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前作『ジブリの哲学』から 5 年半。スタジオジブリのプロデューサーとして数々のヒット作を

手がけてきた鈴木敏夫さんのエッセイや対談をまとめた『ジブリの文学』が刊行されました。

この本が生まれたきっかけと、独自の文体の秘密、長年の読書遍歴について、鈴木さんとスタ

ジオジブリ出版部の田居因さん、そして担当編集者の西澤が語り合いました（構成：柳橋閑）。 

 

なぜ『哲学』の次は『文学』だったのか？ 

 

鈴木 西澤くんのおかげで、因さんのおかげで、本が出ることになりまして。感謝してます。

それにしても、完成まで長かったね。 

西澤 はい。最初に鈴木さんからメールをいただいたのが去年の３月でした。そこから本の構

想が決まるまで 8 カ月ぐらい悩んでいたので……。 

鈴木 それはきみの問題だよね（笑）。 

西澤 すみません……。私の力不足で、お待たせしてしまいました。 

田居 まず原稿をすべて読むのが大変だったんじゃないですか？ 

西澤 ええ。鈴木さんのメールには、「動機は不純だ。自分があちこちで書いたものを誰かが

まとめてくれたら、将来的によい記録の保存になる」と書いてあって。ただ、新聞や雑誌で

書かれた文章、取材記事、対談、インタビュー……ほんとにたくさんのお仕事をこなしてら

っしゃるので、その中から何を選んでどうまとめればいいのか、ずっと考えていました。 

鈴木 『ジブリの哲学』のときは、もう退任なさった井上一夫さんが、それまでのぼくの文章

をぜんぶ読んで構成してくれた。そのとき井上さんは、日本の〝編集者〟とアメリカの〝エ

ディター〟は違うんだということを言ってましたね。 

田居 日本の編集者よりも海外の編集者は役割が大きくて、編集者によって本の内容が決まる

とおっしゃっていました。そういう意味では、今回の本で西澤さんはエディターをやってく

ださいましたよね。 

鈴木 日本の編集者って、作家と会っても、だいたい話すのは「天気がいいですねえ」とかそ

んなことばかり。それで最後に、「では先生、お願いします」と言って帰って行く。ともす

ると、内容にはまったく触れないこともある。でも、人の書いた文章であっても、それを一

冊の本としてどう構成するかを考える。それが編集という仕事なんだということを井上さん

はおっしゃっていた。そこに編集者としての自負もお持ちだったんですね。 

西澤 『哲学』のあとがきでも、「一読して驚いた。ぼくが解体され再構成されている。なる

ほど、これが〝編集〟というものか。あらためて編集の奥深さを垣間見た」とお書きになっ

ていましたね。 

鈴木 まな板の上の鯉だったね。 

西澤 ぼくが驚いたのは、今回の作業をしている間、鈴木さんからほとんど何も注文がなかっ

たことです。普通は著者の方から、「こういうコンセプトで、こんなふうにまとめてほしい」

と、いろんな意見をもらうものだと思います。とりわけ鈴木さんは週刊誌の記者から始まり、

雑誌の編集長を長く務めた方なので、たくさん注文が来るんだろうと思っていたんです。で

も、原稿の取捨選択にしても順番にしても、「こうしてほしい」という要請が一回もなかっ

た。驚きましたし、不安にもなりました。 

鈴木 自分が編集という仕事をやっていたからこそだよね。人の書いたものであれなんであれ、
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まとめるのは編集者。人にとやかく言われるのはいやでしょう。ましてや、書いた当人に言

