少しでも逃れる時が訪れたら、是非皆様に直接お

話をさせて頂きたいと切に願っている。そのような事情で今回は「英国春秋」誌上で自己紹介をさせて

頂くことに格別の思いを持っている次第である。 

 

私は、英国での滞在が今回で３回目になる。外務本省でも日英関係に関わる仕事を経験した。今回は、「私

と英国」の第一回目と題して、私が最初に英国に滞在した

時のことに触れてみようと思う。私は、1977年に大学を卒

業して直ぐに外務省に入省した。当時は外務省に入って 1

年経つと語学等の在外研修のために皆外国に出されること

になっていた。私の場合は、入省時に英国留学と決められ

たため、自分で大学を選び、必要な論文等を準備して願書

を提出した。私はオックスフォード大学を希望して出願し

たところ、受け入れてもらえることになり、1978年の夏に

晴れて英国研修に旅立つことになった。私は外務省に入る

まで外国で生活したことはおろか、外国旅行もしたことが

なかったので、文字通り人生で初めて訪れる外国が英国と

なったのである。 

 

1978 年の 7 月初旬の朝、アンカレッジ経由でヒースロー空港に着いたばかりの私を含む研修生数人は、

当時メイフェアのアッパーグロブナー通りにあった日本大使館を訪れ、先輩書記官の案内で当時の加藤

匡特命全権大使に着任の御挨拶をした。しっかり研修の成果を上げるように大使から励ましを頂いたが、

私には重厚な大使室の様子が殊の外印象に残った。この日に大使館近くのグロブナースクエアで撮った

写真は私の外交官デビューを飾るものとして大事にしている。 

 

夏の間はケンブリッジ大学での夏季講座に出席したり、バース

市の語学学校に通ったりして過ごしたが、10 月にはオックス

フォードに移動した。オックスフォード大学では、勉強も生活

も所属するコレッジが中心になるが、私が入学したキーブル・

コレッジは 1870 年創立とオックスフォード大学の中では比較

的新しいコレッジだった。2 年間を過ごしたコレッジでの生活

は戸惑うことも、失敗したことも色々あったが、それまで日本

では経験できなかったことを多方面で経験することのできた

貴重な時間だった。この間に培った友達との交流は今でも続い

ているし、指導して頂いた教授とは今でも連絡を取らせて頂い

ている。 

 

オックスフォードの授業は、コレッジの教授との少人数授業、いわゆるチュートリアル形式で行われる
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が、8週間の学期の間は、このチュートリアル授業にかかり切りだった。私は政治学と経済学を学んだが、

一番興味を惹かれたのは、政治哲学の授業だった。法とは何かから始まり、正義、平等、自由、そして

民主主義などに係る問題を深く掘り下げて考えさせられた。経済学も政治学（特に政治機構や国際政治）

も外交官として仕事をしていく上で役に立つ授業だったが，一見実務とは関係ないように見える政治哲

学の授業で学んだことが国際政治上の問題の本質を考える上で、後々参考になった。また、英国人の考

え方を理解する上でもこの授業で学んだことからヒントをもらった。最近英国ではコロナ感染の中でマ

スクを着けるべきか否かの論争が起きたが、政治哲学の観点から見ると個人の自由はどのような社会的

制約の下に置かれるのかという本質的な問題を英国では惹起したのだと理解している。 

 

 

1980年の夏に 2年間の英国での研修を終えて、私は日本に帰り、外務省の本省で再び働くことになった。

2回目の英国駐在は 20年後に巡ってきた。しかし、今、40年前を振り返ってみても、若い外交官として

英国の大学で学んだ当時の経験は実に貴重な人生経験だったと思っている。昨今、外務省入省 2，3年の

後輩が本省での最初の勤務を終えて在外研修のために赴任してきて、私のところに挨拶に訪れると、私

はいつも、「長い外交官人生の中でこれからの 2年間ほど知的な基礎体力を鍛えることのできる時はない

と思って過ごしなさい。」と励ましている。神妙な顔をして聞いている若い後輩に 40 年前の自分の姿を

重ね、目の端にかすかな羨望の色を交えながら諭している私自身に気が付いて思わず苦笑してしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西洋美術史を 

学んだことの幸福感が一杯 

                         

                            渡邉道英 
 

東京教育大学教育学部には教育学科、教育行政学科、教育心理学科、特殊教育学科、芸術学科などがあ

り、芸術学科の中には芸術学、絵画、彫塑、構成、工芸、書の各専攻がありました。 

特別な才能の無い私には「日本美術史」、「東洋美術史」、「西洋美術史」を学ぶことでした。勿論 4 年間

に一般教養科目及び専門技術科目の単位を習得しなければなりません。従って各専攻から「ヌードモデ

ルのデッサン」「陶芸」「写真撮影」「書道」(王義之の臨書など)学びました。一般教養課程が一学年、二

学年に集中的に行われ、人気のある講義、例えば美濃部亮吉先生の「経済学」家永三郎先生の「日本文

化史」河盛好蔵先生の「フランス文学」などは立ち見席が出るような人気番組でした。 

折しも、私が一年生の時『フランス美術展』が上野公園にある「東京国立博物館」で開催されました。

主催は東京国立博物館、国立西洋美術館、朝日新聞社であり、数ヶ月前から朝日新聞紙上で出品作品の

紹介記事があり、切り取ってファイルしていたものが手元に保管されていて、私の収集癖の一端を垣間

見ている様です。懐かしいばかりでは無く当時の有名な美術家、美術史研究者、哲学者の記事が掲載さ

れていて今のいま役立っています。 

 

1、ルーヴルを中心とするフランス美術展（1961年 11月３日−1962年 1月 15日） 

 

1961年（昭和 36年）大学入学することができ、四国は今治市から東京に上京した年、つまりは大学一年
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生の時上野公園内にある『東京国立博物館』において、上記の大展覧会が開催されました。出品作品は

1840年から 1940年に制作された美術作品で、言わずもがなであの輝かしい「印象派絵画」の代表作がず

らりと展示され、何とその数 480 点。近代絵画の流れを一目にして捉えることの出来るよう配慮されて

いました。例えば 19 世紀後半に至って最も充実し、近代絵画の舞台を輝かしく創り上げた印象派前後の

関係やあるいは 20世紀に入って新しい足跡を残したフォービイスムについても、その性格をはっきりと

示す作品が選ばれ、さらに現代絵画の世界を一段と飛躍させたキュヴィスムやあるいはその他の多くの

傾向にわたって、それぞれの動きを直接捉える事が出来る様に、系統的に展覧されていました。 

クールベの「三人の浴女」ドラクロワの「狂えるメデイア」ミレーの「春」ドガの「取引所にて」ユト

リロの「コタンの袋小路」ブラックの「大理石のある静物」ルオーの「酒

飲み女」モヂリアニの「青い目の女」ロートレックの「馬車でニースに

向かうアルフオンヌ」マチスの「装飾模様の中の人物」ルノワールの「花

への賛歌」そしてこの展覧会で初めて知ったモローの「一角獣」と、ピ

ュヴィス•ド•シャヴァンヌの「化粧」には驚かされ惹きつけられました。

モローはセザンヌの先生であってロンドンに来てからと言うもの『ナシ

ョナルギャラリー』で数少ない傑作を何度も見てきました。夢心地にし

てくれます。ド•シャヴァンヌの絵は大変ピュアなものを感じ、ギリシ

ャの大理石彫刻に似て魅入ってしまいます。ともあれ、学生時代に見た

印象派を中心とした絵画、彫刻は殊の外大好きで、私を美術史の世界に

導いてくれました。ロンドンに来て以来、ギリシャ、フィレンチェ、ヴ

ェネチュア、ローマなど数回に渡り観光で、時には専門家の先生に伴わ

れての研究旅行に出かける事ができました。愛妻に感謝し、今後とも貪

欲に研究し愉しみたいと考えています。さらには同じ様な趣味を持って

いる方と語り合いたいものです。印象派絵画は「パリ国立近代美術館」

があまりにも有名ですが、ロンドン市内の「コートールドギャラリー」

にも相当量の作品があります。セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンの作品等 

モロー、『セント・ジョージとドラゴン』 ゆっくり鑑賞できます。勿論「ナショナルギャラリー」には世界的にも        

ロンドン・ナショナルギャラリー    名高い絵画史の全貌が展示され、若い世代の皆さんには格好の学び舎と 

               考えます。 

 

２、ギリシャ美術の透明感と人類のお手本を示した精神文化 

 

我が恩師「澤柳大五郎先生」はギリシャ美術の研究者として、日本ばかりか世界的に知られた学者です

が、大学を卒業して間も無く母校東京教育大学、東大、東北大、京都大、早稲田大、慶應大などギリシ

ャ美術の若手研究者を引率して、ギリシャ（ロンドン大英博物館のエルギンマーブル室を含む）を訪問

することになり、私ども卒業生にも案内が送られてきた。当時の日本円で 60万円、参加したい気持ちは

在るものの、映画助監督の給料（初任給与 2 万円余）の 30 回分は無理であった。幸い４０年ぶりの 65

歳の時ロンドンから愛妻信子と 2 人プラス学友夫妻も加わ

って、思い出深い「古代ギリシャ文化めぐり」の旅をした。

生憎アクロポリスの丘に聳える『パルテノン神殿』を見学す

る予定でしたが、当時ストライキが勃発「アテナ•ニケ神殿

の階段」を登ることが出来ませんでした。誠に残念無念でし

た。それでも旅行会社と引率してくれた専門家の判断で、ア

クロポリスの丘を裏側から見ることができ、大変印象深い旅

となりました。一週間同じホテルに宿泊、毎朝当日巡る古代

ギリシャの遺跡群の講義を受けた後で、30 人近い仲間がバ

スに乗り一日中研修旅行でした。 

手元に澤柳大五郎著岩波新書『ギリシャの美術』と三年先輩

の福部信敏（元東京芸術大学の教授）著『ギリシャ美術紀行』     アテネ・パルテノンの神殿 

（時事通信社）があります。確かベストセラーである岩波新書版『ギリシャ美術』は私が大学４年生の

時、ルーヴル美術館の「ミロのヴィーナス」の特別展覧会があった年に合わせて発刊されたものと思い

ます。いまだに忘れられないのが澤柳大五郎先生のお言葉です。ギリシャ美術の最高傑作との鳴り物入
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りで「ミロのヴィーナス特別展」を開催し、長蛇の列をなしていることに関して、『皆さんはギリシャ美 
 

術史を学ばれてパルテノン神殿造営の時代がギリシャ彫刻のピークであったこ

と。「ミロのヴィーナス」は人気が先行し関心が高いが技巧的にはそれほどの作

品では無いことに気が付いて欲しい』と。このことはその後の勉強で理解でき

たし、実際にロンドンに来て「大英博物館」で現物に触れることができ、自ら

で確認しました。あのエルギンマーブルのコーナーの入り口に座している「ク

ニドスのアフロデイテ（ヴィーナス）」を初めて見た時合点がいきました。皆さ

んもご覧になって確かめてください。見事な彫刻です。なお澤柳先生の著作『ギ

リシャ美術』（岩波新書版）の中の極めて異例の沢山のギリシャ彫刻の写真が掲

載されていますが、同博物館の許可を得て先生自らが撮影された写真で一杯で

す。ガラスケースの中にある物体を撮影するのは容易ではありません。写真家

「名取洋之助」さんが評価した澤柳先生はプロ並みの写真を撮り、教材として

活用されていました。私の富士写真フイルム時代、何度かギリシャで撮影され

た写真の現像、プリントを依頼され、当時母校を退官され早大文学部大学院で

教鞭を取られていましたので、お届けしたことがありました。                      
 ミロのヴィーナス、     

ルーヴル美術館       私立大学の雄•早大の一般教養科目の講義は大きな教室で行われていて、しばし 

恩師のギリシャ美術の講義を拝聴したこともありました。 

今は亡き恩師の墓地が武蔵野の丘陵にあって、学友たちと訪ね黒光のする御影石に「美」の文字が刻印

された恩師の墓前にぬかずく度に、我がゆく先が明るくなったことを思い出しています。後で知ったの

ですが、恩師の父上様『澤柳政五郎』さんは日本に西欧の教育制度を取り入れ、最初の文部大臣として

教育制度を構築、高等師範学校で教育者を育成すること。東京大学、京都大学など全国に七帝国大学立

ち上げ、自ら京都大学の総長として指揮をとられました。さらに晩年は国の教育行政を離れ「成城大学」

を作り理想的な実践教育をされたとのこと。大変逸話の多い偉大な教育者であられた由。ともあれ、来

年には我が映画制作について、映画についても理解のあられた恩師澤柳大五郎先生に報告に行きたいと

願っている私です。 

 

 

 

 

3、ルネッサンス美術と三大巨匠（ダヴィンチ•ミケランジェロ•ラファエロ） 

 

