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庶民の生活(3)

一砂川一郎

ホリァ団

英国の大学は休暇カミ大変長い夏に3ヵ月クリス

マスと春に約1ヵ月づつの休暇がある.つまり学生は

1年の半分位も休暇ですごすわけである.一般の勤め

人も年に20目前後の有給休暇がある.この休暇期間

中に1年かかって貯金してきた金のほとんどをつぎこ

んで国内国外旅行をするのが学生のみならず英国

一般庶民の下は小使春んから上は大震凄で夢)最大の楽

しみである.旅行も1目･2目と書った小規模扱も

のではなくずいぶん安サラリｰの人でも五週間エO

目という規模で旅する.ともかく英国人はホリデｰ

についてはまったくクレｰジｰで年末頃から来年のホ

リデｰ旅行のプランを建て予約の申し込みをしている岨

実際有名地はそのぐらい早くから予約しておかないと

ホテノレがとれたいことが多い.したがって大はトｰ

マス･クック社からはじまって小は裏町の小さい旅行

杜までたくさんの数の旅行業者カミあり大きいところは

自分で経営しているホテルやホリデｰリゾｰトの施設を

もっているところもある.毎年冬杜で国内国外旅行

のプランをたくさんっくっている.これはたいてい

グルｰプで行くプランで日本の団体旅行と同じである

ただヨｰロッバ大陸の数力国をかけまわったりソ連

各地の一周といった具合に規模は日本のものよりも大

きい.団体でゆくので費用もそれほどかからずフ

ランスイタリアの10日程の旅カミｰ切こみで3～5万円

位であげられる.勿論バｰミュダｰやアゾレスのよう

に飛行機で飛び南国の太陽を満契するといった金持用の

プランもあるし豪華船で世界一周といったプランもあ

る.安い国内旅行から高い海外旅行のプランまで多

数のプランが各旅行業者でつくられているから適当校

ものを選択し金を払ってサインしさえすれぱあとは

一切を業者カ峠ってくれる.パスポｰトや外貨の世話

だけで在くホテルや汽車1船の座席の予約まで一切で

ある.だから業者ぽ頼みさえすればあとはそこでつ

くってくれた予定表に従って歩け1ま全部ぶじにすむとい

うわけである.こうした既製品の旅がきらいな人たち

は自分の車でスコットランドやウェｰノレズの方を放浪

してまわったり船や飛行機で自家用車ともどもドｰヴ

ァｰ越えをしてヨｰロッパ大陸を旅行してまわる.

自家用車旅行でも結構安上りの旅ができるように色々

施設カミできている.たと完ば小さな田舎村落へ行っ

ても探せぱたいていみつけ出すことのできるbedand

breckfast(B.B).これは一般の民家か内職にやって

いる手軽な宿屋でベットと朝御飯だけを出してくれる.

フロには入れない.これで安いところで10シリング

(500円)高いとこるでも1ポンド(1000円)位の宿代

である.それでいて結構よい部屋に泊まれる.普通

のホテノレに泊まれば安くても王泊朝食つきで25シル

(1250円)から30シル(丑500円)はとられるからB.B.は格

安である.昼食は野外で自炊し夕食だげどこかのレ

ストランでとれば結構安くて旅行することができよう.

それからキャラバンをつかうのカミかなり普及してい

る.ヒれはベント1キッチン1トイレ柱とが一武とと

のった大型のトレラｰで自家用車のうしろにつけて旅

行し適当校をころで停めて自炊すれば大変安上りに

つくというわけである｡もっとも家の柵噺婚夫婦な

どはトレラｰだけを買ってそれを家がわりにして住ん

でいる人もある.いずれにしてもあれやこれやとホ

リデｰ旅行カミ安上りでできるような工夫が校されている

のでたとえ安サラリｰの人たちでも1週間･10目とV'

