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東京駅の正面に
店を開いている姿である。

マカオ戦記
さらばマカオ…又来る日まで
「これが最後だから」という自分に言い
きかせる癖がついてしまった。
多忙とストレスから体力と気力を回
復させるために半年ぶりにマカオにや
ってきた。
百年前、英国人オールコックがマカオ
に渡った時 3 時間を要したとある大河
珠江を横切る船旅は 50 分を切った。

なぜこのような景観になったかとい

さらに、最近は朝 10 時の飛行機に乗
れば空港からマカオ行きジェット船に
乗ることができ、3 時半にはマカオの地
に立つことができる。
海水の色が黄土色になってきた。マカ
オが近づいてきたのだ。
遠くに林立する外壁が金色に光るカジ
ノホテルが見えてきた。

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、
結局は旧市街から遠く離れている。
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。
そのため、最近、マカオに激しい執着
を感じなくなった。

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

昔は、
友 人
た ち

ルはすべてカジノのためのホテルの集
合であることだ。
つまり、マカオ住民そして、カジノをし
ない観光客には無縁のビル群である。
この本質を一言でいえば「風俗店」で

を
内
て
く
い
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案
し
歩
と
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。

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
考違いや度の過ぎた欲望によって失っ
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。
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、

漢方の研究を絡めて、行く事 70 回を
超えた香港・マカオであるが、この町、
特にマカオは私の心に安らぎを与えて
くれた。
しかし、賭け事もというものは、麻雀、
タバコそしてや酒と同じで、半年しなけ
れば、興味少なくとも執着が薄れるもの
である。
カジノのについても卒業は近いと、感じ

飛行機は高層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。

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。
日本を離れたマカオのカジノは合法
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

スピードを落とし切って u 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。
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

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。
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」

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。
幸いにも無事、到着し機外に降り立
った観光客は経験したことのない匂い
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というより臭気に包まれる。
「なんだ、この空気は！」と不安に駆られる。
昭和 50 年頃の香港は終戦直後の新橋
駅周辺の終戦直後の我が国の記録映画
を見るようであった。
隣国日本に刺激され香港も走り始めてい
た。国籍を厳密に審査されない人々が忙し
なく走り回り、無数のビルが建設されていっ
た。しかも、細い竹をくくっただけの建設現
場からはもうもうとした砂埃が立ち上る。空中
からの黄砂が夜になっても町を包む。

その頃、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。
そうした雑然とした香港の道を歩け

そして、これに食べ物から出る生臭さが加
わる。

ば、曲がり角毎に老若の男たちが立って
いて、「社長、偽物時計は？エロ本は?

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。
動物たちは手足で籠を揺すり、羽ばたいて
死に物狂いで逃げようとする。魚も暴れ通行
人に水を掛ける。
生き物が路上のまな板の上でさばかれ、肉
片となって行く。
そして、それらは煮られ、焼かれ、蒸される。

じゃ、可愛い子は?」次々と声が掛かる。

レストランも客を呼び込むために外に向けて
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。
これらが混然一体となり、町全体を覆っ
香港人は「マネーの臭いさ」と嘯く。

札幌ススキノの路上での風俗店勧誘
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
を絶たなかった。
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？
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。
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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。

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。
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

定評のある恒生銀行より有利な両替
は考えられない。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。

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

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
注文を取りにきた。
断られ続けた娼婦やヒモは腹いせに、
ドアに掛けられた『開けないで下さい』
の札を『掃除して下さい』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」

入国手続きには 1 時間要したが、65 歳
以上の特典で 5 分待たずに済む。
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。
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

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、自由国では、他にみられない

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。
海が見え、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。
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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。
疲れ果て、耳栓をし、枕で耳を抑えれ
ば眠ることができることも分かった。
海外旅行をする人は心に多少の欠陥
があると、かなり前から確信している。

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。
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。
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

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。

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、ひっくり返るかも知れないが録画は
きちんとされている。

