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ヒトは親を選ぶことはできない
無力で生まれ
生命としての数十年間を
生きていかなければならない

近藤

博重

では、人の欲望はまだ小さくて道徳がものを言

勝ち・負け交叉の人生
人生とは、遺伝子に支配される肉体の成長
(まー、良くも悪くも本能か)のエネルギーで心
が育まれていく(時には苛まれていく)個人的
な図式と言える。その道には、ヒトとしての高

った。しかし、人が増えて物が足らなくなった
中世では、人々は頭を使って争うことになる。》
《利益を追求する欲望がますます増大し、力で
争う時代が到来した。利害に走るのが人々の心
であるからには、恩賞で釣って刑罰でおどすの
が人々を支配する第一の方策だ》との真理を見

みに上る喜びもある一方、至る所に転落へと続
く悪癖(甘い罠)も多い。
成功した人生か、あまりうまくはいかなかっ
た人生かあるいは悔い多いものだったかは、後
になって、つまり、65 歳ころに一応の結論が出
る。しかし、その後の時間も油断できない。

出した。
恩賞と刑罰、これこそ賭け事の本質である。
もちろん、利害を超越した高潔な人格のある
ことを知っていた。しかし、それは少数者であ
る。 そして、恩賞に目もくれないような存在
は、大衆支配の原則からして、むしろ国家にと

人間関係でサヨナラ負けの終わり方をする
人びとも多い。
「棺が閉じられた時に最終結論が出る」とさ
れている。
成功と転落の違いはなにか。
それは、個人の人生を自分のために利用しよう
とする第三者がいるためであろう。

っては有害だと考えた。
わが人生を振り返れば、反省・後悔が満足と
激しく交叉したものだ。
【人間万事さまざまの馬鹿をする】
拙文の目的は、「出来るだけ人間性の観察」
を積み、私が生きたあかしとして書き残すこと
である。

人間の心の動きを利用しようとする者に対し
て、反撥し逆に勝とうとする自分の心の動きと
の戦いが人生なのかもしれない。
遥か昔、韓非子は春秋・戦国以前の歴史と、そ
れに続く始皇帝による統一前夜の末期的な苛
酷な状況から《人間の歴史は利益追求を軸とし

レンタカーによる走り回りにしても、その行
動の中で、身を危険に曝す想定は可能だ。
もし、そんなことがあって、書き残すまで至ら
なくても、それはそれでよい。熱くなって、行
動することと書き残すことは別ものだから。
大げさに言えば、それが人生だろう。

て変化する。人間とは一人一人自分の利益を追
求する存在である。恩愛によって結ばれている
などと考えるのは、甘い考えである。親子の仲
でさえ、男の子は欲しいが女の子はいやだなど
と考えるのは、利害の心が働いているからで、
まして君主(カジノ側)と民衆(客)との間では

中でも、人類は賭け事を無視することはできな
い。
自分の中の勝負好きな性質に気づかせたの
は、囲碁と麻雀であった。
麻雀と囲碁
この 30 年間で強くなったものに、囲碁とマ

なおさらのことだ。君主のために忠節をつくす
のは、もちろん恩賞が目当てだ。要するに、一
般の人情としては「安利」を求めて「危害」か
ら離れようとする。したがって威勢には屈服す
るが、愛情をかけてやるとすぐにつけあがる。
一方の利益は他方の害で、君主と臣民との利害

ージャンがある。
「囲碁が強く‥‥」の部分には、ゲラゲラと笑
い出す友人の顔が浮かぶ。しかし、後者につい
ては周りも肯首せざるを得ないであろう。
「不良がするものと決めてかかっていたこ
のゲーム」を覚え始めたのは、医者になって 3

は、とりわけてきびしく対立する》とした。
そして《人が少なくて物質の豊かであった古代

年目のころであった。
永久に脱すことができないと考えていた医
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学部の６年間であったが、最後の１年間は次々

部長、科長たちが深夜、ちらっちらっと顔を

から事件が起った。夏に心臓移植騒動があった
し、卒業試験や国家試験もあった。
気づいたら、いつの間にか、私は渡辺淳一氏
の 10 年後輩として卒業していた。
２年間だけ親元に帰ってみたいと上京し、東
京逓信病院に勤務した。

見せるようになった。苦々しく感じて居る事は
明白であった。しかし、その頃は、三井記念の
若い医者は武者修業の気持ちが強く、働き場所
に困る事も無く、また、「病院は俺たちが支え
ているのだ」と自負していた。
今では考えられないが、色々な事件で…部長

このあわただしい別れが札幌との決別となる
とは考えもしなかった。
今、思えばこの上京が人生の最初の賭けだっ
たのかもしれない。東大の関連病院に田舎者が
飛び込んだのだから。
北海道から持って来た荷物にも、医学知識と

と喧嘩騒ぎになることもあったくらいである。
だから同期とも言える若者が結束していた 2 年
間は、院長が見にきて、わざとらしい咳をして
も、意に介す者はいなかった。
なにせ、医局の後輩である若者たちは、すべ
ての部長先生の過去から現在に至るまでの私

言えるほどのものは無く、その分野の関係書類
と言えば「にわか勉強で取得した医師免許」だ
けだった。結婚が大きな賭け、だったと言うも
のもいるかのもいるが…
マージャン
私が 28 歳で勤務し始めた三井記念病院は 1
年前のオンボロ病院から先端病院に生まれ変

生活を知っているという強みがあった。
例えば、愛と別れ・喜劇と悲劇・その後の彼
女の行方・医療におけるドジなど本人すら知ら
ない事まで、皆知っているのである。
だから、自分の若い頃の弱点を知っている部
下には、暖かい容認の態度を取らざるを得ない
のだ。それだけでなく、目の前の若造が後にな

わったばかりで、病棟も完全にオープンされて
いなかった。内科には、若い医者が 15 人位い
たが、ほとんどが独身で家に帰る者は少なく、
毎晩麻雀卓が立っていた。
深夜でも 2 卓で闘いが起っていた。
それを数人が取り囲んでいた。つまり、10 数人

り、どんな要職に就くか解らないのである。
ある分野・地域で医師として生計を立てて行
こうとする時、後でどんな仕返しをされるか分
からないから、怒鳴る訳には行かないのである。
年齢層が分かれて、同期という結束が薄れて
来た。特に外科では、昼間寝ていて、夜になる

の青年が零時に病院にいたのである。
現在は受け持ち患者が重篤になって自主当直
しても、一銭も出ないと聞くが、その頃は夜残
業手当がある程度出た。
受け持ちの患者は必ず危篤状態であった。ま
あ、受け持ち医に多少の責任無しとは言い切れ

と、何処からともなく現れる者がいるとか言わ
れ始め、終に、外来での麻雀禁止令が出て、長
い伝統を持つ麻雀の音が消えた。名言がある。
「老人たちは、悪い手本を示す事ができなくな
った腹いせに、良い教訓を垂れる」と。
同じ年頃の仲間たちとの軽口のやり取りと

ないかも知れないが… そういえば、死亡検案
書の「死亡原因」の欄に自分の名前を書いた者
がいたそうであるが、慌てて消す姿が目に浮か
ぶ。
とにかく、その手当の争奪戦でもあった。
無人の内科外来とはいえ、パイをかき回し、大

覚えたてのゲームのコンビネーションは実に
楽しかった。昼間の苛酷な肉体労働の後の語ら
いは無上の幸せであった。江戸時代の遊郭の女
性たちがしていた生活と同じである。
ヒモやツバメが大切にされる訳である。
急に停電になった時などは、ハチマキをしてそ

声や嬌声を発するのであるから、評判にならな
い訳が無い。

れに懐中電灯を挟んで続けた。病棟からの sos
には、4 人が揃って行った。
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驚くことに、この子供たちの饗宴をアリバイ

葉を待っていたのである。

工作に利用していた大人がいた。
深夜一時頃に、なぜかひと眼でも疲労困憊と
わかる姿で我々の前に現わす仲間もいた。
そして、そこから家庭に電話をする。電話機
をこちらに向けて、ジャラジャラという音をわ
ざわざ入れて「イヤー、参ったよ！今日も付き

もっとも、この言葉でメロメロになって、その
晩は記録的な敗北を喫した。
その後、「人生の節目の電話連絡は麻雀屋で
受けた」のではないかと、思うほどである。子
供も「麻〇」というが、これは偶然。そもそも、
命名に父親が介入できる時代ではない。

合わされて！ もうちょっとしたら終わるから、
カギ掛けないで…」と。
我々は彼の挙動はおかしいと、断定した。絶
対変だ！彼は麻雀してないんだもん。電話機に
麻雀の音を入れるためだけにやって来たのだ
…「お疲れさん」と言うと彼はニターッ。

麻雀は、多少であれ金を掛けている割には
「不完全なルールと不公平な進行」のゲームで
ある。必ず、サキヅモをする、ひっくり返すは
日常茶飯だし、ライバルがチィーと言うって鳴
こうとすれば、わざとポンと言って邪魔をする
等の不正義が罷り通る。

しかし、この病院はほとんど若い医者が数年
のサイクルで大学へ帰って行くシステムだっ
たので、段々と年齢層が分かれて行った。
加えて、管理職たちの地道な圧力や、それぞ
れの結婚などもあって、外科に続いて内科の夜
祭りも消えて行った。考えてみると、多くの若
い医者が深夜まで 残っていてくれる病院く

その頃はまだ全自動ではなく、4 人が、稗を
覚えながらかき回していたので、プロなどは、
7 割かたは覚えていたであろう。引き換え、正
義感からか覚える事を拒否し、４分の１を崩さ
ないで積むことに全精力を掛けていた。しかし、
頻繁にひっくり返してしまう。「失礼」なんて
言っている間、後の３人はジーと表を向いた牌

らい患者にとって幸せな事は無いはずである。
今はほとんどの病院の若い医師は 5 時になれ
ば、帰宅か否かは別にして病院を離れる。
こうしたゲーム特に麻雀で現れる個人の性
格は、驚くほど(終生変わらない)本質に迫って
いた。

がどこに行くかを覚える。つまり、敵は私の牌
の幾つかを知っているのである。
この差は甚大で、勝てる訳がなかった。
「失礼！」なんていう必要はなかったのだ。
腕が上るにつれて、敵が私の牌を知っているこ
とを利用することができるようにも成って来

36 年過ぎた今でも、その時に得た印象は正確
であったと確信できる。青春時代に麻雀を楽し
くできた仲間とは、麻雀さえしなければ、生涯
仲が旨く行きそうである。
その後、若くして開業した私は町の一人打ち
麻雀店で修行することとなった。

た。
つまり、このゲームは心理戦の様相が強いのだ
から、相手を追い込めば良いのである。
敵は自分より持ち点が高い人だけである。彼だ
けを攻撃すれば良いのである。優勢になれば、
逃げる。懐が暖かい者が強気で来ると、ラスに

(白以外のモウパイはまったくできず、符も数
えることができない)三十男にとって町の麻雀
店での現実は厳しかった。
しかし、私には、目標の人が二人もいた。
「彼
らに勝ちたい」この強い願望が私を支え、小遣
いを減らした。

なる事ができない貧乏人は降りてしまう。
しかし、ゆがんだ性格の人と麻雀するほど空
しい時間もない。職場仲間で共通の趣味として
いる場においても「単騎は北」とか「引っ掛け
ばっかり」とかに拘わり続けるのは歪んだ性格
と言わないでいられない。

苦節七年、ついに、彼らをして「コンチャン、
この頃強くなったね！」と言わしめた。この言

そうした方標的には裏のもう一つ裏の方法で
「勝っても良い人」である。しかし、職場麻雀
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では「勝ってはならない上役」も存在するため

分自身をも蝕んで行くのである。目付きの悪化、

に、犠牲者は特定され、一種の食物連鎖が見ら
れる。
不愉快な振込みが続けば、面白いわけが無く、
血は昇り復讐をだけに神経が行く。「あいつを
トップにだけはさせないぞ」と。
しかし、4 人でしているために、ある者だけを

眉間のシワの深まり、意地悪さの芽生えなどは、
私が人生で断固拒絶して来たものである。童顔
と笑顔そして無垢の心が私の売り物なのだか
ら。
しかし、最大の理由はタバコである。煙草を
愛しないものは循環器専門医にあらず、と言う

狙っていると、他の者に次々と漁夫の利を得ら
れる。
3 位 4 位が続けば、逆上で帰る時間も忘れて
しまい。ハッと気付けば午前 2 時。
灯光が外に漏れて警察に踏み込まれないよ
うにカーテンが下される。外に出ても、雨など

時代に育ったので当然喫煙していた。

降っていれば、タクシーもなく、びしょ濡れヨ
レヨレの帰宅となる。
名誉とプライドと金銭の喪失で一時間は後
悔の中にいる。
それでも、「麻雀で飯を食っている」と豪語
し始めた。（もっとも、本当は「麻雀屋で、注
文した飯を食っている」に過ぎないのであるか

つくづく思うが、患者にはバンバン出すくせ
に、自分は飲まない医者が多すぎる！
禁煙したことと、脱水にならぬように注意し
始めてからは不整脈が皆無に近くなったが、麻
雀屋の煙草森林の中にいることが、循環器系統
に最悪な環境である事が分かった。
麻雀をきっぱりと止めて、今日で既に、17

ら、早口で言う）だから、私自身もよそ様から
みれば、どんな風に映っているであろうか。
やっと麻雀店での勝ち方が分かり始めたころ
足が遠のいていき始めた。煙草である。終に麻
雀屋から足を洗おうと決心した。理由は 2 つあ
った。

日間が経つ。もっとも、その中の 5 日間は香港
に行っていたが。
禁麻雀は禁煙に大変似ている事に気づいた。
もっとも、言葉に出せないものすべてに似てい
るのだか…
禁煙の時もこの頃からがきつかった。
「麻雀を

まず、強くなりたいという初期の目的を達した
ことである。これは放言してしまえば良い事項
であり、特に検証の必要はない。
次は、対戦相手の劣悪さに我慢ができなくな
った事である。そうした麻雀屋にフリーで来る
には、それなりの理由がある。1 割は職業に問

止めたのだぞ」と精神をからかってやると、頭
は徐々に熱くなって行き、指先は微かに震え、
じんじんと痺れた感覚が起って来る。この禁断
症状は禁煙の時に、既に経験済みであった。
次に来るのは精神が持ち出す提案である。
「タバコの無い麻雀屋だけでしよう。零時前に

題がある。2 割の人々は私のような善良な市民
であるが相手がいないだけである。6 割の人々
は性格にかなり問題がある。性格が悪く会社仲
間から弾き出された人々である。こうした人間
と打つ時は、
「何でこの人とゲームしなければ、
ならないのか？」とそこに存在する自分に腹が

止めよう。変な人とは打たない」というもので
ある。
累積赤字は解消されないままとなった。
囲碁
日本棋院の 2 段免許は阪神大震災絡みで、貰
ったのであるから本物とはいえない。

立つ。意地になって、彼を潰そうとすると、却
って敗北する事が多い。そうした心の歪みは自

父の相手をするために覚えたようなものであ
るから、かなり弱い。プロだって、一度昇段す

新婚当時、麻雀して深夜に及ぶと、必ずと言
って良い程、期外収縮が出現した。「寝室性の
不整脈」と言っていた。不快な症状を自覚して
いたが、Ⅱａ群などの使用は見送った。
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れば落ちない。そのため、9 段だらけになって

であろう。

いる。日本棋院が九段にあるのもそのためとさ
え言われている。
学生時代は授業中後ろの方で打っていた。先
刻、教授はご存知で、石を落としてしまって階
段教室にコトンコトンと落下音が鳴り響いた
時「この間、東京で学生が授業中、碁を打って

指導碁において、プロは、アマが間違えなけ
れば、勝てなかったのに、対局中はおくびにも
出さない。局後、勝った者は何故か頭に手をや
り、小指で小さく掻く。8 割の人々は、口を小
さく尖らせて、気づかれる程度に唇で笑う。す
こし、斜め前に落した視線をゆっくり敗者に戻

いるんです。と言ったら、女子医大の先生が『う
ちでは編物をしています。編物の手を休まない
まま、こちらを見ているんですから、情けなく
成ってしまいます…』と言うんだ。
(我々の方をじろりと見て)君たちも碁は良い
から、化粧とか編物だけは止めてくれ」とすか

して「いやいや、お強い。私は 3 回も投げよう
と思いました。ここを貴方が伸びていたら、こ
れが死にますね、次に、本当は、ここは攻め合
い負けでした。そして…」
いやいや、局後だからこそ、言うのである。
投了するわけない。また、数十年もしているの

さず言った。
仲間内の麻雀で勝ちつづけると、インチキを
しているのではないかと陰口を叩かれるよう
に、負けると金に困るだけである。
引き換え、囲碁は名誉とまではいかないが面子
が懸かっている。将棋が弱いと言って知能が低
いと云う人はないであろうが（と言うのも碁人

で、弱い者を慌てさせ、間違わせる事を知って
いる。素晴らしい着手に負けを覚悟したことな
ど顔に出さず「勘違い、炬燵で母の手を握り」
なんて言う。また、
「ツケにははねヨか」とか、
「コウになるのかな？」とか「シチョウかな？」
なんて言われりゃ、下手が混乱しない訳が無い。
でまかせでも、である。

が言うだけだが）、碁は「先が読めない、つま
り考える能力に劣る」と云われそうな雰囲気が
ある。だから高段者は扇子なんかを持って「さ
あ、考えて、考えて」などと良く云う。
小馬鹿扱いされるために、悔しさが残ったりし
て、眠れなくなったりする。初段の成り立ては

「下手泣かせ」には無数の定石がある。タイ
トルに無関係のすべてのプロはそれが「飯の
種」である。下手が間違える形は研究され尽く
しているので、そちらに誘導すれば良い。
4 つ置いても 5 つ置いても、結局は同じ事であ
る。

天井に白石黒石が出てくる。動くとアル中であ
るが。局後に得意そうに説明されると、二度敗
北感を味わう。
見損じて、良かった碁に負けて「残念」と
呟くと、高段者は「毎度毎度の残念か」などと
私にはきちんと聞こえる小さい声で言う。

特に星に置石が 4 つ有っても上手はちっとも
恐くないのである。その形で打ち始めることを
恐れていては生活が成り立たない。下でとすれ
ば、１回 2 手連続して打つことが出来たり、マ
ッタ待ったが２回できたりするほうが良い。
しかし、その能力が、人生行路さえも狂わ

【腹の立つ時はわらいに念を入れ 負けたや
つそっちへけぶをふけという 碁会所で見て
ばかりいるつよいやつ】
「高段者には性格的弱点がある」と思うのは
低段者のひがみであろうか？高段者から見れ
ば、初・ 2 段の知識など無いに等しい。

せてしまう事もままあるのである。
例えば、上司から「大切なお得意様だから、
結果的に君がちょっとだけ負ける碁にしてく
れ」と、くだく念を押されていた高段者がいた。
終盤に差し掛かり、どのように負けようかと
思案をしていた。タイコ持ちでもないのに、昼

しかし、それを得るために、人生で一番大切な
頃のお時間を使い果たしたのであるから、当然

間から持っている扇子で、頭を叩いて、ぼやい
てみたりしていた。
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突如、頚動脈のセンサーが誤作動し、本能領
域に血が溜まり、獰猛な攻撃性に支配され、両
者で決着がついていたはずの隅に白石を置い
てしまった。それは「目の中に指を入れてかき
回す」といわれる金が掛っているときでしかし
ない暴挙である。
「勝った」と顔をあげた途端、「こんな不愉
快な碁は初めてだ」と盤をひっくりかえされて、
高段者はやっと我に返ったそうだ。
彼らにすれば、「一生をつぎ込んだ知識」で
カジノ
見事に勝ったのに、「勝負には拘りません。強
い人が勝つのは当たり前」とのうのうと言う
わたしはギャンブラーというレベルではない。囲
（腹の中の煮え立ちは別にして）
碁でいえば、3-4 級といったところである。
初段くらい腹立つものもいないであろう。そ
れにしても、駅前の碁会所はどうしてピンク映
画館の上にあるのだろうか？同じ経営者に違
いない。両者に共通する何かが有るのだ。白昼
碁会所に行く私の背中に「あんな顔して昼間か
ら、いやらしい」という視線が突き刺さる。そ
して、顔面を紅潮させてエレベーターから降り

人類のごく一部の人は賭け事から足を洗うこと
ができない。
昔、王無夢という男は賭け事が好きで、稼いだ
金は残らず丁半につぎ込んでいた。妻の王元美
は理解できず、「どこがそんなに面白いのか」
と聞くと彼は「その時の顔の真剣さが実に素敵
だ」と答えた。

る私を「あんなに赤く興奮していやらしい」と
二回目の軽蔑をされる。患者さんだったら、し
どろもどろの弁解になりそうである。
碁が多少の名誉を掛けるために、碁会所から出
て来る中年男は赤い顔をしているが、麻雀の場
合は、負けて痛むのはサイフに過ぎないので麻

囲碁と同じで、その雰囲気が好きで、いろいろな
国のカジノを訪れるようになった。
というのは、都市のカジノは上流の客がいなけれ
ば成り立たず、ランク上のリゾート地でなければな

雀屋から負けて出て来るときは青い顔をして
いる。
それにしても、麻雀屋パチンコ屋から出てくる
時に時計を見るのは負けた人であるのは何故
か？

らない。つまり、カジノがあるリゾートはその国でも
安全な観光地と判断できるのだ。
こうして、ヨーロッパドライブとカジノが結びついた。
わたしのカジノ研究も最後のまとめの段階に
入って来た。この人間性の研究という主題は異
国を旅して、カジノでそこに集まる人間を観察
することで大きな成果を与えてくれる。
タキツスは「いったい、人間事象は、運命と
か不変の必然性に従って展開するのか、それと
も、全くの偶然に従うのか、といつも悩む」と
述べていたが、様々偶然と勘違いが交叉する空
間であるカジノには「不変の必然性」だけは存
在しない。カードや機械と客の遺伝子の間にデ
ィーラーという人間が仲立ちをして、客の判断
7

を金銭で評価している。そこには喜怒哀楽が発 は「馬市場」であった。1968 年自由を求めるド
生し、
「生き様」が凝縮している世界でもある。
ホテルのロビーとその街の悪所で得られる
考察と同じ人間性が展開されるのがカジノで
ある。ただし、悪名が安定しているいかがわし
い場に行き、考察をし、無事帰還するには金だ
けではなく、度胸と語学力が必要である。

ゥプチェックが第一書記長に就任し言論の自由
をはじめとする運動へと発展していった。これが
「プラハの春」といわれるチェコの動きである。
7 ヶ月後自国への波及を怖れた旧ソ連・ワルシャ
ワ条約機構諸国は、軍事介入しソ連はこのヴァー
ツラフ広場に戦車を乗り入れ占拠し、
「プラハの

私にとれば、前二つは何とかであるが、言葉
の壁がある。しかも、これは帰還時に秘かに持
たされる病源菌に対する恐れに直結する。ガイ
ドブックの簡単な会話例の「病気は大丈夫でし
ょうね」を読み上げることでは解決しない。
「は
じめに言わなくってごめん。治療が必要なもの

春」は終わってしまった。《その 20 年後の 1989
年、100 万人にのぼるプラハ市民がこの広場に集
まり、無血革命を果たした。》
この通りにはピンからキリまでのカジノがあ
る。前の晩、近くのカジノに入って行ったが、客
らしい姿もまばらで、スタッフも眼つきが鋭く、

は 2 つだけよ。この仕事も治療費のためなの」
とは言わないであろうし、現地語でべらべらと
回答されても「イエス、ノウ」だけさえも聞こ
えない。灯一つない闇の中を駆け回るに似てい
る。
そもそも、住んでいるところでもしないのを
飛行機に乗ってまで行動しにいくことはない。