われたらいやじゃない。 

田居 でも、文芸系の作家の方はもっと意見をおっしゃるんじゃないかなと思いますけど。 

鈴木 たとえ自分の書いたものでも、人の職域に入っていくのは違うんじゃないかな。ぼく自

身、人の書いたものを編集して本にするときは、ぜんぶ自分の考えでやってきたよ。本がで

きあがってから、「どう？」と言って本人に見せることすらあった。 

田居 その点、宮崎駿さんも、編集された本についてはほとんど何も言わないですね。 

鈴木 そういうものだと思ってるんだよね。アニメージュ時代に宮崎駿の『シュナの旅』とい

う本を出したことがあるんだけど、そのあとがきに宮さんが書いた文章って、じつはものす

ごく長かったんです。それを見てぼくは、「自分で描いた物語について、ここまで説明する

の？」と思った。それで４分の３ぐらい削ったんだよね。宮さんが立派だったのは、そのこ

とについて一言も文句を言わなかった。 

西澤 それは宮崎さんが鈴木さんを信頼していたからだと思うんです。ただ今回、ぼくは鈴木

さんと初めてのお仕事で……。 

鈴木 たぶん宮さんは相手が誰でもそうしたと思う。「そこは自分の領域じゃない」っていう

やつですよ。今回、ぼくが昔取った杵柄を中途半端に持ち出したら、いい本はできなかった

んじゃないかな。 

田居 高畑勲さんは本作りについても、自分の考えをおっしゃるほうですよね。 

鈴木 これもアニメージュのときなんだけど、『「ホルス」の映像表現』という本を出したこと

があるんですよ。そのとき高畑さんが用意した原稿は、最終的に本になったものの数倍あっ

た。ぼくは「ぜんぶ載せましょうよ」と言ったんだけど、高畑さんは「それは違うと思いま

す。ここは切りましょう」と言って、どんどん短くしていっちゃった。考えてみると、編集

っていうのは奥が深いよね。 

田居 そういう意味では、今回の編集作業はおもしろかったんじゃないですか？ 

西澤 不安もありましたけど、ものすごく自由度の高い作業でしたから、楽しかったですし、

貴重な体験になりました。テーマを見つけるまでにずいぶん時間がかかってしまいましたが。 

鈴木 前の本は完成度が高くて、タイトルも『ジブリの哲学』。どういう人が読んだかという

と、ある一定の年齢の人。「だとしたら、今回は若い人向けに作ってみたらおもしろいんじ

ゃないですか」って、西澤くんが言いだしたんだよね。ぼくはそれに対して「へえ」って言

っただけ。それ以上のことはあえて言わなかった。そうしたら、しばらくたって突然、『ジ

ブリの文学』というタイトルが出てきた。これには驚いたね。それでちょっと質問したくな

ったんですよ。「なんで？」って。 

西澤 最初は若い人向けの人生論集みたいなものをイメージしていたんです。ぼくも含めて鈴

木さんのまわりには 20 代、30 代の若い人が多い。「それはなんでだろう？」と考えているう

ちに、もしかしたら、みんな人生相談に来ているのかなと思ったんです。楽しく生きるコツ

や考え方を聞きながら、鈴木さんと話しているだけで明るい気分になる。そういうことで若

い人が集まっているのだとしたら、彼らに向けて作れば、『哲学』とはまた違った趣の本が

できるんじゃないかなと考えたんです。 

鈴木 すごいイマジネーションだね。 

西澤 しかも、鈴木さんと雑談をしていると、文学の話がよく出てくるんですよね。たとえば、
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江藤淳さんと大江健三郎さんが「虚構と現実」をめぐって交わした論争が傑作だったという

お話をしてくださったり。 

鈴木 あれはおもしろかった。当時は学生だから、虚構とか現実とか考えるじゃない。ただ、

自分の中では結論が出てたの。「虚構から現実へ」に決まってるじゃんって。大江健三郎は

もちろん「虚構から現実へ」だと言う。ところが、江藤淳は「現実から虚構へ」だと踏ん張

る。そういうことをめぐって話し合うこと自体が非常におもしろかったよね。振り返ってみ

ると、そういう文学論争みたいなものに触れた最後の世代なんだなと思って。その雑誌はい

まだに大事に持ってます。 

西澤 他にも、野坂昭如さんのご自宅に行かれた話や、池澤夏樹さんの『世界の十大小説』が

おもしろかったとか、そういう思い出話を作業中にたくさん聞かせてもらいました。さらに、

最近では中村文則さん、又吉直樹さん、朝井リョウさんといった若い作家の方々と対談をし

たり、壇蜜さんと本について語ったりもしている。つまり、鈴木さんという人はそもそもが

文学青年で、文学に対する関心をずっと持ち続けてきたんだということに気づいたんです。

そのとき、ふと『ジブリの文学』というタイトルが浮かんできました。 

鈴木 感心したよね。 

西澤 でも、自分で考えついたというよりは、雑談の中で自然に導いてもらったという感じで

す。 

鈴木 昔からそうなんだけど、誰かが何かをやろうとしているとき、その参考になるものを出

すのはわりと得意なんだよね。 

西澤 それはすごく編集者的な振る舞いですよね。 

 

ぼくの文章はどこから来て、どこへ行くのか？ 

 

田居 まえがきのかわりに、「方丈記とスタジオジブリと」というエッセイを載せたじゃない

ですか。あの編集にも感心しました。 

西澤 堀田善衞さんの『方丈記私記』と、宮崎駿さんの本の読み方について書かれた文章です

が、いろいろ読ませていただいたなかで、ものすごく印象に残っていたんです。 

鈴木 あれを頭に持ってくるというのは意表をついたね。もとの文章は京都の下鴨神社の本に

掲載したものなんだけど、今回はその後半部分をばっさり切ってある。それは西澤くんが勝

手にやったんだよね。 

西澤 了解は取りましたよ（笑）。 

鈴木 いや、さすがだなと思ったの。ぼくは原稿を頼まれると、いつも長く書いちゃって、あ

とから短くしなきゃいけないことが多いんだけど、このときは逆。書きあげたあとに行数が

足りないことが分かって、慌てて書き足したわけ。西澤くんがカットしようと言ってきたの

は、まさにその部分だった。ただ、こうやって読み返してみると、自画自賛、けっこう上手

に書けてるよね（笑）。 

西澤 すばらしいと思います。 

鈴木 最初はそんなに深く考えたわけじゃないんだけど、同じ本に養老孟司さんや山折哲雄さ

んも文章を寄せると聞いて、気持ちが引き締まったんだよね。その中で何かおもしろいこと

を言おうっていうのは出すぎた真似。そこで、ぼくらジブリが『方丈記私記』をどう読んで
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きたかを書くことにしたんです。 