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
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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。税関では、当然、パスポ

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

ートの出入国スタンプの偏りに疑問を
持たれる。

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

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 1 年間、香港で両替をしていない。

のブレスレッドくらい欲しい。最後に、
所持金の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

にも、かかわらずだ。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！」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

上の階は、「普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。
今でこそ、地下のほうが禁煙賭場にな
っているが、少し前までは、全館に紫煙

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!
気を取り直して、前額の深い縦シワを

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。
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1 時間後、私は他人に気づかれない程
度の微笑を浮かべていた。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、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

一切の振舞いにおいて生命の火花を散
らすもの」と。

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、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。

により、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

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うとするト
リックに対応するものは淫蕩な動きそ

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。

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

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。

先人の学問
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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
でも

な。」と言うが、
この完勝に笑わずにいられるか！指定

、双方

とも、そ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。
驚くことにその逆もあった。私がまだ、

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。

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
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

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

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

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
命にある「ポルトガル人の石像」は 10
数個もある。
8

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。

に載っているものに過ぎない。

ふかひれ

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。

白炒蝦
白炒蝦は香港通なら必ず指名する。

中国料理フルコース
アワビ
「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

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
9

る。
３ｃｍ位の大きさがよく、大きすぎると
固くなる。

皮で包んで食べる。。

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。
魚

係が横でさばき始める。長時間かけて表
面にタレをつけながら焼く。

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、薄いメリケン粉の薄
10

通菜油

冬瓜スープ
この冬瓜スープはどこのレストランに
もあるというわけではない。夏にしかな
いのに冬瓜という。冬瓜の上部切り落し

冬瓜

中に７種類の具を入れて長時間蒸し上
げるさっぱりとした味とシャキとした
冬瓜が涼風を誘うのであろう。。
蟹
10 月などのシーズンで太閤蟹などと書
かれていると、全部、上海蟹かと思って
しまうが実ははそうでない。本物はハサ
ミのところに藻が生えている。
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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。

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

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

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、この街
にも小さな音があるのに気づく。
寄せては返す波の音、木々の揺れ騒ぐ音、
巣に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
してアルメイダ通り、そしてその終点の

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。

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である。
酷暑高湿度高温の香港と比べて、穏やか
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

ている。丘の頂上にはペニア教会が聳え
立ち、足元の人々に「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
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半島の西の端は緑の丘になっている。
当然ながら、提督を始めとする、マカオ
のいろいろ意味の要人の住宅地になっ

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
していると思うのが普通であろう。古く
大きな、扉を重々しく、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

しかし、地元
では、命中させるというより、バカデカ

ら。
正気に戻った日はここで朝食を取る。背
の高い格式を感じさせる椅子で、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。

イ音で、敵を威圧するだけという説が優
位であったようだ。海辺に設置されてい
るのも、「後ろに置いて、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

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。

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。
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
く博徒の出勤を眺めながら、ハウスワイ
ンが喉に流れ込む感触を楽しむ。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る。
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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

かつて、80 歳の母を連れて来た時がそ

お茶、ヒト、料理だけでなく、漢方薬

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

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

と子は刻々と深紅に染まって行く自然
マカオだった。その頃の香港は混沌とし
に同化して、自らも深紅になって行った。 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

思い残すことはないよ」と言った母の言
葉が今でも耳に残っている。
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

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
トガル風の建物が数百年間の風雪にさ

ーとなってしまった。心を開放している
内に、遥か 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

らされ白と黄色のの壁は灰色に変化し
傾き始めた建物も多く、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。街全体が 18 世紀の残骸の
ようにも見えた。しかし、アジアにおけ

「もう、
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る自由経済圏唯一のカジノ場のあがり
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
て街に出たような」とすべきである。

