釣りは人生とは別の時間

フライフィッシングの魅力 と 愉 しみ
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釣りをしているときの︑ある瞬間に訪れる至福の感覚は何物にも代え難い︒三十歳を過ぎてから
釣りをするようになった私は︑その魅力に取り憑かれて夢中になった︒学校を出て就職し︑家庭を
持ち︑子供を育て︑働き︑人並みの暮らしを営みながら︑その頃の私は何か物足りないものを感じ
ていた︒だから釣りに没頭するようになったのかもしれないが︑あるいはそれまで自分が釣り好き
であることに気づかなかっただけかもしれない︒
人はいつまで生きるかわからない︒それでも生きていればこそ︑楽しいことがある︒また︑悲し
いこともあるし︑辛いこともある︒幸福を感ずることあれば不幸に思われることもある︒そういう
我々の生活に︑釣りの知識や技術︑経験が役立つことはほとんど何もない︒釣りは悲しみを癒すわ
けではないし︑不幸を遠ざけもしない︒釣りは釣りである︒それでも釣りは私の人生の欠かすこと
のできない一部分なのである︒
私には二人の息子がある︒釣りを始めてからの一時期︑私は彼らを釣りに連れて行くことがあっ
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た︒まだ子供であった彼らは釣りに行くのを喜んだが︑ある出来事から私は息子たちを釣りに連れ
て行くのをやめた︒
釣り人のなかには︑釣りをするために生きているような人がある︒私の釣り仲間にもそういう人
がいた︒彼を見て︑そして自分自身を顧みて︑私は息子たちが釣りにのめりこむのを危惧した︒人
生には釣りよりも重要なことがいくらでもある︒彼らが釣りをするようになるとしたら︑父親に教
わらなくともいずれそのときがくるだろう︑と思ったのである︒釣りはそういうものなのだ︒
それから二十数年が過ぎた︒すっかり大人になった二人の息子はいずれも釣りをしない︒釣りな
どより他にしなければならないことがあるのだろう︒私が釣りに連れて行った当時まだ幼かった彼
らは︑釣りではなく︑父親と過ごすひとときが嬉しかったのに違いない︒
私はいまも釣りをする︒釣りに行きたくても行けないときは︑釣りについて書かれた本を読み︑
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アルンデル・アームスは十八世紀に建てられた古い建物である︒一九二〇年代から釣り宿として
利用されていたが︑夫妻が購入したときには浴室のない貧弱な客部屋で︑ボイラーで石炭を燃やす
と食堂は煤だらけになる有様だった︒夫妻は大幅な改装を施して︑アルンデル・アームスを釣り宿
として再建した︒ご主人が釣りの案内︑奥さんは宿泊客の世話をした︒新生活も釣り宿の経営も順
調にいっていたのだが︑病に侵されたご主人の命は長く続かなかった︒一九七二年にフォックス゠
エドワード氏が亡くなると︑アンさんは釣り宿の経営をしなければならなくなった︒釣り宿の主人
が釣りを知らないでは済まないから︑とアンさんはフライフィッシングに挑戦するのだが︑アルン
デル・アームスには幸運なことに︑ロイ・バッキンガムさんがリバーキーパーとして働いていた︒
英国で﹁ギリー︵ Gillie
︶
﹂とも呼ばれるリバーキーパーは︑釣り場としての川を魚にとって良好な
状態に保つのが仕事の︑文字通りの川の管理人である︒川の土手が崩れ落ちないように固めたり︑
川辺の木々を剪定したり︑水草を取り除いたりして︑魚の餌となる水生昆虫の棲息に適した環境を
整え︑釣り人のために魚の数を一定以上維持するように努め︑釣り人の世話もする︒バッキンガム
さんはウェールズ地方のフライキャスティング大会で優勝したこともある釣りの名人で︑フライフ
ィッシングのインストラクターでもあった︒
アンさんはバッキンガムさんに教わりながらフライフィッシングを始めた︒そして最初の一尾を
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ラムは生涯を通じてコールリッジに手紙を書き送る︒ラムの初期の詩作のいくつかはコールリッ
ジの発刊した本に収められもして︑ラムの文学的活動はコールリッジによって支えられていたのだ
が︑そうして手紙を書くことがラムにとっての文学的活動だったようでもある︒実際ラムのそれら
︶
の手紙は文学的価値が認められ﹃チャールズ・ラムの書簡選集﹄
︵ The Best Letters of Charles Lamb
として出版されている︒
例えば一七九六年六月十日付のコールリッジ宛の手紙の一部分︒

