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「夏の落語会」

飯野文彦

その落語会 に出向いたのは八月の末 、残暑厳しき日のことだっ た。
場所は横浜の、大桟橋 近くにある会場である。こ のとき私は連日の猛暑に くわえ、ビ

ールの呑 みすぎが祟って、ずいぶん と夏バテ状態だったが、ふ だんなかなかチケットが
取れない若手人気噺 家の独演会である。やっと のこと取ったこともあった し、どうして

も生で 聴いておきたかったため、 片道二時間近く電車を乗り 継いで、出向いたのであ っ
た。

開始 時間は午後五時からであっ たが、それよりも早く会場 に着くようにした。落語 家
の粋な計らいで、 暑いなか足を運んでくれる 客へのサービスとして、 開演一時間前から

ロ ビーで縁日をやるという趣 向だったからである。
ＪＲからみなと みらい線への乗り換えがわ からず手間取ってしまっ たため、会場に着
いたのは、午後四時を十分 ほど廻っていた。開場して おり、会場のロビーではす でに人

でにぎわって いる。老若男女入り乱れて 、五十人を越える人びとの 姿があった。
目を引くのは浴衣姿の若 い女性だった。昨今の落語 ブームとともに、その落語 家の実
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力と男前もあって、若い女 性のファンは多くなった。 さらに浴衣姿で来場した 客に五百

円相当の縁日 券を配るとのこともあっ て、夏の一日、浴衣姿でく りだしてきたというと
ころか。

ホールのあ ちこちには露店が出てい た。室内である上、やって いるのも会の関係者ら
しく、どれも手作り感 覚で、露店というよりも学 園祭のバザーに近い。ぶら り廻ってみ

ると、ヨ ーヨー釣り、金魚すくい、 輪投げ。食べるほうではか き氷、焼きそば、焼きう
どん、ラムネ、そし て生ビールが出ていた。

昼下が りの炎天下を歩いてきたた め、ぐょしょりと汗をかき 、喉も渇いていたことも
あって、私はまず は一杯とばかり、生ビール を購入した。紙コップに入 ったビールに小

さな 袋に入った柿ピーをおまけ にもらい、片隅の椅子に腰 を下ろして呑んだ。
お目当ての落語 家も浴衣姿で現れ 、
ファン と写真を撮っている 。
売れ っ子になっても 、

こ のファンサービスは頭が下 がるもんだなどと思いなが ら、気がついたら一杯目の ビー
ルを数分と経た ないうちに呑み干していた 。
ふだん落語を見聞きする前 に 、
アルコールは口にしな い 。
一杯呑むと落語を聴く より 、

もっと呑みた くなってしまう質だからだ 。うっかり酔っぱらって会 場に入り 、眠ったり 、
暴言を吐いたりしたら、そ れこそ会を滅茶苦茶にし てしまう恐れがある。
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しかし、今日は特別だ。わ ざわざ縁日を出している のだから、売り上げに貢献 するの

も一興だろう 。などと勝手な理屈をつ けて、ふらふらと足を運び 、もう一杯注文した。
さすがに二杯目は数分と いうわけにはいかず、半分 近くを呑んだところで人 心地つい

て、柿の種 をつまみ、ぼんやりと辺 りを見廻す。
次第に客も増えてきた 。件の落語家も写真撮影だ けでなく、かき氷を売り 、はたまた

焼きそば の手伝いにと飛び歩いてい る。何より当人が楽しそう にやっているのがうれし
く、良い気分でビー ルを口に運んでいたのであ る。

明るい うちに呑む酒は廻りが早い 。と良く言われることでは あるが、このときの私も
いつも以上に早く 酔いが廻ったようだ 。
炎天 下に代わり 、今度はビール が原因となって 、

頭は ボーッとしてしまう 。まず かったかな 、などと思いな がらもストップをかけられ ず 、
ついつい紙コップ を傾ける。

二 杯目を呑みおえたときには 、よりいっそう頭はぼんや りとしていた。それがとろ り
と、心地よく感 じられるようになっていた 。気分としてはさらにも う一杯、と行きたい
ところだし、ふだんだった ら迷わずそうしている。と ころがこの日は状況がちが う。こ

れから二時間 あまり、じっくりと落語を 聴くために、わざわざ横浜 までやって来たので
ある。
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腕時計を見ると、まだ四時 半にもなっていなかった 。十分ちょっとの間に生ビ ール二

杯呑んだのだ から廻るよなあ。やっぱ りまずかったかな。できる なら、しばらくごろん
と横になりたいものだ。 などと思いながら、一人所 在なく坐り、柿の種をぽ りぽりとや

