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司会 ：本 日の 講師 、林 望さ ん は「 イギ リ スは おい しい 」と いう 本で 、第 38
回日本エ ッセイ スト クラブ 賞を受 賞され まして、その後 エッ セイだ けに留 ま
らず、能 評論や 小説 、料理 、自動 車評論 など、多 方面に 幅広 くご活 躍され て
いま す 。 今回 は 、昨 年 出版 さ れ まし た 「 帰宅 の 時 代」 帯 のと こ ろに、「 団塊
は個に戻 れ」と 書い てある 本です けれど も、その 本が大 人の 放課後 をイメ ー
ジして始 めまし た今 回の大 人塾に ぴった りという 事で、今回 ご講演 をして 頂
く事に致 しまし た。
林

望さ んの基 調講 演

１

全体 は一人 のた めにも 機能す る

今ご紹介 いただ きま した林 でござ います 。丁度「帰宅 の時代 」とい う本を 書
きました もので 、こ こにお 招きを 頂いた と思って おりま すが 、実は わたく し
今 57 歳です。 団塊 の世代 の後半 に属す るという 事で、 とに かく大 変な大 人
数の中で 、芋の 子を 洗うよ うにし て育っ て来たと 言うわ けで すが、ずっと ひ
とわたり 拝見し ます と、私 共と同 年代の 方も結構 おられ るよ うに拝 見を致 し
ます。
今から 6 年前に なりま しょう か。丁度 50 歳になりま した時 に、わ たく し
は東京藝 術大学 の教 官をし ており ました のを辞職 いたし まし て、そ してい わ
ゆる筆 1 本 の生活 にな りまし た。し かし 、「ど うして お前は 、東 京藝大 の教
官をそう さっさ と何 の未練 もなく 辞めて しまった のか」と、不思議 がる方 が
随分 い ま して、「 辞め な い 方が い いん じ ゃな い か 」と 諫 めて く ださ る 方 もあ
りました 。わた くし それまで 20 年間大 学の先生 をやっ てお りまし た。そ の
前、6 年間は高校 の先 生をや ってお りま したので 、そう すると 26 年間わた
くしは教 職にあ った という 事でご ざいま す。大学 の教師 とい っても 、高校 の
教師とい っても、あるい は普 通のサ ラリ ーマンで あって も、これ は 1 人でや
れるとい う仕事 では なくし て、組 織の中 に属して その一 員と して遂 行する 仕
事でござ います 。そ こでは 組織の 論理と いうもの が優先 をす ると、これは 動
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かない事 実であ りま す。いく ら自分 が「 いや、俺は 組織の 論理 には流 されな
い」などと 言って みて も、組織 の一員 で ある以上 は、どう して も組織 の論理
を無視し ては生 きて いられ ない訳 で、そ ういう人 はだん だん とつま はじき さ
れてしま います 。そ うする と個人 のまっ たく個と しての 物書 きの仕 事と、組
織の一員 として の大 学教官 の仕事 ってい うのは、そのど ちら もだん だん忙 し
くなって くるに した がって 、鋭い 矛盾を 含んで来 るとい う事 になり ます。
元々わ たくし は、イギ リス に足掛け 3 年ばかり いまし た。イギ リス のよう
な西欧型 の社会 は、組織と いって も個人 が集まっ て組織 にな ってい るとい う、
そういう 感じが しま す。とこ ろが日 本の 場合は、組 織があ って、そこに まず
歯車とし て 1 人の人間 を雇う という よう な感じで す。例えば 1 人は 全体の 為
に、全 体が 1 人の為 にとい う言い 方がご ざいます けれど も、この 1 人が全 体
の為にと いう事 は、日本人 も良く 判るの です。滅 私奉公 など と言う のがそ れ
ですが、全 体は 1 人の為 にとい う所に な ると、個人 と組織 が双方 向に 通わな
くなって しまう 。そ ういう 何か日 本社会 の独特の 流れの 悪さ のよう なもの が
あります 。
つまり 、いっ たん 組織に 属して しまう と、その 中では なか なか個 という も
のを主張 出来な い訳 です。それを あなが ちに主張 すると 、ど うして も周囲 と
の軋轢が 起こっ て、い ろいろ な不都 合、文句を言 われた り、い じめら れたり
とか、そ ういう 事が 起こっ て参り ます。
元々 、個人 という ものが あって 、全 体組 織という ものが ある とする ならば 、
そこには 組織の 中の 公人と しての 自分と 、そこか ら離れ たプ ライベ ートな 自
分という ものが 、鋭 く区別 をせら れてい なければ 、西欧 型の 社会と 言うも の
は、成立 しない 訳で す。
例えば 、銀行 に参 ります と、あ る日突 然私の口 座がス トッ プして しまっ た
とし ま す。「な ん でこ の 小 切手 が 落ち な いん だ 。 預金 が ある の にど う し て小
切手が落 ちない んだ 」とい うよう な事が あるので す。そ うい う時に さっそ く
文句を言 いに行 きま す。そ うする と日本 ならば銀 行へ行 って 文句を 言う時 に、
「俺の口 座の担 当者 は誰だ」とは言 わな いでしょ う。預金 通帳 出して「 これ
これ、かく かくし かじ か」って 言うと、誰が責任 を取る のか 判らな い様な 形
で処理し ます。 組織 として 処理を してく れる訳で す。
と こ ろ がイ ギ リス の 場合 は、「 ちょ っ とお 待 ち くだ さ い。 あ なた の ア カウ
ントの責 任者は 、な んとか なんと かとい う奴だか ら、ち ょっ とその 奴を呼 ん
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できます 。」と いう ような 事にな って 、
「 すみませ ん。あな たの 口座の 担当者
は現在夏 休みで 、次 に来る のは 2 週間後 の 8 月 23 日になり ますが 」とか 言
われる訳 ですよ 。
「 それ まで私 の口座 使え ないの」と言う と、
「え え、残 念な
がら」と か言う んで す。
そ う い うの が 平気 な ので す。「 そん な の冗 談 だ ろう 」 と思 う かも し れ ない
けれど、そうい う事 は本当 にごく 普通に 起こる訳 であり ます