う長いホリデｰを楽しむことカ玉できるのであろうし又

皆ホリデｰで思い切り楽しむために常日頃倹約してお金

をためている.最近はヨｰ回ツバ大陸へg旅行だけ

でなくソビエトヘのホリデｰ熱が大変高まってきてい

るようで各種のプランが各社から出されているしケ

､ンブリヅジ大学生たちかバスを一合借りて自分たち

で運転し柾がらソ連領土内のホリデｰを楽しんだそう

である.この夏にもカレッヂの友だもからモスコウ

の絵葉書が送られてきたしともかくソ連領への旅行も

英国人には簡単にできるらしい｡もう一人の友たちか

らはイタリアのベエスビアス火山の絵葉書が送られてき

た.私もまた最初の年には友人2人と共にフォｰド

コンサノレを借りて湖水地方からスコットランド1周の旅

行を楽しみ2年目にはコｰンウォｰル地方で工0目ほ

ど夏の休暇を楽しんだものである｡

娯楽

日本の勤め先では昼休みたいていの勤め人が碁を

やったり将棋をやったりする｡衝々にはパチンコ屋

がはんらんし麻雀荘や碁会所がある.何処に居ても

娯楽の場所にことかかずちょっとした時間つぶしの種

に固まることはない.ところ郁英国人はこれとは正

反対におよそ時間つぶしの種カミ少ない.カレツヂの

昼休みは正1時間あるのだか食事がすんでスタッフ

用のCOmmOnrOOmにコｰヒｰを飲みにくる人女は�
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そこでコｰヒｰをすすりながら談笑するか備えつけの

雑誌や新聞に目を通して休み時間をすごすぐらいが精々

で碁将棋に類する遊びをすること恋ど全然ない.

若干の研究者たちはNatureやTi㎜esなどに出てい

る大学や研究所でのポストの公募欄でよい地位を探して

時間をつぶすかそれもあきてくると謹言うとたく

“haveawa1k"と声がかかって4～5人づれ立って

カレヅヂの庭の散策をして昼休みをすごす.昼休みに

トランプを楽しんでいる人たちや西洋将棋を戦わせて

いる人など全くみたこともないのである.たいへん健

康的であるといえばその通りであるカミのんびりと碁で

もうって昼休みをすごす日本式の休憩時間になれていた

私には最初とかくとまどいがちであった.こうした

やり方はなにもレッヂに限ったことではない.実際

ロンド1■市内の目抜き通りや観楽街を歩いてみてもパ

チンコ屋とか射的場に類する遊戯揚は全くないと言って

も過言ではない.東京の浅草にでも比べることのでき

るソホｰ地区ですら一パチンコ屋に類する遊戯場は私

の知る限りでは2軒しか存在しない.ましてや西洋将

棋場みたいのところを私は知らない.大体西洋将棋は

日本の将棋のように庶民のものでなく上流の遊びに属

するのであろう.酒場でも置いてある遊び道具は精

々ダイスかダｰツぐらいのものである.たまに町はず

れにジプシｰが集団でもってくる遊戯場が開かれハチ

:■コ機械やルｰレットのたぐいの小ばくちが行恋われる

こともあるがそれにしても大変ひん弱で一般的ではな

い.ともかくことこの種の娯楽に関しては日本に比

べて英国はたいへん貧弱でこうした遊び道具で楽しも

うとすることはしない.ただ1つ英国庶民の間で広

くまんえんしているノJ･とばくがある.フットボｰノレプ

ｰルである.例のトトカルチョというかけは元来は

英国のフットボｰノレから由来しているものでそれカミイ

タリアに導入されてトトカルチョと言う名で呼ばれるよ

うに在りさらにそれが日本に輸入されようとしている

のである､フットボｰルプｰノレとは1回に50円のかけ

金を出してその週のたくさんあるフットボｰル試合の予

想をするもので完全的中者の数に応じてかけ金が分配

される.だから時に只一人しか的中者がなく数億円に

のぼるかけ金を一人で貰い一時成金になるものもいるわ

けで毎年何人かがフットボｰル成金になっている.

このプｰノレには階層をとわず皆熱中しており大学の教

授でも多額のかげ金を獲得した人がいるほどである.

私も何度か試してみたがいつも失敗であった.

映画は製作本数からゆけぱ精々日本の1/3乃至はそれ

以下しかつくられていないであろう.私は独り身で暇

があったから1週に2本時に3本位をみていたカミこ

れだけみてしまうと近在10マイル範囲内に存在している

映画購の何処をかけまわってみても皆みてしまった映画

ばかりとなってしまう1事実友人と2人でまだみて

いたい映画を上映している映画館を深カ主し出すために車

で2時間近くもぐるぐる近在の町々をまわりつくして

あげくのはてに何処にも新しい映画をみつけ出せたいで

しまったことがある.映画の本数カ沙柱いかわりに

映画館自身は日本のものより大部きれいである.たい

ていの田舎の映画館でも館内はじゅうたんカ重しきつめ

てある.面白いことに英国では映画館の中で喫煙

が自由で客席に灰皿さえ備えつけられている.同様バ

スや電車や地下鉄の中でも喫煙自由である.ただしバ

スは2階でのみ地下鉄や電車はnosrnokingとめい

打ってある車両以外の車ならどの車両でも煙草をすうこ

とができる.これはいささか意外な習慣1であった.