口角からヨダレが糸を引いていた。
慌てた風に逃げ出すと絡まれそうに感じたの
で、現金を出して(できればチップに替えて)手の
中で音を立てて、いかにも賭けるぞという姿勢で
ゆっくりと一回りする。
奥から、出口へ向かうときは、今度は負けてし
まった、という感じで首を振りながら歩いた。

旅は多くの人間観察をさせた。クロマニオン
翌日、今度は大きなホテルに隣接するカジノに
人一種であり、その思考・行動は同一であるこ 入って行った。昼前でさすがに私が唯一の客だっ
とを理解した。
た。私が近づいていくと、スタッフはテーブルの
異国で出会うヒトたちたちとの共通性を考え 覆いを取りはじめた。
ると「考えることは一緒」は人類に真実である。 絶妙なタイミングだったので「いいですよ。今
つまり、ネアンデルタール人以来の無意識の世界
日の最初の客となりましょう」と中央に坐り
を脳に皆が普遍に持っていることの証明か。
二度と会わないことなど微塵も思わせない奇妙
な連帯感がある半面、民族性違和感や悪の性格
善の性格の人々との違和感が存在する。
無数に起きている犯罪は「自分のためならば自
分以外を殺すことなど当たり前」という無意識の世

「ブラックジャック」を始めた。
しかし、すぐに、これは「ブラックジャック」
ではないと判明した。
それはポーカーだった。私は、人を騙すことを
親から禁止されていたので、「騙し合い」をす
るポーカーを知らない。

界の存在する証であろう。
カジノに出入りするには言葉が重要となる。言葉
ができないと、勘違いしたときに、修正がきかない。
そんなに多くの経験もないが、プラハのカジノでは
追い込まれた。

まずルールをまったく知らないだけでなく、言
葉の分らない一見の外国人と、チョウチョウハ
ッシなどできるわけがない。
そんなわけで、２回ほど促されるままに賭け金
を上乗せしたあと、手でストップと言った。客
は私だけだったので、皆が集まって来た。

プラハ

プラハでこの凝縮を体験した。
ヴアーツラフ広場はプラハの繁華街であるが、昔

「私はこのテーブルはブラックジャックと考
えて、坐った。私はポーカーを全くは知らない。
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目の前に出した掛け金は諦めるから、辞めた

ジン・ハイヤを頼み、フロントに記録させなけ

い」と申し出た。なにせ、ルールを知らないの
で、どうすれば、降りることができるかも知ら
ないのである。
東欧系のディーラーたちは「冗談でしょう」
と取り合わない。両手を広げたり、腕を組んだ
りして頑張る。

ればならない。
そして、カジノで待たせておいてそれで帰らな
ければならない。
もし、運よく勝ったり引き分けたりできても、
落ち込んだ顔をしなければならない。懐に大金
を抱いていると(金に困っている)運転手に知ら

「そのかわり、隣のテーブルで「ブラックジャ
ック」をするから」と申し出て、少なくない現
金をポケットから取り出す。
キラッと眼が輝いた。誰かが主任を連れて来る。
何語かで「カモ、カモ…ですよ」と密談する。
暫くして、もったいぶった感じで「分かった。

れたら、漆黒の闇の中に車を止められて、良く
て放置、普通は坂に蹴落とされるであろう。
バックミラーでチラチラと私を盗み見する彼
を見ているとそうした予感が確信に近くなる。
もっとも、その気であれば、行きに実行するの
が正解かもしれない。

では「ブラックジャック」をしましょう」と言
った。
それから、10 回ほど少し多めの金額を賭けた。
7 回目くらいから、偶然が私に利して、3 回連
続で勝つ。私は、さりげなく、時計をみて「も
うこんな時間か」と呟いて「ごめん、約束があ
るから」と終わる。驚いたのはデイーラーであ

行きは確実に金を持っているから。

る。これから、と言う時に止めるというのだ。
しかし、こうした怒りには、解決方がある。多
めのチップである。
サンキューという言葉に送られて大通りに
出た時は、暫く笑いが止まらなかった。
下手をすれば、奥の暗い所に連れ込まれ、処理

それぞれ満座の喝采を浴びていたが、中でも
我々をひとつの愉快な心にしてしまったのは
ビートルズ風のドラマーであった。安物のカセ
ットデッキの音楽に合わせの演奏では、途中の
観客の行動動作にも顔を反応させる。眼は飛び
出す、肩は竦ませる。終わっても物に過ぎない

される危険もあったかもしれない。
プラハでは生命の危機感はなかったが、クアラ
ルンプールでは命がけのカジノであった。
ここのカジノがあるゲンティン・ハイランド
はクアラ・ルンプールから約 50km の所にあり、

はずの残りの人形とのやり取りなどがある。
その場を離れても余韻がいつまでも残ってい
た。
しかし、多くの大道芸人の中には物乞いに近
くなり、「いつかはリッパになるから」と当て
の無い一方的な押し付けも多い。

標高 2000m の高原にある。マレーシア唯一の公
認カジノのため、シンガポールタイからも訪問
者も多い。そこは深い密林の奥にあった。ハリ
マオーが住むとされる山をいくつも越えてタ
クシーで行かなければならない。自分の車のラ
イト照らすところだけが見える、というのも恐

そのケルントナー通りの中ほどにカジノがあ
る。
オーストリアにはカジノが 12 所あるが、私の
ヨーロッパでカジノデビューはこのウィーン
である。このカジノが私を育てたとものいえる。
カジノは紳士のためにあると教え、ウィーンの

怖を与える。登り道であれば、少しの樹林と空
が浮かび上がる。このカジノにはホテルのリム

ドイツ人の中で度胸がついた。
スイスに接するイタリアの飛び地カンピオー

ウィーン

冬が迫ってきたウィーンのスティフアン寺
院前の石畳道路は何重もの人垣に包まれた芸
人がいた。痩身の若者の芸は彼の故郷で代表的
な演劇であるマリオネット。
20cm くらいの 3 体の人形を操る。

クアラルンプール
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しかも、高齢化社会の到来である。古い型の金
持ちはいなくなった。の波である。
ウィーン・カジノも高齢化
最近、自分がギャンブルに醒めている事に気
付いていた。マカオで 2 回張っただけであった
し、ポルトガルのエストリアでも 10 回で、後
はエスプレッソーを飲みながら生バンドを聞

ネでもさらにどうふるまえば独りでもその場
を楽しめることを学んだ。この二カ所では、少
なくとも外から見える部分は紳士・淑女でなけ

いていた。
一晩 3 万円勝ったら引き上げることができる
ようになったのだ。売れない娼婦に近くなった。
熱い血は何処に行ったのか。
ここウィーンでも少し勝った所で、テーブル
を離れ、壁近くのテーブルでコークの氷の音を

ればならない。
受付には胸を反らせた屈強な大男の用心棒た
ちが入場させなかった。ために、カジノのため
のスーツとネクタイそして皮靴を持って行っ
た。
しかし、世紀末がどの都市よりも似合うこの
ウィーンも、今までの世紀末のように悪徳を肥

聞きながら全体を見ていた。そして気付いた。
「あっ、カジノの高齢化だ」と。
目の前を成人病と闘う老人たちが往来する。
薄暗い隅で小額紙幣を真剣に数えているおば
あさんがいる。決して賭けてはいけない金を別
の財布に移す。
「ほら、あの大切な年金が胴元に吸い取られ

やしにして進展するという訳には行かないよ
うに映る。世界に吹き荒れる不景気風の中、非
常識な賭け金で、我々小規模ギャンブラーを威
圧したアラブ人も今はいなくなり、大金を握っ
た中国人がラフな外見のまま押し寄せ、店は断
ることが出来なくなったのだ。

るんだぞ」とコークに話し掛け、振って氷に返
事をさせる。やり切れない気持ちで年金の最後
を見届けに彼女の後を付ける。
そして、驚くべきことを発見した。
世紀末ウィーンの現実はそんなに簡単では
なかった。ルーレットの最前列に座り込んだ高

以前は、紳士風でなければ、入れなかったの
に、今回、私のスニーカー靴(彼らの分類では
サンダル)も通過させた。店の不景気は「日本
人」に甘くなった。涎を垂しながら、「ネック
スト・フォーマル」と背中を押した。強い私を
知らないで…

齢レディーは、5００円のチップを 3 枚持って
いる。そして、ここぞという番号に賭ける。
そして、締め切り寸前に、さりげなく引揚げ
る。「やっばり、あの番号に変えるわ！あら、
もう賭けちゃ駄目なの」という。
これを延々と繰り返す。2 時間後、
「面白かっ
たわ。また明日ね」と立ち上がり、チップを現
金にする。
「あら、今日は引き分けだわ」と。
この高齢化に伴うカジノの衰退を調べるた
めに、はるばる、ユーロシア大陸最西端ポルト
ガルのリスボン近郊のエストリル・カジノを訪
れた。
そこはウィーンなど比較にならないほど高
10

齢化現場となっている。

私でもできそうだが、いつもうまく行くとは限

ここでは、ディーラーたちが超を冠したくな
るほど高齢である。
端正な顔、鋭い視線そしてメリハリの有るカ
ード捌きのしなやかな身のこなしの若者や美
女は姿を消している。数人の若い女性がチップ
を選り分けるなどの下働きをしているが、彼女

らない。
ある時、やや生活に問題がありそうな老人が、
「あそこに張ったのはワシだ」と言い始めた。
言われたプロの頭が混乱し、ジャッジの顔を見
る。彼も右手を口に持っていき爪を噛んでちょ
っと肩を竦めた。さて困った。彼の言い立てを

たちも平均年齢を引き下げる効果がないほど
である。数人の老ディーラーなら、よほどの名
人かと思うが、全部が老人である。
若く華のあるプロはラスベガスかマカオか
地下に行ってしまったに違いない。負けると分
っている賭け事に若い客も来ない。どこかでテ

否定できる者が居ないのである。
老人は執拗に主張する。ゲームが止まる。ジ
ャッジは手を口に当てたまま、声を殺して隣と
相談する。良い解決策が無い。過分の金を与え
られた客はどっかに行ってしまっている。いま
さら返せとも言えない。スタッフたちは、目立

レビゲームをしているのであろう。まだ金額は
それなりに大きいけれど、老人対老人の場にな
ってしまった。数年後の閉鎖も予感した。ラス
ベガスのマフィアは、本能的に気付いて街全体
を遊園地に変貌させ始めている
それでも、ヨーロッパのカジノは男の仕事場
世界である。蝶ネクタイの男たちがフォー・

たないように別々に耳打ちを繰り返す。遂に老
人にチップが払われた。何ごとも無かったよう
にまたルレットが回る。しかし、少し後に、2
人の男が現れる。ジャッジを交代させて、連れ
て行った。先刻の一部始終はモニター室で監視
されていたのである。重複して支払いをするこ
とは簡単に見逃される事ではないのだ。

ザ・マネーと仕切る。女性がディラーをするに
は、胸が大きすぎるかもしれない。客の前で上
半身を上下させるたびに、スタッフを含めた皆
の頭が混乱し、誰が何処に置いたか忘れてしま
う。
以前より、オーストリアのルーレットにトラ

残ったスタッフたちは連れて行かれるジャ
ッジを、横目で追う。唇を動かさないで会話を
する。蝶ネクタイを引っ張って口を尖がらせて
息を入れる。
この風景は稀ではない。その時は、強いドイ
ツ語だったので、店が困惑したのであるが、一

ブルが尽きないであろうと(誰も聞いてはくれ
ない)警告をして来た。ひとつは使用している
チップが一種類であることである。次に「ノ
ー・モア・ベット」コールが遅すぎることであ
る。球が落下する寸前までみんな賭け続けてい
る。ている。そして最後は客が自分で置かない

般的に中国人とかがクレームを付けても、少し
だけ聞くが、ジャッジに伝えるだけである。ジ
ャッジが唇と肩をすぼめて、却下する。
こうしたトラブルは次の事件を招く。返還間
近なマカオでは、私は儲けてしまった。
事件はブラック・ジャックで、スカシの無い

でスタッフに頼み過ぎである。馴れた客は「２
に 100 シリング２６に 100、５と６の間に 1。
０１２３で 100、２１、２３に 50 ずつ、２６に
50…」と早口で指示するのである。注文の配達
が間に合わず、当選番号が決まった後にも、配
っている時もしばしばである。プロのプロたる

つまり偽札が見つかって、拒絶されたことから
始まった。ディーラーは偽札を男に返すだけで
ある。警察もガードマンも呼ばない。
なぜなら、カジノ全体を警官よりもはるかに怖
い組織が守っているからだ。男は驚きもせず、
立ち去る。 しかし、その後、彼は組織によっ

所以を見せようというのである。
一種の飲み屋状態である。当たらない場合なら

て厳重にマークされ続け組織に重要な人物で
ないことが確認されたら処罰されるであろう。
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ラスベガスであれば、ミラージュ・ホテルの裏

は賭け金の一番多い者に有る。

の砂の中に埋められるケースかもしれない。香
7 人が座っていて、ある者が残りの 6 人の全て
港に限らず、多くの都会では、偽物がかなり認
に大金を置く。彼は「ステイまたはヒット」と
知されているのである。ババ抜きゲームである。 言う。我々6 人はただカードを開けているだけ
誰かに渡してしまえば良いのである。
の役となる。
偽札、スリ、スパイ活動などありとあらゆる
大体、そうした人は負けが込んでいる。
犯罪がうずまくマカオであるがカジノで偽札
つまり、彼の判断が(欲にくらんで)裏目、裏
行使を見たのは初めてである。
マカオカジノの女性スタッフたちは無言で
会話するなんてことはしない。仕事中から仲間
と、ペチャぺチャと言っている。
男の行方を視線で追いながら会話が止まらな
い。

目に出ている。だから、他の者の運を乗っ取ろ
うとしているのである。
我々も 2 回くらいは許すが、大体は席を立つ。
そして、
「負けろ、負けろ！」と店を応援する。

その時、彼女の心に油断が生まれた。自分の
数字が 20 という最高に近い数なのに、ドジに
も 22 以上、つまりバーストしたと勘違いして
しまった。客の全部に勝ったのに、チップを払
いはじめたのだ。貰った客は急いで離れる。
私もすぐに気付いたけれど、顎を撫でながら
さりげなく貰う。

ジノの中にヴェネチアがある。

ヴェネチア

負けたまま、いつかは復讐を、と考えているカ

カードを片づける時、彼女の動きが止った。
その時、間違いに気付いたのであろう。しかし、
次の瞬間、何事も無かったように次に進んだ。
他の女性スタッフたちも、途中で気付いたので
あろうが、事を荒立てかなった。プロだなーと
思った。
しかし、客が得するこんなトラブルはやはり
稀である。
完敗

「徹底的についていない」時はしばしばある。
「なんで、確率５０％なのに、あんなに連続
して、反対側に張ったのか」と思うことも多い。

イタリアは各都市が「盗難の多い町・ぼった
くり都市・釣銭両替の誤魔化しの町」などトラ
ブルの多い国と言われるが、ヴェネチアには珍
しくカジノがある。金銭絡みのトラブルの多い
町にあるカジノの性か、徹底的に負けてしまっ
た。悪魔に魅入られたように一回も勝てなかっ
た。

「意地になって、勝を待つ」ことは完敗につな
がる。ブラックジャックで醜悪なものは、品の
ない金持ちである。自分がついていない時に、
一気に勝とうと、大きな金額を自分だけでなく
他人の所にも置く人である。
どのカジノでも大金を張る人は大歓迎である。

ブダペスト

その金がどういう事情のものか問題でない。
「札を引くかステイするか」を決定する権利

思い出せないほど完敗であった。
中国人が客の多くを占めていたが、中に 30 歳
12

ハンガリーのブダペストのカジノは中が、ジ
ャングルのようにデザインされている。どうい
う意味があるのか意図がわからないが、樹の上
には監視カメラが目立たないように設置され
ていることは確かである。

くらいの女性が高い勝率を上げていた。無秩序

テルに引き上げた。旅人に「考えられる全て」

に張っているように見えたが、詳しく観察する
と、あるゾーンを決めて張っているのである。
当然、ゾゾーンの反対側にも少し張っている。
つまり、ルーレットの数字の配置を完全に暗記
しているのだ。
整理された記憶と瞬時の判断力にただ感心

が用意されているウィーンの夜、ずーと、テレ
ビで「有料・雌雄格闘技」を観て過ごした。オ
ペラにも行かず…
しかし、ウィーン最終日のカジノで、判断の 7
割が的中し笑いの止まらない旅となった。しか
し、次の訪問地イスタンブールのカジノで惨敗

してしまった。

し数万シリングを置いてくる事になると考え
ていた。
だから、生まれて初めての魔都イスタンブール
のフロントで「ミスター残念ですが、イスタン
ブールにはカジノは有りません」とトルコ人に
言われた時、その旅の勝ちが確定した。

勝って帰る

「張れば勝ち、張れば勝つ」を夢見ないギャ
ンブラーは居ないであろう。
どのギャンブラーの過去は「家人には到底言
えない敗残の連続」であろうが。長い間には、
そうした経験も時々ある。
世紀末の混乱の中で遂に成し遂げた。1999
年 3 月、マカオのバカラ。ギャンブラーたちが
夢破れて一斉に立ち去ったテーブルに座る。イ
ンチキが有ろうとなかろうと、バカラは 2 分の
1 の確率である。その「2 分の 1」なぜにああま

マッターホルンのフランス側基地のシャモニ
は複数の仲間でチーム行動をした。
妻と友人の細君と私が散らばって「ルーレット
で「赤黒、大少、偶数奇数」でどちらか３回連
続したテーブルを探す。そして、反対側に賭け
るように指示をだした。その作戦が的中し、彼

で連続で負けるのか不思議であった。2200 香港
ドルをチップに換えてプレイヤー側に 1200 を
張る。1 分後、2400 となった。計画では、その
まま倍々ゲームする筈であったが、少し怯んで
1700 をプレイヤーに再び張る。2 分後、3400
が返って来た。計画ではそれをバンカー側に置

女たちは稼ぎを私に届けにくる。
原っぱで子犬に棒を遠くに放ると褒められる
ために咥えてくるように。
これが３回続いたときだった。白人と黒人の
大男が私の前にふさがった。
彼らには私がヒモで彼女たちの上がりを集金

くつもりであった。しかし、3 分で 2900 が転が
り込んできたのである。高級コールガールだっ
て不可能な稼ぎだ。これで充分だ、これで十分
だと、脳が囁く。フラフラと立ち上がってしま
った。人垣の間から次の勝負の顛末を見守った。
「今日は何という冴えた勘だ。バンカーだ 3400

しているように見えたのであろう。
よく考えれば、中年の女性が短時間に連続し
て稼ぐことができる職業があるはずがないと
わかるはずだ。でもスリならあるか！
彼らは、私にパスポートを見せろ、と強く言
う。いろいろやり取りがあつたけど、なにせ、

張っていれば 6800 だった！」とつぶやいたが、
後悔はなかった。
そうである。買ったときは決して後悔しない。
賭場を急いで離れる。「遂に、全勝だ」と心で
叫びながら。
一度位完勝で引揚げたいものなのだ。

ヒモなど仮説を立ててもその立件は困難なは
ずだ。そもそも、ヒモが逮捕されなければなら
ない理由がない。立てた仮説の弱さに「パスポ
ート提示要求」だけに終わってしまった。
カジノでは毅然とした態度があれば、次の段階
へ進むことも、用心棒も怖くない。

ウィーンでのその時の戦いも苦戦から始ま
った。瞬く間に 10 万円が消えて失意のままホ
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シヤモニ

ギャンブラー卒業か
ルーレットからバカラへ

しかし、2 級にもなると、4 つのゲームを知らなく
てはならない。
異国特にオーストリア、イタリアそしてモナコでは、
言葉を使った駆け引きは不可能であるから、入り
易いのはルーレットであろう。
ルーレットでは 0 または 00 から 36 までの数字
に単独で張るだけでなく、隣の数字と跨って賭け
たり、クロスに賭けたりすれば 4 つの数字にも同時
に賭けることもできる。そのほか、「奇数偶数・赤
黒・大小」などもあるから何百種類にも賭け方があ
る。

大きな金額のチップが獲得できると大抵それだ
けをポケットに仕舞い込む。これには、二つの訳が
あり、一つは勝ったという実感をポケットの中で味
わうことができる。目の前に大金をむき出しにして
いると、チップも取られるし、前方のクルーピィーか

ルーレットほど確率が低いものはなく単独数字
であれば、37 分の 1 の確率である。
このように低い確率のルーレットであるから、(閃
きによって)チップを高く積み上げた数字が来れば、
36 倍になる。コーナを使った一点賭けでは 120 倍
以上となる。
そうした「過去の大勝ちのイメージ」から解放さ

らは目の仇と狙われるし、背後の小悪党の商売欲
を刺激させることを避けるためである。彼らだって、
懐に大金があるからこそ狙うのであって、負けて、
退場するヒトは除外される
わたしは 100 も賭ける異常者を軽蔑しているか
ら、紳士らしく賭ける。
わたしは出来上がった形を大切にするから、ある

れないある種の人々は、盤面一杯に 6-70 個のチ
ップを張ることになる。両手に山のようにチップを
盛って、3 分位の間にどんどん置いていく。
盤上の数字は殆ど隠れてしまう。
100 枚以上賭けるためにはチップの数と所はひら
めきと偶然とである。時々チップが指から抜け落ち

数字(大体 32 が多い)を中心に「斜めとか四角とか
飛行機型、ナポレオン騎馬型、軍艦型」など型を
作る。何回も繰り返していると、スタッフがあきれ顔
で手伝ってくれる時もある。
この方式は当たれば大金が転がり込んでくる。
4 回続けて外れたときは、肩をすくめ手を広げて場

て行き場が決まることもある。
ゼロに賭けるのは性格による。山のように賭けてい
れば、よほどに運が悪くなければ何枚かは当たる。
つまり、たくさん獲得し全部出撃することを繰り返し
ているわけである。
当然、外れれば、スッテンテンになることもある。

を離れる。店のスタッフは、唇だけ少し動かして「バ
カか?」と仲間と会話する。
しかし、当然愉快千番なこともあった。インスブ
ルックのカジノはヒルトンにある。駐車場で正装し
てカジノに入って行く。一回りした後、入口近くの
ルーレットに坐る。飛行機型の何回目で、ズバリ 32

しかも、映画「スティング」にも出て来るが、店によ
る客騙し(映画では、大金 3 千ドルを黒に全部張っ
た主人公が経営者の目のサインでボタンが押され
て赤が出る、インチキ)も充分に考えられる。このた
めか、ルーレットに見切りを付ける人々も多い。

がきた。220 枚のチップが渡された。しかし、張っ
たままにしておいたら、続けて 32 となった。またも
や 220 枚が渡された。さすがにすべてを引き上げ
たので、450 枚のチップが手の中に残った。壁の
椅子で少し余韻を楽しんだ後、両替所で現金にか
えた。すると、5 ユーロのチップが残った。仕方なく
さっきのルーレットに戻って 0 のところに置いた。
そうしたら、0 が出てしまったのだ。
14

群青色の夜空が広がる。港には無数の豪華ヨット

ラ・コルニャ

ここは、スペインのガリシア地方にある港町で、イギ
リスと対峙している。何故行ったか今では思いだせ
ないが、多分、サンティアゴ・コンポステラへの旅と
しての基地としたのであろう。
町のレストランで〈ガリシア料理〉スープとしては
「カルド・ガジェーゴ」続いて「ぶつ切りのゆでタコ

が係留されている。
ヒトは落下していくときに「走馬灯のように記憶が
脳裏に展開する」こと経験するというが、異国で初
体験が目の前に展開していると「旅とは普段忘れ
ていた無意識の世界へ踏み込んでいく」ことかと思
う。

(オリーブオイルとパブリカで味付け)」カニ料理は
「塩ゆでからカニ味噌をつかったもの」まで各種。
デザートは タルタ・デ・サンティアゴで、満腹にな
ったところで、少し離れているカジノに向かう。
広いカジノ場を次々と負けながら、彷徨っていた。
最初のルーレットで 300 ユーロ負け、次のブラック

