


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女



編集長 井上脩身Lapiz

「原発専門家のいう安全は信用でき
ない 。ひらたく言えばこう判断して」
４月１４日、福井地裁の樋口英明裁判
長は関西電力高浜原発３、４号機の運
転を認めない決定をしました 「災害。
の恐れが万一にもないと言えないな
ら、稼働はまかりならん」というので
。 、 、す その８日後 九州電力川内原発１

号機について鹿児島地裁の前田郁勝裁
判長は「運転してもかまわない」と正
反対の決定をしました。要するに、科
学者が考えた運転基準にのっとってい
るから問題はない というのです 原、 。「
発は危険」という福井地裁 「原発は。
大丈夫」と鹿児島地裁。福島原発事故
から４年余りがたった今なお、原発の
安全性に関する司法の判断は揺れ動い
ています。

福島原発事故後、原子力規制委員会
は新規制基準を設けて、再稼働を認め
るかどうかの安全審査を行っていま
す。高浜原発の場合、基準地振動を５
５０ガルから７００ガルに引き上げる
などの設計変更を行ったことなどか
ら、今年２月の安全審査に合格しまし
た。川内原発も６２０ガルに引き上げ
て２０１４年９月、規制委員会の審査
に全国で初めて合格しました。

高浜３、４号機は１９８５年に営業
運転を開始。とくに３号機はウラン・
プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃
料を使うプルサーマル発電として注目

。 、 、されました 川内１ ２号機は高浜３
４号とほぼ同時期に営業運転を始めて
います。いずれも定期検査のため運転

、 、を停止中っですが 関電は今年１１月
九電は７月上旬に再稼働をする方針で
す。

これに対し 「原発が過酷事故を起、
こすと広範囲に被害をもたらすことは
福島原発事故で証明されている」とし
て、高浜３、４号機では福井県などの
住民ら９人が、また川内１、２号機で
は鹿児島、熊本、宮崎県の住民１２人
が再稼働の差し止めを求める仮処分の
申し立てを、それぞれ福井、鹿児島各
地裁に行いました。両裁判とも、新規
制基準による安全審査を通った原発を
司法がどう判断するかが注目されまし
た。

福井地裁の樋口裁判長は、基準値振
動を７００ガルに引き上げた点につい
て、２００５年以降、基準値振動を超
える地震が５回あったことを重視し
「基準を超える地震が高浜に到来しな

いというのは楽観的見通しに過ぎな
い」と判断。①基準地振動の大幅な引
き上げとそれに応じた耐震工事②使用
済み核燃料を堅固な施設で囲い込む―
―などの対策が必要と指摘しました。
さらに 「地震が人間の計画、意図と、
は全く無関係に起こる以上、このよう
な規制方法に合理性がないことは明
白」と新規制基準そのものに疑問をな
げかけ、再稼働を認めない決定を下し
ました。

川内地裁の前田裁判長は新規制基準
についいて 「最新の調査、研究を踏、
まえて原子力規制委員会が定めたもの
で、最新の科学的知見に照らし、不合
理な点は認められない 「九電は詳細」
な調査を実施して基準地振動を定めて
おり、規制委の適合判断に不合理な点
は認められない」などと、九電側の主
張を丸のみしました。川内原発周辺に
は五つのカルデラがあり、火山活動に
よって引き起こされる危険性が指摘さ
れていますが、同裁判長は「火山学者
の間で破局的噴火の危険性が高まって
いると具体的に指摘する見解は見当た
らない」と、噴火危険論を一蹴。住民
の申し立てを却下しました。 二つの
裁判を較べると、原子力規制委員会と



いう原子力ムラの科学者たちが定めた
新規制基準に対する評価が１８０度も
異なっています。樋口裁判長は安全審
査を根底から否定、前田裁判長は規制
委のお墨付きを金科玉条としていま
す。

の「原発を考える」シリーズLapiz
の中で既に述べたことですが 「危険、
なもの」には「許された危険」と「許
されざる危険」があると私は考えてい
ます。たとえば車。まことに便利な乗
り物ですが、事故を起こし、人を死亡
させる危険性があります。ですから、
運転者には免許証を取得したうえ、交
通法規を守ることを義務付けていま
す。
では原発はどうでしょうか。もちろ

ん、さまざまな法律や規制にしたがっ
て原発は造られ、運転されています。
安全審査にパスをしたら「危険だけれ
ど許された」といえるのでしょうか。
鹿児島地裁の前田裁判長は「将来の自
然現象の不確かさも相当程度考慮して
いる」と新規制基準限をほめちぎって
います 「許された危険論」の立場に。
たった判断であることは間違いありま
せん。

しかし、原発の場合、事故が起きる
と膨大な数の人たちの健康を損なうこ
とはチェルノブイリ原発事故の例を見
れば明らかです。車の事故では多くの

場合、利便性を享受している人が同時
。 、にけがなどのリスクを負います でも

原発事故では、何ら利益にあずからな
い人が犠牲になります。車と原発は同
列には扱えないのです。原発は「許さ
れざる危険」と考えるべきではないで
しょうか。

福井地裁の樋口裁判長は決定理由の
中で「原発の安全対策は、深刻な災害
を引き起こす恐れが万が一にもないと
言える厳格な内容を備えるべきだ」と
述べています。限りなくリスクをゼロ

