
絶対文感【特別篇】 

 

  第八章 澁澤 龍彦                  陽羅 義光 

 

 このところ、若い作家の作品を、片っ端から読んでいる。 

 若い作家といっても、わたくしより年齢的に若い、ということであって、本人は

若いなんて、ちっともおもっていないかもしれないが。 

 もちろん気になるから、ということもあるが、この歳になっても勉強勉強、なに

か得るものがありはしないかという魂胆なのだ。 

 けれども残念ながら、得るものは、なにもない。 

 テーマ、アイデア、ストーリー、プロットなどに、面白いものがあるにはあるが、

なにせ文章が下手すぎる。 

 文章に特化するなら、全作家協会の手練、加奈山径、豊田一郎、崎村裕、畠山拓、

野辺慎一、石川友也、山崎文男、橋てつと、尾関忠雄、加藤幸一、有森信二、小笠

原幹夫、嶋津治夫、浅利勝照、片山龍三、萬歳邦昭などなどのほうが、はるかに上

である。 

 どうしてなのだろうとかんがえてもわからんが、若い作家たちは、まず読書量が

すくない、それと翻訳小説の影響が強すぎる、ということはかんじられる。 

 

 たとえば（どれを例にだしてもおなじことなのだが）近年益々評価が高まる中村

文則の、芥川賞受賞作、 

『土の中の子供』 

 をとりあげてみる。 

 毎度毎度、おなじこといってばかりで恐縮なのだが、中村文則の小説は、「よう

に」が多すぎて、文章的には下手くその部類である。 

 以下はほんの一例であるが、とにかく主人公がリンチを受ける冒頭の部分だけで、

「ように」が、うんざりするくらいでてくるのである。 

 ごぞんじのとおり「ように」は英語の「like」であり、英米の作家たちは、この

「like」を使うのが常套的になってしまっている。 

 だがほんとうは、かれらは、「ように」を使ってばかりいる意識はなく、「っぽく」

とか「らしく」とか「くさい」とか、そんなかんじもかなりある。 

 マドンナの「ライク・ア・バージン」を、「処女のように」と訳すのは、翻訳の

初心者だけである。 

  

【街のもっとも暗い位置を探すように歩いていた】 

 主人公の精神状態からいって、「探すように」ではなく、「探しながら」とか「探

すために」でなければいけない。 

 

【膝や足首の関節が硬直したように動かなかった】 



 これは、医学的にいっても、「硬直したように」ではなく、「硬直して」がただし

い。 

 

【男はそういうと、私の出方を待つように、煙草に火を点けた】 

 主人公は男の性格をわかっているのだから、「出方を待つように」ではなく、「出

方を待つために」とか「出方を探りながら」が妥当である。 

 

【声を出そうとしたが、顔が焼けるように熱くなり】 

 主人公の感覚からいうと、「顔が焼けるように熱くなり」ではなく、「顔が熱く焼

けて」が近いであろう。 

 

【自分の声であるのに、それは、知らない人間の声のように私の中に響いた】 

 この状況下では、「知らない人間の声のように」ではなく、「知らない人間の声と

なって」とか、やや妥協しても「知らない人間の声さながら」であろう。 

 そうでなければ、〈私〉の中に響かない。 

 

【自分という存在が粉砕されていくように思え】 

 この凄惨なリンチは、「粉砕されていくように」なぞという、そんななまやさし

いものではない。 

「粉砕されてしまったと思われ」くらい、強い表現にすべきであろう。 

 

【自分はミンチのように、この地面の奥深くに、土と同化するように消えてなくな

るかもしれない】 

 これもなまやさしい。 

「ミンチのように」「土と同化するように」なんて、子供でも書ける。 たとえば、

「自分はミンチとなって土と同化し、この地面の奥深くに消えてなくなるはずだ」

が、このシーンにふさわしい表現である。 

 

 べつだん粗探しではないよ。 

 というのは、粗だらけだから、探す努力も要らないのである。 

 

 失礼ながら中村文則を例にだしたのは、まだ内容が面白いから読み続けられたた

めであって、ほかの作家のものは読み続ける苦労が半端ではなかった。 

 こんな調子だと、「純文学」なんて消え失せ、「大衆文学」だけがなんとか残るの

だろうが、その「大衆文学」ですら、佐伯ナントカなんて作家のものが際立って読

まれている現実をおもうと、読者の質もずいぶんと下がったなあとかんじさせる。 

 ようするに、真のディレッタントがいなくなった、すくなくなったのである。 

 

