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暇と退屈のつれづれ日記   

ある日  「足裏の保養」 

 

 

庭の芝が枯れ果てて冬本番のたたずまいである。 

ためしに裸足で芝を踏んでみると、ちくちくと足裏

を刺激しそれが脳にまで達して、たまらない快感を生

む。     

現代人は快感を求めて浪費の限りを尽くしている

が、一方では野外で裸足になることがほとんどなくな

った。自然から快感を得るチャンスを自ら放棄してい

ることになる。人間の幸福が快感にあるとするならば、

知的快感や経済的快感だけではなく、視覚、味覚、嗅

覚、聴覚そして触覚による人間の原初的感覚をもっと

大事にするべきではなかろうか。美しい風景や心温ま

る光景を見たとき「目の保養」になったというが、今

日は「足裏の保養」になったといえる。 

  

 

 

 

 

 

 

ある日   「将進酒」 

 今日は思いついて『李賀詩選』（黒川洋一編岩波文庫）を読む。何度読

み直しても李賀の詩の表現の多彩さに圧倒される。 

薄幸の人は多いが私が薄幸と聞いて真っ先に思い浮かぶのが李賀

（791-817）である。   

幼少のころからその詩才を認められ勇躍、科挙の進士科試験に応募し

長安に上る。しかしそこで待ち受けていたのは、父の名「李晋粛」の「晋」

が「進」と同音ゆえに進士科試験を受けることは親の名を犯すことにな

るから試験を受けるべきではないという非難の声であった。そのため李

賀は科挙試験から締め出され落胆して故郷に帰る。故郷に戻った李賀は、

従者の少年を連れて毎朝古びた錦の袋を背負って驢馬に乗って一日中山

野を彷徨い、詩句が浮かぶとそれを紙片に書き留めて袋に投げ込んだと

いう。日が暮れると家に帰りそれらの紙片を取り出して推敲を重ねて詩

を作る毎日であった。そして悲嘆と憂愁のうちに 27歳の生涯を閉じた。 
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  李賀の詩は何よりも多様なテーマと変化に富む鋭敏繊細な表現力にある。詩はもともと連想と比喩

の連続的言語表現だと思うが李賀の詩は天衣無縫、あらんかぎりの飛躍表現が詩中に舞い遊ぶ。それで

いて決して不自然ではない。そのような詩表現は現代的でもある。 

次の詩は李賀の「将進酒」という詩である。豪華絢爛たる宮廷の宴席に相応しい華麗な色の表現（「瑠

璃盃 濃琥珀 小桶酒滴真珠紅」「桃花乱落如紅雨」）、焼き肉の脂の表現（羊や鳥の肉だろうが「烹龍炮

鳳玉脂泣」）はこちらまで宮廷宴席に招かれた気分になる。この漢詩で特に感じるのは原文の一文字一

文字の漢字を見ているだけでその情景や雰囲気が伝わってくることだ。ここでは拙訳も書いてみた。 

  李賀にすすめられるままに酒を楽しもう。この詩とはちがって今は厳寒の冬だから熱燗にして酔う。

残念ながら太い腰を前にして。 

     酒を君にすすめる                        将進酒                         

   瑠璃の盃 琥珀の色濃く                     瑠璃鍾 琥珀濃                  

徳利の酒は滴って真珠の紅                    小槽酒滴真珠紅 

龍を煮て鳳を炙れば 玉の脂泣く                  烹龍炮鳳玉脂泣 

刺繍の幔幕に囲まれ 香る風                    羅幃繍幕圍香風 

龍の笛を吹き 鰐の鼓打つ                    吹龍笛 撃鼉鼓 

歌う美女の白い歯 舞う細い腰                  皓歯歌 細腰舞 

   春は盛り まさに日は暮れかかる                  況是靑春日將暮 

   桃花は乱れ落ちて紅の雨のごとく                 桃花亂落如紅雨 

   君に勧める 終日ひたすら酔いしれることを             勸君終日酊酩 

   死ねばあの大酒飲みの劉伶の墓にさえ誰も酒を手向けないのだから  酒不至劉伶墳上土 

ある日  「悪魔の辞典」 

  

