
新ヒラリズム【第九章】 

 

 第三百話 狂人と強靱            陽羅 義光 

 

 

 三百ともなれば、記念の数字だ。 

 私は記念の数字を大切にする人間だ。 

 三百本塁打とまではいかなくとも、三百安打くらいの値うちはある。 

 嘘八百とはいかなくとも、八百長くらいのなにかはある。 

 そこで私のいちばんの関心事であるテーマ、「狂人と強靱」を表題にするが、そ

れをエッセイでは書く気が起きない。 

 といえば偉そうだが、ホントは書けないのだ。 

 さらに偉そうなことをいえば、小説にすれば核心に迫れる自信がある。 

 それで【特別企画】として小説のカタチを取る。 

 なにせ記念だからご寛恕のほど。 

 

      

     ○    ○ 

           

              

          俺の番だ俺の数ある狂気のうちのひとつの話を 

                    ランボー『地獄の季節』 

 

             気が狂っていようと見世物じゃないんだ 

                       魯迅『狂人日記』 

 

 気が狂ったやつのことばかり書いていたら、気が狂ってしまった。 

 感染したからではない。 

 狂気はインフルエンザとちがい、そう簡単に感染するものではない。 

 話せば長くなるから、箇条書き的というか三段論法的というか、そんな調子でや

ってみる。 

 狂人の話なんて、だれも読む気がしない。 

 そんな本を出しても売れない。 

 売れないから生活が苦しい。 

 苦しくてもだれも援助してくれない。 

 狂人の話ばかり書いているやつは、狂人にちがいない。 

 狂人の援助をしても、何の見返りもなかろうというわけだ。 

 結果（ここで咳払い）三大疾患よりも恐ろしい、金欠病という病気になる。 

 この不治の病いに罹ったら、まず治らない。 



 宝くじでも当たれば別だが、金欠病は不運病でもあるので、当たるわけがない。 

 もともと（ここで苦笑）宝くじを買う金がない。 

 余命何年、と出せないのは、今日にでも首を吊る可能性があるからでね。 

 可能性なのか確率なのか、どちらにしても少なくとも五割はある。 

 半分ずつ行ったり来たりして、それでも逝かないのは金がなくとも家族があるか

らだ。 

 ごめん。 

 それは嘘で、家族があるから行き場がなくなって逝きたくなる。 

 逝かない理由は、連中のいうとおり狂人にちがいないからだ。 

 狂人は病気なんかでは死なない。 

 病気が重ければ重いほど、そんなものでは死なない。 

 金欠病なんか糞食らえだ。 

 では狂人を殺すものは何だ。 

 狂人の反対語は何だ。 

 常人だ。 

 なら狂人を殺すものは常人だ。 

 常人は常に狂人を殺したがっている。 

 なかには食べたがっているものもいる。 

 狂人が（ここで嘲笑）美少女だったばあいに限られるけれどもさ。 

 

      ＊     ＊ 

 

 あんがい理路整然と書いているよね。 

 客観性はないかもしれないが、主観ばかりではないだろ。 

 誤字脱字はあるかもしれないが、常人だってある。 

 こいつを読んだだけでは、ちっとも狂人とは思われないはず。 

 狂人の話ばかり書いているやつは、狂人にちがいない。 

 これは妄想だ。 

 狂人の援助をしても、何の見返りもなかろうというわけだ。 

 これは真実だ。 

 つまり連中は、見返りがないと援助をしない金権主義者だ。 

 もしくは銀行屋だ。 

 銀行マンなんてエリート面をしているが、要するに本質は金貸しの因業爺じゃな

いか。 

 私有財産に疑問を覚える者は、やはり狂人なのだろうか。 

 どうして君の私有財産は、でっかい蔵にぎっしりあるのか。 

 どうして僕の私有財産は、ちっぽけなマッチ箱のなかですら空っぽなのか。 

 それは狂人であるからだと、まただれかがつぶやく。 

 狂人はお金の大切さを知らないから困る。 



 そうではない。 

 お金にこだわらない生活をしたいのだ。 

 現代は何をするにもお金がかかる。 

 遊びはむろんのこと、手付け金を払わないと仕事にだってありつけない。 

 応募する者から応募金をとる文学賞だってある。 

 みみっちい世の中だ。 

 そんな世の中に抵抗しているんだ。 

 だいたいお金に名前なんか付いていないだろ。 

 なのにそれはどうしておまえのお金なんだ。 

 狂人狂人と莫迦にしてはいけない。 

（ここで咳払い）正義の使者と呼んでほしいくらいさ。 

 なんだって。 

 使者ではなく死者だろうって。 

 駄洒落とはいえ当たらずとも遠からず。 

 あるいは当たっているから憎らしい。 

  