、 。に近づけねばならない というのです
「許されざる危険論」に立脚した原発
観だといえるでしょう。

私は樋口裁判長の判断を高く評価し
ます。原発の再稼働を阻止するために
は、権力におもねらない樋口氏のよう
な裁判官の存在は重要です。こうした
反原発派裁判官は原発をどう捉えてい
るのでしょうか。今号では、北陸電力
志賀原発訴訟で２００６年、運転差し
止めの判決をした金沢地裁裁判長（当
時）の井戸謙一さんに焦点を当ててみ
ました。
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表紙の人

西欧の衣装文化財の修復を手がけている、
日本では数少ない衣装修復家の
後藤啓子さん、令子さん姉妹。

SWC



修復を通して衣装文化を舞台裏から支える

アトリエ後藤 後藤啓子さん・令子さん

赤坂志乃

フランスの宮廷文化を彩
ったローブ・ア・ラ・フラ
ンセーズや華やかなクリノ
リン・ドレスなど、衣装文
化財の修復を手がける、京
都・アトリエ後藤の後藤啓
子さん、令子さん姉妹。フ
ァッションは、時代を映す
鏡。繊細な修復によって本

、来の姿を取り戻した衣装は
当時の暮らしぶりやモード
の熱気まで伝えてくれる。



衣装はその時代の
風俗や文化を表している

日本の美術館でファッションの展覧
会が開かれるようになったのは、比較
的最近のこと。
「西欧衣装の文化的、美術的価値が

やっと日本でも認められるようになっ
てきました。衣装はその時代の風俗や
文化を表わしています。残された貴重
な衣装文化財を後世に残していきた
い」
後藤さんたちは、修復の仕事を通し

て衣装文化を舞台裏から支えてきた。
日本では数少ない衣装修復家である。

衣装との出会いは、ふたりとも洋裁
が好きで服飾専門学校に通っていた

代の時。 年に京都国立近代美20 1975
「 」 、術館で 現代衣服の源流展 が開かれ

「中山忠彦 永遠の女神展 （高島屋日本橋店）」

妹の令子さんがその準備を手伝ったの
がきっかけだった。ニューヨークのメ
トロポリタン美術館で反響を呼んだ
『インベンティブ・クローズ ～1909

』を日本に持ってきたこの展覧1939
、 。会は 服飾文化の重要性を決定づけた

「その時は展示のお手伝いだけだっ
たのですが、今のファッションの基に
なった衣装に触れることができてとて
も楽しかった。その縁で後に『浪漫衣

』（ 、 ）裳展 国立京都近代美術館 年1980
を手伝ってほしいと、京都服飾文化研
究財団から声をかけられて、ふたりで
衣装の修復と展示をするようになった
んです」と、令子さん。

衣装修復の草分け的存在

京都服飾文化研究財団は 年1978
に、西欧の服飾と資料を体系的に収集
し、研究・公開するために設立され、
日本有数のコレクションを誇る。

フランス革命前後の衣装を紹介する
「華麗な革命展 （ 年から京都国」 1989
立近代美術館、ニューヨーク州立ファ
ッション工科大学などを巡回 「モー）、
ドのジャポニスム展 （ 年から国」 1994
立近代美術館、パリ市立衣裳美術館な
どを巡回）など、後藤さんたちは同財
団の創成期から数多くの展覧会を手が
けてきた。

「衣装修復の分野はまだ新しく、メ
トロポリタン美術館のコスチューム部
門でも、修復とはどうあるべきか確立
されていない時代でした。そこでメト

ロポリタン美術館のやり方や材料を参
考に、自分たちで独自により良い方法
を模索しながら作り上げてきました。
修復はなるべく手を加えず、オリジナ
ルな状態を保存することを第一に考え
ます。その一方、展覧会では衣装をマ
ネキンに装着してシルエットを再現
し、当時の最新ファッションとして見
てもらうことも大事ですので、保存し
ながら展示にも耐えうる修復が求めら
れます」と、啓子さんは話す。

数百年の時を経てきた
衣装を後世に

衣装は人間の営みに欠かせない。そ
れだけに完ぺきな状態で残されている
ケースは稀である。下着以外はほとん
ど洗わないため汗や汚れがしみになっ

、 、ていたり 生地が弱って裂けていたり

後藤令子さん



一部が欠損していたり。時を経て伝え
られてきた衣装の多くは、劣化や損傷
が進んでいる。
「香水や体臭が入り混じったような

独特な匂いがしたり、汗やほこりでけ
っこう汚れています。繊維は性質上、
劣化や損傷をそのまま放っておくと崩
壊して元の形が損なわれてしまう。今
やっておかないと残せない時期にきて
いるものも多くあります。数百年の時
を経てきた衣装の寿命を思えば、関わ
れる時間はわずかですが、少しでも長
く保存できるように力を尽くしてきま
した」と、ふたり。