英国滞在中たくさんの英国映画をみて一つ感づいたこ

とがある.それは英国の中に占める怪奇残虐映画･グ

ロ映画･法廷映画の比率が意外に高いという事実である.

たいていの映画館は2本立興行であるがそのうちの1

本は必ずと言ってよいくらいこの種の映画で占められて

いた.たとえば吸血鬼ドラキュロアとかフランケン

シュタイ;■とかいった類の映画である.あるいは日本

軍の残虐行為を極端にとりあつかった｢血の島の収容所｣

といった類のものである.この種の傾向は映画界に限

ったことではなく何処の本屋の店頭にもたくさんのエ

ログロ小説カ茎氾濫しているし暴行事件や姦通事件の法

廷記事を売物にしている日曜紙NewsoftheWorldが

英国一の発行部数をほこっている事実テレビの人気番

組の“E㎜ergencyWOrldTen"が主として病院での急

救患者の手術シｰンでもって人気をかちえている事実な

どいたるところにみいだすことができる.こうやっ

てみてくると英国人は大変サディズム趣味をもってい

るようにおもえてくる.しかし前にも書いたように英

国民の生活の90パｰセント以上はたいへん健康的なもの

である.だからつまり残りの数パｰセントの所に人

間悪をさらけ出すところをもっておりそれを安全弁と

しているのだと言えよう.あるいは悪く解釈して言え

ば表面上の生活で紳士をよそおっていねば校らないの

でこういうところへそのゆがみカミ露出されているのだ

とも言うことができよう.このバランスは政治のやり

方でもとられておりたと克はノ･イドパｰクでの演説

会という形であらわれているのであろう.映画館の数

に比べて芝居小屋の比率はたいへん多い.小さな田舎

町に行っても芝居小屋があり古典劇･創作劇だとカミ上

演されている.こういうところは毎日ひらくわけで�
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は荏かろうが少なくとも日本の場合よりもはるかに演

劇が庶民の生活の中にとけこんでいると言うことはでき

よう.決してインテリ階級だけのものではないようで

ある.

新聞

英国の新聞というとまずTheTimesとかGardian

などを思い出す.この2紙カ茎まず英国の新聞を代表す

るものであろう.そしてこれらを読んだ人達は記事

内容の高級さと豊富さに又ニュｰスが広範囲かつ正確

であり一方に偏していないことに感心させられ英国入

の教養の高さにびっくりすることであろう.そしてそ

こから英国人全般の教養の高さについての誤った結論を

導き出しかねない.たしかにこの2紙は英国の新聞を

代表するすぐれたものであろうが決して典型的な英国

の新聞ではないのである.発行部数も日本の3大新聞

に比べると桁違いの少部数しか出されておらず読者層

も上流階級乃至イ1■チリ階級のきわめて限られた階層だ

けである.これら2紙以上に発行部数も多く庶民の

間で広く読まれている新聞カ茎五指に余るほどある.そ

れらがいづれも夫々に強い個性とはっきりした政党色

をもっている事も日本の新聞との大き放ちがいである.

たとえばデリｰテレグラフ紙はニュｰス記事の豊宮

な点ではタイムズと同格そ高級紙の部数に属するが

実にはっきりと保守党色をもっておりニュｰスの扱い

方から選択の仕方に至るまそはっきり右偏している.

これに対してたとえぱデｰリｰミラｰ紙は労働者階

層に広く読まれ発行部数も一番多い新聞だカミ読むとい

うよりは見る新聞でタブロイドの小型判である.ト

ップにヌｰド写真をもってきたりrストライキが解決でき

ないような馬鹿者の政府なんか即座に止めてしまえ｣といった

種類の主張を大きな活字で数行だけ印刷したのが第一面

にたっていたりする.又発行部数の比較的高い新聞の

多くが連日のように離婚裁判とか暴行事件などの法廷記

事を実に詳細に取敢かっており又上流階級や芸能界の

スキャンダル記事でうずまった欄が半頁から一頁にわた

ってある.スポｰツ記事にももちろんカが注がれてお

り共産党系のデｰリｰワｰカｰがかってかなりの発

行部数をほこったのもすぐれたフットボｰル記事をも

っていたからだそうである.いづれにしてもこの種の

新聞が庶民の間で一番広く読まれている新聞であり決

してタイムズなどの高級紙が英国で一番広く読まれてい

るわけではない.同様なご'とカミ目曜目のみに発行され

る同曜新聞にもうかカ主える.ObserverやSunday

Timesなどは高級紙として日本で･も広く知られている

が圧倒的に高い発行部数を誇っている日曜新聞の

NewsoftheWorld(ミズワｰルドコンテストの主催誌)

はスキャンダル記事法延記事エロ･グロ記事で充

満しておりそれを売りものにして部数をのぱしてきたと

いわれている.これなどは日本の或種の新聞よりも程

度が落ちるようである.