バルセロナでの大逆転劇
バルセロナはウンチみたいなモニュメントがある
44 階建のアーツホテルにカジノがある。
静かな部屋での一休みの後、夕闇が迫るバル
セロナカジノに乗り込んだギャンブラーは、世
にも稀な経験をすることとなった。

ジャックも 4 回続けて負けた。そろそろ私が勝つ番
と考えていたところ、美人のディーラーにかわる。
容姿 90 点の佳人である。張り切って、７００と４００
を２カ所に賭ける。いい形で勝った。4 回負ければ
2 回は勝つと考えて、倍になった 1400 と 800 を引
き揚げず、そのままにする。
幸運にも親のカードは 6。当然、あと 2 枚引かな

しかし、今回のカジノ体験を正確に述べて
も、きっと本当のこととは信じてくれないで
あろう。２分間で、2830 ユーロが転がり込ん
できた話であるからだ。
多くのカジノ同様、１階はスロットマシー
ンの部屋である。そこは、一見して観光客と
わかるアマチィアたちが１、２ユーロ硬貨を

ければならないから、２枚で 15 以下は確率が極め
て低い。ドボンになって私の勝ちと確信した。その
通りに、終わる。
負けを取り戻し３００勝ったので、チップを上げて
席を立つ。隣のおじさん紳士が、ピンときて、二回
目には私に乗ってきて、４０ 勝った。

一生懸命に放り込んでいる。そして、時々幸
運にも硬貨が音を立てて戻ってくるのだが、
彼らはそれらを再びマシーンに返す。これを
繰り返している。これをすり抜け２階に行く。
どのカジノも似たりよったりである。
ヨーロッパのカジノがアジアやラスベガス

彼に「まぁー、こんなもんでしょうね。いい引き際
でしょうが」と。彼の後ろに立って彼の次からは単
独行動を見守った。
美人にいい手が来始めて紳士は止め時を失っ
て負け続ける。
君が離れたから店にツキが行った、とわたしを見

と違っていたのは、服装の規制であった。気品
風格などは言い出せばキリがないので、ネクタ
イを締めているか、スーツはどうかとか、靴は
革であるかなどを門番は判断の方法としてい
た。チップでも握らされようものなら、評価は
３ランク上がる。

て、唇をしぼめる。
「貴方に勝たせるために私はいるわけじゃない
んだ。」と無言で返事。
我ながら見事な引き際であった。離れる時、多
めのチップを美人に渡す。カンカンとテーブルの
角で叩いて、チップ入れにおとす。彼女の脳裏に

（ギャンブラー風に言えば）私が出入りをくり
返すカジノの中で一番、格式高いと感じさせた
のはウィーンのカジノであった。スニーカーで
は駄目、ネクタイも上着も必要だった。しかし、
バルセロナは、最近どこもそうであるが、パス
ポートと金さえあれば良い。

「うならされた日本人」が残るであろう。
快晴 夜十時前 太陽が大西洋に落ちた。

カジノの両替しようと日本円を出したら、駄
目だという。あの偽札事件は、ヨーロッパのカ
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ジノでの日本円の換金拒絶を引き起こしたの

プに変える。勝つとまたポケットにしまう。何

だ。「そんな、ことをする人間に見えるか！」
と言うと「見える」とつれなく答える。
だから、円しか持っていなかった日本人は、
金儲けというビジネスチャンスを失って、失意
のまま帰らざるを得ないのだ。（損失を免れた
と思うべきであるのに）幸か不幸か私はユーロ

回か、はずれが続いて、店の紳士たちも、肩を
すくめたり、手を広げたり、唇を占めたりして、
同情している振りをする。
そのとき、ハッと気付いた。この卓は４回「偶
数で赤」という組み合わせが連続しているので
ある。５回目には「奇数で黒という」組み合わ

を持っていた。
そんなこともあり、バルセロナのカジノには
日本人は多くなかった。２時間の格闘技のあと、
かなりの負けでよろよろしながら出口に向か
う。
パチンコなどでも、首を掻いたり時計を見た

せがあるべきだ。なんという幸運な卓にであっ
たのだ！「どうぞ、お取り下さい」と言ってい
るも同じだ。１年前のウィーンでは「このやり
方」で全勝したのである。しかも友人夫婦の目
の前で！
「ありがとう」と言って 200 ユーロずつ、
「奇

りしながら出てくる者は大抵敗者である。きょ
ろきょろしながら、あるルーレットのテーブル
のそばを通りかかる。
その卓はあまり、人が群がっていない。しかし、
ひとりの若者が、1 回の勝負に７万円くらい賭
け続けている。
眼光鋭く唇は薄く、骨ばった頬、掻きむしら

数、黒」に置く。あれ、「偶数で赤」が出た。
今度こそと「奇数と黒」にそれぞれ 200 ユーロ
置く。エー！また「偶数で赤」だ。
実はあるのだ。20 回くらい同じ組み合わせが
出るのは…なにせ、その度、確率は２分の１だ
から。
大変がっかりして、今度は何も言葉に出さず、

れ続けられているためのボサボサ頭そして痩
身の若者。これが、多くの出資者をバックに背
負ったギャンブラーの典型である。
マカオでは、彼らの仕事場はバカラである。
観光客を入れない３階以上の特別室で、プロ対
プロ、プロ対店として行われる。１回に数百万

200 ずつ置く。さすがに黒が出た。でも 800 の
損失で嬉しくもない。返ってきた 300 を 32 の
飛行機型にする。大体そうした時は、ことごと
く外れるものだ。30 しか残っていない。「この
卓は駄目だ」と隣の卓に行く。賭けようとする
と「チップはテーブル毎だから、そのチップは

が賭けられている。当然マネーロンダリングで
ある。闇で稼いだ金がゼロになるかキレイにし
かも増えるかの組織としては最後の場面であ
るから、テーブルはプロに付き添う助手や会計
係、運び屋などで取り囲まれ、全体は殺気さえ
漂っている。

隣で賭けろ」と指示される。
拒絶されて、肩を竦めて、元の卓に戻る。卓
をみる。奇数のコーナーにチップが山のように
積まれている。「私の後、儲かっている人がい
るのだ。」と最後の 30 ユーロを握りしめる。
と、その時である。隣にいた白髪の老人が、

さすが、ヨーロッパでは露骨なマネーロンダ
リングと思われる光景を目にすることは無く、
個人的なプロに時々出会うだけである。
バルセロナで痩せて小柄で顔色が悪い２０
代後半の典型的なギャンブラーに会った。毎回、
山のように賭け、当たると大きな 500 ユーロチ

首を振って、うず高く積まれて放置されていた
チップを指刺して、何か私に言ったのだ！
生涯でこの時こそ、外国語を理解できたことは
ない。カタルーニャ語が完全に理解できた！
多分私は少し飛び上がったと思う。「えっ、こ
れ、ぼくの？？えっ、」と右横のヒトに同意を

ップを胸のポケットにしまい込む。外れるとゼ
ロになるから、ポケットから取り出して、チッ

求める。しかし、カジノのルールは「決して他
人の意見に同調も否定もしない」ことである。
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彼は唇を少し動かすだけだ。でも、それで十分

手元に積まれた。

である。「そうだ！あの紫色チップは僕のだ!」
店のヒトをそおーっと見ながら、両手で、チッ
プの山を少しだけ、手前に引いてみた。だれー
も文句を言わない！「やった！僕のでいいん
だ」震える手でするので、チップは崩れる。周
りの人たちは（２割の）祝福の気持でこの喜劇

つまり、この数分間の出来事が、一つでも少
しでもずれていたら、私には「ゼロに賭けなか
った３０」しか残らなかったのだ。そして、奇
数に積まれたチップの山は、「ばか、欲掻き」
と唇で言われながらゆっくりと回収されて、穴
の中に落とされていったのだ。

を見守る。店も「ばれたらしょうがないか。そ
れにしても、あの年寄り余計なことをしやがっ
て…」と表面は冷静を装う。「それに、あの東
洋人はついていそうだから、そのままして置か
れて、もう一度奇数がでたら、また一山取られ
てしまう…しょうがないか」と皆諦める。しか

絶妙なタイミングでゼロに賭けた。何故なら、
プロである彼らはゼロを出すことを訓練され
ている。円盤の回転数・玉を離す場所・ひねり
の強さ・押し出しの強さを組み合わせれば、か
なりの確率で「狙った数字」を出すことが出来
る。

し、一人だけがっかりしていたものがいた。ク
ルーピェである。さっきからゼロを狙っていた
のである。「ばか、早くゼロを出せ！」と店に
（目配せで）命令されていたのに、また外した
のだ。
こうした時、店の人たちは、目と指と肩でほと
んどのことを会話する。たまに、自分たちの言

賭けた者が離れている間に奇数コーナーの
山盛りとなったチップを取り上げるには、ゼロ
を出せばよいのである。しかも０の左は３２で
右隣は２６だから、３個連続のこのコーナーに
入れるだけで良いわけである。かなり易しい仕
事である。
回転し始めた瞬間に奇数のチップを引き上

語を低く早口で言うこともある。旅では、多く
のドジをしているから、こうした陰口やからか
いが目の隅に入ってくることもある。しかし、
まったく無視してよい。他人の会話は必要な部
分だけ貰えばよいのだから。
「やった」と震える顔はきっとくしゃくしゃ

げ、かつ次の瞬間、30 をゼロに賭けた「ボケか
ら醒めた日本人」に「ズルイ！」と叫べない店！
乞食から小金持ちに変身した日本人が渡し
た多額のチップに「サンキュウ」と言うとき、
複雑な雰囲気がその場に漂った。
「フィニィシュ・チェンジカラー」と言いなが

になっていただろう。しかも「30 をゼロに」と
かすれた声で叫んだのだ。
ゼロに置かれた直後、「ノーモアベット」と
ディーラがテーブルで手をひろげる。その直後
に玉はゼロに吸い込まれた。彼はゼロを出さな
ければならないところで、奇数を出し、出して

ら、チップの山を押し出す時の快感があるから
こそ、ギャンブラーは消え去らないのであろう。
平地から平地、平地から小高いところへ。小
高いところから地面に、地獄から天国へ。天国
から地獄へ。そして、天国へという生涯２度と
ないであろうハッピーエンドの喜劇であった。

いけないところでゼロを出した。もっとも、私
がゼロに指示したのは回り始めた後だったか
ら、もう止めることは出来なかった。
数分間の間で起こったことをまとめると「隣
のヒトが教えてくれて、１８００を引き上げた。
手の中の３０をゼロに頼んだ。なんとゼロが出

しかし、勝ったというと誤解されそうである
が、負けがチャラになったのだ。
両替前のチップを抱えて、トイレに行く。眼
の険しそうな若者が、後からついてくる。
かなり悪い予感がした。いやだなぁ、と思いな
がら、トイレに入ると彼は左に入った。良かっ

たのだ。１０００が苦虫を噛み潰したような係
員が「グッドラック」と心にもない言葉で私の

た、と安堵して手を洗っていたら、店の女性が
飛んできて、此処はレディー室だと言われた。
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かなり、興奮して判断力が低下していたのだ。

ことになる。

深夜１１時、カジノの一角のレストランで、
プロシュートハムとアスパラガスを前にして、
眼前に展開されている、賭け事を悠然と眺めて
いた。

夜 10 時 50 分に、あの場に居合わせなかった
ならば、あの喜劇は起こらなかったと考えると、
エイプリールフールのその日の朝、スペイン最
北東のカダケスを８時過ぎに出発したときか
さらばマカオ又来る日まで
ら、必然・偶然のシーンが積み重なって、その
時間と場所に遭遇したのである。
Pousada de San Tiago ポウサダ･デ･サンチ
それが運命というのであろう。
ャゴ
「忘れていた」と言っていても、「誰も信じな
十七世紀にポルトガル軍によって建設された要塞・
いだろうなー」とにたりと笑う。
媽閣古堡を改造してつくられている。
その時、ハッと思った。あの白髪の老人はひょ
New Century Hotel
っとしたら、天の人かもしれないと。天上の方
マカオ最大のショッピングアーケード
が「いいかい、カジノなんかもう、きっぱりと
Hotel Ritz
やめなさい。一度だけ奇跡をあげるからね。分
ペンニャの丘の豪華ホテル
ったら、ハイでしょ」と言ったとも取れるし、
Hotel Grandeur 京澳酒店
「お前はね、運のいい子なんだ。ストレスがと
れるなら、してもいいよ。今回転がり込んでき
たお金は軍資金だよ」と言ったのか?
「これが最後だから」という自分に言いきかせ
その確率はやはり２分の１だ。
る癖がついてしまった。
人生とはこうしたもので、喜劇と悲劇は表裏一
多忙とストレスから体力と気力を回復させ
体で、どちらがでてもおかしくないのである。
るために半年ぶりにマカオにやってきた。
人として限られた時間を過ごすためには、あら
朝 10 時の飛行機に乗れば空港からマカオ行き
ゆる幸せを謳歌しなくてはならない。
ジェット船に乗ることができ、3 時半にはマカ
特に、医者・看護婦を初めとする医療スタッ
オの地に立つことができる。
フは 辛くてもこうした教養（？）なるものを
百年前、英国人オールコックがマカオに渡った
身につけ確率二分の一に近い仕事に対処でき
時 3 時間を要したとある大河珠江を横切る船旅
なければならない。
は５０分位である。
少しの金を張るグループはブラックジャックに行
海水の色が黄土色になってきた。マカオが近
き、大きなバクチをするグループはバカラに向かう
づいてきたのだ。飛行場から３０分の
18

遠くに林立するカジノホテルが見えてきた。

マ カオ が持っ てい た
文化とは一切関係のない風俗地帯となってし
まった。

この光景は世界遺産マカオとしては異様で
香港そのものである。しかし、香港と違うのは
ここに見えるビルはカジノのためのホテルの
塊であることだ。つまり、マカオ住民には無縁
のビル群だ。
この本質を一言でいえば「風俗店」である。
札幌の南・西の一角、東京のスカイツリーの北
側の吉原などが街の表玄関に店を開いている
姿である。

そのため、最近、マカオに激しい執着を感じ
なくなった。
昔は、友人たちを案内して歩くという目的が
あったが、団体で日程を合わせることが難しく
なったので、一人でくることが多くなったこと
も理由の一つかもしれない。
賭け事は半年しなければ、興味を失ってしま
うのは麻雀と同じであろう。カジノのについて
卒業は近いと、感じている。
私の本性は囲碁とか麻雀の経験からして興
奮し易い。しかしながら職業上、一喜一憂する
経験を得られることはありえない。心の奥を解
放してその人間心理を体験することは物書き
としての私には貴重だ。
日本を離れた伝統のあるカジノは合法である。
そこでは人類が一喜一憂する姿をみせ、スルリ
と私もその中に入り込み同和することができ
る。人類の原点をほかの国の人々と心の動きが
まったく同じであることを観察確認できる。

なぜこのような景観になったかというと、旧市
街はすでに世界遺産の登録をしてしまってい
たからだ。そのために、便利な市内には巨大な
カジノを建設できない。そのために、海を埋め
立ててそこにビルを作る以外になかったのだ。
隣の小さな島も埋め立てていった。しかし、結

わが師フィールディングが目的とした「人間
性のまとめ」特に「金が絡んだ」ドタバタ喜悲
劇を観察するにはカジノほど安上がりな場は
ない。
世界を旅すると「ネアンデルタール人クロマ
ニオン人」である人類はまったく考え方行動が

局は旧市街から遠く離れている。

唯一のものであることに確信した。
最近は、若い日に、勘違いや度の過ぎた欲望
19

に よっ て失 っ

香港に降り立つ

て しま った 負
け を取 り戻 す
旅 とな って い
る。これも、老
練 さと 欲を 超
越 した 平常 心

昔の香港に降り立った人がまず発するのが「なん
だ、この空気は！」である。
経験したことのない匂いというより臭気で
ある。
人々が走り回り、無数の細い竹をくくっただけのビ
ル建設現場。空中からの黄砂が夜になっても町を包

が必要で、これも自身が身に付けてよいもので
ある。
と同時に程よい緊張感も与える。
漢方の研究を絡めて、行く事 70 回を超えた
香港であるが、この街、特にマカオは私の心に
安らぎを与えてくれる。

む。そして、生臭さは食べ物から出発している。
歩道ではあらゆる種類の小動物が小さな籠に入れ
られて売られている。動物は手で籠を揺すり最大限
に羽ばたいて逃げようとする。魚は死に物狂いで暴
れ通行人に水を掛ける。
路上で生き物がさばかれ、肉片となって行く。

現在は、ランタン島の広い海岸線の大きな空
港に着くようになったが、長い間、カイタック
空港は街の真ん中に
あって、飛行機は高層

そして、それらは煮られ、焼かれ、蒸される。レストラ
ンも外に向けて換気し続ける。しかも、使われるのは
ラードである。立ち上るラードの臭い。
その場での飲食に供される。このため、道路も
何割かは占拠されていた。人々は生きるために
必死であったので、熱気と騒然さが街に溢れて
いたのは当然であった。これらが混然一体となっ

ビル上のすれすれの高さで強い U ターンをしな
がら、滑走路に突入していった。
スピードを落とし切ってユーターンする飛
行機ほど危険なものはない、と言われている。

て形容しがたい臭気となり、町全体を覆って香港

機が傾くようものなら、乗客は反対側に身を
傾けて修正しようとしたものだった。
滑走路も短く、某飛行機はチャポンと海に落ち
た。だから、機が止まった時、乗客が一斉に拍
手することも少なくなかった。
機外に出ると、ラード」の臭気と直感した。
「マネーの匂いさ」と香港人は言っていた。昭

その頃、日本は空前の景気に沸き返っていた。
持ったこともない大金を掴んだ日本人が、どっ
と香港に押し寄せた。
「ダイヤ、ヒスイ、ローレックス、カルチェ、
エルメスなど」生まれて以来一度も触れたこと
さえない品を、突然、熱に浮かされたように日

和 50 年頃の香港は終戦直後の我が国の記録映
画を見るようであった。
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の臭いとなる。
香港人は「マネーの臭いさ」と形容する。

本人は買い漁り始めた。香港の宝石商はドラム
缶に日本円を詰めたと言われる。

雑然とした香港の道を歩けば、曲がり角毎に老

掛けられた『開けないで下さい』の札を『掃除

若の男たちが立っていて、
「社長、偽物時計は？
エロ本は?じゃ、可愛い子は?」次々と声が掛か
る。1 年前の札幌ススキノと同じである。
「偽時計が似合うと見えるのか…」とがっかり
する。
目玉である「中国料理」にしても、団体客に

して下さい』にひっくり返していた。
そのホテルでは、終日、女性の「キャー」とい
う悲鳴が絶えなかったそうだ。
そのように、何でも有りの香港は油断のな
らない街であっても大人の街である。落とし穴
だらけであることを熟知さえすれば、他に類の

は残飯近いものしか出さ無い。密輸されたり、
有害なエサ・薬剤を投与されたりの肉・魚・野
菜の摘発も後を絶たない。
最新のニュースも「1 キロを超えた深海魚は
危険」として香港人は摂取しないが、日本人に
どれだけ情報が伝わっているか？

ない世紀末の街を楽しむことが出来た。
しかし、花崗岩を削って増設され続けた香港
は空気の流通が悪く、木樹も市街地には少ない。
このため不健全な街であった。
人々はあえぎながら生きていった。オリンピ
ック前の上海や杭州などと同じであった。

香港札も多くの銀行が独自に発行していて、
旅行者には真偽を確かめるすべはなかった。ノ
ー・コミッションと掲げた店をはじめとして、
様々な所で、日本人は、全く疑うことなく、黄
色の紙幣千ドル札を受け取る。しかし、それが
偽札で無いという保証はないのである。
店が一旦受け取った紙幣を「申し訳ありませ

そうした異質な緊張感をほぐすのが隣国マ
カオであった。
マカオ

ん。お釣りが無いのです」として返却する瞬間
に、偽札とすり替える程度の技術は多くの人が
持っている。
カジノは紙幣の蛍光塗料を機械でチェック
する。
定評のある恒生銀行より有利な両替は考え

マカオは大河珠江の対岸にあるポルトガ
ル領である。珠海を渡るのに高速船で 50 分か
かる。その頃のマカオへの入国手続きには 1 時

られない。何よりも、高額紙幣は持たないこと
である。
そのころの香港には空港近くに非治安地帯
があった。その名も九龍城と恐ろしげであるが、
犯罪者が逃げ込む拠点とされていた。彼らが、
思い思いにねぐらを造ったため、中は複雑極ま

間要した。現在は 65 歳以上の特典で待たずに
済む。外に出ると白タクや人力車が客引きをす
る。振り払い、タクシーに乗り込む。
リスボアと無表情に呟く。万事、これに限る。
異国でカモであることをカモ･フラージュする
には、無表情に限るのである。

る迷路と化した。異邦人が軽率な興味で入ると、
命は保障されない、と警告された。
ホテルも徐々に老朽化していて、後で思い思
い付けたエアコンの騒音は上空に垂れ流され
ていた。娼婦たちは 9 時になると、部屋をノッ
クし「お呼びになりましたか」と巧妙に注文を

リスボアと言って通じなかった時は無い。
このリスボアも古くなって、特に外に付けた
エアコンの音が一晩中うるさい。ひどい部屋で
は振動さえも伴っている。
カジノが併設されている安全なホテルといえ
ば、当時、ここしかないとも言えた。

取りにきた。
断られ続けた娼婦やヒモは腹いせに、ドアに

冷房設備から一番遠い部屋が最高であるので、
ルーム番号を記憶し、指定する。
21

疲れ果てて耳栓をして、枕で耳を抑えるのも。

ゲーテも泣きながら言っている。
【年を取ることは、何の秘術でもない。年齢
に耐えることは秘術である】と。しかし、ゲー
テは高齢者の範疇になって美少女と結婚した。
慌ててアゴを引き、背を伸ばし、息を吸っ
て胸を膨らまし、腹を凹ました。全裸の姿は、
少しだけ良い形となった。
多少視線は下に向かう。生涯に 1、2 度しか
本来の仕事はせず、無駄な成分を捨てている
「排出口」に 16 歳ころより 40 年間悩まされて
いるのである。
【鶴は千年亀は万年、しかしその頭は 40 年】
昔から「柔らかだった部分が堅くなり、硬かっ

リスボアでは海側に突き出たデラックスルー
ムを予約して置く。目の前の湾に太陽が没して
いくのを眺める事ができる。
そして、その部屋の十分な広さは後になって、
大勝ちしたとき、あるいは大負けしたときに、
転がり回ることができる。
部屋には大鏡がある。一人旅の私には存在価
値の不明である。ある友達は、ホテルで、そう

た部分が柔らかくなって行く」と言われている
のだ。しょうがないか！ 残るは精神か！

した鏡を見たら、近付いて「ワーッ」と威嚇す
るそうである。そのわけは、その裏に人が潜ん
でいないことを確認するためだそうだ。
しかし、所詮そこには、ビデオカメラの端子が
あるだけに過ぎない。
モニターを見ている係員が、ビックリして、ひ

ただし、裸は独りの時に限る。
【花婿が裸で鏡の前に立ち、自分の身体にほれ
ぼれしていた。
『あと、2 インチ長けりゃ、王様だ！』
『そうね、
もし 2 インチ短かったら女王様よ』と花嫁】と

っくり返るかも知れないが録画はきちんとさ
れている。
その前で、「こんな殺伐とした地の果てで、
私は独りなにをしているのか？」と毎度の儀式
となっている後悔をする。
海外旅行をする人は心に多少の欠陥がある

いう、ジョークがあるくらいだから、わが身可
愛いは死ぬまで続く。
心身を開放するには、横にヒトがいてはなら
ないのだ。
香港マカオ旅行を繰り返すために、関門があ
る。家庭と税関である。では少し時間がかかる。

と、かなり前から確信している。
人間は時々大鏡に全裸を晒し点検をすべき
である。今回、驚愕したのは、大鏡に老人が写
っていたことである。首から背中にかけて、滑
らかな曲線を描いている。
ルノアールが描くふくよかな裸婦像は、まぎ

税関では、当然、パスポートの出入国スタンプ
の偏りに疑問を持たれる。
毎回「漢方の勉強のためです。」という理由も
長続きしない。
「カジノです」といえば、
「ちょ
っと来てください」と別室に連れ込まれ、持ち
金の調査など余計な仕事をさせるであろう。不

れもなく、摂生を失った我が姿に他ならない。
ゴヤの晩年の自画像に似てきた。

信を抱かれるのは家庭でも同じである。
経費もかさむ。
「いや、そうでもないよ。この
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1 年間、香港で両替をしていない。にも、かかわらず

今でこそ、地下のほうが禁煙賭場になってい

だ。ほれ、今、ここに、1 万 100 香港ドルもあるんだ
ぞ」と言っても、妻子は「わー、ずーと勝ち続けてい
るの！」などと思わない。「カードで食い･買い･泊ま
るしてりゃ、当然でしょ･･」と来る。
「し、しかし、カードで増えるか！」までは言う。
でも決定打となる「打つ・買うはカードが使えるか！」

るが、少し前までは、全館に紫煙が立ち込め、
特に賭場は向こうが見えないくらいであった。
ドーム型の天井の下で、金を握り締めた千人を
越す人々が、意味解すことのできない甲高い広
東語で一喜一憂していた。
1 時間後、私は他人に気づかれない程度の微

は口に出かかっても出しにくい。
口の悪い人々は、「彼の地に密かな家庭でも
持っているに違いない」と面と向かってさえ言
う。日本でもしないことを、なんで言語の通じ
ない外国でしなければならないのだ！と言い
返す。言語道断とはこのことか!