今でも、マカオというの名前の由来に
なったと言われるマコウミュウという

身近に敵が迫っていないか、常に油断を
船の安全を祈願するお寺があるが、僅か
見せない。
な漁民が住む半島に過ぎなかった。
まあ、一言でいえば悪人面ばかり。人相
の悪いこと悪いこと。
英語の勉強を兼ねてマカオの歴史書
を紐解いた。本に伏して仮眠を取る学生
時代の習慣が帰ってきたが、以前と比べ、
怒られる事はなかったが、ページ毎に、
日変わりの唾液が付着はした。
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。

形も現在と大きく違うが 1560 年には 3
つの寺院があるだけであった。
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し、ヨーロッパ列強諸国その中でも、ア

さて、大航海時代の前、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すように、貿易で
最大の利潤を挙げる物は胡椒であった。
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、一握りの商人が
莫大な利益を独占していた。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

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、
南シナ海になだれ込んで来た。しかし、
16 世紀に入っても、明は開海禁政策を
取っていた。インド西海岸のゴヤに一大
都市を築き、マラッカを攻撃し、攻略し
たポルトガルは中国政府との交渉を重

あった。
ねながら、陰では密貿易を行っていた。
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。
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、西の海経由の海路
開発大航海時代への突入となった。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。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
16

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。『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。

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。
マラッカそして
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
マカオがヨーロッパ列強国の狙う地点
し、ついに 1557 年に居住権を獲得した。 であったには充分な理由があった。
そして、素早く幾つもの要塞を建設した。 当時、ヨーロッパと東洋の航海はすべて
ポルトガルはマラッカ、そしてマカオ
獲得に全力をあげた。

季節風を利用していた。
毎年四月初めゴアを出帆、約一ケ月でマ
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 月或いは 6 月頃、日本へ向かい、
一ケ月後長崎に着き、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、
再びマウオに 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、

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
17

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。だか
ら、嫌でも、マカオとかマラッカに入港
し風を待たなけ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

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

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のシナ人

る。
バイロンも「海賊」で「不屈な自責の念

とともに居住していた。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。

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

今日は違うぞ。
賭博場の入り口で一呼吸した。
さて、絹によるほどでないにしても、
本格的な闘い
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。今日はいつもとは違うと感じ
ないか！」「さっきのような冷静さが有
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

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
18

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

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。
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
すべてのテーブルには 5×50 ミリ位
かける。口は締まりが無い程度が良い。
の穴があり、チップと交換された現金が、 こうしていれば、店は、時間潰ししてい
どんどんと落とされて行く。時折、集金
ると看破しても、退席を促すきっかけが
係がその穴の下の現金がぎっしりと入
ない。
った箱を空箱と換えて行く。 どの教科
この無駄というか無意味と見える時
書にも「遅かれ早やかれ、ギャンブラー
間潰しも「人生における一方の極致」で
の所持金その穴に入って行って、STDM
あろう。
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

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、周囲は値の張るものを摂っているの
に、ラーメンやカレーだけで、単に空腹
を凌いでいた頃を。
あの時は真剣だった。今のように、美
食も、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。
ツキ落ち、目窪む。悪魔も役目を終わ

界ナンバ 1 のウィンがリスボアホテル
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

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、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。
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「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。

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。

あの円形の賭場では、1 万円単位で喜び
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。
ブラック・ジャックへ向かう途中、バ
カラに立ち寄り、1 分で 4 百ドルを失っ
た。新しい資金である 2 千ドルも 15 分
で消えた。手が 13 だったあの時貰らわ

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

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。
肥満の循環気質のわたしは所詮賭け
事には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。 大きい数字が続けば、確率

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。
【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

から言っても、小さい数字が出ても良い
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

は、客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。
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人魚
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、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、信用されないだろうなー
…誰にも。
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

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。
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

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

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

歩いた兄をして「なんだ？これは！」と
絶句せしめた。

形態とか熱狂を演じるだけで、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
はずがない。両親だって「そりゃ、いい

