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（しばらくなすがまま歩き続ける）

（セイコーミュージアムの方へ歩き出す。）

ん？あれ寺だよね。でも自転車置き場のフェン
スで本堂の前が封鎖されてるじゃん。

（フェンスの反対側までぐるっと道をまわると
民家の脇の細い路地の奥に鳥居を発見）

これが本の中に描かれている稲荷か。永井荷風
が昭和十二年に８ヶ月がかりで書いた地図があ
る。これ本のと同じだ！

こんな精密な地図を半紙一枚毛筆で書いたのか
……こういう情報は本や Wiki じゃ手に入らな
い。足で稼いだ賜物。ちゃんと荷風先生に呼ば
れちゃったね。

でただ土があるだけのプランターを眺めて）こ
のナス食べてみたいなあ、でも夏野菜だから無
理か……（案内ポスターをさらに読むと）おお、
駅の近くの和菓子屋に寺島ナスのモナカがある
らしい。こりゃあ後で食べなきゃ。
みんな見て！ここに「なすがまま」って書いて
あるよ。今日のテーマが早くも天から降ってき
たじゃん。そもそもナスを見つけたのはあそこ
に猫がいたから、猫に引き寄せられていったら
ナスにぶつかった。あまりに出来過ぎだけど「招
き猫でなすがまま」。でもこういうコネクティ
ングドッツが必ず起きるからとりあえず歩くの
をやめられないんだよね。

———今日は、なんで東向島出発にしたんです
か？

これ見て。『濹東綺譚』の中に永井荷風が載せ
た本人の手書き地図。かっこいいでしょ。今日
はこれを手がかりに荷風を追体験してみたかっ
たからこの本の舞台、かつての玉の井、今の東

向島からスタート。荷風や漱石、鷗外に共通す
るのって、どこか醒めて情に溺れないところか
なって感じる。情を突き放して、実際に歩いて、
経験して、出会った事実に沿って文章を編んで
ゆくスタイルが好きなんだな。特に荷風は、ま
ず取材のために歩いて、フィールドワークした
先の詳細な地図を作ってから構想を練る。出
会った情景や出来事を混ぜて実験的に小説を書
く。その代表が『濹東綺譚』だって読んでみて
よくわかった。ところが、駅に降り立てば、僕
らにとって大事なテーマ「時間」に関係するセ
イコーの時計ミュージアムもあることがわかっ
た。いきなり偶然のつながり、コネクティング
ドッツだ。こりゃあ行くしかないね。

（なんとなく濹東綺譚の舞台の方へ歩き出すが、
数分も経たないうちに……）

あ、猫だ。（日向ぼっこしている猫に近づく）

なんだこれ？プランターか。伝統野菜寺島ナス
を育てています？へえ、ここは向島じゃなくて
寺島と呼ばれていたのか。「荷風」に「時計」に「ナ
ス」も今日のテーマに加わったか（笑）。（真冬

力さんとゆく
歩いてワンダリング
永井荷風を追体験
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（セイコーミュージアムの案内係）
はい、そうです。これは 100m 走のゴールラ
インの写真なんですが、階段に座っている人た
ち全員がストップウォッチを持っていて、選手
のタイムを測っているんです。自分の担当の選
手は 1 人なんですが、他にも２人、計３人で
同じ選手のタイムを測定します。この時すでに
1/100 秒まで測れる時計があったんですが「今
ゴールラインを通過した」というのは目測でし
た。だから３人の計測の平均のタイムを記録す
ることで精度を上げようとしました。

———どんなにストップウォッチが精緻でも、
測るのは人の目と手。必死になってクロノスを
追い求めているけれど、なんか微笑ましく思っ
てしまいますね！

間制の明治法ができるまで用いられました。

昼と夜で分けて時間を区切る。今ならあっとい
う間に日が暮れるから１時間も短くなって働く
時間が短縮されてラッキー（……でも、夏はそ
の逆だから暑い中、ずっと働くのか、とほほ）。

