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「よこはま・たそがれ」

井上剛

先日、何と なく『よこはま・たそが れ』という歌を口ずさんで いたのだが、あらため
て歌ってみると、これ はなかなかに奥深い歌詞だ なあと感じ入ってしまった 。

この歌は １９７１（昭和四十六） 年の発表なので、僕はまだ 七歳だったわけだが、当
時はこの歌の言わん としていることがまるで分 かっていなかったのだ。

冒頭、
「 よこはま たそがれ ホテルの 小部屋」と あるが、当 時の僕は、 ホテルとい
うのは単なる西洋 風の宿泊施設だという知識 しかなかった。しかしこの 歌は、明らかに

恋愛 関係にある男女の別れを描 いているので、ホテルと言 ってもただのホテルではな か
ろう。おそらくラ ブホテルのはずである。

そ れに 、
「あの人 は 行っ て行ってし まった」と 歌っている からには、 歌の視点主 人
公である女性の そばから男性が去ったとい うことになるが、今しが た去って行ったとい
うことは、それに先立つ数 十分もしくは数時間、二人 は「ホテルの小部屋」でと もに過

ごしていたは ずだ。当然、最後の名残に 、するべきことはしている ものと推察される。
実際 、
「くちづ け 残り 香」という歌 詞が続い ているから 、肉体的接触 はあったと 考え
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るのが自然である。

しか も最終的な 別離は「 たそがれ 」
、つま り夕方に発 生したのだ から、それ に先立つ
数十分もしくは数時間と いうのは、当然にして真っ 昼間である。ラブホテル は昼間のほ

うが御休憩 の時間単価は安いのが普 通だから、逢瀬にこの時間 帯を選択するのは合理的
であるが、とにかくま あ二人は昼日中からそうい うことをいたしていたわけ である。

子どもだ った僕は 、そういう状況 を暗に示した歌だとも知ら ずに 、平気な顔をして「ホ
テルの～こべや～」 などと得意げに歌っていた わけだ。今思うとたいそう 恥ずかしい。

がしか し、この歌詞をさらに詳し く見ると、少々異なる状況 が浮かび上がってくる。
通常、ラブホテル には窓はない。また、部屋 の遮音性も高いはずである 。とすると、

この 歌詞は不自然なのだ。
主人公は「たそ がれ」だと言っている。外 が見えなければ、実際にた そがれているか

否 かは判断できないだろう。 それに、防音効果が高けれ ば、外の様子を音で推測す るこ
とも不可能だ。
実際 、僕も若 かりし頃 、そ ういう場所で誰かさんとだ らだら午睡を貪っていた時 、
「午

後三時に入っ てだいたい二時間ぐらい経 っただろうから今は五時ぐ らいか」と思って時
計を見るととっくに七時に なっていて、後の予定が 狂うやら延長料金を取られ るやらで
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エライ目に遭ったことがあ る。ってかアナタにもそん な経験あるでしょ。

なぜあんな に寝こけていたのかは原因 不明だが、もし外が見えて いれば、日が暮れて
きたことで時間の経過に 気づいた筈だ。翻って歌詞 の話題に戻ると、外がた そがれてい

ることを主 人公が察知していたとい うことは、すなわちこの部 屋には窓があったはずな
のである。

外が見え なくても時刻だけで黄昏 時だと判断した、という解 釈もあり得るが、地名と
併せて「よこはま たそがれ」と言っているの だから、これは実際にたそ がれの風景を

描写し ていると考えるべきだろう 。
したがって、この 歌詞の舞台はラブホテルで はなく、部屋に窓のあるち ゃんとしたホ

テル だということになる。おそ らく、安っぽいビジネスホ テルなどではなく、シティ ホ
テルであったろう 。

そ うなると、またひとつ検討 すべき課題が生じる。調べ てみるとこの歌は、３月１ 日
に発売されてい る。３月１日の横浜の日没 時刻は、およそ午後五時 半だ。黄昏時には一
定の時間帯の幅があるが、 とりあえず一番の歌詞の現 在時刻を午後五時半と置こ う。

仮にこのホテ ルのチェックイン可能時刻 が午後三時だったとした ら、それから五時半
までの二時間半で、二人が するべきことをして別れ 話を完了させて身支度をし て男性が
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出て行くのは、時間的にち ょっと窮屈ではないだろう か。よって二人は、午後 三時より

は早い時刻か ら部屋に入っていたと考 えるほうが自然である。
それに、ちゃんとしたホ テルなら、利用の際にはフ ロントで係員から鍵を受 け取らね

ばならない 。今から別れようとして いる男女が仲良く打ち揃っ てフロントでチェックイ
ンしたとは考えにくく 、男性が一人でチェックイ ンして女性は後からこっそ りと部屋を

訪れた蓋 然性が高い 。
この手順で幾ばくかのタイ ムラグが発生することも あり得るから 、
それを考え合わせれ ば、午後三時チェックイン で午後五時半に別離を完了 させるという

進行は 、あまりにタイトである。
とすれば、考えう る状況は三通りだ。チェッ クイン可能時刻が午後三時 より早いホテ

ルで あったか、個別に交渉して チェックイン時刻を早めて もらったか、あるいはデイ ユ
ースサービスを利 用したか、である。

一 般的にいって、グレードの 高いホテルは早めのチェッ クイン時刻を設定している こ
とが多い。また 、チェックイン時刻を早め るサービスは「アーリー チェックイン」など
と称して一部のホテルで実 施されているが、広く人口 に膾炙しているものでもな い。デ

イユースも然 りである。
つまりこの男は、シティ ホテルの利用法に関して非 常に通暁している人物であ ると言
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残り 香

煙草の 煙」と歌詞 にあるから 、最後の去 り際

えよう。当然、そういった ホテルを利用する機会が多 いはずだ。相当に可処分 所得が多
い身分なのだ ろう。
しかも、 である 。
「くち づけ

にキスをし て行ったわけだ 。し かも「ブルース 口笛 」である 。女と 別れておきながら 、
口笛を吹きながら去っ ていくのである。気障で冷 酷な遊び人、といった人物 像が窺える

ではない か。今までも金にものを言 わせて数多の女性とつき合 い、その度に捨ててきた
に違いない。

主人公 の女性は、二番や三番の歌 詞ではずいぶん憔悴して悲 しみに打ちひしがれてい
るようだが 、こんな男 とは別れて正解である 。
「もう帰らない 」など と未練にすがらず 、

新し い恋を見つけていただきた いものである。
とはいえ、１９ ７１年発売のこの歌の主人 公が当時二十五歳であった と仮定すると、

現 在すでに六十六歳か。さす がにもう――いえいえ、恋 は一生現役でございますわ よ、
はい。

――というコ ラムを書き上げて意気揚々 と編集部へ送ったらば 、
図子慧編集員 から「こ
の歌のモデルになったホテ ルが実在するらしいです よ」との指摘をいただいた 。
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調べてみると、既に廃業し て現在は建物も残ってい ないが、なかなか由緒ある 老舗ホ

テルだったら しい。知らぬこととは言 えラブホだの何だの書いて しまってすみませんで
した。興味のある方は「 バンドホテル」で検索して みてください。