アルノー川畔の美しい都フィレンチェを訪れると、五世紀も昔の栄光の跡を今に留める大聖堂や教会や

宮殿の片隅などに、６つの丸い球を天使の楯のように不規則な菱形に並べた風変わりな紋章が、刻み込

まれているのに気がつく。この紋章こそフィレンチェの町と切っても切れない深い関係で結ばれている。

それは、この芸術の都が歴史の上で最も華やかであった時代（1400年代）におい

て、フィレンチェの事実上の支配者であったメデイチ家の紋章にほかならないか

らです。さて、このフィレンチェは「古典古代（ギリシャ、ローマ）の文化を復

興しようとする文化運動」つまりルネッサンスの時代になり、その中心になった

のが、地中海貿易で繁栄した北イタリア、トスカーナ地方の諸都市で、特にフィ

レンチェは毛織物業と銀行業が盛んになり、大きな経済力を持っていた。フィレ

ンチェ出身の詩人ダンテ（1265ー1321）が政敵によってフィレンチェを追放され、

流浪の生活の中で代表作『神曲』を完成させました。古代ローマの詩人•ウエルギ

リウスが地獄•煉獄巡りの案内人として登場し、主人公が地獄•煉獄から魂の浄化

を経て天国へ登ってゆくという内容であり、ローマの古典文学とキリスト教によ

る救済との調和を図った一大叙事詩である。続いてペトラルカ（1304ー1374）は古典古代の時代こそ人

間性が肯定されていた理想の時代であり、中世（キリスト教公認の以降のローマ帝国が衰退した時代）

を暗黒時代と考えた。ペトラルカは修道院に保管されていた古代の文献を収集し、ラテン語による詩作、

著述を行なったが、このように古典の教養を持ち、人間の生き方について思索する知識人を人文主義者

と呼ぶようになった。また、1453年のコンスタンテイノーブルの陥落（東ローマ帝国滅亡）の前後には、
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東ローマから多数のギリシャ人の知識人がイタリアへ亡命してきました。末期の東ローマ帝国では古代

ギリシャ文化の研究が盛んになっており、彼らが携えてきた古代ギリシャ•ローマの書物や知識は古代文

化の研究を活発化させた。人文主義者の一人、フィチーノ（1433ー1499）はメデイチ家のプラトン•アカ

デミーの中心人物で、プラトンの著作を翻訳しました。 

イタリアでは古代ローマ帝国の文化が栄えた土地で、古代の遺物も多く、彫刻家、建築家らはこれから

多くを学ぶことができた。建築の分野ではブルネレスキーがルネッサンスの建築家の始めとされる。大

ドームを架けるという課題に合理的な解決をもたらし、世の賞賛をあびました。中世の職人とは異なる、

高い教養と科学的知識を持つ建築家の誕生です。「人間はあらゆるものになる可能性を持っている」と説

いた人文主義者アルベルテイは建築論と実作、絵画論など多くの分野で業績を上げており、ルネッサン

スの理想である「万能の天才」の一典型とされる。またミケランジェロ、レオナルド•ダ•ヴィンチ、ラ

ファエロはそれぞれ絵画、建築、彫刻など多方面での才能を発揮しました。 

 

■1446 年頃、レオナルドは当時フィレンチェにおいて、最も優れた工房を主宰していたフィレンチェの

画家で、彫刻家でもあったヴェロッキオが運営する工房に入門しました。この工房で『聖アンナと聖母

子』の習作とも言われる『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ（1499−1500 年 ナショナルギャラリー所有）

を描いたといわれています。 

1482年から 1499年まで、ミラノ公国で活動していました。現在ロンドンのナ

ショナルギャラリーが所蔵する『岩窟の聖母』は 1483年に聖母無限罪の御宿

り信心会からの依頼で、サンタマリアデッレグラッツィエ修道院の壁画『最

後の晩餐』（1495年－1498年）もこのミラノ公国滞在時に描かれた作品です。 

1502 年にレオナルドはローマ教皇アレクサンデル 6 世の息子ボルジアの軍事

技術者として、イタリア中を行脚しました。そしてついに土木技術に特化し

た工兵の長たる軍事技術者に任命されました。やがてフィレンチェに戻り、

「フィレンチェ政庁舎」（ヴェッキオ宮殿）大会議室の壁画『アンギアリの戦

い』のデザインと製作に 2 年間携わリました。この時大会議室の反対側の壁

では、ミケランジェロが『カッシーナの戦い』の制作に取り掛かっていまし

た。またレオナルドは 1504 年に、ミケランジェロが手がけて完成間近の『ダ

ヴィデ像』をどこに設置すべきかを決める委員会の一員になっておりました。 
                                                 『岩窟の聖母』 

ロンドン・ナショナルギャラリー 

1513 年から 1516 年にかけて、レオナルドはヴァチカンのベルベデーレで多くのときを過ごしています。

当時のヴァチカンはミケランジェロと若きラファエロが活躍していた場所でもあった。レオナルドはフ

ランソワ１世に招かれ、フランソワ１世の居城アンボワーズ城近くのクルーの館が邸宅として与えられ

ました。レオナルドは死去するまでの最晩年の 3年間を、弟子のミラノ貴族フランチェスコ•メルツイら、

弟子や友人たちとともに過ごしました。 

 

■ミケランジェロ（1475年３月６日−1564年２月 18 日）は、イタリア盛期ルネッサンス期の彫刻家、画

家、建築家、詩人、西洋美術史のあらゆる分野に、大きな影響を与えた芸術家

です。ミケランジェロ自身が本業と考えていた彫刻分野以外の作品は決して多

くはないにもかかわらず、様々な分野で優れた芸術作品を残したその多才さか

ら、レオナルドダヴィンチと同じく、ルネッサンス期の典型的な「万能の人」

と呼ばれています。 

ミケランジェロの彫刻で最も有名と思われる『ピエタ』（1498 年－1499年 サ

ン・ピエトロ大聖堂）『ダビイデ像』（1504 年、アカデミア美術館）はどちら

もミケランジェロが 20 歳代の時の作品です。またミケランジェロ自身は絵画

作品を軽視していたが、西洋美術界に非常に大きな影響を与えた 2点のフレス

コ画、システイーナ礼拝堂の『システイーナ礼拝堂の天井画』と祭壇壁画『最

後の審判』を描いています。さらに建築家としてもフィレンツエのラウレンツ

イアーナ図書館で、マニエリスム建築の先駆けと言える様式で設計を行ってい

ます。また 74歳の時にはサン・ピエトロ大聖堂の主任建築家に任命された。 
 ダビデ像、アカデミア美術館 
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この時ミケランジェロは従前の設計を変更し建物西側（奥）はミケランジェロの設計通りに建てられま

した。「神から愛された男」と呼ばれることすらあり、当時の人々からは偉人として畏怖の念を持って見

られたという。ミケランジェロの作品に見られる情熱的で独特の作風は後続の芸術家たちの模範となり、 

盛期ルネッサンスの次の西洋芸術運動であるマニエリスムとなって結実していきました。 

 
 

 

■ラファエロ•サンテイ（1483年４月６日−1520年４月６日）は盛期ルネッサンスを代表するイタリアの

画家、建築家。一般的には単にラファエロと呼ばれ、ラファエロの作品はその明確さと分かりやすい構

成とともに、雄大な人間性を謳う新プラトン主義を美術作品に昇華したとして高く評価されていて、レ

オナルド•ダ•ヴィンチ、ミケランジェロとともに、盛期ルネッサンスの三大巨匠と言われています。ラ

ファエロは異例なほどに大規模な工房を経営していて、37 歳という若さで死去したとは考えられないほ

どに多数の作品を制作しました。多くの作品がヴァチカン宮殿に残されていて、特に「ラファエロの間」

と総称される 4 部屋のフレスコ画は、ラファエロの最盛期作品における最大のコレクションになってい

て、最も有名な作品の一つの『アテナイの学堂』も『ラファエロの間』

の内「署名の間」と呼ばれるフレスコ壁画です。 

ところで、ローマに落ち着くまでのラファエロは「放浪の人生」を送

っていました。北イタリアの様々な主要都市で絵画を手がけ、フィレ

ンチェでは 1504年頃からかなり長時間にわたって滞在している。 

ラファエロはペルジーノのもとで修行していた頃から、最先端のフィ

レンチェ美術を取り入れつつ自身の作風を確立していった。この時期

ラファエロが描いた作品に最も直接的な影響を与えたのは、1500 年か

ら 1506年にかけてフィレンチェに戻っていたレオナルド•ダ•ヴィンチ

だった。レオナルドの作品の影響のもとラファエロが描く人物像は、

より生き生きとした複雑な姿勢をとったものへと変化していった。レ

オナルドのモナリザを真似たと思われる、斜め前を向いた三角の構成

で若い女性を描いたドローイングがあるが、作風は完全にラファエロ

独自のものと言える。また、レオナルドが創始した「聖家族」「聖母子」

を三角の構成で描く手法もラファエロは取り入れており、この構成で 
                                 アレキサンドリアの聖女カタリナ 

                                 ロンドン・ナショナルギャラリー 

描かれた聖家族や聖母子はラファエロの絵画の中でも非常に有名な作品が多い。イギリス王室のロイヤ

ル•コレクションが所蔵する、ラファエロが模写したレオナルドの『レダと白鳥』のドローイングがあり、

ラファエロの『アレクサンドリアの聖カタリナ』のカタリナのポーズはレオナルドの『レダと白鳥』に

描かれているレダのポーズを真似ている。また、レオナルドが完成したと言われる絵画技法のスフマー

トもラファエロは自身の技法として昇華しており、微妙な人体表現や人物相互の感情表現として、レオ

ナルドのスフマートよりも自然なかたちで作品に取り入れた。このような最先端の絵画技法を取り入れ

ながらも、ラファエロの作品からベルジーノ由来の柔らかで清燈な光が消えることはなかった。 

『ベルヴェデーレの聖母（牧場の聖母）』（1506 年頃）の絵葉書を私のデスクに飾っているが、このラフ

ァエロの絵画は私の荒んだ気持ちまでも浄化してくれる。 

偉大なルネッサンス時代の三大巨匠に感謝するとともに、沢山の芸術家の作品がいかに無味乾燥の現代

社会に生きる私たちのためになっているか、計り知れない。ありがとう偉大な芸術家の皆様ーーー。 
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ハガーとカドラー 
 
                            マークス寿子 
 
 こんなカタカナ語が何のことかわからなくて当然である。私もつい 2－3 日前、テレビの朝の番組で見

て知った言葉である。英語では Hugger と Cuddler である。この英語も最近の何でも簡単にするテレビ

用語であろう。その元は、Hug と Cuddle である。どちらも「抱きしめる」ことだが、親が子供を可

愛がって抱きしめたり、恋人や夫婦が抱き合ったりする行為である。 
 この「抱きしめる」という行為も最近の流行？では、親子や恋人・夫婦に

限らず、実は誰とでも抱き合うことになっているらしい。私のように英国に

50 年近くもいる人間は何かというと「昔は・・・」と昔と比べてみんなに

嫌がられるのだが、その伝でいくと、昔は決してこんなに簡単に人と抱き合

ったりしなかった。握手が親しさを示す行為であった。それがいつのまにや

ら、ちょっと親しくなると誰も彼もが抱き合うことになっていた。 
 嬉しい時、悲しい時、と言っても大したことでなくても若い人達がキャー

と言って抱き合っている。先日の A レベル試験の発表の時もテレビで成績

がよかった女の子たちが二人三人と抱き合ったり、母親や父親と抱き合うシ

ーンが映し出されていた。 
 

 私が驚いたのは 2017 年の総選挙の時の事であった。この総選挙はメイ元首相が絶対に勝つと言われて、

彼女が自信満々に解散総選挙に出たのであったが、案に相違して彼女の賭けは失敗に終わり、保守党が

過半数割れとなった。労働党も“大躍進”とは言うものの過半数には達しなかったため、辛うじて保守

党政権が続いたのであった。ここでは選挙結果の分析をするのが目的ではないが、当時労働党は社会主

義政権を目指すコービンが党首であり、若い人に大きな支持があった。大学の授業料を無料にするなど、

若い人を狙った政策を掲げていたのだが、更にはこれまで労働党の党首の名前さえ知らなかった女子学

生などが白い髭のコービン党首に肩を抱かれて、そうかそうか大変だなあなどと言われると、すっかり

信用出来ると思ったなどと報道されていた。若い世代が優しさを求めているという解説もあった。と言

って、メイ首相が男の肩を抱くわけにもいかないだろうにと私は首相に同情した。 
 選挙直後に起きたグレンフェルタワーの火災で 70 人もが亡くなった時、コービン党首は被害者を訪問