だか ら、ビ ジ

ネスと言 っても 、誰 がこの ビジネ スにつ いて責任 を持っ てい るのか という こ
とを常に 非常に 意識 してい る社会 だから 、自分の 仕事を 他人 に任せ るとい う
ことはな い訳で す。こ の契約 につい ては 、私が責任 者だと いう こと、私 が休
んで い る 間は、「 その 契 約 につ い ての 話 はち ょ っ と待 っ てく れ 」と い う こと
になる。
他 の 奴 が変 わ りに そ れを ど う こう し た ら、 越 権 行為 に なっ て いく 訳 で す。
西欧の場 合は会 社と いうの は、そ ういう 個人の集 まりと いう 性格が 凄く強 い
のです。で も、それ では 不便で はない の かと思う かもし れな いけど も、不便
ではない です。
な ぜ な らば 、 文句 を 言い に 行 く方 も 夏 休み を 取 るか ら です。「 そう 言 った
って、お 前だっ て取 るじゃ ないか 」と言 われると 、一言 も無 い訳で す。武 士
は相身互 いと言 うか、お互い 様とい うの が、市民社 会の約 束事 なので、この
公私が全 然交じ り合 わない という のが、 当然の原 則であ りま す。
そうす ると、例え ば公は 、会社 が例え ば、夕方 の５時 まで だとす ると、こ
れは契約 ですか ら、５時 まで が勤務 時間 です。それ 故 5 時になっ たら契 約は
及ばない 訳なの で、仕事が 途中で あろう となんで あろう と、例えば 手紙を 書
きかけて、文章が 途中で あろ うと 5 時に なると帰 るとい うの が、この イギリ
ス的な行 き方な ので ありま す。
とこ ろが日 本の 場合は 、会社 に何時 までいる か分か らな いでは ないで す
か。全体が 1 つの 仕事を してい て、誰の 責任とも 分から ず仕 事をし ている も
のですか ら、1 人が 帰ら ないと 全員は 帰 りにくい 訳です 。で、酒を飲 みなが
ら何か取 引の話 をす るとか 、翌日 の打ち 合わせを すると かい うのは 、これ は
皆仕事の 内であ って 、少し もプラ イベー トな生活 ではな い。そうい う公私 と
いうもの が、一 緒く たなの が日本 の組織 のあり方 です。
例えばも う１つ 言う と、転 勤とい う制度 がありま すね。転勤と いう 制度を
わたくし 共は、なん の疑い もなく「しょ うがない んだ」と、思って おりま す
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けれども、本当に 転勤 は、必要 だろう か と突き詰 めて考 えて 見ると、それは
怪しげな 物だと 思い ます。
例えばき ちんと 家族 がいて 奥さん がいて 子供がい てとし ます。奥さ んは仮
に学校の 先生を やっ ていた としま しょう か。妻と しての なに かキャ リアを き
ちんと積 んでい ると 。とこ ろが夫 が明日 から大阪 へ転勤 して くれと 言われ た。
問題はど うする かで す。そ れでは 転勤と いう制度 は、奥 さん が自分 のキャ リ
アを諦め て、職場 に辞 職願を 出して、夫 の転勤に 付いて いく のか、そ れとも
付いてい かない で、夫を１ 人で転 勤させ るのかと いう、こう いう地 獄の選 択
しか無い 訳です 。仮 にそれ で転勤 した夫 が、大阪 の方で いろ いろ様 々な事 態
が生じて 、夫婦 別れ をした という 事にな りますと いうと 、こ れはそ ういう 事
をさせた 会社の 責任 です。日本の 場合に は、例え ば家族 が一 緒に住 まない と
いけない とか、夫婦 はいつ も一緒 に住ん でいるの が原則 だと か言っ ても、実
際には実 現し難 い訳 です。
今まで 何の不 思議 もなく 転勤制 度が実 現してい たのは 、女 のキャ リアと い
うものが 無かっ たか らです 。奥さ んとい うものは 、夫に どこ へでも 付いて い
くものだ ってい う前 提で出 来てい る訳で しょう。
ここか らやは り考 え直し て行か ないと いけない のです 。転 勤とい う制度
は、公の 権利に よる 私の生 活への 侵略で す。もし これを 同じ 事をア メリカ で
やったら どうだ ろう か。イ ギリス 人に「 イギリス ではど うか 」と、聞いて み
た事があ ります。もし、アメリ カで同 じ 事をして、これが 為に 夫婦に ひびが
入ったと なれば 、確 実に訴 訟にな って、会社は何 億と言 う金 を取ら れると 思
います。
そうい う事が 組織 の論理 として 、まか り通って いると いう 事は、つまり 全
体は 1 人の為に という 機能が 働いて いな い訳です 。1 人は全 体の為 に良い 効
果を与え る、けれ ども、全 体も 1 人の為 によい効 果を与 える という この両 方
が働かな いと、市民 社会と いうの は、健 全だと言 えない と私 は思っ ており ま
す。そ れは何 故かと 言うと 、1 人 1 人が責任を持 つとい う体 制には 出来て な
いか ら 、 全員 で やっ て いく と い う体 制 に なっ て い るか ら なの で ござ い ま す。
そこで西 欧型の 世界 と、日 本型の 社会と は非常に 違って いて 、一見 すると 日
本も西欧 並みに なっ たよう に見え るけれ ども、そ の内実 は違 うとい う気が 致
しており ます。
どちら が良い か悪 いかで はない のです 。お客さ んから すれ ば日本 型の社 会
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は確かに 非常に 便利 だし、絶え間 なくビ ジネスは 続いて 行く 訳です から 、
「担
当者がい ないか ら、お前 2 週間 先ま で待 て」と言わ れた 時、銀行 に行っ てそ
のような 事を言 われ たら、 本当に 頭に来 ます。
今の転 勤の問 題な んかで も、奥 さんに 子供を預 けて 、「俺 は 1 人 単身で 行
こう」と 言う事 にな ります が、考 えて見 るとその 預けら れた 奥さん は大変 で
す。そうで はあり ません か。夫は 1 人で 気楽に独 身生活 を謳 歌して いるの で
すから、それは 多少 の不便 ぐらい はある かも知れ ないけ ど、そのよ うなこ と
は文句を 言うに あた らない。だけど、奥 さんは、子 供の子 育て から自 分の仕
事から、何から 何ま でやら なくて はいけ ないとい う事に なる 。社会 が原始 的
な程、女 の労働 は増 えると 言う、 これは 社会学上 の常識 であ ります 。
原始社 会では 大半 は女が 働いて 、男は 遊んでい るので す。そうい う意味 で
いう と 、 日本 も まだ ま だ原 始 社 会に 近 い 所が あ る ので は ない か と思 い ま す。
そんなよ うな事 もい ろいろ ござい まして 、どうし ても組 織の 論理が 優先す る
のが、日 本の社 会だ と思い ます。
２