18これまで関わってきた衣装は、
世紀ロココの宮廷用衣装から、オート

、 、クチュールを生んだウォルト ポアレ
そしてシャネルなどの現代服まで。数
百年にわたる西欧衣装の流れを網羅し
ている。

衣装にはさまざまなテキスタイル
（織物）やものが使われている。まず
表地と裏地があり、刺繍やレースがほ
どこされていたり、中にテーピングさ
れた鯨のボーンが入っていたり、複雑
な構造になっている。

「衣装は形や素材、状態が一つひと
つ違うので、修復の過程も全て違いま
す。衣装を見極め、いかに負荷をかけ
ずに直すか。修復の過程を考えるのが
最も難しく、また面白いところです」

修復では、縫い目を含めてできるだ
けオリジナルを保存し、使われている
素材は基本的にすべて元の状態に戻さ
なければならない。構造が複雑なほど
大変な手間がかかる。補修のために縫
い糸をほどいてみると、中からサイズ
直しやリフォームの跡が見つかり、製
作時点まで形を戻すか、直した跡を歴
史としてそのまま残すか、判断に悩む
こともあるという。

修復に一つとして
同じものはない

修復はまず衣装の状態を観察して、
詳細に記録し、計画を立てることから
始まる。写真を撮り、縫い目や内部構
造をスケッチした資料は、元に戻す時
の手がかりにもなる。

「残されている衣装は、外観はきれ
いでも裏がボロボロに傷んでいること
がよくあります。その場合、表地は手
を加えず裏打ちして補強し、弱ってい
る裏地は２枚の薄い布に挟んで縫い留
めて構造を保つという方法を取りま
す。表地が傷んでいる場合は、外観を

損なわないように裏打ちをして補強し
ます。薄い表地にビーズが縫い付けら
れていたドレスを修復した時は、はず
れかけたビーズを一つひとつ刺し直し
たことも」

苦労するのは修復の素材選び。衣装
の雰囲気を損なわないように、絹を補
修する布は 羽二重やクレープリン オ、 （
ーガンジーのような修復布）など薄く
て柔らかい素材を、目立たないように
染色して使っている。糸は既製品では
良いものがないため、オーガンジーの
繊維から抜いた糸を染める。まるでク
モの糸のように細く、修復された跡は
全くわからない。気が遠くなりそうな
ほどこまやかで根気のいる仕事だ。

「同じような作業をやっているよう
に見えて、修復の仕事には一つとして
同じものはありません。毎回、新しい
からずっと続けてこられたのだと思い
ます」

年代のバッスル・ドレス1880

後藤啓子さん



衣装からファッションの熱
気が立ち上がる

年に独立し、京都市内に「ア2005
トリエ後藤」を開設してからは、美術
館や個人の依頼を受けて、シャガール
のバレエ衣装をはじめ多彩な衣装の修
復・展示を手がけている。
「傷んでいた衣装を本来の形に戻し

て、展覧会でかつての最新モードを再
現できた時はそれまでの苦労がむくわ

。 」れます 衣装はファッションですから
と、姉の啓子さん。

妹の令子さんは 「たくさんの衣装、
を修復していると、時代の波によって
スタイルがどんどん変わっていく面白
さを感じます。オーダーメイドが中心
だった時代、たくさんの女性が斬新な
ドレスを着て、今以上にファッション
の熱気がありました。できればタイム
スリップして、どんな風に装っていた
のか、見てみたいですね 。」
そんな風にいきいきと衣装を語る後

藤啓子さんと令子さん。
生活が欧米化し、洋服を着て暮らし

ながらが、私たちはファッションの歴
史をほとんど知らない。その源流をた
どるために、時代を物語る衣装の存在
は大きい。今の私たちの暮らしを照ら

、 、し 未来にも影響を与える衣装文化は
後藤さんたちのこまやかな手仕事によ
って支えられている。

《プロフィール》

アトリエ後藤（後藤啓子さん・令子さん）

１９７９年～２００５年、京都服飾文化研究財団

に勤務し、西欧衣装の保存・修復、着付け展示を

世紀のローブ・ア・ラ・フランセー担当する。18

ズ、 世紀のクリノリン・ドレス、バッスル・ド19

レスから現代に至る数多くの衣装を修復。ウォル

ト、ポワレ、ヴィオネ、シャネル、ディオールな

２００５年に京都市内どの作品も多く手がける。

に修復工房「アトリエ後藤」を開設 「シャガール。

『アレコ』とアメリカ亡命時代 （２００６年青森」

県立美術館）など、美術館や個人の依頼を受けて

幅広い衣装の修復、展示を手がけている。

写真左から、バッスル・ドレスを点検する令子さんと啓子さん／ 年代クリノリン・ドレス／ 世紀の1860 19

ファッション誌の合本

赤坂 志乃（あかさか しの）

サンケイリビング新聞社で神戸版編集長などを務め、フリーランスに。連載

企画「修復の美学 （産経新聞文化面 「若者本舗 （同大阪府下版）などを」 ）、 」

。 「 」、「 」 、 。手がける 現在は × 開かれた美術 をテーマに取材 執筆中Life Art



breath of CITY
写真 北博文

めぐりめく変化する都市光景を一期一会として感じるままに

ファンインダーのフルフレームで切り撮っています。

人間が利便性を探求して作り上げた都市が今や独自に生きる術を

得たかのように朝・昼・晩と表情を変えながら人の心を揺さぶり

その反応を眺めているかの様な虚実的な都市の空気感を撮らえて

行きたいと思っています。























南浦邦仁

ドローンかマルチコプターか



ドローンによる
事故と事件

無人の小型飛行機「ドローン」の評判
が、善悪ともにすごい。今年 月には1
ホワイトハウスの庭に、マルチコプタ
ーのドローンが墜ちて来た。当初はテ
ロ攻撃と判断され、大統領警護のシー
クレットサービスには緊張が走った。