（アナウンス音）
江戸時代に日本人が作った機械式時計は、不定
時法に対応していました。不定時法では、一日
を夜明けと日暮れを基準に昼と夜に分け、それ
ぞれ６等分して一時（いっとき）とします。し
たがって季節によって一時の長さが変わりま
す。夏の昼の一時は長く、冬の昼の一時は短く
なってしまうのです。明治６年の改暦で２４時

———感謝状の脇に New York Times の記事
がありますね？

正確な時計を作る技術を世界が認めたという
ことを New York Times の記事でアピール
するつもりで展示しているのかもしれないけ
ど、「Accuracy stressed for crystal device of 
Japan」という見出し、これ皮肉だよね。記
事を読んでいくと「誰がそんなに細かい時間
の測り方を気にするんだ」とも書いてあるし。
1970 年にはまだ今一般的に言われる「ストレ
ス」という外来語は日本で使われていなかった
と思うから、ただ「強調」という意味としかと
らえなかったのかも。

———クロノスの呪縛に日本人はからめとられ
ていったんでしょうか？

1970 年は大阪万博の年というのが象徴的だ。
急速な高度成長で世界にどんどん進出していく
日本が不気味に思われ始めていた時代。効率を
求め、スピードを求め、誰よりも先に、速く、
早く、正確に成し遂げるのがいいという価値
観に染まっていく時代の幕開け。Accuracy is 
beautiful を加速したのが「時計」の質。こりゃ
あまたまた深いね。

（セイコーミュージアムを出て再び歩き出す。）

———時計の起源っていつなんだろう？

時計史年表があるぞ。えっと BC4000 年には
時計が生まれてるんだね。ルネサンス期を迎え
ると科学が進歩して、等時性を意識するように
なり、脱進機ができた。宗教改革、産業革命を
経て時間の価値は増すばかり。マックス・ウェー
バー流に言えば「プロテスタンティズムと資本
主義精神」ならぬ「時計と資本主義の精神」だ
ね。時計と資本主義の進化は同時進行している
わけだ。

———権力と時計は一致してますね。
　
ほんとだね。権力者は労働者に「勤勉は美徳で
ある」という現代当たり前のようにみんなが
思っている考え方を植えつけた。まさに「遅刻
の誕生」だ。

でも、永井荷風が追慕していた江戸時代に「遅
刻」という概念はない。そもそもきっちり時間
なんて測れないんだから。ゆったりした時間の
流れだったんだろうね。そんな江戸の雰囲気が
明治になって薄れ、大震災で町並みまで消え、
どんどん近代化されていく風潮に荷風は背を向
けた。都心には消えた風情を求めて隅田川を越
えて向島まで足を運んだ。反近代という批判精
神と、自分の憧れる日本の空気を記録したいと
いう思いが荷風の文学的動機。だけど、僕たち
が国語の授業で習った荷風は、「場末の私娼と
出会った老人の老いらくの恋を描いた作品を書
いた」ぐらいの言われ方しかしない。用いる言
葉やリズムに江戸の調子を残し、江戸や明治の
風景の残った東京の景色を世の風潮に迎合せず
鋭く描いたのが荷風の文章なのに。

———この写真は、東京オリンピックですか？

時計というテーマを深ぼりするだけで、中学・
高校の数学と物理は全部学べちゃうね。ミッ
ションは「どうやって時間を測るか？」ゼンマ
イを作ってみたり、重りをぶら下げたりして動
力をつくる。振り子をつけて一定のペースをつ
くる。それをコントロールするために歯車でス
ピード調整をする。すぐ重りが落ちないように
わざと遅くする。どうしたら遅くできるかって
結構難しいよね。

（そしてセイコーミュージアムへ。）

「Precise motion creates escapement」
正確に刻むには脱進機が必要か。ねえ、今度、
時計をつくるっていうワークショップやろう
よ。ワンダリング時計だから、ただ正確である
必要はない。脱進機からのエスケイプ（脱出）
こそワンダリング！
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偶発的な何気ない出会いをしっかり描写し、そ
こに意味を見出す。リアルな場や経験を素材と
してフィクションの世界を表現する。そうする
ことでノンフィクション以上に普遍的なリアリ
ティがあぶり出される。それが荷風の世界だっ
ていうことを伝えたいんだよね。

