
絶対文感【昔日篇】  

 

 第十八章 小沢昭一              陽羅 義光  

 

 わたしのオトモダチに、歴史上の有名人である、小村寿太郎の孫がい

る。  

 そういう関係で、奴は（わたしの大嫌いな）自民党のオヤブンたちと

も友だちなので、あれこれ表沙汰にできない話をきくこともできる。  

 どういうわけか、そのオヤブンたちの肝煎りで、「小村寿太郎の会」な

るものができて、奴は会長に就任した。  

 不肖のなんとかで、奴はいわゆるヤクザなんだが、最近肝臓癌の大手

術をした。  

 そしたら国から三千六百万円貰った。  

（書類を見せて貰ったから）三千六百万もらったのはまちがいがない。  

「半分よこせ」  

 とわたしはいって、手をだしたが、金持ちほどケチなのは解っている

から、冗談である。  

 しかし、手をだすのは、みっともないものである。  

 

 よくわからんが、予防接種のせいで、長くＢ型肝炎の治療をしてきた

とのこと。  

 なるほどオヤブンたちからの見舞金ではなく、国からの賠償金かと得

心したが、本人は（たしか「余命一日」ということだったが）コロリと

いかずに、一年近く経っても、だれよりもピンピンしている。  

 このぶんなら、「余命三十年」（百歳まで）はまちがいなし。  

 

「おれはなにをやっても、大金がはいる」  

 と、奴は生意気に豪語していたし、よく三億円がはいったジュラルミ

ンのカバンを持ち歩いていたから、「三億円事件」の犯人は奴ではないか

とおもわれる。  

 

 いずれにしろ、ヤクザな事しかやったことのないはずの、奴が億万長



者なのに、  

「なにをやっても、大金がでていく、いや大金はないから、小金がでて

いく」  

 ところの、カタギのわたしとはえらい違いだ。  

 やはり人間は不平等にできている。  

 奴は気さくであけっぴろげだから、憎むわけにはいかんし、病後だか

ら蹴飛ばすわけにもいかんが、何ものかを憎んだ。  

 創造主がわるいのか、世の中がわるいのか、政治がわるいのか、それ

ともわたしがわるいのか。  

 

 もしかすると、小説を書いているせいかもしれない。  

 大金はいった小説なんてくそくらえだが、『小銭をかぞえる』式の、貧

乏小説はなかなか面白い、というか、小説の主人公というものは金で苦

労しなければならない。  

 エッセイも、金持ちの話なんか聞きたくもない、貧乏話が、やはりい

いなあ。  

  

 で、今章は小沢昭一。  

 小沢一郎ではありませんよ。  

  

 小沢  昭一（１９２９～２０１２）は、わたしの大学の先輩で、個性的

な俳優であった。  

 一癖ある役や小悪党の役が多く、厭な顔だなあ、あんな顔で生まれて

かわいそうだなあ、先輩だが近づきたくないなあ、とおもっていたが、

年を重ねる毎に、じつに味のある顔になってきた。  

 小林信彦はこう書いている。  

 

【いま、世間の人が小沢さんをどういう風に眺めているのか、ぼくには

わからない。若い人は、なんだかよくわからないが、ハモニカを吹いた

りする、ソフトな老人という風に見ているのではないか。もう少し年上

の人だと、軟派芸人と見ていると思う】  

 



 そんなことはない。  

「もう少し年上」だったわたしは、軟派を装おう硬派芸人だとかんがえ

ていた。  

 ちょいと近寄りがたい気風もかんじていた。  

 そうでなければ、わたしはこの先輩に近づいていたはずだ。  

 けっこうなことに、小沢昭一は年をとってから競馬の魅力にとりつか

れていた。  

 そんなけっこうなことを、残念ながらわたしはしらなかった。  

 最近読んだ『小沢昭一対談集』で、ご本人がこんなことをいっている。  

「カンがまた、バカに鈍っちゃうときがあれば、逆に鋭いときもあって、

この間は九レースからやって全勝したことがありました。その日はうれ

しくって、歌を歌っていました」  

 歌なんか歌わなくとも、競馬やってるだけで、ボケ防止になっていい

んですぞ。  

 

 ついでながら、網野善彦はこういっている。  

 

【博打というのは芸能ですからね。完全に芸能的な世界で、鎌倉時代の

文書にもその芸能としての決まりを、〈博打の道〉と呼んだ事例がでてき

ます】  

 