僕はいま一冊の本を読んでいて︑それが子供の頃の喜びそのものだったものだから︑やや気
持ちが入り過ぎているところはあるけれども︑君にもぜひ読んでもらいたい︒それはアイザッ
ク・ウォルトンの﹃釣魚大全﹄だ︒科学的な記述などは読みとばせばいい︒素朴な対話形式で︑
田園の美に溢れているから︑君も気にいることだろう︒好ましい古い詩がたくさん織りこまれ
ている︒この手紙は︑一週間もあれば読めるだろうが︑返信は一箇月ばかり先でかまわない︒
七月初め頃には君からの手紙に十分に満足しているさ︒ただ︑君にもしゆとりがあってそれよ
り早くなるなら︑すぐに知らせてもらえると︑すごくうれしい︒︵﹃チャールズ・ラムの書簡選
集﹄筆者訳︶

ラムは釣りをしなかったが﹃釣魚大全﹄の愛読者だった︒この手紙の二十数年後に書かれた﹃エ
リア随筆﹄でも﹃釣魚大全﹄に言及している︒
ラムは詩人として活躍することはなかったが︑だからこそ︑満たされることのない文学的野心を
燻らせつつ平凡な勤め人として日常生活を営みながら︑齢を重ねてもその文学的野心は枯れること
なく︑やがて﹃エリア随筆﹄を書くのである︒その人生で﹃エリア随筆﹄が文学の果実として結実
するまでの一時期︑ラムは家庭問題のために文学から遠ざかっていたことがある︒﹁﹃釣魚大全﹄を
熱心に読んでいる﹂とコールリッジに宛てて手紙を書いたその三ヵ月後︑ラムの日常生活は実の姉
によって破壊される︒発狂した姉のメアリーが︑母を刺殺してしまうのだ︒
一七九六年十月二十二日︑夕食の支度中にメアリーがラム家に奉公していた少女に腹を立てて乱
暴をしたので︑母エリザベスがそれを大声で𠮟りつけた︒心の病を患っていたメアリーは母の大声
に錯乱状態になり︑手に包丁を持つとそれを母の心臓に突き刺して死なせてしまった︒その五日後︑
ラムはコールリッジにこの事件のことを手紙で知らせている︒

最も親愛なる友よ︑ホワイトか友人の誰か︑あるいは新聞か何かで我が家に起こった恐ろし
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い︒ヴェナブルズは自らを戒めるように﹃熟練した釣り師﹄を次のように締め括っている︒

何のレクリエーションでも毎日やってはいけません︒毎日やるものは︑仕事にほかならない
のです︒節度のない耽溺と放縦が︑そのレクリエーションとの交わりを好ましくないものにし︑

第三部

熟練した釣り師﹄飯田操訳︶

そのなかにある満足と楽しみをだいなしにしてしまうことのないようにしなければなりません︒
釣魚大全

ジョン・ウォーラー・ヒルズと釣りの本

︵
﹃完訳

四

フライフィッシングに関する最古の文献は︑紀元前二世紀︑古代ローマの著述家クラウディオス・
アイリアノスが︑マケドニアで虫の擬餌鉤を使って鱒を釣ることを書き残したものだと言われるが︑
﹃鱒の毛鉤釣りの歴史﹄︵ A History of Fly Fishing for Trout一九二一年発刊︶の著者ジョン・ウ
︶を︑英国のフライフィッシングの開祖として位
Treatise of Fishing with an Angle

ォーラー・ヒルズは︑一四九六年に発刊されたジュリアナ・バーナーズ女史の﹃釣りで魚を獲るこ
とについて﹄︵

置づけている︒
ジョン・ウォーラー・ヒルズは一八六七年生まれの英国のフライフィッシャーで︑その著書﹃鱒
のフライフィッシングの歴史﹄は︑フライフィッシングの様式と方法論が文献として残る十五世紀
末から二十世紀までの膨大な文献をひもときながら︑それぞれの文献のフライフィッシングの発展
に与えた影響とその文学的価値について批評している︒
﹃釣りで魚を獲ることについて﹄は全四十数ページのほどの︑書物というよりは冊子程度のものだ
が︑フライフィッシングのスポーツとしての意義とその実践方法について初めて体系的に書かれた
歴史的な一冊である︒まず釣りが狩猟︑鷹狩︑鳥打ちよりも面白く︑しかも精神に良い影響をもた
らすのだと説いている︒狩猟は︑犬を追いかけて走り回って汗をかき︑鷹狩や鳥打ちもそうだけれ
ども服が汚れ︑破けてしまうこともある︒肉体的にも精神的にも負担が大きい︒それに比べると釣
りは優雅とまでは言わないが︑もっと手軽でしかも解放感があるという︒釣りの精神的効用に続け
て︑釣りの方法と道具︑竿のつくり方︑仕掛け︑釣り糸︑フライについての説明がある︒ヒルズに
よれば︑それ以前にもスポーツとしての釣りについての文献はあり︑おそらくバーナーズ女史もそ
れらの文献を参考にしたであろうと推理されるのだが︑
﹃釣りで魚を獲ることについて﹄の内容はそ
の後に書かれる膨大な数の釣りの指南本の原型になっているのである︒ただ︑著者であるジュリア
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