西澤 宮崎駿さんの本の読み方が興味深かったです。堀田さんの書かれた文章からイメージを

立ち上げて、タイムスリップしたようにその風景の中に身を置くのを楽しむという。 

鈴木 宮さんは本当に〝誤読〟の天才なんです。作品の内容を読むというより、その文章から

妄想に妄想を重ねて、自分の頭の中で作りあげた京の街の中を練り歩いているんだよね。本

当におもしろい人です。 

西澤 『ジブリの文学』の第一章は、ジブリ作品を振り返って書かれた文章を集めているので

すが、『ハウルの動く城』と『ゲド戦記』についての文章がとても印象的でした。 

鈴木 あれはちょっと誇張して言えば５分で書いたんですよ。時間がなかったから、ものすご

いスピードで走り書きした。 

西澤 「選べないもの」というタイトルなんですけど、ちょっと朗読してみますね。 

「人は、生まれる時代を選べない。宮崎駿は、時代と格闘して映画を作って来た。人は、家

族を選べない。宮崎吾朗は、偉大な父を持ち、父と格闘しながら生きて来た。むごい現実か

ら目をそらすのか、あるいは、そらさないで生きるのか？ 人は生まれる時代を選べないし、

家族を選ぶことも出来ない。そこに葛藤があるし、人生の大きな意味がある。」 

田居 かっこいいですね。 

鈴木 あのさ、因さんも当時読んでるんだよ。覚えてないの？ 

田居 覚えてます（笑）。あらためて朗読で聴くといいなって。 

鈴木 この文章、じつはある一本の映画がヒントになってるんです。『レイチェルの結婚』と

いう作品で、監督はジョナサン・デミ。『羊たちの沈黙』で世界を驚かせて、ハリウッドで

ヒット作を作り続けてきた人が、突然まったく違う映画を作ったんです。主役はアン・ハサ

ウェイなんだけど、それ以外はほとんど知らない役者さん。心に病を抱えて施設に入ってい

た女性が主人公で、お姉さんが結婚するというので家に戻ってくることになる。そこで巻き

起こる出来事をほとんど手持ちカメラで撮っていて、ドキュメンタリーと見まがうような映

画なんですよ。それを見ていて思ったんだよね。家族といってもいい面ばかりじゃない。悪

い面もいっぱいある。それがヒントになって、「人は家族を選べない」っていう一文が浮か

んだ。 

西澤 その映画を思い出したら５分で書けたんですか。 

鈴木 そう。じつはね、ジブリの作品を振り返るこのシリーズは、いつも締め切りに追われて、

あっという間に書いちゃったものが多いんです。文章って、おもしろいよね。早く書けると

きはあっという間に書けるし、書けないときはいつまでも書けない。 

田居 鈴木さんはこれまでたくさん本を出してますけど、インタビューや対談を聞き書きでま

とめたものが多いじゃないですか。鈴木さん自身が書いた文章を集めた本ってあまりない。

そういう意味では第一章もよかったし、新聞連載の「歳月」を中心にまとめた第四章もよか

ったと思います。 

西澤 そうですね。第四章は「『今』『ここ』を重ねて──日々の随想」というタイトルで、身

のまわりで起きたことや、日常的に考えたことについて鈴木さんが書いた文章を集めました。

中でも、鈴木さんがお母さまについて書かれた「還暦祝い」と「〝いい人〟になれば」が個

人的には印象に残っています。とても素敵な文章なので、ぜひみなさんにも読んでいただき

たいと思っています。 
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鈴木 西澤くん、熟読玩味してるよね。因さんはきっと覚えてないよ（笑）。 

