
絶対文感【昔日篇】 

 

 第二十章 耕 治人              陽羅 義光 

 

『あらゆる小説は模倣である』『村上春樹はくせになる』など、毒にも薬にもなら

ない本を出してきた文芸評論家の清水良典が、性懲りもなく『デビュー小説論ー新

時代を創った作家たち』を出した。 

 

 あとがきで「文芸評論なるものが、小説をどこまで読みこみ、咀嚼することがで

きるか、さらにその論述をどこまで一個の文芸作品として書くことができるかー、

その可能性を、自分の能力の限界まで、私は本書で示したつもりである」と書いて、

自信満々なのだが、「新時代を創った作家たち」という傍題（副題）が素頓狂だし、

その「作家たち」の選定がまた唐変木なのである。 

 

 村上龍、村上春樹、高橋源一郎、笙野頼子、山田詠美、多和田葉子、川上弘美、

町田康の八作家である。 

 

 そのいわゆるデビュー小説を取り上げて論述しているのだが、のっけから「彼ら

はすでに現代文学を代表する大作家ばかりである」と書いている。 

 そんなことをいったら、ホンモノの大作家に失礼だし、もしホントウに八作家が

大作家ならば、新時代を創ったのなら、イッパヒトカラゲで論述するのもどうかと

おもわれる。 

 わたしだって、これら八作家の代表作は総て読んでいるし、魅力的な作家たちで

あることは認めるが、それは四人の男性作家はエンターテインメントの作家として

魅力を感じているのであり、四人の女性作家はマイナー・ポエットとして魅力を感

じているのである。 

「大作家」かどうかは、亡くなって少なくとも半世紀も経ってみなければ解らない

ものである。 

 わたしの予見ではこのなかで後世「大作家」と呼ばれる者は、一人いるか、一人

もいないかであろう。 

「妥協癖のない、孤独の批評家があったら面白いと、私は思っていたが、そういう

者は存在しないだろう」 

 と正宗白鳥が書いたのは、昭和二十六年である。 

 それから半世紀以上経っても、批評家のたいこもち根性は変ってはいないわけで

ある。 

 

 それにきみだって、この莫迦げた傍題には唖然とするだろうね。 

 作家に「新時代」を創れるはずがないからである。 

 これが例えば、「新時代を描いた小説」「過去になかった新しいテーマの小説」と



いう意味なら、すこしは解る。 

 もしそうならば、これら八作家ではなく、別の八作家がいる。 

  

 てなわけで、今章にとりあげるのは、「別の八作家」のうちのひとりである。 

 もともとは内向の作家だが、年輪を重ねて、内向ではなくなった作家、もしくは

内向ができなくなった作家。 

 耕治人（こう・はると／１９０６～１９８８）である。 

 

 耕治人の代表作は晩年に書かれたもので、それらは「命終三部作」と呼ばれてい

るらしい。 

『天井から降る哀しい音』『どんなご縁で』『そうかもしれない』 

 これらはいずれも、認知症になった妻を介護する、いわば「老老介護」の作品で

ある。 

 夫も妻も八十歳。 

 認知症の問題をいちはやく書いた小説には、有吉佐和子の名作『恍惚の人』があ

るが、「老老介護」については、「命終三部作」が傑出している。 

 まさしく「新時代を描いた小説」である。 

 しかしそのことを意識して書いたのではなく、自分の身の上をそのまま書いたに

すぎない。 

 だが結果的に、単純な私小説ではなく、今日から将来に向けた、新しい時代なら

ではの、重大な問題を孕んだ小説となった。 

 小説というものは、とくに長年書き続けてきた作家によって書かれた小説という

ものは、こうした偶然や奇跡が起こるものなのである。 

 

『天井から降る哀しい音』は、頭の呆けた妻が、台所で調理の鍋をガス台にかけた

まま放置して置くので、天井に取り付けた火災警報器が、哀しい音をたてて鳴り続

けるという話。 

 

『どんなご縁で』は、妻がしばしば失禁するようになり、その始末をしてやると、

夫を夫として認識できなくなっている妻が、「どんなご縁で、あなたにこんなこと

を」と礼をいう話。 

 