そして 月には、東京の首相官邸屋4
上で壊れたドローンが発見された。い
つからその場所に落下していたのか不
明だった。ホワイトハウスの経験を、
日本の警備陣は活かせなかった。テロ
に対していかに無防備か、国民は情け
ないほど知らされた。
ドローンによる事件や事故は、日本

だけでも年間数百件にのぼるそうだ。
爆発的な普及と相まって、その件数は
飛躍的に増大しそうだ。

この 年間ほどの間に、世界で起き2
た事件事故をいくらかピックアップし
てみた。

年 月 ニューヨークのビルの2013 10
バルコニーから飛ばしたドローンが、
グランドセントラル駅に向かって歩い
ていた歩行者の脚元に墜落した。

年 月 アメリカでアマゾンの2013 12
配達用ドローン「アマゾン・プライム
エアー」が発表された。この日、ほと

んどのひとが「アマゾンは何を考えて
いるのか？ 季節はずれのエイプリル
フールだな」などと、アマゾンの新構

、 。想を理解できず 馬鹿にし笑っていた
しかし 年半ほどたったいま、笑うひ1
とはひとりもいないであろう。ドロー
ンにとって最高の事件のひとつはこの
発表だったのかもしれない。

年 月 オーストラリアのトラ2014 4
イアスロン競技中、ドローンが落下し
選手の頭部を直撃した。

年 月 名古屋オアシス テレ2014 4 21
ビ塔周辺の夜景を空撮していたドロー
ンが墜落。コウモリにぶつかったため
とみられる。幸い負傷者は出なかった
が、繁華街上空でしかも夜間飛行とい
うのは危険きわまりない。しかし鋭敏
なはずのコウモリのレーダーは不調だ
ったのだろうか。

年 月 英ヒースロー空港付近2014 7
の高度 米あたりで、ドローンと民210
間エアバス機が異常接近した。

年 月 ニューヨークでヘリコ2014 7
プターにドローンが接近し大事故も起
こりえた。操縦者らふたりが逮捕され
た。

年 月 米ワイオミングのイエ2014 8
ローストン国立公園内で、旅行者がド
ローンを飛ばして事故を起こした。米
国の国立公園内では無許可のドローン
飛行が禁止されている。

年 月 神奈川県で開催された2014 11

湘南国際マラソンのコース付近で空撮
用のドローン（重量 キロ）が落下。4
近くにいた女性スタッフが顔に傷を負
った。協賛会社のプロモーション映像
の撮影中だった。

翌年の 月、事故を起こした空撮会5
社「フライトエディット」の担当者と
同社が神奈川県警から書類送検され
た。同社は大会スポンサーの依頼で空
撮を実施。しかし近くで別の会社のド
ローンも空撮をすると知り、混信のリ
スクを避けるため周波数の異なる送信
機を一時的に使った。電波法を所管す
る総務省は「上空から電波が出るので
遮るものがなく、妨害電波の影響が広
範囲に出る可能性があった 。撮影者」
は ギガヘルツ帯の電波を使用する5.8
カメラ画像伝送用の送信機を無許可で
取り付けた。総務省によると、ドロー
ンを無線局の不法開設場所とした摘発
は全国初である。

年 月 英マンチェスターのレ2014 12
ストランで、クリスマスのイベントと
して店内で飛ばしたドローンが落下
し、女性客が軽傷を負った。

年 月 酒に酔った米政府の男2015 1
性職員が、女性に見せるためにドロー
ンを操縦していたところ、コントロー
ルできない状態になり、たまたまホワ
イトハウスの敷地内に墜落した。大統
領警護のシークレットサービスは、テ
ロ攻撃であろうとみなして一時騒然と
なった。

年 月 米国と国境を接するメ2015 1



キシコ北部の町ティアナに、麻薬を積
んだ小型無人機が墜落した。 枚プロ6
ペラの小型ドローンだが、 キロ近く3
の合成麻薬が重く、過積載だった。無
人機は重量に耐えきれず、アメリカま
で届かずに国境直前で、メキシコのス
ーパー駐車場に落下した。

年 月 琉球新報社写真映像部2015 1
の記者が空撮用ドローンの訓練中、機
体が制御不能になり、敷地外で行方不
明になってしまった。

年 月 首相官邸屋上で微量の2015 4
放射線を発するドローンが発見され
た。威力業務妨害で福井県の男性が逮
捕された。犯人は「デモ以上、テロ未
満の方法を選んだ」と話している。
官邸は警備を怠っていなかったとい