田居 いえ、いまのふたつは覚えてます（笑）。 

西澤 「還暦祝い」は、鈴木さんが還暦を迎えたときにお母さまから厚い束を手渡されて、そ

の中身がじつは……という話なんですけど、まるでドラマのようでした。「〝いい人〟にな

れば」は、お母さまが口癖のように「早くあの世に行きたい」と言うので、鈴木さんが「〝

いい人〟になれば、早くあの世に行けるよ」と言うと、お母さまが笑って元気になるという

エピソード。「そんなこと言わずに長生きしようよ」と言わないのが鈴木さんらしいです。 

鈴木 〝逆説〟だね。 

西澤 何度読んでも胸を打つし、心が温まります。もうひとつ、「宮崎駿の『自白』」というエ

ッセイもおもしろかったです。宮崎さんが『わが谷は緑なりき』という映画について滔々と

語っていたんだけど、じつは見たことがなかったというエピソードなんですけれども、オチ

の部分が傑作でした。ちょっと読みあげますね。 

「最近、こんな話があった。ぼくのアシスタントの白木伸子さんから聞いた話だ。彼女が宮

さんに言った。『鈴木さんは、かわいそうです。宮崎さんと高畑（勲）さんという、お兄さ

んふたりがとんでもない人たちだから』。すると、宮さんがこう話したそうだ。『白木さん、

鈴木さんは弟じゃない。ぼくらのお父さんなんだよ』。」 

鈴木 実話です（笑）。 

西澤 鈴木さんの話し言葉がおもしろいというのは、ラジオなどをお聴きになっている方はお

分かりだと思うんですけど、文章は話し言葉のようでいて、何かまた別の味わいがあるんで

すよね。とくに短いエッセイは終わり方に余韻があってすばらしいです。 

田居 ほめすぎじゃないですか？ 

西澤 ぼくも宣伝に来ているので（笑）。 

鈴木 なに言ってるんだよ。無茶苦茶じゃん（笑）。 

西澤 文章がすばらしいのは本当です。 

鈴木 そういえば、ドワンゴの川上量生さんがぼくの文章を読んで言ったことがあるんだよね。

「なんで鈴木さんの文章は余韻があるんですか？ ぼくが書くとそうならないんですけど」

って。 

田居 鈴木さん、最近、書くことが好きになってませんか？ 

鈴木 好きになったの。もともと書くのが得意かっていわれたら、けっしてそうじゃなかった

んだけど、いろいろなところから頼まれて書いているうちに、楽しくなってきたんだよね。

やっぱり新聞の連載を引き受けるようになったのが大きかったのかな。ちゃんと読者のこと

を考えながら書くという作業をこなしているうちに、だんだんおもしろくなってきた。 

西澤 余韻もそうなんですけど、鈴木さんの文章は入り方も特徴的ですよね。いきなり「本に

ついて書く」と始まったり。 

田居 ストレートにポンと行きますよね。 

鈴木 秘密を明かしちゃうと、それも映画がヒントなんだよね。むかし加藤泰という監督がい

て、この人の作品はいつもイントロがおもしろかった。必ず映画の冒頭、タイトルの前に事

件が起こるわけ。それでいきなり観客を映画に引っ張り込むんですよ。そのあとタイトルが

出て、事件をめぐるストーリーが展開していく。その影響で、文章でもまずつかまなきゃっ

ていうのはあるね。 
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西澤 最初に〝生の声〟を出すことで、読者を引き込んでいるということですか。 