して一人ひとりを抱きしめて慰めたが、同じく被害者を訪問したメイ首相は出来るだけの措置をとると

約束したが、家族を亡くした被害者を抱きしめて慰めることはしなかった、彼女は冷たい人だと言われ

ている－－－これも新聞の報道であった。 
 話がいささか逸れたが、私が言いたいのは、このように hug を信

奉している人が、今のコロナ・パンデミックにどうしているかという

事である。ハグどころか、握手もいけない、いや、他人に近寄っても

いけないという時代になって、そういう習慣のない日本人、中でも私

のような年代の日本人にはない苦しみがあるらしい。それは特に老人

に酷いらしく、ロックダウンの最中、孫が祖父母を訪ねても、遠くか

ら手を振るだけで、近づいてハグやキスはいけないとされていたから

老人たちは欲求不満の塊りだったらしい。 
 ロックダウンが解除された時のテレビのニュースでは、あちらでも

こちらでも祖父母の首に抱きついている孫、孫を抱きしめてキスして

いる祖父母が映し出されていた。 
 
 この原稿を書いている段階（9 月初め）では、コロナ感染第 2 波などと言われて日本でも英国でも感染

者が増加しつつあるが、それ以前 5 月 6 月には日本はコロナをほぼ抑制したのではないかと言われるほ

どだった。と言って日本が何か特別なことをしたわけではないらしいと不思議がられていた。その頃の

タイムズ紙に特派員が書いたコラムがあって、つい笑ってしまった。つまり、日本で感染が少ないのは、

日本人は元々ハグもキスもしないし、握手さえもしない、以前から 2 メートル離れてお辞儀をするのが

正しい礼儀の国だったから、そして子供達はいつも手洗いを奨励されていたし、冬にはマスクをしてい



英国春秋２０２０年秋号 

11 
 

た、それが感染拡大のない理由ではないか。書いた本人も少々笑いながら書いているようだった。     
 英国でもボリス首相自ら握手は止めて肘と肘をつき合わせたりしていたし、フランスのマクロン大統

領は英国を訪問してボリス首相と握手をしそうになって慌てて手を前に組んでお辞儀をしたが、それは

日本式ではなくて古い中国式のお辞儀だった。 
 それならば、これから欧米の国々の人達は必要に迫られて、日本人のよ

うにお辞儀をしてお互いのあいだに距離を置いて挨拶したり話したりする

ようになるかと私は少し楽しみにしたものだった。少なくとも、予防のワ

クチンや治療薬が完成するまでは。 
  
 ところが、ここに別の問題が生まれてきた。ハグやカドルがないと耐え

られない、孤独感に耐えられず、精神的におかしくなる人が増大している

というのである。ロックダウンや Shielding などで他人と付き合うことが

できなくなり、一緒に食事をしたり、愚痴を言い合ったりする友人がいなくなって孤独感に苦しむこと

になる。別にハグはなくてもいいけれど、気儘に付き合える友人は男でも女でも欲しいというのは当然

の、誰でも持つ気持ちであろう。しかし、ここではもっと極端に 1 週間に一度はみんなで集まってアル

コールを飲んでキスやハグをして騒ぐというのが生活のなかに入ってしまっている人のことのようであ

る。それが出来ないとなると欲求不満で頭がおかしくなるというのだ。 
 もっともコロナ以前から、つまり 21 世紀、デジタル世紀には個人の力が強くなる代わりに他人と協調

することが少なくなると言われてきた。その特徴は特に欧米に強く見られ、もともと家族制度の強いア

ジアではそれほどでもないと言う。しかしながら、日本でも大都市では一人暮らしの人が増加し、以前

のように 2 世代 3 世代共同で暮らすことは急速に減少しつつある。英国ではシングルマザーも法律的に

保護されているから、子供は欲しいが結婚はしたくないという女性や、共棲するだけでいつでも別れる

ことが出来るように結婚はしないなどと言う男女が増えて、要するに「独り」を選ぶようになっている。

その一方で、多くの友人と集まって浅い関係を楽しむという事が生活の基本になる。 
 ところが、何かの理由で浅い付き合いの友人ができない－――仕事が忙しい、競争相手が多いから人

と付き合う時間がとれない－――そして、コロナ・パンデミックのような事態になると、孤独に耐えき

れないということになる。 
コロナ・パンデミック以前にすでに「孤独」は大きい社会問題になっていた。自分の孤独を癒やそうと、

いろいろな方法を試して、その結果を本にした女性がいる。その第一は Rent a Friend という会社にお

金を払って“友だち”を借り出した。このアメリカの会社は各国に支社があって、オンラインでオーダ

ー出来る。そして、この“友だち”はまったく性的な関係ではなく、あくまで一緒に食事をする、買い

物に行く、お喋りをするなどの行為だという。次は、お金を払って Cuddle を買うこと。これも純粋に

「職業的」にカドルするだけで性的な意味は持たないことが特徴である。誰かと深い関係になるのを否

定しているから孤独になった人が顧客であるから、これは当然であろう。そして、メンタルに追い詰め

られた人達への治療として Cuddle グループというのもある。 
友だちを買ったり、カドルを買ったりするのは、あくまでそれだけを“買う”のであって、性を買うわ

けではないし、恋愛関係になる訳でもない。それゆえに、買うのは毎回同じ人ではなくて、次々と異な

る人をオーダーするのが普通であるとのことであった。 
 
 長生きが普通になって一人暮らしで孤独な老人が増えていて、それが社会問題になっているのはどこ

の国でも同じであるが、若い人の孤独が問題になっているのは、デジタル時代の

若者たちは人と付き合えないのだという。機械に向かっているのと、人と向き合

うのは当然大違いなのだ。友達の出来ない大学生、恋人の作れない若者たち。こ

れは日本でも同じである。私が 10 年前まで日本で教えていた時（半年づつ日英

を往復して）最後のゼミ（男子ばかり 10 人）で、突然一人の学生が立ち上がっ

て「先生、ハグしてください」と言った。私には酷いショックだった。丁寧にお

断りしたけれど、若者の孤独は今に始まったことではないようだ。そう言えば、

その頃、日本では人間の恋人よりもロボットの恋人の方がいいと言う若者がいる

ことがニュースになっていた。今ではロボット研究はずっと進んでいるから、ハ

グもカドルも上手、しかも料理も掃除もちゃんとする、なんてロボット恋人がもう出来ているのかも知

れない。  
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「リーチ工房」100 年の歩み 
                          

 加藤節雄 
 
 
 英国の陶芸家バーナード・リーチが濱田庄司とともに英国西南端、コーンウォールの港町セント・ア

イブスにリーチ工房を作ってから今年でちょうど 100 年目を迎えた。リーチは英国に日本的なスタジ

オ・ポッタリー方式(工芸作家による手作りの作陶)をもたらし、英国そして西欧の陶芸制作に画期的な変

化をもたらした。リーチに会った最後の日本人として、また、リーチ工房修復運動に携わった唯一の日

本人として、この 100 周年を機に私の経験を出来るだけ多くの人とシェアすることにより、リーチ工房

の歴史と現在を知ってもらい、これから先 100 年に向かって工房が存続していくことを願い、私は最近

『バーナード・リーチとリーチ工房の 100 年』という本を上梓した。 
 
●リーチとのインタビュー 

 1978 年、私は晩年のリーチに会う機会を得た。セン

ト・アイブスの白い砂浜のそばに建つタウンハウスのラ

ウンジで、リーチは「ヨクイラッシャイマシタ」と日本

語で挨拶してくれた。ちょうど彼の自伝『東と西を超え

て』が刊行されたばかりで、かなりリラックスした感じ

に思えた。 
 日本からの訪問客はほとんど来ないそうで、大いに歓

迎してくれた。まず初めに、窓の外を見てくれという。

白い砂浜にはところどころに黒い岩が突き出している。

リーチは「龍安寺の庭みたいではないですか」と言う。

確かに！ 私は目の前にいる老人がすでに失明してい

ることを忘れていた。彼の目にはこの風景が焼きついて

いるに違いない。 
 「私は視力を失ったが、まだ声が残っている。」 
話は尽きない。日本での経験、濱田のこと、柳のこと、民藝館のこと、まさにひとつの質問に対して 10
の答えが返ってくる感じであった。私は陶芸家というよりも哲学者と話をしているような錯覚を持ち続

けた。インタビューは昼食を挟んで午後に、そして夜食を食べて夜まで続いた。私の用意した質問はと

うになくなっていた。それでも彼は「もう質問はないのか」と聞いてくる。午後 10 時になり、私は彼を

ベッドルームへ送り、家を出た。外は真っ暗で星がきれいに夜空に光っていた。 
 
 
●リーチ工房修復運動 
 リーチの没後、工房はジャネット夫人が継承していたが、夫人も亡くなり工房は荒廃し遂に売りに出

されてしまった。2003 年になり、地元の有志がリーチ工房の修復運動を始めたというニュースを聞き、

私はセントアイブスへ行き、修復運動会長のキャロル・ホランドさんに会い、ボランティアとして運動

に加わりたい旨を告げた。キャロルさんは喜んで私を歓迎してくれ、日本とのリエゾンの役割を果たし

て欲しいということになった。 
 私はすぐ日本へ飛び、朝日新聞の文化部に連絡を取り、修復運動のことを

記事にしてもらい、その足で訪ねた駒場の日本民藝館では全面的な協力を約

束してくれた。益子にも出かけた。濱田庄司の孫の濱田友緒氏と会い協力を

お願い、ここでも暖かい歓迎を受けた。その後、在英日本大使と在日英国大

使の日英両大使が修復運動のパトロンになってくれ、日本側の支援は資金援

助も含めて大いに弾みがついた。 
 2008 年に工房は博物館、展覧会場、制作工房、教育センターを持つ総合

陶芸センターとしてオープン、数々のワークショップや著名陶芸家のデモン

ストレーションや講演会を催しており、今では世界中から人が訪れている。 



英国春秋２０２０年秋号 

13 
 

 
●芸術家村 
 リーチ工房のあるセント・アイブスは英国の芸術家村としても有名である。素晴らしい海と陸のコン

トラスト、どこまでも澄んだ青い空、透明感を持つきれいな空気を持つこの港町には 19 世紀後半から芸

術家が訪れ、住み込むようになった。1920 年代には芸術家協会も設立され芸術家村としての確固たる地

位を占めた。 
 現在セント・アイブスには 2 つの大きな芸術家協会や伝統を誇るアートク

ラブ、テート・ギャラリー、バーバラ・ヘップワース彫刻庭園、リーチ工房、

そして数多くの商業ギャラリーが軒を並べており、アートラバー（芸術愛好

家）で賑わっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

懐かしい  

スタンモアコーラスグループ 
 

                                      田村 陽子 
 

今から 14年前、夫が亡くなって、ぼんやりしていた時に、近くでコーラスグループがある事を知った。

混声四部合唱団で 40 余名のグループだった。 

その日行ってみると分厚い楽譜を何冊か渡され練習は始まった。聞いた事はあるが、歌った事は全くな

いものばかりだった。こんなに難しいの、やって

いけるだろうか。毎回予習をしていっても、中々

ついていけない。私のパートはアルトだった。 

 

１ヵ月程過ぎたある日、アルトの一人、Rillaが 

「ヨーコ、私の家でパート練習をするけど来な

い？」と。私は願ってもない事と思い参加の旨を

伝えた。当日 Rillaは近くの駅まで迎えに来てく

れた。彼女の家に着くと御主人が、イギリス人の

御主人が、焼きそばを作って待っていた。彼は歌

わないがグループの世話をし、かげの力となって

『バーナード・リーチとリーチ工房の 100 年』 
加藤節雄著、河出書房新社、2500 円(税別) アマゾンで

購入可能  
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いた。ひとしきり、食べたり飲んだりした後、練習は始まった。アルトのパートが録音された CDを聞き

ながらフレーズごとに何度も繰り返し練習した。Rillaはこのグループでかなり長い間歌っていて、役員

もしていたが、ちっとも鼻にかけず、困っている私のようなメンバーに声をかけ練習をつけてくれてい

た。それ以来少しは自信もつき 10 年も続ける事が出来たのだ。年に 3 回のコンサート、また 3年に１度、

ローカルにある 3つのコーラスグループとの合同演奏会をやった。思い出深いのは、St Albans Cathedral

での合同演奏会で、オーケストラの伴奏で Karl Jenkins "The Armed Man" を歌った事だ。その中には広

島の原爆を歌ったメロディもでてくる。合同で 300 名余での合唱は迫力があった。場所がよいので音響

が抜群であった。その時指揮を担当したのは我がコーラスの Nickであった。彼は練習熱心でユーモアが

あり教え方が上手かった。彼は私達のグループの他に musical groupも指導していた。ある日"Singing in 

the Rain" の公演を指揮するというので私達は応援も兼ねて劇場にかけつけた。舞台中に雨が降って傘

をさして踊り、歌うあのシーン。懐かしい思い出だ。 

 

毎週ピアノの伴奏をしてくれる Jamesは音楽学校出で、家業の Funeral Directorをやっていた。無口で

真面目な青年で Nickと上手く呼吸があっていた。 

 

セクレタリーのマグダレーナはドイツ人で大学で日本語を教えていた。日曜日には、ローカルの教会で

牧師をしていた。コーラスの日に決まってやって来て 「ヨーコさん、チョット、この日本語 チェッ

クしてくれる？」と。 

ドイツで日本語を学び、日本は岐阜県の大学で 3年間ドイツ語を教えたそうだ。日本びいきだから、ロ

ンドンの日本祭りには必ず来てくれたものだ。 

 

