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特集

「駒沢敏器の世界」　
The　World　According　to　T.K.
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　二〇一二年の四月にビームスのトーキョー

カルチャート企画室から『この夢の出来ばえ』

という題名の写真集が刊行された。前の年

の夏を中心に僕が撮った東京の景色で構成

されている写真集だ。この写真集の冒頭か

ら数えて四点目の写真のなかに、駒沢敏器

がいる。彼の姿や顔が画面のなかにとらえ

られているのではないが、この写真のなかに

彼は確実に存在している。僕がこの写真を

撮ったとき、テーブルをはさんで僕の正面、

すぐ向かい側に、彼がいつものように無言で

すわっていたからだ。

　その年の夏が始まった頃、『イン・ザ・シ

ティ』というビームスの雑誌に、駒沢敏器

をひとりの書き手として、僕は紹介した。な

にか書くといい、と僕は思ったからだ。彼

の著作をいくつか読んだ編集部は彼の書くも

のに熱意を示し、彼もその雑誌に書くことに

おなじような熱意を示した。残暑の長かった

その夏が終わる頃のある日、僕たちはたまプ

ラーザのアメリカン・パイの店にいた。

　僕たちとは、『イン・ザ・シティ』の編集

長夫妻、ビームスの責任者、世界的音楽家

の奥さん、駒沢、そして僕の六人だ。アメ

リカのパイをきっかけにして広がっていく世界

について書くといい、というあたりまで話は

進んでいた。アメリカのパイなら東京にもお

いしい店が何軒かあります、食べにいきましょ

う、と駒沢は夏のまんなかあたりで僕たち

に言った。取材的な打ち合わせの懇談とい

う呑気な時間を最初に過ごした場所として、

たまプラーザのその店が選ばれた。彼はそ

の店の近くにひとりで住んでいた。

　アメリカン・パイの店の二階の席で、僕た

ちは二時間ほどを過ごした。このときの僕は

確かカシオだったと思うが、エクシリムとい

う小さなデジタル・カメラを持っていた。そ

のカメラでそのとき撮った唯一のワン・ショッ

トが、さきほど僕が書いた四点目の写真だ。

　テーブル・クロスは赤と白のギンガム格子

で、僕が着ていた長袖のシャツとよく似てい

た。テーブル・クロスの裾を喉もとへ持ち上

げた僕は、今日の僕はテーブル・クロスです、

などと冗談を言ってみた。ウェイトレスひとり

が苦笑してくれた。ふたつつなげたテーブル

には段差があった。これは写真のなかで面

白く使えると思った僕は、白くてぼってりし

Special Writing
駒沢敏器の周りにいつもいた偉大な先輩たち

敏器が尊敬した方々 に敏器の思い出を綴っていただきました。

『A PIE IN THE SKY』
作家　片岡義男
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たアメリカふうに分厚い受け皿とマグを、そ

の段差のすぐそばへ移動させた。そして段

差が画面を対角線で横切るように構図を作

り、その構図の右端にマグと受け皿を位置

させ、そのどちらをも画面右側の直線で半

分に切って、シャッター・ボタンを押したの

だった。ギンガム格子のクロスのかかったテー

ブルの向かい側で、駒沢は無言のままその

様子を見ていた。したがって、ともう一度繰

り返す、駒沢敏器はこの写真のなかにいる。

　東京でアメリカン・パ

イを食べ歩くのは今日の

この一回で充分だから、

あとはドン・マクリーンの

『アメリカン・パイ』を

聴きながら、きみひとり

で文章の展開を考えろ、

という結論とともに僕た

ちはその店を出た。彼

はその文章を書き、『イン・ザ・シティ』に

それは連載の第一回として掲載された。第

二回以降は、ないままとなった。

注）敏器の「In the City」での連載タイトルが「A PIE IN THE 
SKY」であったことから、ここではそれをタイトルに用いること
にさせていただきました。意味は「In the City」に掲載された敏
器のエッセイを是非ご覧ください。

「写真提供：( 株 ) ビームス ディレクター永井秀二氏」

　あまりに突然なことで適切な言葉がみつか

りません。

　駒沢君とはほんとう

に長い間会ってなかっ

たのです。昨年互いの

友人である加藤則芳さ

んを片岡さんと見舞っ

た時、待ち合わせ場

所に駒沢君が現れた

ので驚きました。片岡

さんが声をかけてくだ

さったのです。十年以

上も会っていなかった

ものですから、外国か

らの友人と何年かぶりに会ったような照れく

ささがありました。しかし歳を重ねていても、

感情の表現をためらっているような、以前と

同じ駒沢君がそこにいました。

　久しぶりの駒沢君でしたが、作品は見た

り読んだりはしていました。日常生活があま

り得意ではないように見受けられましたがそ

れを埋め合わせる道を見つけてたのだなあと

感心していました。

　実は、次に会う機会があったらアドバイス

したいことがありました。それは、パイの写

真をもっと美味しそうに撮る方法です。

彼にとってはそんなざわめきは拷問にひとし

いこととは思いましたが、ちょっとおせっか

いをやいてみようと思っていたのです。

　駒沢君こんど写真を撮るときは僕に相談

してくれ。

『駒沢君』
写真家　佐藤秀明
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　月日は正確ではないが、確か八六年の秋の

終わりの頃だったと思う。作家の片岡義男さ

んから連絡があった。

「近く食事しませんか ?　面白い人がいるんで

す。ぜひ紹介したいので会いましょう」

　片岡さんは新橋にある「オボワ」というレス

トランを指定した。僕は面白い人よりもレスト

ランに魅かれた。その店の売りは唐辛子のパ

スタで片岡さん曰く絶品ということだった。

　待ち合わせの夜、片岡さんはその面白い男

と連れ立ってやって来た。やせているな、と

いうのがその男の印象だった。髪の毛は短く、

淡い色のポロシャツにトレーナーそしてジーン

ズというラフな出で立ちだった。顔はホクロと

ニキビの跡の多さで少年のような印象を残して

いたが、眼鏡越しに眼光が鋭く、小難しい人

らしかった。

「はじめまして」という挨拶も、口をそぼめ、

低いトーンで彼は言った。僕は名刺を差し出

した。彼は手作りで手書きの名刺を僕に慣れ

ない手つきで返してくれた。駒沢敏器、「敏」

という僕の名前と同じ一文字を話しのとっかか

りとした。彼は話を受けはするが自分から話

題を提供するようなことはなかった。片岡さん

を前に実に神妙な様子だった。

「緊張しているんですか」と、片岡さんが笑顔

でフォローすると、僕はその場の空気を和らげ

るように、この店の紹介を片岡さんに乞うた。

「店主も奥様も旅人で世界中の唐辛子を研究

し、食べ歩き、それぞれの地域の唐辛子をブ

レンドした絶品の辛さのスパゲティが魅力で

す」

「辛い?　ですか……」

「辛いです。でも美味しいです」

　駒沢くんは片岡さんにならい赤のハウスワイ

ンを口にした。

　片岡さんは、新橋の雑居ビルの中で、夫

婦で営業している創作フレンチの魅力をひとし

きり満足げに語っていった。コース最後、実

際唐辛子スパゲティは辛さが口に広がった後

に奥深い甘さをたたえた味わい深いものだっ

た。大皿に山盛りのスパゲティを男三人が瞬

く間にたいらげていった。男三人といっても

片岡さんが盛る係で、僕と駒沢くんばかり食

べていた。線が細いわりにはよく食う男だな

と思った。美味しさを

堪能するように僕たちは

ほくそ笑んだ。コーヒー

を煎れる香りを待って駒

沢くんが雑誌をテーブル

に差し出した。手書きで

“MORGEN RÖTE”と

雑誌名が記されていた。

「手作りの雑誌を編集発行しているんです」駒

沢くんが言った。目をそぼめ口を突き出すの

が彼の癖のようだ。雑誌名の「モルゲンロート」

は山や高原で見る朝焼けを指すという。駒沢

くんはドイツ語の意味をひとしきり語った。

「何年になりますか ?　このブローティガンの

特集で」

「そうですね。七七年に創刊したので九年で

す。この号はナンバー16です」

　 僕 は 駒 沢くんの 話 を聞 きな がら、

“MORGEN RÖTE”の頁をペラペラとめくっ

ていった。文字が全部手書きで、店のうす灯

りではきちんと読むことはできなかった。ブ

ローティガンの特集に大半を費やしたこの雑

誌に集う同世代の熱気は感じられた。

「面白いでしょう。この雑誌を発行する度に、

私の家のポストに投函されているのです。新

井さんの『スイッチ』と通じると思っているん

です」

『夢のなかを走る−駒沢くんの無名時代』
編集者　新井敏記
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　通じるという、片岡さんの意味する言葉をす

ぐには理解できなかった。僕の文学の薫陶と

駒沢くんのそれとはずいぶん違っているように

思えた。

　好きな音楽を訊ねた。

「ライ・クーダー、イーグルス」と、駒沢くん

は七〇年代ロックをいくつも挙げていった。

「彼に何か書いてもらったら」

　片岡さんが言った。

「ええ、ぜひ」僕は社交辞令のように続けた。

「書きたいものはありますか ?」

「この雑誌を作った後、ブローティガンが亡く

なる前に会ったことがあるのです。そのときの

ことを書きたいと思っています」

　駒沢くんは答えた。

──今号を編集中、ブローティガン氏の悲報

が報道されました。この特集を追悼の意とか

えて、慎んで御悔み申し上げます──彼の言

葉を聞きながら扉に記された言葉を声に出さ

ず読んだ。

「彼が亡くなったのは一九八四年、八五年?」

「八四年、たしか九月です。ピストル自殺です」

「ええ、この特集は一年かかってしまいました」

　その言葉は怠慢とは映らなかった。

「一度、『スイッチ』編集部に来ませんか」

「はい」

　駒沢くんは素直に頭を下げた。　

「いつかモンタナを特集したいと思っています」

　僕は言った。

「ピーター・フォンダに誘われてハリー・ディー

ン・スタントン、そしてリチャード・ブローティ

ガンが集う」

　片岡さんが言った。

「片岡さん、その時に書いてください」

「ええ、ぜひ」

　片岡さんは微笑みながら頷いた。

「駒沢くんも」

　そう言うと駒沢くんは照れたように唇をお

ちょぼ口のようにして目をそぼめた。

「オボワ」のそれが僕と駒沢くんが会った日の

様子だった。時間にして二時間程度だったと

思う。翌日すぐに彼から編集部に電話があり、

訪ねる日を約束した。駒沢くんの原稿が「スイッ

チ」に掲載されたのは一九八七年二月号「ス

ポーツライターの夢」という特集号の巻末の

見開きコラムだった。“STAGE FRIGHT”と

いう柱で、サブタイトルには「時の流れに」と

あり、第一回「夜を流れる夢」と記されてい

る。原稿内容はブローティガンと会った東京、

彼との会話が街のざわめきとともに披露され

ていた。なぜか連載は一回で完了していた。

その原因はさだかではない。クレジット名は

駒沢敏器ではなく駒沢としきと記されていた。

何も僕に気遣ってひらがな表記をしたわけで

はなかった。小さい頃自分の名前を“べん

き”と冷やかされたのが嫌だったと彼から聞

いた。駒沢くんは「スイッチ」に一九八七年

から一九九一年の約四年間、編集者として在

籍していた。スタッフになって初の仕事はジェ

イ・マキナニーの短篇翻訳「午前 6 時、いま

君のいる場所」であった。そして最後はハリー・

ディーン・スタントンの特集の編集だった。そ

の四年間、八五年の創刊以来「スイッチ」は

通巻四十一号を数え、うち十五冊を刊行して

いった。

　駒沢くんはその間、駒沢としきを駒沢敏器

とし、そしてまた駒沢としきと奥付のクレジッ

ト名を変えていく。ライターとしての志向、翻

訳家の志向、そして作家への憧れが三たび名

前を変えた理由と僕は解していた。二十六歳

から三十歳まで、それこそ幸福な駒沢くんの

無名時代、気難しい人柄は消えて天然キャラ

を発揮し、ユーモアもシリアスも一緒くたで

駆け抜けた。駒沢敏器、ブローティガンが『東

京—モンタナ急行』を指した言葉のように、「ス

イッチ」という夢のなかを走る列車に乗り合わ

せたまぎれもない乗客の一人だった。
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　駒沢くんと初めて会ったのは、いまから

ちょうど10 年前、ぼくが「きらら」という

小説誌の創刊準備をしているときだった。な

ぜか自由が丘駅前のフルーツパーラーで会っ

たのだが (どちらがその店を指定したかは忘

れてしまった )、ぼくは単刀直入に小説の執

筆を依頼した。すでに「苦情箱」と「完璧

な土曜日」というふたつの小説をぼくは読ん

でいて、新しい雑誌にはぜひ彼に小説を書

いて欲しかった。しかしぼくの申し出に駒沢

くんはちょっと途惑ったような感じを見せた。

「小説ですか ?」というような表情で、「少し

考えさせてください」と彼は言い、話はその

ままエリア・カザンの映画に移っていった。

　翌年 (2004 年 ) の 5月に「きらら」は創

刊するのだが、駒沢くんから小説をもらった

のはその年の秋、「人生は彼女の腹筋」(「き

らら」04 年12 月号〜 05 年1月号掲載 )

という作品だった。インド人の不思議な友達

との交流について書かれたものだったが、タ

イトルでもわかるように予想を裏切る奇妙な

展開を持った作品で、たいへん面白く読ん

だ。そのあと「きらら」では 24 回にわたり

連載する「ボイジャーに伝えて」(05 年 7月

号〜 07年 6月号 )という長編がスタートす

るのだが、駒沢くんは小説を書くということ

についてはいつも少し躊躇を持っていたよう

な気がする。「ボイジャーに伝えて」という

小説は途中で物語の話者が交代するのだが、

そのことについてはとことん駒沢くんと話し

た。作者の都合で物語の人称を変えること

は是とされるのか、小説全体にも関わること

だったのでこのことについてはずいぶん彼と

意見を交わした。

　長編小説「ボイジャーに伝えて」はいまだ

本として刊行されてはいない。ゲラは連載終

了後すぐに駒沢くんに渡したのだが、彼はそ

れを抱えたまま世界中を飛び回っていた。去

年、改稿の進捗について彼からメールが来

たとき、「これからはきちんと小説を書いてい

こうと思う」とあり、完成予定の日付も書き

添えてあった。

『小説家・駒沢敏器くんと付き合って』
小学館『きらら』編集長　稲垣伸寿
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　思えば、駒沢敏器という作家は、優れた

紀行作家であったがゆえに、小説に対する

ときはかなり真摯にフィクションというものに

向かい合っていたに違いない。文庫にさせて

いただいたふたつのトラベローグ「語るに足

る、ささやかな人生」と「地球を抱いて眠

る」は、小説といってもいいくらい見事な物

語性を内包している。その先に小説を考える

とき、駒沢敏器はいつもシリアスに新しい表

現と格闘していたように思う。「ボイジャーに

伝えて」の最終形がどんなものになるのか、

いまとなっては永遠に知ることはできないか

もしれないが、たとえ完成に至る過程であっ

てもこれを刊行することは価値あることと考

えている。

そして最後に…
コーヒーもう一杯

　「旅」そのものに限らず、ある一定の時間を

ざっくりと切り取ってみた時、その時間があ

まりにも充実していると、それはまるで、夢

のなかの出来事のように思えてくる。「ほんと

にあそこへ行ったのかなぁ…」と思うことは、

いい旅をした人なら誰にでもあるはずだ。

　そんな気持ちに引っ張られて、人はまた、

旅に出る。あえて、新しい想い出を作りに違

う場所を選んで行く人もいるし、夢のように

なってしまった風景のなかへ追体験をしに行

く人もいる。いずれにしても、新たな旅へ誘

うきかっけは、街から始まる。旅のまっ最中

では、自分がいったい何をしているのかがよ

くわからないのだ。街のなかでふと旅へ気持

ちが動く時、初めて街の外へ飛び出したくな

るのだ。

　等しく与えられた時間なら、できるだけ旅

に出た方がいいと思う。何度でも自分の住む

街の圏外へ飛び出して、いろいろなものに触

れる方がいい。圏外からいったい何がひろ

がっていくのか、魅力はいくらでもある。い

ちばん恐いのは、日常に埋没して動くのが

おっくうになってしまうことだ。そうなった

らもう、何も新しくなりはしない。「旅は人生

の大学だ。」と云った人がいるけれど、本当に

その通り。好奇心を満たしてくれるし、勉強

する気にもなれる。いろいろなことがわかる

し、何といっても面白い。そして、その気が

あれば、一生通い続けたってかまわないのだ。
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　デスクの上に、雑誌「エスクワイア日本版」

の1992 年 8 月号がある。特集は、伝説

のハワイだ。取材 ･ 文が駒沢敏器、写真は

佐藤秀明、編集担当は、ぼくだ。ハワイ特

集号なのに何故か、表紙はヘミングウェイ

だ。知られざるネイティヴ・ハワイアンの文

化を明らかにした初めての記録。なのだが、

そんな文化人類学みたいなのは売れないよ

と、思われたためだ。ハワイでのロケハンの

テスト・ショットを見た編集長は頭を抱えた。

特集のページ数は減り、表紙からハワイアン

の美女が消えた。少しやりあったが、これ

はいけると確信もあった。本取材後は原稿、

写真、デザインのチェックを全てはぐらかし、

発売日を迎えた。

　いま久しぶ

りにその雑誌

を開くと、引

きちぎられた

1 枚のルーズ

リーフ・ノー

トが、リード・

ページの見開

きにはさまれ

ていた。編集

長からの走り

書きのメモだ。「橋本君、ハワイはすばらし

いできだと思います。ひとつの考え方が貫か

れていてわかりやすい。駒沢君の文章とイン

タビューも非常に程度が高く、ひとつの空気

をつくりだしています。とてもユニークなもの

をつくってくれてありがとう。（こちらの都合と

はいえ、ぺージがとれなかったことが惜しま

れます。）すみません。長澤」（原文ママ）

　読者からの反応も悪くなかった。民放キー

局から問い合わせがあり、これをもとにした

ドキュメンタリー番組が制作された。ハワイ

政府観光局のキャンペーン・コンセプトに採

用されたとも聞く。読者からのはがきに書か

れていた、「伝説のハワイ感動しました。切

れば血が出る雑誌もあるんですね。」という

声が、印象深い。

　2 年後、「伝説のハワイ」を1冊の本（東

京書籍）にまとめた。表紙は、この上なく

素敵なハワイアンの女性だ。やっとこの企

画に、決着をつけることができた気がした。

ハワイ大学の人類学のクラスで、テキストと

して使われていることを、駒沢が知らせてく

れた。そのときのちょっと誇らしげな彼の話

しぶりは、頼まれれば今でも真似ることがで

きる。版元在庫切れとなって久しく、古書

店ではかなりの高値がつけられているが入荷

次第すぐに売れてしまうという。「伝説のハワ

イ」は、伝説の名著となった。

　あるとき、サーフィンの神様といわれる

『エディターズ・ハイと駒沢敏器』
エディター　橋本　淳

　いま久しぶ

きちぎられた

ページの見開

きにはさまれ

ていた。編集

長からの走り

書きのメモだ。「橋本君、ハワイはすばらし
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ジェリー・ロペズのインタビューを駒沢に頼