うが、ホワイトハウス事件の直後に、
ドローンによるテロを想定した万全の
対策をなぜ取らなかったのか。いつ飛
来したかも特定できないまま屋上に上
がった警備員が偶然発見した、では能
天気のそしりを免れまい。危機管理の
司令塔であるはずの首相官邸がテロに
無防備だった事態はまさに「日本とし
て恥ずかしい」と二階俊博自民党総務
会長は語っている。なお屋上ドローン
の発見は、落下日のおよそ二週間後だ
った。

「 」2015 4 TOKYO MX年 月 テレビ局
東京メトロポリタンテレビジョンの番
組スタッフが資料撮影用に飛ばしたド
ローンが、誤って近くの英国大使館に
墜落した。

年 月 長野県の善光寺で 歳2015 5 15
少年が飛ばしたドローンが行列に落
下。 年に一度の御開帳法要で 日の7 9
この日、たくさんの参詣人が集まって
いた。混雑するなか怪我人の出なかっ

。 、たのが不思議なほどだ 一週間ほど後
同じ少年が 日 日、東京の浅草神14 15
社や国会議事堂付近でドローンを飛ば
そうとしたとして警視庁に保護され
た。

それから一週間ほど後の 日、浅21
草の三社祭の運営を妨げたとして、こ
の横浜市の無職 歳少年は警視庁に15
威力業務妨害で逮捕された。 万人150
もが集まる三社祭の主催者や警備陣に
会場警戒を強化させ、ドローンの飛行
禁止の貼り紙などを急きょ作らせたり
して、運営を妨害した疑い。少年は今
月、姫路城や京都の東本願寺なども空
撮していたようだ。

ドローンは殺人兵器

ドローンは本来、アメリカが多用す
る軍事用の大型無人機の呼称である。
セスナ機ほどのサイズの主翼を持つ飛
行体がアメリカ本土の基地で遠隔操作
され、イランやシリア、イエメンやパ
キスタン、コソボ、アフガニスタンな
どでミサイル攻撃を繰り返してきた。
パイロットのいない無人の殺人航空機
である。

米 によれば、前のブッシュ大CIA
統領の時代にイエメンとパキスタンで

回、オバマ大統領の 期目だけで50 1
回以上の無人機による攻撃を行っ400

た。その結果 人ものアルカイダ3300
やタリバンなどのテロリストを殺害し
た。

国連人権理事会に 年に提出さ2013
れた無人機ドローンによる攻撃の調査

04報告書によれば、パキスタンでは
年以降、 回の攻撃で少なくとも330

人が死亡。そのうち少なくとも2200
人の文民が殺害された。400

なおパキスタン外務省は、ドローン
による無実なパキスタン国民の推計死
者数は約 人であると抗議してい1500
る。

ハネウェル ホークRQ-16 T-



アメリカ以外でも軍事用ドローンを
活用している国はいくつもある。たと
えばイスラエルはレバノンとパレスチ
ナで毎日のように飛ばしている。パレ
スチナのガザでは近年、たくさんの民
間人がイスラエルのドローンによって
殺害された。

そんな訳で、わたしは民生用や産業
用の無人飛行機をドローンと呼ぶこと
には抵抗がある。ドローンは軍が多用
する偵察と攻撃用の殺人兵器である。
なお民生用の小型無人機はほとんど

が 基以上のプロペラを備えている。3
最も多いのは 基ローター（回転翼）4
だが、それらをマルチローター・コプ
ターと呼ぶべきであろう 短縮して マ。 「

」、 、ルチコプター あるいは小型無人機
民生用 （ ）UAV Unmanned Aerial Vehicle
などとわたしは原則として記す。

活躍する無人飛行機

民生用小型飛行機の活躍は近年には
じまったばかりといえるが、近ごろで
「 」 。は 空の産業革命 とも呼ばれている

事故一覧をまず見たが、つぎはその活
躍の事例をみてみよう。

マルチコプターは映画やテレビ番組
の空撮で活躍している。 やインタTV
ーネットなどの映像を見ていると あ、「
っ無人機での撮影だな」と気付くこと
が増えた。昨年 月のソチ冬季五輪で2

は、雪上をスキーで滑走する選手を上
空からマルチコプターが追う臨場感あ
ふれる映像が話題になった。

自録りもさかんだ。腕時計型超小型
機を飛ばして、急峻な岸壁を登る自分
の姿を写させる。また激流を行くカヌ
ーの自分や、自転車で疾走する自己の
姿を上空から撮影させるフォローミー
モード。そして撮影後は持ち主の手元
にブーメランモードで帰り、時計のよ
うに手首に収まる。トランスフォーマ
ー型腕時計式 だが、夢のようなUAV
超小型機がすでに登場した。

子どもが常時携帯し、誘拐や事故な
どの非常時には飛びあがって異常事態
を撮影する。そして映像を保護者に緊
急送信する。子ども安全コプターもま
もなく発表されそうだ。のび太を見守
るドラえもんの竹コプターに似ている
かもしれない。

彷徨する認知症者にも応用できそう
だ。自宅などの基点から設定した距離
以上に離れたら、自宅の愛機が離陸す
るというのはどうだろう。フォローミ
ーで撮影しながら、通信機能で家族に
連絡を入れる。