 いままでの日本作家のなかで、「ように」「ような」の 



《三大名人》 

 といえば、 

 堀辰雄、 

 武田泰淳、 

 安部公房である。 

 堀辰雄と武田泰淳に就いては、あちこちで書いたり喋ったりしているので、今回

は安部公房。 

 海老坂武博士は、 

「安部公房の作品の魅力のひとつは、豊かな比喩の世界である」 

 としているが、まあ学者の見方だから、このレベルでしかたがない。 

 わたくしは安部公房の最大の、もしくは唯一の傑作は、 

『砂の女』 

 だとかんがえているが、『砂の女』は、海老坂いわく、 

「豊かな比喩」 

 が満載である。 

 比喩といっても、「ように」「ような」のオンパレードである。 

 ちょいと引っぱり出して、わたくしの解説を添えてみよう。 

 

【研いだ針の先をたばねたような光】 

「針のような光」という月並な形容があって、それを進化させている。 

 そこまではいいのだが、折角進化させたのなら、「光の束は研いだ針の先の集合

体だ」とやったほうが鮮烈で強靱だ。 

 

【なめしかけの兔の皮のような頬】 

「なめしかけの兔の皮」を、じっさいにその目で見た人がすくなくなってくると、

この比喩は古風で難解で脆弱にならざるを得ない。 

 比喩や形容には、そうした危険性が常に孕んでいることを知らない作家が多すぎ

る。 

  

【牛の喉にブリキの笛をおしこんだような音】 

「牛の喉にブリキの笛をおしこんだ」体験が、作者にはあったのかもしれないが、

一般にはその行為自体が有り得ないものであるから、比喩として脆弱になる。 

 もしそれを表現したいなら、「もし牛の喉にブリキの笛をおしこんだらこんな音

がするだろう」とやったほうが賢明である。 

 

【魚のはらわたのように脂のにじんだ寝床】 

 この形容は月並で曖昧すぎる。 

「ような」ではなく「ように」となると、「魚のはらわた」は「脂」にかからず「に

じむ」にかかってしまって不明徴で脆弱になる。 



 どうしても「魚のはらわた」のイメージを使いたいなら、「脂のにじんだ寝床で

横になると腐った魚のはらわたの臭いがした」が妥当か。 

  

【内臓が汚物処理場のように泡をたてている】 

 泡をたてるのは「汚物処理場」のほかにもいっぱいあるわけだから、「ように」

と「泡」がつながるのは不自然で文脈的に間違いでもある。 

 わたくしなら、「泡だつ内臓は、あたかも汚物処理場だった」とやるが、そのほ

うが自然で且つ強靱である。 

 

【くらげのように踊りだす胃袋】 

 こんなつまらない形容は珍しいが、それはそれとして、甘くてだるい「ように」

を取るなら、「踊りだすくらげの胃袋」とか「胃袋はまるで踊りだすくらげだ」と

かが妥当だが、わたくしなら、「胃袋がくらげとなって踊りだす」とやるが、その

くらいやれば詩的で且つ強靱である。 

 

【時が馬のように駈け出したりする】 

 これもひどい形容だが、どうして「駈け出したりする」のが「馬」でなければな

らないのか。 

 小椋佳の『シクラメンのかほり』では、「疲れを知らない子供のように時が二人

を追い越してゆく」のだが、同じ時の流れを形容して、「疲れを知らない子供のよ

うに」は、「馬のように」よりずっと見事な比喩だ。 

「ように」「ような」を使いたいなら、ここまでかんがえなければ陳腐且つ脆弱に

なる。 

 

 比喩、形容、装飾は、イメージを鮮烈且つ強靱にしたいから使うのであろうが、

「ように」「ような」の連発は、逆に古風で難解で不明瞭になる可能性があり、陳

腐で脆弱になる可能性はかぎりなく高い。 

 やめるべし。 

   

 というわけで、今章は澁澤龍彦である。 

 

 養老孟司がこんな回顧（懐古）談を書いている。 

 

