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藤原伊織の青春

金沢　篤

我れは何物をも喪失せず
また一切を失ひ盡せり1。

我は一切を失ひて
わづかに一二の詩を得たる者、
如何ぞわが詩
空しくも貴きかなや2。 　金もいらなきゃ名もいらぬ　愛の古巣に帰ろうよ3

　勝っちゃんな。これはものすごうかんたんにできる。
けどな。かんたんなものをかんたんと思うたらあかん。
人生、なんでもそうや。いまやってること、あんまり意
味がないと思うやろ。しかし、細かいところをていねい
につくることが、物事ではいちばん重要なんや。神は細
部に宿ると偉い人がいうとる4。

はじめに：『ダナエ』、終わりからの始まり
　同じ空気を吸って 1970年を生きたはずなのに、藤原さんとは同世代という意
識を持ったことは一度もなかった。藤原さんとだけではない、藤原さんと文字
通りに同世代を生きた阿部さんとも一生さんとも藤原さん以上に頻繁に顔を合
わせていたにも拘わらず、やはりどこか自分などとは全然違うという寂しい意
識を常に持っていたような気がする。2007年 5月 17日、藤原さんは食道癌で
59歳の生涯を終えた。そのことをわたしは知らなかった。その後も随分長いこ
と藤原さんの死を知らなかった。自分の人生に忙しかったせいかも知れない。
阿部さんや一生さんのことはおぼろに意識していた。阿部さんはフィリップ・

1 『萩原朔太郎詩集』（岩波文庫 1952年）297-298頁。
2 『堀口大学詩集』（現代詩文庫 1019 1980年）50-51頁。
3 『蚊トンボ白鬚の冒険』（講談社文庫 2005年）下 322頁、佐藤惣之助「男の純情」より。
4 『シリウスの道』（文春文庫 2006年）下 12-13頁。
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K・ディックの果敢な翻訳者として常に注目していたし、一生さんはやはりそ
の傍らに見え隠れするユニークな愛すべきライターとして常にわたしの視野に
入ってはいた。藤原さんが電通に入社したことは知っていたが、小説家として
名をあげていたことを知ったのは、死後随分たってからのことである。ある時
期からわたし自身が日本人作家の小説には見向きもしなくなっていたこともあ
る。社会的にもしばしば話題になる芥川賞や直木賞の受賞者の話も驚くほどに
馬耳東風であった。既に亡くなっている直木賞作家の藤原伊織が、わたしの
知っていたあの藤原さんと気づいたのは、さて、いつのことだったか。わたし
の知っていた藤原さんは、とにかく東大在学中の 1971年に発表された浅川マキ
の LPレコード「MAKI Ⅱ」に収録された「めくら花」の作詞者の藤原利一さ
んだった。
　1995年に第 41回江戸川乱歩賞を受賞し、同じ作品で翌年の第 114回直木賞
をも受賞したと言われる今は亡き藤原伊織のいわば出世作『テロリストのパラ
ソル』を直ちに買って読んだ。正直言って、直木賞を受賞した作家の作品など
これまで一度として読んだことはなかった。一気にそれを読み通し、結果的に、
藤原伊織名義の著作を直ちにすべて読破することになった。読み通せたという
ことは、面白かったからだろう。一冊読み終わったら、次が読みたくなったと
いうことである。単独の単行本としては中短篇集も含めて合計 10点である。ふ
と阿部さんのブログ《阿部重夫主筆ブログ：最後から二番目の真実》に藤原伊
織生前最後の著作となった『ダナエ』（文藝春秋）の書評があることに気づい
た。当然ながら 10年も前の記事。三つの中短篇が収録されているが、どれもい
い。わたしは、とりわけ表題作の「ダナエ」に注目した。阿部さんは、そこで
引かれている萩原朔太郎の詩節に注目している。そして、物語の中で重要な役
割を果たす歌「サマータイム」に注目している。わたしは、藤原さんの「ダナ
エ」を何度も何度も読んだ。藤原さんの他の作品、藤原さんが遺した本の数々
を繰り返し読んだ。ちょうど、昔の自分の日記を読むようにして。あるいは自
分がかつて親しくしていて今はもういない人が遺した日記を秘かに盗み読むよ
うにして何度も何度も読んだ。「ダナエ」には、おまけに「駒沢大学駅」が登場
する。何ということか。東急田園都市線駒沢大学駅、渋谷駅から三つ目の駅。
「「お義父さん、出勤以外にも外出することはあったろう。ほら、土曜の句会。
あれは、どうしてる」
「ああ、あれね。あっちのほうも相変わらずつづけているみたい。でも運転手は
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関係ないじゃない。あんなに不便なのに、土曜だけはいまだに電車をつかって
いるもの。恰好つけるのもいい加減にしたらって忠告したんだけど、あのとお
り頑固だから」
　それはきみのお父さんが常識をわきまえているからだ。考えたものの、口に
はしなかった。句会の開かれるのは駒沢大学駅近くにある俳句誌主宰者の自宅
らしい。だが、参加者はなにも古川宗三郎のように豊かなものばかりではない
だろう。十人程度集まるというが、そこへひとりだけ黒塗りのクルマで横づけ
すると、逆に肩身が狭くなる。会のあとは必ず居酒屋に流れる習慣があるとも
聞いた。そこではふだん飲まない焼酎を飲むのだが、これが存外うまいんだよ。
小学校の先生から大工の棟梁までいるんだが、あの仲間たちとの雑談が、いま
の私にはもっとも楽しいひとときといっていい。義父はそういって笑った。あ
の肖像を描いていたころの話だ。」（『ダナエ』文春文庫 41-42頁）
「土曜夜七時の玉川通り。とっくに夕暮れは終わり、周囲に明かりを投げている
のは、明滅するネオンと流れるライトしかない。通りをはさんだ向かいの居酒
屋へ古川たちの集団がはいったのは、三十分ほどまえだ。宇佐美は、チェーン
展開している喫茶店の窓際にあるカウンター席に腰をすえ、表の光景を眺めて
いた。
　きょうは昼の二時まえから、古川宗三郎を追いかけている。白金台の自宅を
でて、徒歩で都営浅草線の髙輪台、五反田を経て JRの渋谷経由で、田園都市
線の駒沢大学駅に到着したのは三時半ころだった。…＜中略＞…
　句会主宰者の家は駅から玉川通りを歩き、すぐのところにある。」（同 78-79

頁）
「この駒沢大学から上野毛の自宅までは近い。クルマなら二十分もかからない。」
（同 94頁）
　わずか 105頁の中篇「ダナエ」の中に、「駒沢大学」が三度も出てくる。藤原
さんは「駒沢大学」を避けなかった5。
　問題にしている「ダナエ」、初出は、江戸川乱歩賞受賞者たちによる中短篇

5 『野性時代』に連載わずかに 3回で中断してしまった藤原さんの未完の「異邦の声」の
舞台は、やはり世田谷区、用賀とか駒沢とか三軒茶屋とか、そこから川を越えて、二
子新地にまで及ぶことが明らかである。その頃藤原さんがどこに住んでいたかは知ら
ないが、藤原さんが、渋谷から始まる田園都市線にある種のこだわりを持っていたの
は確かである。国道 246号線は別名玉川通りと呼ばれる。その通りと環八が交差する
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集、『乱歩賞作家　靑の謎』（講談社 2004年）。次いで、「ダナエ」は藤原伊織の
生前最後の著作となる中短篇集『ダナエ』（文藝春秋 2007年）として刊行され
る。阿部さんが指摘している通り、「黙って泣いた。」との文字がある綠の帯を
つけて。その時点で、藤原さんによって初出がかなり手直しされたようだ。以
下に並記する。下線部に注目。

「横たわる三十号をまえに、宇佐美は大柄な身体を折り、キャッチャーの姿勢で
腰をおとした。」（初出 2004年 71頁）

「横たわる六十号をまえに、宇佐美は大柄な身体を折り、キャッチャーの姿勢で
腰をおとした。」（『ダナエ』2007年 8頁）

「一般的に画廊サイドの人間には、作品への自身の評価を軽視する傾向がなくも
ない。売れるかどうか、営業的判断が優先するためで、号いくらなどという基
準も日本だけのものである。なかにあって、瀬田は自分の作品評価を重視でき
るひとりだと宇佐美は考えていた。その三十号は、宇佐美自身、自分が観るた
めだけにとっておいたものだ。人の評価を聞きたくないという、ただその理由
だけでしまいこんでいたのである。構図は単純だった。古いテーブルに壊れた
アコーディオンと古い石油ランプがのっている。それだけだ。そして、暗い青
が全体の基調だった。宇佐美が靑の色調にこだわりはじめ、そのトーンがよう
やく完成したころ、十年ほどまえにしあげて満足を覚えた記憶がある。ただ、
この満足は作品の満足にすぎないと考えた苦い思いも残っている。」（初出 2004

年 92-93頁）

「一般的に画廊サイドの人間には、作品への自身の評価を軽視する傾向がなくも

 　場所が瀬田交差点。国道 246が玉川通りとして登場する「ダナエ」の登場人物の一人
が「瀬田」であることを忘れまい。「異邦の声」の重要な登場人物が「高瀬」であるこ
とも、わたしは意味があると考えている。「髙」と「瀬」、「高」は、二子新地の隣の
「高津（たかつ）」、「瀬」は川の手前の「瀬田」である。そして、藤原氏の思いは、否
応なく「高津」の方へ向かう。藤原氏が自身、しばしば語る大阪府立高津（こうづ）高
等学校。藤原さんは、美術部に入って活躍した由、美術部の顧問が、詩人の佐々木幹
郞氏の父君とも書いている。
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ない。売れるかどうか、営業的判断が優先するためで、号いくらなどという基
準も日本だけのものである。なかにあって、瀬田は自分の作品評価を重視でき
るひとりだと宇佐美は考えていた。その六十号は、宇佐美自身、自分が観るた
めだけにとっておいたものだ。人の評価を聞きたくないという、ただその理由
だけでしまいこんでいたのである。構図は単純だった。古いテーブルに壊れた
アコーディオンと古い石油ランプがのっている。それだけだ。そして、暗い青
が全体の基調だった。宇佐美が青の色調にこだわりはじめ、そのトーンがよう
やく完成したころ、十年ほどまえにしあげて満足を覚えた記憶がある。ただ、
この満足は作品の満足にすぎないと考えた苦い思いも残っている。」（『ダナエ』
2007年 40-41頁）

「もどってきたばかりの三十号を壁にたてかけた。椅子をひっくりかえし、背も
たれに両手をあずけながら、宇佐美は自作を眺めてみた。長いあいだ、眺めつ
づけた。朔太郎の詩句は読むまでもなく、全文を覚えている。「我れは何物をも
喪失せず　また一切を失ひ尽せり」。このアトリエにいたるまでの生活は、この
部分をなぞったようなものだ。絵描きであることを望みつづけた。そして、望
みは絶たれずにすんだ。一応の名声すら獲得した。だがその陰で失ったものが
ある。三十号のキャンバスを放心したように見つめつづけるあいだ、その思い
が悔恨に似てひろがっていった。やがてその方形以外、いっさいが視界から消
えた。貧しかった時代。彼女とふたりで暮らしたあの時代。この静物は、静物
ではない。肖像なのだと思った。あの時代と生活の肖像なのだ。そして彼女自
身の肖像でもある。もう私がいたら迷惑をかけるばかりだから……。彼女の言
葉を思いうかべ、その名をそっとつぶやいたとき、宇佐美は床におちるなにか
のちいさな音を聞いた。そのまま自分の頬に流れつづける涙をぬぐいはしなかっ
た。」（初出 2004年 112頁）

「もどってきたばかりの六十号を壁にたてかけた。椅子を6ひっくりかえし、背
もたれに両手をあずけながら、宇佐美は自作を眺めてみた。長いあいだ、眺め
つづけた。朔太郎の詩句は読むまでもなく、全文を覚えている。「我れは何物を