広島の土砂災害時には、人間が危険
で調査に入れない山間の谷に国交省の
無人コプターが被災地の撮影作業を行
った。ごく最近では地震で甚大な被害
を受けたネパール。世界中から救援チ
ームが災害救助犬とともにたくさんの
マルチコプターを持ち込み、生存者の
探索、被害状況の把握、情報収集など

に活用した。また火山の火口や噴火時
の調査でも活躍している。

アマゾンがまず提唱した空の宅配便
、 。だが 実験はかなり進んでいるそうだ

アメリカは飛行規制がきびしいので、
主にオーストラリアで進行しているそ
うだ。ヨーロッパをみてもドイツ最大
手のドイツポストが取り組んでいる。

配送の面白い利用法としては、シン
ガポールのレストランの配膳がある。
人件費の高い同国では従業員の採用が
むずかしい。そこで店主が開発したの
が、マルチコプターの上にお盆を固定
し、客が注文した料理を載せて運搬す
る方式。この店がニュースで世界に配
信されると、店に入り切れないほどの
利用客と見学者が各地から押し寄せて
来た。世界で最も有名な無人配膳レス
トランだそうだ。

日本でも同様の方式を導入すれば、
テレビやマスコミが取り上げる。ネッ
ト配信で世界中に知れ渡り、売上倍増
は間違いなかろう。回転寿司屋で採用
し、レールは廃止し、プロペラのマル
チ回転の無人機寿司屋というのはいか
がだろうか。

屋外での無人機宅配も実用化実験が
進んでいる 「瀬戸内の海を海上輸送。
研究の一大拠点にしたい」と離島航空
宅配便にチャレンジする高松市在住の
小野正人氏の意気込みである。

高松東港と キロ離れた男木島を、8
重量 キロまでの荷物を積載して片道1

分で運ぶ。アマゾンのプライムエ20



ア宅配のニュースでひらめき「空飛ぶ
カモメの宅配便 プロジKamome Air
ェクト」と名づけた小野さんのプロジ
ェクトは 年はじめから計画をス2014
タートした 「不便な島の生活を豊か。
にしたい」

マルチコプターは 機 万円もす1 100
る特注品だが、資金は賛同するたくさ
んの市民からの出資を受けた。取りあ
えずは医薬品など緊急物資輸送から開
始するが、いずれは日用品を運ぶ事業
に発展させるのが目標だそうだ。

無人機はふたつの港の波止場間を飛
ぶ。途中の飛行路は海上である。何ら
かの不調で墜落することがあっても、
人身事故はまずない。機の自損はかわ
いそうだが、人間に危害は与えないこ
ころ優しい機体である。

瀬戸内海とは別の実験だが、救命用
（自動体外式除細動器）の無人AED

機による緊急輸送も検討されている。
野外などで が必要な事態が生じAED
ると、登録された周辺の 所在地AED
が消防署などで検索され、最も近い場
所の機器地点までマルチコプターが飛
ぶ。そして を装着し、倒れたひAED
とのもとに全速で飛行する。

インフラ施設の点検にもマルチコプ
ターは利用されている。急峻な山中や
水中などに立つ橋脚の傷み具合の点検
は、人力ではむずかしい。高いダムの
内外のひび割れ調査なども同様であ

。 。る ただし水中はロボットが受け持つ
東日本高速道路会社では道路の橋梁

点検用にカナダ製のマルチローターヘ
リ「スカウト」を 機購入。本来は軍5
用に開発された高性能無人機で、 機1

万円もする。急峻な山岳地に立1000
地する橋梁や脚の高いものを取りあえ
ず 橋ほど調べるが、自主ルールを30
厳格化している 「市街地では使用し。
ない 道路の真上を横断させない 何」「 」「

、 」か異常を感知すれば 緊急帰還させる
など。

なお道路会社は機体メーカーのカナ
ダ「エリヨン」社と代理店契約を結ん
だ。運用ノウハウを蓄積し、同様のイ
ンフラ調査を行う会社への技術指導や
マルチコプターの販売とリースを計画
している。

虫か鳥のように飛行する無人機の活
躍の場はいくらでもある。いくつかの
例を列挙するが、これからも驚くよう
な利用方法がどんどん現れて来る。ア
イデアひとつで企業化も可能な、まさ

に空の産業革命黎明期だそうだ。

農業ではこれまでオーソドックスな
無人ヘリコプターによる農薬や肥料の
散布がずいぶん前から行われていた。
かなり大きなヘリを飛ばすのだが、日
本の技術が世界の先端を行っていた。
しかし高額で操縦のむずかしいヘリは
爆発的なヒットにはなれなかった。

小型のマルチコプターでは農作物の
生育状況や病気や害虫の調査に利用さ
れる。林業では発芽種を空から撒き、
森林の再生に利用されている。漁業で
は漁群や水質の調査。

爆音を発しないので、野生動物の調
査にも利用されている。ヒツジ飼い

というのも可能かもしれない。UAV

工事現場では空からの測量で精密な
図面をリアルタイムで作成する。3D

「トプコン」の技術が有名だが、建設
機械大手「コマツ」の担当者はマルチ

「 、コプター測量について 劇的な変化で
もはや欠かせない機器だ」

警備会社でも活用している。建物や
敷地内に夜間、侵入者があると、突然
マルチコプターが地上から発進浮上し

。「 。強烈な照明を当てる あなたは誰だ
入場許可は得ているか？ 君の行動は
すべて撮影されている」と無人機が警
告する。侵入者が逃げようとすると飛
行体が追いかけ、相手の車の車番を撮
影する。警備会社「セコム」の担当者
は「従来の固定カメラに比べ、警備の
精度が大幅に高まった」