 昔の博打というと、骰子と花札だが、今はギャンブルということにな

って、競馬、麻雀、パチンコが三大ギャンブルであろう。  

 わたしは三大ギャンブルを半世紀以上も休まずにやってきていて、だ

から本職は何かと聞かれると「ギャンブラーよ」と答えることもある。  

じっさいその半世紀のいくつかの季節では、ギャンブルで生計をたてて

いたこともある。  

 三大ギャンブルはさておいても、わたしは「人生は賭けである」とか

んがえる者であって、ギャンブラーでなくとも、それが無意識であれ、

人は日常的に賭けているものである。  

 そういう機微を解らないと、芸能も芸術も解らない。  

 その意味で、小沢昭一が競馬にとりつかれたことを、けっこうなこと



といったのである。  

  

 まったくもってついでにいうと、小林信彦は映画通、役者通であるん

だが、最近の女優では綾瀬はるか、堀北真希、貫地谷しほりがいいとい

う。  

 わたしにいわせれば、まだまだじゃ。  

 女優は濡れ場を演じてナンボ、この三女優は濡れ場を演じていない。  

 男優も同じで、小沢昭一は濡れ場がうまかった。  

 むろん、わたしも、うまい（勘違いしないでね、小説の話ですぞ）  

 

 小沢昭一は、俳人、エッセイスト、芸能研究者でもある。  

 ラジオ放送１万回以上の名番組、「小沢昭一の小沢昭一的こころ」やド

キュメント「日本の放浪芸」で強い印象を残した。  

 

 小沢昭一の絶対文感は、その語りそのもので、一読してわかる。  

 今回は多くの著作、多くのエッセイの中から、『貧』と題する文章をそ

っくりそのまま引用する。  

 

【私は、自分が貧乏をしていたことがありますから、お金の無いことほ

どツライことはないと身に沁みて知っております。何だかんだ言っても、

貧より富の方が楽です。けれども今日、日本も経済大国といわれる富の

国になったものの、人の心が貧になったといわれる様になりました。た

しかに私なども近頃は、落語国に住む貧乏な人達の心の温かさに、ホロ

ッと感動したりしているのです。  

 落語といえば、ご存知古今亭志ん生さんには『びんぼう自慢』という

自伝が残りましたが、その息子さんの故金原亭馬生さんの書かれた「わ

たしとおそば」という短文がありまして、それは馬生さんの少年時代の

想い出ばなしなんですが、その文章を、途中からかいつまんで、引き写

させてもらいますとー  

（その頃、寒夜に暖房もなく寝られない私のために母は近所の人から古

いユタンポをもらって来てくれた。赤いさびだらけで方々に穴のあいて

いるのを修理したものだった。母は  



「おそばやさんに行ってお湯を貰っておいで」と云った。  

 私はユタンポをかかえて木枯しの中を懸命になって近所のおそばやさ

んへ行った。  

 普段喰べに行ったことのないおそばやさんである。幼い私はなかなか

格子戸を開けて中へ入れず、風の中にいつまでも立っていた。（中略）  

 体は冷えきってフルエが止まらない、このあわれな子供を通りがかり

の人が  

「坊やなにしてるんだ、夜遅く、早くお帰り」  

 私はうなだれたままだまっている。  

「どうしたんだ、ああユタンポのお湯をもらいに来たんだネ」  

 その人は私の頭をなぜ、そばやの戸をガラリと開けて声をかけてくれ

た。  

「オイこの子にユタンポのお湯をやってくれないか、俺はアトでくるよ」 

 その人はそばやのなじみのお客とみえて  

「ヘイ、どこの子ですか」と聞いた。  

「イヤ知らない子だ、だけどふるえあがっていて中に入れないから声を

かけてやったんだ、かわいそうだ、頼むよ」  

「わかりました。チョイト待ってな坊主」  

 私は店のスミに立っていた。  

 目の前で天ぷらそばを喰べている客がいた。うまそうに喰べているの

を空腹の私はいつの間にかジーッと近くまで行って見ていた。  

 その客は私を見て店の人にドナった、  

「オイこのガキに早く湯をやれ、そばがまずくなっちまうよ」  

 私は顔から火の出る思いだった。  

 帰りの夜道でユタンポを抱きながら私は  

「今に大人になったらそばを山ほど喰べるんだ」と泣きながら歩いた。） 

 書き写しながら私、涙ぐんでおります。同時に、貧だった時代は、い

い人の多い、温い世の中だったなとも思い、そしてついつい、貧乏はい

いものだなぁとさえ、感じ入ったりしてしまうのです。  

 ところで以前、ＮＨＫの「視点・論点」という、永六輔さんなどもと

きどき出ている、世事万般を評論するナマ番組から、私にもお呼びが懸

かりました。  



 ちょっと私には不似合いの番組かなと思いましたが  

お引きうけして、私は、右の馬生さんの一文を朗読したりもして、貧乏

礼讃を一席ブチあげました。  

 ー贅沢に流れほうだいの今のご時世、もう少しモノの豊かさをセーブ

して、みんな揃って貧になりませんか。人の心がきっとシットリ通い合

いますよ。お金をバラまく経済大国でなくっても、他国に迷惑をかけな

い、ささやかに暮らす国でよろしいんじゃないでしょうか…などと申し

あげ、民主主義をもじって貧主主義、貧は心を豊かにさせます、なんて

喋ってみたのです。  

 …ええ、これがどうも、この消費天国ではあまりウケなかった様で、

永さんとは違って私は、それ一回だけ、あとはもう、とんとお呼びがあ

りませんでした。いえ、コボシてるわけじゃありませんが…ハハハ  

 

