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地
■元のアーティストたちを中心にして自然農業を考え、実践していくグループがある。今年か

ら耕作放棄された水田跡地を借り受け、自分たちで開墾して稲作を行うという。１０年以上放

置された荒れ地だというので開墾はよほどたいへんだと予想された。じつは、ここ２年ほど自

然農の会合やら行事に出席するのはもっぱらかみさんと子供たちで、わたしはずっと遠慮させ

ていただいている。この土地にはさまざまな種類のグループがあって、そのひとつひとつにう

かうか顔をだしていると、しまいには収拾がつかなくなるからだ。とはいっても、今回は事情

が事情である。耕作放棄された田畑の再生は容易なことではない。人手がいる。幸いエンジン

付きの刈り払い機があるので、これを持っていけばわたしでもかなりの役に立つはずである。

そうと判断して今回、家族そろって自然農グループの開墾に参加した。当日は快晴で風も弱く、

絶好の屋外作業日和だった。予想通り田んぼは茅が生い茂り、幾本もの雑木がそれぞれ５、６

メートルも背を伸ばしていて、造形家のＴさんのエンジン付きチェーンソーが唸りをあげてい

多
…彩な顔ぶれがそろっている。わたしは自分の刈り払い機を始動して、凍った雪の分厚

る。絵本作家のＮさん、Ｉさん夫妻がにこやかに迎えてくれた。画家、サラリーマン、陶芸家、
教師

く残る旧い田んぼに足を踏み入れていった。 な
■にか真冬の怪談とでもいえそうな最高裁判決が

でた。在日韓国人女性が、国籍のいかんを問わず適任者の管理職への登用を求めて都を相手に

起こしていた裁判だ。
「哀れな国ですね」と彼女はいう。この言葉を「日本人」というやつは噛

み締めて受け止めるべきだ。ところで、ＮＨＫの会長は辞任したと思ったら顧問になるという。

こいつ前世は蝮じゃあねえか！？死んだと思ったら鎌首もたげてるぞ。そういえば、このとこ

ろ職務怠慢によりひとを死に至らしめた警察に対して、遺族が起こしていた裁判はことごとく

警察を免罪した。糾弾され、頭を下げたかにみえたやつらが、ドアの向こうで薄く笑って、や

っぱり首をもたげている。かと思うと、長期間に渡りひとを監視し、ビデオ撮影までして、単

にチラシをまいていただけの人物を「公務員法違反」などと難くせをつけて逮捕、いつまでも

勾留する、ということも起こっている。権力側の道義的な退廃はどうだろう。裏金作りを内部

告発した警官には報復人事。恥など知りもしない。自民党の安部なんか国民より先にテレビの

番組をみて圧力をかけ、内容を変更させるのは当然だと思っている。言論の自由を侵すファシ
ストそのものじゃないか。（Ｋ）

ヴァイオリンを始めた頃

中井 豊

た。楽音に対するイメージの違いが音に

った。

宿へはヴァイオリンを持って行かなか

にヴァイオリンのケースがあったこと

小学校時代の友人――竹中広君の家

いるのを学級担任の先生に見つかった

まヴァイオリン・ケースを提げて歩いて

高校三年生も終わり頃になって、時た

数学科の友人――ビオラの近藤泰寛

キー行進曲」の練習に参加したりした。

った。ヨハン・シュトラウスの「ラデツ

ケストラの部室へ出入りするようにな

中であった。それで、何とはなしにオー

大学生になった当時は学園紛争の最

現れていたのだと理解したのは最近の

って、太平洋に浮かぶ紀伊大島に面して

いるような気がした。それでも、瀧本君

ことがある。苦々しい思いで眺められて

君に「音程が甘い」と助言されたが、よ

ことである。

いる。私は高校二、三年を、この地にあ
を思い出し、よかったらケースだけもら

の即興演奏を聴き、彼と音楽の話をする

れを通りすがりに見たのがきっかけだ

トの「トルコ行進曲」を弾いていた。そ

ァイオリンの弓と『篠崎バイオリン教本、

新宮へ母が行ったついでに、大人用のヴ