6 「椅子を」は、『ダナエ』（文春文庫 2009年）では「椅子の向きを」（77頁）にさらに修
正が加えられた。
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も喪失せず　また一切を失ひ尽せり」。このアトリエにいたるまでの生活は、こ
の部分をなぞったようなものだ。絵描きであることを望みつづけた。そして、
望みは絶たれずにすんだ。一応の名声すら獲得した。だがその陰で失ったもの
がある。六十号のキャンバスを放心したように見つめつづけるあいだ、その思
いが悔恨に似てひろがっていった。やがてその方形以外、いっさいが視界から
消えた。貧しかった時代。彼女とふたりで暮らしたあの時代。この静物は、静
物ではない。肖像なのだと思った。あの時代と生活の肖像なのだ。そして彼女
自身の肖像でもある。もう私がいたら迷惑をかけるばかりだから……。彼女の
言葉を思いうかべ、その名をそっとつぶやいたとき、宇佐美は床におちるなに
かのちいさな音を聞いた。そのまま自分の頬に流れつづける涙をぬぐいはしな
かった。」（『ダナエ』2007年 71-72頁）

「早苗が案内するといってきかなかった場末のその店。ここに私は勤めていた
の。彼女はそういった。真昼の光のなかで、うらぶれたソープランドのたたず
まいを眺めながら呆然と立ちつくしていた記憶がある。」（初出 2004年 130頁）

「早苗が案内するといってきかなかった場末のその屋並。ここに私は入りびたっ
ていたの。彼女はそういって、細い腕をあげ、うらぶれた一軒の家屋を指さし
た。最初に客をとらされ、はじめてクスリを経験した場所だと、彼女はつけく
わえた。真昼の光のなか、そのたたずまいを眺めながら呆然と立ちつくしてい
た記憶がある。」（『ダナエ』2007年 98-99頁）

「すると母は、あの人はこれから出世していくのに、私のようなひと様に顔向け
のできない職業についていた連れあいがいると、邪魔になるだけだからだって、
そういいました。」（初出 2004年 131頁）

「すると母は、あの人はこれから出世していくのに、私のようなひと様に顔向け
のできない行いに身を染めていた連れあいがいると、邪魔になるだけだからだっ
て、そういいました。」（『ダナエ』2007年 100頁）

「ひと様に顔向けのできない職業。きみのお母さんはそういったのかい」（初出
2004年 131頁）
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「ひと様に顔向けのできない行いに身を染めていた……。きみのお母さんはそう
いったのかい」（『ダナエ』2007年 100頁）

「宇佐美は壁の三十号に目をやった。ふたたびうるみはじめた絵のなかのアコー
ディオンが「サマータイム」を奏でている。これは錯覚ではない。そんな思い
にとらわれながら、宇佐美は絵のなかの音楽に耳をかたむけ動かなかった。
（了）」（初出 2004年 134頁）

「宇佐美は壁の六十号に目をやった。ふたたびうるみはじめた絵のなかのアコー
ディオンが「サマータイム」を奏でている。これは錯覚ではない。そんな思い
にとらわれながら、宇佐美は絵のなかの音楽に耳をかたむけ動かなかった。」
（『ダナエ』2007年 106頁）

　以上が「ダナエ」に関しての修正箇所である。この他にも、「三十号」は何カ
所も出てくるが、すべて「六十号」に修正されている。こうした部分を抜き書
きしただけでも、わたしには感慨無量だ。三十号とか六十号とか言われても、
わたしにはぴんと来ないが、「大作」と呼ぶからには、「三十号」よりは「六十
号」の方がベターとの反省が藤原さんにはあったのかもしれない7。
　いかが。藤原さんについては真に同世代を生きたその友人たちからの証言や
批評が驚くほどに少ないという印象である。それは一つには藤原さん自身が、
真の出世作と言うべき『テロリストのパラソル』の中で、主人公と同志たる仲
間とに以下のような会話をさせていることもあったのだろう。
「「ありがとう。最後に君に会えてよかった」
「私は会いたくなかった。変わっちまったおまえには会いたくなかった。人でな
しには会いたくなかった」
「これが宿命なんだよ、きっと。これがあの闘争を闘ったぼくらの世代の宿命

7 だが藤原さんは、『ひまわりの祝祭』の著者へのインタビュー（『SAPIO』1997 9.24）の
中で、「僕は美術ではかなり有名な大阪の高校出身です。そこの美術部で生まれて初め
て描いたのがなんと 30号の大作。1年ほどのめりこんだけど、才能なくて見切りをつ
けちゃった。」（50頁）と言っている。三十号も通常の意味では十分に大作のようだ。
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だったんだ」
「私たちは世代で生きてきたんじゃない。個人で生きてきたんだ。それはおまえ
の方がよく知っているだろう」
　そのまま背を向けた。」（『テロリストのパラソル』講談社文庫 371-372頁）
　また、藤原さんはミステリー作家の高橋克彦氏との対談で、
「僕が絵画を題材にしたのは、『テロリストのパラソル』とまったく違うものを
書きたかったからなんです。というのも、僕自身はあの作品の中で、「私たちは
世代で生きてきたんじゃない。個人で生きてきたんだ」と書いたように、世代
論というものを否定したつもりだったんです。ところがインタビューを受けて
も書評が出ても、全共闘という世代論に集約されてしまう傾向がたいへん強かっ
た。それにうんざりしたわけです。では何を書こうか、自分には何が書けるだ
ろうか、と考えた。」（高橋・藤原［2000］10頁）
　と先手を打って、同世代の者たちのコメントを封じ込めたせいもあったのか
も知れない。学生時代の仲間たちからの内幕暴露的なコメントがほとんど聞こ
えてこないのだが、それには今言ったような事情に加えて、自虐的、露悪的に
さえ思える藤原さん自身による自身の学生時代、青春時代についての告白が相
次いだことにもよるのである。そうした中、学生時代の藤原さんを比較的よく
知る学友たちのうちで、宗教学者を名乗る植島啓司氏8と詩人の岡田哲也氏9の

8 植島氏は別の機会に次のように記している。
 「彼をはじめて見たのは、そのときから三、四年遡ることになるのだが、大学に入って
すぐのフランス語のクラスでのことだった。たしか一九六八年のことだと思う。駒場
のフランス語の授業の前に、彼はいちばん前の机に教壇に背を向けて腰掛け、みんな
と教授の悪口を言っていた。そのとき、彼だけ当の教授がすぐ後ろに来ているのに気
づかず、だれかに目で合図されて「いけねっ」と教室を出ていったのだが、それが彼
を認識した最初だった。そのときのことを彼は憶えていないだろう。藤原伊織との四
十年近くにわたる交流はそのときに始まったのだった。」（植島［2012］308頁。）

9 別の友人である岡田哲也氏は「藤原伊織の第一印象は」と題して、次のように書く。
 「第一印象は大事だと言われる。しかしそのわりには、好い加減なものだ。直木賞作家
の藤原伊織とは、大学の同級生で、新入生歓迎コンパの時はじめて会った。

 　隣合わせになった彼に、私は「俺は野球がうまい」ということをしきりに吹聴して、
彼は私のことを何とケッタイな奴だと思ったという。私は彼のことを、カラス天狗み
たいで、何とキザな奴なんだろうと思った。以後腐れ縁が続いているが、片方はハー
ドボイルド派、片方は肉体派と言われたりしているから、その意味では、一貫してい
る。むろん好い加減なのは印象でなく、私たち自身だ。」（岡田［2001］39頁）
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二人は例外かも知れない。だがわたしはそれらよりも何よりも、今は藤原さん
の生前最後の作品集となった『ダナエ』の書評の名目で、言葉少なに語った阿
部さんのそれ、阿部［2006］に注目したいと思う。先に引いた表題作「ダナエ」
の最後の部分にも顔を出す、ガーシュインの名曲「サマータイム」について阿
部さんは、その書評の中で次のように言及している。
「　Summertime,

　　And the livin’ is easy

　　Fish are jumpin’

　　And the cotton is high

　作者は誰の声を思い浮かべているのだろう。ジャニス・ジョプリン、エラ・
フィッツジェラルド、いや、淺川マキ……？」
　藤原さんがその時、誰の唄うサマータイムを思い浮かべていたかにわたしも
興味がわく。阿部さんがさりげなく呟かなかったなら、わたし自身がその捜索
作業を実行していたに違いない。奇妙なことに、藤原さんは、「サマータイム」
のこの冒頭の部分を「魚は飛びはね、棉（わた）は育ち、／なんの不安もない
夏の日々……」と順番を変えて訳して用いるのである。そして、思い出の「サ
マータイム」に関しては、主人公の宇佐美は次のように言う。
「…＜前略＞…だから以後は、よく明かりを消して、部屋を石油ランプの光だけ
にしたもんだよ。石油ランプの光には、なんだか人のこころをおちつかせると
ころがある。彼女はそれまでに何度も聴かせてくれたが、そのうち、彼女はそ
の明かりのなかでしか歌わなくなった。私専用の照明、と彼女はいっていた。
そう。僕も彼女がアコーディオンを弾きながら歌う『サマータイム』はよく聴
いた。あとは『枯葉』も多かったかな。だけど、どっちも彼女が歌うと、春の
歌みたいに聞こえた。それでからかうと、彼女はよく怒ったな。しかし、のど
かな歌い方だって褒められていい個性だ。そう思わないか」
「さあ、よくわかりません。『サマータイム』は子守歌なんですってね。でもた
しかに母の歌は、いつだって春の歌みたいな感じでした。宇佐美さんは歌わな
いんですか」」（初出 2004年 132頁）
　藤原さんは、「サマータイム」を春の歌のように歌う歌手として誰をイメージ
していたのだろうか。その『ダナエ』の書評の後、次に阿部さんが藤原さんに
ついて語るのは、「2007年 5月 17日藤原伊織の死」、そして「2007年 5月 23

日骨を拾う」。わたしは阿部さんの書くものの大フアンだが、この藤原さんにつ



藤原伊織の青春（金沢）（38）

−191−

いて書かれた 3本の記事はもう最高だ。何度読んでも涙を誘う。その 3本目の
記事の中に、阿部さんしか知り得ないはずの、書評『ダナエ』に対する藤原さ
ん自身の阿部さんへのお礼メールの一部が紹介されている。それを引かせても
らおう。
「さっそくのブログ書評、感謝。これ、文壇で流通してる書評とテイストがまっ
たく違うんで、書き手にとっちゃ、ものすごく新鮮でした。ありがとう。余計
なことだけど『作者は誰の声を思い浮かべているのだろう』はサラ・ヴォーン。
なかなかいいんで、WMPのファイルを添付しておきます」
　藤原さんの「サマータイム」のお気に入りは、サラ・ヴォーン。だが、サ
ラ・ヴォーンの「サマータイム」と言っても、何種類もあって雰囲気も多様の
はずだから、結局わたしたちには、その演奏の正体は知れない。わたしの手許
にもサラ・ヴォーンの「サマータイム」だけでも 3種類あるが、やはり決め手
に欠く。阿部さんにそのことを確認してもいいが、たぶん阿部さんは、その
WMPなどは保存していないに違いない。だが藤原さんのメールが保存されて
いて、それにアクセス出来れば、そのサラ・ヴォーンの「サマータイム」も知
る機会があるかも知れない。いつか阿部さんに訊いてみよう。また、阿部さん
の選択肢の中には、なぜか浅川マキも挙がっていた。同じ時代を生きていたは
ずのわたしだが、ライヴにはほとんど行かず、ディスク中心に聴いていたので、
浅川マキの「サマータイム」の歌唱の記憶はない。録音があるのなら一度是非
聴いてみたいものだ10。むろん阿部さんは藤原さんが学生時代、浅川マキの「め
くら花」に詞を提供していたことは知っている。藤原さんと浅川マキとの関わ
りも知っているだろうと思う。
　阿部さんのその書評は次の一節で終わる。
「中篇の「ダナエ」が上質のエンタテインメントだとしても、私には悲痛なノス
タルジアとしか読めない。短編の「水母」のほうがパセチックに思えた。表参