組織 から脱 却を する
組織か ら脱却 して 、自分 自身の 生活を 確実に取 り戻す には 、どう したら 良

いかと言 うと、やは り組織 を抜け るより しょうが ないん です 。です からわ た
くしは勇 気を持 って 組織を 抜けた と言う わけです が、僕 は組 織を抜 けてみ て
大変驚き ました。日本 という 国は、や は り組織に 属して ない と、何に も出来
ない国な のだな とい う事は 、本当 に身に 沁みて感 じます 。
何 故 と 言っ て 、わ た くし は 辞 めて か ら 、物 書 き とし て 一定 の 名声 も あ り、
収入も十 分に安 定し てある という 状態の 中で、子 供の為 にマ ンショ ン買お う
と思った のです 。そ れに付 いて 2000 万円だかそ こらの ロー ンを借 りよう と
思った。 そうし たら 銀行は 、作家 業では ローン貸 せない と言 うので す。
これは 、自 由業な んての は、要する にや くざな商 売とみ なさ れるの ですね 。
結局ロー ンを貸 して くれな かった ので、わたくし は買う 事が 出来な かった の
ですよ。それば かり じゃな くて、例えば 退職金等 でも日 本の 組織と いうも の
は、定年 まで居 ると ちゃん とたく さんく れるので すが、途中 で辞め ると懲 罰
的に減ら される 仕組 みです 。です から、わたくし 生涯に 貰っ た退職 金と言 う
のは、20 年間も勤め ていた にも 関わら ず 、僅に 320 万円位し か貰っ ていな
い。これが 定年ま でお りまし たら、千 万 単位のお 金が貰 えた と思い ます。そ
れではと わたく しは 失業保 険貰い に行こ うと思っ たので す。そうし たら 、
「お
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前のよう なのは 、失 業保険 はくれ ない」 と言われ ました 。
とうと う失業 保険 も貰え ないし 、退職 金も貰え ないし 、つ まり独 立の仕 事
をしてい る人間 に対 しては 、おそ ろしく 冷たいと いうの が日 本の社 会の在 り
ようだと いう事 をつ くづく と身に 沁みた のでござ います 。
そ う あ って も、「じ ゃ あ 辞め な きゃ 良 かっ た じ ゃな い か」 と 言う か も 知れ
ない け れ ど、 そ れで も やっ ぱ り 辞め な け れば な ら ない と いう も のが あ っ た。
何故かと 言うと 、人 生は有 限だと いう事 をつくづ く思う ので す。まだ 50 歳
くらいだ と、そ んな に有限 って感 じはし ないので すが、でも 指折り 数えて 見
れば 57 ですから 、そう すると 70 で死ぬ として、後 13 年しか無 い訳で す。
わたし算数得意じゃないですから、計算間違えが多いですけれども、もう
13 年位し かな いでし ょう。50 歳の 時に まだ 20 年も あると 思って 辞めた の
ですけれ ども、 あれ よあれ よと言 う間に 後 13 年になっ てしま った 訳です 。
けれど もその 中で 自分が やりた い事と いうのは 、いっ ぱい ありま す。だ か
ら、 一 刻 も時 間 を無 駄 に出 来 な いと い う 風に い つ も思 っ てお り ます。「 そん
なのは 70 で死ぬと 決めな くても 良いじ ゃないか 」とお 考え かもし れませ ん
が、命と いうも のは 死ぬと いう事 だけが 確実であ って、その 他の事 は絶対 的
に不確実 だと、 こう いう事 になっ ており ます。
だから 、そ ういう 覚悟を して暮 らさな ければい けない と思 ったの です 。
「ま
だまだ大 丈夫だ 」と 、
「 まだ何 十年も ある 」と、楽観的 に思う のでは なくて 、
一刻も猶 予がな らな いと思 ったな らば、安閑とし て組織 の為 の仕事 なんか し
ていられ ない 、そう いう風 にわた くし は 思って自 分 1 人の生活 に戻る 事にし
ました。
３