笑を浮かべていた。50 ドルを 1500 にしたとき
は、向かいの若い女性がウィンクし、ゆっくり
と腰を左右に振って、誘ったが、私は冷静に肩
を竦めて見せた。
それにしても、ああした勧誘の態度は万国共
通である。サンフランシスコ、ハワイ、ベガス、

気を取り直して、前額の深い縦シワを揉み消
し、リッパな腹より垂れ下がったシャツを押し
込み、曲がったネクタイ、皺だらけになったズ
ボンを直す。何とか賭博師風になって行く。
他所でも同じであるが、カジノでも風体で馬鹿
にされてはならない。
生活苦を解決する最後の手段で数万円を握

上海みんな同じである。私だけに向かって投げ
かけられたねっとりとした麗人の視線ほど男
の子を刺激するものはない。
エリック・ホイエルによればウィーン語に反
復眼という言葉があり、繰り返し燃えるような
眼差しを投げる火の眼を意味しているそうで
ある。特に女が好んで使う眼ことばは色、形、

りしめていることも見破られてはならない。そ
のためには、荒っぽい服装の中に 1、2 点高価
な物を身につけることである。人によってはロ
ーレックスをさりげなく見せるために、わざわ
ざ、左の袖を少し短くしている。出来れば金の
ブレスレッドくらい欲しい。最後に、所持金の

輝き、および特に眼差しが問題なのである。
要するに、眼の表情はいわば、…それを解くカ
ギを持つ者だけに解る隠語なのである。
令嬢が私に投げかけた視線がそうである。何
百人というこの賭場で、その意味を解すること
ができるのは私只独りなのである。愉快極まる

スタート金額をチェックする。総合的に言えば、
結婚詐欺目的で合コンにでる姿か?
ただし、この姿は、負けて、混乱し放心した
ときにはピエロである。
この酒店でのカジノは、我々アマは 1 階と地
下 1 階にしか行かない。それより上の階は、
「普

でないか!
【流し目が五臓六腑へ しみわたり】
男たちの注意を惹き、または男たちの空想を
刺激しようとしてその体や身体の一部を動か
す女。腕や脚の格好または身体の動きによって
男たちの眼を特に催淫的な部分に向けさせよ

通の職業ではないグループみたいにしか見え
ない方たち」の高額マネービジネス（マネー・
マンダリング）の場所となっている。そこでは、
使用されるチップも違う日本の新聞すら「マフ
ィアたちの仕事場」と恐々表現している。と言
っても危険は無く、案内する私の仲間が大きい

うとするトリックに対応するものは淫蕩な動
きそのものである。
キッシュが言っているそうである。「チャー
ム魅惑とは微笑、お喋りその他あらゆる動きに
おける刺激、生活の享楽を表に出し、この享楽
の結果を刺激する一切の振舞いにおいて生命

勝負を望む時には、その虎穴に通じるエスカレ
ーターを上る。

の火花を散らすもの」と。
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でも

先人の学問により、

、双方とも、そ

人類の全ての行動は分類され、記載されている。
2 百年生きても、新しく発見することはないの
である。
全ての旅は結果的に何事もなく終わっている
とは言え、そうしたスレスレの処を一年中歩い
ているので、夥しい誘いの声が耳にそして脳に
刻みこまれているからだ。各地の様々なランク

れだけの言葉しか分からないのである。そうし
た、3 人がカフェに入ってもすることが無いで
はないか！
しかし、分別あるはずの私の胸は、そうした
呼びかけに熱くなり、幸せになる。しかも、無
料なのだから、自然にスレスレの場へ足が向い
てしまう。

というか深さに付けられた値段も作家として
知る必要があり、世界の言葉で「ハウ・マッチ」
だけは知っている。
ただし、値段ばかり聞いている日本人は本気
にして呉れない。
このように、世界の人々は成金になった日本人

驚くことにその逆もあった。私がまだ、若く
ピチピチポチャポチャとしていた頃、ハワイの
目抜き通りのテラスで、コーフィを飲んでいた
ら、外車が、前に止まって、外人が微笑み掛け
てきた。愛想良くニコッとした。彼が警官に追
い立てられて 1 回りして再び現れて、ウィンク

に熱心かつ果敢に交友を求めて来る。
計画的に見せるスキに飛びついてくる。ある
国で、「イッショ、茶ヲ…」と話し掛けてきた
若い妙齢の二人組がいた。

したときにハッと気づいた。
ともあれ、男にとっても女にとってもしろ、あ
あいうドアの向こうは永遠の秘密だ。そういえ
ば、母は「男というものは、男に惚れられなけ
れば駄目よ」と言っていた。報告しようがない
が、母親としても素直に喜んでくれる話題でも
ない。
「後でね」と軽く言って、部屋に帰って来た。
当然、彼女たちは「後でね」とか「次にね」と
いう言葉をまったく信じて居ない。
外国では、後を付けられていない事を確認し
て、部屋の鍵を取り出さなければならない。
無事部屋に到着し、掴みだした紙幣をテーブル
に並べた。「さて、これで今回の旅行は、カジ
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ノのご招待となったわけだ」と拳を作って頷い
た。
かってない勝利だ。
タキトゥス年代記は「大笑いをするな、多くの
ことに笑うな、しまりなく笑うな。」と言うが、
この完勝に笑わずにいられるか！指定の部屋
707 の大きな窓からの空は夕暮への準備に取り
掛かっている。
高揚した気分で夕食のため街に出掛けた。ホ
テルの前は広場になっていてその中央に、高々
とした石造りの台の上にブロンズ像がある。

先ほどの雨で声高に怒鳴りあって話していた
人々も散って、喧噪の街から落ち着いた町に帰
っていく。スコール後の太陽は美しい輝きを見

せていた。
中国料理フルコース
政策に恨みを持つ現地人がポルトガル人で初
期のマカオ総督アルマールを襲った事件であ
る。驚き嘶き立ち上がった馬上で、刃を突きつ
ける若者をムチでかわした老騎士像である。
まもなく、返還されれば、砂と帰る運命にあ

「この数日で中華料理を極めよう」と次々に指
名したが、我々が持っている内容は所詮ガイド
ブックに載っているものに過ぎない。

る「ポルトガル人の石像」は 10 数個もある。
遠くから見ると、イルミネーションで縁取ら
れたリスボア・ホテルは、奇妙な形をしている。
実は、このホテルは「英国のエドワード７丗時
代の結婚式用ケーキとノインバンシュタイン
城（ディズニー・白雪姫のお城のモデル）との
周辺には屋台が立ち並び、アセチレンガスによ
る裸電球の下で、路上の
夜食会が開かれている。
「押」という字か職種を
表す質屋もネオンに電
気を通し、夜通しの商売
を始めた。
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ふかひれ

白炒蝦は香港通なら必ずまず指名する。

肉がほんのわずか付いている皮にネギと唐辛
子を挟んで、薄いメリケン粉の皮で包んで食べ
る。。

新鮮な小さな蝦を茹でる。隔水といって葉っぱ
に包んで強い火力で蒸すものある。
３ｃｍ位の大きさがよく、大きすぎると固くな
る。

殻を剥いてタレに付けて食べる。
あっさりとしていていくらでもという感じ。
北京ダック
テーブルに全体像を運んでくる。

係が横でさばき始める。
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回転寿司
香港マカオにも数件の回転寿司の店がある。
中華料理は基本的には強力な火を通す。だから
生ものを摂取する習性がないので、我が国のよ
うに、店舗数は爆発的には拡大しない。
「旦那、毎度有りー」と声を掛けられて、苦
笑いするのは「駅前立ちソバ屋さんと回転寿
司」である。文化の味気無さは食生活に及び、
「皿を持って並ぶマクドナルド方式」の次に、
「注文もしないのに食い物を目の前に突き付
ける回転寿司」が登場した。
深夜時間だけでなく、昼間も高価格のコンビ
ニに立腹していた私は、この文化破壊を座視で
きなくなった。
さて、文献によれば、握り寿司というものは、
冬瓜スープはどこのレストランにもあるとい
文政初年（1820 年）に江戸で始まったそうであ
うわけではない。夏にしかないのに冬瓜という。 る。マグロなんか、江戸時代には下司魚と言わ
大きな冬瓜の上を切り７種類の具を入れて長
時間蒸し上げる。

れていたのに、今や高級魚になってしまった。
識者篠田氏の言葉を借りれば、「客のマゾヒ
ズムに媚びてスシ学ならぬ鮮魚学を振り回し
て、気風のいい江戸っ子の兄ちゃんを気取るの
も、いささか時代のずれがある。職人の太平楽
に耳を傾けるにしては、お値段が高すぎて‥
‥」となる。
若い頃には、「一度でいいから、寿司屋のカ
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ウンターに座って、思いきり食べて見たい」と

台詞でなければならない。

思ったものだった。こうした子供の時に植え付
けられた食い物に対する思い入れは、コンプレ
ックスとさえなっており、それらからの脱却は
一代では果たし難いようだ。
最近、まあまあの寿司屋に飛び込んでしまっ
たことがあった。店の客は常連ばかりと見えて、

慣れないお母さんが「思い切って食べてみよ
うか」などとした時「あのー」なんて声を掛け
ているが、職員（職人とは言いにくい）は聞こ
えていても、聞こえない振りをすることが往々
にしてある。
何故なら、回っているものを我慢して腹に入

皆がジロリと私を見る。肘を縮めて座ったが、
なにを注文して良いのか戸惑った。
結局、品書きの右から「イカ・タコ・マグロを
お願いします」 と頼んでしまう。
店員はちょっと目を動かすだけで、返事なん
かしてくれない。気まずい空気が漂ってしまっ

れてほしいのであるから、「新鮮なものを下さ
い」と言う注文には即座に応じる訳にはいかな
いのである。
辺りを深く観察すると、この手の店には、パ
チンコ店でいうパチプロに当たる「スシプロ」
がいる事がわかる。

た。味なんか分からず、ほうほうの体で退散し
た。
同じ無視されるなら、回転寿司の椅子の方が
安くあがる。
昔は、職人が座って、客が立ってたべたそうで
ある。でも、困るのは目の前を何か判別できな
い魚片がクルクル回っていることである。

プロは大抵足を組んでいる。これには、痩せ
ていることが重要な要素である。太くて短いと
足の組み直しに神経を使う。
ハシを擦り合わせてササクレを取り除く。
ここでは何かしていないと客とみなされない
から、考え事をしている時、箸を擦る動作は便
利である。お湯に浸す者も多い。

あの不透明なロコ貝なんてヤツは新鮮なのか
古いのか良く分からないのである。
どんどん食べるといつかは必ず当たる気がし
て来るのは、医者の直感か？フィシャン・ルー
レットである。店と客との騙し合い風真剣勝負
である。当たったら負け、という切羽詰った気

ただし、香港ではこれは欠かすことのできな
い作業である。
特にマカオでは、
「大きなゴミは取って置きま
した」状態で、目の前に置かれているに過ぎな
い。
スシプロたちも、アマチュアがするほど大袈

持ちが、私をこの研究に向かわせた。ともあれ、
回転寿司の中では、店と客の真剣勝負が行われ
る。
初歩的ではあるが、確実な「新鮮なネタ」の
獲得は、店員が握ってレールに置いた皿をしっ
かりと見届け、ずーっと視線を離さず、取る事

裟ではないが、新しい皿を追って寿司が回って
いる方向に頭を回している。回転とは、客の頭
が回ることから来ているのかも知れない。
運良く、目指す皿が目の前に来ても、プロは
興味無さそうに、右手で顎なんか撫でている。
しかし、左隣の人の境界直前で、左手がさっ

である。
くるくると回っているものが古そうであった
ら、「すみません、ワサビを少しの何々を下さ
い」と言う。
できれば「ダブルで」と言うと、「こいつは通
だな」と店も新しいもの（新鮮とは限らないが）

と動き、鮮やかに取ってしまう。
体の軸は微動だにしない。きっと皿も気づか
ないであるう。
しかし、何回か繰り返すうちに、残念ながら、
彼らの目付きも段々鋭く厳しくなって来る。
つまり、プロのように見えても、腹が減って

を握らざるを得ない。つまり注文の声掛けは完
全かつ簡潔な文句で、店員がうまく動かされる

食いに来ているに過ぎないからである。
自分の(空腹を露呈した)鋭い顔付きに気付
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くと、眉間とか目を擦ったりしている。

齧ってやった。
故人曰く「我々が不信を抱いていれば、相手
が我々を騙すのは正当なことである」と。
新鮮に見せるために、最近はフタが使われる。
岸壁の魚のように、見捨てられた魚片がカラカ
ラに乾燥して回っていることがある。
つまり、売れ残りの一番の証拠は乾燥である。

店側も店長クラスになると、あれやこれやの手
を使う。

フタはこれを妨げるのである。医師から見て恐
ろしいのは「フタを長時間されて、ネタが腐敗
し始め、水分が出ているのが、艶がある風に見
える」ことである。
以前は、腐敗させないため、飯を立たせるた
め、艶を出させるためにお酢を掛けた後、あお

古くなったサカナ(多分)を一旦降ろして、反
対側に並べ直す、なんていうのは、序の口であ
る。悪質なのは、古く固くなったスシの形をし
たものを、下げて、ベチャベチャの手で、数分
握り込む。
当たり前ながら、サカナの表面は急に水々し
くなる。飯を取り替える店は良心的である。

いで冷ましたものである。しかし、こうした店
では、これらの作業は完全でない。
だから、寿司の温度にこそ「店の悪と戦う突
破口」があるのである。
最も新鮮なのは、温かい飯粒にまだ溶け切っ
ていない氷のような魚の組み合わせである。最
悪は飯粒も魚も室温になっているものである。

それを棚の後ろに一旦隠して置く。
そして、同じネタが並べられる時に、サッと
紛れ込ませる。
客が、それっと食いつくと、クックと笑う。
この失敗をしないためには、店の全体を良く見
渡すことである。しかし、店もそうさせないた

古くなって始めに起こる変化は、魚が肩を落し
始める事である。
もっとも、魚がピンとしているのは、生きが
良いからでは無く、凍っていたからであるが、
この肩落としは、安い米が荷崩れを起こして来
る前に出現する。

めに、ゴテゴテとものを置いて視線を遮ってい
る。
タバコで時間稼ぎをさせないように、店内は
禁煙である。
ひたすら、目の前のスシを取るか取らないか
の、瞬間的判断の連続である。

以前に米不足となり、外米が使われていた時
は、この荷崩れがひどく最初の現象であった。
握った圧力と水の力だけで丸くなっていたか
ら、すぐ、崩壊し始める。
コーナーを 2、3 箇所回ると、遠心力でバラ
バラになる。

一旦、手元に取ってしまったものは、返す事
が許可されない。
泣いて食べるか、ポケットに入れる。私は、皿
をその上に置いてギュッと押し付けてしまう。
整形されてレールに乗せられて、次の客が食べ
てしまうことを避けるためである。

満ち潮で、1 回だけ海水を被った砂城のよう
に、うずくまってしまう。あの時は鑑別が楽だ
った。なにせ、米粒が横に飛び出して来るのだ
から。
魚が一夜干しならぬ時間干しで、乾燥してい
ると、元が何だったか分からなくなる。

この哀しい習性は中華どんぶり、五目そばのウ
ズラの卵で着いてしまった。悔しいから、少し

古くなると、鯖は鰹節、青柳ラシキモノは「剣
サキスルメ」に似てくるし、ウニは火傷した亀、
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鮪はアワビ、干しアワビ、または肉に酷似する。

こうした難しそうな顔をした人々をみると、

ゆでエビは鯉幟のチッチャイやつだ。タレが垂
れる途中で固まっているのも愉快である。イカ
はシャチホコみたいに反り返っている。
回転鮨でも、筋子もウニもある。イクラもイ
クラかはある。
こうした、海苔で巻いた軍艦ものの新しいのと、

2 度と会わない人々でありながら、同じ道を歩
んでいると思うと、運命の糸を感じてしまう。
こうした、奇妙な出会いを楽しむ度に、先達の
「人は決して自分で思うほど幸福でも不幸で
もない」という言葉が理解できるのである。
「 お客さん、うちは一応回転寿司なんですよ

古いものの鑑別は意外に容易である。
海苔にウエストが出来て、皺がより、裾から米
が見えるのが、当然古い。海苔が時間の経過に
比例して、縮むのである。見えている米も結束
に限界が来て、バラバラになりはじめるので、
握り寿司は真っすぐ立っていられなくなる。

ー」などと、小さい声で言う。
「回転ではなく、
乾燥寿司だろ」と、こちらも小さくかつギリギ
リ店員に聞こえるように言ってやった。この店
には今日が最後だ。
このように、カジノと同じように「二度と来る
ものか」と決心するのだが、いつの間にか、皿

そしてコーナーを曲がる度に、米の崩れ程度の
ひどい方に、内側または外側に傾いて行く。大
理石の色を呈して来たシャリはかなり古いと
思うべきである。
戻しちゃ駄目々々と言われているから、子供
たちはどんどん食べる。 我々専門家がハラハ
ラしているのに、安い安いと何でも食べるアマ

を真剣に見つめる自分を発見する。

たち。お父さんまでが「さぁー、今日は好きな
だけ食べて、いいぞ！」と、子供たちに大声を
掛ける。
香港でもそうした「今の日本では稀な光景」
に出遇うと、「当たっちゃ駄目だよ」と我々プ
ロは祈るのである。

この街にも小さな音があるのに気づく。

赤く染まるマカオ

山に姿を隠す時と比べ、海にゆっくりと沈ん
でいく太陽はこの世の王者のように堂々とし
ている。無関心な住民と違い旅人は堤防に駆け
寄り、圧倒され息を呑んで見守る。やがて、陽
が落ちて、淡いながらも暮色が空と海を覆うと、

幸せそうな彼らと比べると、プロたちは、一
様に目付きが厳しい。自分もそのような顔をし
ていることに気づくと笑ってしまう。
回転寿司のプロは、木の枝から身じろぎせず、
川魚に狙いを定めるカワセミのようである。
この分野は、新しく生まれたものであり、研
寄せては返す波の音、木々の揺れ騒ぐ音、巣に
究は少ない。数知れない失敗から生まれて行く
知識であろう。
それにしても、自分の金で食うにしては、あ
の惨めな気持ちはなんだろう。
勝利感の少ない気持ちは満腹感さえ生まない。
掴んで一度取り出してしまうと、どんなに古

帰る小鳥のさえずり、家路に付く人々の声であ
る。それらを聞きながら、湾沿いに歩いてベ
ラ・ビスタに至る。
最近、この街は、再び、海賊の街に徐々に戻
りつつあるように感じた。日本人の安全な夜の
散歩道は、ホテル内と周辺そしてアルメイダ通

くても、元に戻すことを店は許さないのは何故
だろう？

り、そしてその終点の水上カジノまでであろう。
暗がりに人気を感じたら素早く遠ざかること
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である。酷暑高湿度高温の香港と比べて、穏や

ると思うのが普通であろう。古く大きな、扉を

かな気候は、一年中良質な保養地である。百年
前に、そうした香港からやってきたオールコッ
クは「堂々とした建物、修道院、寺院、築堤、
砲台、緑の丘、こんもりと木々につつまれた別
荘」と絶賛した。マージャンと競馬は好きだけ
ど、カジノはしないという香港人も「このよう

重々しく、開けると百年前の世界に入って行く。
ひんやりしていて、思わず深く吸い込みたくな
る新鮮な空気に感動する。しかし、どこかで冷
却した酸素を放出し続ける酸素ボンベが有る
はずだ。なにせ、何でもありの街だから。
正気に戻った日はここで朝食を取る。背の高

な環境・食べ物など動かないもの・人（女性？）
など動くもの」を求めて往来する。

い格式を感じさせる椅子で、西洋紳士らしくし、
オートミールを掬っていると、賭け事に興奮し
ている我が身に対する反省が起こる。
「なんで、こんな格好でここにいるのか」など
後悔の落涙が、オートミールの皿に幾重もの輪
をつくる。ここのランクが高い証拠は、時間が
掛かることでもある。
テラスには大砲が海を睨んでいる。近世時代に
マカオで製造された大砲は
高い評価を受けていた。

西望洋聖堂(ペンニャ教会)

ポルトガル統治時代を彷彿させる建築が多い
南湾、ペンニャの丘頂上に建つ石造りの教会。
1622 年にオランダ艦隊からの攻撃から逃れた
ポルトガル人船員により創建された。少し前ま
では、海側に立てば目の前は南シナ海であった。
半島の西の端は緑の丘になっている。当然な
しかし、地元では、
がら、提督を始めとする、マカオのいろいろ意
命中させるというより、バカデカイ音で、敵を
味の要人の住宅地になっている。
威圧するだけという説が優位であったようだ。
丘の頂上にはペニア教会が聳え立ち、足元の
海辺に設置されているのも、「後ろに置いて、
人々に「悪徳行為は程々にするように」との警
告をしようとしている。
その海側を駆け下ると、中腹に一際高いロマ
ネスク様式の建物がある。このホテル・ベラビ
スタは百年前の建築である。日本読みが大声で
出来ない弱点もあるが、蓬景酒店という。最近

発射されて、自分たちの上に着弾するのを避け
た」ためと考えられている。
海に突き出すテラスに立つと、180 度の景観
を得る。左には大きな湾に面した市街が見え、
中央は南シナ海である。 左の南シナ海から上
った太陽は先刻、右手の中国本土に落ちた。

大改築を大変巧妙にしたそうである。
こうした場合の多くは売りに出そうとしてい

眼下のリスボア・ホテルにネオンが灯り、博
徒たちが続々と吸い寄せられて行く博徒の出
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勤を眺めながら、ハウスワインが喉に流れ込む

ってしまった。心を開放している内に、遥か

感触を楽しむ。この時程、心を解放した瞬間も
稀であった。なにせ、勝った時だけにしか夜こ
こを訪れることはないのだから。
その海戦の舞台であったのが、私の目の前に広
がるプライア・グランデ大湾である。極く短時
間、海に太陽が没し、海が金色に染まる時があ

1800 年も前に、我が師が述べた「すべてかりそ
めに過ぎない。おぼえる者もおぼえられる者
も」という言葉が朧げながら理解できた。自分
の心が震え興奮し喜ぶ以上に至福があるであ
ろうか？
ゴチャゴチャとした社会的ポジションに絡む