      ＊    ＊ 

 

 いまに始まったことじゃない。 

 シェークスピアの時代から解っていたことなんだ。 

 

【「黄金？ 高価な、ぎらぎらする、山吹色の黄金！ いや、神々たちよ！ 

 わたしがお願いするのもむりはない。 

 こいつがこのぐらいあれば、黒も白に、 

 醜も美に、邪も正に、老も若に、 

 怯も勇に、賎も貴に変えることができる。 

 こいつは、坊主を祭壇からおびきだす。 

 治りかけの病人の枕の下から、 

 枕をふんだくりもする。 

 いやまったく、この山吹色の奴隷は、 

 信仰の絆をときもすれば結びもする。 

 いまわしい畜生をありがたい男にもする。 

  

 傷口に膿をためながら、 

 へどといっしょに病院から追い出されたゲス女を、 

 花かんばしい乙女に若がえらせるのもこいつだ。 

 うぬ、ばちあたりの金物め、 

 人間どもを痴れ者に変える、げびた売女こそきさまだ」】 

 



 かのマルクスだって言っている。 

「金満家は醜くはあるけれど、美しい女を買うことができる。 

 金満家の個性は跛ではあるけれど、二十四本の足を調達することができる」 

 尤も狂人は羨ましがったりしない。 

 金満家の腹をどす黒い血潮で染めたいだけだ。 

 

     ＊     ＊  

 

 人を殺したくなる。 

 他人を殺す蛮勇がないから、自分を殺したくなる。 

 比喩じゃない。 

 自分を殺して他人の中で生きてゆくって、あれじゃない。 

 どうやったらうまく自分を殺せるのか。 

 ガス、練炭、刃物、飛び道具。 

 飛び道具は手に入らないから飛ぶ。 

 高層ビルの屋上から、タワーから、断崖絶壁から、飛ぶ。 

 人生において飛翔も飛躍もできないやつに、飛ぶことなんかできるのか。 

 できるわけがない。 

 なら殺してもらうしかない。 

 そのためには怨みを買うことが一番。 

 いじめる、ぶんなぐる、かっぱらう。 

 いつも、いじめられてばっかり、ぶんなぐられてばっかり、かっぱらわれてばっ

かりいるやつにできるわけがない。 

 女を寝とる。 

 いまどき一文なしに女がその気になるはずもない。 

 哀れを誘うだと。 

（ここで自嘲の溜息）哀れを超してしまうと、惨めになる。 

 惨めったらしいのは女が最も嫌う男だよ。 

 そんなことは女に縁のない僕にだって解る。 

 女か。 

 女に悩殺されたいもんだ。 

 悩殺されたら絶対に死ぬ。 

 毒殺されても絶対に死ぬ。 

 絞殺されても絶対に死ぬ。 

 なるほどそうか。 

 だれか私を殺してください、と頼めばいいんだ。 

 通りすがりの人に言ったら、逃げられる。 

 プラカード持って歩いたら、お巡りさんに捕まる。 

 ネットが最適だろうが、最近は自殺サイトのチェックが厳しい。 



 だいたいパソコンもスマホも持っていないじゃないの。 

 ひとついい方法を思いついた。 

 暴力団の事務所に殴り込めばいいんだ。 

 棒切れでも振り回して暴れれば、（ここでオナラを数発）パパンパンパンスッパ

ンパンと射殺してくれるかもしれない。 

 射殺なら大往生だけど、（ここでまたオナラ数発）ピッピッピッピッピッピッと

両手に三発ずつ両足に三発ずつ浴びたらどうなる。 

 病院に担ぎこまれ激痛に耐え、あげく両手両足を切断されるかもしれない。 

 ううむ困った。 

  

     ＊    ＊ 

 