【朝起きて階下に下りていくと、二畳の部屋に澁澤龍彦氏が寝ていた。それが澁澤

氏に対する、私の最初の記憶である。年譜で見ると、鎌倉で同人誌『新人評論』が

出ているのが、昭和二十七年である。その頃のことに違いない。 

 当時私は中学生で、澁澤氏は兄の飲み友だちだった。いまと違って、あの頃は、

若い人のすることがあまりなかったから、学生仲間が集まっては、もっぱら会話し、

酒ばかり飲んだのであろう。面長で色白の、神経質そうな好男子だった。そういう



印象が残っている】 

 

 この時代からほぼ十五年経った、わたくしの青年時代も、こんなかんじであった。 

 仲間と同人誌をやり、ほかにすることもないし、する金もないから、安酒を飲ん

で会談ばかりしていたのだ。 

 そのころの仲間、石太郎君は、まさに「面長で色白の、神経質そうな好男子だっ

た」 

 かれは、わたくしがそうおもうとおもうまいと、明らかなディレッタントで、日

本語でいうなら「好事家、道楽者、趣味人」というところであった。 

 芸術全般に造詣が深く、わたくしも教えられるところがとても多かった。 

 しかしかれのことをかんがえると、芸術のどの分野においても傑出することはあ

るまいと、わたくしはおもっていた。 

 そこには、ディレッタントというものを、いささか皮肉っぽい眼で見ていた自分

がいる。 

 ディレッタントに芸術の本質がわかってたまるか、という、のぼせたおもいも若

干はあったが、芸術というものを狭くとらえていた節もないではない。 

 かれは大切な親友であったが、わたくしは徐々にかれからはなれ、文学団体に所

属するようになるのである。 

 それでもよく石太郎君を思いだすことがあって、それは決まって澁澤龍彦を読ん

でいるときなのであった。 

  

 澁澤龍彦（１９２８～１９８７）に就いては、 

『絶対文感』 

 のほかの章でも何度か登場させているが、あらためて章立てする理由は、半世紀

以上も書き続けてきて、ディレッタントに対するわたくしの考え方が、だいぶ変わ

ってきたためでもあろう。 

 たとえば、 

〈好事〉 

〈道楽〉 

〈趣味〉 

 などの言葉を、 

〈遊び〉 

 と総称してみると、ゲーテの説にあるとおり、 

「創作という仕事が、〈遊び〉になっている芸術家は強い」 

 とかんじざるをえないからである。 

 また、〈遊び〉の概念を、芸術にそれとなく含めたとき、芸術がそれまでと違っ

て、広く豊かにすらかんじられるのである。 

 まったく長生きはするもので、もしわたくしが主治医の予言どおり中年で死んで

いたら、ディレッタントを〈低級〉な輩だと信じたまま逝っていたことになる。 



 だが、これもゲーテの説にあるとおり、 

「ディレッタントとは、〈高級〉というものを解っている人間をいう」 

 のである。 

 

 このころ、蔵書が増えて始末におえないことと、金がなくて始末におえないこと

が重なって、老舗の古本屋にトラックで拙宅にきてもらったことがあった。 

 膨大な書物を前にして、古本屋の主人は、 

「あら、横光利一全集ですかあ、困りましたねえ。  

 へえ、八木義徳全集ですかあ、一冊百円も払えません。 

 おや、井伏鱒二作品集ですかあ、タダなら引き取ります。 

 まあ、小川国夫作品集ですかあ、タダでも引き取りません。 

 こういうものは文学愛好家だって、もう読みはしませんぜ。 

 旦那あ、趣味が悪いなあ」 

 わたくしがどうしても欲しくて、借金して購入した高額な本たちを、見下げ降ろ

し、 

「やっ、小栗虫太郎全集ですか、探しておりましたよ。 

 あっ、夢野久作全集ですか、いいですねえ。 

 おっ、中井英夫作品集ねえ、これは正価の二倍で。 

 むっ、澁澤龍彦作品集ねえ、これは正価の三倍でいただきまっせ。 

 こういうものが文学ってやつでさ。 

 旦那あ、いい趣味してますなあ」 

 わたくしが気まぐれで、購入した本たちを、見上げ奉ったものであった。 

（ふん莫迦莫迦しい） 

 と、ひどく癪に触りつつも、なぜかおのれの芸術観文学観の一角が崩れた、そん

な感覚を味わったものである。 

 

 澁澤龍彦といえば、まずはマルキ・ド・サドの翻訳や紹介や評論で有名である。 

 なかでも『悪徳の栄え』と『ソドム百二十日』の翻訳本は、ディレッタント垂涎

の的であったと記憶している。 

  