表現 者にな りた い
じゃあ それは 一体 どうい う事を したい のか。わ たくし の場 合は、あくま で

も何かい つも表 現と いう事 をして いたい 。表現と いうも のが わたく しの天 職
ではない かと思 って いるの です。ずっと 昔の事を 思い出 すと 、高校 生ぐら い
の時に「 自分は 何に なりた い」と 、思っ ただろう と思い 返し てみま した。
どなた も皆そ うい う若い まだ未 来が不 確定な時 に、自 分が 何をこ れから 一
生やって 生きた いの か夢の ような 、なに かがある と思う ので す。わ たくし は、
これはと ても大 事だ と思う のです 。実際 にはどん な夢を 抱こ うとも 、その 夢
は実現し ないの が普 通だと 思いま す。夢 がすっと 実現し てし まうと いう事 は、
ないだろ うと思 いま す。そ んなに 簡単に 実現して しまう 夢は 、おそ らく夢 で
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はないの で、そ れは 凄く小 さなど うでも 良い事だ と私は 思い ます。なかな か
実現しな いから こそ 夢なの ではな いかと 思うので す。
わたく しは高 校生 の時に 、ごく 真面目 なラグビ ー少年 であ りまし たけれ ど
も、 日々 勉 強に 追 われ なが ら、「じ ゃあ 、こ れか ら 大学 に 行っ て、1 人 前に
なって何 をした いん だろう 」と思 った時 に、わた くしは 詩人 になり たいと 思
ったので す。
もちろん若いときに詩人になりたいと思う人はいっぱいいると思うので
す。だけど、なかな か詩 人とい うもの は 、なろうと 思って なれ るもの じゃご
ざいませ ん。詩 人の オーデ ィショ ンがあ って、そ れに合 格す ると明 日から 詩
人という 訳には いか ないし 、詩人 会社っ てものが あって 、そ こに入 ると皆 詩
人にして 貰える とい う訳で もない 訳です 。
詩人に なると いう 為には 、何か 自分の 日々の暮 らしと 別に きちん と考え て、
その生活 が立つ よう にして 、そし て尚且 つ詩を書 く事を 諦め ないと いう魂 が
必要だと 思うの です。詩では 食って 行け ませんか ら。それ で、そ の次に 僕は
作家にな りたい と思 ったの です。 幸いに 今そうな りまし たけ れども 。
その頃そ ういう 風に、物を 書いて 表現を していく 人間に なり たいな という
風に思っ たその 思い だけは 、胸の 中に消 えずに残 してお いた のです 。だけ れ
ども、食 えない から 一応人 並みに 食える 事をしな ければ いけ ない。何をし た
ら良いか なと、思いま して「 じゃあ、ま あ学問で もしよ うか」と、思 ったの
です。そ ういう 事を 言って は学問 に失礼 でござい ますけ れど も、自 分に出 来
るのは学 問かな と思 ったの です。
学問と いって も、何がや りたい かなと 思った時 に、わ たく しは高 校生の 時
からそう ですけ れど も、現 代文学 は読め ば判りま すので 、別 に教え たり教 わ
ったりす るに及 ばな い。け れども 古典文 学って言 うもの は、中々あ れはそ う
すらすら と読め ない もので すから 、これ は教師と なって 、人 に教え るとい う
事は必要 な事だ ろう と。
わたく しは高 校を 卒業す る時に 、最後 のホーム ルーム で担 任の先 生が「 お
前達、卒 業する に当 たって 将来何 になり たいか一 言だけ 言っ ていけ 」と言 っ
たの で す 。わ た くし は 迷う 所 無 く「 国 語 の教 師 に なる」「 私は 国 語の 教 師に
なって、 この学 校に 戻って きます 」と、 言った覚 えがあ りま す。
ですか ら、なんの 迷う事 もなく わたく しは文学 部に進 み、国文学 を専攻 し、
そして大 学を卒 業と 同時に 大学院 に進み ました。私はい っぺ んも就 職活動 を
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した事が ありま せん 。大学 卒業す る時に 就職活動 をしよ うと も思わ なかっ た。
大学卒業 したら 、直 ちに大 学院に 進むも のだと、このよ うに 思い込 んでお り
ましたの で、面 接に も行っ た事が ないし 、就職っ て事を 考え た事す らなか っ
たのです 。大学 院に行 って修 士課程 を終 えて、今 度はもう 1 回入 試を受 けて 、
博士 課 程 に進 ん で、 博 士課 程 を 終え て 、 そし て 高 校の 先 生に な った と い う、
こういう 様な経 歴で す。
学 問 と か教 育 とか 、 古典 文 学 の世 界 と かを ず っ と歩 い て来 た 。そ の 間 中、
この表現 の魂と いう か、詩 とか小 説とか 、そうい うもの を書 きたい という 気
持ちが消 えた事 は、1 度もな いので す。そうなる と、や はりど こかで、そう
いう思い という のは 、噴火 して来 るもの で、丁度 マグマ が地 底にあ ってや が
てはそれ が噴火 して 来ざる を得な いとい うような 具合で す。
わたく しは現 在い ちばん 敬愛す る詩人 は田中冬 二とい う人 です。田中冬 二
という人 は、私 の考 えでは 近代詩 の中で 最も美し い詩を 作っ た人だ と思い ま
す。最も新 しい詩 を書 いた人 は、萩原 朔 太郎だと 思いま すけ ど、最も 美しい
詩を書い たのは 、田 中冬二 だと思 います 。日本語 の美し さを とこと んまで 突
き詰めて いった 人が 、田中 冬二と 言う人 で素晴ら しい詩 人で ござい ます。
堀口大 学なん かの 影響を 受けな がら、素晴らし い詩を 書い た。こ の人は ず
っと一生 銀行員 だっ た人で す。定 年まで ちゃんと 銀行の 支店 長を勤 めて、一
方で真面 目な銀 行員 と言う 肩書き があり ながら、ずっと 詩を 諦めず に書い た
人です。 石垣り んさ んもそ うです 。
そうい う風に 諦め ずにず っと心 の中に そういう 魂を持 って いれば 、仕事 が
何で あろ うと 出来 ると いえ ば 出来 ると 思 いま す。 しか し僕 は、50 歳に なっ
た時に「 もう、先 はあん まり 無いか もし れない」と、思い ました 。とい うの
は、大きな 1 つの 夢があ るから です。そ れは何か と言う と、わ たくし は日本
文学ずっ と古典 文学 を若い 時から 、ずっ と勉強し て来て 、お びただ しい古 典
文学の作 品を読 んで 来まし たが、何が素 晴らしい といっ て、日本文 学の中 で
古今第一 の文学 とい うのは 、疑い なく『 源氏物語 』です 。
源氏物 語ほど の作 品は、前にも 後にも ひとつも ありま せん 。これ は何も 日
本の文学 史だけ では なくて 、世界 的に見 てこれ程 の作品 と言 うのは 、おそ ら
く数える ほどし か無 いだろ うと思 います 。尚且つ 、これ は千 年前に 書かれ た
物です。千年前 とい うよう な時代 に、ヨ ーロッパ ではい った い文学 なんか あ