んだ。「俺サーフィンやらないけど、いいの」

と微笑を隠しながら、彼がきいた。編集者

は仮の姿でサーフィンが本業、とぼくのこと

を誌面にも書いた彼の軽いジャブだ。取材

で駒沢は、ジェリーと鎌倉の古い禅寺を訪

れ、ともに座禅を組んだ。あがってきた原

稿は、サーフィン・スピリットの核心をつい

た感動的なものだった。「エスクワイア日本

版」1993 年 9月号“禅とサーフライディン

グ”が、その記事だ。本物のサーファーた

ちからも、数多いジェリー・ロペズのインタ

ビューのなかでベストだと評価されている。

　つい先日、パソコンでツイッターのタイム

ラインをながめていたら、こんなつぶやきが

目にとまった。「ohashimasaki: 大学卒業し

て就活もせずにいろんな肉体労働やってた

ころ、死のうかと考えるほど落ち込んでたあ

る日、エスクァィアのパタゴニア特集の別冊

"How to break the rule AtoZ"ってのをた

またま見つけて買ってボロボロになるまで読

んで励まされたなぁ。駒沢敏器さんが文章

書いてた。」（Twitterより引用）。編集した

本がこれほどまで愛読されていることを知る

と、エディターとしては感激する。「エスクワ

イア日本版」1998 年10 月号臨時増刊、

パタゴニア特集号だ。

　こんなふうに駒沢は、いつまでも繰り返し

ぼくをご機嫌な気分にさせてくれる。何にも

替えがたい素晴らしい快楽だ。これをエディ

ターズ・ハイと呼んでもいいのだろうか。
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駒沢敏器を巡るキーワード
Antecedent Keywords
僕らが共に過ごした青春時代からの駒沢敏器を、

僕らにとってとても大切なキーワードに沿って追ってみました。

『K&Aのノート　全てのはじまり』

『MORGEN RÖTE　創刊秘話』

『気まぐれ飛行船とドンキーハウス』

『焚火を囲んだ日々 』

『Music from BIG PINK』

『オールドビーンズのフレンチロースト』

『彼のオートバイ』

『フィラデルフィア　キャンパスライフ』

『ルノー 4、BMWコンパクト、ヴィッツ』

『ローライ35　フィルムカメラへのこだわり』

『武夷山烏龍茶』

『琉球料理乃山本彩香』
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　駒沢敏器という作家 & ライターを語る

ときに、僕たちが忘れてはならないのは、

K&A のノートである。

　K&A とは、30 年ほど前まで小田急線

町田駅に程近い路地裏に存在した小さな

喫茶店だった。カウンターと数席のテーブ

ルしかない狭い店内には、夕方になると、

近所の大学に通う学生や一風変わった大学

教授、そして風采の上がらない社会人など

が常連として集まっていたが、その中に高

校時代の敏器もいたのである。

　サイフォンで淹れられたコーヒーは、ま

だマスターが健在であった時代は香りのよ

い美味しいコーヒーであったはずだ。もし

かしたら敏器のコーヒー好きの原点はこの

店にあったのかも

しれないが、 何

よりも「作家」駒

沢敏器の原点は、

この喫茶店に備

え置かれた一冊

のノートであっ

た。

　普通、喫茶店

に備え置かれた

ノートなど、その

店に来た客が「今

日は〇〇ちゃんと

初めてこのお店に

来ました。 ピザ

トーストがとっても美味しかったです。是非

また来たいです」的な、その場限りの来訪

帳でしかないのだが、K&A のノートはそう

ではなかった。

例えば、大学教授の明智大五郎（祝十一郎）

氏、さえないサラリーマンの獏（幻華）氏、

女子大生のみどり子さんと mine さんなど、

ノートを媒介に妙な絆で結ばれていた常連

の面々によって、独特の雰囲気をもつ様々

な文章が紡がれていた。

　その不思議なテイストのノートの中で、

駒沢敏器は「BRUIN」という名前で登場す

る。ちなみに BRUIN とは、童話などに登

場する茶色い熊のことだが、彼がその名称

をハンドルネームに利用したのは、むしろ

ボストン・ブルーインズというアメリカのホッ

ケーチームのマスコットの名にちなんだので

はなかったかと記憶している。

　しかし、当時の彼の風貌は、決して

太っているわけではないのに、どことなく

BRUIN を想像させるような愛嬌のある青年

であったことから、密に常連の間ではそれ

が由来だと語られたものだった。

　敏器は、その BRUIN というハンドルネー

ムで K&A のノートに主に音楽の話と山の話

を書いていた。

『K&Aのノート　全てのはじまり』
MORGEN RÖTE 編集部　平田公一
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て、その丸みを帯びた特徴的な筆跡も含め、

多くのファンがいたのは周知の事実である。

　その意味で、作家駒沢敏器の原点は、

この K&A のノートにあったと言えるだろう。

その才能は、その後 9 年に渡り発行され

たミニコミ誌『MORGEN RÖTE』でさら

に磨かれることになる。

　MORGEN RÖTE 創設メンバーとの出

会いも、この K&A のノートであった。

　喫茶店 K&A は、敏器が高校を卒業した

1979 年に経営者の病気により閉店し、そ

こに蓄積された数多くのノートは失われてし

まったが、その後いくつかの喫茶店を放浪

した末、1979 年開店直後の「カフェ・グレ」

に創作の場が移され、彼の文章の能力は、

ますます磨かれて行ったのであった。

　アメリカのロックやフォークを中心にした

彼の音楽嗜好は、すでにこのころから形成

されており、ライ・クーダー、ザ・バンド、

ブルース・コバーン、ジェームス・ブラウン

などについて、彼の視点からその素晴らし

さが語られていた。

　また、彼はアウトドアライフに大いなる

興味を持っており、米国のバックパッカー文

化に対する興味から、それはやがてキャン

プや山歩きといった方向へ発展していくこと

になる。当時彼が愛読していたコリンフレッ

チャーの『遊歩大全』

（芦澤一洋訳）には、

そのあたりの魅力が

ぎっしりと詰め込ま

れており、この本へ

の賞賛やそこから得

た様々な知識をもと

にした各種遊びの提

案が、独特の文章に

表現されていたのであった。

　このころの彼の文章は、すでに現在の駒

沢敏器を髣髴とさせるような独特の視線を

持って書かれており、文章の魅力にあいまっ

表現されていたのであった。
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　喫茶店 K&Aで出会った敏器と1977 年

の年明直後の冬休みに八ヶ岳山麓を旅し

た。中央本線を小淵沢で小海線に乗り換

え清里へ。当時の清里といえば八ヶ岳主峰

の赤岳への登山口といった様相で、回りに

は清泉寮と県営牧場があるぐらいの、その

後の繁栄 (と凋落 ) など想像できない寒 と々

した場所だった。

　大きなリュックを背負った冬山登山客と

一緒にローカル線を降りた僕らは、その日

泊まるユースホステルのチェックインまでの

時間、辺りを散策することにした。

　登山客目当ての旅館とお土産屋が数軒あ

る他は何もない閑散とした駅前から清泉寮

へ向かう道すがら、敏器はふとしたアイディ

アを語った。

　「去年発行された

『 P O P E Y E 』って

面白いよな。あん

な雑誌って作れる

と面白いと思わな

い ? 勿論、あそこ

に登場する片岡義

男さんや芦澤一洋

さんみたいなもの

が書けるわけ無いけど、俺たちが K&Aで

書いているみたいなものを集めれば、結構

いい感じの一冊が出来るんじゃないかって

思うんだ」

　カリフォルニア文化を日本に持ち込み、

その後の若者の風俗に大きな影響を与える

こととなった雑誌『POPEYE』が創刊され

たのは、その旅の前年の1976 年 8 月の

ことだった。

『MORGEN RÖTE　創刊秘話』
MORGEN RÖTE 編集部　平田公一

　敏器の雑誌を作ろうというアイディアは、

とても魅力的な提案に聞こえたし、似た

ようなことをちらりと考えたことがあったの

で、すぐさま肯定した。

　二人はその段階で自分達の作るミニコミ

誌に関する構想を次から次へと出し合いな

がら、そのまま雪原に伸びた道を歩いていっ

た。しばらく話に熱中していると、雪原に

ポツンと一軒のまるで童話にでも出てきそう

な建物を発見した。まだ建てられて間も無

いその建物のドアには、「フレッシュハウス 

ミルク」と記されていた。

　僕らはその場違いな喫茶店に入り、とり

あえずコーヒーを飲むことにした。その後

の清里を代表するようなメルヘンチックな空

間で、雪遊び用のいでたちをした僕らは、

周りからは浮きまくっていたが、それでも

すっかり冷えた身体を暖かい空間で癒しな

がら、運ばれてきた牛型のミルクピッチャー

に「うひゃー」と仰け反ったり、思いの外

美味しかったコーヒーを啜りながら、午後

のひと時をミニコミ誌の企画話に花を咲か

せたのだった。

　「雑誌の名前はどうしようか ?」普段なら

いろいろと並べて見せる敏器なのに、その

時に限って雑誌のタイトルを僕に振ったの

はどういうわけだったのか、今となっては分
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からないが、たまたま数日前に見てすっか

り魅了されたマッターホルンの朝焼けの写真

をすぐ様思い浮かべた僕は、「モルゲンロー

トってどうかな?山の朝焼けっていう意味な

んだけど。」と、その写真にキャプチャーさ

れていたドイツ語のスペルを説明した。「お

お、それいいじゃん !」。それが 1977 年

から1986 年までの 9 年間続くことになる

モルゲンロートの名前が誕生した瞬間だっ

た。

　新学期が始まって、K&A のノートの常

連だった同級生らに声を掛け、記念すべき

MORGEN RÖTE 第一号が誕生した。

　最初はトレーシングペーパーに書いた原

稿を青焼きすることから始まり、そののち

片面コピーを半分に折って製本した A5 版

の大きさとなったが、さらに号を重ねるうち

に、オフセット印刷へと進化し、その後敏

器の将来に大きな転換をもたらした記念す

べき16号（リチャード・ブローティガン特集）

は B5 サイズで印刷された。

　MORGEN RÖTE は敏器を中心に小林

秀明、草野英一、僕の 4 名が常に携わり、

最終号まで興味の赴くまま巻を重ねること

になった。敏器は MORGEN RÖTE にお

いて、企画、執筆、編集をすべてこなす編

集長的な存在 ( 実際には編集長は小林が

務めた ) であり、編集能力と文章能力の高

さは、当時から一部の周辺の者からとても

高く評価されたのだった。

　残念ながら MORGEN RÖTE は1 号か

ら 6 号まですでに失われてしまったが、特

に 9 号以降の MORGEN RÖTE は、 今

読んでも敏器の担当したパートは完成度が

高く、彼が伝えようとした物事の本質がソ

フトな語り口とは裏腹に的確に表現されて

いるのがわかる。

MY LUNCH ON A SEA SHORE

浜辺ののり弁当

　高校の頃は、とにかくよく学校をさぼった。

さぼることが、ひとつの信念のようになって

いて、さぼることによって空いた時間は、僕

にとって勉強の時間となった。その勉強は、

今の僕にとってとても価値のあるものをもた

らしてくれ、同時に、僕はすっかり落ちこぼ

れてしまった。

　その朝は、いつにも増して天気が良かっ

た。たぶん気分が良かったこともあるだろう。

せっかく気分が良いのだから、僕は学校をさ

ぼることにした。僕は小田急線の上りホーム

の階段を降り、下りホームの階段を登った。

下りホームには、江の島行の各駅停車が停

まっていた。これに乗ってしまえば、30 分後

には浜辺のうえにいるのだ。

　僕と友人はものすごくコーフンしながら藤

沢で下車し、江の電に乗り換えた。ゴトゴト

と揺れる江の電から、午前中の輝く海をなが

めるのは最高なのだ。

　江の電はやがて腰越を過ぎ、海に沿って

走った。海にも車内にも、人はほとんどいな

い。僕と友人の心のなかに、何ともいえない

優越感がこみ上げてきた。

　稲村ケ崎という駅で降り、海までの道のり

を歩いた。やがて僕らは浜辺に出て、砂のう

えにどっかと腰を降ろした。太陽の光線はあ

くまでも強く、沖ではセイルが銀色に輝いて

いた。そして、かばんから取り出した弁当箱

のフタを開けると、のりとしょう油の香りが

たちこめた。僕は、心をこめて弁当を喰った。

　その後、僕たちは砂浜近くにあるコーヒー

ショップに入り、陽を浴びながらコーヒーを

飲んだ。店のマスターは、「お前ら、いい身分

だよなぁ…」と言いながら、ニコニコ顔でコー

ヒーのおかわりをおごってくれた。
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　FM 東京で放送されていた片岡義男さん

の番組「気まぐれ飛行船」に、片岡さんの

編集者から八ヶ岳でペンションのオーナー

に転身された加藤則芳さんが出演する回が

あった。敏器の部屋でカセットテープの録

音を聞いたその番組は、片岡さんの落ち着

いた声と加藤さんの深い響きの声で、八ヶ

岳とペンション・ドンキーハウスにまつわる

話をしたものだった。その素敵な声とカント

リーライフの話を直接うかがいたくて、最初

は日帰りでおじゃまさせて頂いたのだった。

　当時は、ペンション村といった形でペン

ションが何軒かまとまっていて隣のペンショ

ンがまる見えということがよくあったのだ

がドンキーハウスは違っていた。公道から

ダートの横道に入りもう一回曲がってかな

『気まぐれ飛行船とドンキーハウス』
MORGEN RÖTE 編集部　小林秀明

り登った先にあって周りは木しか見えない、

まさに「森の中」に建っていたのだった。

白いサイディングの壁に観音開きの窓とその

上に広がる青い空がドンキーハウスの第一

印象だった。

　セントバーナードのテラが出迎えてくれ

て、制作中のテラスの横の玄関からプレイ

ルームへ上がらせて頂き、部屋の隅に柱が

ないコーナー窓の向こうの新緑の森を眺め

ながら話しをうかがったのがドンキーハウス

に通う始まりだった。

　夏は住み込みのアルバイト（居候）を

させて貰った。まだ小さかった亮君とか

くれんぼをしたり、敏器と交互に背中に

乗せて馬になって四つん這いで部屋の中

を走り回ったこともあった。（後日亮君か

ら聞いた話では、遊び友達が来たと思っ

ていたとか）加藤家と一緒に寝かせて

もらった年もあったが、敷地内の沢の

向こうに張られたテントがバイト部屋に

なったこともあった。バイトの合間には

ハンモックに揺られることもできて、な

んて優雅なバイトだったのだろう。トレッ

キングやクロスカントリースキーに連れ

て行ってもらったり、クリスマスのパー

ティーでは毎回食べすぎたり、雪中キャ

ンプのベースキャンプにさせてもらった

こともあった。
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　奥様の作る料理も魅力的で、朝食で頂

くバジルドレッシングのサラダはドンキーで

初めて食べた味だった。ベーコンと合わせ

たスクランブルエッグはバターとミルクでふ

んわりと仕上げられていて、牧場で絞りたて

のほんのり甘いホットミルクにぴったりだっ

たし、最初見た時は紅茶か !?と思う程色

が薄いコーヒーも穏やかな香りと苦味が美

味しいものだった。敏器もよくマグカップを

テラスに持ち出してコーヒーを飲んでいたも

のだ。

　ディナーでは、近所で仕入れてくるシメ

ジのパン粉とガーリックのソテーや、プロバ

ンス風ポークやチキンのトマト煮やジュリエ

ンヌのスープなど、山の中で食べられるの

が信じられないほどだった。なるべく同じ

ものが重ならないようにお客様に合わせて

メニューも考えられているのだった。

　何よりもみんなを引きつけていたのは加

藤さんの話で、田舎暮らしや山歩き、雪の

八ヶ岳の楽しみ方、編集者時代の話や大

学時代まで遡ってニューギニア高地の話、

最新の八ヶ岳を歩き回った話など、コー

ヒーやビール、バーボンを供にして、時

の経つのも忘れて聞き入ったものだった。

MORGEN RÖTE でドンキーハウス特集号

を作らせて頂いたこともあった。

　この本に掲載された「日付のないスナッ

プショット」を読んでいると、敏器のいつ

も腕まくりをしていた腕や、ペンを持つ太く

て丸くてパンとした指先に加えて、ドンキー

ハウスの気配がよみがえって、まるで書き

あがったページをプレイルームのテーブルの

隣で読ませて貰っているような身近さを感じ

てしまい、懐かしさと共に涙が浮かびそう

になってしまうのだ。
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　その日も、気がつくとグレのカウンターに

4 人のメンバーが横に並んで、今日これから

をどう過ごすかを考えていた。そして、誰か

が唐突に、「あ〜焚き火がしたいなぁ〜」と

言い、別の誰かが「お！それいいねぇ」とな

り「じゃ、今から行っちゃう？」という流れ

で話はあっさりまとまった。

　それから、直ぐに我が家に移動していつ

ものキャンプ道具一式をクルマに積み込み、

すぐに出発する事になった。目的地は決めず

に、とりあえず "川 " を目指して走っていると、

警察官が飲酒運転の検問をやっていた。そ

こで、「お酒飲んでませんよね〜」と言われ

たので皆で声を揃えて「これから飲みに行く

ところです〜」と陽気に答えたら、これもお

決まりの台詞で「飲んだら乗らないでくださ

いね〜」とかなり明るく言われ、皆で大笑い

しながら「はい〜！」と答えた。実際のその

時は、検問の直前にスーパーでバーベキュー

用の食材と大量のビールなどを買い込んで、

クーラーボックスに積んでいた。

　その後、川に到着してまず最初にやる事

は焚き火のためのベストポジション選び。と

言っても、特にルールなどは無く、その場の

雰囲気で決めていたが、僕らの場合は、周

　高校を卒業した後、MORGEN RÖTE の

メンバーは大学生と予備校生になったが、

時間ができると相変わらずいつもの喫茶店・

グレに集まっては、何かおもしろい事はない

かとアンテナを伸ばしていた。

　あの頃僕らは、時間ができると実に様々

な " 遊び " を実践していた。たまに、家の中

で野球盤やホッケーゲームなどに興じる事も

あったが、やはり外に遊びに行く事の方が多

かった。日帰りのハイキングにはじまり、川

遊び、磯遊び、釣り、キャンプ、カヌー、

本格的な登山、クロスカントリースキー、そ

り遊びなど。野外での遊びは、たまに女の

子が一緒になる事もあったが、男ばかりで

出かける事も多かった。そして、男ばかりで

遊びに行くと、海でも川でも山でも、飽き

もせず焚き火を囲んでは、騒ぐのが常だった。

『焚き火を囲んだ日々 』
MORGEN RÖTE 編集部　草野英一
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りになるべく人の居ない所を好んで選んでい

た。場所を決めたら、次は焚き火のための

薪集めだ。まずは、各自ばらばらに焚き付

け用の細かい枝や落ち葉からおき火用の太く

て大きい木まで一通り集めてくる。何となく

それなりの量が集まったら、バランスよく積

み上げてから、小枝や着火材を使って火を

着ける。あとは、火

を囲みながら食べたり

飲んだり、話したりし

て過ごすのだが、時

間がたつと皆だんだん

と寡黙になってくる。

　そして、そのうち焚

き火の分家化が始ま

る。最初に作った大きな焚き火の周りに、小

さな " マイ焚き火 " を作ってそれぞれ個々に

火を見つめたり、横になって星空を見上げた

り、川原の石に頬をつけ川の流れの音に耳を

澄ましたり…そしてそ

のまま朝、なんて事も

しょっちゅうだった。

　今考えてみれば、

あの頃は実に贅沢に

時間を使っていたと思

う。敏器もきっとそう

思うでしょ？

マイカントリーライフ

　冬枯れの色をしたセーターのうえにダウン

ベストを着こんでも、頬や首すじをなでてゆ

く風はもう、冷たかった。片手をハンドウォー

マーにつっこんだまま、コンパクトなクッキ

ングストーブのノズルを閉じると、周りの空

気はすべてが静止したようなかんじになっ

た。２杯目のコーヒーがいま、沸きあがった

のだ。

　コーヒーをホーローびきのカップに注ぎ、

ハンドウォーマーから手をぬいた。手のなか

には、プラスチック容器に入ったコーヒー用

のミルクが２個、にぎりしめられていた。　

その２個ともを、たっぷりとコーヒーのなか

にいれ、とても熱い、ミルク入りのコーヒー

の最初の一口をすすった。コーヒーとミルク

の香りに、一瞬そよいだ風がはこんできた枯

草の香りがまじったような気がした。

　山ぜんたいに、夏にはなかった落ち着きが

ある。その、季節特有の落ち着きのなかに、

ひっそりとしたきらめきがある。これといっ

た目的もなく、枯れた風景に溶け込んで楽し

む田園での生活

　－マイカントリーライフ。
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　彼はなんともまあ、よくこんな渋い音楽を若いころから

聴いていたものだと久しぶりに何枚かの CD を回してつくづ

く思った。駒沢敏器を巡る様々な音楽は、当時彼の周りで

どのように受け止められていたのだろう。彼の高校時代は、

大抵の人間がピンクレディーやユーミンにうつつを抜かして

いた時代だった。一部の学生の間では、ブリティッシュハー

ドロックやフュージョンが流行り始めてはいたが、彼は最初

からライ・クーダー、ザ・バンドやイーグルスなどを好んで

聞く青年だった。ライ・クーダーなんて、当時どれだけのク

ラスメイトが知っていただろうか ?