る。

人間関係などはレベルの低い事である。互いに、
間もなく、忘れ合うのである。
喜びの積み重ねを味わい感謝する空と海は
茜色一体となり、幾艘かのジャンクが影を長く
引きながら横行する。
マカオの歴史

お茶、ヒト、料理だけでなく、漢方薬もマカ
オが安価である。38 年前、31 歳の時、ラスベ
ガスの次に標的にしたのがマカオだった。その
頃の香港は混沌とした街であった。旅行案内本
も未熟で、あったが、マカオの入国にはビザが
不要と書いてあった。とは言え、船着き場で随
分悩んでしまった。意を決して、船に乗り込ん

かつて、80 歳の母を連れて来た時がそうであっ
た。夕日を見るに最高の場所に立つベラビス
タ・ホテルのテラスで、母と子は刻々と深紅に
染まって行く自然に同化して、自らも深紅にな
って行った。

だ。遠ざかる香港を見ながら「男の子は度胸
だ！」と叫んだけれど、心細さは格別であった。
どんな言語が使用されている事すら知らない
国なのだ。広東語すら「マイ・タン（勘定）」
しか知らない。でも、考えてみれば、この「勘
定！」という発声だけが喜ばれるのである。相
手から見れば「身体は財布を開ける器官に過ぎ
ない」のだ。
つまり、こちらの懐を当てにしてくれる街ほど
快適な街は無いのである。そういう意味で、大
変気に入ってしまった。
通い始めた 40 年前のマカオは、ポルトガル

残すことはないよ」と言った母の言葉が今でも
耳に残っている。

風の建物が数百年間の風雪に曝され、白と黄色
のの壁は灰色に変化し傾き始めた建物が大半
を占めていた。朽ち果てて放置された家の庭は
南国の背高い雑草で覆われていた。
街全体は 18 世紀の残骸のようにも見えた。
しかし、アジアにおける自由経済圏唯一のカジ

ただし、その後、5 年間も生きた。
その母も既に亡くなり孤児ギャンブラーとな

ノ場のあがりで税金の無い貧乏人天国になっ
ていた。数十円あれば、腹に何かを入れる事が

「もう、思い
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出来る時代でもあった。ほとんどが中国人であ
るが、様々な混血を思わせる顔をしている。そ
の頃のマカオ住民の風体は中々であったが、目
付き顔付きも中々であった。ずーと後になって
ある時、ハッと理解できた。「そうだ、彼らは
海賊の末裔だ！」と。だから賭場に集まる 3 分
1 の人々を難民風と形容するのは難民の人々に
失礼である。「海賊が武器を置いて町中に出た
ような」とすべきである。
身近に敵が迫っていないか、法を著しく破らな
いうまい事例はないか、と常に油断を見せない。
まあ、一言でいえば悪人面ばかり。現在は撤
去された船上カジノで三重、四重にテーブルに
群がる人々の人相は悪かった。
英語の勉強を兼ねてマカオの歴史書を紐解
いた。
今では古い町並みが取り壊され、『崩れ墜ち
始めた 17 世紀』を表通りからは見る事はでき
ない。この不思議な街は 16 世紀後半から百年
間だけ輝き急速に衰退した街なのである。

大航海時代

大航海時代の前、貿易で最大の利潤を挙げる
物は胡椒であった。ルネッサンスを支えたフィ
レンツェのメディチ家の紋章が胡椒である事
が示している。
その頃の胡椒はアラブ人によって、中東半島
を経由してヨーロッパにもたらされていて、一
握りの商人が莫大な利益を独占していた。
そのため、胡椒をはじめとするあらゆる香辛
料の生産地名はこれら貿易商人にとっての最
高機密であった。
しかし、列強諸国、商人たちの必死の探索に
より、さしもの秘密も漏洩され始めた。生産地
ははるか東方であると。
そもそも、「これは秘密よ」という言葉ほど
伝達を助けるものはないと言われる。
遂に、これらは、地球の中でもマラッカ諸島で
のみ採取できることが分かって来たのである。
しかし、キリスト教徒がイスラム圏を通過で
きるはずがなく、中東以外の海路開発が最大の
目的となって大航海時代への突入となった。

マコウミュウという船の安全を祈願するお寺
が今でもあるが、マカオという名前の由来にな
ったと言われる、僅かな漁民が住む半島に過ぎ
なかった。

ベニスのマルコ・ポーロは「東方見聞録」で
その近くに存在するジパングは「黄金で屋根を
葺いている」と書き記している。
こうした、記事に野心家は命を懸けたのであ
る。大航海時代に突入し、ヨーロッパ列強諸国
の中でも、アメリカ航路をスペインに成功され、
後れを取っていたポルトガルが、1498 年のバ
スコダガマ喜望峰周り航路発見直後、南シナ
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海になだれ込んで来た。

1511 年マライ半島の南岸にあるマラッカ王国
を襲うとき、ポルトガル司令官アルブケルケは、
大小 16 隻の艦隊と 1 千 6 百人の兵隊を率いた
と言われる。

インド西海岸のゴヤに一大都市を築き、マラ

マラッカ、そしてマカオ獲得に全力をあげてい

ッカを攻撃し、攻略したポルトガルは中国政府
との交渉を重ねながら、陰では密貿易を行って
いた。

たポルトガルは 1554 年、海賊の討伏に功績を
挙げて、マカウへの上陸許可を取得し、ついに
1557 年に居住権を獲得した。そして、素早く幾
つもの要塞を建設した。
マラッカそしてマカオがヨーロッパ列強国
の狙う地点であったには充分な理由があった。
当時、ヨーロッパと東洋の航海はすべて季節風

しかし、16 世紀に入っても、明は開海禁政策を
取っていた。

を利用していた。
毎年 4 月初めゴアを出帆、約 1 ケ月でマラッ
カに到着し、ここで飲料水、食料を補給し、次
の寄港地マカウに向かい、通例 7、8 月頃に入
港した。
ここで約 9 ケ月間次の季節風を待ち、翌年の 5

ついにポルトガルは武力によって開国を迫っ
た。
『キリスト教徒探し・伝導そして香料』これが
ポルトガルの東方進出の二大目標であった。
ヨーロッパ諸国は異教徒の殺戮を罪悪とみな
していなかった。

月或いは 6 月頃、日本へ向かい、1 ケ月後長崎
に着き、ここに 3～4 ケ月間停泊し、晩秋初冬
の頃の北方季節風を利用して、帰国の途に就い
た。
途中、再びマカオに 1 ケ月ほど滞留するだけ
で、ただちに一または 2 月にマラッカ又は直接
インドのゴアへ出発するのが常であった。
今でもマラッカ海峡は魔の海峡と言われるが、
季節風で航行する大型帆船が、この海峡に入る
頃、ちょうど季節風が止んでしまうのである。
立ち往生した帆船ほど海賊にとって美味しい
ご馳走はない。
北海道の原野のエンストと同じで、タイヤま
で持って行かれてしまう。そのため、嫌でも、
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マカオとかマラッカに入港して、風を待たなけ

違うと感じないか！」「さっきのような冷静さ

ればならなかったのである。
ゴアを出て、一儲けをしてゴアに帰って来る
には 2、3 年間を要したのである。マカウで入
手した絹を日本に持ち込む事で、一回の航海で
2 万～2 万 3 千 kg の銀を得たという。
マカオの町とその島には、ポルトガル人が土着

が有れば」。
いちいちもっともな理論である。私は勇気が
沸くのを感じた。足早やに、カジノを目指す私
の背中を何かが押しているように思えた。すで
に悪魔が出現していたのだ。
悲劇的な状況に悪魔が出現すると一般的に

のシナ人とともに居住していた。

は考えられているが、それは既に悪魔が半狂乱
の状態に至っているに過ぎない。そのときは、
悪魔の役割は終わりつつあるのである。
「好事魔多し」が正確なのである。己の能力の
限界を超えようとして、それに気付かない瞬間
に悪魔は出現するのである。

1560 年のマカオ半島の形は現在と大きく違う。
3 つの寺院があるだけであった。
私が掲げるポルトガルワインを通して、眼下
に広がる南シナ海は、15 世紀そのままである。
行き交うジャンクは正業そして密貿易に精を
出すジャンクである。違うのはそれを襲う海賊
のジャンクが無い位であろう。それ程に海賊の
横行する海域であった。
ポルトガル人はカントンに入ることは許可
されなかったので、中国と取引するためには、
マカオが大切であった。インドからの船はすべ

バイロンも「海賊」で「不屈な自責の念に歯
ぎしりするときには、人の心を惑わすあの悪魔
は、事前には固く口をつぐんでいたこの悪魔は、
人間が事をし終えると、俺はお前にあらかじめ
注意しておいたぞ、と叫ぶだけなのだ。」と述
べている。
夜に入り、香港から繰り出したギャンブラー
たちによって一層喧噪を増した賭博場の入り
口で一呼吸した。
本格的な闘い

て、マカオに入らざるを得なかったのである。
そのため、マカウは 16 世紀後半から 70 年間、
黄金時代を経験したのである。
今日は違うぞ。

さて、絹貿易ほどでないにしても、満足感も
手伝って余裕のできたわたしの視線は、カジノ
ホテルに帰って行った。
嬉しくて「もうこれで良い！」と思った先程
までの気持ちが薄れて来た。
頭に次々と指令が流れ始めた。「次は何時再び
来る事ができる？」
「日本でも 1、2 万は動いて
いるじゃないか！」 「開業医なのに、ゴルフ

日が落ち、血が昇る。ネオンサインに浮かび上
がったリスボアホテルに帰ってきた。
私はいつに無く勝利を確信したままルーレ
ットの人垣に加わった。ひと見渡しの後、霊感
の命じるままに、赤に 500 ドル、大に 200 ドル
を乗せた。

もしないし、クラブにも行かないじゃないか」
「もっと勝つかも知れない。今日はいつもとは

数分後、すべてがカジノの御招待であった時
と比べ、まず宿賃が自己払いとなった。

35

るコツはマカオの中国人がお手本を示してく
れる。料理をほんの少し残す。両肘を付いて遠
くに視線を投げかける。口は締まりが無い程度
が良い。こうしていれば、店は、時間潰しして
いると看破しても、退席を促すきっかけがない。
この無駄というか無意味と見える時間潰し
も「人生における一方の極致」であろう。
ふと、この状態を昔しばしば経験した事を思
い出した。
今では遠い若い頃、まさに貧乏であった頃、周
すべてのテーブルには 5×50mm 位の穴があり、 囲は値の張るものを摂っているのに、ラーメン
チップと交換された現金が、どんどんと落とさ
やカレーだけで、単に空腹を凌いでいた頃を。
れて行く。時折、集金係がその穴の下の現金が
あの時は真剣だった。今のように、美食も、
ぎっしりと入った箱を空箱と換えて行く。 ど
の教科書にも「遅かれ早やかれ、ギャンブラー
の所持金その穴に入って行って、STDM の元に行
き着く。」と書かれている。
「中国人の賭け事に対する熱意が、カジノと質
屋を支えて来た」と言われるが、1934 年マカオ
政庁はカジノのライセンスを Tai Hing 会社に

女性も、15000 円を越す大金も知らなかったく
らいあるでるから、賭事など、思いも付かなか
った。

売り渡した。1962 年それはマカオ旅遊娯楽公司
STDM というシンジケートに売却され、長く独占
状態にあったが、ラスベガスのシンジケートに
も開放されサンズがその１号となった。驚くこ
とにその数千億の建設費１年で回収されてし
まった。それを見た世界ナンバ 1 のウィンがリ

反対だったか!」という悪魔の言葉からすれば、
彼だって、私に勝たせてやろうとしたのだろう。
「どんなに注意をしていても、俺の中で一番
老い込んでいるのは目付きだろう」とモスカ伯
爵が呟いたそうだが、わたしも疲労を曝け出し
た目付きをかばう事も無く露呈して、頬を付き

スボアホテルの真ん前に巨大なカジノを造り、
その後もベガスの資本がマカオを世界一の売
り上げの町にしてしまった。
支えているものは中国の役人たちであると
される。
一時間後、落ち目のギャンブラーは地下の大

片腕で頭を支えていた。行きかようウエートレ
スたちを物悲しい気持ちで眺めていた。
現在、わたしはカーマストラに述べられてい
る「恋愛の十段階の第 4 段階または第 5 段階、
すなわち眠れなくなること」「痩せること」に
差しかかっていた。あの円形の賭場では、1 万

衆食堂で、トマト･ジュースと淡泊なコーフィ
ーを前にして悲しそうにしていた。
さて、外国人の中で、独りで食事を摂る時は、
諦め切ったのっぺりした顔で座っていると、お
店は大人として扱ってくれる。喋らなければ紳
士というわけである。

円単位で喜び悲しんだのに、大衆食堂では 100
円単位で安い高いと知覚するようになった。
黄色や赤色の紙幣が穴の中に落ちて行った後、
靴下の中に巻いてあった日本円も出て行って
しまった。
肥満の循環気質のわたしは所詮賭け事には

今日は、演技ではなく、心底悲しい表情で安
い料理を待っていた。金が無い時に、食堂で粘

不向きなのだろうか？ チップを与え過ぎたし、
混血人達の挑戦に乗ってしまった。 大きい数

元に戻る

ツキ落ち、目窪む。悪魔も役目を終わり、ど
っかに消えていた。「悪魔が悪いのだ」一方的
に彼の責任こするものがいるが、
「エイ、畜生、
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字が続けば、確率から言っても、小さい数字が

うなー…誰にも。

出ても良いはずだと、意地を張り過ぎた。『そ
うなのだ、彼所に来ると思ったのに！』と下手
な知恵は遅れて浮かぶ。
横目使いが多くなり、他人の勝ちが大きく見え
て来たし、同じように負けて居る人を探すよう
になった。照明が 3 割くらい落ちたように感じ

それにしても、このホテルの地下レストラン街
はどうなっているのだ。カジノに女性は付き物
とは言うけれど、呆れ返るほどのオープンさで
ある。
謹厳な精神、痩せたサイフで、世界中を歩いた
兄をして「なんだ？これは！」と絶句せしめた。

た。カジノでは、大金を持っていてこそ、紳士
であり、お客様である。
明らかに落ち込んで、一杯のコーフィーで、
没落の過程を夢想して居る人種は、大衆食堂に
とっては必要悪そして必要経費であろうか。

数十人の妙齢な美女たちが、愛嬌というか、商
売熱心というか、必死というか、顔が合った総
ての男に微笑みかけながら浮遊しているので
ある。
小さな金魚鉢に 50 匹も入れてしまった状態に
似ている。ぶつかり合いながら、男どもと視線
を合わせようとし、商談を成立させようとして
いる。

ボーイも寄って
来なくなる。思索に止まらず、わたしは徐々に

この時に、淑女が耳元で囁く言葉は、有史以
来、人類共通の言葉として登録されている。発
音は分からないが意味は分かるという誠に不
思議な言葉である。

第 8 段階の「羞恥心が無くなる」に近づいて行
った。
わたしは胃薬を自殺薬風に、一気に飲んだ。
そして、トマト･ジュースを口元に少し付けて、
薬が効いて来た感じを出したりした。でも、こ
のお芝居も誰も見て居ない。

褒めて言うのであるが、この国の美女の大半が
集合したかとさえ、錯覚した。
この国の職業は限られ、ボヤーとしていたら、
一日のほとんどを酷使しても微々たる報酬し
か得られない。父や母たちの悲惨な人生を繰り
返すことになるのである。

【書き置きはめっかり安い所へおき】
【人生は舞台である】とシェクスピアが言った、
と我が師フィールディングが述べている。
孫引きもせず、信じるのも情けないが、とすれ
ば観客のいない仕草も意味がない。
寄席などでも、客が一人しか居ないときは、客

母たちの、そうしたレベルの職業ならいつで
も選択できるのだ。若くて綺麗な私には相応し
くないと思うのは当然である。
それよりも、この若く美しい身体の数カ所
（目とか口とかか?）の機能を 2 時間単位で貸
すだけで、人類のありふれた形態とか熱狂を演

がトイレに立つと話を中断するそうである。
誰も見てないのに気付いて、馬鹿々々しくな
り芝居は中止した。美女の視線を感じて生き返
る。なんて可愛い子供たちであろうか！先ほど
失ったお金があれば、彼女たちに「無償で」チ
ップを渡す事ができたのである。「いいのだ、

じるだけで、何百倍もの金を手にすることがで
きるのである。
しかも、時間短縮のための知恵である「人類が
昔から愛用してきた各種の形態と熱狂の演じ
方」は先輩から仕入れることができるのである。
不利とか不都合なことなど思いつくはずが

僕は何も求めないよ。今日はこれを持って奇麗
なまま、お帰り」と。でも、信用されないだろ

ない。両親だって「そりゃ、いいよ。しっかり
おやんなよ」と言うに違いない。
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画像はもう少しまえにあった。老練の勝ち。
やり取りに疲れがどっと出て、ヨロヨロとデ
ラックス･ルームへ向かうより他に無かった。1
日で、天国と地獄を味わった。
ラスベガスのミラージュ・ホテルでも、多く
の事を学んだ。巨大なこのホテルは名前の通り
「蜃気楼」である。通りからカジノ場までは、

実はこの両親のセリフは「あの程度のお父さん
でも、結構金稼いでいるみたいだね！ 道具も
残ってるんだし、母さん、俺も医者になってみ

極限に近い豪華な造作で夢心地となる。しかし、
部屋から見るホテルの裏側は、想像を絶する寂
しい砂漠に過ぎない。マフィアに埋められた無
数のギャンブラーの墓場である。砂漠に落ちる
太陽すら手抜きである。真紅に染まらない。見
る人も無いか…

ようか」と高校の息子が言い出したとき、「そ
りゃ、いいよ。しっかりおやんなよ」と母親が
言うセリフと同じである。
かねてより、世界のどこを探してもないこの
光景を映像に残したいと考えていた。しかし、
プライバシーの問題と、ヒモたちが許可してく
れるはずもないので我慢していた。

ホテル全体が『必勝を期したギャンブラーか
ら如何に金を吸い取り切るか？』だけの目的に
設計されている。
ギャンブラーは、まずホテルと闘わなければ
ならない。部屋からカジノ場に向かうエレベー
ターは、テンポの早い行進曲が流される。興奮
させるためである。

その日、驚くことに、目の前のコップに複数
の茶柱が立っていた。カメラを取り出し、茶柱
を撮る時、当然、やや上向きにして、何回もシ
ャッターを押した。人形たちが背景に写ってい
ることを願いながら…
数分後、私は背後に殺気を感じた。私は若

深夜一攫千金の夢破れ、すごすごと部屋へ向
かうエレベーターの BGM はギターなどによるア
ダージョである。
『そうそう、あなたは運が悪かっただけです
よ。紙一重の敗北、間一髪の非運に過ぎないの
です。今日の事はもう忘れてしまいましょう

い娘たちに取り囲まれていた。一番気の強そう
な人形が「私たちを撮っただろう!削除しろ」
と詰め寄ってきた。老人の狡猾さはとっさに
「この茶柱を撮ったのだ」と言わせた。「おふ
ざけじゃないよ、じゃ、撮ったやつを見せろ」
という。しかたなく、画像を見せた。

ね』という訳である。そう言えばペールギュン
トは、
「一時期元気にしていた財布が、最後に、
カジノ側の手の中で息を引き取る」経過を表し
ていてピッタリである。
深夜に敵討ち
なんのかんのとブツブツ反省しながら部屋に

よかった!
最後の２枚は
コップだけ写
っていたのだ。
彼女たちは離
れていった。

引き上げた。ついていない全身を洗濯すること
にした。シャワーを浴びて、酷使した頭と足を
もんだあと、ついでに未使用の中間部も丹念に
洗っていたら、少し形を変えて来た。「馬鹿俺
だ！」と下を向いて思わず自分を叱ってしまっ
た。衣服を改め、気分を一新していると、今度

(彼女たちが指
摘した)問題の

は頭が、興奮して来た。テーブルに残金を並べ
る。3 万円が消えていた。
「あの時、止めりゃ勝
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ってたのに」とまた思う。

の欲望全体や、かりにそうよびたいのなら、そ

賭け事は色んなものに似ている。「ちょっと
でも浮いて、しかも、ゲームが一段落した時、
『勝ったまま、このまま引揚げよう。少しでも
勝つということは素晴らしいんだ』などという
気持ちと『このくらいで何を喜んでいるんだ。
ゲームを楽しむために来たのだろう。まだ、始

の欲望の不潔さ全体が、ホールにはいるにあた
って、わたしにとってはなんとなくいっそう好
都合で親しみのあるものになっていたのだ。
人々がお互いに気兼ねをしないで、ざっくばら
んに開けぴろげで振舞っている時は、実に感じ
がよい。同じ目的で集まった中では、いったい

まったばかりではないか』という気持ちが、果
てしなく戦う。禁煙をし始めた時にも、そうだ
った。
全裸の肥満体を死体風にシーツで包んで、あ
れこれ考えていたら、そのまま眠ってしまった。
数時間の仮眠は「グルグル回るゲームの夢」

何のために自分自身をいつわる必要があるの
だろうか?ドストエフスキー賭博者》
夜も 12 時を過ぎると、少なくともまだ活動
中の女性たちの職業は、その目付き、口元、そ
して物腰で判定しやすくなる。
わたしは、カフェを飲みながら、異国の人々

で破られた。鏡に映る目には充血が有り、油の
切れた頭髪は四方に分散していた。濃く、少量
の尿排の後、水で髪を撫でた。
私には、数百ドルしか残っていない。地下の
魚群の水槽食堂でカフェを待つ。
2 月の中でも、今日は特に寒いという。
結局、歩いて行ける所に引き上げる事は、引き

の金稼ぎと無駄な行動が交差する混雑を眺め
ていた。学生時代から無料で座れる場所の研究
を続けてきた。だから何百時間も駅のベンチと
ホテルのロビーに座ったことになる。小さなス
ケッチ・ブックを持っていた。人生を独り善が
りに考えさせるには絶好の場所であった。当然
ボーイとか駅員は追い出そうとかかる。色々に

上げた事にはならないのである。大金を持ち込
んで、大きく張るのは珍しくもないのである。
日常的金額に負けて心臓がキューンとなる
金額より、少しだけ小さい額で、何時間も戦い
続け、終に少し勝つ！これが、わたしの目標で
ある。地獄の次は極楽と決まって居るのである。

場所を動かすのは初心者であり、こうしたポジ
ション争いに勝つには精神的優位に立てば良
いのである。
こうした修行が後に役に立った。パリのリッ
ツ・ホテルでもスニーカーで座り続けるコツは
「威厳」であり「チップ」なのである。

敵討ちに出発！
《10 時 15 分だった。わたしはゆるぎない期待
をいだき、同時にいまだかって経験したことの
ないような興奮をおぼえながら、カジノに入っ
た。賭場場には、正餐前の半数くらいとはいえ、

深夜の賭場は、どうしても現金を必要とする
人々だけとなり、賭け金も徐々に上昇する。最
後の数万円は汗ばんだ手の中で出番を待って
いた。私は戦場の入り口で、15 世紀メディチ家
当主ロレンツオの詩を思い浮かべる。
Quant'e bella giovinezza

まだかなりの人々がいた。
10 時すぎになると、賭博台のまわりにのこって
いるのは、こわいもの知らずの本格的な賭博狂
ばかりで、彼らにとって温泉地に存在するのは
ただルーレットのみ、彼らはそのためだけにや
ってくるのであり、周囲に起こることなぞろく

ああ美しき青春
Masi fugge tuttavia
はかなくも すぎゆくものぞ
Chi voul esser lieto, sia
幸あれば なべて享くべし
Didoman non ce certezza