『そうかもしれない』は、やがて夫がガンで入院するようになったとき、看護人に

連れられて見舞いにやって来た妻が、「あの方がご主人ですよ」といわれて、「そう

かもしれない」とつぶやく話。 

  

『天井から降る哀しい音』より。 

 

【「どうしたんだ」 



 顔をのぞくと、眼に涙をためている。 

「さっきまであんなに機嫌がよかったのに。朝から人が入って、疲れが出てきたん

だ。横になって少し休みなさい」 

 それには答えず、「あたしなにも出来ないのよ」といって泣き出した。 

「急にそんなことを言い出して。どうしたんだ」 

「手もこんなになってしまって」 

 骨張り、しわのよった手を差し出したから、私は両手でもんだり、さすったりし

ながら、 

「ぼくのせいだよ。ぼくのせいでこんな手になったんだ」 

「そんなこと言ってるのじゃないわ。なんていうのか、ああ言葉が出てこない」 

 自分の額を手でパンパン叩いた。 

「死にたい」 

 私は胸を衝かれ、家内の肩をもんだり、背中をさすったりしながら、私が留置場

に入れられているあいだ一日置きに、差入れに通ってくれたこと、頭がおかしくな

り入院したとき、一日置きに病院に来てくれたことなどを喋り続けた。声はかすれ、

咳しながら私は必死だ】 

 

【「買い置きの玉葱があったから、それも入れたわ」 

 私を見て家内がそう言った。 

「よかったね。それじゃ火をつけよう」 

「もう煮えてるの。あなたの帰りが遅いから、冷めるといけないから、火を小さく

してあるの」 

 不吉な予感で、鍋を持ちあげると、青い火がチョロチョロしているのが、小さな

青い舌のようで、不気味で急いで止めた。 

 そのときに限ったことでない、家内は以前から、よくトロ火に鍋をかけた。私は

気になるので止めてくれ、というが、雑誌記者時代の名残りのせいかもしれないが、

大丈夫といってもききいれない。 

 その時も「折角冷めないようにしているのに」 

 と不服そうな顔だ。 

「お前の気持は有難いが。なぜだかわからないが、 

トロ火はあぶないんだよ」 

 そんなことを言い合っているうち頭の上の、警報器が鳴り出した。 

「ほら鳴ってるじゃないか」 

 天井の、赤い小さな灯を見上げると、ついたり消えたりして鳴っている。 

 家内は、 

「なにか音がしているみたいね。玄関のベルかしら」と見当違いの方を見て、ゆっ

くり言った。 

「警報器だよ。上をごらん」 

 家内は鈍い視線を警報器へ向けた。 



「あら鳴ってるわ」】 

 

 事実の列記としかおもわれない文章（絶対文感）だが、書くべきことが書かれて

いる。 

 余計な内向はなくとも、夫と妻の内部が伝わってくる。 

 文章というものはこれでいい。 

 耕治人は、中川一政、千家元麿に師事した詩人として出発した。 

 そのわりに、これらの文章では、細部に気配りが行き届いていない。 

「が」が重なったり、「で」が重なったりしている。 

 それまでの作品にはそういうことはないから、もしかすると作者も認知症のケが

あったのか、あるいはガンのせいでなにか欠けていたのかもしれない。 

 だからもしかすると、この三部作は「老老介護」のみならず、「認認介護」「病病

介護」なのかもしれないのである。 

 そういうことも含めて、この三部作は正真正銘貴重な作品であるとおもわれる。 

 

 もうひとつ附記したい。 

 わたしが敬愛する数少ない外国作家のひとりである、ミラン・クンデラがこんな

ことを書いている。 

 

【詩人となった小説家のうちもっとも偉大な者たち、フローベール、ジョイス、カ

フカ、ゴンブロヴィッチらは猛烈に反抒情的だった。小説とはすなわち反抒情的な

ポエジーのことだ】 

 