このグループは資金稼ぎの為にやっている事がいくつかあった。それはコンサートの日にプロのソリス

トや合奏団を雇い又会場費を支払う為である。私達は一人最低 2枚のチケットを売る事にはなっている

のだが。 

ひとつは、tea timeにラッフルチケットを売る事だ。担当の女性はテナーを歌う、それはどういう訳か

テナーを歌う男性がいないからなのだ。彼女はいつも早くきてテーブルの上に物を並べ準備していた。

もう何年も担当しているようだった。 

 

 もう一つは tea or coffeeを作る事だ。二人一組の当番制だ。当番の日には皆より早く来てお湯を沸

かしたり、カップ、ミルク、砂糖、ビスケットなどをセットしておくのだ。そんな時、誕生日だからと

いって大きなケーキを持って来る人もいる。 

飲んだあと何がしか、ドネーションするのだ。 

コンダクターが 60歳になった時、Jamesがとつぜん Happy 

Birthday を弾いて皆で歌った。tea time の楽しい一時だった。 

  

  コンサートの日、インタバルの時にワインやジュース、スナ

ックがでる。これもドネーションが置けるように小さな入れ物が

置いてある。 

 

皆コンサートを成功させるために色んな工夫をしているのだ。音

楽が大好きな人の集まり。尽きない想い出の多いコーラスグルー

プであった。が、わたしは 10年を区切りとして退会し、今は室

内楽に夢中になっている。 
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英国春秋俳壇 

 
 
 

                  エリオットつやこ 

 

    洗い髪 
 
 

春眠の夢はとぎれて指動く  

 

老猫と老女に赤きチューリップ 

 

みつばちと相性よろし芥子の花 

 

にわか雨すぐには止みて花いちご 

 

 

 

洗い髪風にまかせて乾かしぬ 

 

緑蔭や走り回るは犬の仔ら 

 

柔らかな風を返して古うちわ 

 

朝顔の明るき心もらい受け 

 

           

 

 

 

 

自己隔離そろそろ疲れ秋きざし 

 

木々の影やさしくなりて夏終る 
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  バロー典子 

                       ロックダウン 
 

          都市は今、静まり返り、ひとりの人影も見えない 

               夢のようで、しかし夢ではない 

          空には―筋の飛行機雲も見えず、空は青く澄み渡っている 

               夢のようで、しかし夢ではない 

          その青い空を背景に、樹々に咲く花々が、美しく映えている 

               夢のようで、しかし夢ではない 

          しばらく来なかった小鳥が巣をつくり、雛の鳴き声が聞こえる 

               夢のようで、しかし夢ではない 

          蘇る自然の中で、初めて出会う動物と、初めて見る野辺の花々,  

               夢のようで、しかし夢ではない 

          ロックダウンによる自主隔離生活を田舎でしている私たち 

               それも、夢のようで、しかし夢ではない 

 

桜が咲き散り、リンゴの花が咲き散り、水仙もつつじも同じく、咲いて散った。時が流れた。コロナは未だに残り、

果ては知れない。それも又、夢のようで、しかし夢ではない。 

思えば、今は戦いの相手は、人間ではなく目に見えないウィルスであることは、せめてもの幸い。 

閉じられた空間で、人は家族の安全を願い、遠い祖国の人々を思い、友の身の上に、思いを馳せ、無事であれ

かし、と日々に祈る。 

久しぶりに元気な声を聞いた時の、かってない喜び！あたり前と思っていたことが、あたり前ではなかったこと、

必要と思っていたことがそうではなかったこと、何が大切なのかを、改めて思い、家族に、周りの人に、社会に感

謝し、そして、何よりも自然の恵みに感謝して、今を大切に生きてゆきたいと思う日々です。 

ロックダウンは世界中の人々が、同じ問いを、静かに考え、反省する期間になるのではないでしょうか。 

かって世界史の中で、コレラや天然痘の蔓延の危機の時節がありました。そして、その都度、世界はより良くなっ

たと聞いております。 

恐れることなく、より良い新しい世界が来るように、このパンデミックが、世界が、人が力を合わせるチャンスであ

りますように、まずは自分がより良く変わってゆくチャンスでありますように努力します。 

友よりの ひまわりの種 植えながら 花咲く頃の 世界はいかに 

危機ありて 新しい世界 開けゆく 何かは知らず 面あげて歩まむ 
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危機ありて はじめて生まる 佳きことの 

あるを心に 今を活かさむ 

 

 

いにしえの 春の都の 青空も 

かくはありしか 青のさやけさ 

 

 

コロナ禍と ー言にして 言うなれど 

自然の息吹 甦り見ゆ 

 

 

 

名も知らぬ 小鳥飛び来て 名も知らぬ 

野に咲く花も 出会いは歓び 

 

 

桜花 つつじ、あやめに あじさいと 

自然は移り 励ましやまず 

 

 

めぐりゆく 母なる自然に はぐくまれ 

自然の―部 ひとも生きゆく 

 

 

 

 

友よりの ひまわりの種 植えて待つ 

ひまわり咲けど コロナは消えず 

 

 

変わりゆく 次なる世界に 生きる子ら 

乗り切る力 知恵もまたあり 

 

 

コロナ後の 世界の様は 知らねども 

怖るることなく 笑みて歩まむ 
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散歩という言葉について  
黒田犬彦 

 
 
 
 新型コロナウイルスはいつ終息するか分からない。今年三月末から私たちの行動は極端に制限されて

いる。私は朝夕の二度、散歩に出かけるようにしているが、毎日同じ道を歩いても面白くない。しかし、

外に出なければ運動不足になるので、自らを励ますように散歩をしている。そこで本稿では「散歩」と

いう言葉について考えてみよう。 
 

日本で散歩という言葉が、一般に使われるようになったのは、明治時

代のことらしい。アララギ派の有力な歌人、中村憲吉の『しがらみ』と

いう歌集に「散歩という態わざごとを我れすれど故さとの村の人はせざ

らむ」という歌がある。「態わざごと」は「わざわざごと」と読み、「と

くに意識してする行為」の意味である。「故さと」は「ふるさと」である。

歌の大意は「私は意識して散歩というものをするが、故郷の村人たちは

そういうことをしないだろう」である。 
中村憲吉は明治二十二年、広島県双三郡の大地主の家に生まれた。長

じて東京帝国大学に進み、伊藤左千夫、斎藤茂吉、石原純など一流の歌

人たちと交流した。東京の自由な空気に接した憲吉は卒業後も東京に残

ることを望んだが、家を継ぐために故郷へ帰らざるを得なかった。しか

しその数年後、大阪毎日新聞に職を得て関西に移り住む。上に引用した短歌はその頃に作られたもので、

年代でいえば大正十年頃である。 
その当時、都会ではすでに散歩が新しい時代のハイカラな習慣として広まっていた。東京で数年過ご

し、散歩の習慣を身につけた憲吉は故郷に帰ってからも、田舎暮らしの屈託を鎮めるためにしばしば村

の中を散歩した。山深い田舎にはまだ散歩の習慣はなく、憲吉は村の住民から「東京帰りの地主の息子

は用もないのに外をうろうろ歩く」と白い目で見られたらしい。 
空海や芭蕉などの例は別にして、昔の日本人は目的もなくむやみに戸外を歩き回らなかった。そうし

た行為は「犬の川端歩き」と呼ばれ、馬鹿にされた。「犬の川端歩き」とは犬が川岸を歩いても食べ物に

ありつけないことから「何も得られない無駄な歩き」を意味した。幕末に駐日公使としてアメリカから

やって来たタウンゼント・ハリスも「日本人は慰楽としての散歩をしない」と「日本滞在記」に書いて

いる。 
 ところが明治維新以降、西洋の文化が入って来て、歩行に対する日本人の考え方が変わった。そこに

はイギリス文学との関わりがあったともいわれる。その頃のイギリスは産業革命によって世界の大国に

なっていたが、一方で理知や実利を重視し過ぎる傾向に反発し、自然回帰を主張する人たちがいた。そ

うした機運から生まれたのがイギリス・ロマン主義である。とくに知られているのはワーズワースやコ

ールリッジなど自然を賛美した詩人たちである。 
彼らはイギリスの自然を愛し、叙情豊かな美しい詩を書いた。その作品はいちはやく日本に紹介され、

島崎藤村、森鴎外、徳富蘆花、国木田独歩など明治期の詩人や作家に影響を与えた。ワーズワースが湖

水地方を歩き、「黄水仙の詩」を書いたように、島崎藤村は千曲川周辺を歩き、「千曲川旅情の歌」を書

いた。文学作品を介して、田園の中を歩き、木や花を見たり鳥の声を聞いたりしながら、自らの想念に

浸る散歩が日本に徐々に広まっていった。イギリスのロマン主義はそうした形でも日本に影響を与えた

のである。 
ところで明治時代も後半になると、散歩はハイカラな習慣としてだけでなく、運動としての効用が認

識され始め、これを国民に周知させる動きも出て来た。その証拠に明治三十四年には「散歩唱歌」とい

う歌が作られている。「来たれよ友よ打ちつれて／愉快に今日は散歩せん／日は暖かく雲はれて／景色す

ぐれてよき野辺に」で始まるこの歌の作詞者は「鉄道唱歌」や「故郷の空」で知られる大和田建樹であ

る。「鉄道唱歌」は六十三番まであったが、「散歩唱歌」も五十番まであった。 
先述の中村憲吉は「故郷の村人たちは散歩などしないだろう」と詠んだが、その二十年余り前にこの

ような唱歌が出来ていたことは興味深い。大和田健樹は若いころから国内外の文学をよく研究し、新し
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い唱歌の作詞に力を注いだ。英語にも堪能だったから、島崎藤村と同じくイギリス・ロマン主義の影響

を受けた一人だったかもしれない。 
 散歩という言葉は明治になって初めて日本で使われるようになったが、実は中国にはこの言葉が古代

からあり、有名な唐詩選にも出て来る。中国の漢詩は昔から日本の教養人に親しまれて来た。当然、散

歩という言葉も知られていたはずだが、西洋の影響を受けて初めて日本で使われるようになったところ

に、明治という時代の性格が表れている。 
 ともあれ、家に閉じ籠もってばかりでは健康に悪い。これからだんだん寒くなるが、コロナウイルス

に負けないためにも、毎日散歩に出かけたい。（終） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日々、小さな感動を求めて 
 
                                        須永静江 
 
私は、いろいろなことに感動する。 
人の言葉に感動する。人の親切に感動する。人の生き方に感動する。 
生き物の生き方に感動する。植物の自然との関わりに感動する。 
そして、感動することは、日々の生き甲斐である。 
 

私の自然を観る目は、1830 年〜1870 年頃に活躍したフラン

スのバルビゾン派の画家の見方に多分に影響を受けている。

これは、私が「生きることの意味は？」などの悩みの時代に

買い集めた世界美術画集の一冊に、リチャード・パークス・

ボニングトン、テオドル・ルソー、ナルシス・ディアズ、シ

ャルル・フランソワ・ドービニーなどの風景画が載っていて、

それらを繰り返し繰り返し観ているうちに、いつしかそれら

の絵が、私の心の奥底に埋められ温められたためであろう。 
ボニングトンは、余り知られていないので、少し紹介したい。

彼は、1802 年 10 月にイギリスのノティンガムシャーに生ま

れ、父親から水彩画を習う。14 歳で家族と共にフランスのカ

レー(Calais)に移住。ここで、さらに、イギリス帰りのフランスの画家からイギリス式水彩画技法を学ぶ。

1818 年、家族と共にパリ(Paris)に移住。ドラクロアに会う。ルーブル(Louvre)に通い、オランダやフラ

ンダースの画家の描いた風景画を模写する。1820 年、パリの国立高等美術学校(école des beaux arts) に
通い始める。そしてこの頃、パリ郊外や近辺の田舎にスケッチ旅行に出かける。1822 年、当時西ヨーロ

ッパ全域に渡り、画家の登竜門であったフランス王立絵画彫刻展(Paris Salon)に初出品。1824 年には、

イギリスの画家コンスタブル(Constable)、コプリー・フィールディングと並んで金賞を受賞。この時、

コンスタブルは 48 歳。フィールディングは 37 歳。ボニングトンは弱冠 22 歳である。彼は短い生涯をフ

ランスで活躍し、同時代のフランス人画家に大きな影響を与えている。 
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これまでのフランスやイタリアの美術界は、神話・伝説を題材に