の卒業であることで知られている。この

る。一般には、佐藤春夫が旧制新宮中学

南紀では新宮が最も大きい「街」であ

いた。一言も文句を言われなかったが、

の部屋で眠っていても、お構いなしに弾

リンの独習も続けた。夜勤明けの父が隣

一年目は自宅で勉強しながら、ヴァイオ

大学入学まで、私は二年間浪人した。

交響曲」をやるというので、第二ヴァイ

が定期演奏会でベートーヴェンの「第五

大学生の時代は、学校のオーケストラ

たので数ヶ月で止めてしまった。

と、初歩的すぎるように思えて退屈だっ

習うことにしたが、下宿から遠かったの

けを見て家で練習（？）を始めた。

る和歌山県立古座高校という学校で過
えないかと連絡してみた。彼の姉さんが

改良されない限り、直らないものだ。

くは理解できなかった。これは、音感が

オリン教本、第一巻』も貰い、この本だ

ごした。夏は毎日のように海で泳いだ。
習っていたことがあると言っていたの

た。むしろ、瀧本君の方が私の受験を気

ことに夢中で、面倒なことは後回しだっ

紀伊半島の潮岬は台風情報で知られ

音楽の話相手――瀧本文彦君とは三
を憶えていたのである。直ぐに鉄道便で

ちょっと迷惑そうだったが、家までつ

いま思えば、心配だったろうし、さぞか

ている。近くに古座という小さな町があ

年生の秋に出会った。学校の音楽室にあ

いて行った。彼の家は紀勢本線のガード

った。その中には、ハイドンの「驚愕シ

第二・三合巻』という本を買ってきて貰

先輩に紹介されて、音楽学校の先生に

ヴァイオリンのケースが送られてきた。

脇にあった。倉庫のようなコンクリート

った。

張りの一階は土足で入るようになって

とれず、見当をつけて良い加減に弾いた

所も音を出した。楽譜からリズムが読み

演奏会では、弾ける箇所も弾けない箇

た。

オリンの一人として出演させてもらっ
「メヌエット」が、どうも聴き慣れた音

りしていたから、ひどいものだった。つ

ンフォニー」のテーマがあって、ピアノ
瀧本君が遊びに来た折り、ピアノを使

指導者なしだったから、理由も何もわか

楽とは別物であるような気がしてきた。

いでに、どういう拍子にか、隣の女学生

いて、ちょっと暗かった。そこに、新し

わせて欲しい、と近所の小学校へ行って

らない。しかし、似て非なる音楽を奏で

伴奏譜もついていた。

知り合って間もなく、彼がスズキのヴ

頼んだ。この日、彼のピアノ伴奏で「驚

ていることは確かであった。それでも、

の頬を弓で突いてしまい、ヒヤリとした。

いアップライトのヤマハ・ピアノがあっ

ァイオリンをくれた。おそらく一番安い

愕シンフォニー」を合奏した。いま思い

運動がわりにヴァイオリンを鳴らすこ

た。

ヴァイオリンで、弓は子供用だった。彼

出しても心楽しくなる経験だった。

二年目の浪人生活に入って、さすがに

間は、個人的にピアノ伴奏の人が見つか

一度だけ出たことで満足し、以後十年の

この森ノ宮青少年会館での演奏会に
のに、自分の音色は荒々しく、瀧本君の

れば合わせてもらうだけになった。

ただ、同じヴァイオリンで弾いている

いていなかったのである。ケースはなか

音色は柔らかく優しかったことは印象

次の年は大学に入学しなければいけな

ではなく、田舎の楽器店には他の弓は置
ったから、どうして持ち帰ったのか、い

いと思い、大阪市内の予備校に入り、下

ま考えると不思議に思える。
『篠崎バイ

に残った。地声と歌声のような違いだっ

とは止めなかった。

は小柄だが、そのせいで子供用だったの

そのうち、自分の弾くボッケリーニの

し耳障りだったろう。

にしていた。

ったグランド・ピアノで彼がモーツァル
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涙の味
五、六歳だったろうか、原因は憶えて
いないが、叱られたからか、無性に腹が