―――荷風は、歩きながら書いたわけじゃない
ですよね？

あの地図は、筆を持ちながら歩いて書いたん
じゃないかな。

今、カタカナ語で普通に「エッセー」って使

うじゃない。「随筆」と訳すよね。でも、語源
をたどると英語の Examine につながるらしい。
Examine は「試験する」という意味だけど、
何を「試験する」かというと「自分の判断力や
決断力」を自分の経験に照らして試す。思い浮
かんだことをただ書きつらねていていくプロセ
スを見れば「随筆」っていうのも間違ってはい
ないけど、むしろどう思考しているか、つまり

「エッセーする」という行為、動詞ととらえた
方が面白い。荷風は「エッセーしてた人」だし、
僕も「エッセーしたい人」なんだな。 

―――へぇー。エッセーを書くじゃないんです
ね。 エッセーする。

フィールドウォーク（Feel℃ Walk）は、結局
エッセーする状態をつくってるということなん
だろうね。

まちあるきは今ブームで、よくやってると思う
んだけど、今日の場合だったら「永井荷風 濹
東綺譚のゆかりの地を訪ねる」という感じで、
地図や参考文献の載ったコピーとか配って、い
ちいち確認し、説明を聞いて歩くってなる。で
も、僕がしたいのはそうじゃない。

ミュージアムを出ると、強い風。隅田川を渡る
前に腹も減ったし飯食っちゃおうか。

———いや、渡っちゃいましょう。お昼食べる
と先に進みたくなくなっちゃうから。

こうして参加者の一声で方針が自由に変わるの
もワンダリングの特徴。

（注文すると厨房のマスターは何もせず、おか
みさんが「トイレ」と書かれた扉から家の中に
入って消えてしまう。再び、その扉からトンカ
ツののったライスが出てくる。それを見てマス
ターは懐かしの銀のカレー器にカレーを注ぐ。）

（おかみさんの言葉）
最初はねカレーだけでカツやってなかったの。
でもお客さんからカツカレー作ってくれって言
われて。でもね、お店のコンロではナポリタン
とか作んないといけないからカツ揚げられない
のよ。だから奥で揚げてるの。今日はサラダ油
新しくしたばかりだからさらに美味しいわよ。

その言葉に嘘はなく、さっぱりとした味わいの
カツと濃厚なルーがベストマッチ。なんともの
んびりとしたカイロス時間が満ちている。思え
ば荷風先生はトンカツが大好物。亡くなる直前
もカツだった。

（昼食後タクシーに乗り、吉原周辺を通り上 
野にある ROUTE BOOKS へ。カフェスペー 
スで談話。) 

（寒風に身を切られ、白鬚橋を渡り始める）
あったかい！風も吹いてない！冬の陽の当たる
橋の上がこんなにもあったかいなんて。ああカ
モメが飛んでる！

（橋を渡ると台東区と荒川区の境目。平賀源内
の墓に立ち寄り、そのすぐ南にある、いかにも
下町という商店街に立ち並ぶ「大衆食堂」を発
見。カツカレーを売りにしている「ニューダイ
カマ」という店に入る。）
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僕が『濹東綺譚』を読んだのは最近で、荷風の
創作プロセスがありのままに書かれていて衝撃
を受けた。そのプロセスを現地で追体験したく
なって東向島に来ちゃった。でも、行ってみて
歩き始めた途端、「なすがまま」と出くわし、
いきなり出鼻をくじかれ、荷風のことなんて
吹っ飛んだ。だけど、この「出鼻くじかれ感」が、
楽しいんですよ。普通は「あ、それは今日の目
的とは外れるので」とはじくところを、流れに
任せて思いっきり横道にそれる！これこそ僕の
考える Feel℃ Walk です。 