した絵、聖書の話を基にした宗教画、宮廷画や肖像画などの古典

画を高く評価していた。パトロンである王侯貴族の大広間や教会

の壁など大きな空間を埋める大掛かりな作品が多く、画家は屋内

(おくない)で長時間掛けて仕上げた。バルビゾン派の画家たちは

画室に閉じこもって絵を描くことをやめ、戸外に出て、見たまま

の景色を全面に描くことを試みた。「人物の居ない森や川に、太

陽と雲」を描く。そこには、四季の移り変わりと、日々刻々に変

化する日の光、空の色、雲の形と色などの自然界のドラマが描き

出される。動物や人物も描くが、それらも、今の瞬間、目の前に

繰り広げられているありのままの自然の一分として描くのである。何世紀にも渡り語り伝えられた神話

や伝説、聖書の中の話などのようなよく知られた題材を絵に描くのではない。しかし、伝統的古典画に

重きを置いた、当時のサロン(フランス王立絵画彫刻展)のパトロン達は、な

かなか風景画の価値を認めたがらなかった。王政が倒れ、次第に市民権が確

立して行った。志を同じくした若い画家達が大都市パリを離れ、「フォンテ

ンブロー(Fontainebleau)の森」の近くのバルビゾン村に生活を共にし、目

の前に繰り広げられる日々の自然と人間のドラマを描いた。彼らは、一日の

絵画活動の終わりに安宿(やすやど)に集まり、新しい絵画について熱心に語

り合った。やがて、風景画が風景画として独立したジャンルとして認められ

るようになる。この過程で、イギリスの浪漫派の画家、ボニントン、コンス

タブル、ターナーなどの風景画がヨーロッパの画家たちに大きな影響を与え

ている。バルビゾン派の画家の活動は、コロー、ルソー、ミレーなどを経た

後、マネ、モネなどの印象派の画家たちへ、そして、セザンヌ、ゴッホなど

の後期印象派の画家たちに受け継がれて行く。ゴッホは、生涯に渡りドービ

ニーを賞賛し、人生の最後の 10 週間をドービニーの住んだパリ北部郊外に

住み、「ドービニーの住んだ家とその庭」を 3 枚も描いた。この内の１枚は、日本の「ひろしま美術館」

にあるようだ。 
 
ボニングトンは、25 歳 11 ヶ月の若さで結核で亡くなってしまった。短い生涯に残した数々の作品中、

私は、彼の風景画が好きである。空が画面の広い空間を占め、地(水)平線が低く遠く伸び、全体に明るく

軽い感じのものが多い。彼の画風はターナーの画風に似ているところがある。それは、どちらも、イギ

リス式水彩画法を徹底的に学んだことによると思う。ターナーは、1775 年 4 月生まれ。14 歳で画家を志

し、「あらゆる種類の天候と光」を絵に表そうと、スケッチブックを片手に勢力的に歩きまわった。76
歳余に渡る生涯を絵画に投じたターナーは、彼にしか描けない珠玉の作品を数多く残した。彼の描いた

繊細な絹照りの日の光は、神々(こうごう)しいの一語に尽きる。ボニントンの短い人生は、まさに、彗星

の如くであった。彼がロンドンの Tottenham Street W1 で亡くなり、Kensal Green Cemetery に両親

と共に埋められていると言うことを知って、私は 2019 年 10 月に散歩がてら墓地を尋ねたが、彼のお墓

は見つからなかった。また近いうちに行ってみたい。 
 
  私がロンドンの北部バーネット(Barnet)地区に移り住んで１年半になる頃、Covid-19 のため自己隔離

をしなければならなくなった。gym 通いは出来ず、健康維持するにはどうしたら良いか？一日一度の外

出は許された。そこで考えたのは、家から歩いて 5 分で行ける、ドリス・バリー・グリーン・ウオーク(Dollis 
Valley Green Walk)を毎朝散歩することである。楽しみは、ここの広い野原と林に繰り広げられる夜明

けの空のドラマを、バルビゾン派の画家の目で観ることである。さらには、谷間を訪れるマガモ、白鷺、

青鷺の姿に、森に歌う鳥の声に、これまで知らなかった自然を見つけ、多くのことを学ぶ楽しみも加わ

る。 
 
日々、小さな感動を求めて。 
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雑 感 
                                      

                                        石山望 
 

私、以前に、この文集で、英国の犯罪人のことを書いたことがある（ロニーとバスター ２）。 

 

「罪を犯した」人のことである。 

「法に背いた」人のことである。 

そして、揚句「捕まった」人のことである。 

「刑罰」に処せられた人のことである。 

そして、「英国では、犯罪者を、場合に依ってはそれ程憎まないところがあ

る」とも書いた。 

 

私、かつて、英国で刑務所を定期的に訪れられておられた英国人を知ってい

る。Ｍさん。 

受刑者の一人Ｊさんに面会する為である。その受刑者は、「傷害致死」の科で服役中であった。 

その罪の背景に十分同情の余地はあったのであろう。それを知られたＭさん、この赤の他人の受刑者定

期訪問の労を買って出られた。 

そして、この二人は、Ｊさんが刑期を終えられ出所された後も交遊を続けられ、良き友達になられた。 

 

私、このＪさんに一度お目にかかったことがある。非常に快活で気持ちのいい青年であったことを覚え

ている。しかも、素敵な女性に巡り会われ、子供も授かられた。 

因みに、Ｍさんはクエーカー教徒である。 

 

嘗て、日本を震撼させた「宮崎勤連続幼児殺害事件」。 

宮崎自身は、逮捕後、極刑に処せられたが、それは、まあ、日本という国では理解できるとしても、宮

崎勤の一族も壊滅状態になり、揚句、離散にまで追いやられたと言う。 

宮崎の父親は、息子の逮捕後、処刑前に自殺。そして、宮崎の直接の家族は言うに及ばず、遠縁に当る

人まで、宮崎と姻戚関係にあるというだけで、離職又は離縁。 

とどのつまり、元々きちんとした家である筈の宮崎家一族は、この勤の犯した罪の為に、完全に離散し

てしまったのである。 

 

然し、これは、私からすれば、余りにも悲惨である。可哀想という言葉ではとても括り切れない程、口

惜しい。 

英国と日本とでは、「国情」というものが違うので、ここでは慎重にものを言わなくてはならないが、

然し、先ず、これは英国では一寸考えられないことである。 

 

社会の成り立ちが、「個人」を基礎にしている英国では、親族の一人が犯した罪に、親戚だというだけ

で、何故私までが責任を負わなくてはならないの？ということになるであろう。 

そこへ行くと、日本では、社会の成員の基盤は今尚、飽くまで家族である。 

「連帯責任」いう言葉がある様に、日本では犯罪者の親族全てに、その犯罪の波紋が及ぶ。「だ～れか

が叱られた、。 み〜んなでご免なさい」の世界である。 

そして、結局、その親族の成員の縁談にまで影響が及ぶというのであるから、これは話が深刻である。 

そして、そういうことが起る為には、その起因になる親族の一員は、犯罪者に限らず、例えば精神病者

とか、要するに「尋常でない」人であればいいのである。 

 

私の高校の先生には二人の可愛い娘さんがおられた。 

然し、上の娘さんは滅多に家から外に出られることがなかった。一方、下の娘さんにはボーイフレンド

があり、結婚。然し、どういう訳か、二人だけで、こそこそと隠れる様に挙式された。 
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後で聞いた所に依ると、お姉さんは子供の頃、40度とかの高熱を出され、それが運悪く頭脳に達してし

まい、結局、彼女は、生涯「脳障害者」と言うことになってしまった。それが原因で、妹さんのそうい

う異様な結婚式になったのだそうである。 

只、これは、どう考えても理不尽である。 

 

他にも、私、自殺された二人の日本女性を知っている。何れも、兎唇。 

 

これらのことを考えあわせると、日本人としては可成り「はみ出し者」のこの私が、

なぜ日本では上手く生きて行けなかったということの原因も、分ろうというものであ

る。日本ででも、事態は、近年可成り改善したとは思うが、こういう普通の類型に属

さない日本人のことも、偏見を取り払って、よく考えて欲しい。 

 

最後に、英国エリザベス女王の母方の従姉妹お二人が、生涯精神病院におられたとい

うのは、知る人ぞ知る事実である。 

 

 

 

 

方 言 
 
 
日本の方言というものが好きである。例えば博多弁。 

「、、弁」というからには、もちろん、話し言葉である。 

 

しんしゃった、きんしゃった、やめんしゃい 

何ばしちょると 

しきる、しきれん 

よかばい、よかよか 

こらえてつかあさい 

わしゃ九州男児ぞ 

あっりましょが 

帰られんと 

言いよりました 

 

最近、TVの youtubeで、この博多弁を見事に使う人を観て聴き惚れた。ただ、一般人ではない。博多の

芸人である。二代目博多淡海。 

昔の松竹新喜劇、「愚兄愚弟」（昭和 50 年）の舞台で。 

 

昔、日本にいた時にはこの松竹新喜劇というもの、よく観ていた。まだコンピューターなどなかった時

代のことである。 

この新喜劇は、ご存知藤山寛美を柱とする劇団であるが、この博多淡海という人、お名前も知らなかっ

たし、観るのももちろん初めてであったが、この人の芸がまた抱腹絶倒ものの面白さ。 

名前からお分かりのように、博多出身で、綺麗な博多弁をしゃべられる。面白いこと面白いこと。彼の

出る部分だけ、3度ばかり繰り返し観た。そして 3 度とも、腹を抱えて笑った。 

寛美さん、新喜劇は、自分の人気だけで持っているようなものなのに、その時は淡海さんにお株を取ら

れたようで、さぞ気に食わなかったことであろう。 

それはさておき、何でも、博多には、お祭りなどの時に「博多にわか」という喜劇の出し物があって、

役者は仮面をかぶって出てくるんだそうである。博多淡海は、そういうところから出てきた代々の名前

なのではないであろうか。 
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私の観たのは二代目。彼の又の名前が木村進。三代目まで続いたそうであるが、

今もう、この名跡はないとのこと。 

 

知り合いの博多の人に訊いてみた。 

するとこんな返事が返ってきた。「今どき、そげん言葉ば喋られる人、ほとん

ど無かとです、」 

あ～あ、昔の良いものは、何でも消え去っていくのか。 

 

私、実に綺麗な大阪弁を喋られるお方を知っている。「、そうでっせ」。今年、残念ながら、このお方

に会いそびれてしまった。来年こそはと期待している。 

 

日本の、よく知られた方言といえば、他に、秋田弁、名古屋弁、広島弁、。 

大阪弁、京都弁などというのは、あまりにもよく知られていて、何か「方言」とは言えない気がしてい

る。 

 

私、一度、プロの芸人が秋田弁で喋っているのを聞いたことがあるが、

実に面白かった。今、それを、自分で復元できないのが無念である。 

 

「方言が好き」と言っても、私、やはり汚いのは嫌い、綺麗な方言で

なくては、。 

江戸っ子弁なども、歯切れはいいかもしれないが、それが下町言葉に

なると、実は、そんなに品のいい言葉ではないのかもしれないと思っ

ている。 

 

私、東京の女性の「いいんだってば、」とか「酷いったら、ありゃし

ない」という言い回しは、もう一つ好きになれない。 

 

最後に。上記、秋田弁が面白いと言ったが、秋田の人は、そういう面白い言葉を、恥ずかしく思ってお

られると聞いた。非常に残念なことである。 

 

 

 

 

 
英国春秋あれこれ 
 
ここに面白い文章がある。イエス・キリストはカナン語のアラム弁を喋られたそうだが、

この本の作者はそれを名古屋弁に意訳した。（「絵画で読む聖書」中丸明著より） 
 
過ぎ越しの祭りで姿が見えなくなり３日目にようやく姿を現したイエスに向かって、「お

みゃあの姿が消えてまったで、わしんたらー、どえらけにゃあ心配（しんぴゃあ）しただ

ないの。どーして、行先も言わねで消えたんだきゃあ」とマリアが叱ると、イエスは平然

といった。「阿母（おっか）さんの心配（しんぴゃあ）こそ、余計な心配っつーもんだが

ね。わが身が、必ずお父っつぁんのところにいるのがわからねゃあだかや」（聖書では、「イ

エス答へけるは、何故われを尋るや。我はわが父の事を務むべきを知らざる乎。然れど両

親は其語れる事を暁らず」（ルカ伝） 
「なに、たーけたこと言やーしとるだがね。我が父の事を務むるって言うなら、そりゃあ、

お父っつぁんの大工（でやあく）仕事のことだないの。こんなところでむだ話しとったら

だちかんがね。さ、早よナザレの村さ帰（きゃあ）って、軛（くびき）作りでも手伝（て

つでゃあ）ーせ」 
教会での説教が、大阪弁や東北弁やその地の方言でなされたら、神をより身近に感じられ

るかも・・・と思ってみたりもする。 
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『シティを歩けば世界がみえる』  
“ロンドンの原点、シティの生きざま（Art of Life）”   
                                       坂次健司 
                            