10 1970年に出た浅川マキの最初のMAKIⅠには、「時には母のない子のように（黒人霊
歌）」が収録されている。投げ込みの歌詞カードには、その歌詞が印刷されているが、
何とそこには、阿部さんが「サマータイム」の原詩として引いたものが印刷されてい
る。Summertimeと Sometimesの類似に基づく勘違いと片付けることも可能だが、浅川
マキのお気に入りの一人マヘリア・ジャクソンの得意の「サマータイム＆時には母の
ない子のように」の原詩などを流用したせいかも知れない。浅川マキの LPには、「時
には母のない子のように」だけの歌唱しか収録されていない。残念。
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道のカフェに座って、5杯のウオッカソーダで気が遠くなるシーンがある。
「世界のすべてが遠ざかっていくような感覚にとらわれた。表参道のざわめき
が、潮騒のように高くなり低くなり、耳にとどいてくる。うすぼんやりしたそ
のあいまいな世界で麻生はじっと息をひそめていた。そのうち、べつのかすか
な音が聞こえ、ついで何かの感触が手にふれてきた」
　作者は別れを告げようとしている。本の帯に書いてある通りだ。黙って泣こ
う。」

　阿部さんの言うことには異論はない。英語の達人である阿部さんは、「ダナ
エ」は「悲痛なノスタルジア」だとしても、短篇の「水

くら げ

母」の方がよりパセ
チックだと言おうとしているのである。先に引いた「ダナエ」からの引用文を
改めて読み直して欲しい。藤原さんの生前最後の刊行物となった中短篇集『ダ
ナエ』所収の短篇「水母」は、確かにきわめて興味深い作品である。だが、わ
たしにとっては『オール讀物』2002年 7月号初出の際には、その作品が「水
母」ではなく「卒業」と題されていたことが、さらに興味深い。この「卒業」
という題名の実質は、次の一節をおいて見たときに、意味が明瞭となるのでは
ないか。

　「麻生はパスタに手をつけるまえにウォッカソーダをとりあげた。かなり小ぶ
りなグラスだ。氷ははいっていないが、グラスがしずくを帯び、よく冷えてい
る。それをひと息で飲みほしたとき、森川の声がふたたび聞こえた。
「麻生さん。昼にお酒を飲む習慣も、まだ卒業されていないんですか」
「卒業？」
　顔をあげると森川がじっとこちらを見つめている。真弓からその言葉は何度
か聞いたことがある。あなた、いつまでたっても自分を卒業できないのね
……。」（『ダナエ』文春文庫 186頁）

　この「卒業」だ。他の箇所にも、この「卒業」ということばは、しばしば出
てくる。
「カジノで徹夜して負け、朝方帰ってくれば、起きだした真弓が微笑を浮かべな
がらよく口にしたものである。あなたって、いつまでたっても自分を卒業でき
ない人なのね……。…＜中略＞…真弓はそれでもさして文句をいわなかった。



藤原伊織の青春（金沢）（40）

−189−

ふつうなら、いいかげんに懲りたら？　とでも説教するところを、ほんとに自
分を卒業しなきゃね、とほとんど聞きとれないほどの声でつぶやいた口調の響
きは覚えている。」（同 204頁）

「「あなたは、まるで変わっていないのね」
「そうかよ」
「そうみえる。いまもそんなふうにみえる」
「あれは、おまえがいつもいってたんじゃなかったか。おれはずっと自分を卒業
できない人間だって」
　真弓はかすかな笑いを洩らしたが、その表情はすぐ、かつて見なれた生真面
目なものにゆっくり変化していった。
「そうだった。でもわたしは、なにかを卒業したのかもしれない。だからいまに
なってようやく、あなたに打ちあける気になったのかもしれない。…＜後略＞
…」」（同 211-212頁）
　こうした「卒業」という言葉の使い方を目にすると、わたしはやはり浅川マ
キを思いだす。昭和 45年（1970年）前後を共に生きて、当時藤原さんのこと
を知っていた者はみな浅川マキのことを思いだすはずだ。何の説明も動機付け
もなしに唐突に始められた本攷だが、次節では、主として藤原さんと浅川マキ
の関係に迫ってみたい。全共闘（くずれ？）を名乗る一東大生と風変わりな一
アングラ歌手の浅川マキの間で、実際どのようにして、「めくら花」という歌が
成立したのだろうか11。

Ⅰ．「めくら花」の成立
　本攷を書き始めて自分が藤原さんに関しては何一つ知らない人間であったこ
とを知った。直木賞受賞に際して、藤原さんが「空白の名残り」と題した自伝
エッセイを『オール讀物』誌上に発表したことを、迂闊にもわたしは、つい先
日まで知らなかった。このエッセイをもう少し早くから読んでいたら、わたし
の藤原伊織論も随分違ったものになったに違いない。一応専門が近いせいもあ
るのか、かつて一度だけネガティヴに言及したことのある宗教学者の植島啓司
氏が、藤原さんとは四十年来の友人であったことなど思いもかけなかった。わ

11 金沢［2017］432-431頁参照。
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たしの場合、藤原さんとは、何度口をきいたことがあるだろうか。昭和 45年
（1970年）から昭和 46年（1971年）にかけてのわずかな日々の間、阿部さんや
一生さんの姿越しに、藤原さんの存在を感じていただけだったような気がする。
　植島氏は植島［2012］の中で次のように記している。
「まず、大学の友人はぼくと彼女らを自分の部屋に通して、いろいろ話しなが
ら、一枚のレコードをかけた。当時、アングラの女王といわれた浅川マキの LP

だった。ぼくも彼女のファンで「ふしあわせという名の猫」「かもめ」「夜が明
けたら」などよく聴いたものである。そのとき彼がかけたのは、なかでもぼく
がいちばん好きな「めくら花」だった。
　そのとき彼が突然しゃべり始めた。
「ねえ、これさあ、おれが作詞したんだよ」
「うそっ」
「ほら、ここ見てごらんよ、作詞のところ」
「あっ、ホントだ、すごい」
　しばらく四人で歓談した後、彼女らをみんなのところに連れていって、別の
一室で飲み始めることになったのだが、ぼくは彼の部屋で「めくら花」を聴い
たときの衝撃がいまも忘れられない。まだ大学生の分際でそんなだいそれたこ
とをやっている男がいるとは思いもしなかった。うかつだった、その友人こそ
後の直木賞作家・藤原伊織だったのである。「めくら花」が世に出たのは一九七
一年だから、ぼくらはまだ学生で、東大闘争が終った空虚のなかでどうしよう
もない毎日を過ごしていた時期だった。わざわざ彼のアパートにつれていった
くらいだから、ぼくと藤原とのあいだにはただのマージャン友だち以上のもの
があったのだろう。
　彼をはじめて見たのは、そのときから三、四年遡ることになるのだが、大学
に入ってすぐのフランス語のクラスでのことだった。たしか一九六八年のこと
だと思う。駒場のフランス語の授業の前に、彼はいちばん前の机に教壇に背を
向けて腰掛け、みんなと教授の悪口を言っていた。」（植島［2012］307-308頁）

　わたしが注目したのは、下線を付した箇所。植島氏によれば、藤原氏が自分
が「めくら花」の作詞者であることを、ある場合には吹聴したことがあるとい
うことである。「ねえ、これさあ、おれが作詞したんだよ」と。自分は作詞者で
ある。「ほら、ここ見てごらんよ、作詞のところ」と。「ここ」とはどこか？　
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いわゆる LPレコードの中央の穴周辺に貼り付けられた円形のラベルを指す。青
いラベル12、B面（第 2面）の第 1曲は「1. めくら花（藤原利一作詩　浅川マキ
作曲）」と印刷されている。第 1面も第 2面も、最後には「歌）浅川マキ／編
曲）山木幸三郎」と印刷されている。ところがである。同 LPレコードの折り
たたまれた、大きな、いわゆる「投げ込みの歌詞カード」には、「めくら花」と
して、「作詞・作曲／藤原利一　作曲／浅川マキ　編曲／山木幸三郎」と印刷さ
れているのである。スペースの関係で、ラベルでの印刷は、「藤原利一作詩・作
曲」を省略して、「藤原利一作詩」としたのだろう、とわたしは理解したのであ
る。二人の異なる人物が、一つの作品の作曲者であることは、必ずしもよくあ
ることではない。一方、作詞者と作曲者は別人であることが普通であり、さも
なくば、一人の人物が、作詞も作曲も担当しているかであろう。作詞者が、同
時に、別に作曲者がいる楽曲の作曲者であることは、非常に稀なケースではな
いかとわたしは考えたのである。投げ込みの歌詞カードによれば、そのごく稀
なケースが、この「めくら花」に起きたのである。どういう事情が考えられる
だろうか。わたしの本攷は、第一にはそのことの解明に向けられているのであ
る。
　人は往々にして歴史をねつ造するものである。この植島氏の伝える印象深い
エピソードの中にも、不鮮明な箇所が多々ある。植島氏の書きぶりでは、その
日、藤原さんの部屋で浅川マキのレコードを聴いた時点では、植島氏は既に浅
川マキのフアンである。「ふしあわせという名の猫」「かもめ」「夜が明けたら」
が大好きで、「いちばん好きな」のは「めくら花」だという。これは「後にいち
ばん好きになった」のは「めくら花」とすべきなのではないか。植島氏がレ
コードで愛聴していたとすれば、その「めくら花」の作詞者（作詞・作曲者）
が、自分の友人の「藤原利一」だと気づかないわけはないと思うからだ。「藤原
利一」とは知っていたけれど、同姓同名の別人だと考えていたということだろ
うか。むろんそれも有りえる。前の三曲は浅川マキの 1970年に出た最初のアル
バム「MAKI Ⅰ：浅川マキの世界」所収のものであるのに対し、植島氏の「い
ちばん好きな」「めくら花」は 1971年に出た二番目のアルバム「MAKI Ⅱ」所
収である。植島氏は「ぼくは彼の部屋で「めくら花」を聴いたときの衝撃がい

12 LPレコードMAKIⅠ、MAKIⅡに関しては、なぜかこの青ラベルの表記はすべて「作
詞」ではなく「作詩」となっている。
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まも忘れられない。」と言う。これは、その通りだと思うが、MAKI Ⅰなどで浅
川マキのフアンになった植島氏が、藤原氏の部屋でMAKI Ⅱを初めて聴いて、
その「めくら花」に感動すると共に、その曲の作詞者が自分の友人の藤原さん
であったことに衝撃を受けたということなのではないか。その後の「まだ大学
生の分際でそんなだいそれたことをやっている男がいるとは思いもしなかった。
うかつだった、…」も、そう考えてこそ納得のいくところとなるのではないだ
ろうか。
　さて、わたしが本節で問題にしたいのは、植島氏が一番好きだという浅川マ
キの歌うこの「めくら花」はどのようにして成立したのかという点である。
　投げ込み歌詞カードには基本的にすべて「作詞」の表記が使われている。す
べての歌の歌詞は、投げ込み歌詞カードに記載されているが、わたしは今、
MAKIⅡの問題の「めくら花」は、「作詞・作曲／藤原利一、作曲／浅川マキ」
となっている事実を重視しているのである。むろん、これらの不整合、不具合
を、すべて、印刷上のいや LPレコード製作上の単純なケアレスミスとして片
付けることもできる。だが、作詞／藤原利一　作曲／浅川マキを、作詞・作曲
／藤原利一　作曲／浅川マキのように、単純に印刷ミスするとはどうしてもわ
たしには思えないのである。そこに、中心となる歌手、浅川マキの主体的な関
与がなにがしかの形であったとわたしは言いたい。詩／詞を書いたのは間違い
なく藤原利一である。歌うのは明らかに浅川マキ、その間に介在するのが、今
の場合は作曲である。どのように詞に曲がつけられたのか、最終的に今の形に
なるには、当然ながら編曲者の山木幸三郎も介在する。したがって、編曲者の
山木幸三郎に先だって作曲の過程がどのように進められたかをわたしは問題に
したいのである。曲は、藤原さんと浅川マキが一緒にいる時に成立したのでは
ないか、ということである。詞が先に出来た場合、通常、作曲者は詞を渡され、
それに曲をつけるのではないかと想像する。そしてレコード製作の過程で、こ
の作曲の実情を忖度した浅川マキのなにがしかが反映して、もしかしたら、何
かのふとした過ちのようにして、投げ込み歌詞カード上に、作詞・作曲／藤原
利一と残ることになったのではないか、とわたしは推理する。昭和 45年（1970