　初めて彼がザ・バンドのア

ルバムを僕らに紹介してくれた

時、 彼 は「Northern Lights 

Southern Cross」のジャケッ

トを見せながら、「なにしろ見て

くれよ、ほら、焚火だぜ ! 焚火 !」

とちょっと興奮した語り口で得

意そうに語った。

　その昔、よくみんなで中央林間の住宅街にあったロック

喫茶の「ビッグピンク」に足を運んだ。“ぴあ”の表紙を

書いていた及川正通さんがデザインしたというその店は、

まさにザ・バンドの1st アル

バム「Music from BIG PINK

（1968）」 に由来していた。

「“ビッグピンク”ってさ、ザ・

バンドとボブ・ディランがレコー

ディングするために共同で借り

ていた家の名前なんだよ」。そ

んなことを教えてくれたのも、

もちろん敏器だった。大きなスピーカーから流れる極上の

曲たちに耳を傾けられたのも、彼の音楽的センスの良さの

おかげというものだろう。

　渋めの路線をひたすら愛した彼のそのセンスの良い音楽

嗜好の一端を、ここでご紹介しておこう。

『Music from BIG　PINK』
MORGEN RÖTE 編集部　平田公一

森の夜は、
THE BAND

　ザ・バンドについて語ると

き、30 代の人はいつも暗くな
りたがる。60 年代後半～ 70
年代初期の、いわゆる「あの
ころ…」と結びつけたがるか
らだ。「あのころ」とザ・バン
ドの音楽は、本質的には関係
はない。「バリケードで眠りな
がらロングブラックベールを
聴いたものさ…」などとケー
ハクに自慢するのは、そろそ
ろヤメにしてもらいたい。た
だでさえ、最近の 30 代文化
人にはロクなのがいないとい
うのに。
　たとえば、「あのころ…」と
は関係のない、20 代前半の僕
なんかは、ザ・バンドは「旅
の音楽」だと思っている。ア
メリカが独立してから今ま
で、脈々と受け継いでいる、
個人としての心の在り方、ア
メリカの土地と風土がうんだ
伝統音楽などが、ピクチャー
ソングとしてユニットにされ
たザ・バンドの音楽は、旅人
のドラマなのだと思う。
　夜、森でウイスキーをすす
りながら、妙な思い入れなし
にザ・バンドの音楽を聴くと、
そのことがよくわかる。
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ARTIST	 ALBUM

The	Band	 Music	from	Big	Pink
	 Jericho
	 Northern	Lights	-	Southern	Cross
	 The	Last	Waltz
Billy	Joel	 52nd	Street
Boz	Scaggs	 Silk	Degrees
Bruce	Cockburn	 High	Winds	White	Sky
	 Salt,	Sun	And	Time
Cecilio	&	Kapono	 cecilio	&	kapono
	 Night	Music
Donald	Fagen	 The	Nightfly
The	Doobie	Brothers	 Minute	By	Minute
The	Eagles	 Desperado
	 One	Of	These	Nights
	 Hotel	California
Elton	John	 One	Night	Only
Eric	Clapton	 461	Ocean	Boulevard
	 Reptile
Gabby	Pahinui	 Gabby	Pahinui　Hawaiian	Band
George	Winston	 Autumn
Great	Jazz	Trio	 At	The	Village	Vanguard
Gilbert	O'Sullivan	 The	Best	Of	Gilbert	O'sullivan
Hall	&	Oates	 Rock	'N'	Soul	Pt.	1
Hungry	Chuck	 Hungry	Chuck
	 Hungry	Chuck+2
Jackson	Browne	 Late	For	The	Sky
	 Hold	Out
	 Hotel	California
James	Taylor	 One	Man	Dog
	 Sweet	Baby	James
	 Daddy’s	Smile
Jesse	Winchester	 LIVE
	 NOTHING	BUT	A	BREEZE
John	David	Souther	 You're	Only	Lonely
Karla	Bonoff	 Restless	Nights
Kenny	Drew	Trio	 Swingin	Love
	 Play	Time
Loggins	&	Messina	 Loggins	&	Messina	
Pat	Metheny	Group	 Travels
Peter	Gallway	 Peter	Gallway
Randy	Newman	 Little	Criminals
Ry	Cooder	 Chicken	Skin	Music
	 JAZZ
Stan	Getz	&	João	Gilberto	 Getz/Gilberto
	 Sessions	On	Verve
Simon	&	Garfunkel	 Greatest	Hits
Todd	Rundgren	 The	Best	Of	Todd	Rundgren
Toots	Thielemans	 Quiet	Evenings
Various	Artists	 Hawaiian	Slack	Key	Guitar
ブレッド &バター	 Late	Late	Summer
喜納昌吉とチャンプルーズ	 喜納昌吉とチャンプルーズ

ミュージックリスト作成：MORGEN	RÖTE 編集部　草野英一

　敏器は、若いころからこのように様々な音楽に興味を抱き、その後もハワイアン、アイリッ

シュミュージック、アメリカ南部のジャスなど、幅広い音楽に興味を持ち、彼のたまプラー

ザの自宅には、様々なレコードが並んでいたのであった。
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　高校時代から K&Aでコーヒーを飲むよ

うになり、自分でも豆から淹れる様になっ

て、コーヒーが欠かせないものになってい

た。

　お互いの部屋でも、キャンプの朝も、ク

ロスカントリースキーの雪の中の休憩も、

焚き火をしに湖に行った夜も、必ずコーヒー

を淹れていたものだ。コーヒーメーカーか

らはじまって、エスビット、スベア123、

MSR、コールマンの 2 バーナーや焚き火

まで、お湯を沸かす音もそれぞれで、コー

ヒーの味の一部になっていた。全く燃焼音

がしないエスビットは森を渡る風の音や鳥

の声を邪魔することなくコーヒーを淹れるこ

とが出来るし、その対極とも言える MSR

は強烈な燃焼音を響かせながら素早く沸き

あげてくれて、火を止めた時の静寂感を格

別なものにしてくれるのだった。

　おいしいコーヒーを探すようになって敏器

から教えてもらったのが、町田にあったコク

テール堂だった。樽とドンゴロスがガラス

の引き戸の前に置いてあって、開けると決し

て広くない店内は甘くて香ばしくてしっとり

した香りに包まれていて試飲もさせてもらえ

たのだ。並んだコーヒー豆の中でひときわ

色が濃くてツヤツヤした深煎りのオールド・

ビーンズのブレンドがお気に入りで、家でも

山でもいつも一緒だったのだ。

　オールド・ビーンズのコーヒーを飲ませて

くれるカフェが原宿や渋谷、下北沢にある

ヴォルール・ドゥ・フルールや町田のグレだっ

た。特にグレでは、約束していなくても、

いつの間にか一人また一人と集まってしまう

ことが何度もあり、お店のみさこさんから「あ

なたたち、待ち合わせしなくても集まっちゃ

うの !?」と驚かれるほどだった。敏器が留

学から帰国して家に帰る前に最初に寄った

のもグレだったと聞く。深煎りのコーヒーの

味と店の落ち着いた雰囲気とお店の人のこ

とが忘れられなかったのだろうか。敏器一

人の時はカウンターの奥の方に座って、外し

た腕時計とペンケースと罫の幅が広い黄色

地のノートをきちんと前において書き物をし

ていたそうだ。

『オールドビーンズのフレンチロースト』
MORGEN RÖTE 編集部　小林秀明
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　グレでは、おかわりをするとそれぞれ決

まったカップでコーヒーが出てきた時期が

あったが、「駒沢さんにぴったり」といつも

出てきたのがロイヤルコペンハーゲンのトラ

ンクェーバーだった。後日みさこさんからプ

レゼントされたという同じカップを、彼は自

分の部屋でも使っていた。今では手に入ら

なくなったそのカップをグレで見ながらコー

ヒーを飲んでいると、敏器のことが思い出

されるのだった。

冬の日は、苦きオールド・ビーンズ

　広尾「アンセーニュ・ダンブル」、原宿「ヴォ

ルール・ドゥ・フルール」、青山「レジュ・

グルニエ」、渋谷「レジュ・ドゥ」、下北沢「ト

ロワ・シャンブル」、町田「カフェ・グレ」…。

なんのことかわかりますか ? わかった人は、

相当なコーヒー中毒患者。

　実は、上記のコーヒー店はいずれも、コク

テール堂のオールド・ビーンズを使用してい

るのだ。また、これらの店は、渋く落ち着い

たインテリアや、ジノリ、ロイヤルコペンハー

ゲンなどのカップを使用していることでも知

られている。

　実は、この「コクテール堂」の豆を、安価

で販売している豆売りの専門店があるのだ。

それが、町田「コクテール堂」。ハイランド・

シリーズから各種ストレートまで、いずれも

350円～400円で販売している（100g当たり）。

家でじっくりと飲むのもよし、マホービンに

入れて野外で楽しむもよし。冬の日は、オー

ルド・ビーンズのような、コクのある苦いコー

ヒーがよく似合うのだ。

注 : 町田「コクテール堂」はすでに閉店して

います。

カフェ・グレ
住所：東京都町田市原町田 4-2-9 トミービル　2F
電話：042-722-3563
営業：10:00 〜 22:00
定休：月曜日（祭日の場合は翌火曜日）

ヴォルール・ドゥ・フルール 原宿店 
（Voleur de Fleur 花泥棒）
住所：東京都渋谷区神宮前 1-10-23
電話：03-3404-6949
営業：10:00 〜 23:00
定休：無休

コクテール堂
直営店：国分寺、立川、新百合ケ丘、橋本、京都北
大路、仙台、小平配送センター、韮崎工場
電話：03-3459-1777
HP：http://www.cocktail-do.co.jp/shop/index.htm
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　林道から、車が通った跡がない小道に

入って沢に向かうと、以前クロスカントリー

スキーに訪れた時に目をつけていた場所に

着いた。千曲川からダムを上がり峠に向か

う山中だ。しっとりとした森の地面は、落

ち葉と苔と下草でふっくらとしていてテント

を張るには快適な場所だった。白いタンク

と赤いシートの YAMAHA DT50 の敏器

と、銀のタンクに黒いシートの YAMAHA 

XT250 の小林は各々テントを張った。高

校時代にバックパッキングに出会い、ソロ

で成立するバックパッカーが一緒になったと

言う様な山の歩き方をしていたので、移動

の足がオートバイになっても、自分のテント

を持ってきていたのだ。沢の水を汲んで、

コーヒーを淹れるところからキャンプが始ま

るのだった。

　八ヶ岳のドンキーハウスにもオートバイ

で行ったものだが、はじめのうちは敏器を

XT250 の後ろに乗せて一般道を走ってい

た。何時間も彼を後ろに乗せて密着してい

たことを今思うと笑ってしまうのだが、タン

デムシートでヘルメットをずらしてタバコを

『彼のオートバイ』
MORGEN RÖTE 編集部　小林秀明

吸ったことがある奴は敏器しかいなかった。

その後、彼は DT50 に乗るようになり、2

台で八ヶ岳に向かうようになった。

　林道では、2 ストロークのピーキーな

エンジンと軽量車体を活かして鋭い加速と

突っ込んだ走りをするのでコーナーで離さ

れてしまうのだった。

　5 月になると急速に日差しが強くなり、

グラブとT シャツの間のむき出しの腕が日

焼けしたものだが、帰りに寄った店でおし

ぼりを使って驚いたことがあった。なんと

日焼けと思っていた褐色の1/3 位 ? がおし

ぼりに移ってしまったのだ。あまりの汚れ具

合に焦ったものだった。

　敏器が YAMAHA SEROW225 に乗り

換えてからは、高速道路に乗れ

る様になり移動が楽になった。

林道では、エンジンが4ストロー

クに変わりダートでの走りも落ち

着いたものになる…はずだった

のだが、シートが低く足が付き

やすい車体を活かしてコーナリ

ング中に車体が流れ出すと地面

に蹴りを入れて立て直したりもし

ていて、相変わらず追いつけな

いのだった。
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　島育ちの素敵な女性に出会って…と言う

話は聞いたことがなかったし、オートバイ

がきっかけで恋に落ちたということもなかっ

たが、単なる日常の足ではなく、アウトドア

の道具としても、日常から離れるための道

具としてもオートバイが重要な位置を占めて

いたのだった。

Forest Bike

　ハワイのプロ・サーファーで、今ではほ

とんど神格化しているジェリー・ロペスが、

以前サーフィンについてとても興味深いこ

とを語っていた。サーフィンは禅そのもの

だ、というのである。Earth と触れる為の

シャーマニズムのメディアである、とも言

う。時にはロールする波のパワーにそのま

ま身を任せ、また時には波のパワーとたわ

むれるようにしていると、いずれは自分が

波のパワーのシステムそのものに取り込ま

れ、なんともいえぬ恍惚感に達するらしい。

そういえば、ジェリー・ロペスは、いかに

も女たらしな感じのするオーストラリアの

プロ・サーファーに比べると、スポーツ選

手というよりも哲人に近いような、晩年の

ジョン・レノンのようなまなざしをしてい

る。

　ジェリー・ロペスの話は、オートバイに

ついてもあてはまることが多い。特に、今

日日本でも注目され始めているフォレスト・

バイクは、禅的な要素が強い。時には大け

がと隣り合わせの状態でダートを飛ばし、

そして時には森や地形と一体になるように

してのんびり走っていると、確かに街でコー

ヒーを飲んでいる時とは違う穏やかさに満

たされ始める。精神面ばかり強調するのは

危険だが、フォレスト・バイクの成り行きを、

希望を持って見守っていきたい気もするの

です。
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駒沢敏器が学んだ Temple University は、

本格的なプログラムを日本で最初に提供し

たアメリカの大学であった。最初の1 年は

英語教育課程プログラムで「英語に慣れる、

英語を恐れない、英語で自己表現をする」

ことを徹底的に学んだ。essayと呼ばれる

英語の自由作文では、ネタに尽きると敏器

は片岡義男氏の「人生は野菜スープ」の書

評を書いたりして乗り切っていた。

　大学本来の教養課程に進むと、敏器は

American Studies（アメリカ研究学）を専

攻した。「アメリカ」そのものを研究素材に

し、人文学的あるいは社会科学的観点から

研究する学問だった。敏器が学んだ英文学

のマーラー教授は、テンプル大学日本校で

American Studies Programを確立した教

『フィラデルフィア・キャンパスライフ』
文 : 山本篤 / 構成 :MORGEN RÖTE 編集部　平田公一

授だったので、英文学の基礎からフィッツジェ

ラルドの「ギャツビー」まで、沢山のことを

学んだ。

　1985 年 8 月、 敏 器 は 秋 学 期 (Fall 

Semester) に合わせて渡米、テンプル大学

本校で翌年 8 月に卒業して帰国するまでの

約一年間、フィラデルフィアに滞在した。

　その一年間の出来事のうち、もっぱら敏

器らしい出来事をピックアップしてご紹介しよ

う。

「New Jersey Shore ボディ・サーフィン事件」

　フィラデルフィアからアトランティックシ

ティまではカジノ行きの無料バスが出てい

て、乗車時に確か 5ドルを払えば到着時に

5ドル分の 25 セント硬貨 (quarter) で返

金してくれた。それで、

カジノで遊ぶキッカケを

与えて、射幸心をあお

る訳だ。新学期の授業

が開始される前に、敏

器はその交通手段を利

用 して、New Jersey 

Shore まで出かけて遊

んで来たことがあった

　彼は、ボディ・サー

フィンと称して、浜辺

付近で波にダイブして

は流れに身を任せて遊

んでいた。波打ち際

は結構混雑していたた

め、波に乗り損なった

その一瞬、彼はなんと

隣にいたビキニ女性と
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衝突して、その女性の背中のブラの紐に手

をかけた態勢になり、不可抗力でブラを外

してしまったのだ。その女性はカップルで

来ていたらしく、浜辺に居た彼氏に思いっ

きり睨まれて、それはそれは怖い思いをし

た。その話をするあいつの顔は腫れてはい

なかったので、殴られはしなかったのだろ

う。しかし、それ以来その出来事は、「New 

Jersey Shore ボディ・サーフィン事件」と

して留学生仲間のあいだで長く語り継がれ

ることになる。

「米国キュウリ事件」

　当時のフィラデルフィアで日本の食材を入

手するのは非常に困難で、フィラデルフィア

郊外にある韓国食材店かチャイナタウンで運

よく発見できる程度だった。ある日、インス

タントの冷やし中華の麺を入手したので、敏

器と一緒に作ることになった。敏器に近所

のスーパーでキュウリを買って来てもらうこと

になり、「アメリカのキュウリは日本のものと

見かけが多少異なるよ。入って左手の野菜

コーナーの一番手前に山積みになってるか

ら。」と詳細に位置まで指示したにも関わら

ず…僕が錦糸卵を作っている横で敏器が「ア

メリカのキュウリは美味しくないなぁ…」と

刻みながらつまんで口に入れているものを見

たら、それはズッキーニだった。どうやらキュ

ウリの小ぶりさが信じられず、ズッキーニを

大きくて安いキュウリだと思って買って来たよ

うだった。今からすれば考えられないような

出来事だが、これは実話なのである。

 