サラリロ･物価

英国での平均サラリｰは日本人の約3乃至4倍と考

えて間違いない.教室の工任室に勤めている17～8才

の実験助手が週6～7ポンドをもらっている.月給に

なおして3万円前後か.私と同年輩の大学の助教授が

月130ポンド(13万円)大学教授で年俸2000～2500ポン

ド(月17～20万円)のサラリｰを貰っている.Ph.Dを

とったばかりでDS.I.R.からPostdoctoratefellow･

shipを貰っている研究者が1000～1300ポンド位の年棒

である一さらに一般的に言って会社に勤めている人た

ちは官庁学校に勤めている人の1.5～2倍近いサラリ

ｰを貰っている.大学に居る人達は上記の正規のサラ

リｰの他に試験の採点などによる特別収入がある.中

･下級のサラリｰマンでは普通週給制で毎週金曜目に

サラリｰカミ支払われ上級サラリｰマンや大学関係の人

達は通常年俸で支払いは3ヵ月に一度づつである.

物価は物によっては日本より高く物によっては低い.

平均して1.5倍位にあたろうか.安いものはバタｰ･

チｰズ･ミルク･肉類･自動車･洋服類･靴等で高い

ものは日用雑貨･家具類･家賃･交通費･レストランの

食事代･煙草･映画代等である.

たとえば煙草は20本入200円食事は最低に食べて

も1食200～300円はかかる.交通費は約3～4倍家

賃も約2倍であるが靴は標準のもので2～3000円洋

服も日本並乃至それ以下で良質のものが買えるしバタ

ｰ等の食料品は日本より少し安目である.従って日本

並の生活をしようと思えば結構安くて暮せる.私の場

合2食付の下宿代が週4500～5000円カレツヂでの中食

代カミ週約1000円その他に週1～2回の映画乃至はロン

ドンえ出て少し豪勢な支那料理を食べても月に3万5

千円から4万円位でまかなえた.もっとも一般の生活

水準が高く食費や住居費に日本の場合よりもづっとか

けているから3～4倍のサラリｰを貰っていても結構っ

辛しい生活をしている･ち在みに英国人は一般に食

費･住居費には金をかけるが衣料には日本人程金を

かけないようで私は日本に帰ってきて英国人に比べ

て日本人が皆ずっと立派な衣服を常用しているのを知っ

てびっくりしたものである.貧弱な家に住み貧しい

食事をとりなカミら着るものだけは立派なものを着ている

のに…….平均物価が高く生活水準カ茎高いので高�
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いサラリｰをとりたカ重ら結構っ裏しい生活をしている英

国人ではあるカ茎社会保障カ暁備しているので病気に

なってもあるいは老年になっても金銭的な面で余り心

配する必要がない中医療費はどん松病気でも診察1投

薬･入院1手術等の費用は一切無料であり年をとれば

誰でもかなりじゅうぶんな年金が貰克る.こういう点

までひっくるめてみると資本より生活水準が高く'生

活が楽であることはまちがい榊'ようである｡

気候

ロンドンは緯度が51.5竈で北樺太あたりに相当す

る.だから資本人からみるお大変寒冷の地で冬中雪に

埋もれているように想像されるが実際は暖流の影響で

真冬でも東京の名よりもかえって暖かい｡天気が良く

なると酷しい寒さになるが冬場ははほとんどお日様が

射す目がないから平均して東京よりも暖かいといえる

であろう｡雪も倖聞2～3回降る程度である､その

かわり有塙汝霧は想像以上にひどい｡資本で霧らしい

霧に会ったことのない私は最初の霧に出会ったときロ

マンチックでたいへんに詩情をわかされたものであるが

そのことを話したら英国人皆にとんでもない奴だとひ

どく怒られたものである.私のこの静膚も数目後友

人と一諾に映画をみての帰途深い霧にみまわれたとき

には完全に吹き飛んでしまった.車で帰ってきだのだ

カミ最徐行で動いていても何度歩道に乗りあげたり別

側に行ってしまったりしたかわからない.普段なら10

分位で帰れるところを1時間半もかかってしまった.