っていた。
会場内には百人を超え る人が行き来し 、
浴衣の女 性たちが歓声をあげ 、
笑い 声が響く 。

ああ、い い雰囲気だなあ。こうい うのもいいよなあ。私も落 語家のところに行って、
話しかけてみようか 。いや駄目だ、緊張してま ともにしゃべれないよ。

端から 見たら 、にたにたと笑った 赤ら顔の中年男だけに 、
薄 気味悪く思われただろう 。
誰も私には近づい てこなかった。そのほうが かえって気を遣わず楽だっ たが、ただひと

つ、 あまり女の子ばかりをじろ じろ見ないように気をつけ た。
以前、桜の季節 、近所の公園で一人カップ 酒を呑みながら、桜を愛で ていた。近くで

若 い男女のグループが花見を していたのだったが、いつ しか酔いが廻るにつれて、 私は
桜ではなくグル ープの中のグラマーな女を 愛でていた。
そうしているうちに、酔っ た男が近付いてきて、因縁 を吹っかけられてしまった 。

「おい、じじ い。すけべ面してじろじろ 見てんじゃねえよ」
酒の勢いで暴れたところ 、警官が駆けつけ、どうい う流れか、私だけが悪者に なって
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いた。抵抗したものの、逆 らうと連行すると言われ臆 病風に吹かれて、理不尽 だと思い

ながらも、す みませんでしたと謝った 。
「とにかくいい歳して、 痴漢まがいのことしてんじ ゃない。わかったな」

どう見ても 三十そこそこの若い警官 にどやされ、逃げるように その場を後にして、悔
し涙とやけ酒に溺れた 経験がある。

あそこま で大事にならなくとも、 問題を起こしたくはなかっ た。だから、できるだけ
女性客のほうは、見 ないように見ないようにと 心がけていた。とはいえ、 それほど広い

とはい えない会場内には女性が点 在しており、中には浴衣越 しにくっくりと身体のラ イ
ンが見えたり、生 々しい肉体が想像できる者 もいる。

見た い、じっくりと眺めたい。 できるならタッチ……と想 像したところで、私は思 考
回路を切断した。 そのまま妄想を垂れ流した ら、えらい目にあうと察 したからである。

仕 方なく、できるだけ誰とも ぼんやりと視線を合わせず 、どこを見るともないよう に
していたのだ。 そんなとき、ふと視線が一 点に向いたのである。
行き交う人びとの向こうに 、一人の老人が座っている 。浴衣姿でまん丸い顔をし た小
太りの老人だ った。一目見ただけで、思 わず、
「あれっ」と声を上げてい た。
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ぼんやりとした酔いの微睡 みから、抜け出すように 背筋を伸ばし、目を懲らし た。よ

く似ている。 誰に？ 数年前に他界し た人間国宝だった落語家に そっくりだった。二十
メートルあまり離れてい たものの、見れば見るほど 瓜二つである。そっくり というより
も、当人と しか思えないほどである 。
◇ ◇

この日の 独演会の若手落語家は、 死んだ落語家の孫弟子にあ たる。という以前にあま
りに有名な落語家な ので、一般人の間にも顔は 知れ渡っている。ましてこ の会場にいる

人びと は落語ファンだろうから、 一目見れば誰しもが、わあ そっくりと驚かないわけ が
ない。

それ なのにその老人に、声をか ける者は居なかった。声ど ころか、近くを通っても 素
通りしていく。ち らちらと見やったり、声を かけたりしても良いはず なのに皆無なので

あ る。
二、三分、そう やって、その老人を見てい ただろうか。やはり誰一 人として、振り向
きさえしない。いよいよ変 だと思った頃、その老人が 私を見ていることに気づい た。

最初は私を見 ているのではなく、ぼんや りしているだけなのかと 思ったのだったが、
いったん意識すると、老人 がこちらから視線を逸ら すことはなかった。
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試しにとばかり、ぺこりと 頭を縦に振ってみた。す ると老人の唇の両脇があが った。

目尻も心なし か、下がっている。まち がいない。向こうも私を見 ているのだ。
こうなったら、じっとし ていられなくった。ビール の酔いも残っていた、と いうより

もますます 脳細胞を朦朧とさせてい たため 、
いつ も以上に積極的になってい たのだろう 。
気がついたら私は立ち 上がり、人びとの間を抜け て、その老人に近づいてい たのであっ

た。
老人は壁際に備え付 けられた椅子の一つにちょ こんと腰を下ろしていた。 白地に紺の

唐草模 様の浴衣姿である。近づく 間から、ずっと私のほうを 見て、にこやかに笑って い
たのだが、間近に 立ちつくしても、その表情 はいっこうに変わらない。

「Ｋ 師匠に似てらっしゃいます ね」
私は遠慮なく声 をかけていた。老人はうれ しそうに、いっそうほころ ばせて、
「 おう、見えるかい？」と言 った。
似ているように 見えるかい、とそう言われ たと思ったため、
「ええ、そっくりです」