「ヤネラ教授」

　敏器は American Studies を教えていた

英文学のヤネラ教授の授業がお気に入りだっ

た。ヤネラ教授は結構やさぐれた感じのある

トム・ウェイツみたいな雰囲気の教授で、授

業中教壇でタバコを吸いながら授業をした

こともあったようだ。スモーカーの敏器は彼

の授業スタイルの擁護派で、文句を言った

女子学生こそ気にし過ぎだとブツブツ言った

が、当時既に嫌煙ムードの機運が高かった

キャンパスで、喫煙しながら授業をするとい

うのは結構過激なティーチングスタイルだっ

たはずだ。そんなヤネラ教授の発言を、カフェ

テリアで敏器は「ヤネラがね、こう言ったん

だよね」とか言いながら、例のボソボソっと

した口調で良く話して聞かせてくれた。その

内容は過激で物議を醸すような内容だった

ので、僕らは「へぇ?」「ホンマかぁ?」と言

いながら聞いたものだった。敏器のルームメ

イトだった N に、「駒沢さぁん、ホンマにそ

んなこと言うてたんですかぁ?それ、英語で

どない言うてましたん?」といつも突っ込ま

れては、モゾモゾと、「ホントだよぉ。確か

にそう言ってたんだから」と反論していた。

毎度、掛け合い漫才みたいでとても面白かっ

た。敏器が色 と々話す度に「それ、英語で

どない言うてたん?」と突っ込むのがちょっ

と流行った気がする。

　振り返ってみるに、Academic Paper（学

術論文）等に想像力は要求されず、厳密な

解釈と分析、正確な引用が求められるのだ

が、敏器は得意の想像力や脚色を駆使して、

ややこしい英語の論旨解釈の隙間を埋めな

がら上手にレポート提出を乗り切っていたよ

うな気がする。これは決して批判ではなく、

彼の微笑ましいレトリックの証左でもあり、

米国史の教授も、“He makes up.”と言って

微笑みながら答案を返していた。あいつは当

時から編集者かつ作家だったのかもしれな

い。
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　敏器が自動車運転免許を " 初めて " 取得

したのは、テンプル大学本校に通っていた

フィラデルフィア滞在中。ただし、大学に通っ

ている間は必要な都度レンタカーを借りて運

転した程度で、マイカーは所有していなかっ

た。アメリカでの彼のお気に入りだったク

ルマは、シボレー・アストロと言う「ミニバ

ン」。ただし、アストロはアメリカでは「ミニ

バン」だが、全長 4.8m、全幅・全高それ

ぞれ 2mと日本ではラージサイズの RV、現

在の日本のミニバンブームのきっかけを作っ

たクルマだ。日本に帰国してから敏器が乗り

継いだクルマはどれも小さなコンパクトカー

ばかりなので、ちょっと意外だがやはり国土

の違いも影響しているのだろう。彼は、大

学卒業後にアストロでカナダ、アラスカまで

ドライブ旅行してから帰国している。

　ところで、帰国後すぐに「外国免許切替

申請」を行えば、当時は技能審査もせずに

日本の運転免許証が取得できたのに、面倒

な手続きが大嫌いだった彼はうっかり「失効」

させてしまい、わざわざ教習所に通って " 新

たに " 免許を取得しなおしている。

　さて、帰国後しばらくしてから彼が最初に

愛車として選んだクルマはルノー 4（カトル）

と言う、フランス製の小型車だった。カトル

は、1961年から生産されていた大衆車で、

商業的に成功した世界初のハッチバックと言

われ1992 年の生産終了までに約 835 万

台を生産、モデルチェンジ無しの量産車とし

ては史上 3 番目の生産台数を記録している。

4ドアとテールゲートを組み合わせた 2 ボッ

クス型ボディは、フォルクスワーゲン・ゴル

フなどの先駆けとなったもの。全ての窓ガラ

スは平面ガラスで、ドアウインドウは引き違

い式でもちろん手動、開口部がとても小さい

ので有料道路の料金所では場合によっては

ドアを開けた方が楽な事もあった。シートは、

座ると大きく沈み込むが座り心地はとても良

い、布張りにスプリングを組み合わせた"ハ

ンモックシート"。サスペンションはフランス

車独特の"猫脚 "と呼ばれるソフトでストロー

クの大きなもので、荒れた砂利道でも思い

のほか乗り心地は良かった。

　ただし、わずか 600cc のエンジンは平

坦な街中を走るには必要十分だったが、高

速道路の合流や峠の登りなどは

冷や汗ものの非力さだった。ミッ

ションは、前進 4 速、後進1速

のマニュアル式、ダッシュボード

から生えたレバーを回しながら押

したり引いたりして変速する、か

なり変わったクルマだった。

　彼がこのクルマを購入した当

時、国内では既にパワーウインド

ウやパワーステアリングなどが当

たり前になっていたのに、何故わ

『ルノー 4、BMWコンパクト、ヴィッツ』
MORGEN RÖTE 編集部　草野英一
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ざわざエアコンすらついていないクルマを選ん

でしまったのか ?　それは、当時彼がちょっ

とマニアックなクルマ雑誌 "NAVI" にアメリカ

音楽のルーツを辿る紀行※を連載していた影

響もあったと思うが、敏器とレトロでアナロ

グな感じの真っ赤なルノー 4 はとてもお似合

いだった。

　そんな、ルノー 4 は清里へのドライブの途

中、カーブでセンターラインをはみ出してき

た対向車と正面衝突して大破、廃車となっ

てしまった。幸い、敏器と助手席に乗って

いた彼女は、命に別状はなかったが、彼女

の方は顔に怪我をしてしまいしばらく入院を

余儀なくされることになってしまった。

　そして、その事故の後に敏器が選んだ次

のクルマは BMW の318ti（通称 BMWコン

パクト）。当時、BMW3シリーズに新しく登

場したばかりの3ドアハッチバックモデルだ。

　このクルマを選んだ基準は、今となって

は当たり前のサイドドアビームや両席エア

バッグ、プリテンショナー付きシートベルト、

ABS などの充実した安全装備とドイツ車と言

う安心感があった事は間違いない。ただ、

車種はすんなり決まったがボディカラーだけ

は何度もカタログを見ては悩んでいたが、結

局深みのある紫が印象的な「デイトナバイオ

レット」を選択した。

　BMW318ti は、他の BMW 車同様にしっ

かりしたボディと足回りに、軽くて良く回る

1800cc 直列 4 気筒 DOHC エンジンを組

み合わせ、安心して"飛ばせる"クルマだった。

ただそのせいか、以降敏器の運転はかなり

過敏な感じに変わってしまった。普段はおっ

とりした感じの敏器だが、クルマを運転する

時だけ、少しせっかちな敏器になってしまっ

たのは意外だった。

　BMW は、前述の通り「安全第一」で購

入したクルマだったが、購入後しばらくして

からの定期点検や車検の際の料金が高いと

良くこぼしていた。そのせいか、一時期はド

アミラーが割れた状態で、しばらく修理もせ

ずに乗っていたので、早く修理した方が良い

と忠告した事もあった。そんな BMW だっ

たが、安全性と走りの良さから、維持費の

不満は抱えつつ、しばらく乗り続けていた。

しかし、何度かの車検を経て、さすがに古

さが目立つようになった頃、今度はトヨタの

ヴィッツに乗り換えた。

　ヴィッツに乗り換えたと聞いた時、大人し

めのファミリーカーなので、少しは落ち着いた

走りになったのかと思ったのだが、結果は逆

だった。敏器が選んだのはヴィッツの中でも

最もスポーティな RSという車種で、ライン

ナップ中で一番強力なエンジンと固められた

足回りや強化ブレーキなどを装備していた。

　30 年近く前、敏器は八ヶ岳の林道を走

る僕のクルマの助手席で悲鳴を上げていた。

でも、最近は敏器の運転するクルマの助手

席で僕が「お ! 結構飛ばすねぇ」などと余

裕のあるふりをしながら、冷や汗を流す事も

しばしばだった。

※「ミシシッピは月まで狂っている」講談社
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　敏器が使った最初のカメラは、父親から

もらった Olympus Pen EE だった。小海

線小淵沢駅のプラットフォームでそのカメラ

を持った16 歳の敏器の嬉しそうな顔を今

でも想い出すことが出来る。

　当時の敏器の自慢といえば、その小さな

箱型の古さを感じさせないスタイルに加え、

12 枚撮りのフィルムを 24 枚撮りとして使

えるハーフサイズカメラの機能性だった。

敏器の年齢とほぼ同じだけの歴史を持った

そのカメラは、当時一般家庭にカメラを普

及させるのに一役買った人気のカメラであ

り、サービスサイズでプリントしたものを楽

しむのであればまったく問題ない仕上りを見

せてくれる優れモノだった。

　高校時代が残り少なくなった頃、彼は

写真部に籍を置いたが、まわりの学生が

Olympus OM2 などに熱を上げていた時

も、もっぱらこのハーフサイズの Pen を愛

用し、他のカメラを使おうとはしなかった。

おそらく敏器は、物事を描写する手段とし

て、彼にとって最もしっくりくるものが写真

ではなく文章とイラストによる表現であった

ということなのだろう。

『ローライ35　フィルムカメラへのこだわり』
MORGEN RÖTE 編集部　平田公一

　ちなみに彼のイラストはとてもナイー

ブでありながらどこか剽 軽に描かれ、

MORGEN RÖTE にも沢山登場している。

　その時代以降も彼のまわりには常にカメ

ラを持ち歩く友人が何人かいたことから、

彼が一眼レフカメラを持ち歩く姿をついぞ

見かけることはなかったが、片岡義男氏を

師匠として敬愛した敏器のこと、カメラに

興味がない筈もなく、その証拠にブログラ

イティングや小説、エッセイに自分で撮影し

た写真を掲載している。

　ご存じの方も多いだ

ろうが、敏器は NTT 

DATA の先見日記のプ

ロフィール写真には、

彼の好みにぴったりの

ローライ35 を構えて

登場している。

　「ローライ」といえば二眼レフというイメー

ジが強く、現在もローライフレックスやロー

ライコードは、中判フィルムの美しさとその

デザインの秀逸さで、カメラ女子を含め大

層人気のカメラである。しかし敏器が愛用

したローライ35 は Olympus Pen 同様、

35mm 判コンパクトカメラの新しい歴史を

創った、カメラ史上に燦然と輝く珠玉の

名機なのである。敏器の愛用したローライ

35TE は、ローライ35 の中でも1979

年に発売された後期機種で、レンズはテッ

サー40mmF3.5とコンパクトカメラにあっ

ては比較的明るい標準レンズが装着されて

いたにもかかわらず、敏器が好んだ使い方

は三脚を利用し絞り込んだ撮り方だった。

「あのカメラはレンズがよく、抜群の色彩を
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関しては小型で持ち歩きやすいものを愛用

していたようだが、デジタルカメラ全盛の昨

今、敏器がローライ35 のようなフィルムカ

メラにこだわった理由を 2006 年11月 3

日に記された「先見日記」に見ることが出

来る。

　「僕自身は特にデジタル機器に嫌悪感を

抱いてはいないけれど、機械を操作すると

きのインターフェースにおいて、自分の感覚

や身体性が参加する度合いは、やはりアナ

ログ機器の方がはるかに高い。自分の腕を

上げてくれるカメラや自動車は確かに存在

するし、機械を操作するときに伴うフィード

バックは、使い手の感覚をひろげてくれる

こともある。そしてこのときに肝要なのは、

機械との会話の中に見出したものを自分な

りに活かせるかどうかだ。」

　敏器は「便利さを捨てたことと引き替え

に、何ごともお座なりにはできない」手応

えがきっと好きだったのだ。

出してくれるんだ。あんなに小さなカメラだ

けど、広大な風景を撮るのに向いていると

思うよ。なぜか、すっきりとしたスケール感

が出るんだよ。三脚に固定して 22 まで絞

り込んで、レリースでじっと開放させたりす

ると、大型カメラのような働きさえしてくれ

るから驚きだね」と 2007 年に届いたメー

ルに書いている。

　RICOH がコンパクトでよいカメラを出した

時に、敏器とはメールでデジカメ談義をし

たことがあった。「GR シリーズはいいね。

僕も GX100 が出たときは思わず衝動買

いしそうになったけど、スピー

カーを買うためにぐっと堪えまし

た ( 笑 )。元サントリー宣伝部

のカメラマンはライカのデジタル

を 2 台も持っていて（金持ちだ

……）、その際にリコー製品に

ついて尋ねてみました。「リアク

ションがやや遅い」とのことでし

た。そりゃまあ、瞬間映像は無

理かもしれないけど、素人ユー

スには充分というよりも、使い

勝手がちょうどいいのではない

かと……」

　結局彼は、デジタルカメラに
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　2007 年 7月に敏器は、雑誌『Coyote』

の特集取材のために中国福建省の武夷山に

赴いた。

　「かのサントリー宣伝部ご一行とのツアー

という感じで、いつもの取材とは違い、それ

はそれで賑やかで面白い旅でありました。サ

ントリー宣伝部の“サラリーマンらしくなさ”

には、いまどきカンドーいたしました。」と

彼がいうその取材は、サントリーが大々 的に

販売を開始した「瓶入り武夷烏龍茶」のキャ

ンペーンの一環で、食品部の部長・課長ま

で同行した「一大取材ツアー」だった。

　茶道に以前から興味のあった彼としては、

しかし中国茶という分野での執筆はまさに

「付け焼刃」で、だからこそ、その取材の

成果が、自分はもとよりサントリーという大

企業と自分を育ててくれた雑誌『Coyote』

に「恥をかかせるわけにもいかず」実に気を

遣ったものだったらしい。

　そんな状態だったからか、珍しく電話嫌

いの敏器から取材の途中電話がかかってき

た。All About[中国茶 ] ガイドの肩書を持

つ僕に烏龍茶の属性の不明な部分や歴史な

ど、あれこれ尋ねるのが目的だったようだ。

　しかし、その電話のほとんどの時間を費

やし彼が語ったのは、サントリー名誉茶師 :

松井陽吉氏の大紅袍の新茶の一煎目を捨て

てしまう中国人に対して大阪弁で罵る「キョー

レツなオタクぶり」だったり、テレビから聞

こえる中国語が英語と構文がほぼ同じであ

るためか「英語に似たイントネーションの言

語」として自然に耳に入ってくる感じで、「こ

れならちょっと頑張れば、簡単な買い物や

会話くらいはできるようになるかも」と思っ

たことなど、如何に中国滞在を楽しんでい

るかだった。

　「新茶の場合は葉のまわりに旨みが残って

いるというのに、こいつらは何もわからんと、

いつもどおりのやり方で捨ててしまうんです

わー」と松井氏の口調を真似した彼の物言

いがとても面白かったのをよく覚えている。

　その時の旅で、敏器は武夷山の各所に

設けられた「茶畑」や「粗茶工場その1と

その 2」の見学、「生葉から火入れまでの

粗茶手づくり体験」、「連日数件におよぶ茶

席と茶葉購入」「現地法人社長による鬼の

ような豪華ご接待漬け」、さらには武夷山

散策や川下りなどを体験し、お茶フリーク

ならば垂涎の「初心者には贅沢すぎる内容」

のツアーとなったようであった。

　その取材の結果を、敏器は 2007 年10

月10 日に発行された『Coyote』No.23『武

夷山探訪　真の烏龍茶を求めて』でまとめ

ているが、その記事は中国茶フリークの間

でもかなり評判の高いものであった。

　敏器にとって武夷山での烏龍茶との出会

いは、結構なインパクトがあったらしく、取

『武夷山烏龍茶』
写真 : 駒沢敏器 / 文 :MORGEN RÖTE 編集部　平田公一
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材中の電話でも「いやあ、初心者なのにこ

んなに最高級茶ばかり飲んでいていいのか、

とも思うけど、俺の場合、あくまでもこれが

「仕事」だからね。毎日高級な烏龍茶を飲

んでさ、体の水分の大半が烏龍茶になって

いるような感じだよ。水仙が 6 割、大紅袍

3 割、肉桂1 割といったところかなあ。」と

笑っていた。単品でもかなり美味しい極上

の烏龍茶を贅沢に腹の中でそんな風にブレ

ンドしたら、それはかなり希少なそして良い

具合に味と香りを引き立てるお茶になったに

違いない。さらに「烏龍茶が効いたのかな

あ、毎晩十数品におよぶ宴会料理と、そ

れに続くサントリーマンたちとの部屋呑みに

も関わらず、8 日間で体重は1キロしか増

えておらず、二日酔いもまったくなし !」と

烏龍茶の効果にもご満悦だった。

　彼は帰国後、いくつかのお茶を持ち帰っ

たからといって、わざわざそれを届けてくれ

たのだが、「高級烏龍茶になどハマッたらた

まったものではない、だから武夷山にせっ

かく行ったというのに茶葉の購入を手控えた

という、原稿にあるくだりは実はほぼそのま

ま真実だよ。だというのに松井茶師が「茶

葉がなくなったというんやったら、私のとこ

ろにあるのをガバッと差し上げましょう」と

いうことになり、それ以来いまでも中毒状態

（笑）。たまにコーヒーへ戻るのだけど、美

味しく感じない自分が怖い。」と言っていた。

　あれだけの珈琲好きがそんなに簡単に烏

龍茶にはまり込むなんて、さすが烏龍茶の

故郷武夷山のお茶の威力侮りがたしと、密

かに僕はしめしめと思ったものだった。

　「こんど平田のお点前でおいしい烏龍茶を

ごちそうしてくれ」と言われていたにも関わ

らず、結局その約束を果たせなかった。だ

から、彼の好きだった武夷山の肉桂を丁寧

に淹れて、僕なりの献杯を行ったのは言うま

でもない。
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　1999 年の取材をきっかけに料理研究家・山本彩香さんと親交を深め、70 歳をこえ

た彼女の琉球料理を最後に残しておくプロジェクトの一環として、雑誌『Coyote』（スイッ

チ・パブリッシング）での連載「とーあんしやさ」はスタートした。

沖縄のさる高名な文化人から「豆腐ようとどぅるわかしーとラフテーがあれば、あなたはど

こへいってもひとりでやっていけるさぁ」と評された、山本彩香さんの三品を「とーあんし

やさ」より紹介する。料理のつくり方の一部は、『てぃーあんだ』（沖縄タイムス社）より

参照している。

『琉球料理乃山本彩香』
文 : 駒沢敏器 / 写真 : 関博 / 構成 :MORGEN RÖTE 編集部　高谷朋子

豆腐よう

王朝時代からの珍味のひとつであり、沖縄

の言葉では「たじねーむん」といわれる。

他にはない、と言う意味だ。この豆腐よう

は山本さんの自宅でつくられている。うち

なぁ豆腐をさいの目に切って塩をまぶしてか

ら蒸し、ざるなどの上で陰干しする。その

後なんどもていねいに裏返し、約三日後に

発酵してくるのを待つ。そして米麹と紅麹

とともに泡盛に漬け込み、時間をかけてゆっ

くりと寝かせる。

≪彼女の料理に接したとき、やはり最初に

目と口にすることになったのは、とろりとし

た小さな赤い発酵物だった。市販されてい

るものと比べると色が美しく、形がしっかり

としており、本物だけが持つ物静かな説得

力を放っていたのをいまでも覚えている。

最初のひと口から、心を抜かれそうだった。

濃厚で鮮烈なのにしつこさがまったくなく、

小さな竹のへらでへずるように食べていくと、

豆腐とは思えない芳醇な味と香りが、次々

と鼻腔を突き抜けた。泡盛を用いているの

でそのマリアージュはすばらしく、これは泡

盛を味わうためにこそ、存在するのではと

思ったほどだ。彼女と懇意になってから、フ

ランスパンに塗ってワインと合わせてみたり

もしたが、これもまた格別だった。≫
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琉球料理乃 山本彩香
住所 : 沖縄県那覇市久米 1-16-13
電話 :098-868-3456
営業 :17:00 から 18:00 の間に入店
定休 : 水曜・日曜

一見したところいかにも素朴な郷土料理のよ

うだが「だしくぇむん」（旨味が何重にも重

なっている状態）の贅沢料理。豚のバラ肉、

しいたけ、かまぼこなどの具材をそれぞれさ

いの目に切り、サラダ油で炒め、砂糖、塩、

醤油、みりん、泡盛で味付けする。具材に、

練った「ターンム（田芋）」、「タームジ」と呼

ばれる田芋の茎、かつお出汁を加え、水分

が適度に飛んで、程よい硬さになるまで炒め

る。繊維質にとんだタームジをさりげなく混

ぜることで、粘り気の中にもさらっとした食

感を生み出す。

≪小さな椀に盛られた「どぅるわかしー」を

見ていると、こんな何気ない料理の中にこ

そ、実は琉球料理の特徴と粋がすべてこめ

られているのだとつくづく思う。素朴な風貌

なのに、よく見ると色合いが可憐なのだと

わかる、さりげなく工夫された洗練。華美

さや豪華さなどの見てくれを競うことは決し

てせず、美意識は懐にしのばせるものとして

表現されている。（中略）たとえば最初に口

にふくんだその味わいは、どこか懐かしく、

やはり素朴だ。しかし食を進めていくと、爽

やかで庶民的なターンム（田芋）の香りの奥

から、具の持つ旨味と風味が次 と々華やか

に重なっていく。≫

琉球料理を代表し、王朝時代からの影響を

色濃く残しているのが、この「ラフテー」だ。

三枚肉は固ゆでにする。この肉のゆで汁を

こしたものに、かつお出汁、砂糖、泡盛、

塩、みりん、白味噌を加え火にかける。煮立っ

てきたら、肉を入れ、踊らない程度にこと

こと煮込む。仕上げは、白味噌をかつおの

出汁で溶き、そこへ、じーまーみ（ピーナッ

ツ）をすりつぶしたものを混ぜて三枚肉へか

けている。

≪「啼き声以外はすべて食べる」といわれる

ほど、沖縄では食材としての豚を隅 ま々で無

駄なく工夫して、様々な料理へと伝統的に

活かし切ってきた。（中略）

山本彩香さんのお店でも「ラフテー」は代表

料理となっている。（中略）彼女のつくるラ

フテーを超えるものに出会ったことは、幸か

不幸か僕の場合もいちどもない。一般的な

沖縄の料理店で見られるような醤油による

煮つけではなく、白味噌とじーまーみ、そし

て砂糖やみりんで上品かつほんのりと甘めに

仕上げているのが、彼女のラフテーの特徴

だ。これもまた琉球王朝をルーツとする辻

料理の名残で、歴史の上に立った伝統の厚

みと、それを絶やすまいとする彼女の気迫

が、そこからは感じられる。≫

どぅるわかしー ラフテー
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駒沢敏器の仕事
T.K.'s Works
駒沢敏器が残した沢山の仕事をリストアップしました。