年）前後とはそういう時代、藤原さんは、おそらくそのようなハプニングを可
能とするような生活を営んでいたのではないか。1968年から 1969年にかけて
東大駒場の周辺で蠢いていた者たちの生活をわたしは直には知らない。藤原さ
んの実質的な出世作「テロリストのパラソル」を読んでもいいし、色々な人た
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ちがその状況を語ってもいる。
　植島氏は、植島［2012］の中で、藤原さんの「テロリストのパラソル」に関
して、次のように書いている。
「島村が東大闘争のときに桑野、優子とともに籠ったという駒場第八本館の回想
シーンは、ぼく自身、籠って戦った経験をもっているので、なかなかに印象深
い（しかし、たしかそこに藤原はいなかったはず）。団塊の世代が喜びそうなス
トーリーだと評されてもいるが、だからといって作品の価値がそれに左右され
ることはない。」（植島［2012］312頁）
　わたしは、昭和 45年（1970年）の当時はなぜか訊けなかった「藤原さんや
阿部さんはどうしたんですか？　籠もったんですか？」との質問を最近になっ
てようやく阿部さんに投げかけた次第。「籠もった」との答えを得ている。その
阿部さんの証言は、例えば、「テロリストのパラソル」の中で「助手共闘の Sさ
ん」と描かれる最首聡氏の次の一節でも正しく肯われるのである。
「五年後の昭和四三年、三二歳の私は二○歳前後の学生七五名と東大教養学部の
建物を占拠した。そのうちの一人、藤原伊織は既に亡くなった。占拠はすぐ幽
閉に変わって、冬の最中、ガス水道電気を切られ、学生たちにとっては初の欠
食体験がやってきた。同時に男女の飢えに対する対応の差も歴然と出た。女の
生き抜く強さの発現に、当の女子学生たち自身が驚いたに違いなかった。」（最
首［2011］76頁）
　評論家の井家上隆幸氏も、次のように記している。
「ともあれ、日中はもちろん仕事をしたが、夜になるとフーテン連中と遊び、火
炎瓶が街頭に飛ぶと学生と機動隊の衝突に及び腰ながら石を投げ、“アナーキー
な街”新宿にどっぷりひたった日々だったと、後年『テロリストのパラソル』
で直木賞をとった藤原伊織にインタビューしたとき、仕事そっちのけで懐旧談
にふけったものだったが、彼もそのころ昼は東大駒場の全共闘、夜はゴールデ
ン街のフーテンのたまり場「吾兵衛」でラリっていて、それがあの小説の隠し
味になっていた。彼の死の直前、偶然そのころのハイミナール三錠がみつかっ
て、彼に進呈したら「よかったあ。もうない？」と、ほとんどこどものような
笑顔でいった。ついにそれから抜けられず斃死した斉藤龍鳳も、ハイヨと渡す
と同じような笑顔をしたものだ、小生にその味教えた丸山邦男も─などなど、
いまも手もとにあるあの SPを見ると、あの激動というか奔流というか、社会
的なそれが個人の狂乱とぴったり重なりあった日々がぐじゃぐじゃのまま、だ
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からリアルに浮かんでくる。」（井家上［2011］88頁）
　そして藤原さん自身も、衝撃的な自伝エッセイ「空白の名残り」、藤原
［1996］の中で、次のように記している。恐らくは「空白」の一つ、ないし一部
に相当するだろう籠城に関しては直接的には触れられないが、その「名残り」
である。
「この亜流フーテン生活に入ったのは、六九年の後半ころだ。大学闘争のあとの
お定まりコースのひとつである。だが、こういう生活にも一応、定点はある。
ジャズ喫茶のケースが多かった。私の場合、これが当時のピットインである。
この店はいまも存在するが、そのころの趣はかなりちがった。新宿通りに面し
た二階。ぎしぎし鳴る階段を登ると、ライブハウスとは別のだだっぴろいうす
暗い空間があった。なぜこの店かというと、たまたま大学の友人が、ここで
チーフウェイターをつとめていたのである。バイトがないときはいつも日中、
ジャズを聞いていた。そしてまたこの店は、無職無宿風流人たちの溜まり場で
もあった。とくにあの凮月堂13が消えてからは、その数がいっそう増えたよう
に思う。」（藤原［1996］158-159頁）

　浅川［2003］所載の、浅川マキ 1971年のエッセイ「ビリーなら今頃どっかの
港町」に興味深い記述がある。藤原伊織というより藤原さんと歌手浅川マキの
関係についての当事者による貴重な証言である。浅川マキの記述は省略的で、
必ずしも明確ではないが、見てみよう。
「渋谷の教会の地下にある小劇場「ジャン・ジャン」でわたしは時々唄ってい
る。
　そのうち、常連と口をきくようになったりして、いろんなひとに出逢う。そ
んななかの名前も知らない何人かと、オリムピック道路を新宿まで、ずっと行
くこともある。そして、夜明けまで、わたし達は必ずうろついてしまうはめに
なる。
　三年程前に「夜が明けたら」と言う一枚のレコードを出した時、わたしに
とって、それはまるでボールを投げるのに似ていた。
　ボールは時々投げ返される筈だ。ボールを投げる、それはかっこいいことに

13 わたしにとっては未知の、この新宿風月堂はおそらく早川義夫の歌う相沢靖子の歌詞
で想像できる。
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違いない。
　舞台でうたう時に、少しでも客を喜ばそうと思うことがあって、わたしのう
たはそんな時、きまっていやらしいのだ。
　客に向かってボールを投げることができないくせに無理をするからだ。だか
ら、本当はいつだってわたしは自分に向かってボールを投げ続けて行く。
　時には、痛めつけられて立ちあがれない程の暴球を投げつけてみたいと思っ
たりする。
　わたしは、わたしから卒業できないのだ。
　こんなわたしに、手紙をくれる人達がいる。手紙は大体ふた通りあって、俗
に言うファンレターと、そしてもう一方は、自分から卒業できない者たちが
延々、自分のことを書いて来て、そんな手紙は、切ない。

　　昔のことは忘れたよ
　　あんたのことも　忘れたよ
　　ガキのおいらにゃ　涙も出ない
　　流れ　さすらい　おちこんで
　　やっと咲きます　このめくら花

　　夏の光が　溶けていった
　　あんたの瞼も　渇いたろう
　　いまの俺らにゃ　とっても歌えぬ
　　走り走って　なお走り
　　胸のたかまり　ひそめた恋歌

　　遠いところで　死んでった
　　おいらの二十歳　あんたの温み
　　今のおいらにゃ　傷さえ失せた
　　狂い　狂って　なお狂い
　　いつか散ってた　あのめくら花

　これを書いて来た男に、わたしは会うはめになった。大学三年のこの男を見
たとき、「戦争を知らない子供達」と言うフォーク・ソングが、何故あるのか、



藤原伊織の青春（金沢） （47）

−182−

わたしは不思議に思ったりした。
　ブルースなんて、そんなもの失くなってしまえ、と思っている奴、そいつら
こそブルースだと言う。」（32-35頁）

　「これを書いて来た」「大学三年のこの男」こそ、藤原利一、藤原さんである。
そして、「書いて来た」詩が、名曲「めくら花」である。LPレコードの投げ込
みの歌詞カードには、以下のように印刷されていた。
　　一昔のことは忘れたよ
　　あんたのことも忘れたよ
　　ガキのおいらにゃ涙も出ない
　　流れさすらい　落ちこんで
　　やっと咲きます　このめくら花

　　二夏の光がとけてった
　　あんたの瞼も渇いたろ
　　今のおいらにゃ　とても歌えぬ
　　走り走って　なお走り
　　胸の高まりひそめた恋歌

　　三遠いところで死んでった
　　おいらの二十歳　あんたの温み
　　とおにおいらにゃ傷さえ失せた
　　狂い狂って　なお狂い
　　いつか散ってた　あのめくら花

「新宿からの帰りはいつも夜明け近くになって、わたしはもう疲れ切ってベッド
に這いずるようにして寝る。
　相変わらずの暮しである。
　こんな馬鹿な、と思いながら、ふとわたしはあの七〇年をはさんで出逢った
男たちや女たちを想い出す。
　もう、わたしの手帖を見ても連絡しようもなくなってしまった男たち、わた
しを通り過ぎて行ってしまった男たち。
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　もう何にも残っていないのだが、あの傷ついた男たちが、一片の紙切れに書
いてよこした幾つかの歌謡詞を、わたしは今日も唄っているのである。
　わたしはベッドにうつぶせのまま、うすれて行く意識のなかで、もう、うた
なんて唄わんぞお─と叫んだ。

　　昔の事は忘れたよ
　　あんたの事も忘れたよ
　　ガキのおいらにゃ涙も出ない
　　流れさすらい落ち込んで
　　やっと咲きます　このめくら花

　　夏の光が溶けてった
　　あんたの瞼も渇いたろう
　　今のおいらにゃとっても歌えぬ
　　走り　走ってなお走り
　　胸の高まりひそめた恋歌

　　遠いところで死んでった
　　おいらの二

は た ち

十歳あんたの温
ぬく

み
　　とおにおいらにゃ傷さえ失せた
　　狂い狂ってなお狂い
　　いつか散ってたあのめくら花
 『めくら花』
 藤原利一」（浅川［1973］71-73頁）
　これは、「あの娘がくれたブルース」（初出）の中に描かれた藤原さんに関わ
る重要な記載であるが、後に浅川［2003］の中に収録される際には、ばっさり
とカットされているのである。
　浅川マキはビリー・ホリデー自伝『奇妙な果実』の書評、浅川［1971］の中
では、次のように書いている。

「三年程前に「夜が明けたら」と言う一枚のレコードを出した時、わたしにとっ
て、それはまるでボールを投げるのに似ていた。
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　ボールは時々投げ返えされる筈だ。ボールを投げる、それはかっこいいこと
に違いない。
　舞台でうたう時に、少しでも客を喜こばそうと思うことがあって、わたしの
うたはそんな時、きまっていやらしいのだ。
　客に向かってボールを投げることができないくせに無理をするからだ。だか
ら、本当はいつだってわたしは自分に向かってボールを投げ続けて行く。
　時には、痛めつけられて立ちあがれない程の暴球を投げつけてみたいと思っ
たりする。
　わたしは、わたしから卒業できないのだ。
　こんなわたしに、手紙をくれる人達がいる。手紙は大体ふた通りあって、俗
に言うファンレターと、そしてもう一方は、自分から卒業できない連中が延

えん

々
えん

、
自分のことを書いて来て、そんな連中の手紙は、切ない。

　　昔のことは忘れたよ
　　あんたのことも　忘れたよ
　　ガキのおいらにゃ　涙も出ない
　　流れ　さすらい　おちこんで
　　やっと咲きます　このめくら花

　　遠いところで　死んでった
　　おいらの二

は た ち

十歳　あんたの温み
　　今のおいらにゃ　傷さえ失せた
　　狂い　狂って　なお狂い
　　いつか散ってた　あのめくら花

　これを書いて来た奴に、わたしは会うはめになった。大学三年のこの男を見
たとき、「戦争を知らない子供達」と言うフォーク・ソングが、何故あるのか、
わたしは不思議に思ったりした。
　ブルースなんて、そんなもの失くなってしまえ、と思っている奴、そいつら
こそブルースだと言う。」（114-115頁）

　これが浅川［2003］に収録される時には、詞の二番の一節が抜けていたのが
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「夏の光が　溶けていった／あんたの瞼も　渇いたろう／いまの俺らにゃ　とっ
ても歌えぬ／走り走って　なお走り／胸のたかまり　ひそめた恋歌」と正しく
補われている。また「自分から卒業できない連中が」が、「自分から卒業できな
い者たちが」に、「これを書いて来た奴に」が「これを書いて来た男に」に修正
が加えられた。