「笑い」は人生の潤滑油であり、長寿の源であると言われている。

少なくとも笑っている間は人生の苦労も悩みも忘れさせてくれる

から一面の真理である。今日は有名なアンブローズ・ビアスの『新

編 悪魔の辞典』（西川正身編訳 岩波文庫）を読む。これはアメリカ

のジャーナリスト・ビアスの 1906 年と 1911 年の著作で 100 年以

上前の冷笑ないし諷刺集であるが、なるほどと納得することが多い。

ある言葉の本質は何であるか迷ったときには参照することにして

いる。 

ここでは比較的穏当なものに限定してその幾つかを紹介する。 

  

「笑い」： 体内に起る痙攣であって、顔の造作を歪めると同時に、不明瞭な騒音を伴う。伝染し易く、

起るのは断続的ではあるが、治療しようにもその方法がない。笑いの発作に襲われ易いことは、人

間を動物どもから区別する特質の一つ。 
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 「哲学」： どこからともなく始まりどこへ行き着くということもない多くの道からなる一つのルート。 

 「真理」： 願望と見掛けとを巧みに合成して作り出すもの。真理の発見は哲学が唯一の目的とするとこ

ろであるが、その哲学たるや、人間の精神の営みの中で最も古くからあるものであるばかりでな

く、今後もいよいよ活発さを加えながら、時の終わるまでも存在しつづけそうな見込みが十分にあ

る。 

 「慈悲」： 犯した罪を見つけ出された者が愛好する一つの特質。 

 「三段論法」： 大前提、小前提、非論理的結論、この三つから成る論理方式。 

 「現在」： 永遠の時間の流れの中で、失望の領域と希望の世界とを分けている部分。 

 「未来」： われわれの仕事がうまく行き、友人がつねに忠実で、われわれの幸福が確実なものとなる時

の流れの中の一時期。 

 「過去」： 永遠の一部分でありはするものの、われわれはそのまたごくわずかな部分を知っているにす

ぎず、しかも知っていることを後悔せざるを得ない。「過去」と「未来」は、「永遠」の三大区分で

あるが、前者は片時も休まずに後者を抹殺しつづけている。前者は悲しみと失望とで暗く、後者は

繁栄と喜びとで明るい。にもかかわらず「過去」は昨日の「未来」であり、「未来」は明日の「過

去」であるのであって、結局、両者には同一のもの ― 知識と夢であるにほかならない。 

 「健忘症」： 良心を欠く埋め合わせとして、神が債務者に授けて下さる天賦の才。 

 「希望」： 欲望と期待とを丸めて一つにしたもの。 

 「博識」： 中身が空っぽの頭蓋骨の中へ振るい落とした書物の埃。 

 「学識」： 学問に勤勉な者の特色である一種の無知。 

 「忍耐」： 小型の種類の絶望。ただし、美徳に偽装している。 

 「美徳」： あるいくつかの責任回避。 

 「批評家」： 自分の機嫌を取ろうとしてくれる者が一人もいないところから、おれは気難しい男だ、と

自負しているやから。 

 「疲労」： 哲学者が人間の知恵と徳について考察したあとで陥る体の状態。 

 「武勇」： 虚栄心と義務感と賭博者と希望から成る、軍人に特有の混合物。 

 「保守主義者」： 現存する弊害に魅せられている者たち。 

 「自由主義者」： 現存する弊害を新たな弊害をもって代えたいと願う者たち。 

 「理性」： 偏見に対する偏った好み。 

 「歴史」： 大抵は悪者である支配者と、大抵は愚か者である兵士とによって惹き起こされる、大抵は重

要でない出来事に関する、大抵は間違っている記述。 

 「老齢」： すでに犯すだけの冒険心が持てなくなっている悪徳を悪しざまに言うことによって、いまだ

に失われずに持っている悪徳を棒引きにしようとする人生の一時期。 

 「憎しみ」： 他人のほうが自分よりも立ち勝っている場合にふさわしい感情。 

 「日記」： 自分の生活の中で、自分自身に対して顔を赤らめずに物語ることのできる部分についての

日々の記録。 

 「想像」： 事実がしまいこんである倉庫。詩人と嘘つきの両者が共有する。 

 「幸福」： 他人の不幸を眺めることから生ずる気持ちのよい感覚。 

 「自由」： 想像力の所有物の中で最も貴重なものの一つ。 
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 「習慣」： 身の自由を束縛する足かせ手かせ。 