『伝説のハワイ』写真 / 佐藤秀明
東京書籍　1994 年 11月

「アロハ」とは、無であることだ。知られざるネイティヴ・ハワイアンの文化を明らかにし
た初めての記録。自然と調和して生きることの大切さを、ハワイアンは教えてくれる。絶
滅寸前のハワイアンから“ 最後のメッセージ ”。

『ミシシッピは月まで狂っている』
講談社　1996 年 6 月
音と風景はひとつだ。ブルース、ゴスペル、アイリッシュ、そしてカントリーにハワイアン
―南部の綿花地帯からさいはての島アイルランドまで、アメリカ音楽の源流をめぐる旅が
始まった。

『街を離れて森のなかへ』
新潮社　1996 年 5 月
ライ・クーダーのギターを木曾の楽器工場で作った職人、本物の京野菜を育てる農家、
自然の音で構成された衛星放送の制作者、海ガメを守る仕事に情熱を注ぐ男…多彩な「達
人」たちの静かな情熱、ささやかな発見、偶然の出会いについて、膝をまじえて語り合
う一人旅へ。母なる自然に導かれた人々 のちょっと不思議な 16 篇のドラマから、知らない
世界が広がります。雑誌『SINRA』、『NAVI』で注目のエッセイを単行本化。

『地球を抱いて眠る』
NTT 出版　2000 年 8 月　/ 　文庫 2008 年 6 月小学館文庫
屋久島の森に吊るされた 500 個の風鈴、サン・フランシスコの禅寺、バリ島の呪術師、
ハワイで再現される石の巨大神殿、オーストラリアに起こった最後のヒッピー・コミューン他、
精神の辺境を求めて巡る旅の記録。

『夜はもう明けている』
角川書店　2004 年 6 月
ライターの隆司は離婚して、増幅器と共に独り部屋に残された。男女 9 人の愛に伴う心の
痛み。この痛みの連鎖を断ち切ることはできるのか…。現代におけるぎりぎりの愛の形を
スタイリッシュに描いた恋愛小説。

【著　　書】
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『アメリカのパイを買って帰ろう－沖縄 58 号線の向こうへ』
日本経済新聞出版社　2009 年 5 月
沖縄は米国だった。大きなパイへの郷愁、お袋の味の「スパム」、じいちゃんが話す口語
英語、時差のないヒットチャート…基地問題と裏腹に人々 の血肉となった混血文化の淵源
を辿るロードムービー風ノンフィクション。

『語るに足る、ささやかな人生 〜アメリカの小さな町で』
日本放送出版協会　2005 年 7 月　/　文庫 2007 年 8 月小学館文庫
人口三千人足らずのアメリカのスモールタウン。サウスダコタ州のドライブイン・シアターの
ある町、ウィスコンシン州のカフェに座る身寄りのない女性と中学生の女の子、アイオワ
州の幽霊屋敷のようなホテル。小さな町だからこそ、そこには「物語」がある。アメリカの
スモールタウンを旅して紡いだ珠玉のストーリー。

『彼女のアラスカ－ベスト・アウトドア・コラム 』
（シリーズ・ザ・スポーツノンフィクション ) バリー・ロペス著　/　東京書籍　1991 年 9 月

アラスカでただひとりの、美しい女性パイロットの物語。決して “ 孤独 ” ではない、大西
洋単独航海の記録。片足を失ってからが本当のスタートだった、少年クライマー。「血を流
さずにすんだ日は 1日としてなかった」自然保護に身を挺する老人との対話。アメリカ最
高のアウトドア誌『アウトサイド』からの、第 1 級のアウトドア・コラムの数々。

『ゼロ・デシベル』
マディソン・スマート・ベル著　/　新潮社　1991 年 10 月
現代アメリカ文学の中でひときわ異彩をはなつ注目の新鋭 M・S・ベル。切れ味鋭い文体
で NY の裏町や南部を描き、脚光を浴びた珠玉の短編。

『空から光が降りてくる ( 上 )( 下 )』
ジェイ・マキナニー著　/　講談社　1997 年 11月
N.Y. の有名出版社の若き編集者ラッセル・キャロウェイは、大学時代の親友ジェフ・ピアー
スをスター作家に押し上げ、自身も脚光を浴びはじめる。しかし、彗星のごとき名声の上
昇が、社の重鎮ハロルド・ストーンの不評を買ってしまう。社での立場に危うさを感じたラッ
セルは、社主の妹と謀って自社買収へと動き出す……同時代アメリカ小説の頂点を極める
最高傑作。

『ナイーヴ・スーパー』
アーレン・ロー著　/　日本放送出版協会　2003 年 4 月
ある日突然生きる意味を、自分を見失った青年は、「時間」と「自分」との関係を見直す
作業に入った。ノルウェーの若者たちの心を捕らえた気鋭の作家が贈る、みずみずしいメッ
セージ。

【翻　　訳】
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『魔空の森 ヘックスウッド』
ダイアナ･ウィン･ジョーンズ著　/　小学館　2004 年 11月
宮崎駿監督のアニメ『ハウルの動く城』の原作者の代表作。銀河の中心とロンドン郊外
の森を往き来する時空を越えたファンタジー小説。物語は、少女がロンドン郊外にある
ヘックスウッド農場に次 と々不審な人物が出入りするのを目撃するところから始まる。著者
が最も脂の乗り切った時期に書かれた子供から大人まで楽しめる奇想天外な物語。

『ABCDJ －とびきりの友情について語ろう』
ボブ・グリーン著　/　日本放送出版協会　2007 年 4 月
少年時代からの親友 ABCDJ( アレン、ボブ、チャック、ダン、ジャック )。五十七歳になっ
たある日、ジャックが末期癌を宣告された。残された時間をできる限り共に過ごそうと、
彼らは思い出のつまった故郷へと集まる…。生涯続く友情がもたらす人生の輝きを描いた、
名コラムニストによる静かな感動の物語。

『スカルダガリー 1』
デレク・ランディ著　/　小学館　2007 年 9 月
全身が骸骨で出来た謎の私立探偵・スカルダガリー。魔法を操ることができ、ダブリン
の地下社会で悪党を次 と々退治してゆく。そこへひょんなことで 12 歳の少女が加わること
になり…ダブリン在住作家が初めて書いた小説。同じく無名な作家による処女作だった「ハ
リー・ポッター」を、彷彿とさせる児童文学のシリーズ第一作。

『トーテム・サーモン－聖なる生命サーモンのおしえ』
フリーマン・ハウス著　/　山と溪谷社　2007 年 10 月
フリーマンとその仲間たちは、生命共同体の神であるサケを川に呼び戻した。まだ希望
はあるんだ。だって、希望のないところには神は戻ってこないだろうから…。アメリカの新
しい時代は、ここ、北カリフォルニア、マトール川から始まった。エコロジーとはかくも詩
的でスピリチュアルな営みだったのだ。99 年北米西海岸出版協会ベストノンフィクション
賞受賞。

『自由生活 ( 上 )( 下 )』
ハ・ジン著　/　フリーマン・ハウス著
日本放送出版協会　2010 年 9 月
愛しの人よ帰って来ました。全米図書賞（『待ち暮らし』）をはじめ、米文学賞を総なめに
した中国系作家の最新作。天安門事件を機にアメリカに移住したある中国人家族の激し
くもやさしい物語。

【翻　　訳】
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『STAGE FRIGHT- 夜を流れる夢』「SWITCH」　　1987 年 2 月号
『ゲイリー・フィスケットジョン - 編集者の時代へ』「SWITCH」Special Issue　1988 年 12 月
『The New Lost Generation 〜あらかじめ失われた世代〜』「SWITCH」　1988 年 12 月号
『反省したりもするパーティー人間』アルク「素顔のアメリカ作家たち 90 年代への予感」　1989 年 11 月 7 日
『世界はほとんど全て茶番』アルク「素顔のアメリカ作家たち 90 年代への予感」　1989 年 11 月 7 日
『今度はコレを読もう !（書評）』オレンジページ「モンパン」　1991 年 10 月 8 日号
『ゲイリー・スナイダー』「STUDIO VOICE」　1992 年 7 月号
『伝説のハワイ』「エスクワイア日本版」　1992 年 8 月号
『ベルの創作ノート 手で聴き 耳で描く』LITERARY 「SWITCH」　4 号　1992 年
『出口なし』（翻訳）ピーター・ビアード「SWITCH」　1993 年 3 月号
『禅とサーフライディング』「エスクワイア日本版」　1993 年 9 月号
『生活をダイエットする』「太陽別冊 CLASS-X」　1995 年 11 月
『フィッツジェラルドと村上春樹』「小説家の息づかいが聞こえる週間読書人」　1996 年 5 月
『苦情箱』「アメリカンブックジャム」バックアップバブリッシング「THE SLICES OF THE U.S.A. 9 人の作家が描いたそれぞれの

アメリカ」　1996 年 7 月
『村上春樹の翻訳 -「訳」ではなく「理解力」なのだ』 「翻訳家になる !」メタローグ　1996 年 10 月 25 日
『写真をとおしてリアルなアメリカを覗く』11 回連載「AMERICAN BOOK JAM」　1997 年 No.1 〜 2006 年 No.11
『完璧な土曜日』「store」Vol.3 　1998 年
『ビートクライマー・禅サーファー』「エスクワイア日本語版別冊」　1998 年 10 月号臨時増刊
『美味しいハワイ』「ウインズ」　1999 年 5 月号
『像のモンタージュ』建築資料研究所「コンフォルト」　No.40　2000 年 2 月号
『土の時代』「TOYRO」　2000 年冬号
『おきなわたてもの』建築資料研究社「コンフォルト」　No.44　2000 年 10 月号から 6 回
『テロ以降を生きるための私たちのニューテキスト』角川書店　2001 年 12 月 3 日
『ひとが木とふれあう時間』建築資料研究社「コンフォルト」　No.52　インタビュー　2002 年 2 月号
『おきなわジョートー建築』建築資料研究社「コンフォルト」　No.57　2002 年 10 月号
『ペットサウンド』未詳　2004 年以前
『鹿撃ち』未詳　2004 年以前 
『人生は彼女の腹筋』小学館「きらら」　2004 年 12 月号〜 2005 年 1 月号
『ボイジャーに伝えて』小学館「きらら」　2005 年 7 月号〜 2007 年 6 月号
『ハワイの魅力をさらに深く知るための 10 冊』「Coyote」　No.4　2005 年 2 月 10 日号
『もうひとつの旅へ』リクルート「R25」　2007 年 5 月 14 日号
『とーあんしやさ　琉球料理の記憶と味の物語』「Coyote」　No.21 〜 30　2007 年 9 月 10 日号〜 2008 年 7 月 10 日号
『武夷山探訪　真の烏龍茶を求めて』「Coyote」 No.23　2007 年 10 月 10 日号
『茶の村に流れる悠久の時間　福建省下梅村』「Coyote」 　No.23 　2007 年 10 月 10 日号
『秘密の種子』「Coyote」 No.24　2007 年 12 月 10 日号
『ペット・サウンズ（書評）』東京・中日新聞　2008 年 3 月 30 日
『飲水思源』「Coyote」　No.27　2008 年 4 月 10 日号
『バリ島の犬』小学館「きらら」　2008 年 6 月号〜 2008 年 8 月号
『共有された記憶の余白』建築資料研究社「コンフォルト」　No.103　2008 年 8 月号　No.43
『マヤの国、赤き実を摘みに』「Coyote」　No.31　2008 年 9 月 10 日号
『ジャズを生んだ街 ニューオリンズ　理想を形にするデザインの旅』「Coyote」　No.33　2008 年 11 月 10 日号
『幸田文　しつけ帖（書評）』「週刊朝日」　2009 年 3 月 27 日号
『那覇空港のビーチパーティー』小学館「きらら」　2009 年 8 月号〜 2009 年 9 月号
『自分をいかして生きる（書評）』「週刊朝日」　2009 年 12 月 11 日号

【雑誌掲載】
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ホットワイアード　小説
『なだらかで明るい丘』　2004 年以前掲載

サイト終了

駒沢敏器 BLOG（コラムタケシ）　Blog
http://blog.fujitv.co.jp/takeshi_blogwriting/index.html

58 号線の裏へ（Web 草思）　コラム
http://web.soshisha.com/archives/58/index.php

先見日記（NTT データ）　コラム
http://www.nttdata.co.jp/diary/writer_list.html#mon3
http://www.nttdata.co.jp/diary/resource/resource14.html

the 能ドットコム　エッセイ
「わたしと能」　目を閉じると、立ち現れてきた " 映像 "　駒沢敏器 ( 作家 )

http://www.the-noh.com/jp/people/essay/001komazawa.html

INTERVIEW : 音のある世界で　インタビュー
MD と風鈴を持って、山へ　Vol. 2　駒沢敏器さん
http://www.soundbum.org/sekai/02komazawa.html

スペイン料理店ヒラソル（あざみ野）Blog・文責駒沢敏器
http://duckdan.jugem.jp/

『ペット・サウンズ』ジム・フジーリ　村上春樹訳　書評
「悲痛な心の叫びを表現」

http://www.tokyo-np.co.jp/book/shohyo/shohyo2008033004.html

ジェームス・テイラー　レビュー
http://cinematicroom.com/asin/B000002KB3/

『フランスの水の旅　生命が輝く時』「Coyote」　No.42.　2010 年 4 月 10 日号
『OKINAWA Column 22』「Coyote」　No.43　2010 年 6 月 10 日
『ルイジアナ大脱走』小学館「きらら」　2010 年 6 月〜 8 月
『映画は本質的に嘘くさく野蛮なもの』書評「週刊朝日」　2010 年 7 月 16 日
『“人口添加物 ” は一切ない歴史感』書評「週刊朝日」　2010 年 11 月 5 日
『真実　大和の欺瞞』「週刊朝日」　2011 年 2 月 8 日号
『読書日記 - リズムのある片岡義男の文体』日本経済新聞夕刊　2011 年 6 月 1 日
『上を向いて歩こう』「週刊朝日」　2011 年 9 月 13 日
『空中画餅 A Pie in The Sky』「イン・ザ・シティ Vol.4」　2011 年 12 月 7 日
『秋になれば街は』小学館「きらら」　2012 年 1 月

【雑誌掲載】

【ネット上の Blog、小説、コラム等】
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TV「イントゥ・ザ・ミュージック」
「イントゥ・ザ・ミュージック」という音楽番組で、1993 年 10月から翌年 5月まで、ひと月にほぼ一回のペースで放映された。
フジテレビの深夜枠「NON・FIX」を借りた、一時間のドキュメント・シリーズ。シリーズは六回にわたり、前半の三編を駒沢
敏器が、後半の三編を音楽ライターの森田義信が構成した。アメリカ音楽のルーツがテーマで、各地のルーツミュージックを
訪ねて、その音を生み出した人と土地を、音と映像で収録。『ミシシッピは月まで狂っている』は収録過程の一部を抜き出し
たもの。敏器の担当は、ハワイアン・ミュージック、アイリッシュ・ミュージック、カントリー&ブルーグラスであった。1994
年リットー・ミュージックよりビデオ発売、現在入手不可能。

TV「アメリカン・ギターズ」
「イントゥ・ザ・ミュージック」の続編。フェンダーやギブソン等のギターメーカーごとにそのギターを使っている名手の取材
をしていく番組。（敏器は、この取材で "ナショナル "ギターの名手 Bob	Brozmanに惚れ込む。）

駒沢敏器さんと南部の音楽と文化にひたる 9 日間（旅行ツアー）
サウンドバム	USAミシシッピ
2003 年 9月12日（金）～	9月20日（土）
http://www.wild-navi.co.jp/tour03/030912sb_mississippi.html
アメリカ南部、ミシシッピ川流域。旅のたて糸は音楽。よりすぐりの「ジューク・ジョイント」でブルースを感じ、教会でゴス
ペルに包まれ、町ではジャズやストリート音楽 ...。旅の横糸は南部の自然や文化。広大な綿花畑、スワンプ、森、そして勿論、
ミシシッピの流れ。ケイジャンやクレオールの町、マーク・トゥエインに代表される文学、独特のお墓、そして豊かな食事 ..。
駒沢敏器がナビゲートするディープ・イン・サウスな旅。

BOOK246「駒沢敏器トーク・イベント」
『語るに足る、ささやかな人生』出版記念！トーク＆スライド上映、そして、フライド・グリーントマト＆ビール PARTY!!
～駒沢敏器、アメリカ横断の旅路を語る。
7/27（水）に出版された、駒沢敏器（作家・翻訳家）のアメリカの紀行文『語るに足る、ささやかな人生』（NHK 出版）の発
売を記念して、BOOK246トラベルギャラリーにて、旅路の写真展示と先行発売（7/15（金）～）が行われた。
日時：2005 年 7月30日（土）　18：00 ～20：00
場所：BOOK246 併設の CAFE246テラス

「駒沢敏器」トーク×「ローリークック」ライブ
http://www.realtokyo.co.jp/events/view/31335
西麻布の自由劇場跡地にオープンしたライブハウス＆シアター「新世界」。沖縄と深く関わってきた作家の駒沢敏器が「沖縄の
アメリカ文化」について語り、彼の友人でもあるコザ生まれのオキナワンロッカー、ローリークックが演奏を披露する。
日時：2010 年 11月18日（木）　19:00 開場	～20:00 開演
場所：新世界

Okinawan Night 　vol. ２　 Navigation 　by 　駒沢敏器
「山本彩香の “ 鶴は千年、亀は満腹 ”　in　Tokyo」
沖縄随一の料理研究家・山本彩香を「新世界」に迎えて贈る、料理と音楽のラジオスタイル・トークライブ。
日時：2011年 2月7日（月）　19:00 開場～20:00 開演
場所：新世界

Okinawan　Night　vol.3　Navigation　by　駒沢敏器
「ゴトウゆうぞうの　Full　Moon　ブルースショウ」
http://shinsekai9.jp/2011/06/16/okinawan/
駒沢敏器が 99 年に山本彩香さんを取材したことを契機に、沖縄音楽に深くかかわる京都屈指のブルースマン・ゴトウゆうぞ
う氏と交遊関係を続けている。そのゴトウゆうぞう氏との話題満載のトーク＆新作発表ライブ！！
日時：2011年 6月16日（木）　19:00 開場	～20:00 開演
場所：新世界