 異色の作家も多く紹介した本、 

『黒魔術の手帖』 

『胡桃の中の世界』 

『異端の肖像』 

『偏愛的作家論』 

 もよく読まれていて、わたくしも愛読者のひとりである。 

 小説はあまり多くはないが、代表作は、 

『ねむり姫』 

『うつろ舟』 



『高丘親王航海記』 

 あたりであろうか。 

 享年五十九歳は、ディレッタントとしては、口惜しい若死というべきであろう。 

 わたくしは最近、澁澤龍彦こそ、ディレッタンティズムを極めた人であると信じ、

どんな世界でも、極めた人は偉大であると信じはじめている。 

 

 評論家の東雅夫は、澁澤龍彦に就いて、 

「アンソロジストとして真っ先に魅了された」 

 と書いているが、そうか「アンソロジスト」という言い方があるのかとこのとき

知った。 

 そういえばわたくしも、澁澤龍彦訳／編集のアンソロジーを何冊も読んできて、

ずいぶんと楽しませてもらったものである。 

『暗黒のメルヘン』 

『変身のロマン』 

『幻想怪奇短篇集』 

 などなど。 

 

 ディレッタントといわれる人の「絶対文感」は、大凡見事なものであるが、その

なかでも澁澤龍彦の「絶対文感」は傑出している。 

 

【石段をのぼりきったところに、湖水に向って張り出した朱塗りの回廊があり、回

廊のかたわらに一基の三重塔が立っていた。現実の竹生島に三重塔があるかどうか、

それはどうでもよいことで、ここで問題にしているのはあくまでも親王の夢の中の

竹生島、夢の中の三重塔である。三間四方の桧皮葺の三重塔で、下から見あげる屋

根の反りが息をのむほど美しい。しばらく見とれていたが、薬子に強く手をひかれ

て、親王は塔の内部に足を踏み入れた。 

 塔の内部はうす暗く、目が慣れるまでにはやや時間を要した。やがて目が慣れて

くるとともに、そこの四方の壁に、極彩色で描かれた浄土変相の図がぼうと浮かび

あがって、親王はあっと声をあげた。いつの時代の作か、まだ色もあざやかである。

下のほうに阿弥陀や諸菩薩がごちゃごちゃしているが、とりわけ親王の目を惹きつ

けたのは、それらの上空に飛んでいる豊満な鳥のからだをした女であった。天人の

羽衣とはあきらかにちがって、鳥の翼、鳥の羽毛を生まれながらに身につけている。

ひとたびそれに目をうばわれると、もうそのほかのものはほとんど見えなくなって

しまった。 

「これ、なに。」 

 指さして、声をひそめて、親王はきいた。 

「迦陵頻伽よ。」 

「カリョービンガ。」 

「そう。天竺の極楽国にいる鳥よ。まだ卵の中にいるうちから好い声で鳴くんです



って。顔は女で、からだは鳥。」 

「薬子に似ているね。」 

「あら、そうかしら。」】 

              （『高丘親王航海記』・「蘭房」より） 

 

 この「絶対文感」の見事さは、？や！やーや…などの夾雑物がないのみならず、

なによりも具体的な語彙使いに終始しているところである。 

 

 最近谷崎潤一郎を再読しているが、ディレッタントや、耽美的変態的な小説を書

く作家は大凡観念的で、内容も具体性を欠くものであるが、さすがに谷崎潤一郎は

違う。 

 具体性がありすぎるほどで、たとえば、 

『痴人の愛』 

 でも、女主人公の「ナオミ」であるが、お店では「直ちゃん」と呼ばれ、本名は

「奈緒美」であり、「NAOMI」と書くと、西洋人のようであり、ここでは、カタカ

ナで書かないと感じが出ないので「ナオミ」とする、という具合である。 

 観念小説でよくＡ子とかＢ男とか、またＹ市とかＫ大学などとやるけれども、あ

れは最悪で、観念に観念の上塗りは読者泣かせでもある。 

 

 これが小説ではなく、評論やエッセイとなると、澁澤龍彦よりも若いディレッタ

ントは、みんな最悪である。 

 だれを例にだしてもおなじ状況なのだが、芥川賞も受賞しているインテリゲンチ

ャ松浦寿輝に登場してもらおう。 

 これは、なかでもややマシ、というか、力作であり、それゆえ余計に困った作品

ではある。 

 

