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暇と退屈のつれづれ日記   

ある日  「富士山」 

わが家の 2階ベランダから見た

富士山である。冬は空気が澄ん

で毎日このような富士山が見ら

れる。近年周辺にマンションや

高圧電線が建設され、邪魔物越

しにしか見られなくなった。そ

れでも朝雨戸を開けると雪化粧

した富士山が見られる幸せを味

わえる。右側のごつごつとした

丹沢山塊は優美な富士山と対称

的である。 

ある日  「旧暦正月」 

今日は 2月 12日、旧暦の元旦である。今年は立春が 2月 3日で元旦より９日も早く、この間は中途半端

な春だった。紀貫之はこのことを「としのうちに春はきにけりひととせをこぞとやいはむことしとやいは

む」と詠んで戸惑っているが、なんとか旧暦正月を迎えられてよかった。沈丁花が咲き蕗の薹も芽をだし

た。樹木の下に退避していた植木鉢ももとの場所に戻した。今年は気をつけていたせいもあって、すべて

の鉢が寒さに耐えて生還したのがうれしい。みんな少しずつ新しい芽を出し始めている。再生の春である。 

ある日  「春耕」 

 朝晩はまだ寒いが、陽射しがあればもう庭仕事ができる。それだけでもうれしい。 

春になって最初の仕事が芝のエアレーションとサッチングである。エアレーションはローンスパイクとい

う道具で地面に歯を突き挿して芝の根をカットし、地中に空気を入れることである。このローンスパイク

はかなりの古強者で、当初は 3本歯であったが、真ん中の歯の溶接部分が取れてしまい、２本歯になって
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しまっている。それでもなんとか穴は開けられるので、そのまま使っている。足で何回も上から強く踏ん

で穴あけするので、足腰を痛めないよう休み休みの作業である。本来この穴に目土を入れるべきなのだが、

私は横着をして省略している。それでも芝は毎年きれいに再生してくれる。有り難いことだ。 

サッチングは表面の枯芝を取り除くことをいうが、昔ながらの竹製の熊手が芝を傷めず弾力もあり、使い

心地もよい。なんといってもこの「熊手」というネーミングがすばらしい。熊の手にはほど遠いが、その

名前を付けた人のセンスにあらためて拍手を送りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日  「平家物語」 

小学生のころ、家にあった講談社版少年少女世界名作全集の 

中の『源平盛衰記』を読んで、感激した覚えがある。まとまっ

た本を最初から最後まで読み通したのは初めてだったので、

今でもその内容や挿絵を鮮明に覚えている。機会あるごとに

この本を古書店などで探しているが未だに見つからない。そ

のためか、書店で平家物語に関する本があるとつい手が出て

しまう。今日はこのような平家物語に関連する本を改めて見

てみることにした。 

これは平凡社が 1975 年に出版した「別冊太陽」の『平家物    

語絵巻』特集である。私は源平盛衰記の影響なのか、ほとんど

見なくなった「武者絵」が大好きなのだが、最近佞武多やマン

ガ、アニメで武者絵風の絵が復活してきてうれしい。 

武者はただ勇ましいだけではなく、その背後に武門の家に生

まれてきたがゆえに、合戦で殺し殺されねばならない宿命を

背負った哀切の情が秘められているからこそ、武者絵は価値

があるのだと思う。さらに武士たちと運命をともにせざるを得ない武家の女性たちの悲しみがその絵に込
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められてもいる。 

 左側の絵は鵯越の逆落としである。右側の絵は一の谷の戦に敗れた無官大夫敦盛が熊谷次郎直実に呼び止

められ振り返った場面である。優美さと力強さと哀切さが横溢した絵図といえる。 

下の絵は童話作家あまんきみこさんが文を書いた子ども向けの絵本『青葉の笛』（ポプラ社 2007））で、

有名な挿絵画家村上豊さんが絵を描いている。平家物語の中の敦盛と直実のエピソードに絞って絵本にし

ている。この表紙も笛の名手敦盛が直実に呼び止められ振り返った姿を描いている。敦盛が直実によって

討たれる敦盛最期の場面は村上さん渾身の作であろう。組み止めて顔を見たら若干 16歳の少年であった

驚きを表現している。青葉の笛の唱歌で有名が場面である。 

この本は子どもにあげようと思って買ったのだが、「哀切の情」などと言われても子どもには理解できな

いだろうと思って、仕方なくまだ手もとにある。 
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これは昨年亡くなった安野光雅さんの『繪本平家

物語』（講談社 2006）である。「繪本」であるが、

完全に大人向けであり、絵巻を本にしたようなも

のである。  

この繪本ではひたすら西方浄土に向かうが如く、

西へ西へと落ちて行く平家一門の武者たちを諸行

無常の哀感を一巻の絵巻として描いている。 

 

 

 

 

 

 

これも敦盛と直実を描いた場面

で安野さんの世界観なのであろ

うか、大きな世界の中で人間たち

を小さく描き、人間たちの争いな

どほんの些細なことのように淡

いタッチで表現している。 

どの絵でも敦盛は振り返ること

になっているが、それが一つの約

束事なのであろうか。 

 

 

 

 

これは壇ノ浦の合戦の場面を描

いたものである。様式的な波間

に白旗赤旗が浮かぶ。この『繪本

平家物語』では人や船がほとん

ど右から左へと進む。これは多

分絵巻物を意識して読者の目線

を次のページへとつなげ、また

同時に抗うことができない最期

の時に向かって粛々と進む有り

様を描いている。 
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これは大原御幸の場面である。悠久

の時に比べて、またこの自然の大き

な営みに比べて人間たちの所業のな

んと小さな存在であるかを示すため

であろうか、後白河院とその乗馬が

小さく下方に描かれ、中段にこれも

小さく野辺の草を摘む墨染の建礼門

院と侍尼が描かれている。 

全体としてみればこの繪本は淡い墨

絵のように抑えた色調で人間たちの

所業を「鎮魂」の心情で描いている。 

 

ある日  「レコードジャケット」 

 最近日本で、滅びたといわれた LP レコードの人気が回復しているという。LP レコードは CD に比べ手

間がかかり、埃や傷がつきやすい欠点はあるものの、温かみがある音質が得難く、私は復活する日を信じ

て後生大事に何十年も保管し続けてきた。やっと私の願っていた時代が来てその幸せを噛みしめている。 

今日は LP レコードでモーツワルト

のフルート四重奏曲全曲を聴いた。

このレコードはフランスのフルート

の名手ミシェル・デボストが演奏し

ているものであるが、初々しく典雅

なフランス風の伸びやかなモーツワ

ルトを聴かせてくれる。 

モーツワルトはどんなジャンルの音

楽でも傑作を残してくれたが、なか

でも協奏曲とオペラはその天才が際

立っていると思う。私がもっとも好

きな曲もピアノ、フルート、クラリネ

ットの協奏曲である。 

LP レコードのよさはその音質だけ

ではなく、ジャケットにもある。この

レコードは当時のエンジェル盤で特

にジャケットを豪華にしたシリーズ

である。 

CD はコンパクトでよいのだが、LP

レコードの大きなジャケットの魅力は CDでは得られない。昔は価格が高い豪華ジャケットが多く、ため

息まじりでお金を工面してやっと買えた喜びは例えようもなかった。回顧趣味だと笑われるだろうが、音

楽を聴きながら手もとにあるジャケットを見ていると、若かったころに戻ったような錯覚に陥る。 
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すべてのジャケットに思い出があるのだが、そのうち特に思い入れが強いいくつかの LPジャケットを紹

介したい。保存に気をつけていたせいか、色も褪せてはいないので、とても 40 年から 50 年も前のジャ

ケットには見えないだろうと自慢したくなる。 

これはドイツの名歌手フィッシャー・ディスカウの

歌う美しき水車小屋の娘などシューベルトの歌曲

集のジャケットである。フィッシャー・ディスカウ

の歌唱は抑制的理知的でとことんまで計算されつ

くした非の打ちどころがないようなスタイルであ

る。このジャケットの写真から彼の理知的な佇まい

が感じられて絶妙である。このレコードで聴けるシ

ューベルトは理想を求める信念をもった青年が歌

っている。これもエンジェル盤の豪華なジャケット

のシリーズの１枚である。 

これは名匠イシュトヴァン・ケルテス指揮ロンドン

交響楽団が演奏するドヴォルザーク「新世界より」の

ジャケットである。このジャケットは裏表ともにざ

らざらした粗野な布製である。このジャケットの風

景写真は新世界つまりアメリカの荒々しい自然であ

るが、質実で素朴な布製のジャケットは当時のアメ

リカ開拓者精神を表現しているのかもしれない。 

このレコードはイギリスデッカ社（日本ではロンド

ンレーベル）が世界に誇る音質をめざして録音した

ものである。後にケルテスはウィーンフィルとも同

曲を演奏した名盤があるが、ウィーンフィルの独特

の音色とロンドン交響楽団の透明な端正な演奏はどちらも名演である。 

これはイ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディ「四季」のステ

レオ盤 1959年録音のジャケットである。イ・ムジチ合奏団を

組織したフェリックス・アーヨが独奏ヴァイオリンを受け持っ

ている。どこまでも抜けるような青空で雲雀が幸せを軽やかに

歌っているような演奏である。やはりイタリアは歌と弦の国で

ある。私もイ・ムジチが来日したときに演奏会へ行ったが、人

数が 15 人程度しかいないのに演奏会場一杯に響き渡る音量に

圧倒された記憶がある。ジャケットを見るとその時のことが昨

日のように思い出される。嬉しいことにこのレコードには春夏

秋冬全曲のスコアが添付されている。 
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これはハンス・ホッタ―のシューベルトの歌曲集「冬

の旅」全曲盤（2枚組）のボックス入りである。ハンス・

ホッタ―は「冬の旅」を得意としており、何度も録音

しているが、これはエリック・ウェルバを伴奏してい

るものである。 

余り知られていないことだが、シューベルトの作曲し

た「冬の旅」は本来テノール向けであり、ハンス・ホッ

タ―は他のバリトン歌手と同じように原譜の音程を 2

度下げて歌っている。 

若者の憂鬱さと悲哀を湛えたこの作品をテノールで歌

った人（例えばジェラール・スゼー）もいるが、どうも

人気がない。バリトン歌手が歌うと憂鬱さに打ちひし

がれた青年というより熟成した人間が苦悩しあてどな

い旅を続けているように聴こえる。この初めてのステ

レオ録音（1961）時ではホッタ―は 50 歳を大分過ぎているから、ますますそのように聞こえてしまう。

この歌曲集の難しさは、若さゆえの不安や絶望と苦悩をどう歌うかではないだろうか。このジャケットの

写真はホッタ―の穏和で、まじめな性格がよく出ていて好ましい。なお、このレコードにはドイツ語の歌

詞と原詩に忠実な訳詞（高崎保夫氏）が添えられていて有り難い。 

さて、大トリはクラシック音楽界の帝王カラヤンに登場願わなくてはならない。このジャケットはベルリ

ンフィルを指揮したムソルグスキーの「展覧会の絵」のジャケットであるが、ムソルグスキーや編曲者の

ラベルはそっちのけでカラヤンの「展覧会の絵」になっているのが面白い。 

演奏もカラヤンらしさを発揮して非の打ちどころがないほど素晴らしいが、カラヤン的音楽はに合わせて、

比較的地味であったドイツ・グラモフォンのジャケットも佇まいを変えている。 

 なお、LP 時代は戦後モノラルからステレオ録音と変化したが、思ったほど長く続かなかった。CD の開

発にカラヤンも深く関与して積極的であったが、もう CD時代も峠を越して、デジタルネット時代に突入

してしまった。今後音楽環境はどのように進化していくのだろうか。楽しみでもあり寂しくもある。 
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ある日  「月下獨酌」 

今日は石川忠久著『漢詩入門』（講談社学術文庫）のうち盛唐の詩人李白の五言古詩「月下獨酌」を読む。

李白は中国を代表する大詩人であり、「詩仙」と称される天衣無縫、豪放磊落、その人生も波瀾万丈であ

った。また李白は酒をこよなく愛し、酒をテーマにした詩が多いが、中でもこの「月下獨酌」は独特の味

わいがある。なお、私は高校生のときの漢文の先生に倣って、ある程度意味を理解したら書き下し文を音

読して漢詩独特の簡潔、明晰な表現を味わうことにしている。 

  月下獨酌   （書き下し文）         （拙訳） 

  花間一壺酒  花間
か か ん

一
いぅ

壺
こ

の酒          花の間に一壺の酒 

   獨酌無相親  独り酌
く

んで相親
あいした

しむなし     独り酒を酌んで付き合う人はいない 

   擧杯邀明月  杯
はい

を挙げて名月を邀
むか

え      杯を挙げて明月を迎え 

   對影成三人  影に対して三人と成る      わが影と合わせて三人となる 

  月既不解飲  月既
すで

に飲
いん

を解せず        月はもとより酒を飲まない 

  影徒随我身  影 徒
いたずら

に我が身に随
したが

う      影はもっぱらわが身につきまとうだけ 

  暫伴月將影  暫
しばら

く月と影とを伴いて      しばらくは月と影を供として 

  行楽須及春  行楽須
すべか

らく春に及ぶべし     この春をかぎりなく楽しもう 

  我歌月徘徊  我歌えば月徘徊し        われ歌えば月は天をさまよい 

  我舞影凌亂  我舞えば影凌亂
りょうらん

す        われ舞えば影は地に乱れて動く 

  醒時同交歡  醒
せい

時
じ

は同
とも

に交歓し         醒める時は三人で共に楽しみ 

  酔後各分散  酔後は 各
おのおの

分散す         酔った後はそれぞれ別れる   

永結無情遊  永く無情の遊
ゆう

を結ばん       末永く俗世を離れて遊ぼうと   

相期邈雲漢  相
あい

期
き

す雲漢
うんかん

邈
はる

かなり        はるか天の河での再会を互いに約す 

この詩は酒をこよなく愛する人でないと思い浮かばない発想であり、一人飲む心境が余すところなく伝

わってきて、まさしく「その気持ちわかるよ」と言いたくなる。 

私がこの詩を好きになったのは、「影」の存在である。詩のなかの我は酒飲みの常として春の花を愛で
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てとことん酔う。しかし月は酒を嗜まないから冷静に我を見下ろす。その月は我を見て、我の分身とし

ての影を、我に付き纏わせる。「我」が「I」だとすれば「影」は「Me」なのだ。月に照らされてできた

影は冷静であり、我に付き纏う。月があるからこそ影があ

り、月が我を見たとおりの影である。影は我の意にそわな

いこともあるし、我のもっとも信頼できる相棒かもしれな

い。だから月と影と我は永遠につかず離れず付き合わざる

を得ない。はるか天の河のほとりでの再会はどのような酒

となるのであろうか。永遠に俗世から離れればきっと心ゆ

くまで楽しめるだろう。 

 この石川忠久著『漢詩鑑賞事典』は有名な漢詩はほとん

ど網羅されている「漢詩集」であり、「事典」という名称の

とおり、付録として漢詩の歴史、漢詩の形式、音韻、日本の

漢詩、その例詩、重要な詩書の解説、中国と日本の漢詩年

表、五十音順作品索引など、漢詩に関する入門書として得

難い知識が網羅されている書であり、勉強になるし、便利

でもある。 

ある日  「大言海」 

 父が亡くなったときに子どもたちの間で形見分けがあり、私は迷わず『大言海』（冨山房）をもらった。

この『大言海』には思い出がある。私が小学校入学の直前に自分の名前を書くことを教えてもらったのだ

が、初めて文字を書けたうれしさからか、壁や障子や新聞などに書きまくってしまい、果てはこの『大言

海』までにも自分の名前を書いてしまった。それも「墨」で、である。 

この辞書は当時としては貴重なものであったと思うが、なぜか叱られた覚えがない。私は当時入学が心配

されるほど「遅れて」いたので、やっと字が書けるようになったのだから仕方がないと思われたのかもし

れない。 

 

今見ると、墨の色が褪せてしまい鮮明

ではないが、漢字で「川」の字はちゃ

んと書けているし、「島」の字は、下の

方は駄目だが、上の方は似ていなくも

ない。これまでずっと自分の「遅れ」

を自覚して引け目に思っていたが、こ

れを見るとそれほど「遅れて」いなか

ったのではないかと思いたくなった。 

 

この『大言海』は大槻文彦が明治 22年に刊行された『言海』の増補版として大槻文彦の遺稿を元にその

兄と子息、新村出氏らが引き継いで昭和 10年から 1年に 1冊ずつ出版された国語辞典である。 

昭和 10 年出版のこの『大言海』は定価 6 円 50 銭である。「特価５圓」、4 冊 20 円で買ったものらしい

が、当時としては非常に高価なものであったろう。なお、その後 5 冊目として「索引」巻が出版された
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が、それは買い切れなかったのではないかと思う。 

2004年には明治 22年に出版した『言海』の復刻版がち

くま学芸文庫として刊行された。辞書を作ることがいか

に大変なことかは小説『舟を編む』（三浦しをん著）で有

名になったが、復刻版『言海』の末尾には武藤武康史氏

が「『言海』解説」として『言海』の編集経緯などを詳し

く記述している。それを読むと、大槻文彦が日本で初め

ての国語辞書を作ることが文明国の証しであるとの気

概をもって取り組んだ姿勢には本当に頭が下がる。なお、

『言海』という辞書名は、續古今集序にみえる「敷島や

やまと言葉の海にして拾ひし玉はみがかれにけり」に由

来する。 

また、大槻文彦の辞書に対するこだわりは『言海』の最終ページにさりげなく書かれている英文「There 

is nothing so well done , but may be mended.」である。この英語の諺は『格言大辞典』（大正 5年文昌

閣）によると「至善の業尚ほ改善の余地あり」という意味だという。辞書作りとは何かがこの諺に現わさ

れている。 

 ある日  「下草」 

 「下草」（したくさ）を辞書で引くと、「木の下などに生えている草」とも、「取るに足らない者、日陰者」

とも書いてある。しかし、取るに足らないどころ

か庭木の下で存在感を発揮し、なくてはならない

存在である。土の表面が多く露出しているのは寂

しいし、雅趣に欠ける。目立たずさりげなく引き

立て役にまわっていながら全体を活かしてくれ

る。わが庭では多少うるさめになるように下草を

大事にしている。下草の条件は大きくなりすぎず

丈夫で日陰でも枯れないこと、適度に繁殖してく

れることである。 

昭和天皇は植物学者としても有名だったが、侍従

が気を利かせて雑草を取り払ったところ、「雑草

という草はない」と侍従に語ったといわれてい

る。昭和天皇が言いたかったのは、雑草の名前の

ことではなく、雑草は無駄だからといってむやみ

に取り払わないでくれと言いたかったのであっ

て、その思いは同感である。わが家の雑草は雑草

ではなく、下草であり、立派に名前をもち大事な

庭の一員である。 

なお、雑草にも名前があるという言葉は昭和天皇

が牧野富太郎博士からいわれたことであるとい

う。 
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ある日  「ドイツ語とドイツ人気質」 

 随分前の本だが、小塩節著『ドイツ語とドイツ人気質』（講談社学術文庫 1988）（ブックオフで 410円）

はとても興味深いことが書かれていて参考になる。我々はドイツの哲学を学ぶことが多いが、その根底

にはドイツ語やドイツ人気質があるからである。 

ドイツ語の二人称の使い方については特に興味深く読んだ。 

英語の youに当たるドイツ語には duと Sieの二つがある。親子

や兄弟などごく親しい間では duといい、それほど親しくない人

には Sieを使う。ただし、現代では若い人たちはそれほど親しく

なくても最初から duというようになったという。 

しかし、小塩氏によると、自分自身にたいしても duを使うこと

があるという。たとえば、ゲーテの次の詩の duである。 

   すべての峰を覆って憩いがある 

   すべての梢におまえ（du）は微風をほとんど感じない 

   小鳥は沈黙している 

    待つがよい やがてお前（du）も憩うのだ 

小塩氏によるとこの場合のお前（du）は自分への呼びかけなの

だという。この詩は「私」の中にとじこもった感嘆ではなく、「私」

をも対象化して呼びかける精神の緊張がここにあり、ドイツ語

では対話的緊張をはらむそうだ。自分の内心にもう一人の自分がいるともいえる。 

もっと興味深いのが、神や聖母マリアに対しても duを使うという。つまり神と人間との関係は父と子と

の関係に例えられ、哲学者マルティン・ブーバーの説によれば、神とわれら人間とは「汝—我」という根

源的関係の基礎になる間柄であり、上下の関係ではない。ドイツ人にとって神と人間とはタテの関係で

はなくヨコにある、つまり真横にいる duに話しかけることができる存在なのだ。また、よその子どもで

も子どもには duであり、犬にも神と同じ duを使うという。ドイツ人は父権主義的といわれるがここで
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は少し違う意味が違い、家族のように常に神が身近にいるということだろう。 

日本人は、神仏は上からまたは遠くから観察する位置にあり、家族と同レベルで身近にいるという感覚

はなく、対等に対話する関係とは見ない。だから神仏は一方的に審判するだけで、こちらの主張や言い

訳を聞いてもらう立場にはない。聖書の日本語訳は神に最上級の敬語を使い日本人の神仏に対する感覚

に合わせてあるため、神が人と対話するときの表現に不思議な違和感があるのはそのためかもしれない。 

ある日   「春が来た」 

 このところ急に暖かくなり春が来たことを実感する。もう 4月なのだから当然といえばあ然である。 

 小さい庭も新緑がいっぱいで、自然が再生したという実感が湧く。枯芝もやっと緑が濃くなってきた。  

空も碧い。これからの庭仕事が楽しみだ。 