【その他情報】
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　みんなと出会ったのは、グレのオープン

当初でした。あの頃は、お客様にひとりで

も多く知ってもらおうと私達も燃えていまし

た。そんな時みんなはやって来ました。

若くてキラキラと輝いていました（眩しかっ

た）。

　常に面白いことは無いか探しているよう

な好奇心旺盛な青年達でした。

　とにかくみんなが現れると、私は訳もな

くただただ楽しかった。店に立っていると

今でもはっきり蘇ってきます。

　コンバさん、草野さん、平田さんとはす

ぐにお話ししましたね。でも、敏器さんだ

けは、とてもシャイで、結局お話できるよ

うになるまですごく時間がかかりました。最

初は嫌われているのかと思ったほどでした。

　だけど、お話するようになり、その豊富

な話題や興味の範囲に、教えられることも

The man, WE LOVE
僕たちは、作家　駒沢敏器はもちろんのこと、

古くからの友人として駒沢敏器を愛してきました。

そんな気持ちを、仲間たちに綴ってもらいました。

多かったことを思い出します。

　いたずらっ子のような目、聞いていて心

地よい声、はにかんだような笑顔 etc

アメリカから帰ってきたとき、まっすぐお店

に寄ってくれて、ものすごくうれしかったこ

ともありました。ヤクルトスワローズが大好

きで、楽しそうにずっと野球の話をしていま

した。お客様というより弟のような友達のよ

うな存在でした。私の中で敏器さんはちょっ

と自慢でした。

　みんな大人になって会えることも少なく

なりましたが、元気でやっているんだろうな、

また揃ってお店にやってきて、カウンターに

並んでおしゃべり出来たらいいな、なんて

思ってました。

　去年の夏の終わり頃、敏器さんがお店に

やってきました。片岡義男さんから電話で

呼び出され、待ち合わせでした。すごく久

しぶりだったので、お話したかったのです

が、4 〜 5 人くらいいらっしゃったので控

えました。

　それが最後になってしまいました。

　今もまだ、あの弾むような歩き方で、ま

た店に入ってこないかなあなどと思ってしま

います。

『駒沢敏器さん』
町田カフェ・グレ　増田みさ子
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　最初にドンキーハウスを訪れたのは18才。

クリスマスパーティーで出会った中でも、モ

ルゲンの連中の仲の良さがとっても羨まし

かった。

　その中に物静かな駒沢くんがいた。もう

30 年も昔のこと。 

駒沢敏器さん、草野さん、小林さん、平田

さん、そんなモルゲンの連中

将門、佐藤秀明さん、野田さん、加藤則芳

さん、光子さん

荒井さんのピアノ、TOOTSのCD、クリスマス

片岡義男さんの小説、雪遊び、テラ、オー

トバイ…

八ヶ岳ドンキーハウスには私の青春の1頁が

ありました。

『青春の1頁』
ドンキーハウス仲間　佐野真美 ドンキーハウスは「局部的に」有名な

のだ。

　オーナーの加藤さんは、元編集者ゆえ、

ドンキーハウス、及び加藤さん本人がマス

コミに登場することが意外と多い。が、し

かし、そこはドンキーハウスのこと、ハデ

にどばぁ ! と登場するのではなくて、さり

げなく、サラッと登場するのです。まず、

ドンキーハウスが最初にちょろっと有名に

なったのが『ブルータス』。片岡義男さんの

ショート・ストーリー「結婚記念日」のフォ

トカットとして、ドンキーハウスの写真が

使われました。次が、FM 番組の「気まぐれ

飛行船」。以前は野生時代の新号の紹介でで

ていた加藤さんが、去年の春、ゲストとし

て 2 時間たっぷり出演し、ドンキーハウス

でのカントリー・ライフを語ってくれまし

た。これは反響が大きく、ドンキーハウス

に 150 通のハガキが来たとか。

また、「気まぐれ飛行船」には、C.W. ニコ

ルさん、佐藤秀明さん、野田知佑さんがゲ

ストの時にも、「遊びに来ました。」と云い

つつ、出演しています。あと、C.W. ニコル

さんの『冒険家の食卓』の口絵写真も、ド

ンキーハウスで撮られたもの。その他、晶

文社の『海まで 100 マイル』（片岡義男 / 佐

藤秀明）もここで対談が行われました。こ

の 100 マイルシリーズ、海以外にも「森」、

「川」などが予定されています。晶文社とい

えば、「就職しないで生きるには」シリーズ

の一冊をオーナーの加藤さんが執筆します。

「たのしい感じで書こうと思っているんだ。」

と、いうことです。また、『Be-Pal』の「片

岡義男のシンプル・アウトドア」や堀ひろ

子さんの本のフォトカットなども、ドンキー

ハウスが利用されています。
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　駒沢さんとの思い出と聞かれて、どうし

ても真っ先に思い出すのは、彼のケツ…い

やお尻である。最後に別れた時の強烈な印

象がこれというのも、どうかと思うが、他

を圧倒しての記憶として残っている。

　 未 だ 20 代の前

半、 芦沢一 洋さん

の『バックパッキング

入門』を読んで憧

れ、ちょうど到来し

たアウトドアブームに

乗って、キャンプや

フライフィッシングな

どに夢中になってい

る頃、友人に素敵なペンションがあると連

れて行ってもらったのが、八ヶ岳山麓、甲

斐大泉にあるペンションドンキーハウスだっ

た。

　オーナー夫妻の人柄や居心地の良さに惹

かれ、それからはいそいそと週末になると

出掛けて行くようになった。そしてそのペ

ンションのクリスマスパーティに参加した時

に、男女 8 人程の楽しそうなグ

ループの仲間の1 人に駒沢さん

が居たのだった。

　何回かのクリスマスパーティを

経て、ドンキーハウスの常連仲

間でキャンプに行く事になった。

大勢のキャンプは、小学校の林

間学校以来久しぶりのことで、

胸がわくわくした。

　皆でワイワイガヤガヤと夜中ま

『駒沢さん』
ドンキーハウス仲間　渡辺一範

で騒いで、楽しいキャンプだったが、周り

の人にはさぞ迷惑だったに違いない。

　そして、そのキャンプの帰り途、前を走

る車のリア・ウィンドウに何か白い物が見え

た。車を近付けて見ると、なんとお尻 ! 駒

沢さんがパンツをおろして、お尻を突き出し

ていたのだった。そして、いたずらっこのよ

うな笑顔で笑う。呆気にとられた後、こっ

ちの車は爆笑の渦。休日の終わり特有の淋

しい感じも一度に吹き飛んだ。これで、本

当におしりあいになれた感じ。

　最近あの頃を懐かしく思い出す。去年の

夏、久しぶりに八ヶ岳を訪れ、ドンキーハ

ウスのあった場所も捜して行ってみた。す

でに建物が無くなってしまった跡地を何と

も寂しいような気分で眺めた。

　あの頃には、本当にもう戻れなくなって

しまったが、50 年も経てばみんな同じ世

界にいる事だろう。その時は、またあのい

たずらっぽい笑顔を見せて現れるのだろう

か。それまでさようなら。

　 未 だ 20 代の前
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　同級生で、いつも穏やかでシャイな雰囲

気を身につけていた駒沢君。

こんなに早く次の世界へ旅だってしまうなん

て予想もしていませんでした。

　駒沢君とは、その昔何やかやと集まる仲

間の一人だったけれど、実は個人的に向き

合って話したことはあまりなかったような気

がしています。お互いに同級生だったけれ

ども、私がお気楽な短大生から OL 生活

を送っていたのに対して、駒沢君は浪人生

活が長く、大学生、そして著作の仕事へと

続き、浪人時代から内面世界を充実させて

いた駒沢君にとって、私はそれにあまり対

応できる人間ではなかったからかもしれな

いと思います。

　そんな駒沢君と会って久しぶりに話した

のは、私が結婚してから住んでいる世田谷

の等々力駅の近くで会った時。

　もう20 年くらい前だったと思います。こ

の近くにある中国人の家に行くところだと言

う。立ち話だったのだけれど、「僕は結婚

は遅いほうがいいと思っている。そのほう

が嫁さんになる人に苦労させないから」と

言いましたね。そのとき、「同級生でもやは

り男子は違う、考える視点が違うもの」と

私は思った。

　その頃の駒沢君は、雑誌の仕事を始め

ている頃だったのかなあ、真面目だけれど

明るくて、何か「のっている」勢いみたいな

ものを感じました。

　あれが、駒沢君と会う最後になってしま

うとは。

　私は駒沢君の著作をまだ何も読んでいな

いのです。こんどの駒沢君の訃報を聞いて、

ネットで検索したところ、「音のある世界で」

というインタビュー記事を見つけました。そ

の中に、「音というか振動から世界は生ま

れたのでは」ということが書いてある。　

それは、私も今とても興味を持っていること!

今なら駒沢君と少しは興味のもてる会話が

できたかもしれませんね。

　この世で生きている時間は短い。人と

人との出会いも1 回ごとを大切にしないと。

この世以外の時間のほうが長いのかもしれ

ないなどと考えます。

　駒沢君と出合ったことを大切にして、あ

なたの本を読んでみることにします。

　また次の世で会ったときに今度はもっと

話せるようにね。

さようなら、そしてありがとう。

『駒沢敏器君へ』
同級生　メラ/ 塚本香り
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　敏器とは高校1 年の時クラスメートだっ

た。同じ町田市居住という事もあって、やが

て彼の旧知の仲間と共に 町田駅そばの喫茶

店 K&A に入り浸るようになった。朝駅で出

会って、そのまま学校とは反対方向の電車

に乗って辻堂に遊びに行ってしまった事もあ

る。そんな仲間で創り上げたミニコミ誌モル

ゲンロートは、まさにその後の彼の人生の夢

の始まりだったのかも知れない。

　ある日、いつもの喫茶店に 僕のクラスメー

トの女の子が来てくれた。彼と女の子が会う

のは初めてだった。お互い軽い紹介をしあっ

たが、ちょっとお節介心が湧いてしまった僕

は「えっ、それだけ ?」 と言って後を促した。 

　

　「ほら、今の敏器の状況と言うか、今後の

事というか…」   

「あぁ、今は浪人生で、まぁぼちぼちと…」 

　「そうじゃなくてさ、…じゃあ、俺が紹介

するね。彼は今、勉学の身だけど、目指し

てるのはアメリカの大学なんだ。入学してあ

る程度の英語力がついたら、あとはアメリカ

に行って学ぶ。アメリカで生活して、帰って

来たら翻訳なんかをやりながら、イラストと

か物書きをする。作家に、彼はなるんだ。」 

　敏器は文句も言わずに黙って聞いていた。 

「そうなのぉ、アメリカで生活するんだぁ。」 

仲間内ではまだ海外留学が珍しかったので、

クラスメートの女の子もちょっと興味がある

ようだった。   

　「いやぁ、まだ決まった訳じゃないから。」 

『君が見た夢』
MORGEN RÖTE 初期編集メンバー/ 高校同級生　宍戸史典

「でも、敏器なら大丈夫だって。それで、絶

対作家になるべきだと思うよ。ねえ、鈴木

さん、どう思う?」 

　鈴木さんは、クラスメートの女の子の名前

だ。 

「私いいと思う。作家がいいかどうかは別と

して、夢を持って生きることって素晴らしい

と思う。」 

「まぁ、それはそうだけど…」 

　敏器は曖昧に返事をしただけだった。  

　しかし僕自身もその時はまさかその後の敏

器がその通りに生きていくことになろうとは、

思わなかった。   

　敏器が本当に翻訳本や随筆本も出してい

る事をその後十数年経って知ったときは、

本当にびっくりした。 

急にあの時の光景がフラッシュバックしてき

たのだ。 

　そう、これは君が見た夢なんだよ。あの

時は、鈴木さんと敏器をくっつけちゃおうか

な、と思って勝手に僕が敏器の人生を考え

ただけなんだ。残念ながら二人は僕の思惑

通りにはならなかったけど。   

　それが、その後の敏器の人生を、僕の勝

手な想像通りに歩ませてしまったのなら、そ

れは君が見た夢なんだ。だから、夢から覚

めて、戻っておいで。もう一度、君が好きな

ように生きればいい。そしてまた、町田の喫

茶店で会おうよ。
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　君の訃報は、K が携帯メールで教えてく

れた。「駒沢が死んだの知ってる?」にわか

には信じられない知らせだった。

　随分長いこと会わないままだったから、

「やぁ、久しぶり。元気だったかい。」なんて、

長い間の音信不通を埋める照れくさくも気恥

ずかしい、こんな挨拶をする時がいつかは来

るだろうと考えていただけに、こんな風に弔

事を書くことになろうとは思いもしなかった。

　Kも含め駒沢とは開校したばかりのテンプ

ル大学の日本校で出会った。授業は全部英

語で、毎日毎日英語のシャワーを浴びなが

ら、特に Essayと呼ばれる英語の自由作文

に四苦八苦した思い出がある。ネタに困る

と、駒沢は片岡義男氏の作品解説を書いた

りして何とか乗り切っていたな。授業が終わ

れば、いつもコーヒーと煙草で、今はもう忘

れてしまった沢山の話をした。それは東京で

もフィラデルフィアでも一緒だった。

　君の執筆活動と活躍は折に触れて知って

いた。新聞で新刊広告を見たり、偶然買っ

たインテリア雑誌に君のエッセイを発見した

り、NYからの出張帰り、飛行機の機内誌で

「駒沢の書きそうな文章だなぁ。」と思って

読んでいたら実は君のものだった。ほんの少

『駒沢へ』
大学同級生　山本　篤

し努力をすれば連絡が取れる距離に居たの

に、そのことに安心したまま、それを埋める

努力をしないで来たことが今となっては非常

に残念で心残りだ。

　君は授業中、教授の似顔絵をよくノート

に描いていたよな。教授達への餞別に、駒

沢のイラストで Tシャツを作ったのを覚えて

いるかい。数学のリーシュ教授の奥さんは、

まだ大事にそのTシャツを保管していて、2

年前にお宅を訪問した際に着て見せて驚か

せてくれたよ。フィラデルフィアのあのアパー

トは、今では超高級アパートに改装されて

いて、駒沢の部屋があった場所は居住者用

のジムになっていた。

　おーい、駒沢。英文学のマーラー教授は

既にそちら側に居るようだ。今は心置きなく

煙草か葉巻でもくゆらせながら、どこかでフ

ライ・フィッシングでもしてるんじゃないかな。

見かけたらヨロシク言っておいてくれ。僕は

まだしばらく合流できそうにないけど、そっ

ちに行った時は美味しそうなコーヒーの匂い

を頼りに駒沢を探してみるさ。見つけやすい

ように、MORGEN RÖTE の続編を作って

おいてくれよな。

じゃあな。また会おう。
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　この1カ月というもの、小さなことを次か

ら次へと思い出しています。初めてモルゲン

ロートメンバーと出会ったのは大学 2 年の夏

だったとか、原宿で集合してみんなで代々木

公園に行ったことなど。初対面のときの駒沢

くんは視線が鋭い印象で、ちょっとコワイ!?

と思ってしまったけど、その後、本を貸して

もらったり、音楽の話をしたり、いつの間に

か、いろいろなことを話すようになりました。

　私が九段下の出版社で編集アシスタント

のアルバイトをしていたころ、近くのコーヒー

館で本を読みながら待っていてくれたこと。

ずいぶん昔のことなのに、まるでついこの

間のことのように懐かしく思い出しています。

当時、私の勤め先で「カセットブック」とい

うカセットテープ + 書籍という体裁の書籍

が刊行された話をしたら、「それ、いいね !」

と言って、オリジナルのカセットブックのよう

な作品を手作りしてプレゼントしてくれました

よね。エッセイとともに、あなたがセレクト

したお気に入りの曲がカセットに入っていて、

その後、ジョアン・ジルベルトの歌声は私の

お気に入りとなりました。

　当時、創刊して間もない頃の『SWITCH』

をたまたま社内で見つけ、へぇー、この本、

駒沢くんが好きそうと思って、会う約束をし

たときに何げなく持っていったら、「自分がや

りたいのは、まさにこういう本だ !」と。な

ので、アメリカ留学から帰国した駒沢くんが

『SWITCH』の編集記者となったとき、「縁」

や「運命」というものがあるんだ !と驚きま

した。

『駒沢くんへ』
遊び仲間　大石（栗橋）久恵

　先日、ほぼ 26 年ぶりにアメリカ留学中に

もらった手紙を読み返しました。

「今日は肉じゃがと、ワカメと豆腐の味噌汁

と、しらすおろしを作った。 アメリカでこう

いう材料をそろえるのは結構大変なのだ」と

か、 とりとめもないことが書かれているのだ

けど、ところどころあまりに面白くて。 

　「今、ルームメイトが、女友だちにやたら

嬉しそうに電話していて、ちょっとムカつくか

らヒマつぶしに手紙を書いている。やあ、元

気?僕?元気だよ、とか言ってる。ざけんじゃ

ねーよ !」 というつぶやきには思わず笑ってし

まった。 

　「地球を抱いて眠

る」の屋久島の風鈴

の話ももう一度読み

ました。

森の中を吹き抜ける

風や、風鈴の倍音、

鳥たちのさえずりな

どがまるで聴こえて

くるようでした。朝

日が昇る瞬間の迫力

がリアルに伝わって

きて、静かだけど、力のある、読ませる文

章だなあ、やっぱり駒沢くんはすごい人だっ

た、と改めて思いました。

　駒沢くん、もう、あなたと会うこともしゃ

べることもできないのは、とてもとても寂し

いけれど、会いたくなったときは、あなたの

本を読むことにしますね。
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　私が駒沢さんと初めて言葉を交わしたの

は、ちょうど 4 年ぐらい前でしょうか。あ

ざみ野のスペインバルにて、カウンター伝

いに話しかけられたのがきっかけでした。

「赤ワイン1 本 !」と勢いよく注文する私に、

「ワインは1 本単位で注文するものなんで

すか ?」と満面笑みを讃えながら、尋ねら

れました。普通、そんな質問をいきなり浴

びせられたら、ムッとするのに、彼の無邪

気な笑顔に、こちらまで苦笑することにな

り…　それからというものご縁があるのか、

そのお店のみならず、近所のワインバーで

もお見かけするようになり、言葉を交わすよ

うになりました。

　他愛もない世間話から趣味まで、さまざ

まな話題を提供してくださる彼は、時には

良き相談相手でもありました。元編集者で

現在は校正者として悩む私に、「編集者とし

てのスタンスを忘れちゃいけない。校正者

として文字を追うのも大切なこと。でも編

集者として企画から立ち上げた感性は、校

正だけに携わってきた人にはない感性なの

だから、大切にね。」と先輩としてアドバイ

スをいただいたことも。SWITCH の編集者

から作家へ。お仕事をご一緒させていただ

くことはありませんでしたが、こうした決し

て独りよがりではないバランス感覚こそが、

彼の持ち味だったのではないでしょうか。

　バーでグラスを傾けるだけでなく駒沢さ

んや隣り合わせた客同士で、昨年の春に、

同じ常連客の友人宅でお花見をしたことも

ありました。企画したのは駒沢さんと茶道

の話で仲良くなった S ちゃん。彼女いわく、

話のなかでなぜかサバサンドの話になり、

お花見にはサバサンドを作ってきてくださる

と確約。約束通り律儀にも、サバサンドを

『追悼…　親愛なる駒沢敏器さん』
近所のワイン仲間　三島友美

持って駆けつけてくださいました。最初は

サバ ?　サバなんてサンドイッチにして美味

しいの ?　と半信半疑な面々。缶詰のサバ

をマヨネーズ風のソースで合え、それをパ

ンに挟んだごついサンドイッチ。新聞紙にく

るまれたサバサンドは、無骨だけどあたた

かくて…　たらふくお酒を嗜んだ私たちの

胃に、あっという間におさまったのは言うま

でもありませんでした。

　駒沢さん、あなたがいないたまプラーザ

は…しみじみと寂しい。みんなの心にぽっ

かりと穴があいたような喪失感が漂ってい

ます。いつものワインバーにいても、夜半に

あなたが入ってくるんじゃないかと、11 時

過ぎについ入口に目をやってしまう癖がつい

てしまいました。それぐらい私たち常連は、

みんなあなたのことが大好きでした。

　昨年、サバサンドで幕を閉じた、あのお

花見。今年もN 氏のお宅で開催されました

よ。残念ながら私は行けませんでしたが、

夜半まで盛り上がったようです。先ほど見て

きたら、駒沢さんの家の近くの桜も、それ

はあでやかに咲き誇っていました。まるで

あなたの死を悼むかのように。すべての生

命が息吹く春を見ずに、なぜあなたが逝か

なければならなかったのか、満開の桜を目

にしながら溢れる涙を抑えることができま

せんでした。

　いま、天国でも仲間を侍たせ、時には

ひとりでお酒を楽しんでいらっしゃるでしょ

うか。いつか、私たちもそちらに参ります。

それまでに、居心地がよいお店を開拓し

ておいてくださいね。そして、サバサンド、

絶対作っておいてください。天国での再会

を楽しみにしています。
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　最初に駒沢さんと沖縄に行ったのは、