よく新聞ラやジオでvisibilitynω1(視界零)と言う

が文字通りその通｡りで50cm先がみえないことすらあ

る霧に見まわれると電車もバスもストップするかひど

く遅延してしまうから霧か蜜き出すあ皆取るものとり

あえず逃げるように帰ってしまう.一寸遠出でもし

ていようものなら家に帰りつくことカミ出来ず路上に

車をとめ車中で寒い一晩をすごさねぱ狂らない破目にな

る.私の住んでいたところはロンドシ郊外の田舎で霧

も乳白色できれいであったが市内では工場や家庭のだ

んろから出る石炭の煙と霧とがまじり合って黄褐色や

灰色のいわゆるスモッグになってしまう.こうなると

激しく気管を刺激するから気管の弱い人は大変である

数年前にある霧の深い晩一夜でロンドン市内だけで

1000人を越える人が気管をやられて死んだ記録カミあるそ

うである.こうした霧が1日で納婁ればたいしたこと

も鮎'のだが2,3目ひどいと書には五週間と続き

その間完全ぽ霧はとぢこめられてしまうのであるから

英国人が霧を憎悪する気持ちもっともだと思われてく

る英国で一番よい挙飾はS月｡6月である.冬中ずっ

と頭上にかぶさっていた雲も晴れ5月の太陽が顔をみ

せるとあり&あら峨る花々が一挙に咲き出す舘可憐な

Sη岬伽｡p､別蝸b釧などみごとなのはしやく荏げの

花である出しやく校げは身の丈の2～3倍の大木になり

花も大輪がつ八重で白･赤1紅1まだらと色とりどり

である串戴水仙も美しくカレッヂの庭一面陪野生の花

が咲きみだれるシｰンはまことにみごとである｡この

頃は貫も長く夏蚕の頃虹は夜10時半か11時頃裏でた

そカミれがおをずれてこない恋の花カ蝶きあちこちρ

公園の芝生で若い男女が公然&抱擁する姿カミ花々の合間

にみられるのもこの時期である.7,8月の盛夏に在

っても気温は平均17～18σでどん在に暑くても30｡を

越えることは殆んどない.冬服一着で夏冬すごすごと

カ主できる気温である昔洋服をきちんと着用している英

国紳士のてん統も実はこの気候から生まれているのだ

というこをがわかる｡夏カ茎過ぎると一挙に冬がくる.

英国にははっきりした奉･秋の季節は扱い｡おまけ

にエ賢のうちに冬と夏とが共存していることすらある.

しょぼしょぼと霧雨の降る目が夏冬を通して多いが温

魔は日本の梅雨みたいに高く狂くおまけに気温カミ低い

からかびが生えることもない.食料品も冷蔵庫に入

れておかなくても平気で一週間位もたせることカ室でき

る｡しょぼしょぼ降る霧雨のおかげで芝生は実に美

しく生えそろう.英国で印象深く思ったことの一つは

真冬でも禄したたる芝生カミ至るところにあり赤黒い土

の色や泥ねいを殆んどみないですむことであった.ど

この公園でも立入禁止をしている芝生はほとんどたく

自由に歩くことができるのも英国ならではg風景であろ

う.激しい雨はほとんど降ら枚いから大部分の英国

人は洋傘をもってい狂い吉男v･洋服山高帽腕に洋傘

という英国紳士の姿カ類ぽしみついている私たちには

町中講一人として洋傘をもたずぽ雨中を歩いているシｰ

ンは象ったく意表外のものに映る.雨が降り出すと

男はよごれたアルペン帽みたいなものをかぶり女はビ

ニｰノレのレインコｰトをとり出す.強い雨に出会すと

しぱし軒先で雨宿りをするまでである.洋傘をもたな

い習慣であるから洋傘を売っている店も少ない.英

副ζ到着した当座洋傘を買うのに私は随分苦労したも

のである｡又往航でイタリアに寄ったとき英国紳士

の姿を頭に拓きながら黒いソフトを買い到着当座得

冷としてそれを被った私も誰も帽子を被っていないの

は気がついて数貝でせっかくのソフトをタンスの奥ふ

かくし蜜いこんでしまはねぱたらなかった.想像して

いた英国人と実際の英国人とはいろいろな面で随分違

っていたのである.(筆者は技術都地球化学課)�
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街の広場にできたジプシ□の滋鰯地

おばけ屋敷(ジプシｰ遊園地の)

ジプシｰ遊園地の射的

薄霧のかかったバタシｰ橋近く

海水浴場にあるルｰレット

ボクナ･リッチ(南英海岸)の遊歩道

霧の目の写生�
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寺

テムズ川のド

ック遊覧船は

一度ここに入､一≡

つて水位をあ

げながら上流'

に向う

ウインザ榊城

瞭部醗鰯のい菰か⑳繊怒ざや

うす霧のかかったロンドンタワｰ付近

霧の街を走る2階バス�


