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【これ一つだけ書いておけば死んでもいいという気持で書かなければ駄

目だね】小林秀雄との対談での三木清の言葉  

 

 小学一年のときからモノを書いていた。授業とか宿題とかではなく、

自発的に書いていた。最初はマンガに毛の生えた、というかマンガから

毛を抜いたレベルのモノ。それから物語を作った。どうしてなのかは解

らない。父親が新聞記者だからだろうと周りは断定したが、兄弟はそう

いうことにまったく興味を示さなかった。とにかく書くのが変質的に好

きだったとしか云いようがない。神奈川県の作文コンクールには、小学

校で選抜されて毎回必ず賞を貰っていた。わたくしはこのときはまだ、

字をきれいに書いたからだと考えていた。つまり文章が上手いなんてい

う自覚は、まるでなかった。  

 小学二年のときだったか、担当の先生がある絵を見せて、これを見て

文章を書きなさいという課題を出したときに、わたくしは（じつははっ

きりとは憶えていないのだが）「ああっ、カラスがキツネをくわえてとん

でいく」なんてことを書いた。それに先生がとても感心して、神童だと

騒いだあげく他のクラスの先生方にも伝えた。だからしばらくの間、わ

たくしは小学校一有名な児童になってしまった。ただ思ったことを口に

しただけだから、そんなことで誉められてもちっとも嬉しくはなかった。 

 中学、高校のときは受験勉強に苦しめられた。だから何かを書くこと

は苦痛だった。それでも国語の授業ではきまって何かを書かされた。高

校二年のとき、課題を出されて渋々書いた梶井基次郎に関する文章を読

んだ慶応大学の講師が感心して、「君は慶應大学に入るべきだ」と断言し

た。わたくしは大学は父親の出身校である早稲田大学しか知らない。何

が慶應だと完全無視した。  

 慶應も受験すべきだったのか、わたくしは早大の受験に失敗し浪人し

た。ある日の夏、早稲田予備校の仲間たちに、小林秀雄の文章の要約を

頼まれた。おそらく予備校の課題テキストにそんなものがあったのだろ



う。わたくしはその場でその長文を三分で速読し、三分で要約を書き上

げた。それを読んだ仲間たちは、これは名文だと一時間近く溜息をつい

ていた。半年後、溜息ついていたのはわたくしの方で、仲間たちはみん

な早稲田大学の希望学部に一発で合格したのに、わたくしはようやく滑

り止めの夜間部にひっかかったのみであった。  

 このときに文章が上手いなんて何の役にも立たないのだと解った。そ

れでもう書くこととは縁を切るつもりで、小劇団に入った。役者の勉強

が始まった。発声練習もやったし長距離走もやったし、今で云う筋トレ

も滅茶苦茶やった。実際の舞台にも主演で立った。わたくしは半裸で熱

演したが、いまから想い出してどう手前みそに考えても、演技は下手く

そだった。ただ当時の舞台写真を見ると肉体だけは魅力的だ。あれから

五十年経った現在、肉体の魅力は皆無となったものの演技は格段に上手

くなった。  

 その舞台が終わってすぐに、わたくしは肺結核で倒れた。倒れる前日

まで長距離走で他を圧倒していたので、どうせたいしたことはないと考

えていたが、二十歳で発病して完治したのは三十歳のときだったのだか

ら、結果的にはたいしたことなのだった。  

 舞台にあがれなくなったので仕方なく劇団の機関誌に戯曲を書いた。

そしたら後輩たちが感心したのか同情したのか、わたくしの戯曲を舞台

化したいと云う。反対する理由もなくまかせたら、芝居小屋からはみ出

すくらいに観客が来た。涙を流している客もいたらしいが、わたくしは

舞台裏でひたすら血を喀いていたから見ていない。  

 それからは戯曲や映画のシナリオを休まず書き続けた。映画化寸前ま

でいったシナリオが三本あったが、監督やプロデューサーの失脚で破綻

した。それで高校時代の仲間石山健太郎君松本一夫君らや早稲田の友人

辻萬里君松浦嗣二君らと一緒に同人誌を作って、小説や詩や評論を次々

に発表した。  

 あるとき後に朝日新聞社に入った先輩が、憐れみの表情をしつつも断

固とした口調でこう予言した。「君は立派な文学者になれる。貧乏と病気

と女、これが立派な文学者になるための三種の神器だ。それは歴史が証

明している。君は誰よりも確固たる三種の神器を持っているのだからね」

云々。むろんこの予言はいまだに当たっていないどころか当たる気配も



ないのだが、当時のわたくしにとってこの先輩の言葉は大きな励みにな

った。  

 病気で動けなかったためもあって、わたくしのアタマの中は創作の構

想に満ちあふれていた。けれどもそれを次から次へと原稿用紙に書き記

す体力がない。昔からよく云われてきているが実際モノを書くというの

は肉体労働である。  

 たまたまわたくしのストーカーだった日本女子大の学生に口述筆記を

頼むと、感染も恐れずに献身的に協力してくれた。わたくしは結核菌で

目もやられていたから、校正を手伝ってくれる人間も必要としていた。

それでこの方は早稲田の後輩の女性に頼んだ。彼女はわたくしのストー

カーではなかったけれども、わたくしの詩が載った文藝誌を抱えたりし

ているのを見かけていたものだから、これはいけると声をかけたのだ。  

 このころ書いたもので後に自著に収録した小説は「哀しき雛」「十四の

春」「姉の海」などである。  

 そのうち口述筆記女子も校正女子もわたくしとの結婚を望み始めた。

しかし遺書のつもりで一篇一篇書いていた病人のわたくしには、明日と

いうものがまったく見えなかった。それに当時のわたくしは近所に住む

十代の松竹の女優と惹かれ合っていた。彼女の部屋の窓とわたくしの部

屋の窓がお互い丸見えなので、わたくしは早朝から深夜まで執筆中のそ

の勤勉な姿を彼女の網膜に焼き付けようと、病気の悪化も恐れずに数年

間死にものぐるいで書きまくったものだ。  

 ところが残念なことに彼女は急激に人気女優になってしまって超多忙

で、従って彼女がわたくしの執筆姿を垣間見たのは深夜のひとときに過

ぎなかった。それでおそらく手紙でも書いているのだろうぐらいにしか

感じなかった、とそう後で本人に聞いた。しかしこの死にものぐるいに

は三つの効果があった。一つは、押入れに入りきれないくらいの多量な

原稿ができあがったこと。二つは、死にものぐるいになれば口述筆記も

校正も自分で何とかなると自信がでたこと。そして三つめは、わたくし

の勤勉姿は彼女の目には入らなかったが、彼女のステージママの目を見

張らせたこと。  

 ママは、わたくしが将来偉い人間になると確信した、というか誤解し

た。そうしてママは娘の家庭教師を懇願したのであった。わたくしは女



優の家庭教師とは一体何をするのかと首を傾げたが、話を詳しく聞くと

彼女の小学生の妹のことであると解った。やや落胆したわたくしが正直

に自分の病気のことを伝えると、ママは自分の弟を結核で亡くしたとの

ことでまったく意に介さないどころか益々積極的に懇願してくる。おそ

らく貧しい病気の青年の面倒をこよなく見て、予見通り偉い人間になっ

たとしたら姉か妹どちらかの婿にしようと考えていたのだろう。  

 説得された末に妹の家庭教師をやることになったが、なにせこちらは

結核患者だからなるべく少女には近寄らない形で教えることとなった。

少女は姉とちがった魅力があって、わたくしは「エンジェルフェイス・

デビルハート」と勝手に渾名をつけていた。わたくしに天国と地獄を体

験させてくれたこの家族に関しては、いくつも小説を書いているので、

ここではあまり書かないが、この家族との触れ合いがわたくしに更なる

執筆意欲を湧かせたのは事実である。  

 このころ書いたもので後に自著に収録した小説は「少女の好きな飛行

船」「君忘れじの一つ目小僧」「七〇年冬サバイバルゲーム」などである。  

 ようやくすこしは動けるようになったので映画鑑賞と絵画鑑賞と読書

は今考えればうんざりするくらいこなした。影響を受けた監督画家作家

詩人を思いつくままに記せばこんなところになる。タルコフスキー、ヘ

ルツォーク、ビクトル・エリセ、ジム・ジャームッシュ、アンゲロプロ

ス、フェルメール、ミレー、ルノアール、ゴッホ、セザンヌ、ミロ、ユ

トリロ、モジリアーニ、カンディンスキー、ゲーテ、トルストイ、ドス

トエフスキー、チェーホフ、ガルシン、カフカ、カミュ、トーマス・マ

ン、ヘミングウェイ、サリンジャー、アルトー、ハイネ、ポオ、ボード

レール、ベルレーヌ、ランボー。  

 いずれにしても数年後この家族は新しく豪邸を建てて遠方に引っ越す

ことになり、わたくしは取り残された気分だった。それでもママはずっ

と未練たっぷりの手紙をくれたが、わたくしがいつまで経っても偉い人

間にならないし偉い人間になる気配も見あたらなくなったので、人気女

優は中年の俳優と結婚し、ついさっきまでこどもだったはずの妹も幼妻

になってしまった。  

 実はわたくしはそのころ偉い人間になろうと悪戦苦闘、メシ代と交通

費で雲散霧消してしまう薄給のアルバイト程度は病体に鞭を打ってずい



ぶんやったが、まともな生活の当ても手段もないから原稿を大手出版社

に送り続けていた。編集長から激励の手紙は来たものの原稿は一度も採

用にはならなかった。そんなわけはないと思いつつも採用になった人の

ものと何度も読み比べてみて、なんとなく原因が解る気がした。ひとこ

とで云って人生経験が少なすぎる。  

 たしかに若くして挫折もしたし大病もしたし危ないこともしたし悪い

こともした。当時全盛の学生運動には批判的であったが充分巻き込まれ

た。学生仲間はわたくしに「テロリスト」という渾名をつけた。脳に結

核菌が廻り始めていたのか、狂いかけていたわたくしの頭の裡は国会議

事堂爆破と田中角栄襲撃で占められていた。日本大学の図書館から与謝

野晶子や鉄幹等の初版本を盗んで大金に換えていた友人の学生運動家を

匿ったりもした。嘱託をやっていた読売新聞社ではドジな後輩を庇って

辞表を出した。その時代わたくしのデスクの周りには日野啓三氏、大岡

信氏、三好徹氏等がいたが、失礼ながらつまらない人物でも文学者にな

れるのかと不思議に思ったものだ。講師をしていた賀川豊彦記念館の学

習塾では不良生徒をぶん殴って辞めた。  

 けれども考えてみればモノを書くことばかりやってきた気がする。そ

のモノとやらが希薄なのにモノを書いているから、作品が希薄になるの

は当たり前なのだ。人生経験を深めるためにはまず家庭を持ち定職をも

つことだと朧気に考えた。文学の歴史を概観しても、家庭を持ったこと

のない作家や定職を持ったことのない作家の作品は、やはり無意味に観

念的で無闇に美的で何よりも希薄に思われたのである。  

 そこでわたくしは貧乏でもいい病気でもいい偉くなくてもいいと断言

する女と結婚をし、（結果口述筆記女子と校正女子は自殺未遂をした）文

章だけは誰よりも上手いと云う母親の台詞に乗せられて、魚住勉氏の推

挽でコピーライターとして就職した。  

 それでもわたくしは仕事よりも創作に集中した。創作のためだけにデ

ザイン会社を転々とさえした。優れた作品を書くために結婚し就職した

のだから当然の話だった。けれども子供が産まれると愚妻はそんなわた

くしの生活態度を許さなかった。子供ができると女は変わるというが、

これほどまでに変わるとは想定外であった。愚妻はもはや貧乏も病気も

偉くないのも許さなかった。  



 このころ書いたもので後に自著に収録した小説は「蓑虫小伝」「泥金帖」

「門前雀羅」などである。  

 わたくしは今まで見えない敵と戦ってきた。そうして書き続けてきた

つもりだった。だがその敵は一番近くにいた。わたくしが会社をサボっ

て執筆をしていると茶碗が飛んできた。わたくしが幼子を放り出して執

筆をしていると家出をした。わたくしが徹夜で執筆をしていると出てい

けと叫んだ。もちろんそんなことで執筆をやめるわけがない。なんのた

めに子供を作ったのか何のために見過ぎ世過ぎをしているのか。このと

きモノを書くのは生活するためではなく、モノを書くために生活するの

だと覚った。わたくしは小説と金銭を繋げて考えることはすまいと誓っ

たのである。  

 そう誓ったせいか誓わなくとも同じことだったのか、コピーライター

としてのわたくしは引っ張りだこで賞もいっぱい貰ったが、わたくしの

小説はまったくもって行き場がなかった。どこにどういう読者がいるの

かも解らなかった。仕方なく青焼きで印刷した手作りの雑誌を二十部限

定で作って学生時代の仲間に配った。  

 その頃創設されたばかりの全国同人雑誌作家協会、現在の全作家協会

にわたくしはこの青焼き個人誌を携えて参加したが、会費は払い続けた

ものの小説はなかなか協会の機関誌に掲載されなかった。途方に暮れた

わたくしの二十代は終わりにさしかかっていた。結核菌の繁栄も終わり

に近づき、織田作之助の体型に似ていたはずのわたくしは坂口安吾の体

型に似はじめてきていた。それでもこの文学団体入会の縁でつきあいは

じめた野辺慎一さん美倉健治さん橋本一夫さんなどとの交流が、その後

のわたくしの波乱じみた半生の小さからぬ一歩となった。  

 わたくしの小説が金になるどころか金がかかると知った愚妻は、わた

くしに原稿用紙代やインク代をくれなかった。とにかく給料が安すぎた

のだ。わたくしたち親子三人は風呂も家具もないボロアパート一間で暮

らしていた。それでアルバイトをやることになる。新聞社やテレビ局の

モニターを多くやった。それで原稿用紙とインクを買って小説を書きま

くった。入会十年目に近づいて初めて協会の機関誌に小説が載った。し

かし合評会での評価は惨憺たるものであった。  

 あるとき協会の大類秀志事務局長に誘われて「視点」という同人誌に



入った。同じころ協会の森田雄蔵理事長に誘われて「小説と詩と評論」

という同人誌に入った。掲載料の負担がない短いものを発表した。やは

り合評会では年配の同人から厳しい批判を浴びた。懲りないわたくしは

請われて他のたくさんの同人誌にも書きまくった。  

 このころ書いたもので後に自著や共著に収録した小説は「石おとこ」

「百合乃」「病むひとに」「観音崎」「河岸の風景」などである。  

 三十歳を過ぎたときに実母が自殺をした。それまでも辛いことばかり

だったがこの事実はわたくしを打ちのめした。詳細はともかくもわたく

しは少なくとも一年間茫然自失した。痴呆のようだった、と愚妻は後に

云った。それでもわたくしは書いていた。ほとんど母のことばかり書い

たが、作品として自立させえたのは十年後であった。  

 「浮遊死体」「我的父母」「水の中で対話が始まる」などである。  

 誉められること売れることを願って書き発表したことは一度もない。

いつも満足のいく自作を遺書のつもりで書くことだけを思って創作して

きた。むろん満足のいく自作なんか書き上げられるはずもないから、こ

んどこその気持ちで一篇一篇書き続けてきた。  

 四十四歳で初めて自費出版をした。敬愛するチェーホフの亡くなった

年齢である。『受難のとき』『四角い宇宙』『素敵な人びと』『最後の神話』

『水恋譚』『世紀末ノ虎』『マハリキタ』『思い出映画論』と続けざまに出

版したものだ。  

 その結果借金がかさみ身動きがとれなくなった。まさしく受難のとき

である。その後は自費出版は一切できなくなったが、数冊出版したおか

げでいくつかの出版社から声がかかるようになった。その後二十五年で

三十冊ばかり本を出した。『道元の風』と『子規の四季』の二冊だけはメ

ディアで取り上げられたりもしたので些かは話題になったがそれ以上で

はなかった。  

 全作家協会の他にペンクラブや文芸家協会などにも入会したので、い

わゆる既成文壇とも交流ができ何人かの文学者や文化人や映画関係者と

も懇意にもなったし文通もよくした。丹羽文雄氏、金子晋氏、八木義徳

氏、宮林太郎氏、加奈山径氏、川端要壽氏、豊田一郎氏、森啓夫氏、大

江健三郎氏、小川国夫氏、小山内美江子氏、吉本隆明氏、三浦哲郎氏、

三浦清宏氏、伊藤桂一氏、大河内昭爾氏、白川正芳氏、早乙女貢氏、尾



崎秀樹氏、小中陽太郎氏、眉村卓氏、倉橋羊村氏、木島始氏、南原幹雄

氏、立松和平氏、藤本義一氏、横尾和博氏、見沢知廉氏、窪島誠一郎氏  

大林宣彦氏、ジェームス三木氏、吉永小百合氏、黒木瞳氏、小山明子氏

などである。けれどもこちらが傑作を書かない以上、交流も文通も味気

ないものに感じられた。  

 五十歳を過ぎると医者いわく今までの無理と「地下鉄サリン事件」に

遭遇した後遺症がたたって満身創痍となった。アタマの天辺から爪の先

まで病名のつけられないものも含めて数え切れない病気にまとわりつか

れた。その後持病となったものは少なくとも二十以上はある。二十歳の

ときに仲間たちに「病気の神様」の称号を戴いたが、それを一旦お返し

して自ら「病気の仏様」と名のった。いつ仏様になっても不思議のない

状態だった。何度救急車のお世話になったことか。それでも「全作家協

会」と「日本文芸振興会」の理事長に就任していたので超多忙の日々が

続いていた。  

 このころ出版した著書と共著は『太宰治新論』『私の文芸論』『江藤さ

んの決断』『私を変えた言葉』『心に残るとっておきの話』『二十一世紀の

西郷隆盛』などであり、河出書房新社と徳間書店の出版責任者の突発的

な事情で出版されなかった長編は『死んだる団』『末期の探偵』『太陽の

挽歌』などである。  

 もういいかげん書くのを辞めたら、ついでに文学団体も辞めたらと愚

妻に何度も云われた。しかし首を縦にふるわけがない。若い頃から文学

作品は遺書であると公言してきて、その遺書が二千通にもなったという

のに書くことは辞められない。男の意地か。それともコケの一念か。あ

るいはヤク中毒に似た状態なのか。もしかして単なる惰性なのか。その

総てであると思われたし、加えて生活の手段とは無関係の文学という芸

術活動をやってきた自負と矜持があった。文学という芸術活動は一生も

のだから辞めるわけにはいかない。ただ金欠病も重い持病になっていた

ので、文学団体や同人誌の半分は辞めるしかなかった。わたくしはいく

ら病気や怪我が重くても失神しているとき以外は毎日書き続けた。  

 子供に父親の理不尽さを長年訴え続けている愚妻は、おそらく何度も

離婚を考えただろうが、わたくしはそんなことは一度も考えたこともな

い。ひとことで云って文学をやるために結婚したのだから、相手が誰で



も大差はない。愚妻が勝手に離婚届を置いて出ていかないうちは新しい

妻女を迎えても意味がないから、そうこうしているうちに愚妻は糟糠の

妻になっていた。  

 ちなみに金欠病の理由は、わたくしの見過ぎ世過ぎの稼ぎが少なかっ

たからだけではない。金にならない文学活動に邁進していたからだけで

はない。わたくしよりも困窮している後輩達を援助していたからだけで

はない。巷の女や同胞に騙されたからだけではない。持病の治療に身の

丈以上の金をつぎ込み過ぎていたからだけではない。何よりも蓄財を考

える余裕がなかったせいである。  

 それでもわたくしは幽霊を不自然に登場させてお涙頂戴を仕掛ける小

説や、男女の機微や生態ばかりを知ったかぶりで描く小説や、若者受け

を狙ってわざとレベルを落とした小説や、最新のファッションやサイエ

ンスを駆使して練り上げた小説や、知識や学習だけを頼りに砂上の楼閣

風に作り込んだ小説や、パソコンやケータイやビデオ等のトリックだけ

