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乱歩氏、と私 美輪明宏
私が、江戸川乱歩氏ど知偶を得たのは、戦後間もない昭和サ七年の初夏であった。 文士を始 程を経て、手ムが氏の原作、三島由紀夫脚色の「黒蛾均Jを主演して大当つをとるとは真に玄妙な

めとした各界の著名人達が出入りする銀座のクラフに於てであった。歌舞伎俳優であった故中 る縁と忠われてならぬのである 然し残念ながら氏は私がシンガーソングライターの元祖「よ

村勘三郎氏の紹介である。 当時五十八オの氏は、探偵作家クラブの名誉会長職に就かれる寸前 いとまけの唄」がヒットしブームを呼ぴ多忙をきわめていた昭和四十年に他界され、四十三年の

で治の乗り切っ ていた頃であった。 幼時より氏の作品のファン と云うより明智小五郎のファ. 私の「黒断士号Jの映画も舞台も御覧頂〈事は出来なかったのである.色々の御縁の放もあってか、

ンであった私は、紹介が済むか済まぬうちに「明智小五郎、てどんな人なのでしょうか ?J ど氏 横溝氏の作品がブームの頃は私も何やら口惜しい思いもしていたが、近頃江戸川氏の作品がえ

に問うた。 返事は「切れば青い血が出る様な人だま。」でbあった。そして言葉を継いで「ところ 直され脚光を浴びて来た事は真に御向慶の至りである』土俗的な成金時代が終鴬を告げ、 j郡東

で君は、どんな血が出るんだいつ」ど私に質問芦切 1返した私は「七色の舎が出ます。」しやら 唱され会手会派の時代になったのであろう，それは戦後、五十年近くの歳月を必要どしと?であ

りと答えた。 「ほう、珍しい血だね。 じゃ 切らてみょうか?， J とすかさヂ畳み込まれたので; る。類廃美どは余裕なのであるからして 3 戦前戦後を通じて世に巧妙なる推理作家は数多輩出
-;.. 

「およしなさいま し、虹色の光で、お自民が潰れvますよ o J どや q 返すと「面白い子だねえ。 顔どい されては来たけれど二中々後世に残る作品となり得る人が出ない理由ど江戸川氏どのキ目異点は、

い 姿といい 頭の切れエ合ど L 、、、僕のf下品にビソタリだ。 世の中にこがな子占ごちゃんといる 夢幻性とロマンチシズムどデカタンスによる。かのピカソを始めとしてギユスターフ・モロ一、

のが不思議だねえ。」どお讃めの言葉を頂いた。それが氏どの初対面て、あった。それから氏は駐 さリムト他天才琴術家達が精羅星の如〈輝き活費方していたあの時代、印象派からアール・デコ、

らおしのびとやら出品)ながら度度見える様になった。そしてやがて制ご世に名前が出る頃に エロ、グロ、ナンセンスのアンニユイな匂い、高雅な毒のず}が江戸川i 氏と他の作品どの決定
はすっかり御無沙汰どなり、久し振りに再びお目に掛かったのは、親友の戸川昌子壊が江戸川 的な違いなのである 6 高畠華宵描〈所の美男美女が最早現代には存在せぬ如〈、江戸川氏の如

乱歩賞を頂いた折ワてあった。私が祝いの歌ど祝辞を終手た後の雑談タイムで氏がゆっくり近 〈拳震なる情緒ど夢幻の中にどっぷりと身を浸して生きる作家も又存在せぬと云う事てある。

F!tl，、て来られてヘ、ゃあ、矢張 t) 君だったのか3 丸山明宏と云うのは君によく似てるなあ、ど 切ない思いがする。 春はめぐりやっどこれからど云う時には、もう天オ達は宇宙の果てに消え

思っていたらやっぱりそうだったのかあ。」ど鴛かれた。その後又疎遠となった。 そして約十年 てしまっているのであるh
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