に気にもとめない。わたし自身も勝ちたいとい
う欲求にとことん捉えられていたのだから、そ

二度とかえらぬ生命なれば！
ワーと、突入総攻撃
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かける。
「じゃあ、皆様、 運を試して見たら！」
43 万人のマカオ市民の 98％が、その程度に
応じた寝室で、生涯契約あるいは短期契約かは
別にして、やはり程度に応じた相手と安眠の底
にある頃(フィールディング風に言うと)つま
り、午前 2 時になっても残りの内 1％は、市内
のカジノに分散し、まだ目を血走らせている。

とスケジュール通りに煽る。ちまちま張ってい
た日本人は、ドンと賭けて、総負けとなる。一
旦懐に入った金もカジノに返却となる。「この
位の負けはお楽しみ料よね」と言いながら引き
揚げる。最後の一回が無ければ多くの人が勝っ
ていただろうに。「馬鹿みたい！」と広東語で

カジノは、外界と完全に遮断しており、昼だか
夜だか分からないようにしてある。
「さあ、2 時ですよ！ もうお帰り！」などと知
らせる区役所の鐘もない。そこには無料休憩で
きるソファもない。ベガスのホテルのロビーで、
足を組んで目を閉じた状態が三分続けば、ガー

笑われる。
必要な金であったら、グラッとめまいがする。
難聴・耳鳴りもする。それは医者と患者で同レ
ベルの知識のため、意見が合う「いわゆるメニ
エール病」に近くなる。
カジノのギャンブルにおける必勝法は、当然

ドマンに「ミスター、ノット・スリープ」と声
をかけられる。疲労濃いギャンブラーが座りた
ければ金を張り続ける以外にないのである。
この時間になると半数のテーブルはクローズ
されているので、開いて居るテーブルは幾重も
の人垣に取り囲まれている。クーラーは熱気に
包まれた場合の室温に対して設定されている

ながら、昔から、研究されている。
ある金額を腹に入れてくる人々は、各自「今度
こそは絶対に！」と考えている訳である。しか
し、アメリカのカジノでは「必勝のシステムを
完成した！」と興奮しているギャンブラーほど
歓迎されるそうである。
賭け事の起源はギリシャ神話に登場する。フ

ので、閑散として来ると冷蔵庫の中のようにな
ィレンツェの博物館には紀元前 6 世紀の骰子が
る。行き場のない人々が身を寄せ合っているよ
うにも見える。人生、深夜起きていて良いこと
はないのである。
そしてこの頃になると、客も少数の勝ち組と、
ある。パラメデスがサ
大半の負け組そして残りの大負け組に分かれ
てくる。顔面の皺が眉間に出るか、目尻に出現
するかによって容易に判定されるが、疲労によ
る頬のくぼみは一様に見られる。ゲームをこの
時間まで続けている人で、勝ち続けている人
（と言うか、トータルでプラスの人）がしばし
ば「小さい声の指示通りに張った」とか「不思

イコロとお金を発明し、トロイ帝国時代の人々
にその使用方法を教えたとある。
賭け事は確率によって支配されるので、短期
間では勝っているように見えても、長く遊べば
胴元に吸い上げられるようになっている。
ルーレットでは 5.19～7.9％の定率で胴元に

議な声が私に教えた」などと、自分が選ばれた
人であるかのように言う。しかし、それは疲労
からくる耳鳴りに過ぎないと思う。
そんな声に、霊感を感じ、エイ！と大きく張っ
て全部無くなるケースは無数である。
日本人のグループがドヤドヤと入って来る

転がり込んで行くと言われている。
1946 年 12 月末、ラスベガスに初めてフラミ
ンゴ・カジノホテルが開業したが、その初代支
配人であり、後にリビエラホテルの支配人であ
るＧなる人も生涯負け続けたそうである。カジ
ノのプロとは「抜け目がない人。人に愛される

のが、午後 3 時ころであるが、その 1 時間後、
現地案内人は「さあ時間が来ましたよ」と声を

ようで、愛され切られない人。機知に富む人」
と言われる。金が右、左へと飛び交う異常な舞
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台で、金に無関心を装う事ができなければなら

そして球を走らせる速度」によって思うがまま

ない。
以前、マカオの賭場で、一人のスタッフが、
弟とおぼしき男に、陰でかなり多額の金を渡し
ながら、張る番号を指示していた。「何か有る
な！」と私も当然、そのままに張って行ったが、
結局すべて負けてしまった。その時の彼の苦汁

に数字を出す(出そう手とする)。これが古典的
な技術であった。店はその気になれば、モニタ
ー室で考えた数字を出す事ができるであろう。
だから、自分しかいない台で「差しでの勝負
だ」なんて恰好を付けることくらい危険なこと
はない。危険というより、献金に近い。

に満ちた険しい顔を忘れる事ができない。俳優
が演技を忘れて自身の顔を露出させてしまっ
たのだ。
ルーレット

私もルーレットから入り、ブラックジャック
に進んでいったが、ルーレットに手を出さなか
ったら、今頃は小金を貯めていただろう。
スロットマシーンもそうだが、ルーレットは真
面目人間が損をするゲームである。なぜなら、
37 または 38 分の１の確率が根底であるからだ。
しかし、こうしたイカサマも有りうることを
しかも、ゼロとか狙った数字を出すことがグリ
考慮に入れて、勝ちにいくのがギャンブラーで
ュピーの腕の判定基準になる世界である。
ある。店も、に勝つには、目立たないことであ
プロと言われる人々の指先のテクニックが
る。そして、出来るだけ締め切りぎりぎりに賭
重要な要素であったろう。
ルーレットのイカサマは台の端に仕込まれ
たボタンを押すのが 1936 年には見られた。
回る台に体を寄せている彼らが強く寄りか
かったり、バイブレーションを加えたりして落
ちるところを微妙に変えるのも古い手法であ

ける。バラバラな数字に張る。
できれば、37 カ所に張る賭ける。このために
は、盤の上の数字の配列をすべて暗記する。ゼ
ロの左右にもさりげなく賭ける。賭け金に多い
少ない、などの違いをつけて、37 カ所に張ると
5 万円以上の投資となる。

る。
コンピューターと装置のマイクロ化技術が
発展している現在、これらを、カジノ側が取り
入れていないはずが無いのだ。衛星カメラは路
上のスパイが転んでも分かるのである。
しかも、球そのものにも IC チップなど埋め

ドカンと当たれば、その瞬間に切り上げる。
こんなことで、マカオでルーレットを開いてい
るカジノは少ない。

込まれているかもしれない。天井ののぞき穴に
は監視(操作)カメラが設置されている。
「大・小」など移動しない装置に伏せられて
置かれたツボの中のサイコロなどどんな数字
も出せると考えるべきだ。
グルグル廻るルーレットの玉をコントロー

親が勝つ番と考えた時は、最低の掛け金にす
る。親がラッキーと思えば、ずーと、最低の掛
け金を続ける。一本調子に成っていないかと、
常に反省する。4 回の後悔、悲しみに対して、
喜びは精々一回の割だ。他人の喜びは自分の悲
しみ。小さな喜びは、大きな後悔に成る時もあ

ルできない訳がないのである。一流の腕を持つ
クルピエーは、「盤の回転速度、球を離す場所

る。やっぱり、ドーンと賭けるべきだった」と。
負けた時には「旅に出て、金を使うのは当たり

ブラック・ジャック

ブラック・ジャックのコツは親と我々は、3
対 2 の割で親が勝つものと思うことである。
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前だ」と常に思えば良い。

てはならない。

ギャンブラーは、持ち金と予定金額を頭に入れ
ながら、今度はチャンスの番か否か？」と言う
ことばかり考えている。そもそも、元手が少な
いのに大きく勝つ事は不可能である。例えば、
予算が 10 万円とすれば 4 万円以上勝つことは
できないと考えるべきである。6 万円勝ちたか

低俗な人種
台のかげから突然だれかの手が伸びて、人の儲
けた分を着服するのなぞ、ごくありふれたこと
であるのに、わたしは気づいた。
口論が始まり、怒鳴り声もめずらしくない。
すると、どうか掛け金があなたのであるという

ったら「一度に 6 万円を」賭ける以外にない。
3 千円を目安に張っていたらジリ貧になってい
く。5 千円くらいの賭け金額の時は 2 万円儲か
ったらその場を離れたほうがよい。
ブラック・ジャックなどでは、1 ゲームに 1、2
回掛け金が 2 万円くらいになってしまう場面が

ことを証明し、承認を見つけだしていただきま
す、というわけだ。》と。
そのために、大金を賭ける人々の最終地はバカ
ラである。ルーレットは「店と客の勝負」であ
るが、バカラは「バンカーに張った客とプレイ
ヤーに張った客との勝負」だからだ。店が関与

出現する。
これに勝つことができるか否かに運命は懸か
っている。
「幸運は私に、不運はディーラーに。最低でも、
不運は、隣の人に」と祈る。「運が良ければ」
などは「偶然に」というに等しい。究極の方法
は「大きく張った人の反対側に賭ける」になっ

する部分がない、ためである。
しかし、巨額を張るハイローラは店との差し
勝負になるが、そんな場を想像しても無駄であ
る。そうした大金は額に汗して稼いだものでは
ないからだ。
若いときは「裏商売の代理人が店を相手にして
いる時「裏に店が勝てばいい」と正義感が囁い

てしまう。他人の不幸を利用するのである。
カジノで私が握り締めている金は今の瞬間は
私のものであるが、次の瞬間は胴元に渡る。バ
トミントンの羽根みたいなものである。残念な
のは客が出した金が使われていることである。
行ったり来たりする様は「愛憎が行ったり来た

た。しかし、今は「裏、勝て」とさえ思う。な
ぜなら、マネーロンダリングは阻止できない訳
だし、もし、裏が徹底的に負けたら、裏の人々
はすぐさま「庶民の金を巻き上げたり、賄賂を
取り始める」であろう。裏が勝てば、少しの間
は国民からの賄賂ショバ代徴収に待ったがか

りするのに」似ている。どこで妥協するかであ
る。大体傷ついて退場するのも似ている。
映画でみると、カードを自在に操るプロがい
る。カジノを取りあげる映画で、イカサマが登
場しないものはない。いわば「客と店のイカサ
マ比べ」である。

かるであろうから。

「賭博者(原卓也訳新潮社)」でドストエフスキ
ーも記述している。
《一口で言えば、ルーレットにせよ、トランプ
にせよ、あらゆるそうした賭博台を、紳士たる
者は、もっぱら自分の楽しみのために設けられ
た遊びとして以外にみてはならないのである。

賭けごとをしない友人が看破した「バカラとは、バカ
らが集まっているところだ」と。
配られたカードを端を折って 70 秒ぐらい掛けて数字
開ける者も多い。
「ほれ」と開いて、私が勝つと、芝居がかって開け
る人にジロリと睨まれる。大体、へそ曲がりの私は、

胴元を支える基盤でもあれば仕組みでもある
金銭欲やトリックなぞ、想像することさえあっ

ほとんどの人が賭ける反対側に独りだけ張るので、
責任が私にあるように思われる。そのようにもったい

バカラ

深夜 3 時を回った頃、私はバカラの人垣の中
に居て、再び、小さな微笑を浮かべていた。ズ
ボンのポケットの中で、汗ばんだ手は、10 枚の
黄色い紙幣の感触を楽しんで居た。
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ぶってカードを開けても、私のように２枚つまんで、

つま先だって覗いて居るうちに、今夜の自分の

「ほれ」と一気に開けても、既に運命は決まっていて、
変わることはない。「どちらに賭けていたか」に過ぎ
ない。
バカラは大金が動くので、カードを配るディ
ーラは店の華となっている。いかに、華麗にそ
の勝負を演出するかが彼に掛っている。

ヒラメキは特別であることが分かって来た。慣
れない裕福さも、心をけしかけた。
止せば良いのに、再びルーレットの方に歩き始
めた。
「先刻は資金切れで、くやしかったなー。
ちょいと見るだけにしよう」と頭の奥が囁いた。

その時、自分が勝ったからいうのではないが、
あのディーラーのカード捌きは大袈裟でもあ
り、山のように取り囲んだ人々を満足させるも
のだった。30 歳台前半、小柄、中肉の彼は席に
着くと、儀式を行う。左上腕をカード箱に置き、
ひと呼吸をする。素肌にワイシャツだけである

猫と違ってヒトは『瀕死の傷を負わされた場
所』に少し体力が戻ると、様子を伺うために、
戻って来る。放火魔が捕まる理由である。多分
犬もそうだと思う。止せば良いのにと世間が思
う範囲を越えるのがギャンブラーの宿命か？
【勝っている。 うちにお帰りと かかあ言い】

が、腹に忍ばせてあるタバコを一本摘まみ出し
着火する。ギョロリと賭け金を見渡す。賭け金
が大きくても小さくても、それに落とす視線は
同じ。(たまにはギョツとした素顔も見せるが)
軽く頷くのが「No more bet」の合図だ。
右手一本で、できるだけ機械的にバンカーと
プレイヤーにカードを配る。再びひと呼吸置い

と江戸の人も言っているのである。
まだまだ遠くにいる太陽の先発隊が、水平線
を黄白色に染め黒い雲に紫色を与え始める早
朝 5 時、マカウの港には鮮魚を満載したジャン
クが入って来る。
わたしは、再び地下の大衆食堂で、コーフィ
ーとお粥をおとなしく待つ身となった。

て 2 枚目を配り、天井を向いたり、横目で美人
を見つめたりする。客の叫騒とは別世界に入る。
時々、顔見知り客の 2 枚目のカードを取る時、
ギョロリとした視線を中空に放ち、カードの裏
側に親指に、中指と薬指を数字面に当てて、擦
り、いかにもカードの数字を指腹で読み取るし

終に、手中からズボンのポケットに移動させ
ていた金だけでなく、ズボンの内側に仕舞いこ
んでいたものも失ってしまった。
あれは夢だったのか。まさに邯鄲夢の枕であ
る。《廬なる書生、自分の服装がいたみ汚れて
いるのをつくづく見て、ほっと溜息をもらした。

ぐさをする。ニャリとして、客に渡した二枚目
のカードで 9 が完成したのを見た時は、プロの
芸の深さを感じた。彼の指は数字の幽かな凹凸
を読むことができるのか！と。しかしながら、
人間が指先を使って物を素早く移動させるの
である。目の前の手品師の指先の動きを把握で

「男子たる者が、この世に生まれて機会に恵ま
れぬまま、このように困窮したか」
書生はあくびをして、腰をのばして眼がさめた。
その身は宿屋に臥したままであり、呂翁は、そ
の傍に座っていた。主人は、依然、黍を蒸して
いて、まだできていなかった。手に触れたもの

きないこと考えれば、多額の現金が流れている
この賭場のプロが、その程度のことは出来るふ
りするのは当たり前だ。この世界で飯を食うに
は、負けてはならない。見破れない限り、天井
のカメラを通して監視しているボスからプロ
として認定される。我々は、これらを知った上

は一切が夢の前とかわりがなかった。書生はど
きっとして起き上がった。「夢を見ていた の
か？」翁は書生に言った。「人間の一生の出来
事も、こういうものなのだ」書生はしばらく茫
然としていたが礼をのべた。
「寵愛と恥辱の道筋、窮乏と栄達の運命、得

で、挑まなければならない。
勝った瞬間に部屋に帰るべきであった。

失の道理、死と生の事情、なにもかもすべてに
知りました。先生が僕の欲望を充足させた理由
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欲も去る

はそれでしたか。つつしんで教えに従います」

はよろよろと帰路に付く。

書生は叩頭し、再廬拝してから、その場を去っ
た。(剪燈新話)》
人間、完敗してはじめて真の風流人となる
か！
ルーレットで徹底的に敗北した理由を、記録
に残した。数字の配列は、万国共通。約 7 分毎

ギャンブラーは、前方一面に落とし穴が広がる荒
野を、運の悪さを避ける事を至福幸福と感じる神経
精神を自分に許しているグループに過ぎない。つま
り、ほとんどは穴に転落する。
若い頃には無縁だった賭け事は、29 歳の時に始
まった。つまり、結婚したのである。それより

に、クルーピェが玉を投じる。
そして、わたしが失意のどん底で席を立った
44 回の出目は【6,2,7,7,18,33,32,2,18,21,
18,21,11,21,18,21,11,21,9,3,28,22,11,14,3
5,30,8,34,36,4,36,33,3,17,8,12,19,28,25,1
5,33,21,23,3,12 】であった。

以後、止む事無し。
【結婚は判断力の欠如、離婚は忍耐力の欠如、
再婚は記憶力の欠如】とされている。
ともあれ、マーク・トーエンが述べている。
「人生にはバクチに手を出してはいけない時
が二度ある。一度は金に余裕が無い時、そして、

見事なくらいに滅茶々々である。確率も無い。
21 が好きな人が、前半で勝ち、後半の一時間で
は 30‐36 の前にいた人が、目の前に置いたら、
金持ちになって居たのである。 ゼロが出るべ
きだ、と確信してゼロに賭ける金額を増やして
いった私は破産した。
賭場から去って行く時の一種の空しい気持

もう一度は余裕のある時である」と。 わたし
も振り返って見ると、この十数年間賭け事に血
道を上げて来た。
碁で、俗に「耳赤」と言われる「急速な後悔
の状態」、つまり、頸部を動脈血液がフルスピ
ードで駆け上がり、つぎの瞬間下降して行く状
態は身体に良い訳が無い。「もう賭け事から足

ちは（わたしには経験が無いと強調しておきた
い）性的なフィニッシュの後のそれに似ている
と言われる。
つまり、帰宅または帰室をする以外にする事
が無いのであるが、その時に彼を次のようなこ
とが襲うのである。

を洗おう」
「美食を食べに香港に帰ろう」
「あた
りを見ても出会う視線に優しさが無い。 所詮
金がすべての港町だ」「なんの生産性も無い。
賭け事はもう止めた」「金を掛けるカジノ（価
値）の無い事―友人の作品」と呟いた。しかし
ながら、数十回の決意も、いつも無残な敗北に

全身疲労感、不本意な闘いに終わった悔しさ、
金銭の損失、空腹感、自分の未来に対する不安
感、そして最後に加えられるのは背負い込んで
しまったかもしれない病気である。
これらの博学を再三、耳学問であると、くど
く強調するのは、微に入り細に入った知識は経

終わっての帰り道に限られているのも事実だ
った。
有史以来、世界中の人々が賭博場で多くの事
を学び、後世の人々に伝えようとした。そのほ
とんどが、負けて部屋に帰る長い道中に生み出
されたのであろう。「ついていない、という事

験でしか得られないと世間は決めつけ勝ちで
あるからである。特に、配偶者に理解を得るこ
とは至難のことである。無い経験を誤解されて
は適わない。これも、我が師フィールディング
から習った。
「やっぱりだ！俺の勘は当たっていた｡あの瞬

は、どんなに信心深い人にも有り得る」「時に
強気が勝ち、時に慎重な者が勝つ。だが愚昧が
勝つことだけは絶対に無い」等など。「賭博場
での友情」という我々はまり込んだ者にしかわ
からないものもある。
賭け事における教訓ほど、それに支払われた

間は、有り金全部をつぎ込む時だったのだ！」
こう呟きながら、ほとんどのギャンプラーたち

時間と金額をその奥に感じさせるものも無い。
愚昧なわたしはその日より、間もなくして、再
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び、賭場に向かうのであるが、「タバコを飲み

絶体絶命の危機に追い込まれた彼は、友人ミリ

ながらだけはしないようにしよう」などと自分
を説得させていた。故に、今日の決意も前回の
それと違う保証は何一つなかった。
ドストエフスキーも同じ「のめり込み」をして
いる。

ュコフの助言を容れて、速記者による口述で長
編を書くことに決め、わずか 27 日間でこの作
品を仕上げて、約束の期限ぎりぎりの 10 月 31
日に『賭博者』の原稿をステロフスキーに渡し
て危機を脱したのである》。
《わたし自身も勝ちたいという欲求にとこと

《10 時 15 分だった。わたしはゆるぎない期待
をいだき、同時にいまだかって経験したことの
ないような興奮をおぼえながら、カジノに入っ
た。賭場場には、正餐前の半数くらいとはいえ、
まだかなりの人々がいた。
10 時すぎになると、賭博台のまわりに残ってい

ん捉えられていたのだから、その欲望全体や、
かりにそうよびたいのなら、その欲望の不潔さ
全体が、ホールにはいるにあたって、わたしに
とってはなんとなくいっそう好都合で親しみ
のあるものになっていたのだ。人々がお互いに
気兼ねをしないで、ざっくばらんに開けぴろげ

るのは、こわいもの知らずの本格的な賭博狂ば
かりで、彼らにとって温泉地に存在するのはた
だルーレットのみ、彼らはそのためだけにやっ
てくるのであり、周囲に起こることなぞろくに
気にもとめない》
彼の舞台は、ヴィースバーデンでフランクフ
ルト郊外である。私はここで、駐車禁止のラベ

で振舞っている時は、実に感じよいものだしま
た、いったい何のために自分自身をいつわる必
要があるのだろうか? (ドストエフスキーはス
トリップ劇場とか悪所は列挙してはいない)》
《(中略)勝負にも二通りあって、一つは紳士の
勝負であり、もう一つは欲得づくの成上がり者
の勝負、ありとあらゆる低俗人種の勝負である。

ルを張られた。しかし、その頃はコンピュータ
システムがなかったので、無視しても後日レン
タカーが追及されることはなかった。
《賭博者の構想は早くからできあがっていた
が、その当時のドストエフスキーは「不倫、妻
の死、兄の死と残された負債」などが重なって、

紳士たるものは、もっぱら遊びのため、ひたす
ら楽しみのためにであって、本来、勝ち負けの
経過を眺めるためにすぎないのだ。自分の儲け
に関心をいだくことはならない。
賭博台を、紳士たる者は、もっぱら自分の楽し
みのために設けられた遊びとして以外に見て

疲労困憊していた。
1865 年夏、債権者に苦しめられていた彼は、や
むなく、全集の出版権をステロフスキーに売り
渡したが、悪辣なこの出版人との契約はべらぼ
うなもので、彼はこの全集出版のために新しい
長編を一つ各約束になっており、しかももし 66

はならない。胴元を支える基盤でもあれば仕組
みでもある金銭欲やトリックなぞ、想像するこ
とさえあってはならない。》
賭けに負ければ、憤然と席を立つ。しかし、その
度に、その記録用紙にボールペンを巻き込んでさ
りげなく持って来た。

年の 11 月 1 日までに新しい長編を渡せない場
合には、以後 9 年間ドストエフスキーの書くも
のはすべて、いっさい印税なしにステロフスキ
ーが出版する権利を有する、という取り決めに
なっていた。だが、ドストエフスキーは 66 年 1
月から雑誌に『罪と罰』を連載中で、その年の

まー高いペンともいえるが、一応常に獲物を獲
得したといえる。現在、部屋に八本並べてある。青
と赤の二色で黒がない。
いろいろカジノでの苦楽の経験から解ったこと
は「エンドレスで行われている賭け事においては
勝つ場面、誰であってもまず勝つであろう局面と

9 月が終わるころになっても、とうてい新しい
長編にとりかかることは不可能な始末だった。

誰でも大体負けるであろう局面がモザイクのように
入れ替わっているのだ。」前者の場面に入り込むと
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勝って帰ることができるし、後者の場面に遭遇する
と痛い目に遭う。これを「勝ったときは実力と自惚
れ、負けると運が悪いとぼやく」がいずれも運命で
ある。
ルーレット以外は二つのうちどちらか、つまり2分
の1の確率（時に引き分けもあるが）で勝つか負け
るかに金をかける。
それにしても「赤か黒か」という単純な投票に負け
るほうばかりを選択し続けるわたしは何故なのか
それにしてもこのカジノの皆さん、失礼だが人相が
良いとはいえない。
別の世界に生きるヒトたちである。街の暗闇で、眼
前に立ちふさがられ他なら恐怖の真ん中に突き落

緑の庭園を散策し香港にない空気を味わう。
聖ポール天主堂跡

とされる人たちである。大金を賭けることに忙しく、
わたしを無視しているがわたしの全身は違和感で
包まれる。
やはり、この雰囲気の中に身を置き、賭け事の真
似をすることは似合わないのだ。
さようならカジノである。

それから、少し歩いて、大三巴牌坊いわゆる聖
ポール天主堂跡大三巴牌坊聖ポール天主跡
焼失により現在は前壁のみが残る教会跡。16
世紀にアジアでキリスト教布教を進めたイエ
ズス会の本拠地として、教会、修道院、アジア
初の大学がここに並んだ。外敵からマカオを守
る大砲を備え市街を見下ろす台、とモンテの砦

マカオ観光

つきものが落ちた。降り注ぐ陽光で目覚めた。 が接する。
大砲台(モンテの砦
久しぶりにマカオ観光だ。
少なくとも、落日までは、観光客で過ごすこと
それを護衛する大砲台(モンテの砦)見学のあ
ができる。
と、それを護衛する
セナド広場
マカオ観光のコツは「絵ハガキを買い、それを
タクシーに見せる」ことだ。
昔からマカオの中心。
まずは、蓮が見頃になった盧廉若花園へ向かう。 「カサーダス」と呼ばれる石畳が敷き詰められ
ている。
仁慈堂や民政総署などの世界遺産を含むパス
大勢の観光客の波に乗っていれば、町一番の人
出の多いセナド広場に着くテルカラーの新古
盧廉若花園

典様式の歴史的建造物と、マカオ随一の繁華街
に囲まれている。
何がおいしいどこの料理は行列ができている
過ぎてしまえば、喰ってしまえば 皆過去にな
る。
「雲呑麺」と「粥」

ここで、50 年間続いている麺の店、「黄枝記」
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に入り、定番の「雲呑麺」と「粥」を食べる。
西望洋聖堂ペンニャ教会
タクシーを拾ってペンニャ教会。

た。そして、利発そうな嫁が加わり、数年後に
は店内の竹籠の中に赤ん坊が入れられていた。
この猴子採は猿しか立ち寄れない日当たり
のよい絶壁に生育している茶だそうで、最高の
ものとされている。
少しずつ、知識が増えていった。

タクシーを拾ってペンニャ教会へ。ポルトガル
統治時代を彷彿させる建築が多い南湾、ペンニ
ャの丘頂上に建つ石造りの教会。1622 年にオラ
ンダ艦隊からの攻撃から逃れたポルトガル人
船員により創建された。少し前までは、海側に
立てば目の前は南シナ海であった。
カモンエス公園
大航海時代のポルトガル人詩人カモンエスの
『ウス・ルジアダス』は、ポルトガル文学の最
高傑作と名高い。公園内に残る洞窟でカモンエ
スが執筆したという伝説がある。

事実、翌日、香港への船上で、もう既に、1 枚
130 円のコインで擦すれば当落がすぐわかる宝
くじを何枚も何枚も足元に捨てては買い足し
ている私であった。
マーク・トーエンがこうも言っている。「博打
打ちとは希望で暮らしている人に過ぎない」と。

マカオ媽閣廟
船乗りの女神「阿媽(アマ)」を祀り、中国語読
みの「マッコウ」が「マカオ」の語源とも言わ
れるがマカオ最古の寺院。敷地内には道教や仏
教などのお堂もあり、多様な信仰を受け入れる
中国文化の代表例とされている。
ポーレイ茶

昔、アルメイダ通りの奥に中国百貨があった。
マカオでは、スーパーといえば、ここくらいで
あった。そのすぐ横に英記茶という古くから続
くお茶店があった。

遠ざかるマカオにおけるわたしの行動や結果
は、古来よりの賢人たちの無数の教訓で形成さ
れた掌の上での、ごくありふれたひと踊りに過
ぎなかった。
さようなら、マカオ…。…また来る日まで‥
‥‥。
上海蟹

午後4時町に出る。なんとしても今回の目玉である
上海蟹を味わなければならない。手のひらサイズ
のそれは１２８ホンコン・ドルであった。ハサミと爪楊
枝で神妙に食べる。
名物にうまいものなし」というが、「美形にうまいもの
なし」が正しい

ここの主人から色々と教えてもらった。烏龍茶
にも無数のランクがあることなどを。
その後、彼が認知症になっていく様子を見た。
いつの間にか奥さんの姿がなくなり、昔、店先
でちょろちょろしていた子供が、店を切り回し
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韓非子

にいたった。

韓非によれば、
マカオ知識
聖フランシスコ・ザビエル教会
静かなコロアンの小さな教会。日本やインドで
の布教で有名なイエズス会のザビエルを祀り

ゴアでは、ポルトガル人およびメスティーソの
キリスト教徒らは、実に堂々とした邸宅を構え
ており、地位、身分に応じてそれぞれ多少の差
はあるが、たいていは 5 人、6 人、10 人ないし
20 人の男奴隷や女奴隷をもっている。

1928 年に建立。観音様に似たマリアの絵が飾ら
れるなど、チャイナ色が少し濃いのが魅力。
東望洋砲台(ギア要塞)
マカオで最も高い丘に建つ要塞。1638 年頃、オ
ランダ軍からマカオをまもるために建設され
た。1865 年中国沿岸最古の灯台が建設され、今

これらの男奴隷はかれらを必要とする人のと
ころへ働きに行き、泉の水を汲んで来て町じゅ
うに売り歩いたりして金を稼ぐ。女奴隷は、イ
ンディエの果物でいろんな砂糖煮、漬物、縫い
物、刺繍、編み物を作るだけでなく、
とりわけ美しい女奴隷を町に出す

もマカオの海を照らしている。
2005 年に「澳門歴史市街地区」としてマカオの
22 の歴史的建造物と 8 カ所の広場が世界遺産
に登録された。ポルトガル人が 450 年前に定住
して以来、ヨーロッパとアジアをつなぐ貿易港
とキリスト教徒布教の拠点として発展し、異文
化がお互いを認め合って融合した。

町の男たちはそれらの物をかうよりも、その女
奴隷を相手に安直におのれの情欲を満たす場
合が多い。彼女たちはけっしてそれを拒まない
し、それが彼女らの日々のなりわいでもあるか
らだ。こうして、男奴隷や女奴隷が毎日家へ居
れる稼ぎによって、かれらの主人は裕福に暮ら
していくことができるのである。

東方見聞録 リンスホーテン
大航海時代にはポルトガルの植民者は、カソ
リック教徒以外の者は法律の保護外にあるも
のと考えていたので、異教徒に対して甚だしい

３１２
男たちは、妻に対してひどく嫉妬深い。たとえ
親友であっても妻や娘を見られることを恐れ
て男性をけっして家の中へ入れようとしない。
李商隠
春心 花とともに発（ひら）くを争うこと莫れ

残虐行為をしても敢えてこれを罪悪とは考え
なかった。このような例証はインド、中国、新
大陸などで数え切れないほどである。

一寸の相思 一寸の灰
ああ、恋ごころは花と競ってまで開かせるもの
ではない。
しょせん、一寸の恋の炎は、一寸の死灰と化し
てしまうのだから

ポルトガルのジョアン三世は、1557 年ゴアに宗
教諮問を開かせた。そして 1543 年ゴアの医師
ジェローニモ・ディアスを異端の罪名で火刑に
処したのを切っ掛けに、18 世紀中葉までに 71
回諮問会が開かれた。刑罰に処せられた者 4046
名、そのうち 121 名は火刑を宣告され、57 名は
生きながらに焼き殺されたという。
迫害を恐れた住民は、ゴアおよび周辺の地から

来（きた）るとは是れ空言
去って踪（あと）を絶つ
月は楼上に斜めなり 五更の鐘
夢に遠別を為し 啼けども喚び難し

逃れ、17 世紀に入ると、ポルトガルの政治的衰
退、流行病とあいまってゴアの人口は激減する

少年の離別 意 軽（かろ）きに非らず
老い去って相逢うも亦た情を愴（いた）ましむ

王安石
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草草たる杯盤

笑話に供し

マカオ西南端にある媽祖廟（マーコウミュウ）

昏昏たる灯火 平生（へいぜい）を語る
若い時でも別れるとなればそう気軽にでき
ることではないが
お互いに年をとってからは、たまに出会っても、
いつまた会えるかと思って胸が痛むものだ。あ
りあわせの料理を談笑のさかなにして、くらい

からマカオと言われ始めたとする説が一般的
である。
この航海の安全を
鄭和が１４０３～１４３３年に行なったイン
ドや東アフリカへの大航海もこの神様によっ
て守られたとされている。

灯火のもとでよもやま話をする

カモンエス
叙事詩「ウズ・ルジアダス」

１６世紀半ば、ポルトガル人が来訪し、住み始
めてからマカオはヨーロッパに知られるよう
になる。
ポルトガル人はリスボン長崎ゴアで分るよう
に、川もしくは海に臨む傾斜地を好んだ。
私は、マカオのリスボアホテル正面玄関の石

ポルトガルは
ポルトガルは 8 百年間イスラムと闘って、1143
年に建国された。。
1415 年、地中海の入り口、ジブラルタル海峡に
臨むアフリカ北岸の貿易港セウタの攻略によ
って、ポルトガルは大航海時代に入っていく
ジョアン一世国王は 3 人の王子の騎士叙任式を

階段に腰を下ろしてワープロに向かっている。
この街の良い所のひとつは、金を使わない人に
無関心であるということだ。他所の国の人間が、
のんびりと考えごとをしているなど、思いもつ
かないであろう。しかも、最良に近い時間を過
ごしているとは…
マカオの休日は慌ただし過ぎ、最後の夜を迎

行うに当り、セウタの攻略することとなった。
ポルトガル軍は激戦の後に街を占領した。

えようとしていた。
この時、ポケットに 50 ドルチップを発見し
た。最初に行って負けたヴェネチアホテルのも
のであった。
マカオの物乞い

落日が始まり、自然と足はカジノに向かって
いく。
これを境に、ポルトガルは未知の領域を求めて、 闇が近づいていく街は忙しく歩き回る人々で
飽くなき西アフリカ探検航海を始めた
溢れている。ロンドンの地下鉄の地下道など、
エンリーケ王子はアルガルヴェの総督やキリ
ネズミになった気分になった。
スト騎士団の団長となっていく。
快活に活動する人々に足元に不幸な人々がい
る。
澳門」という言葉はすでに明時代に現れており、
海上正面から島を見ると南に西望洋山、北に東
望洋山と門柱のように見えたことに由来する
と言われている。
マカオ
福建省の女神で、海の神である媽祖にその名が

中東の或る都市の路上では、朝から夜まで、幼
い孤児たちが日銭を稼いでいる。靴磨き、ちり
紙売りから、単にねだるまで様々である。高級
ホテルの近くの道路では、信号で止った車に、
殺到する。窓とかミラーを拭くのである。命を
投げ出しての稼ぎである。交通遺児も多いと聞

由来するといわれている。
調

いた。と、すると、親を奪った車に命を投げ出
して小銭を稼いでいるのである。これ以上に残
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酷な話は無い。目が会えば何がしかを渡す事を

た菓子造りの手つきに見惚れてしまった。薄い

繰り返すのが旅人の宿命であり、限界か。
ロンドンの地下道で、若者が震えてウトウトと
していた。無言では失礼と思い、「ミスターと
声を掛けた。
「イエス・サー」と正座する。
「サ
ンキュー・サー」と言う言葉を背中で聞きなが
ら「1 年前に、こうした言葉を知っていたら、

センベイを焼いているにすぎないのだが、異国
で見ると殊更に名人芸に見えて、日本で開業す
れば、さぞかし名を残すであろうと責任の無い
印象を持ってしまう。
この街にはまだまだ物乞いが多い。
チップと棄銭は与えるものとの出会いが大き

あそこには居なかったであろうに」と思った。
そういえば、あのウィーンの青年はどうなっ
たろうか？
大晦日、零時、ウィーンの街は教会の鐘の音が
響き渡っていた。広場は大混乱していた。
その厳寒の路上に若者が震えていた。通りすが

くその額を左右するという意味で、根本的には
似ている。
すべてがタイミングである。何はともあれ、
前に通りかかった人の足を止めなければ勝負
にならない。ジョギングをしながら、次々と物
乞いに棄銭をする話は聞かない。

りの人々に爆竹を仕掛けるという危険で冷酷
な一面を持つ古都であるから、往来の人々で足
を止める人も居ない。あの程度の服では、朝ま
で持たないのではないかと、暫し佇んだ。
既に幾ばくかの金銭では済まない。救急車しか
ないように見えた。旅人には施す手段は無い。
これに比して、マカオでは、凍死が無い。つ

訴える対象は優越感、慈愛、出来心など様々
であるが、手段は制限されている。
視覚と聴覚である。嗅覚に訴えて成功した場合
は珍しい。
身なりについても、程々が良い。余りにヒド
イと、「あれでは、このくらいの小銭では更生
の役に立たない」と考えるだろうし、衣服があ

まり、物乞いをするなら、南国に限るのである。
マカオは南シナ海に面している。中国本土から
竜の首のように突き出ている。16 世紀の大航海
時代、ポルトガルが支配しているマカオにイギ
リス、オランダ帆船軍団が、攻撃を繰り返した。
マカオは世界史に華麗に登場し、数１０年後、

まりに小綺麗だと、
「アルバイトかな」と思う。
幼児を連れている場合、つまり配偶者以下家
族ぐるみで貧困であるという訴えであるが、こ
れも賛否の別れるところである。物乞いが女の
時は旦那のカイショ無しを訴え、男の場合は自
分のダラシナサを表しているのだが、これらは

忽然と忘れ去られた町である。
世の常であり、男性の心を冷酷にさせる。
その海戦の舞台が、私の目の前に広がるプラ
イア・グランデ大湾である。マカオは中国大陸
から竜の頭の形で飛び出している。その頂上に
ポルトガルは、17 世紀の初頭から 35 年間の歳
月を費やしてセント・ポールヨ大聖堂を建てた。
当時は東洋一のキリスト教建造物であった。今
は建物正面だけが残っている。
太陽が落ち、
夕闇が街を包
み始める頃、
多くの露天商

しか立ち止まらない。そして、そういう人は多

が店を出す。
ふと足を止め

くないのも世の常である。
彼等は皆、缶を持っているわけだが、この中

つまり、幸せな家庭の人
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にタネ銭がある方が良いか、カラの方が良いか

起こったが、反面、彼が、目耳口いづれも健全

難しい。缶を振って、中の小銭を鳴らして注意
を引こうというのであろうが、強引さ、厚かま
しさが反感を呼び起こさせ、通り過ぎさせてし
まう結果にもなる。
元来、突然出っくわして、思わずポケットに
手を入れる例が多いのであるから、この音は心

である事も判明し、私が直してあげた気もした。
西洋には、有名な乞食の舌打ちがある。
【昔、ロスチャイルド家を顧客としている物乞
いがいた。ある時、ロスチャイルド家が経済的
な危機に陥った。慈悲深さで評判の母親が、物
乞いに済まなさそうに言った。「お前には、悪

の準備を与えてしまう。渡そうと遠くからやっ
て来る人は稀であろう。
何番目にいると有利かを考えると、意外に 3
番目位が穴場かもしれない。決心して、額を決
め、取り出した時に、目の前にいる人に渡すわ
けである。

いけど、うちも苦しいので、今までのようには
いかなくなったのよ」と。物乞いは舌打ちをし
た。「冗談じゃない。俺の金で、ここを支えよ
うというのかい！」】
そもそも、現在与えるものを持たない人々は、
往々にして以前においてもそうであり続けて

いる。そのために、最大限に奪い取るかだけに
顔で決める事は少ないにも拘わらず、彼等は皆
最大の努力をする為に、ボロがでるのだ。
親戚であると、一人合点をしてしまう。誰かに
彼の演技の評価が入れられた金額とすれば、
渡せば、皆で分けると誤解している人々も多い。 舌打ちは、私に対するものというより、自分の
意外に稼ぎに差が出る。時に、これを避けよう
演技力の低下に対してされたとも取れる。
と、すべての人に同額渡すひともいる。しかし、
真にプロは、顧客が立ち止まって、ポケット
これが彼等全部の満足を得るかというと、そう
から小銭を取り出そうと決心をしただけで、次
でない。もともと多くもない金額を幾つにも分
けるのであるから、「ナンダコノ金は！馬鹿ニ
スルナ」と却って怒りを招きかねない
とはいものの、乞食が舌打ちをしたり、不平
を言ったとしても、市民側は、本当は痛痒に感
じない。

の行動に移る。その足音、ポケットの音に、そ
の周辺の空気は独特の動きをみせるのであろ
うか？ 彼等の受け皿は素早くそして的確に私
の手の真下に置かれる。翻意されないように、
手の中に残らないように。
「がんばってね！」などと言葉を掛ける人も

落ちぶれて、トイレの出口などに立っていて、
チップのために手を差し出すのも一瞬の恥か
もしれないが、あげないのも一瞬の恥に過ぎな
いからである。
以前に、三重苦と診断し、（万人に効あると
されている）喜捨をした事がある。しかし、そ

いるが、与える側には財布から金を取り出す手
だけがあれば良いのである。言葉ではないのだ。
徹夜の賭博で負けて、彼等の仲間にでも入れ
て貰いたい気持ちでフラフラ歩いていたら、前
夜、私の同情心をあれほど刺激した人が、木陰
でのんびりと新聞の競馬情報を読んでいるの

の額に合意が得られず、背中に「舌打ち」を浴
びせられてしまった。
特にまだユーロに統一されなかったころに、
この金額について何回も、後で赤面した。金銭
のレートで混乱してしまう事が普通だった。
大枚 2 千リラも渡したが、後で計算すると、140

に出会った。
なかなかこの道も奥が深い。しつっこく金を
せびるのも瞬間的な正解であるし、あげなかっ
たのも正解であった、と知るべきである。
《橋のこも でっちに見せて あれだぞと》
海賊の街から香港に帰ってきた。すぐさま

円だったりする。
「舌打ち」を聞いて、何か申し訳ない気持ちも

紳士に変身しカジノで汚れた心を洗う。
20 年前、この地には無数の物乞いの人々がい
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た。特にアバディーンの水上レストランの周辺

かも知れない）は車の流れに飛び込んで反対側

に多かった。
香港が繁栄つまりバブル景気を呈して以来、
その階級が一時姿を見せなかった。しかし、最
近また彼らを至る所で見始めた。フラリと出た
繁華街で、出会った。褐色のＴシャツ（もっと
も元はその色であったに近いが）と半ズボンの

に逃れる。よほどに怒ったのか、男は目を凝ら
して、すぐさま幼児の方向を睨む。弱者が食わ
れてしまうのは、せっかく身を潜めた場所から、
不安感が弱者を走らせてしまうからである。幼
児も大きな信号機の蔭から、飛び出したために、
すぐさま杖を武器にした男に発見された。また

4 歳くらいの子供と母親が道端に座っていた。
母親は可哀想に視力の強い障害が有るようで
あった。
母と子が店を出しているネーザンロードは、香
港九龍側の繁華な通りとなっていて、騒然とは
していても、輝く明るさがあり、すでに、物乞

もや、車道に飛び込み、車に悲鳴を挙げさせな
がら、運河のほうに姿を消した。逃れた海辺の
向こうには香港島が見える。中央から右寄りは
ビル群で巨大な宝石のように光り輝いている。
左側は岩石による丘であり、貧しい人々の住居
地区である。薄い壁を通して室内の明かりが漏

いが座るにはリッパ過ぎていた。
当局による排除も頻繁であった。ショーウィ
ンドーの宝石の輝きは、母子の不幸を一層引き
立たせていた。しかし、良く観察すれば衣服は
こざっぱりとしているし、不自然な煤によるカ
ムフラージュの合間に見える頬っぺたもふっ
くらとしている。

れている。香港の百万ドルの夜景というのは、
実は「貧者の薄い壁を突き抜けた光りの集合な
のである。
立ち止まって、この些細な事件を眺めていた
私に、別の職業の女性たちが微笑みかけ、後ろ
髪を引かれるような立ち去り方をする。Half
step and One stop

座るのに横に膝を崩さなければならない、母
親の下肢は「食事の量（質とはいわなくても）
は十分過ぎる」ことを示していた。
1 香港ドルくらいでは、こちらが恥をかいてし
まうようにも、思えた。
日本製の携帯用レコードで何か音楽をかけ、

私もその種の男と思われても困るので、場所
をかえて事件に戻ると、運河に向かって急ぐ男
が見えた。しかし、件の幼児は既に母親の横に
帰って来ていた。
私はマカオで勝った祝いの御裾分けをその
子に渡す事を思い付いて近寄る。私は幼児を呼

時々、ペコペコとし、思い出したように、コッ
プの中の小銭を打ち鳴らしていた。全体として
調和がなく、ゴチャゴチャしているところが、
香港的と言えるかもしれない。
そのうちに、ほかの物乞いがその幼児を、怒
鳴りつけ、棒を振り上げた。この喧嘩にもそれ

んで 100 ドル渡す。彼は私を見詰めたまま、暫
く息を止めて考えをまとめようとしていた。
が、そばの母親を盗み見する。母親をごまか
し切れるか否かの判断に苦しんだに違いない。
利発な子は、ポケットから取り出した 20 ドル
札を母親のコップに入れた。親子の間に暫く駆

なりの原因があるのだろうが、旅人や読者には
知る方法も理由まない。
その中年の痩せた物乞いは矢張り、視力障害
を看板にしていたらしいが、カッとなってそれ
らを忘れて、逃げ出した子供の姿を追いかけた。
ちょっと考えれば目の悪い男から逃れるのな

け引きによる静寂があった。
ピンはねを見破られた幼児は諦めて、紙幣を
母親に渡す。しっかりと確認した母親は首から
胸という太古からの隠し場所に押し込む。
少し歩いて、振り返ると、慌ただしく店を畳
んで引き上げる母と子が見えた。

ら、10m 離れれば充分であろうが…
その男の視力の程度を知っている幼児（父親

やっと、事件は決着した。通りすがりの旅人
には明日は無いのである。今を眺めるだけであ
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る。

ハラハラする。パンツはこれ以上に布地を惜し

路上でセンベイを焼いている男。座って両手
を大きく広げて一方的に金をせびる男。それを
立ち止まって眺めている旅人‥‥。
こうした一方的な妄想ををあと 5 カ月続ける
と、私は 70 歳になる。
カジノ必勝法の発見

んではハンカチになってしまいそうな小ささ
である。若くてきれいな外見の女性(韓国の形
成手術のためほとんど同じ顔になっている)は
ショバを割り当てられて、決められた通路を歩
いて歩いて、カモを探し求める。困ったものだ。
なにが罪かを知らない大きな瞳が無理矢理

ほとんどが
ベテランによるマッサージを受けていると
すみずみまでの各筋肉を正確に押していくから
自分の健康状態把握となるマッサージも想定
内で終わり、明日の帰国のために荷物整理をし
ていたとき、ポケットにソンズ・カジノの 25

に合わせた視線に絡みつく。気が散るどころで
はない。
そんな中での問題である。
飛行機は明日というのに・・・
今回は、初日、着いてすぐ、仇打ちをすべく
ヴェネチアに乗り込んだ。そして勝った。

香港ドルが残っているのに気付いた。
この小さなチップがマカオにおけるカジノ
の経歴を大きく傷つける、という不吉な予感に
とらわれた。せっかく、今回はヴェネチア、リ
スボン、グランドリスボンのカジノで金額を増
やした瞬間に切り上げてきたのに…
実は、今日、カジノ・サンズに行こうか真剣に

しかし、これまで全敗しているサンズに行けと
いうのが、天の指令だ。行かなければならない。
ワンタンメンなどで時間を浪費するわけに
はいかない。
しかし、全身に力が入りすぎている。スパでの
マッサージが先決だ。
そのタイ宮廷式正式マッサージは2時間で４３０

悩んでいたのだ。サンズでは毎回惨敗していた。
額の問題ではなく、意地の問題だった。しかし、
この旅は全勝なのだ。サンズに行って黒星を付
けたくない。という思案中での 25 ドルチップ
１枚の存在である。
前回、同じようにウィンカジノの 100 ドルチ