 「マスク」： ロンドンの住民の鼻と口の上に取りつけ、それでもって目に見える宇宙を濾して肺膿にま

で送り届ける装置。（川嶋注 当時のロンドンの空気汚染の状況がわかる） 

ある日  「お直し」 

今日の CDコンサートは落語「お直し」、廓噺である。五代目古今亭志ん生とその子息である古今亭

志ん朝の名演で聴く。二人とも戦後の名人上手と称されただけにともに味わい深い噺を聴かせてくれ

るが、その味わいの中身が多少違っているのが面白い。 

 噺のあら筋は、吉原の遊女が廓の若い衆と好い仲になり

妓楼主人の計らいでまともな共働き生活をするが、男の博

打が原因で零落の末、止む無く吉原でも場末の地域に一間

を借りて女は年増の遊女に、男がその客引きを始める。男

は情け無いことに自分の女房に客を取らせなければならな

くなったのである。覚悟を決めた女に励まされて男がやっ

と酔った職人を無理矢理引っ張り込み、女はあらん限り媚

びを売って酔った職人にサービスをする。当時は線香１本

燃えるまでの時間で料金が決まっており、線香を追加する

ことを「お直し」と言った。女はますますサービスに撚り

をかけてお直しを重ね、翌日また来てくれることを職人に

約束させて帰す。 

 ここからがこの噺の真髄で、男がその職人へのサービス

があまりに濃厚だったことにいちゃもんをつけて女房を責

める。本気でその職人に惚れたのではないかと疑うが、女房

は懸命に商売のため我慢してやっているのにあんまりだと

男を詰る。男も思い直して「みんな俺が悪い、勘弁してくれ」、

女も「お前さん、本当にそう思ってくれるかい、うれしい」

と仲直りしたところに、さっきの酔った職人が戻って来て

二人のいちゃいちゃを見て「お直しだよ」と下げる。 

  志ん生の「お直し」は苦界での女とその亭主の強い絆と苦境に陥ったときの女の強靭さを気風の良

い口調で押し出す。志ん生が当時体験した逞しい吉原の女たちの生活を偲ばせるものがある。それに対

して志ん朝はどん底の世界に生きる女とその亭主が喧嘩をしつつも仲睦ましい夫婦の愛情の機微を暖

かい口調で優しく語りかける。志ん生と志ん朝の語っている言葉はほとんど同じなのにその印象がか

なり違うのに驚かされるが、それは二人の経験の違いと生きた時代の違い、それにそれを聴く聴衆も同

じような違いがあることによるのかもしれない。落語は演者が聴衆の思いを心得て語るので双方の経

験した時代と意識の差がそのまま語りの印象の差となる。 

  なお、志ん生は買春防止法制定前年の昭和 31年にこの廓噺「お直し」で芸術祭文部大臣賞を受賞す
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るという、今では信じられないことが起きた。志ん生は当時この受賞について「文部大臣も粋だね」と