ったかと いうと 、旧 約聖書 の物語 ぐらい です。
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ああい う人間 心理 の絢を 微に入 り細を 穿って、見事に 描き 出した 源氏物 語
というの は 、読ん で行くと 1 ペー ジ 、1 ページ 、良 くもこ れだけ 人間の 心理
を見事に 描き出 した なと思 って、感 心し てしまい ます。ため息が 100 回位出
るのです 。あま りに 素晴ら しいの で、こ れは奇跡 だと思 うの です。
あれを 書いた のは 、女の 人で紫 式部一 人とは言 わない けれ ども、いずれ に
しろ平安 の女房 達が 書いた 文学で す。に もかかわ らず、そこ に登場 してく る
男達 の 心 理が 良 く書 け てい る。「 男心 は こう よ な 」と 言 う事 が 、き ち ん と書
かれてい る。女 から見 たら「 こうだ ろう な」男か ら見た ら「こう だよ な」と
言う事が 全部書 かれ ていま す。
素晴ら しい物 なの で、わ たくし は何と かこれを ただ単 に現 代語訳 するの で
はな くて 、も う一 度読 み直 す と言 いま し ょう か、54 巻も あっ てあ んな に長
くてはみ んな読 み切 れない ではな いです か。だか らその 中か ら、特 定の人 物
を選び出 して 、そ の人物 の一代 記みた い な形で 、再 構成す るよう な形で 、
『林
源氏』と 言うの を書 きたい と思う ように なりまし た。
そう言う やり方 は、
『平 家物語 』で既 に試 みまして 、
『 往生の 物語 』とい う本
を書きま した。
これは『平 家物語 』に 出てく るおび た だしい人 物の群 像を 1 人 1 人腑分け
いたしま して、重衡 の一生 はどう であっ たか、能 登守教 經の 一生は どうで あ
ったかと いう風 に、それぞ れの人 にずっ と一代記 的に追 って 行って 、その 死
にざまは どうで あっ たかと いう事 を描い た書物で 、わた くし が今ま で書い た
90 冊の本の 中で、 いちば ん愛着 のある の はこの本 です。
古典文 学とい うだ けで、世 の中の 人は 読んでく れませ ん。で も、この 本は
読んで頂 くと、絶対 面白い と思い ます。わたくし が渾身 の力 を以っ て書い た
物でござ います 。そこ で、同 じ事を『 源 氏物語』でも試 みたい と、し かしこ
れは、おそ るべき 大仕事 です 。
『 平家 物語 』は 、12 巻しかご ざいま せん 。岩
波の古典 大系で 言う と、上 下 2 冊で 収ま ってしま います 。け れども 、『 源氏
物語』は 54 巻あります ので、 と言 う事 は岩波の 古典大 系でも 5 冊にな って
おります 。尚且 つ古文 として『平家 物語 』は、簡単 です。現代語 訳が無 くて
もす ら す らと 読 める ほ ど、 よ み やす く 書 かれ て い ます 。 それ は 当た り 前 で、
あれは琵 琶法師 が語 った物 だから 、文字 を読まな きゃ判 らな いよう に書い て
いたので は話し にな らない 訳で、耳で聞 いて解る ように なっ ている から言 葉
が大変簡 単なの です 。こう 言って 見れば 、ラジオ ドラマ の形 で書か れてお り
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ますので よろし いの ですけ ど『源氏 物語 』となると、とても そう は行き ませ
ん。
わたく しなど は、古典文 学をず っと長 い事して おりま して も、
『源氏 物語 』
は、注釈 書と首 っ引 きで辞 書を引 いたり しながら 考え考 え読 まない と、何 を
言っ て い るの だ か解 ら ない 所 が 大半 で す 。だ か ら 、ス ピ ード が 出ま せ ん し、
しかも尚 且つ複 雑に 筋が入 り組ん でおり ますでし ょう。
『源氏 物語』は 、ここ に出て きた人 が 、この巻 では消 えてし まって 、次は
3 巻置いた向こ うへ出 てく る。こ の時と この時は 実は同 じ時 点だと いうよ う
な事がい っぱい ある のです。だから、ク ロノロジ カルに 言う と、どこ が同じ
でどこは 空間が 違っ ていて、同じ人 物で もある巻 で「頭中 将」と 言った かと
思うと、別の巻 では「左 大臣」といっ た り、いろ いろ呼 び方も 違うの で、誰
の事だか も解り にく い訳で す。
そ の よ うな 事 があ り まし て、『 源氏 物 語』 を 読 むの は 容易 な 事じ ゃ な い。
そうする とこれ を実 際に実 現する 為には 、わたく しには 時間 が必要 だ。と い
うよ う な わけ で 、自 分 はこ の、「 物を 書 く」 と い う仕 事 を自 分 の天 職 と 見極
めて、こ れ 1 本で行き たいと こう思 った 。
わ た く しの 場 合は 、 詩人 に な りた か っ たと い う 事が ご ざい ま すけ れ ど も、
詩も書く ように なり ました。詩集も 何冊 か出しま した。詩 論で すね、詩 を論
じるそう いう講 義だ とか、講 演なん かも 随分致し ます。今 年の 秋は、自 分の
出身母校 の慶応 大学 の文学 部でも 、詩学 というの をやる 事に なりま した。
そうい うのは 、や っぱり 諦めず にやっ ていると 、段々 と実 現に及 ぶ訳で あ
ります。 いちば んい けない のは、 諦めて しまう事 なので す。
それで、詩を書 くよう にな ったと 言う謂 われは、わたく しが藝 大に 行きま
した時に 、わた くし の前任 者は大 岡信さ んという 詩人の 方だ った。その前 任
者は沢木 欽一さ んと いう俳 人です 。
ず っ と 遡っ て 行き ま すと 、「 箱 根八 里 」を 作 っ た中 島 忱だ と かで す ね 、春
のうらら の隅田 川の「 花」って いうの を 作った武 島羽衣 だと かです ね、日本
の歌を作 った詩 人達 が、ず っと藝 大の国 語教官と して任 官し て居た という 歴
史があっ て、そ の歴 史の末 にわた くしが 連なって いた訳 です 。
だから、歴代の 藝大 の国語 教官と いう のは、みな 作曲家 と手 を携え て、創
作歌曲だ とかオ ペラ だとか 、いろ んな物 を創作す るとい う、そうい う伝統 が
ございま したの で、わたく しは大 変嬉し がって、作曲家 達と 一緒に 随分多 く
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の歌曲や らオペ ラや ら合唱 曲やら 、そう いう物を 創造す るよ うにな りまし た。
今もう すでに 、わたく しが詩 を書い た 歌曲は 、100 曲を超 えてい ます 。そ
れは皆、藝大出 の本 職の作 曲家が 作曲を して、お もに藝 大系 の歌い 手達が 歌
って く れ てい る 訳で ご ざい ま す が。 そ う いう 中 で 、や っ ぱり 自 分と し て は、
自分の作 った歌 を自 分も歌 いたい じゃな いかと思 うわけ です 。最初 は幾ら 詩
を書いて 歌を作 って も、誰 も歌っ てくれ ないです しね。
４