 自殺はやめた。 

 両手両足のないオトタケさんだって頑張っているではないか。 

 両手両足をなくした気分で生きていけばいい。 

 高性能車椅子は買えないけれど。 

 ハムレットはトチ狂った。 

 問題は生きるべきか死ぬべきか、なんかじゃない。 

 問題はどう生きるべきかなのだ。 

 そのためには『仏典』を読むか『聖書』を読むか。 

 世界の偉人の生の声を聞くか。 

 おまえはいつもそういう発想だからいけねえ。 

 もう一人の僕が言う。 

 おまえはいつも本や言葉に頼りすぎるぜ。 

 もう一人の僕が言う。 

 なぜ考えるということをせんのか。 

 もう一人の僕はどうやら憤っている。 

 反論する。 

 だって狂人の考え休むに似たり、というじゃないか。 

 狂人の唯一の魅力ってものがあるとしたら、考えないことじゃないのか。 

 阿房か。 

 もう一人の僕はついに怒鳴る。 

 考えないやつがどうして手記なんか書いているんじゃ。 

 なるほどと素直にうなずく。 

 そうなんだ、偉大な本を読まなくっても偉大な人の声を聞かなくっても、こうし

てつれづれなるままに書いていれば、それは考えているってことなんだ。 

  

    ＊    ＊ 

 



  さてこれまでは前置き。 

 いままではいささか観念的すぎた。 

 観念的な本文なんかないから、これまでは前置き。 

 これからは狂人の具体的な愚痴。 

 ニーチェは発狂した。 

 研究者は意味をつけたがるが、発狂に意味はない。 

 梅毒の毒が脳に廻っただけのことだ。 

 そうなればニーチェならずとも発狂する。 

 狂人が死んだ場合はどうなるのか。 

 復活とか生まれ変わりなんてものがあるのだろうか。 

 その場合やはり狂人として生まれてくるのだろうか。 

 そこをニーチェに聞いてみたかった。 

 

    ＊    ＊ 

 

 きみたちは僕を「仇敵」というべきであって「悪人」というべきではない。 

 きみたちは僕を「狂人」というべきであって「虚人」というべきではない。 

 きみたちは僕を「愚者」というべきであって「罪人」というべきではない。 

 

    ＊    ＊ 

 

 アリストテレスは言った。 

【卓越した精神には狂気の混入はまぬがれえない】 

（ここで嘲笑）まあそれほどニーチェを買い被ってはいないがね。 

 芥川龍之介は発狂が怖くて自殺した。 

 発狂の怖さは、発狂者を身近に持たないと解らない。 

 龍之介の実母は発狂者だった。 

『或阿呆の一生』 

【彼の友だちの一人（作者註／宇野浩二）は発狂した】  

 龍之介の晩年の作品はみな発狂者の告白だ。 

『歯車』 

【誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか？】 

 私小説作家ではないはずの龍之介は、どんな私小説よりも苛酷な私小説を遺した。 

 

     ＊    ＊ 

 

 阿呆と言えば、フランス暗黒小説の第一人者、マンシェットの『阿呆が出てくる、

お城が見える』 

 あれに、トンプソンというほれぼれとする殺し屋が出てくる。 



 ひどい胃潰瘍のトンプソンは、胆汁と血液を吐きながら主人公の女を追いつめる

のだが、主人公を守る男に、ライフル銃で片足を吹っ飛ばされ、骨と肉がシチュー

のごとく混じりあい、血が水道さながら噴き出すのだ。さらに主人公に腰を肉切り

ナイフで突き刺され、それでも意に介さずに、カービン銃を松葉杖にして主人公を

追いつめ、発射。だがその銃口に泥が詰まっていたものだから、銃が破裂し、生首

が吹っ飛んだトンプソンはようやく息絶える。 

 こいつは狂人の憧れ、狂人のスターだ。 

 狂人なら、いや男なら、こういう死に方をしたい。 

 