空飛ぶロボットのメーカ
MJIー

「 」小型無人飛行機は 空飛ぶロボット
そのものである。中国のマルチコプタ
ーメーカー「 」は、世界の民生用DJI
無人機シェアが ％ほどもある。深60
圳で大学生だった汪滔氏が 年前に創9
業した。彼は子どものころから「飛ぶ
ロボットを作るという夢を追い続けて
来た 。 はいまでは世界最大の」 DJI

製造会社である。世界中の事故UAV
や事件、産業利用や趣味用にも 製DJI
「ファントム」シリーズが多用されて
いる。

最も普及している「ファントム 」2
は キロ先まで飛行でき、滞空時間は1

分とされる。価格は 万円ほどだ25 15
が、つい先日発表された高機能の新型
「ファントム 」は 万円である。3 12
どれも高精度小型カメラを搭載してい
る。

なぜ民生用小型無人機は日本でもア
メリカでもなく中国で、それも深圳で
発展したのか？ アメリカ総局NHK
の渡部圭司氏はつぎのように報じてい
る。 の担当者は、小型無人機にはDJI
「スマートフォンとの共通点が多いた
、 」。め 中国企業にとって有利なのです

深圳はアップルのスマートフォンの生
産地として知られる。スマートフォン
には位置を把握する と、傾きをGPS
検知するジャイロスコープ、そして高

性能のカメラや長時間使用できるバッ
テリーなどが必須だが、それらはどれ
もマルチコプターにとっても大切な機
能である 「ハイテク企業が数多く集。
まる深圳には、若くて優秀な技術者が
大勢います。私たちが試作機の設計を
して発注したら、翌日にはでき上がっ
て手元に届きます」と の担当者はDJI
話した。

活用と規制

小型無人機は、実に有益で画期的な
飛行ロボットである。使用のルールや
法律の整備は当然必要だが、無人機の
革命的な効能や、将来の発展を削ぐも
のであってはならない。

小型無人機の製造販売会社「 真NSi
岡」代表で、 （日本 産業JUIDA UAS
振興協議会）委員の水沼和幸氏はつぎ

UASのように語っている。ちなみに
は 「 」、 Unmanned Aircraft Systems

は便利さと危険性の二面性をUAV
。 、持つ まずは仕事と遊びを明確に分け

商用は免許制にするべきだ。ただし、
制度やルールは健全な産業育成のため
にあるべきもの。首相官邸事件を受け
て、警備を機に議論を始めることには
違和感がある。

（ ）南浦 邦仁 みなみうら くにひと
年、兵庫県姫路市生まれ。少年時代は農村地1950

帯でのほほんと育つ。後に本好きが高じて、 年40

近く本屋稼業。現在はほぼ隠居生活の日々を送っ

ている。ブログ「ふろむ京都山麓」を好評（？）

連載中。京都市在住。

http://blog.goo.ne.jp/0000cdw



『 』小説 アゴラ森物語 ―野生の囁き
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アゴラ森に集まる人々が、そして森を取り巻
く自然と動物たちが問いかける。

阪神淡路大震災、東日本大震災と福島原発事
故を経て、一番大切にすべきものは何なのか。
これからどう生きるべきなのか…。

子どもの居場所、 アゴラ を舞台に繰り広げら" "
れる、感動の物語。



写真・文 片山通夫

奈良県と京都府の
県境の山間は生駒連
山の北の端になるの
だろうか。付近には
国会図書館関西館が
あり、また同志社大
学田辺学舎がある所
謂学術研究都市を控
えている所だが、結
構山深い集落が存在
する。その集落に暮
らす筆者の友人が田
植えをするというの
で言ってみた。

LapizStyle夏号の
はその夫婦の田植え
風景。

その集落にも勿論
バスはきている。た
だ自由乗降バスであ
る。その名の通り、
路線内であれば、手
を挙げればバスに乗
ることができるし、
どこででも降りるこ
ともできるという合
理的なシステムだ。

難点がひとつ。日
に２本しかバスが来
ないということ・・
・。



山あいの田んぼは棚田が定石。



いざ出陣！軽トラック（４輪駆動！）には耕運機が積み込まれている。













彼は田んぼに入ると
きは裸足だという。

あの〔ぬかるみ〕
の中では自由にならな
いのだとか・・・。

みんなそうだっけ？





友人夫婦を記念撮影！？



編集長 井上脩身Lapiz

アートの街になったちょんの間

―国際都市・横浜の光と影―

横浜・黄金町。京浜急行で横浜駅から
三つ目、黄金町駅一帯の中区と南区にま
たがる典型的な下町だ。鉄道の高架下を
中心に約５００㍍にわたって、間口の狭
い２階建て集合住宅がひしめいている。
かつて「ちょんの間」と呼ばれる売春街
だった。