鈴木 すべてではないけど、書き出しの一言はやっぱり考えますね。逆にそれさえ思いつけば

書けちゃう。ぼくの場合、まず最初に「このテーマなら、あの話でひとつ、この話でひとつ

……」とエピソードを考えていくんです。その段階ではまだ順列組み合わせは考えない。エ

ピソードを５、６個思いついたところで、あらためて「冒頭は何にしよう？」と考える。そ

れで書き出しが決まれば、あとは作っておいた残りのエピソードを順番に入れていく。短い

文章なんかはだいたいそのやり方ですね。 

田居 そういう話を聞いていると、やっぱり映画をずっと見てきたことが、文章の書き方にも

すごく影響しているということですよね。 

鈴木 池澤夏樹さんが「散文的な文章と映像的な文章」というテーマで講演したことがあるけ

ど、やっぱりぼくが好きなのは映像的な文章。読む人にありありとその場を思い浮かべてほ

しいというのがある。それから、もうひとつ大事にしているのが、呼吸やリズム。そのタイ

ミングはいつも計ってますね。だから、参考にしてきたのは映画だけじゃない。落語の間の

とり方とか、そういうものも関係してるよね。 

西澤 だから、鈴木さんの文章は内容を知っていても、何度でもおもしろく読めるんですね。

落語と同じように、始まりがおもしろくて、リズムを感じて、最後には余韻がある。 

鈴木 リズムは自覚的ですね。そうやっていろいろ工夫しているうちに、文章を書くのが楽し

くなってきたんだけど、惜しむらくはだいぶ歳をとってからだったこと。もっと前からやっ

ておけばよかったなって。 

田居 でも、映画作りに忙しくて、書く暇がなかったですからね。 

鈴木 まあねえ。 

田居 映画や落語以外に、何か影響を受けたものはあるんですか？ 

鈴木 自分でも何の影響をどう受けているのか、分からなくなってるんだよね。 

田居 ドキュメンタリー的なところもありますよね。情景がありありと浮かんでくるというこ

とにもつながると思うんですけど。 

鈴木 要するに、読む人を現場に立ち会わせたいんだよね。だから、そのために最大限の装置

を文章の中に入れておく。そうすれば、読む人はそれらを組み合わせて、その場に立ち会っ

ているかのように読むことができる。週刊誌の記者をやってるときからそうだったね。たと

えば、対談をまとめるときも、その場をありありと再現することを意識していた。普通は話

した内容のほうに集中するじゃない。でも、ぼくの場合は、どういう状況で言ったとか、相

手がどんな反応をしたかとか、間に地の文を挟んだりして、対談の様子をまるごと再現して

いった。そしたらデスクからも、「おまえの原稿はおもしろいな」と言われたりしてね。 

西澤 臨場感を大切にするんですね。 

鈴木 これは前にもしゃべったことがあるんだけど、小栗康平監督の『泥の河』っていう映画

があるんですよ。川の畔に小汚い食堂があって、そこに両親と男の子が住んでいる。その対

岸に一艘の舟がやってくるんだけど、じつはその舟は売春宿なわけ。男の子はそんなことは

知らず、その舟に住む子と仲よくなって、あるとき遊びに行くことになる。ところが、橋を

渡って舟に乗ろうとする手前で転んで、足に泥が付いちゃうんだよね。すると、舟から女の

子が出てきて、川から水をくんで、男の子の足を拭いてあげるんです。これ、大事なシーン

でしょう。男の子は９歳ぐらいで、女の子はひとつかふたつ上かな。男の子にとっては、た
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ぶん初めての経験ですよね。そんなことが起きたら男の子はどんな顔をする？ 

田居 恥ずかしいっていうか、うれしいっていうか、どうしたらいいか分からない。 

鈴木 という顔をちゃんと撮らなきゃだめでしょう。ところが、映画ではロングショットにし

ちゃったんです。カメラは橋の上から遠目に出来事を追うだけ。男の子がどんな表情をした

かが収められていない。これって、ある種の〝ヰタ・セクスアリス〟じゃない。ここはやっ

ぱりカメラに寄ってほしいんですよ。 

 映画が公開されたとき、ぼくはアニメージュの編集者だったから、ページを作って監督に

話を聞きにいったんだよね。それで「なぜあの場面でカメラは寄らなかったんですか」と聞

いたら、「子どもへの演技づけは難しい」と言ったんです。でも、そこで演技指導をして、

表情を撮るのが監督の仕事でしょう。映画や文学というのは本来そこを描くもの。情景描写

で逃げちゃだめですよ。ぼくが宮崎駿と高畑勲の映画作りを見ていて感心するのは、いつも

そこを逃さないことなんです。 

 もうひとつ映画で例をあげると、ヤクザ映画の黄金期に、さっき話した加藤泰とは対極の

存在として山下耕作という監督がいた。いずれもおもしろい映画を撮ったんだけど、じつは

ふたりとも、当時の大スター藤純子を使って、『緋牡丹博徒』シリーズを撮っているんです。

そうすると、それぞれの監督作で描写がまるで違うわけ。加藤泰のほうは、藤純子の手や足

をアップにする。手はごつごつしていて、足はでかい。生活の中で形づくられたものをその

まま見せるわけですよ。その上でカメラが顔へ寄っていくと、ものすごく綺麗。そこにある

種のリアリズムが生まれるんですよ。一方の山下耕作のほうは、彼女の心の美しさを表現し

ようとして、菊の花なんかを出したりする。つまり、〝感じさせる〟演出。どっちが好きだ

ったかというと、ぼくはやっぱり加藤泰のほうが好きだった。 

 だから、ぼくは文章でも、具体的な描写が必要なときには、それをちゃんと書くものが好

きなんです。全体を描写して、細部は観客の想像力に委ねる、何となく雰囲気で感じさせる、

そういう書き方は好きじゃない。 

田居 それは鈴木さんが週刊誌の記者をやっていたこととも関係ありますか。 

鈴木 アサヒ芸能時代に鍛えられたのは間違いないよね。週刊誌の記者でも、雰囲気で書く人

と、ありありと具体的に描く人とがいた。ぼくはやっぱり具体的なほうが好きだったから。

でも、なんでそっちのほうが好きになったのか、ぼくの文章はどこから来ているのか。根っ

こが分からなくなっちゃってるんですよ。 

 

謎に満ちた読書遍歴 

 

田居 たとえば、好きな作家でいうと誰だったんですか？ 

鈴木 野坂昭如は必ず入るよね。ただ、同時代でも五木寛之は違う。感じさせるほうだから。

これは決定的な違いだった。 

西澤 今回の本では、鈴木さんが大学生のころに同人誌に書かれた詩も入れさせてもらったん

ですけど、当時は寺山修司を愛読していたんですよね。文体も真似されていたんでしょう

か？ 

鈴木 文体もそうかもしれないし、発想そのものだよね。「花に嵐のたとえもあるぞ、『さよな

ら』だけが人生だ」って井伏鱒二が訳した「勧酒」という詩があるでしょう。寺山修司はそ
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れを受けて、「さよならだけが人生ならば また来る春は何だろう」っていう詩を作ったわ