内田幸彦

した。涙に味があるなんて知らなかった。
生まれて初めての発見だった。

が、商売では怒ったら負けだし、資金に

立てば怒り、悲しければ泣けばいい。だ

考えると、子供の頃は良かった。腹が

こそ出来た捨て身の戦法だった。やくざ

決。ますます自信を深めた。貧乏だから

事故でも、賠償は請求額の十分の一で解

七割の勝利をおさめた。やくざとの車の

訴えられたが、弁護士なしで対応し、六、

バブル当時、土地の値上がりで二件も

売仲間では、それが命取りになり兼ねな

行き詰まっても他人には洩らせない。商

かった。もう考えても、どうしていいか

こらえる程、悲しくなって涙は止まらな

みは人相も変えるらしい。

る金の決済はつけねば倒産だ。この苦し

えれば錯乱しそうになる。それでも、迫

て耐え、我流の生き方も身につけた。借

けないことが良かった。歯を食いしばっ

それを念頭に入れて置けば怖くない。

やくざの泣き所は金にならないことだ。

は常識でゆかないが、法律は常識の集大

判らなくなった。〝どうにでもなれ！〟

倒産は人生を挫折させる。生まれた土

金からの出発で、三十余年の間には何度

成だから、常識で対応すればよかった。

「こんな家、キライだ、出て行ってやる

とやけくそになり、肚を据えたが、矢張

地にも居られなくなる上、人間としても

他人の援助を頼もうと思ったことか。合

だけで、百円の都合もつけられない。考

っ！」

り街角は涙に潤み、嗚咽もとまらなかっ

失格だ。何としても、この商売をやり遂

い。女房子供に話しても、心配をかける

と逆上して雨の中を飛び出して行った

た。

げるより道はない。女子供なら泣いても

併を考えたこともあった。だが、中途で

〝男だ！ 泣くもんか。〟こらえれば

ことがある。

半ズボンの足は雨に濡れてブルブル

おかしくないが、男は泣けない。不安、

の妥協は負けだと一人で頑張り、転職も

立って、

くなって民家の軒先に雨宿りした。雨水

震え、後悔と意地が争い、自分で自分が

廃業もせず、一筋に仕事をやり果（おお）

だった。雨にズブ濡れになり、たまらな

振り返ってみると、女子供のように泣

が背中に滲み込み、寒さに身震いしなが
判らなくなった。

を眺め、涙を呑み込んだことか。

絶望で〝どうにでもなれ！〟と何度、空

勿論、当ても何もない。腹立ちまぎれ

ら、大言を吐いて飛び出したことを後悔

「幸彦じゃないの。そんな所で何してん
の？」

が三十余年に及んだ。人間も図太くなる。

まった。泣けずに頑張ったことが、やっ

〝これから先どうする？ 何処へ行

した。

と声を掛けられ、振り返ると、花江おば

普通の神経ではもたない。〝どうにでも

あれ位、怒って飛んで出たのに、どう

工場を持って、その上に金が残る程、商

なかった。借金を払いつつ、子供を育て、

いつしか、古い昔の涙の味も忘れてし

く？〟ポケットには二銭しかない（現在

さんだった。母の姉である。〝助かった。

と仕事を完遂させたのである。

せた。それだけが誇りである。

の五十円位か）
。寒いのと空腹に悲しく

家に帰れる！〟これ程嬉しかったこと

る程、図太くなってしまった。

なれ……〟と居直る。叩かれれば叩かれ

そんな剃刀の刃を渡るような暮らし

なり、涙がでそうになってきた。

は後にも先にもなかった。伯母に従いて

こんな時、〝お父さんかお母さんでも

して言い訳をする？ 考えたが答えは

売はボロくはなかった。残ったのは工場

マイナスからの出発だから、金は残ら

の良いことも頭に浮かんだ。だが、〝今

出なかった。久し振りに来た花江おばさ

が一つだけ。だが、何が起こっても対処

勇み足になった。

更戻れるものか〟という意地もあった。

んの手前もあり、きつくは叱らないだろ

通りかかり、迎えてくれないかな〟と虫

帰りたいし、帰ることもできない。その

うと図太く考えることにした。伯母が救

いる。

た。涙の跡が冷たく凍った感じがした。

いの神様だった。

ジレンマで気が弱くなり、涙が頬を伝っ
涙の一筋が口に入った。塩っ辛い味が

できる自信はお金以上の宝だと思って
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んだという経験もなかった。それが一