　五木寛之氏と浅川マキの対談が収録されている五木［1974］の中の以下のや
りとりに注目したい。先に見た浅川マキ自身の文章の伝える当時の浅川マキの
生活ぶりと重なる。
「五木　……ところで、いま日中どんなことをしているわけですか。
浅川　昼間の仕事のときもありますし、ないときは、わりとあたしそういうこ
とで、歌をうたっているときに、連中というか、やつら

4 4 4

というか、彼女たちと
ずっと歩いてみたり、決して馴

な

れ合うということではないけど、向こうも、一
緒にオリンピック道路を歩きましょうといっても、何も話するわけじゃなくて、
ただずっと行くというだけでね。だから向こうも、わたしと同じだねってこと
は、決して思わなくって、持ってくるのは「あんたにいいでしょう」って持っ
てくるんじゃなくて、自分はこれしかない、みたいな形ですからね。何となく、
ただ喫茶店ですわっていたり、そんな感じです。だから言葉はあまりないです
けどね。そういう一つのつき合いが多いです、わりと。
五木　あなたは野坂昭如の文章みたいなしゃべり方をしますね。（笑）句読点が
少なくって………」（124-125頁）

　確かによくわからない浅川マキの話だが、例えば、浅川マキの周辺から去る
ことのなかったらしい喜多條忠氏の喜多條［2011］の以下のような文章を読む
と、当時の浅川マキをとりまく男たちの世界がほの見えるような気がする。
「それから何度となく僕はマキの歌を聴きに「銀巴里」に通った。詩を書くため
の青いクロスの分厚いノートに、暗いホールでマキの歌を聴きながら詩を書き
つづけていた。マキの歌を聴きながら僕は自分の歌を歌うように自分の言葉を
綴
つづ

り続けていた。歌が終わり、ステージが明るくなってマキは客席の一番後ろ
の、椅子ひとつにビロードのカーテンだけという控え室に戻る。
「やるわね、学生サン……」。驚いて見上げた時に、そこにはマキの眼があった。
ペンを持つ僕の手は止まり、そして小刻みに震

ふる

えた。
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「ここはビルの屋上に無理矢理置いたプレハブだからさ、強い風が吹くと揺れる
のよ、台風だと相当危ない。ま、いいけどさ」
　参宮橋のマキの部屋には、いつも誰かが居た。たいした紹介もなく、僕など
は「学生サン」で済んでいた。長谷川きよし、写真家の田村仁、マキのプロ
デューサーの寺本幸司、後の小椋佳は当時「東大の学生サン・神田クン」で
あった。
　シッカロールの缶をへしゃげた灰皿に煙草が溜まり、朝陽が昇る頃に解散と
なる。腹が減ると下の「クリクリ」というインド好きのマスターとママのいる
店でドライカレーか、ピラフを食う。朝、帰る時にマキは五百円札を四ツ折に
してくれたことがあった。当時は二日間、とりあえず暮せる金額だったか。こ
れだけは書くなとマキは言う。あの日から何十年の間、二度だったかこのこと
を書いたのだが、何度も叱られている。又、叱られる。」（11-12頁）
　印象的なのは、ここに紹介されている浅川マキのせりふ「やるわね、学生さ
ん」ではないか。「テロリストのパラソル」の中の以下のやりとりが想起され
る。
「カップを口に運ぶ回数を数えなくなったころ、今度は若い男が近づいてきた。
髪を茶いろに染め、胸にチラシの固まりを抱えている。その一枚を私にさしだ
そうとした。
「神様についてお話ししませんか」と彼はいった。
「申しわけないが、いま仕事中なんでね」
「仕事？　なんの」
「これだよ」酒瓶をふった。「プロの酔っ払いでね」
「珍しいお仕事ですね」そういってから彼はニヤッと笑った。「やるじゃん、
おっさん」
若い男はうなずいて、去っていった。」（『テロリストのパラソル』講談社文庫
13頁）

　このように描かれる浅川マキの世界の中に、「空白の名残り」のような、「め
くら花」の歌詞を持った藤原さんを配置してみたい。藤原さんの特別な言葉使
いなどについては別途論じてみたいが、「めくら花」に限って言うと、歌詞の中
にある「温

ぬく

み」が気になる。藤原さんの小説の中だと「ダナエ」の中に一度だ
け現れる。以下のように。
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「人が去ったあとの、いつもの虚ろな空気がおとずれた。きょうのそれは、寂寥
に似ているような気がする。だがどこか、ぬくみも残している。不思議な空気
に宇佐美はつつまれていた。」（『ダナエ』文春文庫 112頁）
　さて、次は、藤原さんのペンネーム「藤原伊織」の由来だ。

Ⅱ．藤原伊織の誕生
　藤原さんは、いついかなる事情で藤原利一という名前を捨てたのか。藤原伊
織という名前はどのようにして選び取られたのだろうか。本人が語っていない
場合には、それを詮索するのは意味がないかも知れない。だが、小説家は、「無
から有を生み出す存在」と考えられているのである。とすれば、作家は造物主
である。そもそも本名であると考えられる「利一」にしてからが、「としかず」
なのか「りいち」なのか、また、どのようにしてそれが選び取られたのか。自
身が決めたわけでもないだろうから、父親ないし母親に訊くしかない。「四十年
来の友人」という植島啓司氏は次のように言う。
「藤原もそのときのメンバーのひとりだった。彼の本名は利一で、作家の横光利
一からとったと本人は言っていたが、どこまで本当かわからない。みんなは
マージャンをしながら、「藤原、リーチ！」なんてよく駄ジャレを飛ばしていた
が、彼の名前の由来なんかにはだれも興味を示さなかった。」（植島［2012］
308-309頁）
　東大在学中の藤原さんは、藤原利一名義で、『第 2次東大文学Ⅱ』誌（文学集
団 1968年）に、原稿用紙 100枚程度の「ゲーム」を書き、同誌の「表紙・目
次イラスト」も描いた（R. F.署名入り）14。さらに 1971年に発売された LPレ

14 この貴重な情報は、つい先頃阿部さん経由で一生さんからもたらされた。幸い某古書
店に手配して直ちにⅠ号、Ⅱ号とも入手することができた。雑誌に残された鉛筆によ
るメモ書きによれば、Ⅱ号の三人いる執筆者の一人、芝山幹郞氏の旧蔵のもののよう
だ。残る執筆者はフォークナーの専門家で東大名誉教授の平石貴樹氏。芝山さんと藤
原さんが仏文、平石さんが英文へ進学したはずである。藤原［1990］には、植島氏に
よる「だから、彼が、高校時代に、当時最年少で文学界にデビューした藤沢成光や天
才・平石貴樹らとならんで有名だった、あの藤原伊織だとわかった時も、だれも信じ
ようとはしなかったし、しばらくして、彼が浅川マキの詞を以前に書いたことがあると
知ったときにも、みんなはただ困ったように笑うだけだったのである。」（201頁）との文
章がある。文意は必ずしも明瞭ではない。1967年の同誌創刊号には、あの加藤典洋氏
が小説を書いている。なおイラストの R.F.は「利一（りいち）」と読んでいたことの証。
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コードに収録された「めくら花」の詞を書いた。文学部仏文科を卒業して電通
に入社後の 1977年から 1982年にかけて、やはり藤原利一名義で三本の小説を
書き、『野性時代』誌（角川書店）に、「踊りつかれて」（1977年 12月号・野性
時代新人賞佳作受賞）、「風の魚」（1978年 12月号）、「気分はいつも、四月の
光」（1982年 12月号）を発表。この他、自伝エッセイ「空白の名残り」（『オー
ル讀物』1996年 3月号）によれば、「こうした環境で、私は小説をまたふたつ
ほど書いた。『小説現代』と『オール讀物』に応募し、いずれも最終選考に残っ
たが、結果はあいつぐ落選。」（163-164頁）とあるように、『小説現代』誌と
『オール讀物』誌のコンクール応募用に二つの小説を書いたらしい。どちらも作
品そのものは掲載されなかったようで、真相は不明だが、前者に関しては、同
期に落選となった後にやはり直木賞作家となった逢坂剛氏の証言から、藤原竜
彦名義で書いた「帰らざる夏の宴よ」（1980年 6月号で選評などが発表）とい
う作品ではないかと見当がついた。本名の藤原利一でも後の藤原伊織でもない
「藤原竜彦」であった点に注目すべきであろう。逢坂剛氏の証言は以下の通り。
①『てのひらの闇』（文春文庫）の解説（逢坂剛）
「藤原伊織とわたしとの縁は、実は新井満よりもはるかに古い。むろん、知遇を
得たのは近年のことだが、それ以前に不思議な因縁があった。一九七八年か七
九年ごろ、わたしが作家を目指して小説雑誌の新人賞に応募していたころ、二
人して某誌の最終候補に名を連ねたことがあるのだ。編集者に指摘されて確か
めたところ、確かに同じ時期に藤原伊織と逢坂剛の名前が、最終候補のリスト
に並んでいた。
　幸か不幸か、そのときはともに受賞を逃したのだが、将来の直木賞受賞者を
二人も同時に落とすとは、選考委員はいったい何をやっていたのか？！…＜中
略＞…／／その後の一九八○年、わたしは別の雑誌の新人賞を受賞して作家の
末席に加わったが、藤原伊織がどうなったかはむろん知らなかった。」（藤原
［2002］456頁）

②『テロリストのパラソル』（文春文庫）の「巻末特別対談　イオリンの思い
出」（逢坂剛×黒川博行）
「逢坂　私はイオリンとは「小説現代」の新人賞で、同時に候補になったことが
あるんだよね。
黒川　へぇ。
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逢坂　一九七〇年代の後半。知り合って以降、イオリンに言われて判明したん
だけど。調べたら確かに藤原伊織ってあって。
黒川　二人ともそのときから同じペンネームで？
逢坂　そう。それでふたりとも落っこちてるんだよ。とんでもない選考委員だ
と思わない（笑）？
黒川　あはは。」（藤原［2014］379-380頁）

③逢坂剛「いおりんの名残り火」（20071001）再録。
「何度か書いたので、詳しい経緯は省かせてもらうけれども、かつていおりんと
わたしは＜小説現代＞の新人賞で、同時期に最終候補に残ったことがある。今
から、二十七年も前の話である。二人とも、のちに直木賞を受賞する巡り合わ
せになったが、初めて対談したおりにその事実を、いおりんに教えられた。」
（藤原［2010］447頁）

　この①②③に基づいて、『小説現代』誌のバックナンバーを調査したところ、
1980年 6月号、第 34回小説現代新人賞の＜候補作品＞ 4作のうちの、「新人
賞」と「佳作」の選に漏れた残る 2作の著者として、逢坂、藤原両氏の名前が
挙がっているのが確認された。

逢坂剛「カディスへの密使」
藤原竜彦「帰らざる夏の宴よ」

　逢坂剛氏によれば、「藤原伊織」という名前ということであるが、それは見つ
からなかった。この「藤原竜彦」というのが逢坂氏の言う「藤原伊織」のこと
だろうか。それとも別の年度で、逢坂剛と藤原伊織が名前を連ねているのがあ
るのだろうか15。『小説現代』誌の場合、候補作品に留まったものであるから選
評はあるものの作品そのものは掲載されていない。この「帰らざる夏の宴よ」

