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久世光彦さんのエッセー集 「飲食男女

―おいしい女たち」(文芸春秋)に、「春

の蕎麦」という小品がある。

久 しぶ りに会つた人形屋の友人が落

ち込んでいる。去年の暮れから、訳あ

りだった女が 3人、立て続けに死んだ

とい う。ぼくなんか、彼の足元にも及

ばないが、それでも60何年 も男をや

つていれば、それなりの浮いた話や、

幸い話はある。落語なんかの話のよう

に、死んだふ りをして自分の偽葬式を

出 し、棺桶に穴を開けて、そこから次

々に弔間に訪れる女たちの様子を覗い

てみたい。そ うは思つていても、女た

ちがみんな して涙に暮れるなんて、そ

れは愚かでいい気な夢物語で、人形屋

の通夜にも、ぼくの葬式にも、彼女た

ちは、たぶん一人も現われない。その

人形屋はポツリともらす。雛祭が済む

までは、辛かった。店先の雛が、みん

な通 り過ぎていった女たちにみえる…

…といつたお話だ。

その久世さんが今春の 3月 2日 、亡

2

くなつた。 70歳だつた。「男の子のく

せに、端午の節句よりも、桃の節句の

方が好きだつたJと いっていただけに、

3月 3日 の新聞朝刊に訃報が掲載され

るとは、いかにも久世さんらしい。だ

が、その弔間に、訳ありの女たちがは

た して何人訪れただろうか。久世さん

は矛盾に満ちた人のようだから、どこ

かでこつそ りと覗いていたのではない

だろうか。親 しい作家の向田邦子さん

が向こうで待つているとわかっていな

がら。

テ レビ ドラマ「時間ですよ」や 「寺

内貫太郎一家Jのプロデューサーとし

て知 られる久世さんが、文章を書き始

めたのは 50歳を過ぎてからのことだ。

その最初のエッセー『 触れもせで一向

田邦子との20年』 (講談社)を手にし

たときの鮮烈な印象を思い出す。なん

という文章のうまさだ、と息をのんだ。

多くの作品をテレビドラマ化 し、交

遊を持ち続けた向田さんが、飛行機事

故で不慮の死をとげたのは1981年。

その後、毎年 1本ずつ正月にTBSか



ら向田邦子原作の ドラマを演出 してい

く。空自の 10年を経て、堰を切つた

ように思い出を語 り始めたのが、この

『 触れもせで』である。言葉がきらき

ら輝き、文章の確かな質量感 と心地の

いい酪爾感に私は満たされた。 これこ

そが掛け値なしの名文だと思つた。本

の奥付をみると92年 9月 、久世 さん

が 57歳のときだった。

25篇の短い文章を集め、どの 1篇

を読んでも、ひとりの女性を美 しく、

生さ生きと描き出 している。いつも待

たされてばか りいたとか、ちょうど使

い出して書き味がよくなった万年筆を

取 られたといったエピソー ドの使い方

や比喩が絶妙だ。冒頭の「遅刻Jと い

う一文をあげてみよう。

「あれは四月の午後だつた。春雨と

い うにはちょっと激 しすぎる雨が少 し

前から降 りだ して、ガラス窓の向こう

の街は急に紗をかけたように自つぼく

なった。私はその午後表参道の近 くに

ある喫茶店で向田さんを待っていた。」

激 しい春の雨。ガラス窓越 しにぼ―

つと霞んで見える街の風景に、透けて

見える薄い織物の「紗Jをかけたよう

に自っぼくなつた、とい う比喩が実に

よく利いている.情景がありありと浮

かんでくるではないか。そ して「どこ

か艶めいた春の雨の匂いJがする中か

ら、「あの人Jが姿を現す。

「手に持った裸の財布 と、キーホル

ダーもつけないやはり裸の ドアの鍵を、

何気なくテープルの上に投げ出 し、恰

好よく足を組んでみせるだけで、.相 手

に 30分 も待たせたことを忘れ させて

しまう、そんな狡 くて可愛い人を私は

彼女以外に知 らない。向田さんは、人

生のすべてにおいて、あの雨の日の (素

足)の ような人だつた。J

彼女は、人生において、あの雨の日

の (素足)のような人だつた、とェッ

セーをまとめてゆく。そのうまい言葉

の運びにうっとりさせられる。

また『触れもせで』という題名がな

んとも新鮮で、心をドキッとさせられ

た。その言葉は、与謝野晶子の歌「や

は肌のあつき血潮に触れも見で さび

しからずや道を説く君Jを連想させる

が、久世さんは「本来は『触れも見で』

としなければおかしいのだが、『触れも

見で』だと、何となく試すような、魂

胆があるような気がしたので、ちょっ

と著作権 を侵害 してみたJと 後に語 っ

ている (続編の『 夢あたたかき―向田