 耕治人の小説は、「反叙情的なポエジー」であるとわたしはかんがえる。 

 ただ「猛烈に」というわけではないから、カフカらと比較するわけにはいかない

が。 

 

 わたしがこの三部作を初めて読んだのは、四十代であった。 

 他人事とはおもいつつも、それでも、「老老介護」のオソロシサとカナシサが、

ひしひしと伝わってきたものである。 

 それがいまや、他人事ではない年齢になりつつある。 

  

 以下はネットから抜粋した情報である。 

 

【老老介護とは 

 

 増加傾向にある 65歳以上の高齢者による介護 

 

 男性も83.55歳と最新の平均寿命よりもあと３年は長生きすると推計されていま



す。今後さらに加速していくとみられている高齢化は、結果的に夫婦揃って定年後

のセカンドライフを送る世帯が増えることを示唆しています。日本人の平均寿命は

男性が 80.21歳、女性が 86.61歳となっており、厚生労働省が毎年発表する「高齢

社会白書（平成 26年版）」では、2050年には女性の平均寿命が 90.29歳と 90歳を

超える予想。 

 しかしながら、健康寿命の伸びが見られる一方で、日常生活において介護などを

必要としないでいられる期間である健康寿命は 2013 年で男性は 71.19 歳、女性は

74.21 歳となっており平均寿命との差が男性で約９年、女性で約 12 年もあるので

す。 

 平均寿命と健康寿命との差はそのまま介護が必要な期間を指しますから、高齢化

に伴い介護を必要とする人が今後増々増加することは明らかです。 

 

 こうした高齢化に伴い増えてきているのが、介護が必要な高齢者を 65 歳以上の

方が介護している状態である「老老介護」です。厚生労働省が発表する「国民生活

基礎調査（平成 25 年）」では、自宅で暮らす要介護者を主に介護する介護者が 65

歳以上の世帯の割合は 51.2パーセントとなっています。 

 さらに、介護者と要介護者が 75歳以上という超老老介護の世帯の割合も、29パ

ーセントと、在宅介護者の半数以上が老老介護と直面している事実が明らかになっ

ています。 

 いわゆる歳の差婚で、ご夫婦の年齢がもともと 15歳、20歳と離れていたという

のであれば、老老介護にはならないケースもあると思うのですが、ご夫婦の年齢が

近い場合、お互いが 65歳以上になり、介護が必要な人を介護する人も 65歳を超え

ているという世帯が出てくるのは想定内です。 

 時代の変化に伴い、２世代同居や３世代同居が少なくなり、夫婦のみで構成され

る核家族化が進んでいますので、老老介護の世帯が増えていくのは当然なのです。 

 

 長寿大国日本ゆえに起こる問題 

近年、成人になっても未婚のまま中年、老年になる人が増えてきています。こうし

た場合起こりうるのが、親と未婚の子供が同居している世帯の増加。老老介護は高

齢の夫婦のみで構成される高齢者世帯だけでなく、２世代同居をしている世帯でも

見られる事例です。 

 例えば 96 歳になった母親の介護を、その女性のお子様が同居されて行っていた

と仮定しましょう。現在 96歳の女性が、その介護を担っているお子様を 20歳の時

に出産していたとしたら、そのお子様は現在、76歳という事になります。これも、

老老介護の現実。長寿国日本だけに、そのお子様も既に介護が必要になってもおか

しくない年代というケースが出てきているのです。 

 

 認認介護とは 

 



 夫婦もしくは親子・兄弟共々が認知症 

 

 高齢化に伴い、日本では認知症患者数も増えており、要介護申請を行っている認

知症患者は平成 22 年には 65 歳以上高齢者のうち約 9.5 パーセントを占める 280

万人と報告され、2025年には 470万人になると予想されています。 

 また、要介護認定を申請していない認知症予備軍はおよそ 800万人以上と言われ

ており、介護が必要になった主な原因としても認知症は第２位にランクインしてい

ます。 

 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因（上位３位） 

 