 
 今年はコロナ禍のため皆様と一緒に歩きながらロンドンをご案内出来ずとても残念です。その様な状

況の中、ガイド仲間はバーチャル・ツアーをしたり、寅七もオンライン講演や動画を通じてロンドンを

ご紹介しています。（寅七チャンネル『ちょい深ロンドン』のリンクはこちらです：

https://www.youtube.com/watch?v=UservVxBo2w&t=15s ）本日はロンドンの原点と申しますか、シ

ティの生きざまを象徴する地母神をご紹介したいと思います。 
 
 今や人口 900 万人を超える大都市ロンドンの真ん中に位置するのが特別行政区のシティ・オブ・ロン

ドン。独自の議会、独自の警察、独自の市長を持ち、金融経済特区として英国経済をリードしています。

世界の外国為替取引の 4 割超を占める（世界最大のシェア。第二位の NY はロンドンの半分未満）ロン

ドンの発祥地がシティです。最新鋭の設備を備えた高層ビル群ばかりと思いきや、その谷間には細い路

地や暗い抜け道が沢山あります。 
 

 
 シティを実際に歩いて気が付くのは、通りのあちこちに彫刻やシ

ンボル、史跡が残され、通りの名がとてもユニークなこと。それら

の背景や意味を知ることでそれまで見えていなかった世界が突然

目の前に現れてきます。今でもシティは歴史の発展、変化の途上に

あり、それがまた都市の宿命でもあることを彷彿させます。シティ

の生きざま（Art of Life）をこれまで支えてきたのは一体何だろう、

ふと、そんな疑問が浮かんできました。 
シティの中心部にロード・メイヤー（シティ市長）の公邸がありま

す。1752 年に完成したこの建物の破風に彫刻があります。多くの 
方は余り気が付かないと思いますが、その破風の中央に立つ女性が 

    シティの高層ビル街      ロンドンを象徴する地母神です。彼女の両脇には父なるテムズ（海

の貿易）と豊穣の女神（陸の商業）が向かい合います。まさにシティの Art of Life となるトレード＆コ

マース、ここが貿易と商業の中心地であることを表現しています。 
 
 

         
     1752 年からシティ市長公邸                  左に父なるテムズ、中央に地母神、右に豊穣の女神 
  
 
そもそもシティの歴史は二千年前、ローマ時代から始まると言われます。西暦 43 年にローマ帝国がブリ

テン島に攻撃開始、現在のシティの場所にロンディニウム（沼地の砦）を作ったのは西暦 50 年頃です。

ロンディニウム建設の目的は、それまでローマの貿易相手だった友好的なケルト族が支配する東部コル

チェスターに反ローマ勢力の別のケルト族が侵入したため、それを駆逐するための軍事拠点を作りたか

ったからです。 
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 当時のロンディニウムはテムズ河の上げ潮の限界区域にあり、そこに港を築くと同時に海港を中心に

して英国全土に街道ネットワークを拡げました。反ローマ勢力のケルト族をイングランドから追い払う

ためです。やがてイングランドが平定されると海運と陸運のハブ拠点になったロンディニウムが交通の

要所、つまり絶好の積出港になることに気が付きます。当初のロンドンはブリテン島からの搾取した物

品や奴隷の積出港になりました。 
 
 ところが、その強圧な政策に対して西暦 60 年、ケルト・イケニ族の反乱が起きました。ロンドンが火

の海と化すとローマから大軍が送られ、反乱のリーダーだったブーディカ女王が処刑されます。（彼女の

勇敢な戦闘姿はウエストミンスター橋の西端、ビッグベンの近くに建てられています。）ここでローマ帝

国は新しい税務官クラシキアヌスを派遣してロンドンを再建します。商業（Commerce）とは共に（Co-）
恵み（Mercy）を分かち合うものだと「互恵の精神」を訴え、ロンドンを交易の中心地として復興したの

です。 
 

              
   ブーディカ女王の像            クラシキアヌス税務官のお墓（ロンドン博物館蔵） 
 
 英国は方鉛鉱や錫、羊毛や牡蠣を輸出し、ローマから陶器やワイン、加工品を輸入しました。ここに

父なるテムズ（海の貿易）と豊穣の女神（陸の商業）が互恵の精神で結ばれ、やがてロンドンが世界の

貿易・商業センターに転じて行く大きな転換点になりました。煤煙でひどく黒ずんだロードメイヤー公

邸の彫刻を見上げる度に、ロンドンの原点がここにある、どんな新しい変化が起ころうともこれを忘れ

てはならないと心に強く思います。 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 世紀半ばのロンドン（ロンドン博物館像） 
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浜益の海と浜焼き 

                                                       ビドル   惠 
 
 父の故郷、浜益(ハママス)村へ移り住んだのは、私が高校二年生になる春休みで、昭和 47(1972)年の

事。父が荷物と犬一匹を積んだトラックの助手席に乗り込んで先行し、母と私は鉄道とバスを乗り継い

で、後を追う引っ越しだった。父は実家の事をあまり語らなかったから、父の両親がまだ健在で、私に

は父方の伯父叔母や従兄弟/従姉妹達が大勢いる事などを、この時になって初めて知った。 

 浜益村(現在は石狩市浜益区)は石狩湾の北端に位置し、西に日本海、東は雄冬山(1197m)や、暑寒別岳

(1491m)、浜益岳(1258m)、君別岳(1376m)、黄金山(740m)

などの、600〜1400m級の山々が海まで迫り、その狭間の

僅かな海岸線に沿って、幾つもの集落が南北に細長く連な

る漁師村である。今でこそ海辺の山裾を切り抜いてトンネ

ルが開通したから、真っ直ぐ行けるようになったものの、

あの当時は旧・国道 231号線(1970年開通)の三十七曲り

と呼ばれる荒峠越えで、札幌市から一日に一往復きりの路

線バスに揺られて約２時間半(足寄町から札幌市までは列

車を乗り継いで６時間)、乗り物酔いしながらやっとの思

いで辿り着き、「随分と遠くへ来てしまったなぁ〜」と思

ったものである。 

 

 浜益という名はアイヌ語のマシケイ(カモメの住む所)から来ている。宝永 3(1707)年に、松前藩が蝦夷

との貿易と鰊漁の為に開いた土地で、当初は益毛(マシケ)と呼ばれていた。蝦夷が正式に幕府領となっ

て、庄内藩の陣屋が置かれた安政 6(1859)年、既存する留萌(ルモイ)領の増毛と区別する為に、浜益毛(ハ

ママシケ)とされ、明治維新の後に浜益村と定められたそうだ。 

 個々の集落にもアイヌ語を起源とした面白い名が多く、北から順に紹介すると、雄冬(オフユ)＝長い

こと陸の孤島と呼ばれ、現在でも北海道の秘境のひとつ。千代志別(チヨシベツ)、床丹(トコタン)、父

の両親が隠居所を構える＝幌(ポロ)。そして郡別(クンベツ)、浜益、川下(カワシモ)、柏木(カシワギ)

の後に、読み難い地名に挙げられる事の多い、毘砂別(ビシャベツ)、送毛(オクリゲ)、濃昼(ゴキビル)

と続く。全て鰊漁を営んだ集落だ。 

 父の実家/本家の在る最南端の濃昼は山道から孤絶していた。アイヌ語でゴキンブリ(岩と岩の間)と呼

ばれただけあって、海岸線は南側の厚田領 安瀬(ヤソスケ)から、北側の送毛、毘砂別に至る迄が、悲恋

の果てに海に身を投じたピリカ・メノコ(アイヌの娘)の生まれ変わり、紅頭の岩燕が住むと言われる“ル
ーランの洞窟”を始め、高さ 150m余の“マッカ岩”、愛冠(アイカップ)岬の“ワシ岩”といった数々の

奇岩/凝固岩と、柱状節理の海蝕崖が切り立ち入り組む、険しい懸崖を持つ避遠難所の地だ。この地形が

禍して昔は、厚田港からの海路でしか辿り着けなかったそうだ。 

 

 昔、北海道の江差から礼文島にかけての日本海側は、春先になるとサハリン海域から、鰊が産卵の為

に大量にやって来て、雄の放精で海が白濁(群来＝クキと呼

んだ)する程だったとか。それを捕獲して魚油(燈火用/後に

機械油)と搾り粕(肥料用)を取るのが鰊漁で、これには“ヤン

衆”と呼ばれる東北地方からの多くの出稼ぎ人を必要とし

た為、明治〜大正の頃には、その宿泊施設と網元家族の住居

を一緒にした、大きな鰊番屋(鰊御殿)が建てられるようにな

った。本家は明治 33(1900)年の築で、鄙には稀な赤い屋根と、

全体が下見板張りにアーチ型の両開き窓を施して、洋風を強

く意識し、屋号「〆 ＝カネシメを刻んだ棟飾り付きの純和

風玄関と、その右手にはビクトリア調の張出し窓(ベイ・ウ

ィンドゥ)という奇妙な組み合わせが、和洋折衷を旨とする

鰊漁家建築としても極めて異色な外観を持っていた。 
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 家族の居住部分は、欄間付きの部屋や廊下に檜やケヤキをふんだんに使い、座敷の床の間には違い棚、

床柱は黒檀と、贅を凝らすのが鰊御殿としての決まりだったそうだ。土間で仕切られて一段下がった更

に大きな部分がヤン衆の番屋で、船頭の二部屋以外は、複数の囲炉裏が切られた板の間部分を取り巻く

ように、土間と一人 1畳大の寝床をぐるりと巡らした、大部屋(25〜30 人収容)である。 

 張り出し窓を持つ応接間と帳場は、網代に組んだ煉瓦の床に、壁も天井も全て漆喰塗り。天井の真ん

中には、桜の花と唐草模様の漆喰装飾(Ceiling Medallions/Roses)が施され、かつて鰊漁が最盛の頃は

そこに、アセチレンランプの青白い明かりが灯されたであろう華やかさが伺えた。 

 文久(1861～1864年)の頃、浜益毛の土地請負人だった父

の先祖＝木村源右衛門が、逸早く津軽(青森)から渡って来

て着手した鰊漁場の管理は、六代目＝源作が当主の昭和

29(1954)年にピークを迎え、浜益の全集落に鰊建網 22ヶ統

(番屋 22棟、使用人 700人強)を統率するに至り、一漁で９

百石(1 石 0.75トン)、1200万円(現在の 2億円)の水揚げを

記録した事もあったが、その後は鰊がピタリと捕れ無くな

り、廃業に至っている。 

 源作の没後、無人となった本家は平成の初めに人手に渡

り、料亭 “濃昼茶屋”に改造使用されたが、現在は石狩遺

産プロジェクトの一つとして、ボランティアの手で復元が

施され“濃昼/木村番屋”の名で、鰊漁の歴史に興味を持つ

人々に開放されているそうだ。 

  

 私達の新居は、浜益村の中心地であった浜益に決めた。此処には村役場や高校(現在は廃校)、バスの

待合所、診療所に銀行、暮らしに必要な物を取り揃えた雑貨店や、何軒かの飲食店も有り、町から越し

て来たばかりの私達にはこの便利さから離れがたかった由。浜益の冬は海も荒れるし、雪も多かったけ

れど、寒風に吹き晒される道東(十勝連山から東側)の、盆地の為に底冷えする足寄町に比べれば、気候

は遥かに温暖で(と言っても最低気温－30℃が、－15℃になった程度だが)過ごし易かった。近在では米

も採れたし、落葉広葉樹の数もグンっと増え、栗や団栗、銀杏、林檎の木などに、実が成っているのを

此処で初めて見た。 

 毎日の食生活は殆ど自給自足。米や野菜を作る農家と漁民達の、物々交換の風習がしっかりと残って

いたし、山菜も豊富に採れた。役場の職員とか教師、医師や看護婦、職人や技術者には、両方からお裾

分けが到来し、我が家は父が“木村家の四男坊”というだけの理由でこの恩恵を受けた。私は此処で美

味しい物、例えば、満面紅色で酸味が爽快な紅玉林檎の水煮とか、お祖母ちゃんが器用に兎の形に拵え

た、上新粉の月見団子など色々な物を口にしたが、何と言っても漁師村のこと、豊富な海の幸の方が印

象に残っている。 

 

 浜益村は現在、帆立やイガイの養殖、甘海老やナマコ漁などが盛んだが、当時は近海の底引き漁が中

心だった。母は到来物だけに頼るのは、性格的に受け入れ難かった事もあり、直ぐに地元の女衆に混じ

って“網外し/魚選び”の仕事に就いた。これは年老いて漁に出られぬ男衆か、主に女衆の荒仕事で、冬

場の凍てつく寒さの日でも毎朝４時頃から始まる。捕獲した魚(底引き漁なので殆どがカレイ類)は漁船

から網ごと岸壁に水揚げされ、それを丁寧に網から外して市場の流しに運び、種類と大きさ毎に、マガ

レイ、黒ガレイ、ナメタ、ソウハチ、赤ガレイ、スナガレイと選り分け、手カギで其々の枡(マス)に放

り込んで行く作業だ。この仕事の出面は、市場に出す大きく

て良い魚を選んだ残りなので不味いスナガレイの事が多く、

それの煮付けが続くと箸をつけるのも嫌になる。そんな時は

窓辺の軒下に吊るして寒干しにしてしまい、サッと焙って毟

ると良いお茶請けになった。 

 一番の人気はカジカ。と書くと本州の人はカエルの河鹿と

思いがち、魚を知っている人でも淡水魚の鰍、金沢のゴリや

琵琶湖のハゼを思い浮かべるようだが、北海道の海産魚カジ

カは、ちょっと魚の概念が違ってくる。体に鱗無く、鮟鱇(ア

ンコウ)の様な怪奇な面構えと、黒っぽい醜悪な格好をしている為に、都会の主婦達からは敬遠されがち、
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市場にあまり出荷されない分、地元の人達には嬉しい魚である。俳句や短歌の季語となるような美しい