語っている。「粋」とはこのようなことを言うのだろう。 

ある日  「辞世」 

 私はお陰様で死にたくなったことは一度も

ないが、辞世の本を何冊か持っている。その

なかでも、荻生待也著『辞世千人一首』（柏書

房）と赤瀬川原平著『生き方の鑑 辞世のこ

とば』（講談社＋α文庫）はよく読む。とくに

『辞世千人一首』は末尾に辞世の作り方が書

いてあり参考になる。辞世のあり様は人それ

ぞれでしかないと思うが、人が死に臨んで何

を語るかは、それを読んだ人の死への指針と

なるだけではなく、同時に生きる人への指針

にもなるのではないだろうか。だから、上手

い下手という評価もできない。武人のように勇ましくあの世に旅立つ人、無念の思いで若くして旅立

つ人もいるし、人の世の儚さや空しさを語るあり、老いて死を嘆くありである。ここでその例をいく

つか紹介してみたい。 

 ・在原業平  人間が死に臨んで誰しも感じる普遍的心理を素直に詠んだ有名が辞世である。 

   つひに行く道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは思はざりしを 

 ・親鸞  宗教者らしい辞世である。 

   恋しくば南無阿弥陀仏を唱ふべし 我も六字の中にことあれ 

 ・足利義政 予想どおり醒めている。 

   何ごともまぼろしと思ひしる 身にはうれひもよろこびもなし 

 ・山崎宗鑑  連歌師らしい諧謔の辞世である。「瘍」（ヨウ）（癌のこと）のために死去したので「瘍」

と「用」とを掛けている。 

   宗鑑は何処へと人の問ふならば ちと用ありてあの世へといへ 

 ・三代目市川団蔵 胡蝶の夢を辞世にしている。「夢」が一首の中に 6回も登場する。 

   けふも夢寝ても起きても夢の夢 ゆめに夢見る夢の世の中 

 ・本居宣長  宣長らしい論理が先立つ辞世である。 

   今よりははかなき世とは嘆かじよ 千代の棲家を求めえつれば 

 ・窓群竹  狂歌師の辞世。『辞世千人一首』の辞世の作り方でもこのことを言っている。 

   詩も歌も達者の時によみておけ とても辞世の出来ぬ死にぎは 

 ・十辺舎一九  掛詞と縁語を使った技巧的庶民的な狂歌辞世の代表作。 

   此世をばどりゃおいとまにせん香の 烟とともに灰左様なら 
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 ・高野長英  母に先立つ死を詠んだ獄中での辞世。己が嘆きより母の嘆きの方が幾百倍も大きい。 

   嘆かるゝ身よりも嘆く老いの身を 嘆きこそすれ嘆かるる身は 

 ・石川誠三  人間魚雷「回天」で戦死。享年 21歳。貧の中の消しゴムに泣ける。 

   母上よ消しゴム買ふよ二銭給へと 貧をしのぎしあの日懐かし 

 ・違星北斗  歌人。享年 28歳。私には耳が痛い。若い人に辞世は詠ませたくないものである。 

死ね死ねと云はるるまで生きる人あるに 生きよと云はれる俺は悲しい  

 ・寺山修司  激情の人らしい辞世である。 

   死ぬならば真夏の波止場あおむけに わが血怒涛となりゆく空に 

 ・三島由紀夫  世に知られた二首。アナクロニズムとの批判もあるが三島由紀夫の美がここに結集

している。冒頭の字余りが効果的。 

   散るをいとう世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐 

   益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに幾年耐えし今日の初霜 

ある日  「ゴルトベルク変奏曲」 

今日と明日での二夜連続でバッハの「ゴルトベルク変奏曲」を堪能することにした。手持ちのこの曲

の CD が 6 枚あるので、録音年代順に聴こうという趣向である。このように連続して同じ曲を聴くの

もその演奏者やその時代に思いを馳せるよい機会になる。 

私はどういう訳か変奏曲が好きだ。短い簡単なテーマを何回もアレンジを重ねて最後のコーダに至

る過程は作曲者の腕のみせどころであると同時に作曲者の感性がよくわかるからである。バッハは全

体構成ががっちり固めるなかで、いかに自由に音楽を飛翔させるかに卓越した作曲家であると思う。ゴ

ルトベルク変奏曲では最初のアリアから始まって 30の変奏をし、最後に最初のアリアに戻る。変奏の

曲数が飛びぬけて多いし、それぞれの変奏の工夫といい、できばえといい、格段に優れた作品であると

思う。なお、作曲にかかわる逸話で睡眠薬がわりの曲ということになっているが、どの演奏者の演奏で

も、ゆったりとした静かな演奏だけではなく飛び起きてしまう演奏もある。 

１枚目のCDはSPレコードの復刻盤でバロック音楽復興の

先駆者ワンダ・ランドフスカがチェンバロで演奏している。演

奏しているランドフスカ（1879-1959）はユダヤ系のポーラン

ド人で生涯をかけてバッハの音楽、バロック音楽の復興に努力

した人である。当時バロック音楽は忘れられた音楽、時代遅れ

の音楽と考えられ、バッハの音楽でさえほとんど演奏されず、

演奏されても現代楽器で、ロマン派音楽のような奏法で演奏さ

れていた。彼女はそのような音楽界の状況に敢然と立ち向かい、

積極的にバロック音楽、特にバッハの音楽の復興に努力した。

またバッハが作曲した時代の楽器チェンバロは「時代遅れの楽

器」といわれて、多くがストーヴの薪代わりになりこの世から消滅したが、多くの批判をものともせ

ず、その復活に積極果敢に取り組み、チェンバロでのバッハ演奏を復活させ、パリを中心にヨーロッパ
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各地で積極的に演奏活動をおこなった。 