邦子との二十年』)。 この微妙な言語感

覚も鋭い。相手への思いを断ち切るこ

とで逆に、思いのたけが強く漂い、「触

れもせで」過ごした歳月のふたりを鮮

やかに浮かび上がらせる。



ただ 20年 もの間、仲良くしてもら

っただけだとか、偉い人でもなく、優

しくしてくれた人でもなく、どこにも

いそ うで、どこにもいない人だったと

か、体のどこにも一度も触ったことが

ない、その程度の人だったと、日をす

べらせる6「男と女ということを、ひょ

いと飛び越えたところでつきあってい

たのか、妙に男と女であり過ぎたのか、

どつちだつたのだろうJと も書いてい

るが、多分、後者なのだろう。

その後、久世さんはエロスと虚無 と

ユーモアに彩 られ、きらめく才能があ

ふれる魅力的な作品の数々を書き続け

た。だがやはり、私は「触れもせでJ

が一番好きだ。この美 しいエッセーほ

ど、どこか艶つぱくやるせないものが

香 りたち、妖 しいまでの色香に満ちた

文章もそ うない.

そろそろ「お後がよろしいようでJ

と退場 したほ うがよさそ うだが、もう

ちよつと紙面をいただきたい。

久世さんの死後まもなく、書店の店

頭に並んだエ ッセー集 「美の死 ぼく

の感傷的読書J(ち くま文庫版)を買つ

た。その「あとがき」を久世さんはこ

う書き出している。

「一冊の本を読むことは、一人の女

と寝ることに似ている」

読書をめぐる「遊び心Jや味覚、さ

らには快楽的な気分までうまくとらえ、

読み手の心をいきなりつかんでしまう。
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この「遊Jの読者にはきわどくて、ち

ょつと燿盛を買いかねない表現かもし

れないが、まあよしとしてほしい.続
けてこうい う。

「― 未知の女とこれからと思えば、

つい足どりも軽 くなりがちだが、たい

ていは ″
往きはよいよい帰 りは怖い″

である。外見だの評判だのは、むろん

当てにならない。当た り外れは世の常

と思えば気楽だが、結局のところ、女

は寝てみなければわからない」。

なるほどね。読書も女もそ うなのだ、

と不思議 と納得させられる。ここでも、

女はあくまで女で、女性ではない。

久世さんはエ ッセイス トの中野翠さ

んにも「ねえ、女の人のことをあなた

は、『女性』とは書かないよね。『女』

とか『女の人』つて書いているよね」

といっていたそうだ。それを受けて中

野さんもこういっている。

「確かにそう。『女性』つて言葉は何

となく、ほんとうに何となく好きじゃ

ないのだ。堅苦しいというか、色気や

味がないみたいで。できるだけ (絶対

に、ではない)使わない。もちろん『婦

人』は冗談でしか使わないJ(サンデー

毎日2006年 3月 26日 号)。

さらに最近もある週刊誌で、久世さ

んが「私は『女』とは寝たけれど、『女

性』とは寝たことがないJと コメント

していたのがおかしかった、と紹介し

ていた。



女 と女性の間にひそむ 日本語のニュ

アンスの豊かさ。私たちは、そのよう

な日本語をどれだけ深 く味わい、楽 し

んで暮 らしているのだろうか。久世さ

んのエッセーには、失われつつある日

本語を惜 しむ気持ちがにじんでいる。

棺には、このエ ッセー集 「美の死 J

が収められたが、その「あとがきJは
こうしめくくられている。

「それにしても、ずいぶんたくさん

の女たちと寝てきたものである。一

太宰はどうしても田舎臭さの抜けない、

けれ ど床上手の可愛い女だつた。チエ

ホフは、おなじ男と三度 と寝ない女だ

つた。だから男たちは、いつまでも思

い出 してばかりいた。川端康成は、明

け方の墓場でするのが好きだつた。そ

して三島由紀夫は、生涯、体にびつた

りの黒い下着をつけていて、脱がせる

のにずいぶんと難儀 したものである。

一 こんないい女たちと出逢えて、私の

半世紀はたいそ う幸福だつた。J

並み居る大作家たちをこんなふ うに

「女Jに たとえるなんて上手い し、す

ごい。まさに脱帽だ。でも、あの世で

は、三島由紀夫たちからずいぶんい じ

められるかもしれない。

棺にはこの本のほか、久世さんが大

好きだつたたばこや、亡くなる前 日ま

で原稿を書いていたことから、続きが

書けるようにと原稿用紙 と消 しゴム、

万年筆、メガネ、腕時計なども入れ ら

れた。

久世さんにあの世からでも、昭和の

なにげない日常や、失われゆく日本語

の豊かさをもつと教えてもらいたい思

いがする。もちろん「女」についても。

M.Kadoshima