が売りの小説や、歴史の裏をあざとくえぐってあり得ない設定を拵えた

小説なんかは、いくら書ける売れると解っていても決して試みるつもり

はなかった。  

 このころ書いたものでまだ自著に収録していない小説は「透明人間の

恋人」「道玄坂覚書」「雁木坂」などであり共著に収録した小説は「あん

なか」「房総半島」などである。  

 四十代から五十代にかけてもしくは今日に至るまで、わたくしが書い

てこられた理由のひとつは、畠山拓さんの存在である。初めはわたくし

の文学的ストーカーとして登場した拓さんは、それからわたくしの文学

上の弟子的存在となり、それから文学上のライバル的存在となり、それ

から文学上の盟友となり、今日に至っている。拓さんと対談した数は、

大袈裟に云うなら天文学上の数字になるであろう。総て天をも恐れぬ文

学に関する話である。最初の数年はわたくしが何かと教え叱りもした。

続く数年は丁々発止のやりとりが続いた。続く数年はお互い励まし合っ

た。ここ数年は拓さんから教わることが多い。拓さんはとにかくよく読

みよく書く。作家はひたすら書かなければならない。書けなければ書け

ないことを書かなければならない。売れる売れないは無関係に書き続け

る者を作家と呼ぶ。もしスランプなぞと云っているのなら単なる甘えに



過ぎない。もしくは彼は元々作家でないだけの話だ。それがわたくしの

長年の信条なので、口惜しいが拓さんを畏敬する他はない。  

 むろん周りの人たちの協力や支援や激励がある。名前をあげれば切り

がないくらいわたくしは周りに恵まれている。どういうわけか売れない

拙著を出してくれた出版社の社長さんたち、熱海正子さん松原澄子さん

岩田光子さん藤田愛子さん志賀葉子さん小松栄子さんらどういうわけか

可愛がってくれる年上の女性作家たち、どういうわけか師匠師匠と寄っ

てくる後輩の作家たち。なかでも愚妻はわたくしがここまで長生きした

ことに大きな功績があった。二十歳のときはせいぜい四十歳までであろ

うと考えていた。愚妻がこれほどあれこれうるさくなければ、わたくし

はまちがいなく原稿用紙に突っ伏してとっくに頓死していた。芸術活動

をする者は長寿でなければならない。  

 このころ書いたものでまだ自著に収録していない小説は「終局」「一弧」

「困惑」などである。このころわたくしの書いたものはジャンルを度外

視してすでに二千作品を越えていた。  

 さていろんな事情でその多くは自業自得で、六十歳を過ぎて金欠病が

末期症状になったわたくしに救いの神として話があったのは、唐津新聞

からの新聞連載小説の件だった。これは懇意にさせて貰っている佐賀の

作家白石すみほさんの推薦だった。わたくしはライフワークのつもりで

足かけ十カ月間『愚家族』という作品を毎日書き続けた。いままでこれ

ほど愉しく充実した執筆活動はなかった。白石元秀さんが愛読してくれ

ていることが励みになった。イラストレーターの皆川正次さんが挿絵を

描いてくれた。かりばね書房の吉岡和男さんが本にもしてくれた。余計

なことは云わない。みなさんにたすけられたこの長編小説はわたくしの

代表作である。  

 その後は小説執筆五十年間の体験から得た、文学・文章作法と文学・

文章思想を『絶対文感』のタイトルで、全作家協会のＨＰに連載してい

る。これは計三千枚を越えていると思われる。また哲学断章『ヒラリズ

ム』も三千枚に近づいている。有森信二さん永井雅美さんらの励ましが

あるのでまだまだいけそうである。  

 そんなものまで書きあげたのだからそろそろ潮時かって。とんでもな

い。わたくしは棺桶に片足つっこんでも両足つっこんでも、まちがいな



く書き続ける。なぜならわたくしのブンガクが、いつもいつでもいつま

でもわたくしに書いてくれとせがむのだから。せがまれたことはブンガ

クのことなら絶対厭とは云えないわたくしであるから。  

  

 