遠目で見ればふっくらとしたピンク色
の頬には恥じらいはなく、すっきりとし
た顔には誇りすら感じる。胸に長くかか
っている髪煩雑に手入れされている。多
数の男を知ったしても、まったく何も残
っていないのだ。

よ。しっかりおやんなよ」と言うに違い
ない。

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。
実はこの両親のセリフは「あの程度のお
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。
褒めて言うのであるが、この国の美女の
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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。
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

他に無かった。一日で、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、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。
不正と判定され、マフィアに埋められた
無数のギャンブラーと従業員たちの墓

いながら…
数分後、私は背後に殺気を感じた。

場である。
砂漠に落ちる太陽すら手抜きである。

私は若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

真紅に染まらない。見る人も無いか…
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。
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。

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。よかった!
最後の２枚はコップだけ写っていた。彼
女たちは離れていった。
(彼女たちが指摘した)問題の画像はも
う少しまえにあった。
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

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
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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、止めりゃ勝ってたの
に」とまた思う。
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

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。
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、ともあれ「なるほど」と呟く。

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

は、引き上げた事にはならないのである。
勝った場面を思い出しても、それは運で

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

勝ったとしか分からないけれど、負けた
理由は意外と説明できる。「あの時、反
対側にかければよかったのだ」がほとん
どであるが、わかりやすい。
思えば、このまま引き下がれば、私の
札幌時代の私の付き合いと同じだ。未練
を残すか、後悔するかの、どちらかに傾
く。

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」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。脱水が原因
の濃く、少量の尿排の後、水で髪を撫で
た。
予定額まで数百ドルしか残っていな
い。地下の人魚群が回遊する水槽食堂で
カフェを待つ。
自称ギャンブラーでも張る金額は少

そうした分析が一段落すれば、当然、体
勢を前向きに立て直す心が生まれる。
この精神の素早い立ち直りがギャン
ブラーに真骨頂である。
ドストエフスキーも書いている。
《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。

ない。
そもそも、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

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
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敵討ちに出発！
結局、歩いて行ける所に引き上げる事

のであり、周囲に起こることなぞろくに
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、いったい何のために自分自
身をいつわる必要があるのだろうか?

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
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
二度とかえらぬ生命なれば！
ワーと、突入総攻撃

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

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。
カジノは、外界と完全に遮断しており、

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

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

プ」なのである。
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

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ので、閑散と
して来ると冷蔵庫の中のようになる。行
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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、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

カジノのギャンブルにおける必勝法
は、当然ながら、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。フィレンツェの博物館には紀元前

しばしば「小さい声の指示通りに張っ
た」とか「不思議な声が私に教えた」な

6 世紀の骰子がある。パラメデスがサイ
コロとお金を発明し、トロイ帝国時代の

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
て来るのが、午後 3 時ころであるが、そ

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

の一時間後、現地案内人の「さあ時間が
来ましたよ」と声をかける。「じゃあ、
皆様、 運を試して見たら！」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！」と広東語で笑われ
る。

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
な舞台で、金に無関心を装う事ができな
ければならない。
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

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。

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満
ちた険しい顔を忘れる事ができない。俳
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優が演技を忘れて自身の顔を露出させ
てしまったのだ。

速度、球を離す場所そして球を走らせる
速度」によって思うがままに数字を出す
(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。

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。しかも、ゼロと
か狙った数字を出すことがグリュピー
の腕の判定基準になる世界である。
プロと言われる人々の指先のテクニ
ックが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

しかし、こうしたイカサマも有りうる
ことを考慮に入れて、勝ちにいくのがギ

るのも古い手法である。
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

ャンブラーである。店も、に勝つには、
目立たないことである。そして、出来る
だけ締め切りぎりぎりに賭ける。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。
ドカンと当たれば、その瞬間に切り上

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

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。
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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。
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
る。やっぱり、ドーンと賭けるべきだっ
た」と。