クイエムをのぞいてそれほど聞き込

四十番、四十一番のシンフォニー、レ

モーツアルトは、学生の頃に聞いた

うしろものである。

で楽しめ、長旅に倦むことがないとい

も、モーツァルトさえあれば聞き込ん

も、いくら遠出して帰りの道が混んで

いう音楽である。ドライブするときに

れない、心身がリフレッシュされると

いものがあるのは確かなのである。

何もない、などと一言で片づけられな

小説を仕上げねばならない。思想性は

きず、表現するためには一篇の大長編

に寄った帰りに、ひばりが丘駅前の店

で溜まったこりを癒すために整骨院

ールにＣＤがあふれだしたころ、仕事

かって断言してしまった以上、問題に

議論だとも思えるが、小森谷さんに向

かないのか、どうでもいい、場違いな

さて、モーツアルトに思想があるの

段深まっていることは自覚できるの

議論をしたころよりも、自分の中で数

いでいるが、かつて小森谷さんとあの

り小森谷さんにいまだに説明できな

的「思想」とは違うものなのか、やは

さてそれは何なのか、哲学的、文学

すぎて、レコード屋の店頭のワゴンセ

九九一の没後二〇〇年祭のブームが

頭でふと手にとったモーツアルトの

かつてのロシア文学研究会のおり、

曲二三番の二楽章のアダージョで、シ

れていた一曲というのは、ピアノ協奏

聞き取れると言った人がいたが、それ

に向かっての大いなる行進と凱歌が

を、圧政との戦い、苦悩、革命、勝利

自分が生まれたときから世話になっ

である。特に単調の曲が素晴らしい。

える透明感の高い、すがすがしい音楽

楽から大きな影響を受けていると思

大江光の音楽であるが、バロック音

である。

小森谷さんが「彼には思想がわからな

チリアーノと呼ばれる旋律が使われ

はまあ無理としても、気持ちはわから

ベートーベンの第九交響曲「合唱」

解答を与えないわけにはいかない。

いだろう」と言ったことがある。私は

ているのだが、一度聞いたら忘れられ

り込んで行った。アンソロジーに含ま

アンソロジーＣＤをきっかけにのめ

思わず反発して、
「音楽に思想なんて

の音楽である。

た主治医がなくなった時に作ったと
者の意図、思想を読み取るといっても、

関係ない。モーツアルトに思想なんて

つぎつぎとモーツアルトのピアノコ

ベートーベンの場合はあながち無理

いう「Ｍのレクイエム」など白眉

とがある。「彼」
とは大江光のことで、

ンチェルトを聞くようになり、二〇番、

ではない気がするだろう。

聞くものを大いに勇気づけ、そこに作

ちょうどフルートとピアノのために

二四番、二二番、そして一八番という

引っかかっていて、なかなか自分なり

この時のやりとりがずっと後まで

から、もう十年以上も前の話になる。

の音楽」は一九九二年一〇月の発売だ

き込んでも飽きない、何回聞いても疲

アノ協奏曲は別格であって、いくら聞

多彩膨大に楽しめるのだが、やはりピ

ペラも器楽曲もあり、声楽曲もありと

モーツアルトには交響曲もあり、オ

ングであって、とても言葉では表現で

である。それは生命に直結するサムシ

言って片づけられない何かがあるの

だ耳に快い、気分のよいだけの音楽と

にしても、モーツアルトの音楽にはた

本コロムビア

大江光の音楽 一九九二年 日

管弦楽団

三番 バレンボイム＝イギリス室内

モーツアルト ピアノ協奏曲二

書かれた曲のＣＤが話題になって売

ように目覚めて行った。

に納得した結論が出せないでいる。

モーツアルトではそうは言えない

れていた頃だった。このＣＤ「大江光

ないではない。
「英雄」
「運命」など、

藤川博樹

特別製の音楽なのだ。これにハマって、

音楽は思想と関係ないか

ない、何度聞いてもこころよいという

宇宙のささやき その４

ないよ」とほとんど叫んでしまったこ
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