 肩こりをものともせず、ぜんぶ写したのは、文章もいいけど、内容が

またいいからで、「貧主主義」はサイコーですな。  

 

 小沢昭一も仲が好かった渥美清が、もしエッセイでも書いたなら、小

沢昭一以上の絶対文感で、我々を魅了したにちがいないなんてことをお

もいつつ、『男はつらいよ』を想いだしている。  

 どうして寅さんは、あんなに女性に優しく、あんなに老人に優しく、

あんなに友だち思いだったのか、いまでも不思議な気がしている。  

 男がつらいんじゃない、男の中の男が、つらいんだよ。  

 渥美清はむろんだが、小沢昭一も男の中の男だった気がする。  

 

 シリーズ四十数作の映画『男はつらいよ』で、渥美清と小沢昭一が共

演したのは、たったの一度であるが、そのシーンはわすれがたい。  

 昔の仲間の死の床に、寅さんが見舞いに行く。  

 そこで寅さんは、昔の仲間に「おれが死んだら女房をもらってくれ」

（じっさいそういうセリフだったかは別にして、そういう意味のことだ

ったはずである）と頼まれるのである。  

 

 いまの世の中がサイテーなのは、なにをやっても金がかかることで、



もはやユタンポのお湯だってタダではもらえない。  

 コンビニやスーパーは水を（コーヒーも）タダで提供すべきだし、電

車やバスは（飛行機も）タダで乗せるべきだし、プールもテニスコート

も（ジムも）タダで使わせるべきである。  

 政治家はなにをやっとるんじゃ。  

 もちろん作家や詩人は、（人気不人気を問わず）作品をタダで読ませる

べきだし、もちろん音楽家も歌手も画家もイラストレーターも役者も芸

人も、皆そうすべきである。  

 そうして収入がなければ、みんなして物乞いをすればいい。  

 芸術家と乞食は、本来同種の人間である。  

 芸術家は率先して「貧主主義」を貫かねばならない。  

 

 ついでといっちゃあなんだけど、ご本人が、  

「言わせてもらえば、…何度でも言いますが、これでも私、いっときシ

ンガーソングライターだったのですよ」  

 といっているので、小沢昭一の作詩をひとつだけ紹介する。  

 

【ご同役  

 カアチャンが買ってくる  

 俺のパンツのことだけど  

 少しピッチリしすぎちゃいませんか  

 もっとタップリした奴で  

 昔おやじがはいてた様な  

 メリヤスの伸縮自在  

 ヒモで調節自由自在  

 風通しもサヤサヤと  

 中をゆっくり休ませたい  

 世の中なんでもそうだけど  

 少し 少し 若い奴らを目当てに  

 出来すぎちゃいませんか】  

 

 若い奴らを理解したいけど、迎合はしたくない。  



 若い奴らに媚を売る、企業やマスコミに聞かせたい唄。  

 

 これを書いていたら、「上を向いて歩こう」「遠くへ行きたい」「帰ろか

な」の、永六輔が『大往生』したが、このひとも、独自の絶対文感を持

つエッセイストであった。  

 小沢昭一と一脈通じる、ちょいとクセのある、こころ優しき硬骨漢で

あった。  

 

 野末陳平にしろ、野坂昭如にしろ、永六輔にしろ、黒柳徹子にしろ、

大橋巨泉にしろ、テレビ業界創設期を支えた人たちは、みんなお喋りで

ある。  

 お喋りであるから、ああいう世界に行ったのか、ああいう世界がお喋

りを欲求していたのか。  

 若い頃のわたしは、そういう人たちを嫌っていた。  

「男は黙ってサッポロビール」タイプが、やっぱり好きなのであった。  

 手本は、三船敏郎。  

 それと、渥美清。  

 三船敏郎は私生活はしらんが、映画では無口。  

 渥美清は映画ではお喋りだったが、私生活はいたって無口だったらし

い。  

 かくあるべき、とおもって、無口を押しとおした、つもり。  

 