 女なら、そうだな、アンティゴネかな。 

 というわけで、ソポクレスの『アンティゴネ』を再読する。 

 オイディプス死後、テバイの王位をめぐって、ふたりの息子（エテオリウスとポ

リュネイケス）が一騎打ちし、共に果てる。 

 そしてテバイの王位には叔父のクレオンがつく。 

 クレオンはエテオクレスを国葬にし、（テバイを攻めた反逆者たる）ポリュネイ

ケスを放置する。 

 この布令に、エテオリウスとポリュネイケスの妹、アンティゴネは不服、禁令を

犯してポリュネイケスの埋葬を試みるが、捕らえられて投獄される。 

 クレオンは、（息子ハイオンのいいなづけである）アンティゴネを死罪から救お

うとするが、アンティゴネは耳を傾けず、自殺する。 

 アンティゴネの心理を僕なりに考える。 

 オイディプスの娘として苦労してきたので、死ねば楽になる、死への願望。 

 兄の死骸が獣や鳥の餌食になるのが耐えられない、死者への愛・兄弟愛。 

 また、そういうことをしたクレオンに対する許せない、妥協できない憎悪、女の

（あるいは人間としての）意地。 

 オイディプスの血は、妹（イスメネ）がいるので残るから心配ない。 

 オイディプスと血のつながりのないクレオンやハイオンに対して、オイディプス

への憧れと敬意ほどの好意はなかったのではないか。 

 異性愛の欠如と近親相姦の疑い。 

 いずれにしても、これらのどれかでありこれらの総てであろう。 

 俗人クレオンには理解できなくとも、「卓越した精神」には理解できる。 

 

    ＊    ＊ 

 

 歴史上の人物や物語の登場人物なんかはつまらん。 

 お前はいつもそういうやり方でお茶を濁す。 

 もっと透明な頭脳で己のことを喋れと、もうひとりの僕が言う。 

 透明な頭脳ねえ。 

（ここで舌打ち）透明な頭脳が蝕まれているから狂人なんだ。 



 だが折角だから、霞がかかった記憶から、僕の狂気の瞬間を引きずりだしてみよ

う。 

 

 あれは小学四年生のときだった。 

 仲の良い友達が、僕をからかった。 

 からかわれるのは慣れているはずであったが、どういうわけか友達の両腕をへし

折った。 

 僕は友達の父親と僕の父親にしたたかぶん殴られて、脳味噌が爆発した気分だっ

た。 

 友達は複雑骨折で何年も完治しなかったが、高校生のときに野球部に入って甲子

園でピッチャーとして大活躍した。 

 たぶん複雑骨折のおかげで腕が強くなったのだろう。 

 あれは中学三年生のときだった。 

 兄が僕を莫迦にした。 

 莫迦にされるのは慣れているはずであったが、どういうわけか兄の足を庖丁で突

き刺した。 

 兄は自分が悪いと思ったのか、親には脚の毛を剃っていて過って刺したといった。 

 出血がひどく兄は三日三晩寝込んでいたが、床から出たときは慢性の高血圧が治

っていたから、たまには大量出血も悪くないなと兄は嘯いていた。 

 あれは高校二年生のときだった。 

 隣のおじさんが僕にいやがらせをした。 

 ちんちんを触られたりひっぱられたりするのは慣れているはずであったが、どう

いうわけかおじさんを公営団地の五階から突き落とした。 

 おじさんは尾てい骨にヒビが入って働けなくなったので、その後は障害者年金と

生活保護を貰うことになって、いままでの五倍の年収になって、それからは僕を見

るとちんちんには手をのばさず必ず握手をしたものである。 

 あれは大学一年生のときだった。 

 大学教授が女子学生にセクハラをしていたのを文句いったら、落第にされた。 

 落第にされるのは慣れているはずであったが、どういうわけか大学教授の下腹部

を烈しく一撃した。 

 大学教授は手術しても男性機能が回復せず、結局その後は性転換して女性になっ

たが、昔からなりたかったのと何度も御礼をされた。 

 禍い転じて福となす。 

 みんな僕にないものをいっぱい（ここで指折り数える）持っていて、人生を力強

く生きている。 

 さてこれでもうひとりの僕は満足したであろうか。 

 

      ＊    ＊ 

  



 ほら、僕の狂気なんか、短気の枠を出ない。 

 僕の狂気なんか、狂気の王者、織田信長の爪の垢すらでもない。 

 戦闘以外で虐殺した人数は、ヒットラーには及ばないが、ヒットラーの残虐性が

ユダヤ人だけに向けられたのに比べ、信長の残虐性は多岐に及んでいる。 

 たとえば叡山焼打ちで、数千の僧俗を虐殺した。 

 尾張長嶋の一向一揆の、男女二万を虐殺した。 

 荒木村重の女子供も含めた一族、千五百人を虐殺した。 

 むろん狂気は驕慢と裏返しであり、驕れる者は久しからず。 

 僕も大なり小なり驕れる者だから、久しくはなかろうよ。 

 人生五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり。 

 なんて、僕は狂気が中途半端だから、驕慢も中途半端なので、人生百年は生きる

気がするけどさ。 

 