観察力の点で言えば、僕らが最初になにを見た
ことからこうなっちゃったか覚えてる？三毛猫
だよ。三毛猫がいるじゃんって思って行ってみ
たら、下に「なすがまま」があった。 こうし
て、いろんなものが巻きついて、広がって、膨
らんでゆく。熊楠も、荷風もこれが楽しくて、
愛おしくて、せっかくの経験を失いたくないか
らひたすらメモとって、地図書いて記録したん
じゃないかな？って思う。今日、まさに僕らが
体験したことを面白がっていたというのが僕の
仮説。熊楠先生、荷風先生、いかがでしょう？

出逢ったものに、思いっきりひきずられるため
には、何人かで歩くのがいい。「今日寒いから、
さっさと時計ミュージアム行こうよ」と僕が
言ったのに「せっかく来たんですから」と尚毅
くんが言ったから針路が変わった。僕一人だっ
たら時計ミュージアム行っちゃってるのに、誰
かと一緒だと必ずひきずり戻されたり、自分で
は思わぬ方向への行き先変更が起きたりする。
誰かの Feel℃に引っかかるものが出てきたら、
そっち行ってみようという「軽さ」が大事。そ
のおかげで稲荷を発見できたんだもん。

―――あの寺は荷風がいなかったら残らなかっ
たでしょうね。

いいこと言うねぇ～。柵があって境内に入れな
い本堂って気になるから、来た道を戻る感じ
で、狭い路地を潜入していったら稲荷に入れ
て、ぱっとみたら荷風の地図が貼ってあったん
だよ。これぞ荷風のフォースに導かれたってこ
とでしょう。

あらかじめググって、調べたわけではない。ス
マホなんか置いて、なんとなく歩けばいいって
ことを実証したよね。Feel℃ Walk の醍醐味を
体感するのがカイロスを体得する道だと僕は
思ってる。見てよ。あんな寒い中引きずりまわ
された赤ちゃんがなんだかご機嫌で満足してる
じゃん。君はもう歩くことにはまっちゃったね。 

ぜひ荷風の『濹東綺譚』を読んでみて。実際に
歩いて、体験したことと荷風のテキストが重な
ると字面以上の意味が見えてくるはず。テキス
トから荷風の声が聞こえてくると思うよ。

とりあえず歩いてみて、そこに絡みつくテキス
トを追えばいい。歩けば自分が気になるテーマ
が見えてくる。今日、稲荷に貼ってあった紙に
書かれていた情報はネットにはないし、書籍で
探すのは大変、そんな情報が、道路脇のポスター
や案内板、店や寺社の張り紙に書かれている。
時計ミュージアムのような個性的な博物館や図
書館もたくさんある。街の中にリファレンスが
埋めこまれているのが東京の魅力。ひたすら歩
けば、どんどん見つかる。そこにきになる本の
一節があったらその本を読んでみる。一般的な
本の読み方とは違ったより深い読み方が東京を
歩けばできる。だからすごく楽しい！
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うとガス台なくなるから、家の台所で揚げているの」
おかみさんが再び家の中から出てきて語ってくれる。元々、
カレーのみだったが、お客さんの希望でカツカレーを出すよ
うになったと言う。