  彼女はチェンバロという楽器をピアノメーカーと組んで復活製造させただけでなく、チェンバロと

いう撥弦楽器にペダルを付けるなどピアノのような多彩な演奏技術可能な現代楽器として復活させよ

うとしたことは、音楽関係者から批判を受けた。 

  1940年パリがナチス軍に占領されたのを機にユダヤ系である彼女は危難を避けるため、彼女の設立

した音楽学校や貴重な古楽器のすべてを棄てて、アメリカに亡命した。 

アメリカでもチェンバロによるバッハを中心としたチェンバロによって積極的な演奏活動を行った

が、音楽界の重鎮たちから多くの批判、無視が絶えなかった。特に巨匠パブロ・カザルスの批判は有名

で、また当時アメリカで飛ぶ鳥落とす勢いであった指揮者トスカニーニからも協奏曲の指揮を拒否さ

れた。ちなみにトスカニーニの愛娘（天才ピアニストホロヴィッツ夫人）も同じワンダさんである。 

２枚目はピアノによる伝説的ピアニスト グレン・グールドの

1955 年の衝撃的なレコードデヴューした演奏である。これによ

ってこの曲が一躍人気曲になり、またグレン・グールドを世界的

なピアにストに押し上げたレコードでもある。当然のことながら

ピアノでの演奏なのでピアノ音楽としてのバッハ解釈であるか

らテンポや強弱の奏法は現代的なセンスを加えてはいるが、ロマ

ン派の音楽にはないバッハのあるべき姿を追求した演奏である

と思う。 

３枚目はグレン・グールドが 1980 年代になって同曲をステレ

オ録音した CDである。基本的に演奏スタイルは変わってはいな

いが、より洗練された録音と言える。グレン・グールドはある時

から演奏会での演奏をしなくなり、録音だけに集中するようにな

った。ピアニストが自分の気分や演奏会への日程調整、ピアノの

調律状態などの煩わしさを、避けるためだろうが、そのような音

楽家はきわめて珍しく彼の音楽に対するストイックな姿勢に頭

が下がる。 

4枚目はオランダの古楽研究者でもあるグルタフ・レオンハルト

の演奏である。彼の古楽研究者としての功績は計り知れず、今日

の古楽器の復活演奏の隆盛を築いた先駆者である。彼の功績によ

りオランダは一躍古楽器演奏、バロック音楽解釈の聖地となった。

これは旧モデルを基にした 1964年製のチェンバロの演奏であり、

気鋭のチェンバロ奏者らしい、最初の記念碑的録音とされている。

また、チェンバロは当然のことながらバッハの時代のものが少し

しか残っておらず、残っているチェンバロも古くなって使用が困 

難なものがほとんどである。そこで旧モデルを参考に新楽器を一台一台丁寧に製作しなければならない

ハンディがある。そのため使用楽器によって音色が大きく異なるのが普通である。 
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５枚目はレオンハルトが満を持して 1730 製のモデルに 1975 年