ソル フェー ジュ ・・・ 、自分 の作っ た歌を自 分も歌 いた い
そこ で、「 しょ う がな い 自 分で 歌 うか 」 とい う 事 にな り まし て 、 それ で自

分の歌の 稽古を しな きゃい けない という 事で、声 楽を習 い始 めてから 15 年
になりま す。よ うや くこの ごろ少 し声の 出し方が 纏まっ て参 りまし て、い ろ
んな所で 歌って 満天 下に恥 を晒し つつで すね、暮 らして おり ます。
そうす るとや はり 、ここ で今度 は自分 の歌を歌 うとい う形 の表現 がまた そ
こに 、1 つ の可 能性 と して 出て く る。 な にご とも 諦 めて は いけ ない の です 。
例えば、歌を歌 うと いうこ と一つ 考えて 見ても、子供の 頃か らやっ てない 人
は駄目じ ゃない かと いう風 に思う かもし れません が、そ んな 事はあ りませ ん。
確かにピアノとかバイオリンとか子供の時からやらないと駄目ですけれ
ども、歌だ けは幾 つに なって 始めて も遅 くはない のです。私の 場合は、子供
の頃から 音楽は やっ ていま したの で、楽 譜はある 程度読 めた 事と、音程は 割
合正確だ った。そう いうの で幸い に歌を 歌うのに 困らな かっ たので すが、そ
れで も ぱ っと 楽 譜を 渡 され て、「 これ 歌 って み ろ 」と 言 われ て 、な か な か歌
えないで すよ。そ うじ ゃあり ません か、それが歌 えたら 本職 です。そ れで僕
は歌 い 手 の諸 君 と一 緒 に、 歌 の 練習 し な がら、「 ど うし て 君た ち は、 楽 譜見
ると ぱ っ と歌 え るの 」 と、 聞 い たの で す 。「そ れ は 林さ ん 。そ の ため の 練習
をするか らです よ」と言わ れて 、なる ほど そういう 練習が ある のかと 思って 、
つまり「 ソルフ ェー ジュ」のこと ですけ れども、それで は、早速僕 もソル フ
ェー ジ ュ を練 習 しよ う と、 こ う 思っ て 藝 大の 作 曲 家に 弟 子入 り をし ま し て、
50 歳にな っ てか ら、 ソル フェ ージ ュの 稽古 を始 めま した 。最 初は な かなか
読めませ んでし たけ れども 、今は ピアノ の伴奏さ えあれ ば、ほとん どすら す
ら読める ように なり ました 。だか らソル フェージ ュ能力 みた いな物 は、子 供
の頃から やらな いと 出来な いとい うのは 一般的な 事です けど 、そう じゃな い
とい う 事 を知 っ て、 僕 に教 え た 人が び っ くり し た。「こ ん なお じ さん に なっ
てからで も、ソ ルフ ェージ ュの能 力が身 に付くの だと思 って 、大い に見方 を
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改めた」 と、言 って おりま した。
５