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。

負けた時には「旅に出て、金を使うのは
当たり前だ」と常に思えば良い。

「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。

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
かったら「一度に 6 万円を」賭ける以外

《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。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。

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

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

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

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。店が関与する部分が
ない、ためである。
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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

こうした時、無理矢理にチップが多め
に徴収される。しかし、客にとれば、そ
んなことはすでに小さなことである。従
業員のチップは多くなるだろうが、店の
現金は確実に減って行くパターンであ
る。
小さく賭けた者が負け、大きく賭けた
者が勝って行くというこうしたパター
ンが、店とすれば最悪である。

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

合う
カジノに美人がよく似合うとは昔から

に待ったがかかるであろうから。
午前２時過ぎ、ブラックジャックでデ
ィーラーが負け始めた。
ディーラーは顔をそして唇を歪める。
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、この瞬間こそ、客のチャンスで
ある。店を呑む気迫で、掛け金を増やし

言われている。
娘が言った事がある。「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。

て行くべきだ。
プレイヤーはディーラーの心の弱きこ
こを看破しているのだ。テーブルには一
体感すら漂う。米国人など「ゴー、ゴー」
と催促する。みんなが仲間のようにさえ
見える。
しばらくして憮然としたままディー
ラーは手を打って退席した。
店の立会人も、うんざりした顔をしてい
る。美人なら、壮絶凄惨、他の場合は今
の場合は「見苦しい」感じである。

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。
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。
わたしは「ほれ」と２枚１度に開いてやる。
私が負けることを願っているのに、運よく

彼女たちは負けて引き下がる「大切な
お客」のそうした姿を無数に見てきてい
る筈だ。
「たまたま、自分が負けたからといって、
その怒った顔はなんだ」と呟く。

私が勝たりすると、芝居掛って開けた人にジ
ロリと睨まれる。
大体、へそ曲がりの私は、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。
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ともあれ、カジノの女は口紅は真紅が似

バカラ

しかし、そのようにもったいぶってカードを開
けても、私のように２枚つまんで、「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。
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

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

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

た。
つま先だって覗いて居るうちに、今夜の

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

自分の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。ドストエフスキ
ーも同じ「のめり込み」をしている。

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ぐさをす

《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

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

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
禁止のラベルを張られた。しかし、その
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頃はコンピュータシステムがなかった
ので、無視しても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、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

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、実に感じのよ
いれにまた、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?》
ストリップ劇場とか悪所
《(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。
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、

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

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

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 9 月が終わるころになっても、とうて

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。》

い新しい長編にとりかかることは不可
能な始末だった。絶体絶命の危機に追い
込まれた彼は、友人ミリュコフの助言を
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
とことん捉えられていたのだから、その

賭けに負ければ、憤然と席を立つたび
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。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誰でも大体負けるであ

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

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」
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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

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。「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

真ん中に突き落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

いなかった。手に触れたものは一切が夢
の前とかわりがなかった。書生はどきっ

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。
さようならマカオである。

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

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

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】 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

望を充足させた理由はそれでしたか。つ
つしんで教えに従います」
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

ーフィーとお粥をおとなしく待つ身と
なった。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。

立 っ た 44 回 の 出 目 は
【6,2,7,7,18,33,32,2,18,21,
18,21,11,21,18,21,11,21,9,3,28,22,1
1,14,35,30,8,34,36,4,36,33,3,17,8,1
2,19,28,25,15,33,21,23,3,12 】であっ
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た。
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
い気持ちは（わたしには経験が無いと強

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

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。

が無い時、そして、もう一度は余裕のあ
る時である」と。 わたしも振り返って

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。
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。

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。「もう賭け事から足を洗おう」
「美食を食べに香港に帰ろう」「あたり

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

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

のギャンプラーたちはよろよろと帰路
に付く。
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

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
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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
われた時間と金額をその奥に感じさせ
るものも無い。