要介護度 第１位 第２位 第３位 

総数 脳血管疾患(脳卒中) 18.5％ 認知症 15.8％ 高 齢 に よ る 衰 弱

 13.4％ 

要支援１ 関節疾患 23.5％ 高齢による衰弱 17.3％ 骨折・転倒

 11.3％ 

要支援２ 関節疾患 18.2％ 骨折・転倒 17.6％ 脳血管疾患(脳卒中)

 14.1％ 

要介護１ 認知症 22.6％ 高齢による衰弱 16.1％ 脳血管疾患(脳卒中)

 13.9％ 

要介護２ 認知症 19.2％ 脳血管疾患(脳卒中) 18.9％ 高齢による衰弱

 13.8％ 

要介護３ 認知症 24.8％ 脳血管疾患(脳卒中) 23.5％ 高齢による衰弱

 10.2％ 

要介護４ 脳血管疾患(脳卒中) 30.9％ 認知症 17.3％ 骨 折 ・ 転 倒

 14.0％ 

要介護５ 脳血管疾患(脳卒中) 34.5％ 認知症 23.7％ 高齢による衰弱

 8.7％ 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査（2013年）」 

 

 65歳以上の高齢者の実に 10人に１人が要介護認定を申請している認知症患者で

あるという実態は、在宅介護を行う介護者も認知症であることが珍しくないことを

示しています。最近、話題になりはじめている認認介護は、老老介護の状態である

うえに、介護者と要介護者の両方が認知症であるというケースを言います。 

 

 例えば全国平均よりも高齢化が 10 年近く速く進んでいると言われている山口県

では、県内に認認介護世帯がどの程度あるのかを予測するための調査を実施。この

調査を受けて 2010 年に発表されている「在宅介護における認認介護の出現率」報

告では、老老介護を行っている世帯の約 10.4 パーセントが認認介護であると推測

しています。 



 この推計では、老老介護の割合が在宅介護を行っている世帯のうち約 24.5％と厚

労省が発表している老老介護の割合よりもかなり少なく推計されていることから、

参考程度ではありますが、さらに認認介護の出現率が高い可能性も考えられます。 

 実際のところ、認知症高齢者が認知症高齢者を介護する認認介護の実態は、要介

護申請がされていないと正確な人数が把握できないことや、認知症であっても日常

生活が送れるために介護申請をしていない高齢者が、同居の認知症高齢者の介護を

していることが予想されるため、正確な実態を把握できていないのが現状です。 

 そのため、認知症の発症率を元に 80 歳ごろの夫婦における認認介護の出現率を

計算する方法でどの程度、認認介護をする世帯がいるのかを推測されることが多く

なっています。 

 

 こちらの推計方法では、上記の表にある通り、共に 80 歳ごろの夫婦で認認介護

を行っている世帯は約８パーセント。11組の高齢者夫婦のうち１組は認認介護に直

面していると言う信じがたい現状が推測されているのです。今や他人事とは言えな

い認認介護には具体的にはどのような課題があるのでしょうか？ 

 

 認認介護は事件をも引き起こす 

 

 認認介護は、認知症の度合いにもよりますが、お互いがお互いを介護するどころ

か、自分のことさえも認知できない状況になっている可能性が高くなります。 

 例えば双方で「食事をする」という記憶ができていなければ、低栄養状態になり

命を維持することが難しくなってしまいます。また、火の不始末や介護放棄、虐待

等も起こりやすいと言われており、実際に認知症の夫の介護をする認知症の妻が、

排泄介助を嫌がる夫を殺害してしまった事件も報告されています。 

 この事件では、妻は自分が行ったことや夫の死なども認知できない状態だったそ

うです。このように、「認認介護は大変だ！」では済まされない深刻な事態となっ

てきているのです。 

 

 認認介護がなぜ起こってしまうのか 

 