パリで製作されたチェンバロで演奏した CD である。さすがに自信

にあふれた、これぞバッハという演奏で音もバッハ時代のチェンバ

ロを彷彿させる演奏と言われているが、音楽する喜びにあふれてい

る。 

 6 枚目がオランダのトン・コープマンのチェンバロによる演奏で

ある。コープマンはレオンハルトの弟子筋に当たる人でやはり今で

は古楽器演奏の第一人者と言われている。この演奏の特徴はバッハ

時代の演奏者が当然したと思われる即興的な装飾音を多く使って演

奏していることである。現代の演奏家はできるだけ譜面に忠実に演

奏しようとし、またテンポの変化をできるだけ少なくする傾向があ

るが、それは戦後のことであって戦前の演奏、特に 19世紀に生まれ

た演奏家たちは演奏効果を上げるためロマンティックに自由に演奏

するのが普通であった。ましてバッハの時代では楽譜は基本のみで

あり演奏家は比較的自由に装飾音を加えてさらにテンポも自由に変

えていた。 

コープマンはバッハ当時の演奏法にならい、装飾音を加えた結果、演奏時間は長くなり、レオンハ

ルトの 5 枚目のＣＤの全体の演奏時間が 47 分 23 秒なのに対して、なんと 62 分 21 秒と 14 分 58 秒

も長くなっている。このＣＤのライナーノーツによるとコープマンはこの演奏方法について「チェン

バロの表現力を最大限発揮することによって各変奏の性格を浮き彫りすることこそゴルトベルク変奏

曲の眼目であり、聴き手を眠りにつかせることではなく、次から次へ新たな驚きに出会わせることで

ある」と語っている。このようにバロック音楽に限らず音楽の演奏方法が多様化することは聴き手に

とって新しい喜びを見いだすチャンスだと歓迎したい。 

ある日  「60秒差の立春」 

  昨日は立春の前日すなわち節分、今日は 2 月 3 日立春である。私は小作農の倅として育ち、農作業

をひと通り伝授されたので、今でも二十四節気を基準にして庭仕事をしている。二十四節気は完全に太

陽暦なので、気候と連動しており、極めて合理的である。 

冬至（昨年 12 月 20 日）を迎えるといつも「冬来たりなば春遠からじ」とつぶやき、厳寒の中で春

を待つ。冬至から 30 日ほどで大寒（今年 1 月 20 日）となり、それを超えておよそ 2 週間で立春であ

る。立春は例年は 2 月 4 日であるが、太陽の運行の都合で今年は 2 月 3日となった。厳密に言えば太

陽の公転角度が 315 度を指す瞬間が今年は 2 月 3 日の 23 時 59 分だったので、60 秒違いで 2 月 4 日

ではなく 2 月 3 日になったという。節分は立春の前日だから今年は 2 月 2日だった。だから鬼も例年

より 1日早く追い払われたことになる。 

立春を過ぎると寒い日もあるが、急に春めきそれと同時に草木も活動の準備を始めるので、自称庭師

も庭仕事が再開できることを喜び、今年の庭仕事はどのようにするかと考えながら活動を開始する。 
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立春はちょうど元旦のような、わくわくするうれしい日でも

ある。不思議なことに立春を過ぎると水もそれほど冷たく感じ

なくなる。だんだん夜明けが早くなり、庭仕事のできる時間が

増えるのが有り難い。 

 我が庭では、冬に咲く山茶花は日陰で小さく刈ってしまうの

で残念ながら目立たない。 

立春を過ぎて最初に咲くのは沈丁花と梅である。 

沈丁花はありふれていて地味な花木の代表であるが、母からもらっ

たものなので小さく剪定して大事に育てている。沈丁花は咲くぞ咲くぞ

と気を持たせておいてなかなか咲かない。私は経験的に焦らされるのに

弱いのでとてもつらい。今年も咲くのはまだ少し先になりそうである。

その後一気に咲くのはいいが、花後はあまりきれいとはいえない。しか

し独特の香りが奥床しい。 

 梅は近所の家の梅の実が道路に落ちていたのを拾って実生で育てた

ものである。プロの職人さんのように仕立てられないが、これはこれで

満足している。 

今年の冬は寒かったせいか咲くのが遅れていたが、立春で満開にな

った。今年は特に花が多くピンク色も濃いので特

にうれしい。わが家の庭は狭いが、あまりきちん

とし過ぎないよう、ありのままに育てている。                   

また、ここは造成地であり、これをできるだけ元

の自然に戻すのも、ここを預かった者の使命であ

ると思う。だから多種多様な草木をあるがままに

見守り、かつ大きくなり過ぎた枝を斬る程度の謙

虚な気持ちで草木の成長を味わっていきたい。 

庭のスペースやお金の限界などの制約があるの

は当然で、それを感じさせないような工夫と手間、

これが日本人の自然の楽しみ方であり、喜びである。

趣味は手間を省いて効率化したり、お金をかけられ

ないことを嘆いたりすることほど、つまらないこと

はない。 

これらを考えると、西洋人の「美」が「創造する

美」だとすれば、日本人の「美」は日常の中で「発

見する美」ではないだろうか。 