2007 年 7月のこと。

　その時は初回ということもあり、割とゆと

りのあるスケジュールだった。駒沢さんは彼

の著書『アメリカのパイを買って帰ろう』に

も出てくる与那原（よなばる）にある聖クラ

ラ教会に僕を連れて行ってくれた。そこは

こぢんまりとした美しい教会だった。何で

も日本の近代建築百選の一つなのだと駒沢

さんが教えてくれた。聖クララ教会の帰り

には、「この近くに沖縄そばのうまい店があ

るんだ。関さん、食べて行こう」と言って、

沖縄そばの店に寄った。けして教会見物だ

けで終わらないところが、如何にも駒沢さ

んらしい。そして、そのそばは確かに美味

しかった。

　それまで僕は山本彩香さんの料理を頂い

たことがなかった。

「まずは味わってもらわないことには何もは

じまらない」ということで、沖縄入りした夜

に山本さんの料理を堪能し、美味しい泡盛

を頂いた。

　最初に「どぅるわかしー」を一口食べた

だけで、僕は山本彩香ワールドにノックアウ

ト。そして、その時の駒沢さんはといえば、

どこか勝ち誇ったようでもあり、それでい

て同じものを共有することへの喜びがにじみ

出た表情を浮かべていた。少なくとも、そ

の瞬間に駒沢さんと僕は、これからはじま

る『とーあんしやさ』連載における共犯者

になったのだ。

　それから、その時を含め、三回沖縄へ

同行した。もちろん目的は山本彩香さんの

琉球料理を撮影するため。一回の取材で

九品の料理を撮った。料理の撮影は二日。

二日で九品だから、通常の女性誌や料理本

などのメニュー撮影からすれば、時間的余

裕は十分ある。おおよそ、お昼くらいに山

本さんの店に伺い、賄いを頂いてから撮影

が始まる。そして夕方にはその日の予定を

終え、夜は駒沢さん行きつけのバーに行く。

ほぼ三回とも、そのようにして沖縄取材は

行なわれた。二泊三日ないし、三泊四日だっ

たと記憶している。

　夜、酒を飲みに行くのは大和人が想い描

くステレオタイプの沖縄の居酒屋ではなく、

自由が丘にあるようなバー。そこにいると、

そこが沖縄なのか東京なのか、まったく判

らない。沖縄にいても東京でも、もちろん、

『駒沢さんと沖縄に行く』
仕事仲間 /カメラマン　関　博
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たまプラーザでも駒沢さんは駒沢さんなの

だ。ただ、バーの窓から見える低い雲の流

れるように早い動きは、明らかに島の気候

を表していた。

　那覇の街を流れる川沿いの小さなビルの

四階にあるバーは駒沢さんと沖縄の関係

性を表しているようだった。それはノスタル

ジーやあこがれだけに留まらない現実の沖

縄への思い。時に沖縄の現状に対するラジ

カルなまでの思いを痛感する駒沢敏器、そ

の人が表れていたのだ。

　もう一度、あのバーに行けるだろうか。

正直、バーの名前も場所も不確かな僕に

は自信はない。すばらしい音を聴かせるス

ピーカーが鎮座するあのバーで、文章を書

くこと、物語を書くことを語り、突然いな

くなった女性のことを話した。

思えば、僕は最後まで、彼のことを面と向

かって、〈駒ちゃん〉と呼ぶことはできなかっ

た。

駒沢さん。

でも僕の心の中では、いつだって、〈駒ちゃ

ん〉だったんだぜ。

土曜日の夜は、
ジンジャー・ブレッドなのだ

　カマから出てきた炊きたてのジンジャー・

ブレッド（しょうがパン）は、さっさと外に

飛び出してどこかへ遊びに行ってしまった。

ハックルベリー・フィンは、お父さんのカヌー

に乗って川を下っていってしまった。「月光の

中を仰向きに寝転んでいると、空はたいそう

深く見える。今まで僕は知らなかった。それ

に、このような夜には水の上だとなんて遠く

の音までも良く聞こえるのだろう！」と、マー

ク・トウェインは書いている。

　土曜の夜、ぶすぶすと部屋でくすぶってい

たって仕方がない。何をやったって構わない

時くらい、家を飛び出しちまおう。日常生活

が硬くなっていくなんて、いやだ。

　「つまんないなぁ」と思いながらつまんない

TV を観ていると、ますますつまらない。そ

んな風に、「つまらないだろうな…」とわかっ

ていながらつまんないことをするのは、もっ

とつまらない。そんなことしてたら、スケー

ルがどんどん小さくなってしまいそうだ。ス

ケールが小さくなったら、外に飛び出すのが

億劫になってしまいそうだ。

　そんなふうにどんどんつまんなくなって

いって、そのまま滅びて行ってしまうなんて、

僕はやだな。
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掃除を始めると、夢中になりすぎるのが悪い癖。

年末の大掃除と張り切って、1DKの床を雑巾で

拭き、ベランダに出るサッシもピカピカにし、キッ

チンの掃除を始めたのは、お昼過ぎ。

残った揚げ油をテンプルで固めなきゃと、温める

ために、火にかける。

ちょっとトイレに、と、それが悲劇のはじまりだっ

た。

用を済ませ、レバーで水を流した時、目についた

便器の汚れ。どこの掃除が好きって、トイレに

勝る場所はない。成果が、目に見えて現れる場

所だから。

ブラシを手に洗剤をシュっとかけ、汚れを落とし

始めた。便器がキレイになると、目についたのが、

便器と床の繋ぎ目。ココにも洗剤をかけ、使い

古しの歯ブラシでその境目をこすると、思ったよ

り汚れが掻き出される。床に這いつくばろうと、

狭い個室を出た私の目に映ったのは。

「コレが、天ぷら鍋に火が入ったってやつ?( 作っ

たのは、唐揚げだったけど ) 」

炎が天井まで届いて、めくれ返っている。

「酸素の供給を断たなきゃ、水かけちゃダメ、濡

れ布巾も厳禁」と、にじみ出る教養が私を冷静

な行動に導いた。一番大きなバスタオルをクロー

ゼットから取り出し、4つ折にして、炎の上にか

ぶせる。

でも、火が見えなくなったら、急に震えがこみ

上げ、衝動的に洗い桶の水をかけた。

途端、黒い煙がもくもくと上がり、ジリジリとベ

ルが鳴り響く。

「大丈夫ですか !」誰だかわからないご近所さん

が、ドアを叩いて声をかけた。

キッチンの床にへたり込み、時間がどれだけ経っ

ただろう。

気がつくと、壁や天井は煤で真っ黒。せっかく

磨いた床にも薄っすら黒いものが降り注いでい

る。

悔し涙が滲む。いや、煙が目に染みただけ。

壁を拭き、床を拭き、気がつくと、4 時まであ

と少し。

その日はドンキー仲間の忘年会。シャワーを浴び

る余裕もなく、慌てて着替え、アパートを飛び

出た。

携帯電話なんてない、待ち合わせの時間は守ら

なきゃいけない、そんな時代。

吉祥寺で井の頭線に乗り換え、待ち合わせの渋

谷に到着したのは、約束の時間に遅れること5

分ほど。10 分かな、いや、もっとだったかもし

れない。メンバーは既に揃っていた。

「ごめんなさい、出がけにちょっと」と言い訳の

終らないうちに、

「おい高谷。前髪、焦げてんぞ !」

悲劇を言い当てたのは、かの駒沢敏器さんでし

た。

みんなは覚えているでしょうか ?

高谷の本当の悲劇、渋谷ミンミン事件が起こっ

たのはその夜だったことを。

誰が見つけてきた店だったか、安くて美味しいと

いう台湾料理屋「ミンミン」のオバさんは、私が

追加の注文をしても、聞こえなかったふりをして

無視。めげずに、何度も声をかける私を、笑い

を堪え、みて見ぬふりをしていた仲間たち。

若い男性 (それが駒ちゃんでも) の注文は、裏

声でにこやかに受けるのに。

どうして、そんな仕打ちを私が受けなければなら

なかったのでしょう。トイレをキレイにしていると、

いい事があるっていうのは、単なる迷信だったの

でしょうか。

あれから何年も、ミンミンのオバさんとのバトル

を、面白おかしく語ってくれた駒ちゃん。

「高谷がさ、澄まし顔で注文してもさ、前髪が焦

げてんだよ」

えっ?　前髪が問題だったの?

私の悲劇はみんなの喜劇。もう、絶対に天ぷら

鍋からは目を離しませんって。

『渋谷ミンミン事件』 　駒ちゃんの思い出1

MORGEN RÖTE 編集部/ 仕事仲間 / 遊び仲間　高谷朋子
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「トモちゃん、牡蠣なんて食べられるようになっ

たんだ」

姉の言葉に、駒ちゃんのちょっと得意げな顔が

浮かぶ。

食べ物の好き嫌いが激しく、大人になっても食

べられないものばかりだった私。それでも駒ちゃ

んとの思い出は、食にまつわるものが多い。

料理上手で美味しいものを見つけるのも絶妙にう

まかった。

自然環境にも関心が高く、あれは、その二つが

出会った冬だった。

「森は海の恋人なんだよ」

そのベタなネーミングは「白い恋人」の親戚 ?

新しいお菓子かなにかだろうか。私の疑問をよ

そに、熱く語り始めたのは、岩手県で牡蠣を養

殖している男の話。「うまい牡蠣を作るには、キ

スイイキ（それってなに? ）の水の質が重要だっ

て考えてさ、その男は山に樹を植えたんだ。す

ると、養分がたっぷり含まれた水が海に流れ込

んで…」

森と海が織り成す、奇跡の物語は

「今度さ、みんなでうまい牡蠣食おうぜ」で締め

くくられた。

さりげなく視線を逸らせたことを、彼が見逃すは

ずはなかった。

「あれぇ、高谷、もしかして牡蠣食べられない

の?」

ふふん、と鼻の穴を膨らまされては、岩手県人

の名が廃る。

「牡蠣は我が家でもよく食べていたわよ」

決して、嘘ではない。冬になると、三陸直送の

牡蠣が我が家の食卓を賑わせた。生牡蠣、牡

蠣の酢の物、みそ仕立ての鍋。どれも家族の

大好物。ただ、そんな献立が並ぶ日は、私は

自分の部屋にこもって出て行かなかっただけであ

る。あんなグロテスクな生物、人が食べている

のを目にするのもいやだった。

そんなワガママ娘に、母は一言。

「まあ、こんなに美味しいのに。もったいないか

ら食べなくてよろしい」私は好き嫌いを叱られた

ことがない。大家族では、食べないヤツは放っ

て置かれるだけ。

その日はやってきた。

約束の時間に訪ねていくと、軍手をしたまま出

迎えられ、冬だというのにルーフバルコニーに通

される。

いくつものダンボール。大きいもの、小ぶりのも

の、牡蠣がわんさかと届いていた。テーブルに

は冷えた白ワイン。

器用に殻をこじ開け、七輪にのせる。

「ちょっと火を通した方が、初めてのヤツには食

べやすいよ」

何もかもお見通しの笑顔だった。

「牡蠣、カマンベール、ソーセージ。この順で

食べて ! 絶対うまいから」皿を差し出され、しょ

うがなく、目をつぶって、食べる。呪文を唱え

るように、牡蠣、カマンベール、ソーセージ。

あっ、食べられる、コレ。

パッと目をあけると、得意げな眼差しでこちらを

うかがっている。

「なあっ、うまいだろう! 」

自分が美味しいと感じているものを、知らしめた

い。彼にはそんな情熱と愛があった。

サンフランシスコのカフェでは、駒ちゃんオスス

メの「クマモト」牡蠣を半ダース。美味しい牡

蠣が年中供されることから、定番となったフレン

チレストランもある。行く先々 で、どれだけ食べ

ただろう。生牡蠣とシャンパンがあれば、幸せ

と感じる自分がいる。

牡蠣食えば、思い浮かぶは鼻の穴。食わず嫌

いは一生の損。

好き嫌いが驚くほどなくなり、ホヤだって、食べ

られるようになったのに。

これならどうだ、と挑んでくる駒ちゃんはいない。

『牡蠣の呪文』 　駒ちゃんの思い出 2

MORGEN RÖTE 編集部/ 仕事仲間 / 遊び仲間　高谷朋子
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　ある秋のはじまりの頃、敏器から旅行に行か

ないかと誘われた。行き先は、北八ヶ岳にあ

る会員制リゾートにあるコテージ。最初は、僕

と敏器の二人で行くのかと思っていたが、何故

か敏器の両親も一緒だと言う。敏器の両親が

会員制リゾートへの入会を検討中で、お試しに

泊まりに行くにあたって、敏器も一緒に来るよ

うにと言われたのだが、敏器としては親子水入

らずはいやだったようで、僕に同行して欲しい

と誘ってきたわけだ。

　行き帰りの高速道路の通行料と宿泊代、食

費まで無料で良いとの事だったので、僕は大喜

びで同行する事にした。

　その頃、敏器の家には日産の最高級パーソ

ナルクーペ・レパードがあったが、運転はお母

さんが担当していた。と言うか、お父さんは免

許も持っていなかった。レパードは一応 4 人

乗りのクーペだが、リヤシートは大人が座るの

は無理だった。そこで結局、僕と敏器は僕の

乗っていた日産サニー・ターボに乗って 2 台で

北八ヶ岳に向かう事になった。

　僕は、以前からドンキーハウスやその周辺の

林道を走りに八ヶ岳周辺に良く行っていたので、

コテージまで敏器のお母さんが運転するレパー

ドを先導して行く事になった。

　はじめのうちは、後ろから着いてくるお母さ

んの車をバックミラーで確認しながらスピード

を抑えて走っていた。敏器のお母さんの運転は

とてもスムーズで、なおかつ速かった。正直な

ところ、" おばさん" の運転なのでのんびりだろ

うと思っていたので、びっくりしたのだが、と

んでもなかった。

　敏器のお母さんは、新潟出身だったが気風

の良さは江戸っ子か？と思うほどで、また同時

に " 男前 " なところもあるカッコイイ人だった。

　そんなお母さんだったので、お母さんの運転

を見て " 行ける"と判断した僕は、徐々にペー

スアップ。交差点や、高速道路の合流など、まっ

たく問題なく、絶妙の車間距離ですぐ後ろに

ぴったり着いて来た。高速道路を降りて、八ヶ

岳の麓を走る鉢巻道路からビーナスラインの細

『駒沢家の家族旅行』
MORGEN RÖTE 編集部/小学・中学同級生 / 遊び仲間　草野英一

いくねくね道になっても、相変わらず着かず離

れずの絶妙の距離で着いて来た。

　しばらくして、道路が工事中で未舗装になっ

たが、一本道なのでお母さんはほっといて自分

だけ先行してしまうつもりでペースアップした。

かって知ったる林道で、未舗装ながらほぼフ

ラットな道だったので、いつもの通りタイヤをス

ライドさせるドリフト走行でかなりのハイペース

で走っていた。後方の土埃が薄くなった時に

バックミラーにお母さんの車が着いてくるのが

見えたので「すげー、着いて来てるよ！」と僕

が言うと、敏器は助手席でちょっとうれしそう

に微笑んだ。さらに、ミラー越しにお母さん

の車の助手席を見たら、なんだか同じ様な表

情の敏器のお父さんの顔が見えた。心の中で、

「あー、この二人やっぱり親子だわ」と思った。

　そんなわけで、東京から北八ヶ岳までのドラ

イブは、本当に快適でスムーズだった。

　到着した会員制のリゾートは、マンションタ

イプやホテルタイプ、コテージなど様々なタイ

プの部屋があり、会員はその時々で好みのタイ

プの部屋に宿泊できるシステムになっていた。

その日宿泊したのは、1 棟ごとに別建てになっ

ているログハウスのコテージ。六畳ほどの部屋

が 3 部屋にバス、キッチンがついていて寝具

や調理器具、食器なども備え付けになっている

長期滞在も可能な宿泊施設だった。居間には

薪ストーブが備え付けられていて、とても快適

なスペースとなっていた。

　食事は、コテージで自炊する事も可能だっ

たが、その時は別棟のレストランで済ませた。

たしか、ジンギスカンのような自分で調理しな

がら食べる食事だった。食事の際、お母さんは

僕にたびたび話しかけてくれ、敏器も含め色々

と話が弾んだ覚えがあるのだが、お父さんは

常に寡黙で、お母さんの助手席に座っている

時同様、ちょっと微笑みながら、たまに僕らの

話に相づちを打つ程度だった。

　食事の後、同じく別棟にある大浴場で入浴

を済ませた後、コテージに戻り居間の暖炉の

前で皆でお酒を飲む事になった。
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土曜日の静かな昼下がりに例えばこん
なことを考えてみたので、僕は森へ
行ってテントを張ってしまった、とい
うワケだ。

　子供の頃、天気が良い日に自転車に乗っ

ていると、どこまでもいけるような気がし

たものだ。そんな日は知らない街へ行って

みたり、森の入口に自転車を投げ出して、

涼しい木々の下を歩き廻ったりした。大げ

さにいってしまえば、少年というのは、日

本の季節がもたらす楽しさひとつひとつに

夢中になって参加する天才なのかもしれな

い。

　日本の自然が少なくなってゆくことを嘆

く前に、自分のなかから「少年的才能」が

無くなってゆくことを嘆きたい。少年的才

能が枯れてゆくことで、様々な楽しみを同

時に失ってゆくのだとしたら、事はずいぶ

んと深刻である。

　そこらの大人よりも泥を顔につけた少年

の方が、いい顔をしている。これは、大人

なんかよりも少年の方が自分の世界をきち

んと作っているからだ。彼らはまた、石の

下の虫だとか、入道雲などと、しっかりと

友情を結んでいたりするのである。野の草

や風にこころなごむのは、そんなウソのな

い感受性が一瞬にして甦るからなのかもし

れない。「あの日に帰りたい」なんて、ちっ

とも思わないけれど、やはり、いつまでも

ココロはトキめかしておきたいのだった。

　まずは、暖炉に薪をくべ火を付ける準備をし

ていたら、お母さんが「あんた！そんなんじゃ

着かないわよ」と一蹴され、あっさり役割交

代となってしまった。

　僕は、高校の山岳部以来さんざん野外で焚

き火をしてきた経験から、暖炉への点火は自信

があったが、ここはお母さんに譲り横で見る事

にした。お母さんは、ここでも運転同様の " 男

前 " ぶりを発揮。焚き火については自信のあっ

た僕や敏器でも、思わず「あー、そっちの方

が確かに早いなぁ」と思ってしまう位の手際の

良さで、あっと言う間に火を着けてしまった。

　そこで、お母さんが一言「私は小さい頃か

ら囲炉裏の番を任されてたんだから、このくら

い当たり前だよ」。僕はもとより、敏器もその

一言を聞いて感心していたので、敏器にも初耳

だったようだ。そんなわけで、その後も暖炉の

火が弱くなると、僕や敏器が薪を追加するの

だが、その度にお母さんのチェックを受け、そ

の度に " 採点 " してもらって一喜一憂していた。

　そして、その横では相変わらず微笑みなが

らお父さんが僕らとお母さんのやり取りを静か

に見守ってくれていた。正直なところ、僕はお

父さんとも少しは会話をしているはずなのだが、

内容は全然覚えていない。たぶん、どこの学

校を卒業して、今は何をやっているのか程度の

話しかしていなかったように思う。でも、結構

夜遅くまで皆で飲んでいたので、それ以外の

話も弾んだのかもしれない。

　最初は、両親と一緒に旅行に行くのを嫌がっ

ていた敏器も、結構ご機嫌にバーボンのグラス

を空にしていた。翌日は、朝食を食べた後リゾー

ト施設内の他のタイプの部屋やプレイスペース

などを見学した後、甲斐大泉のアフガンで一緒

にカレーを食べてから解散し、そこからは敏器

の両親とは別れて帰宅の途についた。

　帰路の車中、僕と敏器はなんだかとても気

分が良く、そして敏器のお母さんのすごいとこ

ろを思いつくまま話していた。その時の敏器の

嬉しそうな顔を思い浮かべると、本当に心の底

から" お母さんっ子 " だったんだなと今になって

改めて思う。

　それだけに、今はもう居なくなってしまった

敏器の冥福と、一日でも早いお母さんの発見

と安否の確認を心から祈りたいと思います。
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　「あなたたち、ピンクの霧につつまれてい