 要介護者がいる世帯のうち、約半数が高齢者世帯となっている今。認認介護はい

つ起こってもおかしくない状況にあると言えます。上記に挙げた核家族世帯には夫

婦のみの世帯も含まれており、夫婦のみの世帯では夫婦同世代の場合が多いことか

ら、より一層、認認介護の可能性が高まってきます。 

 核家族化が進み、親世代と子世代が別々に暮らしているのは仕方がないとして、

せめてお互いが近所に住んでいて、常日頃から子ども家族が足を運んでいれば認認

介護などの異変を気付くこともできます。しかし、お互いが離れて暮らしていれば、

日常的に高齢者の状況を確認できない、つまり認知症である事実を知らず、認認介

護状態になっている高齢者世帯を二人きりにしてしまっているというのが、認認介



護が起こる一番の原因です。 

 家族の目が行き届かないとなると、周囲が認認介護に気が付くのは難しくなりま

す。また、介護施設に入居したくても「空きがない」「お金がない」などの理由で、

致し方がなく老老介護をしているうちに、気が付いたら認認介護状態になっていた

というケースも少なくはありません。 

 アメリカのユタ州立大学の研究チームによると、夫婦どちらか一方が認知症を発

症した場合、もう一方が同じく認知症を発症する確率は、一方が認知症ではないケ

ースと比較すると、６倍ほど高いという発表をしており、これも認認介護を生み出

す原因の一つと考えられます。 

 

 認認介護は未然に防ぐべき  

 

 認認介護状態にならないようにするためには、高齢者が認知症であるということ

に少しでも早く気が付くことが重要です。日常的に高齢者の様子を身内が確認でき

ない場合、地域包括支援センターに相談するなど、早めの対策を家族として行う事

が大切です。 

 また、近所付き合いが薄れ人間関係が希薄となっている今こそ、再度、高齢者の

暮らしを地域住民全体で見守れるような地域のあり方を考えてみることも必要に

なってきています。 

 離れて暮らすご家族が高齢の方、自分自身が認認介護・老老介護になるのではな

いかと感じるのであれば、老人ホームなどの施設に入居する事も視野に入れ、安全

に豊かなシニアライフを送れるよう、本人だけでなく周囲も動くことが求められま

す】 

 

 以上であるが、こういうことを認識していても、どうにも解決できそうもない問

題ではある。 

 情報と認識と現実は、構想と執筆と現実以上に、乖離があるからである。 

 

 富岡幸一郎は「鎌倉文学館館長」の肩書きで、同人誌「白雲」に巻頭言を寄せて

いる。 

 それを先日読んで呆れた。 

 

【芥川龍之介が「ぼんやりとした不安」と書き残し自殺した。その「不安」とは芥

川個人の心ではなく、むしろ世界の恐慌や社会的不安、そして戦争といった時代を

象徴するものであったろう】 

 

 世界の恐慌や社会的不安や戦争は、「ぼんやりとした」ものではないし、プライ

ドの高い文学者を自殺に追いやるものでもない。 

 富岡幸一郎は、当時の芥川龍之介の重い病気のことや女性がらみの醜聞を識らな



いのであろうか。 

 たとえ識らないとしても、想像力の欠如といわざるを得ない。 

 病気や女性問題は（むろん老化の問題も）戦争や貧困以上に、個人を追い詰める

ものである。 

 エライ先生の発言を鵜のみにしがちな純な同人に対しては、格別細心の注意を払

ってもらいたいものである。 

 

 わたしが「戦争小説」をいずれ書きたいとかんがえているのは、戦争が個人を追

い詰めるからではなく、それ以上に、戦争が人類を追い詰めるからである。 

 

 戦争ゲーム、「ポケモンＧＯ」の世界的流行。 

 どの国でも、若者たちは、現実逃避、現実恐怖、現実嫌悪、現実失望が顕著なの

だが、そういう若者たちに、老齢化の現実、介護の現実、失業率の現実、生活苦の

現実を描いた小説が通用するのか、という重要な課題は別途ある。 

 といって、バーチャルな世界を小説化して、若者に迎合するのは本質的な作家た

るもののやることではない。 

 小説のテーマはいくらでもある現代に、小説作品として屹立させるのは、おそら

くテーマではなく創作的方法論であろう。 

 