【すべてはやはり光の問題なのだ。だから光について語らねばならぬ。それも、光

なるもの一般についてではなく、この特別の光、この現在の光、いまこの瞬間わた

したちの前に、わたしたちの上に、わたしの周りにたゆたっている光について語る

のでなければならぬ。たやすいことではないだろう。だが、すべてが光に帰着する

以上、この困難は引受けねばなるまい。いやむしろ、なぜ光を語るのがこれほど困

難なのかというその問いこそが、問うに値する唯一の問いであるかもしれない。光

について語りたいという衝動に促され、しかしそう努めながら人は何よりももまず、

この光をめぐる失語の病がいったいどこから来るのかという問い、召集をかけられ

た言葉たちがこうしてむなしく潰えてゆくのはいったいなぜなのかという問いへ

と導かれてゆく】 

              （『青天有月』・「黄昏と暁闇」より） 

 

 なにが「やはり」なのか、なにが「だから」なのか、なにが「むしろ」なのか。 



 どうして「ならぬ」なのか、どうして「以上」なのか。 

 おのれの言葉に酔い、酔いつづけるばかりで、ここに読者はいない。 

 卑屈になるほど読者に寄り添う必要はないが、読者に寄り添う意識なくして、言

語作品というものは成立しない。 

 連発される「問い」は、読者を排除した地点から発せられた問いであり、数々が

重ねられた最終段階での問いではなく、軽薄な問いのための問いにすぎない。 

 観念に観念を重ねても、観念的思想すら発生しない。 

 この類いのものが本になるのは、いまだにディレッタンティズムに郷愁をいだく

編集者がいるせいだろうが、もしかすると編集者自身も似非ディレッタントなのか

もしれない。 

 

 もちろんわが澁澤龍彦＝真のディレッタントであったなら、評論でもエッセイで

も、そういう文章は決して書かない。 

 あくまでも、「具体性」（中村光夫のいわゆる「即物性」）が、肝腎なのである。 

 美学、哲学でも文学思想でも、この「具体性」から生み出されるものなのである。 

 

【リンネが種の不変性を、生涯にわたって頑固に信じつづけていたわけではないと

いうことを、彼の名誉のために付言しておくべきだろう。 

 一七四二年、彼の学生のひとりが、ウブサラの近くで採集したという珍しいリナ

リア・ウルガリス（海蘭の一種）の標本を持ってきた。茎と葉は普通のリナリアと

変るところがなかったが、花と生殖系とが違っており、リンネは昂奮して、これに

ペロリアという名前をつけた。ペロリアとは、ギリシア語で「畸形」の意味である。

このペロリアはやがて数多く発見され、父なるペロリアの子たるペロリアも、まっ

たく同じペロリアであった。こうなると、すでに畸形は畸形でなく、畸形という名

の新種でしかないことになる。古代人はライ麦が大麦に、大麦が燕麦に、燕麦が小

麦に変化することを信じていたが、このリナリア・ウルガリスからペロリアへの変

化は、それ以上の目ざましい現象であるとして、リンネは自分の発見を喜んだとい

う】 

                     （『愛の植物学』より） 

 

 全作家協会で、随一の書き手、、随一のディレッタント、畠山拓の小説は、残念

ながら具体的な語彙使いが、極めてすくない。 

 

【子供の頃の思い出だ。鳥の巣に、蛇が近づいている。 

 小鳥は蛇を追いはらおうと、けたたましく騒ぎまわった。卵は蛇の好物だ。 

 同級生の男の子が蛇を追いはらってくれた。 

 食材が乏しくなった。 

「卵かけご飯が食べたくなったよ」 

 國男は冷蔵庫の中身を知っている。卵だけで良いといっている。何も造れないと



は言いたくない。麻衣子は最後の二個の卵を食卓に出す】 

                     （『静かな生活』より） 

 

 どんな「鳥」なのか、「燕」か「雲雀」か「雀」か、具体的にわからないと、そ

のあとの「小鳥」と「卵」の扱いが曖昧になる。 

 どんな「蛇」なのか、「蝮」か「錦蛇」か「青大将」か、具体的にわからないと、

蛇を追いはらってくれた同級生の男の子の武勇伝がどの程度のものかわからない。 

「食材」云々から、急に場面が変るが、「卵かけご飯」「冷蔵庫」は、現在らしい。 

 これも具体性がないから、場面転換がわかりにくいのみならず、これは麻衣子の

視点で書かれている。 

 いつどこで買った、どんな卵の、「最後の二個」なのか。 

 女性が「卵かけご飯」のために、冷蔵庫から「最後の二個」を出すなら、具体的

な賞味期限をしらべないはずがない。 

 麻衣子に、國男の腹をこわさせる意図があったとしても。 

 つまり、具体性の欠如は、これほどに内容に対する不信感を読者に与えるのであ

る。 

 