ホンコンドル。よく「尻に敷く」というが、本当は「肘
に敷く」ではないかと思う。膝とか、足の裏にも敷か
れてしまった。
関節を二箇所押さえられた時「貴方を逮捕する」と
言われたように感じた。
手の指に移って、指を少しずつ後ろに曲げてい

ップが転がりだしてきた。換金しようとして、
タクシーで出かけていくときに悪い予感がし
ていた。きっと、カジノで負けるだろう。そし
て負けてカァーと熱くなる。ポケットからせっ
かく整理した金をとりだすだろう。
その通りになって、4 千ドル負けて、そのた

く。彼女の顔に「くしゃみが出れば、この指折れる
だろうな」という考えがよぎったように見えた。
健全な行動にも数%パーセントの「結果的には
妄想に終わる期待と恐怖」が混在している。
腹ばいで驚いた。ギュッと曲げて押し付けられると
足の裏が背中に着いたのだ。生まれてはじめての

の旅は負けた旅となった。
あの時の強い後悔は忘れもしない。
なじみのリスボア地下のガラス張りの食堂
でお粥をすすりながら迷っていた。食堂は金魚
鉢のようになっているが、その周りを若くてき
れいな娘さんたちが切れ目なく回遊している。

経験である。
などいろいろなことがあって、90 分後にサンズ
にいた。巨大なカジノには無数の若者が群がっ
ていた。この国の若者の多くはカジノで生活し
ている。
この最後の夜、私は重要な発見をした。バカ

取れたての果物のようにみずみずしい顔、上半
身は今にも白い肌が飛び出すのではないかと

ラで大きく負けないコツを覚えたのだ。
まず、負けても悔しいけれど生活には響かな
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いという金額を設定する。このことはロンドン

彼女たちは、負けても負けても

のリッツホテルのカジノの入口にさりげなく
置いてあるパンフレットにも最初に書かれて
いる。そして、はじめに、ずるずると予定額の
3 分の 1 を短時間で失ってもあわてないことだ。
この 2 点についてはすでに納得していた。
今回の発見は、「バカラではバンカーに賭け

続ける。一度に多くは賭けないにしても、着実
に。テーブルに店のサービスである小品飲み物
を並べて。
負けが続いても感情を奥歯で噛み殺す。敗退す
る時も静かに立ち上がる
もっともここのカジノでは、生活費を賭けてい

た人が勝つとその 5%を店に入れなければなら
ない。」ことに気づいたことからはじまった。
今まで気にも留めていなかったが「バカラの
ルールの設定は 5%バンカーに優位にしてある」
ことが大変重要である。
バンカー側が 5%有利ということは、プレイヤー

るものは皆無であろう
昔は隣のカジノでは生活費を握りしめて、文字
通り食い物がかかっている臨場感のあるそれ
なりの人相風体の男たちが群がっていた。
彼らはどこに行ってしまったのか
20 年まえまではこの町が近隣の国々そしてポ

側は 5%不利であり、55%対 45%でなんと 10%も差
があるゲームなのだ。
今まで、5%くらいはツキがあればと、決めつけ
ていた。ために、過去のバカラでの成績は悪か
ったのだ。
やぶへびにならなければ良いが、という内な
る言葉が脳に帰宅を促す。

ルトガルやインドとの混血が間もないために、
洗練中であることが、よくわかる、
山間族と海賊というか荒れた海でなんでもし
ていた民族との交配実験中といった
荒れた人相の人びとで溢れていた。
三公百楽はマカオ独特の賭けで、3 枚ずつの
カードで多い方が勝つ。まず百負けたて、次も

カジノは四階まで吹き抜けになっていた。そ
の三階にあるレストランでサンドイッチが出
来上がるのを待っていた。眼下にカジノ場がひ
ろがっていた。
無数の人々がテーブルに群がっていた。
賭けごとくらい確率の不確かなものはない。

百負けたが、2 百勝ちと 2 百勝ちが続いた。
大小 小で 2 百 8 に 50 賭けて 4 百勝ったため
に 4 百勝った。満足して 1 回で止める。
ルーレットはしない。
ブラックジャックで 7 百勝ち、最後のバカラで
5 百勝ったので、換金してしまった。

サンズのカジノは初年度で 3000 億万円稼いだ
という店が必ず勝っているというのに、この熱
気はなんだろう。
客らが妄想していることは「悪いことはそう何
回も続くものではない」と「ひょっとすれば運
が向いているぞ」である。

全勝である。誰も知らない秘密を抱えて、内か
ら溢れ出す愉快な気分に酔いながら町に出る。
旅に出て彷徨っていると、自分の残り少ない元
気な時間を何に使えばよいかが分かって来る。
今回もはじめ、「プレイヤを 2 回続けて張っ
て、バンカーに一度賭ける」などといういい加

このわが身に都合のよいセリフが脳裏を駆
け巡り、破綻への道を辿らせる。
上から眼下に広がるテーブルに群がる人々
を見ていると、ほかの世界と同じように、カジ
ノ場も女性によって支えられていることがよ
く理解できる。

減な設定をして臨んだものだから、あっという
間に、4 千ドルが消えた。
紫煙の中を「やっぱり、私にはむかないのだ
なあー」と出口へ向かっている途中に「5%有利
なルール」に気付いた。
それからは、プレイヤーが 3 回続いて勝って

相手するディーラーも女性が多いが、客の半
数は女性である。

いるテーブルを探して、まずバンカーに賭ける
方式を取り始めた。ひとつのテーブルで 800 ド
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果敢に挑戦し

ル勝ったら、席を立ち、また、プレイヤー勝が

ぐ卒業するのだろう。勝つ確率の多い賭けがお

3 回続いているテーブルを探し回る。
この発見をあの今まで一度も勝ったことがな
いサンズ試す機会である。
少し負けが続いたが、70 ドルの勝ち越しの瞬間
がやってきた。当然席を立った。
《かっているうちにやめなよ かかあいい》

ぼろげに見えたとき急速に興味がなくなった
のだ。もっとも、3 回連続してプレイヤーが勝
っている場で、バンカー側に 800 賭けるなど、
カジノと言えないかもしれない。しかし、そう
でもしなければ、2 分の 1 の確率には勝てない
ことも事実だ。

最初から勝つゲームが理想的であるが、なにせ
2 分の 1 を(何の根拠もなく)予測するのである
から、勝ったり負けたりが続く。「こんども、
勝ちそう」と思う瞬間が地獄への階段である。
今までの経験から考えて離れて、テーブルを
離れて、自分の予測の結果を眺める余裕がある

むかし、ヴェネチアカジノで「現金化し損なっ
黄枝記で雲呑麺
その書付に「1920 年から 10 年間が最高の全盛
期であったと」ではフィッツジェラルドと同じ
だ。

者が勝つのだ。

真理ヨシコさんでさえ、背後に男が感じられな
い女性は「完全に精神を無にする瞬間がない」
人前でも、目を細め、歌に心を預けているよう
でも、瞼はかすかに痙攣し、油断がない。
失神しないと表現できるか。
香港の味
ハシは、簡単な水洗の後、三十本くらいナプ
キンにくるんで、ごしごしともんで終わり。
大きなゴミは取っておきましたよ。程度
どちらかと言えば、伝染させる物を持ってい
る側の人々も丁寧に箸を洗う。

ヴェネチアで 25 ドルチップをキャッシャーに
馬鹿にされながら現金化したときに、今回のカ

人は、隠す事を覚え、次第に見せつけるよう

ジノは全勝が確定した。
それだけでなく、今年夏のリスボンでの負けを
帳消しにした、つまり、ロンドン、ブリュッセ
ル、リスボン、マカオの総合で勝ちとなったの
だ。まさに重要なマカオの旅であった。
翌年、マカオの残っている３カ所のカジノ(ホ

になる。
心の発達と、身体機能の低下に従い、再び隠
すようになる。

リデーインなど)で 2 日間かけて 1600 香港ドル
勝って 20 時間分のホテル代に充てた。
しかし、若いころの満足感は得られない。
その原因は「この年になると、金に対する執着
心がなくなった」ことが大きいだろう。
こつこつと働き、その労力に比例した報酬が得

猛獣使いというものは
で、眠っている。

ドリアンの

山竹の
朝顔に

られたことが人間に大切だったのだ。
つまり、麻雀も卒業したようにカジノももうす

夏の雨
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棘に楽しむ

白き裸身に

ひとり旅
獲物が目に入るま

にわか雨

ふと立ち止まる
おとこ独りの

初老かな

むだな爪切り

おんな独りの

むだな立てひざ

腰ひねる そこまで来てるに

トイレなし

外国語は「他人が他人に話し掛けている時はな
んとか解るが、自分に向かってくる時は難解で
ある。」
人生において、多くの人々のなかにいる時の賑
やかさは、独りになった時の静かさ、寂しさを
対比させるためにある

ラ・ロシュフコ－の箴言しんげん／？
人間にも事業にもそれを見るのに最良の目の
位置がある。正しく判断するために近くで見
なければならないものもあるし、遠くへだた
ってで なけれ ば正 当に判 断でき な い者もあ
る。
自分をあざむく賛辞よりも自分のためになる
非難を 喜ぶほ ど賢 明な人 は、め つ たにいな
い。
人は愛している限り赦す。

冷静さを取り戻す、或いは、装うには、まず、
肩の力を抜く。少し遠くの物を焦点を合わせな
いようにして眺める。そして「そうかー」とと
もあれ呟く。

女の愛が冷めた時に気がつかないのは、愛し
ている男のほうがほとんどきまって悪い。
我々の力が低下すると好みも低下する。

ホンコン、マカオのレストランで、よく分か
らなかったら、店内を歩き回り、客が食べて
いるものを指さすのが、確実な方法である。
多くの客が注文しているものを取れば間違い
がない。指さしされて、無念と思う客も少な
い。
店主が、店の玄関に出てきて、不安な目で、

この街香港を訪れた人のいつもの生活は、知
る人のみ知るである。
一見さえすれば、大体のところ分かる人には
分かるモノであるが、それまでの要がない
ことが多い。 精神及び人生において 、貴
賎、幸不幸、 長命短命
そういう人々に、違う世界を覗かせてくれ
るのが、この街である。
窓越しという形ではあるが。 でも、私を誰

客を探している店でおいしいところはない。

もしらないのだから、すこーしの時間、振り
をして 、その極近くに寄ることができる。遊
園地で買った黒い眼帯をして、海賊の子分に
心から成り切って、そうした酒場にも身を置
くことができる。
９２．３．２２

四十歳台後半になり、「今まで、の知ったか振
りにを思い出すごとに赤面することが多くな
った。五十歳台知っていることばかりになっ
たが、知識は役に立たなくなった。
れは、容易でかつ廉価に得られなければならな
い

二十歳台は知らないことばかりだった。三十
歳台は知らないことが多すぎて悩んでしまっ
た。しかし、知っている風を装ってやって来
た。だから、五十歳台に軽くいなされた。

日本では「どうしましたか？」と質問する職業
である。生まれて初めて会った人にでも。何時
の間にか、あの「無口で、赤面症ででオドオド
していた」あの私がこんなになってしまった。
その口を休ませてあげるのが一人旅だ。

できれば合法的に
過去に特に負い目が無い」ということは、取り
たてて幸せなことではない
私の札幌時代
付き合いは、未練を残すか、後悔するかの、ど
ちらかに傾く

だから、外国では自分から日本人に声を掛けな
い。

ゴンクール兄弟
無鉄砲な男は、相手のおんなから、だんだんに
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男に許してゆくという「長い苦しみや、私は相

気づかない不利をしていると、いつまでも、そ

手にされないと感じて、それを無益に嘆く恥辱
を省いてやる。」
温かい石
遊蕩児ヴァルモン
女の偏見を破ってはならない。女の失錯を取り
入れる。

の周辺で話は飛びまわる
「飲んだ振りしてさ、いれれば良いけど…」
性愛は勉強の中のひとつである。
言語学のひとつである。
使い始めれば上手になる。
性愛に対して、お金を払わない。性愛に払う。

ワイキキのこの店の路面がわの二人かけのテ
ーブルに、男が一人で腰掛けるのは、男を売ろ
うとする時のしぐさ
と教えられたのはかなり、後であった。
「求む、女性」とした顔で座っている私と周辺
に様々な食い違いが生じていたが、知る由もな

いずれも一つの姿勢であろう。
時と必要性による」まあ、これが凡人か。
「やめて、好きになると、困るから・・」よく
聞くセリフではあるが、
さて、君はどう解釈し、対処するか

かった。
私の作家としての道は険しい。この十数年間
３５歳過ぎの人生は延長に過ぎない。２０台の
生き方を纏めるための

盗み聞きには、目は邪魔で、耳と１６０度位の
反対側に押しやられる
見つめられて、転びそうになる。幼児と同じだ
旅は「あまり理由のない家出」に似ている
同じ所に二日いるとどうすれば良いか迷って
くる。
フとした事が起こっても、まず何事も起こりよ

話を書く時は、売ろうと思うな、
仲間に、冷や汗を浮かべて送るのみだ
蜜汁叉焼
猫のように自然に振る舞う
棘の多い冗談の好きな男は女に逃げられる
人は、その瞬間瞬間に、何らかの方向を持って
いる
女のプライドの値打ちは、その地その地におけ

うがない外国人と目が合う。
勃起中の男性はあまり利口でない。
犬儒派の Diogenes「私は、これと同じ方法で、
食に飢えた時は摩擦によって胃袋を満たすこ
とができればと願っています」

る最高値において、自然の規制を受ける。
化粧しながら帰る女、後退するままの化粧のま
ま帰宅する女
少し信用して、少し疑う
世の中これに限るか手荷物検査

憮然としたまま二人のディーラーは退席した。
二時過ぎ、BJ でディーラーが負け始めた。デ
ィーラーは顔を歪める。厳しい顔で爪を弄った
り、お茶を飲んだりして、札を配るのを遅らそ
うとする。しかし、その時間は、客は飲んで掛
かったように、掛け金を増やして行く時間にな

現地人というのは、父の台もいたのだから、す
ごい
金の少ししかない時は、オドオドして、それで
も思いきって高いものを買う。
多少の金ができると、程々の品を、まあまあの
気持ちで買う。

る。プレイヤーはディーラーの心など読んでい
るのである。一体感すら漂う。米国人など「ゴ
ー、ゴー」と催促する。かれらは仲間のように
さえ見える。
店の立会人も、うんざりした顔をしている。
無理矢理にチップを取って行く。チップは多く

女が性に関する冗談を口に出し始めると、進展
せず、グルグル回りに成る

なるが、店のチップが減って行く。
小さく賭けた者が負け、大きく賭けた者が勝っ
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て行くという今の、パテーンが、店とすれば最

のかここではよく分かる

悪。

海賊の一般従業員だけで、上級のものはいない。
まず、複数の歯を見せて笑う。煙草を歯に挟む。
付いたものを落とす時以外は、頭に手をやらな
いように思え、髪は自然の成り行きの方向を取
っている。衣服は多少の温度差で、取りかえら
れることはない。

美人なら、壮絶凄惨、他の場合は今の場合は「見
苦しい」感じ
負けて引き下がる「大切なお客」がそうした姿
をしているのを無数に見てきている筈だ。ディ
ーラーが負けたからといって「その怒った顔は
なんだ」

パっと、出会うと、恐い目と、ヒゲと歯だけの
ように見える。
係長クラスになると、指に宝石が飾られる。金
とヒスイが多い。ヒスイは身を守ってくれると
信じられている。
一見、治安が良いと見えるのは、大きな闇の力

ともあれ、カジノの女は口紅は真紅が似合う
カジノに美人がよく似合うとは昔から言われ
ている。
娘が行った事がある。「女は顔よ、顔」と。美
人は適当に鼻の下が長い。大当たりした時はこ
こがかなり震える。

がカジノの円滑な運営に全力を挙げているか
らである。
安全が確認されないところには、小銭を持って
確実に負けに来る旅中カモは来ないのである。

人生を狭く考えるか幅広いものと取るか四十
台半ばで立ち止まって考えるべきだ
押したり引いたり或いは揺すぶったりのメロ

マンゴスチン山竹
ドリアン DURIAN シンガポール、マレーシア、

ディー
あるメロディーが自分にピッタリと来る時は
その調律のような人生を送りつつあるのであ
ろう。似て、途中で非なる曲もあろう。
また、思いがけなく激しい曲が心を打つかも知
れない

タイ

糧に長くかかっている髪 そして手入れされ
ている髪の女性は頻繁にかみを撫でる
極かぎられた状況でしか煙草を吸わない女

身長は遺伝に過ぎない。体重は、特に肥満は「努
力だ」
ブラック・ジャックへ向かう途中、バカラに立
ち寄り、一分で四百ドルを失った。新しい資金
である二千ドルも十五分で消えた。１３で貰ら

南風が今日帰って来た。 北の国
吹雪に似た樹木のざわめきを聞きながら
遅い晩を独り 自分を開放している
風に揉まれ かつ雨に打たれている葉葉、
そのたてる音は 過ぎた日の友達の足音

わなかったことを後悔した。百ドルの時にブラ
ック・ジャックであったことも不運であった。
負けた話は後日、大衆の溜飲を下げるものとし
て価値があるとしても、当座は困る。
勝つためには、科学することである。
今回は、このために、数十分費やした。

窓にもたれて 時を忘れた若い時
子供じみて かなり打算でさりとて
なく
君たちを追った 長い年月
春風をかくも新しく感じ
春一番と行きの上で呼んでいる

悪人ツラまたは、人相が悪い」とはどういうも

立ちつくした日々は
故郷が遠かった日々は
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愛欲も

サヤあてとサヤあての中を泳いで
三月の下旬 春
確かに 温風であり葉々にそそぐ雨の音も柔
らかい
間断の無い
冬 あれほど憧れた恋焦がれた
気付けば 喜びもない
秋の夜
同じように 過ぎるのであろう

春の夜

急に激しい雨が降り出した
見えぬ夜の闇に 遠く強い春雷
秋雨と違い 急に強く短く と切れと切れに
春雨は

きんま betelle Piper Betle は胡椒科の植物
で、その葉に濱椰子の実と少量の石灰をまい
て噛む習慣がある。この習慣に

コリントスの婚約者
塩と水はなんのためにあるのかしら

このベテレをわれわれはフォリオ・インディ

いったいどこで、若さというものを燃やしたら
いいの？
はにかんでいる中は青春だ
何時から青春というのだろう？
すべての出発は高校三年生の十二月頃かしら

オと呼ぶ。それはおおばこほどの大きさの葉
を持っていて、その形と同じである。
それは蔦のように樹木にまとわりついて生え、
また他の樹木に絡み付き、それをとりかこん
でしまう。それは、果実をつくらず、ただた
いへん芳香のある葉をつけるだけである。

なにか三月までに想い出を
慕情に対する区切りを 何かなにかって
焦りを感じたのが１２月あの時から激しい青
春が始まったのだ
恥じらいは頬にある ふっくらとしたピンク
色の頬に

インディア全土では男子も婦人も昼夜を問わ
ずこれを噛むことを習慣にしている。日中は
広場や道端で、夜は寝床の中でこれを噛む。
その葉は、アレカと呼ぶ小さな種子と一緒に
される。其れを噛むときにはまず、むらさき
がいや、鳥貝の貝殻から作られた湿した石灰

鏡に映るすっきりとした顔 男を知り、と言っ
て
何も残らず
魚も顎が大きいと賢くみえない
我が身が落とす小さな影を見よ
広げた手の小さいこと

でアレカを蔽う。そしてこの二つをペテレと
一緒にして噛む。
それからは汁だけが呑み下される。それは口
を赤くして、歯を黒くする。この葉は胃と頭
脳を乾かして健康に保ち、鼓腸を防ぎ、渇き
を去るということである。
したがってかれらはこれと一緒には何も飲ま
ない。
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もっともよい復讐の方法は自分まで同じよ
飛行機は秋の積乱雲をかすめた。青い天空の中
で、巨大な雲は四方に薄く広がり、夕日を浴び
て何十種類もの光の色で光っていた。淡い雲を
透き通ってきた光はさまざまに変化していた。
私だけの目から心に入りこむ瞬間の光景に出
会うために夕方便の時は太陽側で窓際の席を

うな行為をしないことだ。
他人の罪はその場に留めておくがよい。

指定する。父や母を亡くした後、暫くは沈む太
陽で真紅に染まった雲界を見ては、父母が行っ
た西国の入り口と想っていた。しかし、煉獄に
落ちたのではないから、もう少し上の方である
と考えた。

なんなりと人生に起こってくる事柄に驚き怪
し む者 はなん とおか しな 、妙な 人間 であろ
う。

事物はそれ自体いかなるものであるか。そ
の素材、原因、目的に分析して見るべきであ
る。

1 日早く、香港に帰ってきた。蒸し暑い香港か
公表しなかった理由の一つは心の中を曝すの
を躊躇ったからである。
はじめの時期には親がいた。次に兄弟が多感な
頃となり、最後には子供が思春期を迎えた。そ
れが、今回一段落したとも言える。
今、二十歳台からあらゆる種類の紙片に書き付
けてきた文字を今纏めて置かなければ、一切が

らマカオに入った時はホッとしたのに、香港の
ホテルに荷を下ろした時に、さらに大きな安堵
感を感じた。
2、3 を除けば、一言で言えば「賭博とその他の
出発拠点」に過ぎないマカオのホテルでは
洗練された香港のホテルとは比較もならない。
独りで寝るか、二人で寝るか

ゴミとして燃やされることは明白である。
程度である
医者として心に秘すべきもの分別がある現在、 数時間の仮眠はもう忘却してしまっている「グ
人生の中で、遂行できる唯一の瞬間なのである。 ルグル回るゲームの夢で」敗れた。目には充血
が有り、油の切れた頭髪はのびのびとしていた。
人生は一日一日と費やされて行き、あます
さすがに小銭集めのトイレの老人は居なくな
ところ次第に少なくなって行く。
っていた。
それのみかつぎのことも考慮に入れなくて
はいけない。すなわちたとえ或る人の寿命が
延びても、その人の知力が将来も変わりなく
事物の理解に適し、神的および人間的な事柄
に関する知識を感照に適するかどうか不明で
ある

濃く、少量の尿のあと、水で髪を撫でた。
私には、数百ドルしか残っていない。地下の魚
の群れの水槽のアル食堂でカフェ。２月の中で
も、今日は特に寒いという。夜は未明。
中国人の若者は大きな目を開けて元気に話し
ていた。

したがって我々は急がなくてはならない。
それは単に時々刻々死に近づくからだけでな
く、物事にたいする洞察力や注意力が死ぬ前
にすでに働かなくなって来るからである。
労苦に耐え、寡欲であること。自分のこと

どの国にも、いかにも、水商売に向いている女
はいる。それしかないという雰囲気。目は安上
がりである。
蕎麦屋「なんにしましょう」
「えーと、ゴボウ、
卵、そば、少々ね」「なるほど」感心されてし

をやって、余計なおせっかいをせぬこと。
中傷に耳を貸さぬこと。

まった。
太った者がジョギングをしていると逃げてい
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る」としか映らない。
色々考えて
とは言うものの、固くさせていく状態はかなり
の快感ではある
もっと若い時、デルプのまま、眠りに入ること
は不可能と考えていた。しかし、出来るのだ。
昼間の仕事の中で、エネルギーを残したまま、
中止することはよく有ることではないか
熱心に鳩に残ったご飯をやっていたら「フィニ
シュ？」と、取られちゃった。
プリア・サヴァラン
魚食が原因で起こる生殖行為は、ただ子供を産
ませるというだけでなく、しげきてきなのだと、
考えざるを得ない。
消耗的な事情に由来する
女子の出生を促す

憮然としたまま二人のディーラーは退席した。
二時過ぎ、BJ でディーラーが負け始めた。デ
ィーラーは顔を歪める。厳しい顔で
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