て、電車で見かけたけど声掛けられなかっ

たわよ。」高校時代の女友達から言われた

言葉だった。

　確かにモルゲン仲間はいつもつるんでい

た様に思う。誰かが言い出したネタを皆で

盛り上げて話を発展させて遊んでいたから、

相手が次に言いそうなことが分かってしまっ

て、細かい説明いらずで話が進んでしまう

ことも良くあった。MORGEN RÖTE を作

ろうと敏器と平田で言い始めた時も、きっ

とそんな盛り上がりを見せていたに違いな

い。

　敏器と初めて会ったのは中学の初日だっ

た。プレハブ教室の後ろの席に座っていた

彼に声をかけたのだ。学校が終わると自転

車で彼の家まで行って DJ の真似ごとなん

かをしていた。FEN や FM にも影響を受

けていた彼が、レコードを選びトークネタを

考え、2 人で話を膨らませながら合間に曲

を入れたりしてカセットテープに録音してい

たのだ。書き手として作品を残してくれてい

る彼だが、実はその頃から「言葉」の紡ぎ

手だったのだと今思う。

　高校時代は湘南にもよく行った。初めて

飲んだグァバジュースは、敏器と入った海

岸沿いの道路に大きなガラス窓を面した喫

茶店だった。真冬の風が強い日には、海

岸の駐車場でコートを広げて帆のようにし

て、わざわざ持って来たスケートボードに

乗って飛ばされるように押されて遊んだりも

した。大晦日には、電車で江の島まで出か

けて、江の島へ渡る橋に並んだ屋台でおで

んを食べたり、島を歩いたり、仲間と過ご

す年越し夜遊びは楽しいものだった。

　「週末は連絡が取れないんだから !!」と

彼女から怒られた時期も長かった。携帯が

まだ普及していなかったあの頃、金曜の夜

になると1 人 2 人とモルゲン仲間が集まっ

て遊んでいたのだった。富士五湖や渓谷に

出かけて行って焚き火をしたり、STIGA の

電光表示付のホッケーゲームでトーナメント

をしたりと、男ばかりで遊んでいて自宅にい

たためしがなかったのだ。

『ピンクの霧につつまれて』
MORGEN RÖTE 編集部/中学・高校同級生 / 遊び仲間　小林秀明
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　「何年振りでも、ついこの間の続き、み

たいよね、あなた達って」と奥さんに笑わ

れていた。だんだんと会う機会が少なくなっ

ても、顔を合わせると、相変わらず各々好

き勝手なネタを持ち出してきて、それをみ

んなが楽しんでしまう癖が抜けないからな

のだろう。書籍やエッセー、ブログなどを

目にしていたから、より一層身近に感じて

いたのかもしれない。

　敏器、この前部屋まで行ったよ。前みた

いに鍵もかけないで出かけてるんじゃない

かとドアノブに手をかけそうになったけど、

我慢したんだ。部屋の下の桜並木がちょう

ど花吹雪で、道路も車もピンクに染まって

いて、懐かしくて寂しい「ピンクの霧」敏器

にも見えただろうか…

熱い紅茶とカヌーの日々

　今号（MORGEN RÖTE14 号 1983 年）の

編集作戦ごっこを終え、モルゲンロートの

スタッフ３名は、旅にでかけた。「旅の特集」

を作った後に旅に出る…、これは当然の結

末なのだ。行き先は、カヌー・エッセイス

トとして有名な野田知佑氏の住む千葉県亀

山湖。亀山湖はダムによってせき止められ

た湖で、カヌー遊びには絶好の場所となっ

ている。というのも、実はこの湖は小櫃川（お

びつがわ）の支流２本をつなぎ合わせるよ

うにしてできたもので、地形的には、川に

近いのだ。そのうえ、この地方は水成岩が

多く、川床が水の浸食でえぐられ、まるで

グランドキャニオンに水を流したかのよう

になっている。川はウネウネと蛇行を繰り

返し、カヌーを漕ぎつつ川のカーブを越え

るごとに、予想もしなかった風景が広がる、

といった具合。僕らは最奥端にある水成岩

の洞窟をこえ、その先の岸にカヌーをあげ

てランチブレイクを楽しんだ。メニューは、

ツナサンドとエスビットで沸かした熱い一

杯の紅茶。

「あーこりゃもう、ダメだ。オレ、絶対にマ

トモな職業につけないよ。」と駒沢。

「オメー、オレなんか今年じゅうに就職だ

ぜー。こーゆー生活はちょっとやばいよ。」

と小林。

「あたしなんかいったいどうすりゃいいの

よ、コノー！」と、うれしさのあまりに怒

る丸山。カヌー初体験の３人の一致した意

見は、「またひとつ、悪いものを覚えてしまっ

た。」

　モルゲンロートは、今年になってから雪

中キャンプ、クロスカントリースキー、オー

トバイ、ワンデイハイク、カヌー…と、ア

ホのように遊びまわっているのであった。
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　午後から夜になる丁度中間の時間帯は、

とても不思議だ。ワクワクとするような熱気

のこもった時間帯は、日が落ちるにつれ徐々

に温度を下げていく。やがてふと一瞬エア

ポケットに落ち込んだような静寂さが訪れ

るのだ。日が落ちた後の空に残った色を眺

めながら、その場にもう少し留まっていたい

ような懐かしく、そして少し淋しい心持に

なったりする。

　特にこんな風に旅に出て一人でいるとき

にそんな時間帯を迎えると、妙に心が静ま

りかえって、いろんなことに思いが飛ぶ。

「この街を、作家駒沢敏器はどんな顔をし

て歩いていたのだろう。」そんな合間の時

間、祇園の路地裏を一人で歩きながら、ふ

とそんなことを思った。

　「女子供に京都の良さがわかるもんか !」

高校時代にアンノン族のメッカとしてもては

やされた京都についてそんな暴言を吐いた

彼は、「夕暮れ時の祇園を歩いているとき

にすれ違った舞妓の襟足の白さに素直にや

られるのが京都好きの男として正しいあり方

だ」と語ったものだが、ハワイ、沖縄とど

こか奥深くで共通する鼓動を持った京都を、

心から愛していたのだろう。

　僕が知っていた敏器は、一貫して友達の

顔の敏器だった。『空から光が降りてくる』

の翻訳協力と「中国茶葉街道を行く」の

執筆協力で彼と 2 度ほど仕事をしたことが

あったが、それでもプロのライター・作家と

しての顔と言うのは知らない。ハワイ、沖

縄とともに彼の愛した京都で、どんなふう

に人と語らい、酒を飲み、おいしい料理に

舌鼓を打ち、そしてどんなふうにこの街を見

ていたんだろう。

　そんな駒沢敏器という友人は、僕に

とって特別な一人だったと言わざるを得ま

い。K&Aで出会った16 歳からミニコミ誌

MORGEN RÖTE の編集時代、オートバ

イに乗りキャンプをし、焚火を楽しみ、一

緒に料理教室に通った時代を経て、もうほ

とんど一緒に遊びにいくこともなくなった最

近においても、彼はいつも友達として僕の

どこかに居続けた男である。

　なにしろ、彼は本当にいろんなことを教

えてくれた。今の僕という人間を形成する

上で重要な要素となっていることの多くは、

彼がみんな教えてくれたんだといっても過

言ではない。

　たとえば、ブリティッシュハードロック一

辺倒の僕に「イーグルスはいいよ。」とアメ

リカンロックを教えてくれた。

　ちまちまとした字で市販の手帳に書きこ

みをしていた僕に、BIC のラウンドスティッ

クやラミースケルトンの書き味、モレスキン

の使い勝手の良さを教えてくれた。

　「平田がうちに来ると砂糖が必要なんだ

よな。いい加減ブラックでコーヒー飲める

ようになれよ。絶対そっちの方がうまいか

らさ。」とフレンチローストのオールド・ビー

ンズを丁寧に挽き薄めに入れる美味しい

コーヒーの飲み方を教えてくれた。

　「ブレックファーストクラブ」や「セントエ

ルモスファイヤー」などの映画を教えてくれ

たのも、NY 赴任中にふらりと僕のアパート

にやってきて、うまい店があるんだと僕をビ

レッジのベトナム料理店に連れ出してくれた

のも敏器だった。

『京都の街角にて』
MORGEN RÖTE 編集部/ 高校同級生 / 遊び仲間　平田公一
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　ロバート・B・パーカーの『初秋』を読

んでいる僕に彼は「また平田はアメリカの赤

川次郎を読んでいる !」といって笑いながら、

開高健の『フィッシュオン』をはじめとする、

本当に面白い沢山の本を貸してくれた。

　僕の池澤夏樹好きは、敏器が「これいい

よ、読んでみなよ」といって貸してくれた『夏

の朝の成層圏』に始まったのだった。

　彼が教えてくれたもっとも重要なことは、

如何に仕事を楽しむかということだった。フ

リーになったばかりの彼が将来への不安を

抱えながらも「仕事を楽しむこと自体がモ

チベーションだ」と語った言葉は、当時の

僕にはずっしりと響いたものだった。

　10 代から 30 代半ばまであんなに週末

になると集まっていた僕らも、みんなが結

婚して子供が大きくなるにつれて、会う機

会も徐々に減っていった。それでも1 〜 2

年に一回はなにかあると集まったし、お互

いに電話嫌いだったから、メールのやり取

りが中心だったけど、彼からは 3 か月に1

回程度近況が届いた。

　そんな距離感が、僕らには似合っていた。

それでもなお、敏器は彼の著作やメールを

通じて沢山の素敵なことを僕に教えてくれ

たのだった。

　そんな敏器は、恵文社一乗寺店のレトロ

な喫茶店風の店内に並ぶ至極あるべき本の

並び方を愛したのだろうし、京大前の進々

堂の大きな木の机でコーヒー片手に小説の

構想をあたためたのだろう。そして鴨川の

流れが見える先斗町のバーで日本の行く末

に頭を痛めたのかもしれない。

　さて、もうすこしこのまま祇園白川の夜桜

を楽しんだら、先斗町を抜けて河原町三条

の六曜社でコーヒーでも飲むことにしよう。

　ねえ、敏器、河原町三条の「直珈琲」

が深煎りコーヒーを置き始めたのを知って

た ? そうそう、先斗町の長竹さんの武夷岩

茶と抹茶大福の組み合わせが妙にいいんだ

よ。

　いつか春や秋といった季節の変わり目の

京都を、敏器と一緒に歩きたいと心から思っ

た。
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1961 年 1 月 14 日 東京都町田市生まれ

その 1. 針飲み事件（小学校時代）　
木枯らし紋次郎の真似で針をくわえていて、誤って飲んで
しまい、全校生徒注目の中、ピースサインを出しながら救
急車に乗り込んで病院へ。その後、針が出てくるまで、毎
日、風呂場でザルを用いて大便を洗うはめに。無事、針は
排出された。

その 2. 江の島の巫女さんに惚れる（高校時代 1976 年）
高校時代には、毎年モルゲン仲間と江の島に初日の出を見
に行ったが、高校三年になる大晦日、江の島神社の巫女さ
んに一目惚れをし、その後モルゲン仲間はしばらくの間、
巫女さんがいかに可愛かったかを聞かされる羽目に。

その 3.『MORGEN RÖTE』編集
（高校時代 1977 年〜 1987 年）
喫 茶 店 K&A に 集 う 高 校 の 友 人 た ち と、 ミ ニ コ ミ 誌

『MORGEN RÖTE』を創刊。文学、音楽、アウトドア、
料理など、自由に表現する雑誌作りに邁進。おかげ？で、
駿台に３年間も通うはめに。片岡義男氏の自宅郵便受け
に、勝手に投函したことから、氏よりハガキが届くなど、
交流が生まれる。

その 4．憧れのマドンナを射止める（高校時代 1977 年）
見た目おとなしいアイドル顔の女の子に惚れ、勇気を振り
絞って告白。みごとそのハートを射止めた。彼の初恋で
あった。

その 5．フィラデルフィア・ホームシック疑惑
（1985 年 8 月〜 1986 年 8 月）　
留学時代、手当たりしだい手紙を書きまくる。「ホームシッ
クになどかかっていない」と言いつつ、「最近、横浜のこ
とばかり思い出す・・・。みんなで中華料理を食い、酒を
飲み、ホテルでまずいコーヒーを飲んだ 8 月 10 日。もう
一度横浜での 8 月 10 日を再現するからね」と書くなど、
やっぱりホームシックなんだと周りから確信されていた。

その 6．スノーキャンプで火吹きシメジ事件勃発
（1986 年大晦日）
モルゲン仲間と雪で覆われた清里の林道にテントを張っ
た、年越し雪中キャンプにて。料理当番だった敏器は、
寒さのあまり時間感覚をなくし、ドンキーハウス直伝の
シメジのオードブルに胡椒を振りすぎた。口から火が出
るほどの強烈な辛さから、伝説の「火吹きシメジ」と語
りつがれる。

その 7．ダメ弟＆困った上司（1987 年〜 1991 年）　
『Switch』編集部勤務時代、ダメ弟、困った上司キャラだっ
たらしい。シャイすぎて、真っ直ぐ人の目を見なかったこ
とから「斜め前を向いて話す駒ちゃん」が編集部内での圧
倒的な印象だったとか。

その 8．中央高速道路　ムーン事件（1989 年秋ごろ）　
ドンキーハウスの常連たちとキャンプの帰り途、走る車の

リア・ウィンドウに向けパンツをおろして、お尻を突き出
す。後続車乗員は爆笑の渦。中央高速道路上り線、行楽帰
りの渋滞をさらに加速させる。

その 9．神宮球場、ホームランボールを追う姿目撃談
（1992 年秋）　
万年Ｂクラスのヤクルトスワローズをこよなく愛し続け
たことは、周知のこと。オフィスが外苑前にあり、よく仕
事を抜け出しては神宮球場に通っていたらしい。14 年ぶ
りに日本シリーズに進出した、対西武ライオンズ第３戦。
神宮球場でホームランボールを追う姿をテレビカメラが
キャッチしていたとの証言あり。

その 10. アーユルヴェーダとアガスティアの葉、水の振
動（1994 年頃）　
1990 年代半ばには、サイババ、アガスティアの葉、と次々
に暗在系に傾倒。また、自然薬ユナホルモン、インドのアー
ユルヴェーダ、水の振動など身体の根源から向き合う医学
や療法にも目を向ける。なんでも、自分で試しては、人に
熱心に語る「駒沢スタイル」が確立。山に木を植える牡蠣
養殖家に出会ったのもこの頃。

その 11．旅する敏器（1991 年〜 2000 年）　
幻のラジオ局セント・ギガ（St.GIGA）のテキストスタッ
フを務めたり、ハワイの本の出版、アメリカの小さな町を
訪ねる旅など、日々旅の中にいるような 10 年を過ごす。
特にお土産には現地の「笛」という思いが強く、片岡義男
さんをはじめ笛をもらった友人が沢山いた。

その 12．沖縄の日々（2003 年〜 2011 年）　
沖縄を旅し、その魅力にどっぷりと絡め取られ、そこから
毎年４〜５回は沖縄を訪問するようになる。『アメリカの
パイを買って帰ろう』はその集大成。また、母と慕う山本
彩香さんの料理を取材し『Coyote』に掲載したのもこの
時期。

その 13．パイに嵌る（2007 年〜 2011 年）　
沖縄でジミーのアップルパイと出会い、その後、本土でも
アップルパイのお店を訪ね歩く。バーボンやジン、泡盛「春
雨」を愛した彼と、甘ったるいパイはなかなか結びつかな
いが、アメリカのパイは確かに彼を「幸せな気持ち」に
させた。パイを巡るエッセイ「空中画餅：A PIE IN THE 
SKY」が「アップルパイの午後を歩く」の一回で終わっ
たことは本当に残念。

その 14．そして京都　
少年時代から京都への憧れが強く、取材でも、人と会うこ
とでも、足しげく京都に通う。いわゆる「京都 LOVER」だっ
た。2012 年 1 月号『きらら』に掲載された最後の小説「秋
になれば街も」も京都が舞台。敏器と京都のつながりは、
本当に強かった。2011 年 1 月と 9 月、最後の旅も京都で
あった。

2012 年 3 月 6 日　逝去　享年 51 歳

駒沢敏器アラカルト
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編集後記
　駒沢敏器の突然の訃報を受けてから約 2 月が経過し
ました。今もなお、彼の不在を信じられない、信じた
くない僕らがいます。
　16 歳のころからとても親しい友人としていつも彼
は僕らの近くに居続けてくれました。そんな親友、駒
沢敏器が生きた道程を、僕たちなりに彼と一緒に作成
した「MORGEN RÖTE」の特別号として纏めよう、
誰が言い出したのか、当たり前のことのように作業に
取り掛かりました。
　彼を巡るキーワードを纏めながら、しばし追想に浸
りあんなこともあったな、こんなこともあったなと、
懐かしく思い出し、また彼と親しくしていた友人達か
ら届く原稿を読みながら、ふと、遠く閉ざされていた
記憶の扉が突然開き、彼と過ごした日々のとある場面
を詳細に思い出すこともありました。
その意味で、この追悼の意味を込めた MORGEN 
RÖTE 特別号は、「追想と記憶のはざま」の産物と言
えるでしょう。
　今回 MORGEN RÖTE 特別号を発行するにあたり、
敏器と親しかったエディター・橋本淳さんの勧めで、
敏器が師匠と尊敬した片岡義男さん、一緒にあちこち
旅をした写真家の佐藤秀明さんに原稿をお願いするこ
とができました。また、キーワードで『SWITCH』を
取り上げようと思ったところ、「それは僕が書きましょ
う」と、元上司（敏器はそんな言い方をしていました）
のスイッチ・パブリッシング代表で『SWITCH』編集
長だった新井敏記さんが自ら原稿執筆を名乗り出てく
れました。さらに小学館『きらら』編集長の稲垣伸寿
さんには、あまり知られていなかった敏器と小説との
関わりについてのエピソードを書いていただきました。
　これも駒沢敏器という作家・ライターの人徳であっ
たのだと改めて彼の凄さを思い知った次第です。執筆
いただきました皆様には、心より御礼申し上げます。
　MORGEN RÖTE という若き日に作成したミニコ
ミ誌は、僕たちにとって駒沢敏器そのものであり、そ
の後の彼の原点でもあったはずだと信じています。だ
から彼のいないこの MORGEN RÖTE は、もはや
MORGEN RÖTE ではないのかもしれないけれど、そ
れでも、ここに僕らが集った証しとしたい。そう思い
ます。
　湿っぽくなるのは彼の苦手とするところなので、僕
たちは笑顔でこの特別号を、駒沢敏器に捧げます。
　「敏器、いつかまた皆で川原に焚火をしに行こうぜ !」
そんなことを言うと、「まるでボブ・グリーンみたい
だね」と彼は笑うでしょうか ?
<MORGEN RÖTE 編集部　草野、小林、高谷、平田 >
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