諦め なかっ た人 々
どんな 事でも わた くしは 、年を 取った からとい って、諦め るには 及ばな い

と思うの です。こ こに シュリ ーマン の「 古代への 情熱」と 言う 本がご ざいま
すけれど も、シ ュリ ーマン という 人も、もともと 家が没 落し て貧乏 だった も
のですか ら、若 い頃 はずっ と貿易 なんか の仕事に 携わっ てお りまし てね、だ
けど彼は 子供の 頃に 読んだ「 トロイ の遺 跡」を発掘 すると いう 夢を、ず っと
失わずに いたの です 。
そのた めには 、ギ リシャ 語を読 めなき ゃいけな い、ラ テン 語も読 めなき ゃ
いけない 、そう なっ たら毎 日仕事 が終わ ってから 、夜中 に徹 夜のよ うにし て
外国 語 を 勉強 す るの で す。 彼 は 十何 ヶ 国 語に 、 全 部通 暁 して し まう 訳 で す、
激しい仕 事をし なが ら。それ は「シュ リ ーマン自 伝」に一 部始 終が書 いてあ
りま す。46 歳に なっ た時 に、 一切 の仕 事か ら引 退し て、 自分 の財 産 を一切
その ト ロ イの 発 掘に 費 やし て 、 そし て 古 代史 家 と して 一 家を 成 す訳 で す ね。
それ か ら 本居 宣 長の 学 問論 で す けど、「 うひ や ま ふみ 」 とい う もの が あ る、
ここにも学問は幾つになっても諦めてはいかんという事を書いてある訳で
す。また、才 能があ るな いとい う事で、自分に諦 めては いけ ないん だとい う
事をいっ ている。本居 宣長先 生は「人 々 の才と不 才とに より て、その 功いた
く異なれ ども、才不 才は生 まれつ きたる 事なれば 力に及 び難 し、さ れど大 抵
は不才な る人と いへ ども、怠らず つとめ だにすれ ば、そ れだ けの功 はある も
のなり、ま た晩学 の人 もつと め励め ば、思いのほ か功を なす 事あり」と言う
ので す。「 また 、 暇の 無 き 人も 」 忙し い から 、 そ んな 学 問な ん かや っ て いら
れないと か言う のは 、それ はごま かしだ と言うの です。
「暇の無 き人も 思い の他、暇 多き人 よ りも功を なす物 なり」暇にし ている
人は 、 案 外何 も やら な いも の だ けれ ど、「忙 し い 、忙 し い」 と 言っ て い る人
ほど、一生懸 命つと めて 、そし て成果 をあ げるもの だと言 うの です。だから 、
「されば 才とも しき や学ぶ 事の晩 きや暇 の無きや により て、思ひく づおれ て
やむるこ となか れ、とても かくて もつと めだにす れば、でく るもの とここ ろ
ふべし。す べてお もひ くづお るるは、学 問におほ きに嫌 ふこ とぞか し」と書
いていま す。宣長 は、一 生学問 にその 命 を捧げた 人で、大 変な 大学者 でござ
いますけ ども、 その 人にし てこの 言あり と思いま す。
これは 「Time is Undone」という 詩集 でござい ます 。「グ リ− ンノウ の物
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語」で有 名なル ーシ ー・マ リア・ボスト ンさんが 、ごく 晩年 に近い 頃に自 費
出版した 極めて 珍し い詩集 です。おそら く日本で は誰も ご存 知ない と思い ま
す。紹介さ れてお りま せんの で。この ボ ストン夫 人とい う方 は、大変 お金持
ちのお嬢 さんだ った けど、若い頃 看護婦 になりま してね 、そ してヨ ーロッ パ
の第一次 大戦な んか の時に 従軍を して、それから 画家に なっ たりオ ックス フ
ォードで ラテン 古典 学なん かを修 めたり した人で す。
そして そうい う看 護婦な んかと しての 人生をず っと送 って 来まし て、作 家
と な っ た の は 、 65 歳 の 時 で あ り ま す 。 65 歳 の 時 に 「 Chirdren of
Greenknowe」（ グ リ ー ン ・ ノ ウ の 子 供 達 ） と い う 作 品 を 書 い て 、 彗 星 の ご
とく文壇 にデビ ュー をして 、そして 68 歳の時に 「Enemy of Greenknowe」
（グリー ン・ノウ のお 客様）と いう本 で 、カーネギ ー賞と いう 世界的 な児童
文学の文 学賞を 取っ て、高名 な作家 にな られた人 です。そ の方 が、僕は 偶然
にそ の人 の家 に住 んで いた 訳 です けれ ど も、84 歳の 時に 書い たの がこ の詩
集です。
つまり 、詩と いう ような 物も、日本で は若者の 手すさ びの ように 考えら れ
ておりま すけど 、そ れはそ うじゃ ないの で詩の魂 という よう なもの を失わ ず
にいれば 、いく つに なって も瑞々 しい詩 集を書く ことが でき る。わ たしが お
目にかか ったの は 91 歳の ルーシ ー・ボス トンです けれど も、84 歳のと きこ
の詩集 を書 きま した 。「Time is Undone」とは 、「時を 巻き 戻し て」 とでも
言う様な 意味だ ろう と思い ます。
この詩集 の一節 、Come away ‚come away, my darling という詩を 読み ま
す。
Once by a stream that sang eternity
I kissed my love and he kissed me.
Long hours I lay in his breast.
And found sweet rest.
Sing birds ,sing stream,
He whom I love is with me.
Now in this mountain‑haunted room
The dancing murmur folds me
As if my life were laid out dead
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Here on this foreign bed;
The breathing window curtains lift and fall
And that is all.
Sing birds‚sing stream,
He whom I love is with me.’
In life or death
Though I draw separate breath‚
Yet on my brow the country‑scented air
Stirs like his hair,
And if my heart is still
It dose his will.
Sing birds‚sing stream,
He whom I love is with me.