「一枚、一枚、揚げなきゃいけないから時間はかかるけど美
味しいでしょ」
薄めの肉だが柔らかく質のよい肉にからりとした衣でさっぱ
りした感じ。

「新しいサラダ油使ったばかりだから、今日はさらに美味し
いわよ」
優しそうな笑顔を向けるおかみさん。

「コーヒーもおまけするわ」
カップの脇には今は珍しくなった角砂糖が一つ載っている。
普段は、砂糖など入れずにブラックで飲むが、これは入れな
いわけにはいかない。
なんとも緩やかな時間を過ごして店を後にする。大衆食堂の
カレーライスをここまでゆっくりと食す休日。普段ならあっ
という間にかきこんで済ませるはずだ。
次の仕事まで何分、食事を済ませたら次の作業を何分、その
後のアポは何時、そこから移動は何分、と常に時刻に追われ、
少しでも短い時間で目標に達すればよしとする。しかし、そ
うして浮いた時間は、次の目標に蝕まれ消えてしまう。
ただ漂うように、流されるように歩き、いかにも無駄のよう
な時間を過ごし、たかがライスカレーをのんびり食う。新し
いサラダ油で揚げたカツを食べられたというささやかな幸運
に満たされた気持ちになる。こうした時間は消費されること
はなく、時を過ごすことでさらに豊かになって失われず、記
憶の層に積み重なり思い出という果実を結ぶ。

「急ぐな休むな」
先刻訪れた博物館に書かれていたセイコーの創業者・服部金
太郎の精神を表す言葉。ちょっとずつ、しかし休まずとは、
追いまくられることではないはずだ。あちこち流されながら
そこで得た点を「休まずに急がずに」紡いでいくことではな
いだろうか。
もっとも、そんな風に考えてしまったら、服部さんには悪い
が腕時計を必要とする生活にはならない。
風にまくられたのか、カレーと書かれた店の暖簾は心棒に巻
きついてしまっている。どこまでもゆったりと暖かい店。し
かしこうした風情こそ失われていく一方だ。荷風先生が書き
残しておきたかったのは、風景の裏にある、人物の影にある
風情だった。

「市川くん、だから記録するのさ。消える風情を少しでもと
らえるためにね」
これからも歩こう。そして何気ない出来事を綴ってゆこう。
そのコツコツした積み重ねが、どこまでも消えない「永遠の
時間」へとつながってゆくに違いないと信じて。

セイコー時計博物館を出ると隅田川からか、それとも目の前
の高層ビルのせいなのか、凍てつく風が吹きつけてきた。白
鬚橋は目前だが、この風の中を歩くのはつらい。東向島の駅
に戻ろうかと思ったとき、同行の Y 氏が、

「せっかくだから橋を渡りましょう」
と言う。それもそうだと思って、橋に向かうが、やはり冷た
い風が身にしみる。折しも昼食時で、そろそろ空腹でもあっ
た。橋の直前の交差点の先には大衆食堂の看板も見える。あ
そこに逃げこんで暖をとるか……と音をあげそうになったと
き、やはり同行の Y 氏が

「食事の後だと歩く気がしないので渡ってしまいましょう」
と言う。確かにそうだと思って、あとひと頑張りと強烈な寒
風を進む。土手を越え、白鬚橋を渡り始めた瞬間、寒風はぴ
たっと止んだ。それだけではなく快晴の日差しが暖かく、直
前の寒さが嘘のようだ。穏やかに流れる隅田川はきらめき、
光のみならず暖かさも反射してくれているかのような感じが
してしまう。
橋を渡れば、千住も吉原も目と鼻の先だ。右手をふと眺める
とガスタンクが見える。

「あすこにに見えるのは何だ。工場か」
「瓦斯（ガス）会社か何かだわ。あの辺はむかし景色のいい
ところだったんですってね」
荷風の濹東綺譚の一節を思い出す。平賀源内の墓を過ぎ、
ちょっと南に下ればアサヒ会商店街だ。カレー、ラーメンな
ど大衆的な店が軒並み現れる。大きめのいなり寿司が店の前
のショーケースに並んでいる店はラーメンと焼きそばの店。
その隣にやはり同じ屋号のカレー屋があった。いなりも一杯
500 円のラーメンも捨てがたかったが、カレーを食すこと
にする。
気のよい夫婦がやっている大衆食堂。連れも含め皆がカツカ
レーを頼むと、おかみさんが店内から家の中に消えた。シェ
フである旦那さんは何もせず厨房に立っている。しばらくす
ると旦那さんが