 佳作を多く書くが、どうしても脆弱な作品になりやすいのは、その一点にあると

いっても過言ではない。 

 脆弱な作品よりも、強靱な作品のほうがいい、という前提に立っての話であるが。 

 かつて辻萬里が畠山作品を読んで、「歴史小説か伝記を書くとよい」といったの

は、けだし名言で、具体的な語彙使いがすくない歴史小説や伝記というものはあり

えないからである。 

 

 しつこいが、もっとわかりやすい身近な例をだそう。 

 例えば主人公が、自室でテレビを一心に観ているとする。 

 それを「自室でテレビを一心に観ている」だけの、具体性のない表現では勿体な

い。 

 いったい主人公は、どんなものを観ているのか。 

 時代劇を観ているのか、アニメを観ているのか、ニュースを観ているのか、それ

ともＡＶを観ているのかで、主人公の嗜好がわかる。 

 できれば、『水戸黄門』なのか『新選組』なのか、そこまでやるとさらになにか

が想定できる。  

 主人公の自室には、どんなテレビがあるのか。 

 白黒か、カラーか、１６インチか、液晶か、スクリーン大かで、この時代と、こ

の自室の大きさと、主人公の経済状況が、大凡わかる。 

 できればメーカーが〈ソニー〉なのか〈サムソン〉なのか、そこまでやると別の

なにかが想定できる。 

 判然とわからないまでも、かなり読者の目安にはなる。 



 この「どんな」が、畠山作品には欠落している。 

 また松浦寿輝の文章の非具体性が、読者不在だというのも、わかりやすくいえば

こういうことで、初歩的な文章作法である。 

 

「可憐な花」と書くよりも、「コスモス」。 

「荘厳な樹」と書くよりも、「松」。 

 具体性、具体性、まずは具体性、なによりも具体性。 

「可憐」や「荘厳」は、作者の思いいれにすぎず、その思いいれが畢竟読者のもの

とはいえないからである。 

 誤解なきよう附記するが、わたくしのいう「具体性」は、すでに死語になりつつ

ある「自然主義」とか「写実主義」とは無関係である。 

 同時にまた、シュールレアリズムの思想と、完全に相反するものでもない。 

 

 さていささか余談になるが、澁澤龍彦は三島由紀夫の友人であり理解者であった。 

 三島由紀夫が市谷で割腹自殺したときの、澁澤龍彦のコメントが残っている。 

 

【要するに、事柄はきわめて明瞭なのだ。すなわち、三島由紀夫氏は一個の過激派

だったということだ。右とか左とかいった限定なしの、絶対追求者としての過激派

である】 

 

 わたくしはこの言葉をそっくり澁澤龍彦にも贈りたい。 

 ただ違うのは、三島由紀夫がヒロイズムの「絶対追求者としての過激派」だった

のにくらべ、澁澤龍彦はディレッタンティズムの「絶対追求者としての過激派」だ

ったということである。 

 

 これも余談なのだろうが、澁澤龍彦は、本名澁澤龍雄、再婚した奥さんが旧姓前

川龍子、同じ「龍」だから、相性はバツグンだったにちがいない。 

 その澁澤龍子の著書、 

『澁澤龍彦との日々』 

 を読むと、仲がよかった池田満寿夫の言葉がでてくる。 

「土方巽と澁澤龍彦がもっと生きていてくれたら、今の日本の文化を変えられたの

に」 

 文化は芸術家が変えられるものではなく、大衆が変えるものだとわたくしはかん

がえているが、この気持はよく解る。 

 とくに親しい芸術家が、天寿を全うすることなく亡くなった訃報をきくと、わた

くしの胸に去来するのも、こうした感慨なのであるから。  

 だがそれでも、芸術家にとって長生きも芸のうちと、結論をだすことにしている。 

 全作家協会には、藤田愛子９４歳がいる。 

 わたくしの知人には、日野原重明１０５歳がいる。 



 わたくしの親しい映画人、大林宣彦も吉永小百合も、おおいに長生きしてほしい。 