     ＊    ＊ 

 

 神様を信じていないが、万一神様がいるとして、「神様は試練に耐えられる人間

にだけ試練を与える」といわれる。 

 そうださすがは神様だ、神様は当たっている。 

 僕はこの与えられた狂気という試練に、耐えられる人間だ。 

「人間辛抱だ」といった初代若乃花と同じく、選ばれた人間なのだ。 

 僕の半生は、頚椎をやられるほどのかちあげをかまされ、三半規管をやられるほ

どのつっぱりとはりてをくらい、それでもなんとかひいたりいなしたりはたいたり、

見事におっつけて、あと半歩あと一息というときに、必ずうっちゃりをくってきた

半生であった。 

 みんな身から出た錆なんだろうが、僕は僕の半生に反省なんかしていない。 

 お前もくそったれだが、僕もくそったれだからだ。 

 深沢七郎じゃないが、人間が産まれるのは屁や糞と同じだ。 

 女の穴から、屁や糞と同様にひり出される。 

 お目出とうございます。 

 ひり出された人間は、屁や糞と同様に大気になり土になる。 

 ご愁傷さまでございます。 

 墓か（ここで嘲笑）。 

 はかばかしい、いや、ばかばかしい。 

 屁や糞に祈るよりもくだらん。 

 そういうことをこれからも何千何万年とやるんだろうな。 

 

 くそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれ

めくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれ

めくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそはなく



そったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめく

そったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめく

そったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめくそったれめく

そったれめ。 

 

      ＊    ＊  

 

 狂人＝悪党と考えている者がいる。 

 これはマチガイ。 

 悪党は狂人からも出るが、常人から出る確率のほうがはるかに高い。 

 異常な事件の犯罪者は、精神鑑定を必ずやる。 

（ここで唾を吐く）あんなものは必要ない。 

 なぜなら、狂人の悪党は罰を軽くしてほしいなんて思わないからで、あれは常人

の悪党のためのものに他ならないから。 

 凶悪犯罪を犯す者は、常人であっても、狂気のゾーンに入っているからで、例外

はない。 

 しかし、ここが大問題なのだが、狂人が日々狂気のゾーンに入っているなんてこ

とはない。 

 そんなことは滅多にないんだよ。 

 大半が冷静な覚醒ゾーンに入っているので、だからこそ常人の狂気が許せない。 

 凶悪犯罪ではなく、姑息な犯罪を犯す政治家連中だって、大なり小なり常人の狂

気ってやつだな。 

 

     ＊     ＊ 

  

 さてこれまでは前置き。 

 これからが本題。 

 いままではいささか愚痴っぽかった。 

 自虐的すぎた。 

 私小説じゃないんだから、やめよう。 

 これからは（ここで咳払い）狂人のプライド、狂人の強靱な知恵。 

 詩人たる僕  

「見者」たる僕 

 ランボーたる僕 

 僕はどこから来てどこへ行くのか。 

 

【どうして蜜柑は葡萄ではなく 

 葡萄は蜜柑ではないのでしょう】 

 どうして狂人は常人ではなく、 



 常人は狂人ではないのでしょう。 

 

 僕の精神的同胞、高村光太郎の、 

『狂者の詩』 

 

【己の肌から血が吹いた 

 何の定木で人を度る 

 真面目、不真面目、馬鹿、利口 

 THANKU YOU VERY MUCH  VERY VERY MUCH 

 お花さん、お梅さん、河内楼の若太夫さん 

 己を知るのは己きりだ 

 も一つあれば己を生んだ人間以上の魂だ 

 頭の中から猫が啼く  

 洋服を着た猿芝居 

 与一兵衛が定九郎に噛みつくと 

 御見物が喝采だ 

 世は末法だ、吹いて来い 

 秩父おろしの寒い風 

 山からこんころりんと吹いて来い 

 プロログ 

 エピログ 

 LONDON BRIDGE IS BROKEN DOUN ! 

 己はしまいには気がちがいそうだ】 

 

 この詩のミスは、一箇所大嘘をついているところだ。 

「己はしまいには気がちがいそうだ」 

 ではなく、 

「己はとうとう気がちがってしまった」 

 なのだ。 

 狂人が強靱たるゆえんは、正直であること。 

 正直も正直、莫迦正直。 

 さてと。  

 本題が終わったので、おしまい。 