「すみませんね。一枚一枚あげているから。もう少し待って
くださいね」
と我々に気をかけてくれる。あてもなくただぶらぶら歩く身
に時間が多少かかるのはなんの問題もない。ゆったり待って
いると、家の中からカツの載ったライスが一つずつ出てくる。
すると今は懐かしいアラジンのランプのような銀食器に入っ
たカレーを旦那さんが厨房から出してくれる。

「すみませんね。厨房でナポリタンとかでフライパン使っちゃ

永井荷風のように
エッセーを書いてみる その 1

市川 力 作
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東向島の駅に戻ろうとして、商店街を歩いていたとき、
ふと右目に写り込んできたのは、一風変わったビルだっ
た。
ビルのような寺社、寺社のようなビル、どちらともつか
ないその建造物に、吸い込まれるように体は右に向き、
歩をすすめた。
しかし、行き止まりであった。開発の区画整理でもとも
とは寺社へと続く路地だったかもしれない。仕方なく、
少し回り道をして、寺社に向かう。その道すがらの道路
工事はまるで、クライマックスの直前によくあらわれる
試練のようだった。というほどのドラマチックなことは
なく、工事のおじさんの指示に従い道を邁。そして、ビ
ル横の案内がなければ通りすぎてしまうだろう、わかり
にくい路地を進む。鳥居がみえてきた。そして、くぐり
抜けたその先で、目に入ってきたのは「永井荷風」の文
字であった。
願満稲荷が紹介された『濹東綺譚』の一節と、荷風が筆
で書いた東向島の地図が引用されているではないか。
なすがままに、導かれるままに、歩き、最後に荷風の痕
跡を発見することができたのは、何のめぐり合わせだろ
うか。小さな手水舎の水が凍るほどの寒さが和らぐよう
な嬉しい発見であった。

永井荷風のように
エッセーを書いてみる その 3

山本 尚毅 作

東向島駅高架下の一角で三毛猫が日向ぼっこをしていた。
ここ数日極寒だった東京の天気は、今日だけはなぜか穏や
か。ぽかぽか気持ちよさそうだ、と三毛猫に向けた目の先
には、いかにも近隣住民てづくりの、小さなガーデニング
があった。いたずらされないように、網で囲んである。寒
くて何も生えてないが、網の一面にはラミネート加工され
た A3 用紙に、「寺島なす」と書いてある。どうやら東向
島産の伝統野菜らしい。
その隣には、なつかしい給食の献立に書いてあるような字
体で「下町のオアシス！てらたま街中農園（仮）の提案！」
とある。愛があふれている。「てらたま街中農園計画」の
空きスペースには「なすがまま」の文字。

「あてもない」時間をさがしに、あてもなく、なんとなく、
とりあえず歩いていたら、歩き始めてはや数分で、なすが
ままに出会ってしまった。本日のテーマは、早くも決定「な
すがまま」。
そうして、のらりくらりとセイコーミュージアムに歩を進
める。歴代のセイコー腕時計や日時計、めざまし時計、振
り子時計、と次から次へと時計たちが時を刻む。なすがま
ま、時計の間を抜けていくと、セイコー創業者 服部金太
郎のコトバが目の前に現れた。

「急ぐな休むな」
セイコー、納得である。これこそ時計屋。
ミュージアムをなすがままに歩き回ると、感謝状を発見。

「時代を画した国産腕時計」への感謝状。その真隣には英
語新聞の切り抜き。
"Accuracy Stressed For Crystal Device In Japanese 
Watch"
"Japanese Stress Watch Accuracy"
1970 年の New York Times の記事。
ようは、時計が正確すぎてストレスが溜まるということか。
と今でこそ思うけれども、いまから半世紀ほど前に「スト
レス」が否定的な意味合いを含んで世の中に出回っていた
とも思えない。
いやがおうなく、一定に刻まれる「とき」に急かされる焦
燥感への反逆姿勢を示す人が当時にもいた、と読み取れる。
それにしても、この示唆に富む英文記事を感謝状の真横に
配置するレイアウトセンス、あっぱれだ。

永井荷風のように
エッセーを書いてみる その 2

田中 美帆 作