 とはいえ、高齢になると人生が解るか、小説が解るかというと、そんなことはな

いというのが実情である。 

 わたしなぞも筆暦半世紀以上になるが、「解らないということが解った」のみで

ある。 

 まったく、小説書きにとって、筆暦一世紀でも足りぬ。 

 

 それとさらにかんがえねばならないのは、おさないこどもや、目の不自由なひと

や、認知症のひとや知的障害者や無学文盲のひとなど小説を読めないひとたちのこ

とはむろんのこと、それ以前に、小説を読まないひと、読みたがらないひと、読む

のがきらいなひとたちのことである。 

 読者ぬきに文学作品は成立しないのは自明の理だと解ってはいても、読めないひ

と読まないひとは度外視してかかってはいないか。 

 とはいえまったく、書けば書くほど、読者が減ってくる、というか、ほとんどい

なくなるというのは、どうしたわけであろうか。 

 

 先日、知らない老女から、つと声をかけられ、 

「『道元の風』の作者の、陽羅さんではありませんか」 

 というので、耳を疑った。 

 わたしが知らないひとで、わたしを知っているひとは皆無とおもいこんでいたの

で、感激する前に驚愕したのであった。 



 老女いわく、 

「最近、御作が図書館に見当たりませんね、もう書いてはいないのですか」 

「それは、読者がいないから、図書館が倉庫に収めてしまったわけで」云々、とそ

んなことを弁解ぎみにこたえながら、最近の本を一冊進呈した。 

 老女は嬉々としていたが、わたしはかんがえこんで、読者が減った、いなくなっ

たとおもいこむのは、見識ちがいで、万が一百万人の読者に恵まれても、読者の基

本は一人なのだ、という真実を認識すべきだろうと自戒した。 

 そうして、作家は自分以外に、もう一人の読者がいれば、それは純然たる作家で

あることの証明なのである。 

  

 蛇足ながら、耕治人の、事実列記風な絶対文感を、如実に顕わす小説を一篇あげ

ておく。 

 

『東北の女』である。 

 

【芳子が食べながらいった。 

 親子の、長い旅の姿が浮んだ。歓迎されない旅だ。自分は胸を衝かれ、哀れにな

った。 

「そうかね」 

 自分は気弱く笑った。 

「お母あ」 

 幸子が上気した顔をし、義姉を見詰めていた。 

「なにげ」 

 義姉は笑っていた。歯のかけた口許が、柔和だった。 

「どうしたあ」 

 芳子が顔を上げて、幸子を見た。 

「便所だべし、汽車の中で食べ過ぎたもの」 

「ああそうかい、便所はね、廊下を出て、左側にある、すぐ分るから、おれの草履

はいて行かいじゃ。姉さんおめ連れて行けばあ」 

 幸子は怒った顔をし、芳子の草履を突っかけると出て行った。義姉が後からつい

て行った。足音が遠ざかった】 

 

 徹底した「た」調「だ」調で、こういう文章は、よく素人文だといわれる。 

 同人誌の合評会では、槍玉にあがる文章である。 

 耕治人は、それでいいんだ、素人でいいんだ、とかんがえていたとおもわれる。 

 

 わたしは当時のことを、どういうわけかよく覚えているが、耕治人が「読売文学

賞」をもらった短篇小説集『一条の光』は、自費出版なのであった。 

 そしてこの老作家は無名ではあっても、筆歴は数十年なのであった。 



 まったくもって、自費出版する無名の作家たちにとって、耕治人の存在はそれこ

そ、一条の光なのであった。 

 

「芸術家はみずからが生きなかったと後世に信じさせるべきだ」 

 これはフローベールの言葉である。 

 

「人間としては歴史から取り消され、抹殺され、歴史には印刷された本以外のどん

な痕跡も残さない」 

 これはフォークナーの言葉である。 

 

 いわゆる私小説作家である耕治人も、こうした本物の小説家＝芸術家ではない。 

 だが、己が生きた痕跡の手形ひとつだけでも、人間の歴史に残したいという欲求

は受け入れられるべきであろう。 

 フローベールやフォークナーなどの天才ばかりが、小説を書く権利を持つわけで

はないのだから。 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