なベッドの上に広げて、５・７・５に頭
を捻る。
人生も出口に差し掛かったから、一句。
《朝顔に ふと立ち止まる 初老かな》
《夏の雨おとこ独りの むだな爪切り》
反句《 おんな独りの むだな立てひざ》
《ドリアンの 棘を楽しむ ひとり旅》
《山竹の 白き裸身に にわか雨》
尿意をぎりぎりまで我慢して
《 腰ひねる そこまで来てるに ト
イレなし》

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

マカオ観光
久しぶりにマカオ観光だ。

過ぎた日の友達の足

音
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
愛欲もなく
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
立ちつくした日々は

少なくとも、落日までは、観光客で過ご
すことができる。
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。
盧廉若花園
まずは、蓮が見頃になった盧廉若花園へ
向かう。

故郷が遠かった日々は

つきものが落ちた。降り注ぐ陽光で目
覚めた。

南シナ海は白く光っている。
賭け事を抜いたマカオくらい、風流なこ
とろはない。
猛獣も 獲物が目に入るまで、眠ってい
る。
粥をすすり、悪臭放つドリアンとしとや
かで芳潤な山竹(マンゴスチン)を大き
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セナド広場

昔からマカオの中心。
「カサーダス」と呼ばれる石畳が敷き詰
緑の庭園を散策し香港にない空気を味
わう。

められている。
仁慈堂や民政総署などの世界遺産を含

聖ポール天主堂跡
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

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

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、とモンテの砦が接
する。

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」に入り、定番の「雲呑麺」と「粥」
を食べる。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

New Century Hotel
マカオ最大のショッピングアーケード
Hotel Ritz
ペンニャの丘の豪華ホテル
Hotel Grandeur 京澳酒店

ている側の人々も丁寧に箸を洗う。
大砲台(モンテの砦
それを護衛する大砲台(モンテの砦)見
学のあと、それを護衛する
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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。
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。
ポウサダ･デ･サンチャゴ

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

Pousada de San Tiago
十七世紀にポルトガル軍によって建設さ

り、昔、店先でちょろちょろしていた子
供が、店を切り回した。そして、利発そ

れた要塞・媽閣古堡を改造してつくられ
ている。

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。この
近くの食堂で
実は、何気なく入ったのだが、突然日本

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。

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。
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語で声をかけられた。
いかにも中国人である彼が日本語を話
すことに興味を持ち、少し付き合うよう
になった。

ギャンブラー
の

事実、翌日、香港への船上で、もう既に、
一枚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

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
して君主と民衆との間ではなおさらの
ことだ。君主のために忠節をつくすのは、
もちろん温床が目当てだ。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。

いる。「博打打ちとは希望で暮らしてい
る人に過ぎない」と。遠ざかるマカオに

一方の利益は他方の害で、君主と臣民と
の利害は、とりわけてきびしく対立する

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‥‥‥。

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 1928 年に建立。観音様に

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

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。

韓非子
韓非によれば、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
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ポルトガルのジョアン三世は、1557 年

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。
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

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

へ入れようとしない。
李商隠

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

春心 花とともに発（ひら）くを争うこ
と莫れ
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

ゴアの人口は激減するにいたった。

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

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。

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。
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

王安石
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
草草たる杯盤 笑話に供し
昏昏たる灯火 平生（へいぜい）を語る

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
町の男たちはそれらの物をかうよりも、
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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」
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

調
マカオ西南端にある媽祖廟（マーコウミ
ュウ）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。
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。

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

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

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。

好んだ。
私は、マカオのリスボアホテル正面玄
関の石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。

これを境に、ポルトガルは未知の領域を
求めて、飽くなき西アフリカ探検航海を
始めた
エンリーケ王子はアルガルヴェの総督
やキリスト騎士団の団長となっていく。

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

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

落日が始まり、自然と足はカジノに向
かっていく。
闇が近づいていく街は忙しく歩き回る

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
の名が由来するといわれている。

人々で溢れている。ロンドンの地下鉄の
地下道など、ネズミになった気分になっ
た。
快活に活動する人々に足元に不幸な
人々がいる。
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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
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。
これ以上に残酷な話は無い。目が会えば
何がしかを渡す事を繰り返すのが旅人