代物では無いけれど、淡白な美味の点で他の北海の魚に引けは取らない。体長 35～45cmぐらいが食べ頃

で、皮を剥いだ身を頭ごとブツ切りにし、朱紅色の濃厚な肝と共に、大根や人参を加えた味噌汁にする

のが最高で、鍋の底までさらって食い尽くすほど美味いので、別名ナベコワシ。本州でもゴリは珍味だ

と言われるけれど、あれは小味のもの。カジカはお腹にズシリと来る、豪快な北国の荒磯の味で寒気も

吹き飛び、同好の論議にはならない。 

 初めて口にしたナマコは、触るどころか見るのさえ恐怖心が湧いたが、気丈な母は地元の人に捌き方

を教わり食卓によく登場させた。両端の硬い部分を切り落として縦に割き、内臓と内膜を取り除いてよ

く洗い、薄く小口切りにして二杯酢で食べる。この状態になると私もなんとか箸を付けられたけれど、

味と言うよりはコリコリした歯触りを楽しむものだなぁと思った。それから、コノワタがナマコの内臓

で、コノコが卵巣だという事も教わった。お祖母ちゃんに拵えて貰って知らずに食べた、モズクにコノ

ワタを散らした一品は、潮風に乗った海藻の香りのように爽やかで傑作だった。 

   

 そして、なんと言っても忘れられないのが海辺の浜焼きだ。浜益村の僅かばかりの海岸線は(川下と毘

砂別の砂浜以外)、殆どが漁港として整備され、周りはテトラ・ポッドで固められてしまい、子供達の遊

べるような海辺は残っていなかったが、従姉妹のＴ子が住む床丹の海岸は自然のままの状態だった。私

は週末になるとＴ子の家(伯父の家/床丹番屋)へ泊りがけで遊びに行き、岩の上での浜焼きに加えて貰っ

たものだ。 

 浜益は孤立した土地柄のせいか、言葉に東北地方の訛りが強く残っていて、越して来たばかりの母と

私には酷く馴染み難く、学校が始まると逆に訛りの無い私は、同級生達から“ええカッコしい”と呼ば

れて冷たい目を向けられた。Ｔ子は、そんな私が早く慣れるよう親切にしてくれた従姉妹達の一人だ。

木村家特有の透き通るような白い肌を持ち、骨太で丈夫そうな身体つきと明るい性格、良く食べ大声で

良く笑い、見ていて気持ち良い程。その上彼女は世話好きで、クラスの中(私と同じ)でも姐御肌だった

から、転校したての私が仲間外れにならないように、学校の行き帰りから気を配ってくれた。趣味も好

みも良く似ていた為、私達は春休みの内に直ぐ意気投合し、本や映画の情報誌などを交換し合う仲にな

っていた。 

 

 大きな岩の上に手頃な石を積んで、金網を乗せただけの即席の炉を作り、乾いた流木などで持ち寄っ

た炭に火を熾したら、Ｔ子は泳げない私に番を言いおき、中学生になりたての弟Ｍや、地元の子に混じ

って海に入る。彼等は簡単なシュノーケルだけで海の底を覗き込み、素潜りでウニや帆立、イガイ、ツ

ブ貝などをどんどん捕って来るのだ。 

 ウニ(漢名は海栗、卵巣を塩辛にしたのが雲丹)は、キタ・ムラサキウニとエゾ・バフンウニの二種類。

ムラサキウニは岸壁の下方一帯に沢山はり付くが、味は沖の海

藻に保護色で付くバフンウニの方が上である。明治の頃までは

コンブやワカメを食い荒らす害敵という事で、利尻島などでは

ウニ駆除に奨励金まで出たとか、海底にはスコップで砂利を掬

う様にウニが敷き詰まって居たそうだ。時代変わればである。

素潜りでも捕れるムラサキウニはヘソ(口)を抜いて中身を空

け、薄黄色の卵巣だけ残して、炉の上の金網で焼く。トゲが落

ちて黒ハゲになったら食べ頃で、甘味が生食の時より強く感じ

られ、こうして食べるウニほど美味い物は無いと思った。             

 イガイ(ムラサキイガイ)はフランス名ムール貝(英名: Mussel)ブイヤベースで有名だし、中国では東

海美人とも呼ばれて高級なイメージだが、浜益では市場に出荷してもまだ余る程捕れたから、味噌汁に

煮物、和え物、鍋や炒め物(中華丼やラーメンにも)と何にでも使用されて、

毎日の食卓に登場する大衆貝であった。浜焼きにする時は、焚き火の灰に直

接差し込んで蒸し焼きにするのが一番で、朱色の肉の色鮮やかなこと味も重

厚、口の中でとろけるようだった。 

 野趣味に満ちた浜焼きは、新鮮な空気と捕れたての材料で、調味料も要ら

ない最高の味。私達は車座に炉を囲んで座り、舌鼓を打ちながら他愛の無い

話をして、短い北の夏を満喫したものだ。 
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 それから十数年近く経ち、英国の暮らしにも慣れて久し振りに帰国した時の事。母が「懐かしいでし

ょう」と言いながら、金時豆の甘納豆を仕上げに入れて蒸した、北海道独特の“甘味の強いお赤飯”を

作ってくれたので、それを味わいながら、父を始め甘いもの好きの人が多かった、浜益の思い出話しと

なった。 

「皆んな今頃どうして居るかしらねェ」と言うと、母はサッと顔を曇らせて、Ｔ子が既に亡くなってい

る事を教えてくれたのである。「まさか、あのＴ子がどうして？」と問いかける私に、ポツリポツリと

語る母に依ると、Ｔ子は札幌の人と結婚して子供も生まれ、立派な主婦になったそうだ。そして夏の休

み毎には床丹の実家に連れて帰り、浜焼きを御馳走するのを楽しみにしていたとか。 

 ところがある年の事、Ｔ子は家族を喜ばせたい一心で海底の岩場まで近寄り過ぎたらしく、腰の魚籠

か、それを結んでいた綱かが岩に引っ掛かり、とうとう浮上出来なかったらしい。事故死ということで

警察が呼ばれ、父と離婚して帯広市に住んでいた母はこれを、テレビの全道ニュースで知ったそうだ。 

  

 私は呆然となってこの話を聞き、暫くは絶句した

まま。大らかなＴ子の、高校生の時の笑顔が浮かん

で来る。子供と一緒にいつまでも上がって来ない妻

を待ち、異変に気付いて番屋へ走り込む夫の、驚い

て海に飛び出して行く弟Ｍや、海辺に立ち竦む両親

の、そして何よりも海の底で、もがき苦しんだであ

ろうＴ子の心中を推し量ると、私は言葉に尽くせな

い痛みに襲われるのであった。 

 Ｔ子の野辺送りは『人の死は、その葬儀で生前の

徳を測る』の言葉どおり、彼女の人柄から察すると親族一同、旧友は元より御近所の人達まで、村を挙

げての盛大なものだったに違いない。けれども天寿を全うした人の場合と違い、未だ若い上に不慮の事

故死とあっては、悔やんでも悔やんでも悔やみ足りず、参列者も遺族も陰々として涙の途絶えることの

無い、悲痛な別れであったろうと思われる。母はもう浜益から出た人間なので葬儀には参列せず、余り

にも遠くに住む私には、父からも連絡が無かった訳だ。 

 平成 11(1999)年の夏、父の葬儀と散灰の為に(浜益の海へと望んだので)兄姉と共に浜益へ行き、伯父

夫婦にも会えたが、遅れ過ぎのお悔やみの言葉をかけるのがやっとで、散灰に必要な海上保安庁の許可

と船の手配、その後の遺物整理と立て続けに忙しく、Ｔ子の遺影に手を合わせる事は出来なかった。 

 床丹の海岸沿いは、新・国道 231号線の延長工事の為に、伯父の番屋を含めた多くの家々が立ち退き

の目に遭い、私達が遊んだ海辺はスッカリ面変わりしたそうだ。新道は海岸淵を切り開き、トンネルを

幾つも通して浜益の全集落を結び、雄冬を経て留萌市まで行き着けるという、住民が長年切望していた

道だったし、立ち退きに対する反対もそれほど無かったのは、「悲惨な事故を繰り返したくない」とい

う思いが人々の中にあったのでは…と思われる。着工は昭和 59(1984)年で、厚田側から北上する形で始

まったが、工事は崖崩れやトンネルの落盤事故、冬には大雪や雪崩などで難航し、“幻の国道 231”と言

われながらも、平成 6(1992)年に仮開通に漕ぎ着けた。その後、濃昼トンネルの変更再建設と、送毛トン

ネル(全長 1,901m)の完成で整備が完了し、遂に通年開通の叶ったのが平成 16(2014)年である。 

  

 浜益に私は二年と住まなかったが、高校生として純粋に学生生活を楽しんだ唯一の時期だった。夏は

背後に迫る山々の深緑と流れ落ちる渓流の白、ゴツゴツした

岩肌と紺碧の海が、鮮やかな対照を成し、冬は深い雪に閉ざ

された家々と、荒れ狂う波の乳灰色の濃淡が、水墨画の様な

世界をかもし出すといった、美しい景色と沢山の美味い物、

従姉妹達との良い思い出が残っている。 

 国語の教諭職にあった円山画伯(日本美術協会)に、油彩を

基本から教わる幸運に恵まれたのもこの時で、見るもの聞く

もの全てが珍しく新鮮だった。そしてＴ子を、無二の親友と

も呼んだけれど、彼女の短い人生を通して私は、彼女にいっ

たい何を報いたのだろうかと考えると、慙愧に堪えぬものが

忍び寄って来る。 
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心に沁みる名俳句  
 
                                       渡邉道英 
 
和歌（長歌 短歌） 連歌（長連歌、鎖連歌） 俳諧の連歌 
江戸時代の元禄時代（１７世紀末）に松尾芭蕉が登場し、俳諧の芸術性は一気に

高まった。 
芭蕉の一派を「蕉門」と呼び、代表的な人物には其角、去来、凡兆、嵐雪などが

いる。 
その後天明期（１７８０年代）には与謝蕪村が、また化政期（１９世紀初め）に

は小林一茶が出で優れた俳句を作った。 
そして、明治に入って正岡子規が登場する。彼は発句を連歌から切り離して独立

させ、新たに「俳句」と名ずけた。 
彼は俳句の進むべき道として「写生」論を唱え、実景・実感を五七五に収めた句を多作した。だが、子

規は脊椎カリエスに倒れ、志半ばにして没した。折から子規の高弟であった高浜虚子は子規の意志を継

ぎ雑誌「ホトトギス」を主宰した。 
 
折から子規のもう一人の高弟である河東碧悟堂は俳句の新しい姿を追及し、新傾向俳句に走っていった。

虚子はその姿勢に反発。 
守旧派の立場をとって、俳句とは有季定型・花鳥諷詠の文学であると主張した。 
対して新興俳句運動は無季自由俳句の方向へと進み、指導的立場に立った荻原井泉水のもとからは、種

田山頭火、尾崎放裁の二人が現れ、優れた作品を残したが、次第にその勢いは衰えていった。 
 
その後「ホトトギス」は客観写生を基本理念として発達、多くの優れた俳人を生み出した。特に四 S と

称された水原秋桜子、高野素十、阿波野青畝、山口誓子の活躍はめざましかった。しかし、秋桜子は客

観の重視にあきたらず「ホトトギス」を去って、「馬酔木」を創刊。新興俳句運動と呼ばれる活動を開始

した。 
彼は主観写生を主張し、叙情的写生句を数多く発表した。「馬酔木」には山口誓子も参加し、鋭い知的感

覚に裏打ちされた現代的な句を発表した。 
また石田波郷らの秀才も「馬酔木」の中で育って行った。だが波郷らは抒情的な「馬酔木」俳句に飽き

足らず、波郷は「鶴」を創刊して「馬酔木」から離れた。 
彼は俳句の中に人生を詠み込むことを目指し、中村草田男と共に「人生探求派」と呼ばれた。 
 
『私の好きな俳句３１傑』 
 
古池や蛙飛び込む水の音（松尾芭蕉） 
                                   
行く春や鳥啼き魚の目は涙（松尾芭蕉） 
 
春の海終日（ひねもす）のたりのたりかな（与謝蕪村） 
 
菜の花や月は東に日は西に（与謝蕪村） 
 
痩蛙まけるな一茶ここにあり（小林一茶） 
 
雀の子そこのけそこのけ御馬が通る（小林一茶） 
 
我と来て遊べや親の無い雀（小林一茶） 
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目には青葉山ほととぎす初鰹（山口素堂） 
 