15 逢坂剛氏は『小説現代』1979年 12月号で発表された第 33回小説現代新人賞でも＜候
補作品＞ 6作のうちにも「カディスの脱出」（逢坂剛）として名を連ねている。が、そ
ちらには藤原氏と思しき人物はいないようである。したがって、第 34回の方に「藤原
竜彦」との名前のある人物が、藤原伊織（＝藤原利一）氏であるのだろう。
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の作者、「藤原竜彦」を藤原さんのペンネームと考えざるを得ない。池波正太郎
氏の選評は「［帰らざる夏の宴よ］は、脈絡もない若い男の生態が、うまく描か
れているが、このような素材は、もう何十何百もの人が書いてきたものだ。こ
の新人賞でも、同じような素材の小説を、私たちは飽きるほど読んできている。
古いとか新しいとかいうよりも、同じような小説を書いても抜きん出ることは
むずかしい。このことを、よくよく考えてほしい。」（99頁）というものである。
選考委員の池波正太郎氏の作品を一度も読んだことのないわたしとしては、こ
の選評をどのように受け止めてよいか迷う。池波の「テーマの厚味」と題され
た選評の書き出しが「ここ数回の新人賞応募作の中で、今回は、割に粒がそ
ろっていたようにおもう。」をも考慮すると、この他では見かけない「藤原竜
彦」が「藤原伊織」であっても全然おかしくないように思われる。次の選評は
「鮮やかな最終場面」と題された山口瞳氏のもの。やはり山口作品を一度も読ん
だことのないわたしだから、その選評をどう考えるべきかは迷うが、彼の藤原
竜彦評は以下の通りである。
「藤原竜彦さんの『帰らざる夏の宴よ』についての率直な感想は、小説について
の考え方が、古い狭い固いということに尽きる。それは実力者であることを認
めたうえでのことになるが、不良少年を主人公にするならば、たとえば色川武
大さんの小説を徹底的に研究してからでも遅くないと私は考えている。」（100

頁）
　これも藤原伊織評に相応しい、むしろ「好評」と読めないこともない。「難航
した選考」と題された結城昌治氏の選評は、「月並というなら、「帰らざる夏の
宴よ」のほうがさらに月並であろう。全体に生活感が稀薄で、作中人物にリア
リティがなかった。感傷的なヒロイズムは作者の好みをあらわしているが、女
に対して泥中の蓮といった式のロマンチズムは何としても古めかしいのである。
作中人物に対する思い入れは分らないでもないが、読者によく伝わらない憾み
のほうが強い。」（101頁）
　「「カディス……」を推す」との野坂昭如氏の選評。
「「帰らざる夏の宴よ」は、万引、同棲、スナック、ケチな犯罪、アルバイト、
喧嘩などをちりばめて、兄弟仁義と都会のアンニュイ風色どりを漂わせた作品、
この手の世界については、劇画家上村一夫の方がはるかによく観ている。少く
とも小説を書こうというなら、歩行者天国に溢れた連中の誰もが、暑さにゆ
だって「虫歯の痛みをこらえるような」表情だったなどという、無意味な文字
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を連ねるな。」（101頁）
　最後は、「激論のはての受賞」との五木寛之氏の選評。
「＜帰らざる夏の宴よ＞も、最後まで読ませる魅力はあったが、どうももう一つ
腕力に欠けるうらみがあって、積極的に推せなかった。」（102頁）

　こうした選評だけを読んでも、わたしにはこの藤原竜彦名義の「帰らざる夏
の宴よ」こそ、藤原さんの作品だとの確信が生まれた。『野性時代』1982年 12

月号に野性時代新人賞の最終候補作品（落選）として掲載された「気分はいつ
も、四月の光」が、従来通りの本名「藤原利一」名義であるのに、『小説現代』
1980年 6月号発表の第 34回小説現代新人賞の選考結果の中に現れる藤原作品
は「藤原竜彦」の名義である。どうやらこの時期「新人賞」募集にひたすら応
募していた藤原さんが、雑誌によって名前を使い分けることを忖度したことが
想像される。『野性時代』は角川書店であり、『小説現代』は講談社。そして、
藤原さんの自伝エッセイによれば、もう一つの応募作品が、やはり最終選考ま
で残った、文藝春秋の『オール讀物』の新人賞らしいのである。やはり『小説
現代』1980年 6月号の場合とほぼ同時期と推測して 1979年 6月号発表の第 54

回オール讀物新人賞発表を皮切りに、1979年 12月号発表の第 55回、1980年 6

月号発表の第 56回、1980年 12月号の第 57回、1981年 6月号発表の第 58回、
1981年 12月号発表の第 59回、1982年 6月号発表の第 60回、1982年 12月号
発表の第 61回、1983年 6月号発表の第 62回、1983年 13月号発表の第 63回
を調査してみた。さらに、同じ『オール讀物』誌で募集しているオール讀物推
理小説新人賞発表の方も、1979年 9月号、1980年 9月号、1981年 9月号、
1982年 9月号、1983年 10月号発表の、第 18回から第 22回までの発表の候補
者について調査を敢行した。だが、どちらの新人賞の最終候補者のうちにも、
藤原姓の作家はいなかった。1980年 9月号発表の、第 19回オール讀物推理小
説新人賞受賞者二人のうちの一人が「屠殺者よグラナダに死ね」の逢坂剛氏。
先に見た逢坂剛氏の証言①の「その後の一九八○年、わたしは別の雑誌の新人
賞を受賞して作家の末席に加わった」の「別の雑誌の新人賞」とは、第 19回
オール讀物推理小説新人賞のことであった。短篇集である逢坂［1986］の香山
二三郎氏による解説によれば、「冒頭の「暗殺者グラナダに死す」は、昭和五十
五年の第十九回＜オール讀物＞推理小説新人賞を受賞した、逢坂剛の記念すべ
きデビュー作だ。」（352頁）とある。「表題」が変更されていることには何の言
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及もない。わたしとしては、オール讀物新人賞の候補者の中に藤原さんがいる
と考えているが、これかと思う者はいるが、この場合はやはり選評だけでは決
め手に欠く。藤原さんのもう一つのペンネーム捜しは今後の課題としたい。
　いずれにしても、藤原利一名義から藤原伊織名義への展開は、次の話題作、
『すばる』1985年 12月号発表の、第 9回すばる文学賞受賞の「ダックスフント
のワープ」からとしておそらくいいのではないかと考える。この「ダックスフ
ントのワープ」によって、藤原利一は藤原伊織となったと言えるのではないか。
では、その後、終のペンネームとなった藤原伊織の名前はどのようにして考案
されたのか。わたしの思いは、そこに向かう。「イオリン」との呼称で親しい作
家仲間の間に定着することになった、藤原さんのこのペンネームの由来を問題
にした人はほとんどいないと言えるのだが、藤原さんには「おっちゃん」との
呼称で呼ばれることになる作家、黒川博行氏の以下の記述に注目したい。
　藤原［20010615］の解説の中で、黒川氏は以下のように記している。
「藤原伊織をわたしは“イオリン”と呼ぶ。イオリンはわたしよりひとつ年上だ
が、わたしのことを“おっちゃん”と呼び。イオリンの本名は利一といい、こ
れをアルファベットで書いて文字を並べかえると“IORI”になるのだと、本人
はいう。“RIICHI”には“O”がないやんけ、と思うのだが、わたしも五十をす
ぎたオトナだから、あえて反論はしない。で、この解説では藤原伊織をイオリ
ンと書くことにする。」（『雪が降る』講談社文庫 335頁）
　いわゆる名前をめぐるアナグラムは藤原さんの好むところのようで、出世作
となった江戸川乱歩賞、直木賞ダブル受賞作『テロリストのパラソル』の中で
も、このアナグラムはうまく利用されていた。松下優子＝園堂優子＝工藤詠音
を導き出す件が次のように展開されている。
「「あなた、そうとう鈍感ね。私、すぐわかったわよ。いかにも歌人っぽい名前
がひとつあるじゃない」
　ふたたび目次に目をおとした。その名前には気づいていた。工藤詠音。しか
し、この名がどこで優子とつながるのだろう。
　考えていると、しびれを切らしたように彼女がいった。
「アナグラムよ。それもすごくシンプルなアナグラム」
「なるほど」私はようやくつぶやいた。「私はアルファベットで考えるのは苦手
なんだ。この工藤詠音の詠音はヨネと読むんだな」
「そうみたいね。旧姓を使ってるけど」
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KUDO YONE。このアルファベットの配列を並べかえると、ENDO YUKOにな
る。…」」（『テロリストのパラソル』講談社文庫 286-287頁）
　黒川氏の言う通りである。Ri-ichiのアナグラムを IchiRIとし、Ichi=Iとする
と IRIとなる。次に、Iと RIの間にゼロ要素の Oを介在させると、I-O-RIと
なって、何とか「伊織」が完成する。凝った捻ったアナグラムと言えはすまい
か。だが、ペンネームの由来などは、誰だっておおっぴらに告白はしないので
はないだろうか。なぜその名前をつけたのか？　ペンネームに限らない。実際
の名前にしても、その由来はたいてい明らかにならない。
　藤原さんは、『野性時代』を皮切りに、『小説現代』や『オール讀物』の新人
賞に、基本的には藤原利一の本名で色々小説を書いて応募したが、結局、最終
選考には残るものの、最初の「踊りつかれて」の野性時代新人賞佳作どまりで
あった。そこで、「目先を変え」てシナリオに手を出し、次いで、「漫画の原作」
に手を染めたという。そして共作ではあったもののその大賞を受賞したという。
ところが、出てきた漫画は原作とは似ても似つかぬものだった。その結果、書
くという作業に見切りをつけて、学生時代から馴染んでいた麻雀の世界に本格
的に没入したという。サラリーマン生活の傍ら、恐ろしい麻雀の世界にのめり
込んだという。「それから私はまたひとつ、小説を書いた。十年ほどまえだっ
た。これが「すばる文学賞」を受賞した。うれしかった。」（藤原〔1996〕165

頁）そう、その際に藤原さんが用いたペンネームが、今問題にしようとしてい
る「藤原伊織」である。先に見た通り、黒川氏の伝えるところによれば「伊織」
は本名の「利一」のアナグラムということである。わたしも興味津々であるが、
これまで誰一人として、それを話題にしないようなのだ。
　藤原さんが採用したペンネーム「伊織」の秘密を解き明かす鍵を握るのが、
以下の一節ではないか。わたしはそう考えた。
「達夫は蚊トンボをさえぎるように声をあげた。
「ところで、おまえ、名前はあんのか」
＜あるよ＞
「なんてんだ」
＜白

しら

鬚
ひげ

＞
「シラヒゲ？」
＜うん。おいら、自分で自分に名前つけてみたの。自我が目覚めたときに＞
「やたらジジむせえ名前だな。なんで、シラヒゲなんだよ」
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＜だって人間って、ほら、生物にゃよく棲息地の名前つけるじゃない。だから、
おいらも生地の近くの名前、拝借したの＞
達夫は苦笑した。そうか。きょうの早朝、全力で走りぬけた橋。朝の澄んだ光
の下にまっすぐのびていた大橋。隅田川の眺望を一気にひろげた橋。あれの名
は、白鬚橋だ。」（『蚊トンボ白鬚の冒険』上　講談社文庫 45頁）
　また、直木賞受賞後第 1作の長篇『ひまわりの祝祭』の次のような一節に注
目しよう。
「その橋にタクシーがたどりついたのは、予想以上に早かった。まだ十一時十分
過ぎだ。葵橋西詰という信号標示がみえたとき、運転手に「ここでいい」と声
をかけた。ここからなら徒歩でもさほどかからない。」（『ひまわりの祝祭』講談
社文庫 301頁）
　こちらは「葵橋」、「葵」と目にしたら、これは藤原さんが仏文の学生であっ
た本郷時代に毎日のように通った？本郷の雀荘の名前だ。藤原さんと土地の名
前、その一つが「橋」の名前だ。よほどの藤原伊織フアンでないと読んでいな
いと思われる、藤原利一名義の最後の小説「気分はいつも、四月の光」は、わ
たしの大好きな藤原さんの作品の一つだ。いや、電通入社以後に野性時代新人
賞を目指して『野性時代』に「藤原利一」名義で藤原さんが書いた三つの小説
は、どれもいい。そして小説家藤原伊織（の青春）を考える上では、極めて重
要な三作品と言える。すべて藤原さんの青春時代の光と影を凝縮した作品に仕
上がっている。そして、どの一つも新人賞には届かなかったものの、それに対
する一流の？小説家からなる選考委員による好き勝手な選評を読めるという点
でも貴重この上ないものだ。藤原さんは例の自伝エッセイ「空白の名残り」の
中で次のように書いている。
「結果は佳作だった。だが、それはどうでもいい。吉行氏の選評が問題だった。
いまも残しているその一節にこうある。「すくなくとも、『野性時代』は有力な
書き手を獲得しかかっている、と考えられる」。そのあと二年つづけて最終候補
に残り16、あえなくおっこちたが、この選評は以後、私がとぎれとぎれながら