『さあ、 逝きま しょ う、い っしょ に』( 詩集「新 海潮音 」よ り林望 訳)
むかし、 悠久の 瀬音 を歌っ ていた 小川の ほとりで
愛する人 と、た がい にくち づけし て
何時間も じっと あの 人の胸 に抱か れてい たとき
私は、甘 美な安 らぎ を知り ました 。
鳥たちよ 、歌っ て、 小川よ 、歌っ て
私の愛す る人は 、私 のそば にいる と。

いま、こ の魑魅 魍魎 の徘徊 する部 屋で
跳ね回る あやか しの 声が私 を取り 囲む
まるで、 私の命 が、 この居 心地の 悪い寝 床のなか で
死に搦め 捕られ よう として でもい るかの ように。
窓辺のカ ーテン は息 づくご とく風 に煽ら れ、また 静まり
そして、 それっ きり 。
「鳥たち よ、歌 って 、小川 よ、歌 って
私の愛す る人は 、私 のそば にいる と」
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生死のは ざまに さま よい
虫の息と なった とし ても
そのとき 、私の 顔に 、なつ かしい 田舎の においの する風 が
あの人の 髪のよ うに 、そよ いでく る
そうして 、もし 私の 心臓が 止まっ たとし たら
きっとあ の人が 迎え に来た に違い ない
鳥たちよ 、歌っ て、 小川よ 、歌っ て
私の愛す る人は 、私 のそば にいる と

とこい う詩で す。ど うです か、ロマ ン ティック でしょ う。こ んな瑞 々しい
詩を創ら れた。 これ 詠んだ のは 84 歳のおばあさ んです から 、まだ まだ皆 さ
ん若いで すよ。エロ スが充 満して おりま して、瑞 々しい 表現 に満ち ており ま
して、と ても素 晴ら しい詩 集です 。こう いう物が こんな 歳に なって も書け る
とい う 、 そう い う事 を 思っ た な らば、「 おち お ち とし て られ な いぞ 」 と 、思
うのです 。時間 は有 限です 。人生 も有限 です。で すけれ ども 、しか しその 有
限の中で 、無駄 な時 間を過 ごして いれば 、あっと いう間 に燃 え尽き るだろ う
と思いま す。
だから 、いち ばん いけな いのは 無駄に 時間を使 う事だ とい う風に 思って お
りまして 、わた くし は幸か 不幸か 全く酒 が飲めな い。こ れは 本当に 幸いだ っ
たと、思って いる 所であ ります 。酒 飲ん でしまっ たら 、1 日５時 間位す ぐ無
駄になっ てしま いま す。
そんな 事で、ずっ と組織 を離れ てから 個人とし て、よ うや く自分 は今ス タ
ートライ ンに立 った という 感じが 致しま す。自分 がやり たい 表現を してい く
とい う 仕 事が よ うや く 軌道 に 乗 った 。 で も、『 源 氏 物語 』 には ま だ辿 り 着か
ない 訳 で す。『 源 氏物 語 』 をや る 為に は 、時 間 が 必要 で す。 雑 々な る 仕 事は
全部断っ て、そ れに 没頭し て恐ら く数年 かかるだ ろうと 考え ていま す。
だけど 、それ はよ っぽど お金が 無いと 駄目では ないで すか 。
『 国家の 品格 』
みたいな ああい う 250 万部も売 れる様 な ベストセ ラーが、1 つで も出れ ばわ
たく し は 即座 に 他の 仕 事辞 め て、『源 氏 物語 』 に 取り 掛 かる の です が 、 なか
なかその 250 分の 1 も売れ ない 物です か ら、それ をする 為には 一生懸 命自分
に出来る 事をや って 、そし て子供 もちゃ んと育て て、こ の子 供が仕 上がっ た
ら後は自 分の為 に一 生懸命 お金を 貯めて 、そして 70 歳まで にあと 何年か 残
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るで あ ろ うと 、 そし た ら一 切 他 の事 を や らな い で、『源 氏 物語 』 を書 く んだ
という、そうい う夢 を持ち ながら 今は自 転車操業 で、こ うし てこの ような 所
まで一生 懸命話 をし に来る 訳なの であり ます。
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