夏草や兵どもが夢の跡（松尾芭蕉）   
 
閑かさや岩にしみ入る蝉の声（松尾芭蕉） 
不如帰なくや雲雀と十文字（向井去来） 
 
さみだれや大河を前に家二軒（与謝蕪村） 
 
物いえば唇寒し秋の風（松尾芭蕉） 
 
秋深き隣は何をする人ぞ（松尾芭蕉） 
 
朝顔に鶴瓶とられて貰い水（千代女） 

 
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺（正岡子規） 
 
桐一葉日当りながら落ちにけり（高浜虚子） 
 
有る程の菊なげいれよ棺の中（夏目漱石） 
 
とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな（中村汀女） 
 
雪の朝二の字二の字の下駄のあと（田 捨女） 
 
布団着て寝たる姿や東山（服部嵐雪） 
 
しぐぐるやこんにゃく冷えて臍の上（正岡子規） 
 
いくたびも雪の深さを訪ねけり（正岡子規） 
 
降る雪や明治は遠くなりにけり（中村草田男） 
 
木枯らしや海に夕日を吹き落す（夏目漱石） 
 
竹馬やいろはにほへとちりじりに（久保田万太郎） 
 
木枯らしや目指しにのこる海の色（芥川竜之介） 
 

けさも良い日の星一つ（種田山頭火） 
 
いつも一人で赤とんぼ（種田山頭火） 
 
年とれば故郷こいしつくつくぼうし（種田山頭火） 
 
うしろすがたのしぐれていくか（種田山頭火） 
 
雨だれの音も年取った（種田山頭火） 
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     秋の日            

 ヘルマン・ヘッセ 

 

森の辺
べ

の 梢は金色
き ん

に燃えたちて 

われだだひとり 路をゆく 

やさしき人を伴いて 

幾たび行きし 路なるを 

 

 

よき日のつづく秋なれば 

永く心に棲まいいし 

幸の思いも悲しさも 

遠方の薫りに溶けて 消えゆきぬ 

 

 

草焼くけむり野になびく 

あたりに遊ぶ里の子ら 

今はわれさえ歌い出ず 

歌える子らに声合わせ 

 

（片山敏彦訳） 
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  ひさ 

春を鬻ぐ    
 

                                      小川のり子 
 

秋号に“春云々”のタイトルはそぐわないように思えたが、本文は全く季節に

関係のない内容である。未だに広辞苑を愛用。そのずっしりした重みで、引い

た言葉が記憶のひだに深く仕舞い込まれてくれればと願うが、翌日になると忘

れていることが多い。ひさぐを漢字でと思ったらその画数の多さに驚いた。ワ

ードで漢字に変換すると、２４画の“鬻ぐ”が簡単に出て来たので大いに感心。

意味は、売るだけではなく粥の意味もあるらしい。今時こんな古語は誰も使わ

ないだろうが、粥を商って生活の糧にした人が始めた言葉かと勝手に解釈して、

漢字の感じを楽しんだ。 
 

春をひさぐ、売春という生業はこの世で最も古い職業の一つで、紀元前から存在するらしい。 
飢饉で親が娘を遊里に出す、窮状の末いやいや我が身を売る、また豪奢な生活を得るためであったり、

何らかの情報や地位を獲得するためであったりと、古今東西ケースは数知れずある。 
身を売るという行為を、自分の利益のためにおこなうか、又、どんな局面に立たされようと死を持って

もそれを阻止するかは、まさに本人次第であり、善悪の問題ではないと思われる。が、本人にとって自

分の身を商品にするかしないかは、自分の心がどんな判断・決定権を持っているのか興味深い気がする。 
 
３年前、ハーヴェイ・ワインスタインのスキャンダルが発覚し、その判決が今年の３月に２３年と確定

した。ついこの間までハリウッドでは飛ぶ鳥を落とす勢いだった彼が、歩行車の助けを借りながら、よ

ろよろと裁判所の石段を上がって行く姿に同情の余地はなかったが、何となく人生の悲哀を感じもした。

過去数十年に亘り、自分の地位を利用して何十人という女優たちをセクハラやレイプで痛めつけたとい

うのが罪状である。しかしその見返りとして、映画に出演させてもらい、有名スターになった人もある

とも聞く。生き馬の目も抜くと云われるほど競争の熾烈なハリウッドで、ロッタリーより確率が高く 
一躍有名スターになれるとかも・・・と思えば自分の身を代償にと損得を計算する女性が出てきても不

思議ではない。ただし、当事者が“売春”と言う言葉に抵抗を感じ、それを避けたがるのも事実である。

この事件で“# Me Too” という言葉が流行り、私も私もと次々に現れる女性たちに、「今までどうして」

の気持ちが湧きおこった。反面、それらを周囲が見て見ぬふりをし、この世界の常識として騒ぐほどの

ことではないという態度に憤りを感じたのも確かである。これはハリウッドだけの問題ではないように

思える。 
 
ここに自身の純潔を守るために、肉親の死をも厭わないと云った、女主人公がいる。 
「・・・君がある人物に処女を与える以外に、兄を救う道は全くない、もしそれがだめならば兄はこの

まま死ぬほかはない、― とすると、いったい君はどうする気なのだ？」と問われて、このヒロインは 
「・・・この体を汚いことの為に汚すのはいやでございます。・・・兄を救うために妹が永遠の亡びに入

るよりもいっそ思いきって兄みずから死ぬ方がよほどましだと思います。・・・」と昂然と答える。 
これはシェイクスピアの「尺には尺を」（Measure for Measure）よりの一節。（平井正穂訳） 
ここに細かく筋を述べるつもりはないが、「お前の体を自由にさせてくれるのなら、兄を助けてやる」と

いうのは公爵の代理を務める一見、厳格謹直な秩序の信奉者風のアンジェロで、絶対いやだというのは、

修道女見習いのイザベラである。このあと牢獄につながれている兄に面会して、助命嘆願が不成功に終

わったと告げた彼女に、兄のクローディオが悲痛な声を上げる。 
「・・・頼む、イザベラ、私を生かしておいてくれ。兄の命を救う為ならどんな罪をお前が犯そうと、

自然はそれを許してくれる、いや許すどころか美徳としてほめてくれる」。と“自然が許す”とか“美徳”

だとか虫の良いことをならべたてる。まあ誰でも死ぬのはいやだし、ましてや殺されるとなると何とか

それから逃れるために必死になるのは人情というもので、このセリフは大目に見るべきか。このあと、

イザベラが兄に向って言うセリフが奮っている。 
「恥を知ってちょうだい！どうか、死んでちょうだい！私が体をよごしさえすれば兄さんの運命を変え
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て救えるとしても、私はいやだわ。・・・兄さんの死を悲しんで千べんも祈るけれど、救うためには 
ただのひと言も祈るつもりは私にはないのよ」と言い放つ。 
このイザベラが怒り狂うシーンを今まで深く考えてみたことはなかったが、

世間を騒がせている“#Me Too”事件に思いを馳せ、その違いは一体何だ

ろうかと疑問に思った。冒頭にも書いたように“売春”とは何かを得るた

めに体を売る行為である。勿論、不本意ながら泣く泣くそうせざるを得な

かったケースもたくさんある。が、もし人間の命、それも身内の、と引き

換えにと言われたら、イザベラのようにそれでも「いや」と言えるものな

のだろうか。兄に向ってはっきりと「死んでちょうだい！」と言わしめた

ものは“こころ”であり、強い信念が肉親への情愛をも上回るものであっ

たからなのだろう。人間のこころとは不思議なもので、本人の意志で自由

にもなればそうでない時もある。彼女が盛んに使うセリフ“汚れる”は心が汚れたように思うことであ

って、実際に体にごみや泥がつくわけではない。この信念は、教育や信仰によって培われるのだろうが、

売春行為に対し、自分の道徳観・倫理観を優先させるか、又は自分の利益を優先させるかそれはその人

個人の問題である。 
 
ちなみに兄のクローディオが何故投獄され、明日は死刑の身であるのかを補足。婚前交渉で愛人を身ご

もらせた罪。大きなお腹を抱えたその彼女も獄中にある。舞台は１６世紀のウイーンでの話だが、こん

な行為で牢獄行きになるとは現代なら、世界中が檻だらけになってしまいそうである。もっともつい最

近、イランで４度目の飲酒罪で絞首刑になった男の話もある。このドラマのサブ・プロットが商売女や

そのヒモ、そしてコソ泥たちがドタバタするコメディでもあるので、真面目なイザベラの話より、こち

らの方が面白い。最後は水戸黄門よろしく、僧侶に身をやつして自国の民の生活を見回って来た公爵が

帰ってきて、全員を許してやる。イザベラの兄はもちろん、彼女を誘惑しようとした公爵の代理や、そ

の他の牢獄につながれているコソ泥達も。そして最後に、この公爵はイザベラに向かって意外なセリフ

を吐く。「・・・もし好意を持って受け入れて下されば、私のものはあなたのものになり、あなたのもの

はわたしのものになるのだが・・・」と言いながら彼女に手を差し伸べる。彼の唐突な愛の表現はここ

で初めて出て来る。この２人を加え幾組かのカップルが成立して、ハッピーエンドとなるのが今までの

演出だった。が、最近見たＲＳＣのプロダクションでは、イザベラが公爵から差しのべられた手を拒否

するところで幕が下りる。見習い中とは言え神に捧げたからだ、自身の純潔を守るためには兄の死さえ

厭わなかったイザベラに、「私のものになれ」とはセクハラ以外の何物でもないかと思われるが。という

事で今回は、イザベラが差しのべられた手を取らず、顔をそむけるジェスチャーで公爵の申し出を暗に

拒絶したと解釈するのが、時勢に適っているのだろうと思われた。 
 
商品を渡さず利益だけを得ようとするのは詐欺行為であり、また手に入れた商品の代金を払わないのは

泥棒行為である。両者の勝手な思惑の為、売買成立せずして悲惨な最期を迎える「トスカ」というオペ

ラがある。 
トスカは政治犯として入獄中の恋人を助け、ローマを離れる計画で、警察署長に通行証を頼みにゆく。

彼女に気のある署長は、お前を自由にさせてくれるのなら、それを発行し、恋人も放免してやると約束。

ここでトスカは「尺には尺」のイザベラよりしたたかで、その申し出を受け入れたふりをして受諾。し

かしこの２人は双方が計算違いをしてしまったのには気が付

かない。彼の部屋で食事中、彼女は隠し持ったナイフで彼を刺

殺し通行証を奪って恋人のもとに駆けつける。しかし約束され

た見せかけだけの銃殺が本当に行われ、トスカの目前で恋人は

死んでしまう。それを知ったトスカも恋人の後を追って、城壁

から身を投げて幕となる。身を売るふりをして利益を得ようと

し、かたや自分のものにした後、契約違反をしようとする双方

の思惑が絡み合って、失敗してしまったケースである。 
 
余談になるが、私はローマを訪れる度にこのオペラのラストシーンである、サンタンジェロ城の周りを

うろつく。城・要塞でもありまた牢獄としても使われたこの建物は、目前のテレヴェ川にかかるエンジ

ェルの並ぶ橋と共に私の好きな場所でもある。その円形の城壁を見上げる度に、ここから飛び降りたら



英国春秋２０２０年秋号 

35 
 

命はないだろう・・・とドラマチックな最期を迎えるこのオペラに思いを馳せるのを常としている。 
 
昨年、このオペラを観る機会があった。歌姫・フローラ（トスカ）役は以前から是非にと思っていた 
アンジェラ・ゲオルギューで、恋人役のカヴァラドッシはヴィットリオ・グリゴーロと２大スターの共

演。彼のその艶やかで非常にパワフルなテノールにすっかり魅了されてしまった。ところがところであ

る。しばらくして新聞に記事が載り、彼はオペラ界でも知られたセクハラ歌手であったそうな。メトロ

ポリタンを始めロイヤル・オペラからも締め出しをくらい、現在はヨーロッパの小劇場で公演している

と結んであった。彼の場合もワインスタインのケースに見習って、多くの歌手や、関係者が“#Me To”
を名乗り出たと聞く。しかし本音を吐くと、私は彼の主要オペラハウス出演禁止が大変残念に思えてな

らない。才能のある素晴らしい声の持ち主が、セクハラで人生を台なしにしてしまうとはなんと惜しい

ことだろうか。女性をセックスの対象にして弄ぶ風潮に声を上げて抗議をするのは厭わないが、グリゴ

ーロが締め出されるのも残念。今、抗議か歌手か、どちらを選ぶべきかと気持ちが揺れ動いている。 
２１世紀、世の中は目まぐるしいほどにどんどん変わっていく。セクハラ行為が男性だけの専売特許で

はなく、より平等な世界を目指して（？）、女性からのケースも出てきても不思議ではないかと、不謹慎

な思いを楽しんでいる。 
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