けで、うまいよね。あれにはガーンと来た。 

西澤 萩原朔太郎も好きだったんですよね。感じさせる文章もじつは嫌いではなかった？ 

鈴木 どうだろう……。ただ、「こころ」は具体的だよ。「こころをばなににたとへん こころ

はあぢさゐの花 ももいろに咲く日はあれど うすむらさきの思ひ出ばかりはせんなくて 

こころは二人の旅びと されど道づれのたえて物言ふことなければ わがこころはいつも

かくさびしきなり」。じつに具体的でしょう。「こころは二人の旅びと」だって言い切ってる

んだから。 

西澤 織田作之助、深沢七郎、野坂昭如という３人の作家を並べて論じた「二十歳の読書ノー

ト」という文章もありますが、そのころからリアリズムが好きだったんですね。 

鈴木 織田作之助の『夫婦善哉』なんか好きだったなあ。全集を買って読みまくったもん。深

沢七郎は『笛吹川』が好きだった。武田家三代と、農民一家の六代にわたる物語を短い中に

ぜんぶ入れちゃう。すごい小説です。 

西澤 そうやって大学時代に小説を読みふけったあと、数十年の間があいて、最近、中村文則

さんの『教団Ｘ』や、又吉直樹さんの『火花』で久々に小説に戻られたとおっしゃっていま

したよね。その間はあまり小説を読む気が起きなかったんですか。 

鈴木 評論を読むのがおもしろくてしょうがないという時期が続いたからね。ただ、振り返っ

てみると、中学生のころからちょっと変な小説をずいぶん読んでるんですよ。たとえば、獅

子文六を読みまくった時期があった。とくに印象に残ってるのが『娘と私』。作家であるお

父さんが、娘を白百合学園に入れて育てあげるまでのいろんな出来事を描いた分厚い本。そ

れから、『大番』という株屋の話。生涯の株の成績を合算してみると、トントンだったとい

うことが書いてある。娘を持った親父の気持ちとか、株屋の述懐とか、中学２年生ぐらいで、

なんでそんな本を読んでたのか、自分でもさっぱり分からない。 

田居 不思議な趣味ですね。 

鈴木 タイムスリップして、当時の自分に「なんでそんなの読んでるの？」と聞きたくなるよ

ね。ついでにいうと、源氏鶏太もぜんぶ読んでるんですよ。『三等重役』とか、知ってる？ 

西澤 読んだことないです。 

鈴木 サラリーマンの悲哀を描いてるんだけど、なんで中学生がそんなもの読むの？ 物語な

ら何でもよかったのかね？ いまとなってはさっぱり分からない。でも、読みまくってたね。 

田居 家に本があったというわけじゃなくて？ 

鈴木 買って読んでたよね。ただ、きっかけはやっぱり映画だった。源氏鶏太が珍しくサラリ

ーマンものじゃなくて、『青空娘』という女の子の物語を書いたことがあるんだよね。最初、

若尾文子主演で映画化されたあと、安田道代主演で『私は負けない』というタイトルのリメ

イク版が作られた。その映画を見ておもしろかったから、原作を買って読んでみたら、小説

もおもしろかった。そこで試しに他の作品も読んでみる。そうしたら、サラリーマンものば

かりだったんだけど、かまわず次から次へと読んでいく。これって、いわゆる文学少年の読

書とは違うでしょう。 

田居 ちょっと違いますね。 

西澤 まわりに読んでいる人はいなかったでしょうね。 

鈴木 誰もいない。みんなが漱石とか鴎外を苦労して読んでいるさなか、ぼくは源氏鶏太だも
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ん。だから、こういう話を誰ともできなかった。中学３年とき、クラスに河内利仁くんって

いう聡明な男の子がいて、国語の時間に先生に質問したんです。「先生は実存主義について

どう思いますか」って。参っちゃうよね。なんていったって、こちらは『三等重役』だから

（笑）。 

 あげだしたらきりがないけど、富田常雄もよく読んだ。『姿三四郎』なんかは、のちに宮

さんとの結びつきにもなるんだけど、『弁慶』もおもしろかった。そうかと思うと、同じ作

者の芸者が主役の『小えん日記』を読んだりね。お金で転ぶ不見転芸者の話なんだけど、そ

れを中学か高校のときに読んでいる。 

 自分でもうすうす気がついてはいたわけ。みんながそういうものを読んではないないこと

は。いま思えば、大人、それもかなり年輩の人が娯楽として読む小説を、中学、高校で読み

まくってきたわけで、自分の読書遍歴って何なんだろうと思うよね。 

 一方で、映画も小学校３年からずっと見てきたんだけど、チャンバラとか娯楽ものが多か

った。しかも、高校になっても延々そういうものを見続けていた。自分でも「このままでは

いかん。ちゃんとした映画も見なきゃ」と思って、いきなりフェリーニの『８ １／２』と

か、アートシアターでやっていた『尼僧ヨアンナ』とかを見に行くんだけど、何が何だかさ

っぱり分からないわけ（笑）。 

 そういう中で、ちゃんとした文学も読もうと思って太宰治へ行く。そうするとじつに分か

りやすい。「難しくもなんともないじゃないか」と思って、ぜんぶ読んじゃった。三島由紀

夫も一通り読んだね。新田次郎なんかもほとんど読んじゃった。そうかと思うと、たまに中

学時代の経験が甦って、高木彬光なんかを読み始める。『銀行崩壊』とかさ。なんで高校生

がそんなもの読んでるの？ 

田居 知らないです（笑）。 

 