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、忽然と忘れ去られた町
である。
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

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

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

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、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？

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、
多くの露天商が店を出す。ふと足を止め
た菓子造りの手つきに見惚れてしまっ
た。薄い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

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

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

手段は無い。
これに比して、マカオでは、凍死が無
い。つまり、
物乞いをする
なら、南国に

聞かない。
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
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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

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。

ナサを表しているのだが、これらは世の
常であり、男性の心を冷酷にさせる。

れが彼等全部の満足を得るかというと、
そうでない。もともと多くもない金額を

顔で決める事は少ないにも拘わらず、彼
等は皆親戚であると、一人合点をしてし
まう。誰かに渡せば、皆で分けると誤解
している人々も多い。意外に稼ぎに差が
出る。時に、これを避けようと、すべて
の人に同額渡すひともいる。しかし、こ

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。
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

庭の人しか立ち止まらない。そして、そ
ういう人は多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、
この中にタネ銭がある方が良いか、カラ
の方が良いか難しい。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。

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

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。

と、140 円だったりする。
「舌打ち」を聞いて、何か申し訳ない気
持ちも起こったが、反面、彼が、目耳口
いづれも健全である事も判明し、私が直
してあげた気もした。

つまり、幸せな家
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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

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
人々がいた。特にアバディーンの水上レ
ストランの周辺に多かった。

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

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

に奪い取るかだけに最大の努力をする
為に、ボロがでるのだ。
彼の演技の評価が入れられた金額と
すれば、舌打ちは、私に対するものとい
うより、自分の演技力の低下に対してさ
れたとも取れる。
真にプロは、顧客が立ち止まって、ポ
ケットから小銭を取り出そうと決心を

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 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

しただけで、次の行動に移る。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

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。

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に出会った。
なかなかこの道も奥が深い。しつっこ

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
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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、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

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
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。

ない。
その中年の痩せた物乞いは矢張り、視

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。

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（父親かも知れない）は車の流れに飛

私は幼児を呼んで 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。親子の間に暫く駆け引きに

び込んで反対側に逃れる。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

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。
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
めるだけである。
路上でセンベイを焼いている男。座っ

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れている。香港
の百万ドルの夜景というのは、実は「貧

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。
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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 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

が切れ目なく回遊している。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
とハラハラする。パンツはこれ以上に布
地を惜し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。

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

なにが罪かを知らない大きな瞳が無
理矢理に合わせた視線に絡みつく。気が

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

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。
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

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、
そのたの旅は負けた旅となった。

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。

カジノ必勝法の発見

あの時の強い後悔は忘れもしない。
手の指に移って、指を少しずつ後ろに
なじみのリスボア地下のガラス張り
曲げていく。彼女の顔に「くしゃみが出れ
の食堂でお粥をすすりながら迷ってい
ば、この指折れるだろうな」という考えがよ
た。食堂は金魚鉢のようになっているが、 ぎったように見えた。
その周りを若くてきれいな娘さんたち
健全な行動にも数%パーセントの「結果
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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。
バカラで大きく負けないコツを覚えた

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。
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

のだ。
まず、負けても悔しいけれど生活には

っとすれば運が向いているぞ」である。
このわが身に都合のよいセリフが脳

響かないという金額を設定する。このこ
とはロンドン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。

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。
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。
彼女たちは、負けても負けても 果敢に

今回の発見は、「バカラではバンカー
に賭けた人が勝つとその 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

挑戦し続ける。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。

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。
カジノは四階まで吹き抜けになって

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、
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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。

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》
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
る余裕がある者が勝つのだ。

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。
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 ドル勝ったら、席を立

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

ち、また、プレイヤー勝が 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

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
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ろう。
こつこつと働き、その労力に比例した報
酬が得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
もうすぐ卒業するのだろう。勝つ確率の
多い賭けがお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

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。
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。

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。

この街香港を訪れた人のいつもの生活

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。
真理ヨシコさんでさえ、背後に男が感じ

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。

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。

窓越しという形ではあるが。 でも、
私を誰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

人は、隠す事を覚え、次第に見せつける
ようになる。
心の発達と、身体機能の低下に従い、
再び隠すようになる。

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

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。
だから、外国では自分から日本人に声を
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掛けない。

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

れは、容易でかつ廉価に得られなければ
ならない
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
ゴンクール兄弟
無鉄砲な男は、相手のおんなから、だん
だんに男に許してゆくという「長い苦し
みや、私は相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。」

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

温かい石
遊蕩児ヴァルモン

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、客を探している店でおいしいところ
はない。

女の偏見を破ってはならない。女の失錯
を取り入れる。
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

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

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。
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。
愚昧なわたしはその日より、間もなくし
て、再び、賭場に向かうのであるが、
「タ
バコを飲みながらだけはしないように

が、知る由もなかった。
私の作家としての道は険しい。この十数
年間
６０歳よりの人生は延長ともいえる。２
０歳から５０歳までの生き方を纏める
ための

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。

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

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
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における最高値において、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
現地人というのは、父の代にもいたのだ
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。

フとした事が起こっても、まず何事も起
こりよ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」
切符を買おうとしていると「挿入時間
が不足しています」と言われた
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

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。

きだ
押したり引いたり或いは揺すぶったり

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
気づかない不利をしていると、いつまで
も、そ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。

のメロディー
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
身長は遺伝に過ぎない。体重は、特に肥

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。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

満は「努力だ」
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。

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

悪人ツラまたは、人相が悪い」とはどう
いうものかここではよく分かる
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、

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。

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。
パっと、出会うと、恐い目と、ヒゲと歯
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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。

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
いったいどこで、若さというものを燃や

マンゴスチン山竹
ドリアン DURIAN シンガポール、マレ

慕情に対する区切りを
て

ーシア、タイ

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
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

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
かしらなにか三月までに想い出を

極かぎられた状況でしか煙草を吸わな
い女

何かなにかっ

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 春の
夜
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
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
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の石灰をまいて噛む習慣がある。この
習慣に

で窓際の席を指定する。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。

このベテレをわれわれはフォリオ・イ
ンディオと呼ぶ。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

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

る葉をつけるだけである。
インディア全土では男子も婦人も昼夜

を迎えた。それが、今回一段落したとも
言える。

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でアレカを蔽う。
そしてこの二つをペテレと一緒にして

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、一切がゴミとして燃やされるこ
とは明白である。
医者として心に秘すべきもの分別があ
る現在、人生の中で、遂行できる唯一の
瞬間なのである。

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。

人生は一日一日と費やされて行き、あ
ますところ次第に少なくなって行く。
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

飛行機は秋の積乱雲をかすめた。青い天
したがって我々は急がなくてはなら
空の中で、巨大な雲は四方に薄く広がり、 ない。それは単に時々刻々死に近づくか
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

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
ことをやって、余計なおせっかいをせぬ
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こと。
中傷に耳を貸さぬこと。
もっともよい復讐の方法は自分まで
同じよ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。

に話していた。

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。
なんなりと人生に起こってくる事柄に

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」
感心されてしまった。
太った者がジョギングをしていると逃
げている」としか映らない。
色々考えて

驚き怪しむ者はなんとおかしな、妙な
人間であろう。

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

1 日早く、香港に帰ってきた。蒸し暑い
香港か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

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

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
程度である
数時間の仮眠はもう忘却してしまって
いる「グ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。さすがに小銭集
めのトイレの老人は居なくなっていた。
濃く、少量の尿のあと、水で髪を撫でた。

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

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

で
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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