16 藤原さんは「二年続けて」と書いているが、これは記憶違い。この三作は、『野性時代』
の 1977年 12月号、1978年 12月号、1982年 12月号の選考発表が掲載されている。
『小説現代』1980年 6月号発表の藤原竜彦名義の「帰らざる夏の宴よ」（本文未掲載）
と「気分はいつも、四月の光」と混同しているのかも知れない。
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も書くことをつづける最大のよりどころになったことはまちがいない。」（藤原
［1996］163頁）
　藤原さんが敬愛する吉行淳之介氏は既に選考委員を離れた後。第三作目の
「気分はいつも、四月の光」の選評を参考までに以下に引いておこう。
　「…私個人としては、藤原利一氏の「気分はいつも、四月の光」のほうがま
だ、ましだと思っている。／藤原氏の作品は、前半が私に希望をいだかせたが、
後半ががっかりした、あまりに俗っぽい感じである。」（遠藤周作）
「「気分はいつも、四月の光」は、春から夏にかけて、つまり高校美術部の部内
の動きや、そのホープたちの人間図を描いているあたりは、好感がもてたし、
大いに期待して読み進んだが、ビエンナーレの国際大賞を沢村が受賞し、主人
公の立花もクリティック大賞をもらうあたりから、つくりものめいてくる。む
りに話をつくろうとして、その部分に隙間風が通る。残念ながら、そのウソに
ついてゆけなくなる。」（尾崎秀樹）
「藤原利一氏の「気分はいつも、四月の光」は、途中まですらすらと読めた。そ
の軽みも厭なものではなかった。しかし、中途で慶齢のホモの父親が出てくる
辺りから、急速に不自然になる。なかんずく末尾の沢村の自殺はいかにもとっ
てつけたようだ。大鷹氏とは逆に、この作者は小説性という幻影にふりまわさ
れたのではないか。」（北杜夫）
「その点、「気分はいつも、四月の光」（藤原利一）は一般的な小説の枠組みに
従った作品だから、批評もしやすい。青くささを我慢すれば、高校の芸術少年
たちの姿に、当世風の若さも感じられる。しかし北杜夫ならぬ斎藤宗吉医博に
精神病理学者としての意見を求めたのだが、主人公の精神障害の症状は非医学
的だとのことであった。また、後半ホモのスポンサーが出てくるあたりからは
全くいけない。小説というものに対して、作者は思いちがいをしているのでは
ないかと疑いたくなる。」（三浦朱門）（すべて『野性時代』1982年 12月号 433-

434頁）
　いかが、こうした選評の結果、藤原さんは、候補二作品のうちの一方の佳作
にすらなれずにみごとに落選したのである。藤原利一名義の『野性時代』に発
表された三作品に言及している人も、好意的な物言いをしている人もいないか
に見える中に唯一人藤原さんとは四十年にわたる友人という植島啓司氏の評言
も参考までに引いておきたい。藤原さんの最初の作品集『ダックスフントの
ワープ』（集英社 1987年）の文庫化（集英社文庫　1990年：最初の文庫本）の
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解説の中で、植島氏は、次のように評している。
「雑誌『野性時代』の新人賞候補にあがった「踊りつかれて」を読んだときの衝
撃はいまだ忘れがたい。なんとも言えない鮮烈なイメージが、たたみかけるよ
うな短いセンテンスの中から溢れ出て、ストーリーをぐんぐん引っ張っていく。
それだけをとっても類稀なる感性のありかを指し示していた。…＜中略＞…藤
原伊織がそれ以後に発表した「風の魚（うお）」や「気分はいつも、四月の光」
も、きわめて魅力的なもので、ぼくは彼とはかなり以前からの知り合いでは
あったが、その才能に改めてびっくりしてしまった。」（199-200頁）
　植島氏の評価にわたしも同調したく思うが、さて今は「藤原伊織」というペ
ンネームの由来である。この『野性時代』に藤原利一名義で書いた最後の作品
「気分はいつも、四月の光」の中に次のような一節があることに、藤原作品を好
意的に精読したはずの植島氏を含めて誰一人注目していないようなのである。
「夜になると沢村さんとはよく港近くの伊織橋の玉突き屋へ行って、二人でポ
ケットをやった。」（251頁）
「「とりあえず、今日は伊織橋でポケットやんないか。君と玉突きしないと、最
近どうも絵を描く気にならないんだ」
　ぼくは溜息をついた。」（258頁）
　そしてもう一つ。
「ぼくは君が好きだった。この手紙を受けとったら、一度【伊織橋の】玉突き屋
へ行って、一人で玉を突いてくれ。ポケットなら君が勝つだろうな。そして
ゲームが終ったら、親友だった男に、さよならをいって欲しい。君なら照れる
かもしれないが。
　それから、ぼくのことをすべて忘れるんだ。君には明日がある。
 さよなら
　ぼくはその、ちょっと歪んだ「さよなら」を長い間、見つめてた。生きてる
人間なら、別の挨拶の方法があるかもしれない。だけど死んじゃった人間に
「さよなら」以外のどんな言い方があるだろう。」（274頁）
　三番目の用例の中には、実は【伊織橋の】は出てこない。わたしがもし藤原
さんで、その未来を知り得る立場にあったとしたら、そこに「伊織橋の」を書
き込んだはずだと考えるからだ。この作品「気分はいつも、四月の光」に二度
まで登場する、「伊織橋」。この作品の語り手たる「ぼく＝立花雅之」と一歳年
長の「沢村聡」は進学校鶴之宮高校美術部に、同学年生として所属している。
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だが、その高校の所在地、その物語の舞台がどこかは書かれていない。した
がって、ここに登場する「伊織橋」が果たして実在するのかも不明である。だ
が、先に見た「白鬚橋」の例もあるし、「葵橋」の例もある。ここに登場する
「伊織橋」は、藤原さんにとっては、しかと実在する橋なのである。この最強の
美術部を持つ進学校の鶴之宮高校が、藤原さんの母校、大阪府立高津（こうづ）
高等学校をモデルとして構想されていると考えることが出来るのなら、その伊
織橋17もその界隈に実在している橋と言うことも出来るのではないか。藤原さ
んが、心機一転、小説の世界に打って出ようと決意した時に、生まれ変わるよ
うな気分で新たなペンネームを模索したとしたら、この伊織橋にこそ、肖った
と想像していけないわけはない。それこそが、藤原伊織のペンネームの真の由
来であるとわたしは考える。
　野性時代新人賞の選考委員の面々は、藤原さんのこの作品を読んで、高校生
二人が世界の美術界を制したような破天荒な筋立てになっていることに、端か
ら「ごめんごめん」と手を振ったようなところがある。小説家が「そのウソに
ついていけなくなる」とは何事だろうか。わたしも藤原さんの高校時代の話を
耳にして、そんな高校が本当にあるのだと初めて知った。事実は小説よりも奇
なり。藤原さんは、自分の高校の美術部について、高橋克彦氏との対談の中で、
次のように語っている。
「藤原　はい。ちょっと母校の自慢話めいてしまうんですが、僕が通っていた大
阪府立高津高校は、高校美術界ではアマチュア野球の中に入ってしまった巨人
軍のような、すごいところだったのです。
高橋　すると小説のとおりなんですな。
藤原　ええ。当時、美術部の甲子園と言われていたのが毎日新聞主催の学生油
絵コンクールで、東京で入選作品が七、八十点ぐらいのところ、わが校だけで
二十点強、部員の九割ぐらいが入選していたんです。」（10-11頁）
　だが、高橋氏が言う「小説」は藤原利一名義の最後の作品たる？「気分はい
つも、四月の光」ではなく、それを取り込んで一回りも二回りもスケールアッ

17 ネットで検索すると京都には「伊織橋」とのプレートの付いた橋が実在するようであ
る。確か「葵橋」も、『ひまわりの祝祭』の一つの舞台になる京都のものである。「気
分はいつも、四月の光」の語り手で主人公の立花雅之が沢村聡自殺後、高校に通う自
宅から失踪して秘かに働いている飲み屋も京都である。
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プしたような、藤原さんの直木賞受賞後第 1作の長篇「ひまわりの祝祭」であ
る。むろん、わたしが本攷の冒頭で問題にした「ダナエ」の中には、「気分はい
つも、四月の光」の影はもっと露骨な形で、明瞭に窺われる。《天才的な画家と
その作品（群）の炎上のモチーフ》によって、その三作品は一本に繋がってい
る。阿部さんは「ダナエ」に対して「悲痛なノスタルジア」と評した。「気分は
いつも、四月の光」という表題が意味していたものを当時の選考委員たちは誰
一人見抜くことは出来なかった。全体は Spring、Summer、Autumn、Winterと
いった四部構成となっている。その上での表題である。一方の「ダナエ」。萩原
朔太郎の「乃木坂倶楽部」の詩篇は詩集『氷島』所収、冬。＜サラ・ヴォーン
の歌うは＞「サマータイム」、夏。そして同じく別れて死んだ女が石油ランプの
照明の下で、アコーディオンを弾きながら歌う「枯葉」、秋。「だけど、どっち
も彼女が歌うと、春の歌みたいに聞こえた。」（『ダナエ』文春文庫 110頁）そし
て、「携帯が鳴った。文庫の萩原朔太郎をいれたジャケットのおなじポケットで
鳴っている。」（同 113頁）という一行の持つ意味は、「気分はいつも、四月の
光」の最後の章Winterのエンディングで、置かれる「一ページめのグラビアに、
微笑した銭の写真が載ってた。」「また、ページをめくった。銭の作品。東洋新
聞学生油絵コンクール最優秀賞受賞作品。あったかみのある、とてもいい静物
だった。」（276頁）と同じものである。

むすびにかえて：藤原伊織の人と作品
　「藤原伊織論」ということを念頭において始められたこの作業だが、もうエン
ディングである。諸般の事情でがんじがらめな立場としては、到底すべてに片
を付けられるわけがない。全体に目配りしていたのでは、いつまでたっても声
を出せない。そんなどうしようもない焦りのせいで、最後の最後のところにき
て、見切り発車した次第。内心忸怩たるものがあるがやむを得ない。どうして
も今年度中に一歩を踏み出したいと思った。親しくしていたわけでもなかった
藤原さんは、おそらくわたしのことを覚えていなかっただろうと思う。だが、
わたしの方は、ほとんど話を交わすことはなかったけれど、しっかりと思い浮
かべることが出来る。藤原さんが吸っていた空気をわたしもしっかりと吸って
いたという自覚はある。彼が何をして何をしなかったか、そして藤原さんが、
何を好きで何を嫌いだったかもしっかりわかっているつもりだ。藤原さんなら、
他者が微笑んで来たときにはどのような表情を返したか、そして厳めしく眼前
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に立ちはだかったなら、どのような行動で返したか、それも十分に承知してい
るつもりだ。藤原さんは高校時代は美術作品の製作に打ち込んだことがあると
聞く。現在それはどこかに遺されているのだろうか。それとも「気分はいつも、
四月の光」の立花のように、いつか、自分の手でそれらをすべて闇の中に葬っ
てしまったのだろうか。シナリオまで書いたと聞く、また漫画の原作にまで手
を染めたと聞く。残念ながらそれらにはまだお目に掛かれていない。最終的に
藤原さんは作家たらんとしたようだ。その時の戦いの装いとも言うべきものが、
藤原伊織というペンネーム。だが、本攷の作業を通じても、藤原伊織の装いの
下には藤原利一がいることは明らかである。そして、その藤原利一の足下を固
めているのは高校時代などに打ち込んだ美術作品の製作や、「空白の名残り」や
「風の魚18」中で描かれる「木製のスケールモデル造り」ということも明らかで
ある。10冊の単行本に結実している藤原伊織、そして未だその全貌が知れない
藤原利一の小説世界、そして小説の中から汲み取る他ない藤原利一の美術作品
の数々、わたしとしては、今後もそうした藤原さん捜しを継続するつもりだが、
果たしてどうなるか。藤原さんの絵は、大学入学後に発表した「ゲーム」の掲
載された『第 2次東大文学Ⅱ』誌に遺されたわずかばかりのイラストをたより
にする他ない。本来ならば晴れがましいものとなるはずのこの「むすびにかえ
て」は、したがって、以下に掲げおく「藤原利一の人と作品」の手引きに留め
ざるを得ない。なお、慌ただしく擱筆するに当たって、やかましいだけの若輩
のわたしに嫌そうな気振を見せることなく、藤原さんの息づかいをやさしく届
けてくれた阿部（重夫）さんと（山本）一生さんのご両人に心より感謝したい。
ご両人は、藤原さんとは異なって、「無からの有の創造」ではない「有に基づく
堅実な仕事」で一花も二花も咲かせておいでの方々である。だがだが、最後に
阿部さんの未完の大長編のこの上ない見事なタイトルを借りてこそっと書き付

18 藤原さんを思う時、今はなぜか藤原利一名義の「風の魚」の次の一節が思い浮かぶ。
「自分でもそれと意識しないうちに、片足を持ちあげていた。隼の主翼を小さな膝にあ
てると、力をこめた。五ミリの木板がへし折れる、鈍い音がした。無臭であったはず
の乾いた朴が、その時匂いたって鼻腔につきささった気がした。／僕は、割れてささ
くれ、地を剥きだしにした隼の断面を、両手で車掌につきつけた。／車掌は皺のよっ
た眉根にさらに皺を寄せ、「かんにん」と、いった。／電車が止まり、ドアが開いた。
僕はふたつになった隼を車掌の足元に落とすと、震える足で出口のステップを踏んだ。」
（372頁）
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けておくならば、藤原さんの駆け抜けた世界は、このしがないわたしにも「有
らざらん」こともない世界だった……阿部さんの次のような手向けの言葉がせ
つなく印象的である。
「あの匕首のような弔辞19にならえば、ここ数年来、伊織の抒情は「底をついて
いた」。でも、誰がそれを責められよう。抒情なんてもう死語ではないか。殺伐
たる日常に包囲され、吐息と呻吟のなかで、誰もがそんなものはとうに扼殺し
ている。
　彼は捨てなかった。不器用な彼の主人公たちは、いつも滅びた抒情に無償で
殉じていく。最後の伊織は、自身の余命を抒情にしていた。」
 （未完）

【藤原利一・藤原伊織略歴】
1948年　大阪府生まれ
1967年　東京大学文 III入学
1968年　「ゲーム」『第 2次東大文学 II 文学集団』10月号
1971年　「めくら花」作詞（・作曲？）
1973年　東京大学文学部フランス文学科卒業20

　　　　（株）電通入社
1977年　「踊りつかれて」で第 4回野性時代新人文学賞佳作受賞
1985年　「ダックスフントのワープ」で第 9回すばる文学賞受賞
1995年　『テロリストのパラソル』で第 41回江戸川乱歩賞受賞
1996年　『テロリストのパラソル』で第 114回直木賞受賞
2002年　（株）電通退社
2007年　5月 17日食道癌で死去（享年 59歳）

19 1975年に死去した村上一郎氏の葬儀で読まれた吉本隆明氏の「哀辞」を指す。吉本氏
は、故人に対して「ここ数年来、貴方の文学的態度は底をついていた。」と言っている。
この哀辞の全文は、『磁場 臨時増刊号 村上一郎追悼特集号』（1975年 5月）に掲載され
ている（6-7頁）。

20 藤原さんは、高橋克彦氏との対談の中で自身が「一浪二留」であることを告げている
（高橋・藤原［2000］7頁）。
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【略号・参考文献】
藤原伊織（藤原利一）（1948.2.17～ 2007.5.17）
［19681020］：「ゲーム」『第 2次東大文学 II』（第 2次東大文学集団）（藤原利一）
［19771201］：「踊りつかれて」『野性時代』12月号（藤原利一）
［19781201］：「風の魚」『野性時代』12月号（藤原利一）
［19800601］：「帰らざる夏の宴よ」『小説現代』6月号（藤原竜彦・非掲載）
［19821201］：「気分はいつも、四月の光」『野性時代』12月号（藤原利一）
［19851201a］：「ダックスフントのワープ」『すばる』12月号
［19851201b］：「受賞のことば：ねむるようなよいロマンス」『すばる』12月号
［1986］：「詩人の名刺─黒田三郎さんのこと─」掲載紙不明
［19870225］：著『ダックスフントのワープ』集英社（1）
［19900225］：著『ダックスフントのワープ』集英社文庫（解説：植島啓司）
［19950914］：著『テロリストのパラソル』講談社（2）
［19960301］：「受賞のことば」『オール讀物』3月号
［19960301］：「自伝エッセイ：空白の名残り」『オール讀物』3月号
［19970613］：著『ひまわりの祝祭』講談社（3）
［19970924］：「ハードボイルドな生き方とは？」（書想インタヴュー）『SAPIO』
［19980615］：著『雪が降る』講談社（4）
［19980715］：著『テロリストのパラソル』講談社文庫（解説：関口苑生）
［199901-07］：「ホワイトノイズ」連載『オール讀物』
［19991030］：著『てのひらの闇』文藝春秋（5）（「ホワイトノイズ」を改題）
［20000615］：著『ひまわりの祝祭』講談社文庫（解説：郷原宏）
［20001110］：著『ダックスフントのワープ』文春文庫（解説：藤沢周）
［20010215］：「解説」『あでやかな落日』（逢坂剛著）講談社文庫
［20010615］：著『雪が降る』講談社文庫（解説：黒川博行）
［20020201］：「動詞的人生　住む」『図書』2月号
［20020420］：著『蚊トンボ白髭の冒険』講談社（6）
［20021110］：著『てのひらの闇』文春文庫（解説：逢坂剛）
［20040819］：「ダナエ」『乱歩賞作家　靑の謎』講談社
［20050610］：著『シリウスの道』文藝春秋（7）
［20050415］：著『蚊トンボ白髭の冒険』上・下　講談社文庫（解説：香山二三

郎）
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［200603-05］：「異邦の声①②③」『野性時代』3-5月号（未完未刊）
［20061001］：「まぼろしの虹」『オール讀物』10月号→『ダナエ』
［20061101］：「オルゴール」『小説現代』11月号→『遊戯』
［20061210］：著『シリウスの道』上・下　文春文庫（解説：北上次郎）
［20070115］：著『ダナエ』文藝春秋（8）
［20070525］：著『テロリストのパラソル』角川文庫（解説：郷原宏）
［20070713］：「ダナエ」『乱歩賞作家　靑の謎』講談社文庫
［20070725］：著『遊戯』講談社（9）
［20070905］：「オルゴール」『ヴィンテージ・セブン』講談社
［20070930］：著『名残り火　てのひらの闇Ⅱ』文藝春秋（10）
［20090515］：著『遊戯』講談社文庫（解説：黒川博行）
［20090510］：著『ダナエ』文春文庫（解説：小池真理子）
［20090925］：著『ひまわりの祝祭』角川文庫（解説：池上冬樹／藤原伊織著作

リスト）
［20100610］：著『名残り火　てのひらの闇Ⅱ』文春文庫（解説：吉野仁）
［20141110］：著『テロリストのパラソル』文春文庫（巻末特別対談：逢坂剛・

黒川博行）
藤原伊織・西木正明
［19991201］：「『てのひらの闇』をめぐって」『本の話』12月号
藤原伊織・裕木奈江
［19960701］：「［対談］小説を書くことはわが人生の「やじろべえ」！？」『潮』

7月号

浅川マキ（1942.1.27～ 2010.1.17）
［19710601］：「ビリーなら今頃どっかの港町─書評　ビリー・ホリデイ自伝　由

井正一・大橋巨泉訳『奇妙な果実』」『構造』6月号
［197212??］：「あの娘がくれたブルース」『週間漫画アクション』双葉社
［19730615］：「あの娘がくれたブルース」『青春遊泳ノート』双葉社
［19730710］：「彼の舞台について」『別冊新評　野坂昭如の世界』新評社
［19760710］：「筒井康隆さんのこと」『別冊新評　筒井康隆の世界』新評社
［19781020/?/19800820 ：「ビリー・ホリディのこと」『季刊ジャズ批評第 30号

//36号』］
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［19831120］：「Who’s Knocking on My Door」『現代詩手帖 1983年 11月臨時増刊 

寺山修司』思潮社
［19850625］：著『幻の男たち』講談社
［20030715］：著『こんな風に過ぎて行くのなら』石風社
阿刀田高他
［19960301］：「弟 114回直木三十五賞選評」『オール讀物』3月号
阿部重夫
［20061229］：「［書評］　藤原伊織の「ダナエ」─何物をも喪失せず」ブログ
［20070517］：「藤原伊織の死」ブログ
［20070523］：「骨を拾う」ブログ
井家上隆幸
［20110125］：「後期高齢者新宿野ざらし紀行」→喜多條［20110125］
五木寛之
［19740610］：著『五木寛之対話集Ⅱ　午前零時の男と女』角川文庫
植島啓司
［19940220］：著『競馬の快楽』講談社現代新書
［20120310］：著『突然のキス　恋愛で読み解く日本文学』ちくま文庫
遠藤周作他
［19830101］：「第九回野性時代新人文学賞選評」『野性時代』1月号
逢坂剛
［19860915］：著『コルドバの女豹』講談社文庫（解説：香山二三郎）
［199707//20010215］：著『あでやかな落日』講談社文庫（解説：藤原伊織）
［20071001］：「いおりんの名残り火」『本の話』10月号→藤原［20100610］
逢坂剛・藤原伊織
［20050701］：「広告代理店を廻るミステリー」『本の話』7月号
岡田哲也
［19750525］：「出会い」『磁場＜臨時増刊　村上一郎追悼特集号＞』
［19920723］：著『薩摩ひな草紙』碧楽出版
［19951021］：「乱歩賞のぞ記」『南日本新聞』（朝刊 14面）
［19981210］：著『南九州─文学ぶらり旅』文化ジャーナル鹿児島社
［20010717］：著『夢のつづき』南日本新聞社
［20050505］：著『岡田哲也詩集』＜現代詩人文庫３＞砂子屋書房
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［20070519］：「藤原伊織氏を悼む」『西日本新聞』（朝刊文化面）
笠井潔
［19960301］：「逃亡と記憶─藤原伊織『テロリストのパラソル』」＜エンターテ

インメント情勢分析③＞『すばる』3月号
金沢篤
［20171030］：「ダマヤンティーの愛─ bhaktiの意味を尋ねて─」『駒澤大学仏教

学部論集』第 48号
川本三郎
［20000703］：「藤原伊織　あの頃の記憶が残る町、新宿＜ミステリー小説の東京

⑪＞」『東京人』138

喜多條忠
［20110125］：編『ちょっと長い関係のブルース　君は浅川マキを聴いたか』有

楽出版社
後藤明生他
［19851201］：「第 9回すばる文学賞・選評・座談会」『すばる』12月号
最首悟
［20110125］：「「さよならだけが人生」じゃないよ」→喜多條［20110125］
高橋克彦・藤原伊織
［20000715］：「絵画ミステリー対談」『IN・POCKET』7月号　講談社
藤森益弘
［20030615］：著『春の砦』文藝春秋
［20040630］：著『モンク』文藝春秋
吉川一義
［20040901］：「同級生交歓」『文藝春秋』10月号
吉行淳之介他
［19740101］：「第四回野性時代新人文学賞選評」『野性時代』１月号
［19790101］：「第五回野性時代新人文学賞選評」『野性時代』1月号

〈キーワード〉　  藤原伊織、直木賞、浅川マキ、1970年、現代史、サマータイム、ペン

ネーム