と答えた。外 見はもちろんのこと、老人 の何気ない言葉の、その 声さえも、生前に聴
いたことがある落語家のも のと、区別できないほど だった。
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「そうか、あんた、おれが 見えるのか。いや、さっき からこっちを見てたんで 、もしか

してと思った んだが」
尚もぶつぶつとつぶくの だったが、その姿や声は、 ますます死んだ落語家そ のものだ

った。もち ろんそのときは、この老 人はＫ師匠の熱烈なファン 、もしくは物真似芸人か
もしれないと思った。 けれどもそれならば、辺り にいる人びとが取り囲んで もいい。し
かし、ま ったく無視するのはなぜか 。
「見えないんだよ。 この人たちには」
「見え ないって？」
「おれが見えない のさ」

「ど う見てもＫ師匠そっくりで すよ。落語ファンだったら 、誰もがそう思うに決まっ て
る」

「 見えないんだから、仕方ね えじゃねえか。まあ、この 頃は無視されるのにも、慣 れっ
こになったけど な」
老人の言っている意味がわ からず、私は黙って立ちつ くしていた。老人は悪戯っ 子の
ような顔をし て私を見上げて、
「いいかい、見てなよ」
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と言うなり 、自分の 顎を片手で 、軽く突い た 。すると首から上が 、すうっと横に廻る 。

すぐに、ああ これは『首提灯』のアレ だな、とわかった。
『首提灯』というのは落 語の題目である。酔った男 が侍に楯突いて、首を切 られてしま

う。ところ が切られた本人は気づか ず、歩いていると首がすっ と横にずれてしまう。老
人は、そこの場面のし ぐさをしているのである。

実際『首 提灯』は、死んだ落語家 の十八番だった。私もビデ オではあるが、見たこと
がある。首がずれる シーンは、一種の見せ場で あるが、目の前の老人はそ れを見事に演
じてい るのだった。
「うまいもんです ねえ」

思わ ず声をかけていた。本物み たいだ、と言おうとしたと きだった。
「昔よりもっとす ごいぞ。ほら」

老 人は両手で自分の首を持ち 上げた。片腕で抱えた首を 前につきだして、
「はい、ごめん 、ごめん」
と前に進むしぐさをした。 落語『首提灯』のラストで は、切られた男が自分の首 を提

灯のように前 にぶら下げて歩いていく。 まさにその場面を演じてい るのである。
最初は何が起こったかわ からなかった。何か仕掛け があるのだろうか。だがそ うでは
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ない。老人はほんとうに、 自分の首を抱えているので ある。抱えられた首はじ ろりと私
を見上げなが らつぶやく。
「はい、ごめん、ごめん 」

「うわああ あああああああああああ あ」
気がついたら絶叫して いた。にぎやかだったロビ ー全体が、しんと静まり 返り、私の

叫び声だ けが響く。何事かと辺りの 人びとが見つめるなか、私 は叫び声をあげながら、
その場から走りだし たのだった。

逃げ込 んだ先はトイレだった。洗 面所で水道の水を両手に受 けて、顔を洗った。うが
いをして、また顔 を洗った。

「お 客さん、だいじょうぶです か？」
背後から声をか けられて、顔を上げた。洗 面所の壁につけられた鏡に 私の顔が、その

後 ろに声をかけた相手が移っ ていた。この日の独演会を 行う当の落語家である。
「あ、どうも… …」
鏡越しに御辞儀し、あわて て取りだしたハンカチで顔 を拭った。
「気分でも？ 」
「いいえ、そうじゃないん ですが」
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ハンカチを顔に当てたまま 振り返った。間近に相手 を見ると、緊張とともにい くつか

の気持ちが脳 裏を過ぎった。
話せ、見たことを。否、 それはまずい。ロビーの隅 に死んだ××師匠に似た 老人が居

ます。それ ならいいか。否、駄目だ 。見えないのだ。見えてい たら、とうに本人自身が
気づいている。どうす る。何と言う……。

「すみま せん、ちょっと」
としか言葉が出てこ なかった。相手の顔を見た が、よけいに緊張して、曖 昧にうつむ
くしか できなかった。
「夏惚けってやつ ですかね？」

言わ れて顔を上げると、にこや かに笑っていた。あわてて 笑顔を作り、
「ええ、まあそん なところで……」

「 お暑いところをありがとう ございます。まだ開演まで 時間がありますから、客席 で休
まれるとよろし い」
落語家はにこやかに言い、 トイレから出て行く。待っ てください、実はロビーに ……
喉まで出かか った言葉を、私は懸命に押 し殺していた。
◇ ◇
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午後五時を少し廻った頃、 独演会ははじまった。幸 いというべきか、私の席は 最後尾

で、ほかの客 やまして舞台からも眼に つきにくいところだった。 縁日で興奮した方が…
…などと話題をふられる のではないか。そんな思い が脳裏をよぎったが、そ れもなく、

枕を振った 後に演題に入った。
見事なできであった。 いつしか自分の醜態も忘れ て、噺に聞き入っていた 。拍手とと

もに一席 が終わり、仲入りつまり休 憩となった。
十分あまりの休憩の 後、後半となったのだが、 枕を話しているときのこと だった。舞
台の脇 から、人影が現れたのであ る。
あの老人である。 つまり死んだ名人というこ とか。

私は 立ち上がらんばかりのかっ こうで、老人を見つめた。 通常、舞台で落語家が話 し
ているとき、別の 者が現れたら、何があった のかと観客の関心はそち らに行く。しかし

誰 も老人に感心を払わない。 それどころか高座にあがっ ている落語家も、まったく 気づ
かずに、話しつ づけている。
よたよたと危なっかしい足 取りで老人は歩き、演じて いる落語家の後ろに立った 。あ

わただしく会 場内を見回してみたけれど 、やはり三百人ほどの観客 たちは、誰一人とし
て気づいていない様子であ る。
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ところが異変というか、あ ることが起こった。後ろ に立った老人が演者の落語 家に近
づき、両手を ぽんと肩に置いたのだ。 その途端、
「それにしても××師匠 はすごかった」

と死んだ名 人について話を振ったの である。
「観客の皆さんには、 あの凄さはいまいちわから ないかと思いますがね。こ うして噺家

になって みると、身に染みる。たと えばですね」
そう前振りしてから 名人の真似をした。すると まさに真似をする寸前、後 ろに立って

いた老 人が、すっと高座の落語家 に重なり、一体となったの だ。
落語家の口から出 た言葉や台詞回しは、死ん だ名人のものと瓜二つであ った。観客達

の間 からは、笑い声以上に、感 嘆の溜息さえもれる。
時間にすれば、 それこそ一分かそこらのも のだっただろうが、若き落 語家の口から死

ん だ名人の言葉が紡ぎ出され た。そうして一呼吸おいた とき、落語家の姿が二重に ぼや
けたかと思った ら、次の瞬間またしての背 後に老人が立っていたの である。
「ね、すごいでしょ。この 間合いができるのは、×× 師匠だけです」

落語家はふだ んの口調に戻って言った。 客席からいっせいに拍手 が起きた。気がつい
たら私も、立ち上がらんば かりの勢いで夢中で拍手 していた。
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老人が私を見た。にたりと 笑い、片方の手で顎をつ んと突く。首から上がすっ と横を

向いた。ずれ た首を片手で抱えると、 老人は二度と振り返ること なく、楽屋に姿を消し
て行く。私の脳裏では、 ロビーで老人がつぶやいた 言葉が響く。
「はい、ご めん、はい、ごめん」
枕が終わり、演題に入 った。

この日、 何を演じるかは、お楽し みということで公表されて はいなかった。だが私は
第一声を聴くまでも なく 、それから演じられる 題目が 、何であるかはわか ったのである 。

見事な 出来であった。拍手が鳴り やまなかった。やっとのこ と席を立った客の間から
も絶賛の声がやま ない。そんな中、出口に向 かって歩いているとき、背 後から、
「× ×がいたね」
「ええ、そうでし たね」

そ んな声が聞こえた。振り返 ると、少し離れたところに 老夫婦の姿があった。私は つ
い、
「××がいましたか？」

と声をかけて いた。
奥さんのほうは戸惑った ように微笑み、ご主人のほ うが言った。
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「下りてきたんだ、と思う よ」
「もしかして ……」
見えたんですか？

じっと見つ める私に向かって、ご主 人はにんまりと微笑み、
「長い間 、落語を聴 いていると 、ごくご くたまにですがあるんです よ 、こういうことが 」

と言った のである。
人込みだったため、 それ以上話せなかった。会 場を出てロビーに出たとき には、その

老夫婦 の姿は人込みにまぎれて見 えなくなってしまっていた 。
ロビーに張り出さ れた〈今日の演目〉という 紙に書かれた『首提灯』の 文字を見て、

私の 中に、弾けるようなみずみ ずしい感覚が広がった。じ っとしていられず、人の邪 魔
にならないロビー の隅に坐りこみ、この感動 を印しておこうと、メモ 帳を取りだした。

私 はメモ魔で、いつもメモ帳 を携帯している。新しい頁 を開き、ペンを紙に当てる 。
だが、何を書い ていいか浮かんでこない。 と、右手が勝手に動いた 。
〈ありがとう ××〉

××のところ には、死した名人の名前が 記されていた。
はっとして辺りを見た。 ぐうぜん私が腰かけていた のは、開演前にあの浴衣姿 の老人
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が坐っていた場所に他なら なかったのである 。
（了）

