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変わっている

陽羅

義光

あいつ は変 わって いる、 いや あいつ の ほうが変 わっ ている 、いや いや
変わって いる ことに かけて は俺に かな う ものはい ない 。
誉めて いる んだか 貶して いる んだか 判 らないの が、 あるい は自慢 して
いるんだ か謙 遜して いるん だか 判らな い のが、自 他共 に赦す 、変わ って
いるとい う人 の噂で あろう 。
単に自 分（ 他人） とは違 うか ら変わ っ ていると いう ものも あれば 、世
間とは違 うか ら変わ ってい るとい うも の もある。
むろん いろ んな変 わりか たが あって 、 人はそれ ぞれ 違うの は当た り前
だが、世 間一 般と著 しく違 うと なれば 、 これは変 わっ ている という レベ
ルではな く「 個性」 という もので あろ う 。
「変わ って いる」 ことが すな わち「 個 性」なら 、こ れほど の「個 性」
は滅多に おめ にかか れない という 見本 が ある。
【私は自 分の ことを 変わっ てい ると思 っ たことは なか ったの だが、 あん
まり人が 変わ ってる 変わっ てる と言う の で、どこ がそ んなに 変わっ てい
るのか、 考え てみた ことが ある 。そし て 、その最 たる 要因は 、どう やら
「いのち 根性 が全然 ない 」とい うここ に あるらし いと 気がつ いた 。
「 いの
ち根性 」、これは 私の 造語な のだが 、と く に生きて いた いとい うふう には
思わない ので ある。 したが って それは 、 死にたい とい うこと ともま た少
し違うの だが 、死ぬ のがち っと も嫌で な いので、 人が なぜ死 ぬのを さほ
ど厭うの か、 それが 私には わから ない の である】
多くの 哲学 エッセ イを遺 した池 田晶 子 の言葉で ある 。
死んだ らあ れもで きない これ もでき な い、だか ら死 にたく ないな んて
云うが、 死ん だらあ れを や りた いこれ を やりたい 、な んて欲 求は無 いん
だから、 そん なこと は死に たくな い理 由 にはなら ない 。
死んだ ら彼 にあえ ない彼 女に あえな い 、だから 死に たくな いなん て云
うが、死 んだ ら彼に あいた い彼 女にあ い たい、な んて 感情は 無いん だか
ら、そん なこ とは死 にたく ない理 由に は ならない 。
死んだ らえ らくな れない かね もちに な れない、 だか ら死に たくな いな
んて云う が、 死んだ らえら くな るとか か ねもちに なる 、なん て邪念 も無

いんだか ら、 そんな ことは 死にた くな い 理由には なら ない。
これが 何度 も繰り 返され る池 田晶子 の 理屈なの だが 、こう 認識 で きる
のはやっ ぱり 変わっ ている から で、云 わ れてみれ ばそ のとお りと解 った
にしても 、や っぱり どうし ても死 にた く はない。
そうし たこ とは理 屈では なく 、だか ら むろん哲 学な んかで もなく 、た
だ本能的 に死 ぬのが 厭だか ら厭な のだ 。
本当に 哲学 者かと 驚くほ どに 、日本 一 綺麗で日 本一 魅力的 で日本 一頭
が良くて 、尚 且つ独 身で若 い（ もしか す るとこれ ら以 上の存 在だっ た）
池田晶子 だか ら、あ んなこ と平 然と云 え るのかも しれ ないな ぞとも 邪推
する。
実際に ガン に冒さ れても ジタ バタせ ず にまとも な治 療もせ ずに淡 々と
して死ん でい ったか ら、有 言実行 の先 生 だったと 感心 し納得 もする 。
変わっ てい る人の 代表例 は、 個人責 任 を感じな い人 だから 、礼儀 とか
恩義とか 格式 が重ん じられ る冠 婚葬祭 に 於いて、 その 変わり 者ぶり は顕
著になる 。
池田晶 子も 冠婚葬 祭のこ とをよ く持 ち 出してい る。
例えば 、葬 式でど うして 悲し むのだ ろ う、死者 の主 体は悲 しいな んて
関係のな い次 元に在 るのだ から （もし く は無いの だか ら）ワ ケもわ から
ず泣きじ ゃく る人々 を眺め てい ると、 笑 い出しそ うに なって 困った 、な
んてこと を云 ってい る。
死はか なし いこと じゃな いさ びしい こ とじゃな い、 と諭し たい例 とし
て 個 人 体 験を 云々し ている のだ が、葬 式 で泣くの は死 者の代 弁とし て泣
くだけの こと ではな い、そ んな単 純な こ とではな いの だ。
遺され た遺 族が可 哀想で 泣く 、遺さ れ た自分が 可哀 想で泣 く、泣 いて
いる自分 に酔 って泣 く、周 りが みんな 泣 いている から 、もら い泣き で泣
く、ある いは 演技で 泣く、 ここ で泣く の は自分の 大切 な役目 だと思 い込
んで泣く 、泣 くのが 礼儀だ から泣 く、 な どなど、 まだ いくら でもあ る。
じっさ い池 田晶子 にあっ さり と死な れ て、泣き たく て仕方 がない 者は
沢山いた だろ う。
本人に 笑わ れても 、やっ ぱり泣 くし か ない者は 、沢 山いた だろう 。
しかも 単純 に悲し く淋し いから 泣い た 者は沢山 いた だろう 。
あの人 は変 わって いるか ら、 変わっ て いない者 も変 わって いる態 度を

とるなん て、 そんな 特別な 余所行 きな こ となんか でき ない。
あれほ ど「 死ぬの が平気 だっ た」池 田 晶子が死 んで 、知人 友人愛 読者
野次馬な どな ど、遺 された 者た ちがみ ん な平気だ とし たなら 、変わ って
いること が変 わって いない ことに なる の かもしれ ない が、
「 死 ぬの が平気
だった」 なん て、悲 しまな いこと の些 か の理由に すら ならな い。