 若くなくなってから、喋りまくらなければ伝わらないこともあること

を知って、それからは努力してなるべく口数を多くしている。  

 阿吽の呼吸なんてものは、特別の関係だけに通用するものであって、

我々凡人は、あれとかこれとかそれとかいわれても、わからん。  

 だが、タレントのみならず、わたしの友人知人でも、お喋りなひとが

亡くなったときよりも、無口のひとが亡くなったほうが、胸が痛むのは

どうしてであろう。  

  

 ジャニーズのタレントや吉本の芸人なんかが、テレビでべらべら喋っ

ているのを見ると、日本男児も、もうおしまいだとおもわれる。  



 そういう連中が太宰治を好きなのは、太宰治がただ饒舌だからという

理由だけではないかとおもってしまう。  

 そういう連中がでかい顔をしている世の中が、芸能界が、よろしいわ

けがないぞ。  

 まったく、小説の行間を読める読者がいなくなるわけである。  

 

 小沢昭一が『徹子の部屋』に出演した記録が残っている。  

 すべて戦争の話（小沢昭一は海軍兵学校の生徒）に終始したのだが、

辛い話も悲しい話も、面白い。  

 それは小沢昭一が面白いというだけではなく、誤解を恐れずにいうな

ら、戦争が面白いのである。  

 わたしの父親も、恐い体験をしたにもかかわらず（いや、そのせいか

もしれない）戦争の話をするときは、じつにイキイキと面白そうに話を

していたものであった。  

 

 ゲームの戦争が面白いのは、現実の戦争がもっと面白いからである。  

 上官が死のうが戦友が死のうが、自分が死にそうであろうが、生きる

か死ぬか、殺すか殺されるかの世界が退屈なわけがない。  

 わたしが反戦主義者である理由のささやかな一つは、面白さはふだん

の平凡な日常で面白さをかんじるべきであり、戦争で面白さをかんじる

なんてのは邪道だとかんがえるからである。  

「かくのごとく、戦争は悲惨だから、繰り返してはならない」  

 という意見は、もっともそうではあるが、弱い、弱すぎる。  

「戦争はかくのごとく面白すぎるけれども、同じ人間を殺したり、同じ

人間に殺されたり、そんなことで面白がっている輩は人間のクズだ」  

 というふうにやらないといけない。  

 

 映画に於いて、新しい対位法があって、悲しい場面に意識的に陽気な

音楽を入れて、複雑な効果を表出するものである。  

 優れた映画人のみならず、優れた役者やタレントは、その新しい対位

法を駆使できるものなのである。  

 



 最後にもうひとつ、小沢昭一の言葉を紹介するね。  

 『僕のハーモニカ昭和史』より。  

 

【負けてね、もうあっと言う間ですよ、負けてすぐ。  

「向う通るはジープじゃないか  

 見ても軽そうなハンドルさばき  

 銀座八丁明るい朝よ  

 そなたに、こなたに君に僕  

 交わす笑顔に春の風」  

 ってね。  

 負けて、まだ半年もたたないですよ。  

「ジープでアメリカさん  

 ハウドゥユドゥ  

 日本のことばでこんにちは」  

 ってね。  

 だらしないと言うか、ふしだらと言うかね。  

 みんな歌いましたよ。  

 一億総ざんげって言ったんだから。  

 みんなでもうざんげしようって  

 不思議な国民でございます】  

 

 敗戦後七十年、不思議な国民は、いまだに、不思議な国民である。  

 いまだに、アメリカさんに媚を売っている政党を支持している。  

 いまだに、アメリカさんに媚を売っている政治家や作家や芸能人や文

化人を好んでいる。  

 

 これを、もし、いつか、若い人が読むことになったとしたら、わたし

は若い人に、こういうことをいいたい。  

 これを読む暇があったなら、『男はつらいよシリーズ』を観なさい。  

 人生、勝つなんてことはないんだ、人間が死ぬものであるかぎり、だ

れでもいつかは負ける。  

 寅さんはそういう、負ける人間の象徴であって、勝つことのない存在



である。  

 けれども、勝った者、強い者、偉い人に対して、寅さんはけっして媚

びることがなかった。  

 恋愛に負け続けても、負け犬根性になることはなかった。  

 そうして、笑いながら戯けながら、いつか自分が、負ける人間である

ことを、いつも解っていた。  

 きみがもし、いま見習う人間がいるとしたなら、政治家でも作家でも

芸能人でも文化人でもない、寅さんである。  

 若い人のアタマが若いなんていうのは、短絡的な見方であると、そう

わたしはかんがえているので。  

 おもえば、わたしの若いころだって、アタマが若かったなんてことは

なくて、「古い奴だとおおもいでござんしょうが」ってかんじだったもの

なあ。  

 そのせいか、若い人でアタマが古いのは好ましいが、年寄りでアタマ

が若いのはあまり好ましくないな。  

  