虚無の底でつながる魂 

 

西澤 『大菩薩峠』も全巻（41 巻）読破されてるんですよね。 

鈴木 あれは大学生のとき。二回読みましたね。これもきっかけは映画なんですよ。小学校４

年のとき、親父が映画に連れて行ってくれたんだけど、子ども心にも、いつものチャンバラ

とは違う、ただならぬものを感じたの。片岡千恵蔵演じる主人公、机竜之助がいわゆる正義

の味方じゃない。巡礼のおじいさんと娘が大菩薩峠を歩いてくる。そこへ編笠の男が登場。

娘が川で水を汲んでいる間に、いきなり刀でおじいさんを斬っちゃう。理由なんかない。試

し斬りなんだよね。ひどいやつでしょう。さらに、ある武芸者と試合をする前日、その女房

が「明日の試合に負けてほしい」と頼みに来る。すると、竜之助はそのお浜という女を手込

めにした挙げ句、試合では一撃のもと相手を殺しちゃう。その後、竜之助はお浜と所帯を持

って、子どももできるんだけど、お浜が恨み辛みを言うと、「うるさい！」と言って、バサ

ッと斬っちゃう。血も涙もない男なんですよ。でも、惹かれたんだよね。のちに内田吐夢が

監督していたということを知って、あらためて原作を読み始めたら、あまりにおもしろくて

全巻一気に読んじゃった。 

 もとは新聞連載だったこともあって、途中で作者の中里介山の語りが入るんだよね。「世

に私の書いている大菩薩峠を娯楽小説だとぬかす輩がいる。私の書いているのは大乗小説で
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ある」と大きく出るわけ。小説を通じて大乗仏教の教えを分かりやすく世間に広めるのが目

的だと述べてから、「話を元に戻す」といって物語に戻る。ぼくの文章でも「話を元に戻す」

ってよくあるでしょう。あれはここから来てる。 

田居 そうだったんですか。 

鈴木 あの中里介山の書き方は、のちに司馬遼太郎も真似するんだけどね。大長編でいえば、

吉川英治の『宮本武蔵』も３回か４回読んでる。とくに記憶に残った言葉が３つあったんで

すよ。「我 事において後悔せず」「人間本来無一物」「信ずるは己のみ」。武蔵が生涯信じた

言葉。これは究極ですよね。ただ、その思想って、ともすると危険でしょう。信じてやった

ことなら、いいことだろうが悪いことだろうが関係ないって言ってるわけだから。これは日

本人にどういう影響を与えたんだろうって、高校生のときに考えたね。率直にいうと、ひど

い思想だと思った。 

田居 冷血ですよね。 

鈴木 そんな冷血な男を、お通という女は愛するわけでしょう。矛盾があるんですよ。興味を

もって、その後、宮本武蔵に関するいろんな映画を見てみたんだけど、どれもその点をちゃ

んと描いてない。ただ、危険な思想だと思いながら、『武蔵』は繰り返し何度も読んだ。ど

こかで惹かれるものがあったんだろうね。 

 もちろん、そういう大衆娯楽だけじゃなくて、『異邦人』や『ベニスに死す』、『二都物語』、

『小公子』、『小公女』……有名な文学作品も通り一遍は読んでるんだけど。 

西澤 漱石も読まれてますよね。 

鈴木 漱石でいえば、なぜか『行人』が大好きだった。弟から見た神経質な兄貴の話。そんな

兄貴のところに明るく太陽のような女房が来るんだけど、結婚した途端、その明るさが鼻に

ついて、兄貴はますます孤独になっていく。挙げ句の果てに女房が邪魔になるっていう、す

ごい話だよね。因さん、そういう経験してない？ 

田居 してません。邪魔にされてないから（笑）。 

鈴木 ぼくは読書からいったい何を学んできたんですかね？ 

田居 人生の裏側のようなものを見てきたんじゃないですか？ 

鈴木 こんなに読書について一時にしゃべることは珍しいんだけど、本当に自分でもよく分か

らない。ただ、密やかな楽しみであったことは間違いないね。そういう本を読んでいるとき、

楽しくて仕方なかったもん。 

西澤 明るく前向きな鈴木さんの中に、じつはニヒリストな部分もあって、それが感応したん

でしょうか。 

鈴木 『大菩薩峠』はまさにそれだったね。妙に肌合いがよかった。 

田居 そういうニヒリズムというか、自分の暗い部分を見てしまい、これじゃいけないんだと

思ったからこそ、いまの鈴木さんがいる？ 

鈴木 そうなのかな？ 

田居 少なくとも、いまの鈴木さんのイメージとは逆ですよね。 

鈴木 これも大衆娯楽映画だけど、『座頭市』ってあるじゃない。あれなんかも最初のテーマ

は友情だったんですよ。座頭市は目が見えなくて、このままじゃ一生うだつがあがらないと

思って、居合いを習う。そして、それを武器に裏街道に入って身を立てる。いわば上昇志向

を持ったわけだよね。一方で平手造酒という天才剣士がいて、この人はいいところのお坊ち
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ゃまなんだけど、体が弱かった。 

 そんな二人があるとき出会うわけ。平手造酒が魚を釣っていると、偶然、釣り竿を持った

市が現れる。平手造酒が「お主、目が悪いのに魚を釣るのか」と言うと、「へっへっへ、釣

れるかどうか」と市がこたえる。「あ、お侍さま、引いてますよ」「む、お主、見えないのだ

ろう」「へっへっへ」。それがきっかけで、お互い心が通じ合ったんだよね。 

 ところが、その二人がやくざの出入りで敵味方として再会することになる。結果的に、平

手造酒は「おまえに切られたかった……」と言って死んでいくんだけど、それによって彼は

自分の生涯をまっとうできたんだよね。つまり、生涯初めて会った心を分かち合える友だち

と戦わなきゃいけなかったという話なんです。 

 続く第２作は、簡単にいうと、実の兄貴を手にかけなきゃいけなかった市の物語。第３作

では、自分に居合いを教えてくれた師匠を殺さなきゃいけなかった。第４作では、好きにな

った女性に裏切られる。つまり、市の人生というのは人を斬り、人に裏切られることの連続。

それによって、最初に持っていた上昇志向は消え、虚無になっていく。順番に見ていくと本

当におもしろい話なんです。 

西澤 ただのチャンバラじゃなくて、そういうテーマがあったんですね。たぶん文学というの

は、愛情とか友情のままならなさ、どうにもならない人生の悲哀や虚無のようなものを描く

側面があり、鈴木さんは一貫してそこに惹かれてきた。 

 一方で、鈴木さんは宮崎駿さんについて、「一般の印象とは随分と違う人かもしれない」

とお書きになっていますよね。「宮さんはぼくが出会ったときから悲観論者だった。しかし、

その悲観の深さが作品を生む。心の中の深い闇、それが宮崎駿という作家の創作の原点なの

だ」と。こうやって読書遍歴を聞いていると、鈴木さんも宮崎さんと同じように、一般のイ

メージと真逆の方だという気がします。 

 ただ、おふたりの根底にそういう悲観や虚無があるからこそ、表に出てくるスタジオジブ

リの作品は世界中の子どもに愛される、元気を与える作品になるのかなという気もします。 

鈴木 ぼくが堀田善衞という人に惹かれた理由は一点なんですよ。つらいことも楽しいことも

含めて、すべてを公平に見る。客観視する。そこなんです。堀田さんが芥川賞をとった『広

場の孤独』は、朝鮮動乱の中で何が起きたのか、第三の立場から歴史として書き残すという

ことをやっている。起きたことをそのまま書く。ある意味、ジャーナリストですよね。なる

ほど、そういう考え方があるのかと、ぼくは目を見開かされた。じつをいうと加藤周一さん

もそう。堀田さんや加藤さんのものごとを客観的に見る力と、ジブリの映画とは、じつは裏

返しの関係にあると思うんです。たしかにジブリは明るくがんばる主人公を描いてきた。で

も、それは悲観や虚無がないからじゃなくて、アニメーションが子どものためのものだから

です。何も子どもに絶望を与える必要はない。与えるべきは希望だろうって、宮さんもぼく

も思ってきた。 

田居 「生まれてきてよかった」と思えるように。 

鈴木 ということは、自分の中でその両方が共存してるのかね？ そうやって考えるとおもし

ろいね。 

田居 鈴木さんにとっては、暗い部分を深く持っている人、大きな虚無を持っている人ほどお

もしろいんじゃないですか？ 宮崎さんが悲観論者で、鈴木さんが大きな虚無を抱えている

んだとしたら、そこにふたりがいっしょに仕事をできる理由があるような気がします。 
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鈴木 共通項なんだろうね、たぶん。それがベースにあった上で、表にどう現れるか。 

西澤 ただ、本の読み方は真逆だったわけですね。鈴木さんは内容を正確に把握しようとし、

宮崎さんは〝誤読〟を愛する。 

鈴木 おれなんか読解力があるからしょうがないよね（笑）。 

西澤 宮崎駿さんという人は、鈴木さんにとってやっぱり読み解きがいのある人ですか。 

鈴木 だっておもしろいんだもん。あんなにおもしろい人はいません（笑）。 
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