売春街になった黄金町

連合国総司令官のマッカーサーが１
９４５年８月３０日に厚木基地に降り

、 。立つとともに 米軍の進駐が始まった
戦災をまぬかれた横浜の中心地の住
宅、劇場、百貨店から官公庁、学校や
公園に至るまで、片っ端に接収。１０
万人の米兵が横浜に駐留した。

伊勢佐木商店街。今はハマッ子自慢
の横浜を代表するモダンなショッピン
グ街だが、この地域も接収され、４６
年、セスナ機発着用の飛行場がつくら
れた。飛行場の数百メートル先の黄金
町駅の高架下などには、米兵相手のパ

ンパンと呼ばれる売春婦が立つように
なった。

同駅界隈が売春街になるのは時間の
問題だった。高架線路のすぐ南を幅約
３０㍍の大岡川が流れている。高架と
同川の間に集合アパートが軒を連ねる

、 。ようになり 総戸数は２５０に上った
１階は表向き飲食店。２階が３畳の売
春部屋だ。なにせ日本は貧しかった。
７００人以上の女性が客を取っていた
という。

「日本に行けば稼げる」

５２年に伊勢佐木飛行場が廃止、米
軍施設も相次いで返還されたが、ちょ
んの間の客が米兵から日本人に変わっ
ただけだった。それどころか、売春街
を裏で仕切る暴力団が資金稼ぎとして
麻薬や覚せい剤の密売にも手を出して
いた。夜の女とヒロポン中毒のチンピ
ラ。狭い路地には注射器が転がり、悪
臭が町を覆う。６３年に公開された黒
澤明監督の誘拐事件を描いた映画「天
国と地獄」に登場する麻薬中毒者の巣
窟は黄金町がモデルといわれ、横浜市
民もこの町には近づかなくなった。

バルブ景気に沸いたころ、ちょんの
間は台湾やフィリピン、タイなどの女
性たちの出稼ぎ場になった。やがて中
南米の女性が駆り出される。その実態
を写真家の八木澤高明さんがカメラで
迫り ２００６年 黄金町マリア ミ、 、『 』（
リオン出版）を刊行した。

同書に登場する娼婦の一人、コロン
ビア人のジェニー。彼女は高校を中退
して喫茶店で働いている時 客から 日、 「

」 。本に行けば稼げる と持ちかけられた
タクシー運転手の父親は心臓を患って
いて、５人家族の暮らしは楽でなかっ
た。渡航費用の１００万円を客から借
りて日本に渡ると、連れて行かれた先
は横浜。ちょんの間でひと月に７０万

、 。円を稼ぎ 毎月１万円を実家に送った
０３年、警察の一斉摘発で逮捕され、
懲役１年６カ月、執行猶予３年を言い
渡されて本国に送還された。

空き家を創作の場に

ジェニーが日本を離れるころ、黄金
町と隣接する初音町、日ノ出町の住民
が横浜市や警察などと連携 「初黄・、
日ノ出町環境浄化推進協議会」を立ち
上げ、風俗営業追放に乗り出した。県
警は翌年 「バイバイ作戦」と銘打っ、
てちょんの間取り締まりを強化した。
警察官が四六時中、黄金町周辺を巡回
パトロールするため、摘発を恐れて客
が敬遠。営業ができなくなった店が相
次ぎ、空き家が増えた。

「 」 、空き家をアートの場に と０９年
「ＮＰＯ法人黄金町エリアマネジメン
トセンター」が設立された。空き家を
市が借り上げて、アーティストの芸術
活動の場にしてもらおう、というのが
同センターの構想。その具体化として
高架下に３００平方㍍くらいのスタジ
オをつくった。ジャズコンサートや演
劇、様々な勉強会の場にしようという

伊勢崎飛行場



ものだ。実際、芸術マネージメントグ
「 」 、ループが 黄金町芸術学校 をつくり

陶芸体験教室や服飾講座などを開催。
空き家では村田真氏や吉本伊織氏ら画
家やアーティストのアトリエとして使
われており、ちょんの間はアートの間
に変わった。

高架下に芸術スタジオ

４月上旬、黄金町を訪ねた。大岡川
沿いの桜並木は雨にぬれ、名残の花び
らが風に舞っていた。以前のちょんの
間の入り口のガラスに英会話教室の生
徒募集の張り紙があった。ドラマや映
画を教材に最新表現英会話を教えると
いう。かつて、ここでは米兵に片言の
英語で「遊ぶ？」などと声をかけてい
た娼婦を思うと、歴史の不思議さを覚
えた。

高架下スタジオは閉まっていた。外
から窓越しにのぞくと、２週間前に行
われた催しのポスターが張ってあっ

た。国際交流派遣員としてニューヨー
クに滞在し、２０１０年から人形劇団
「劇団☆死刑」を主宰している岡田裕
子氏がここで公演をしたのだ。ポスタ
ーには「リアリティーある視点による
社会的メッセージ性の高い作品」とあ
る。ほかに横浜芸術大学のサテライト
スタジオも。レベルの高いアートエリ
アへの試みはどうやら半端ではなさそ
うだ。

高架下に小さな土産物店があった。
目玉をあしらった小さなバッグや扇子
などの若者向けの小物や、個性的なデ
ザインの帽子などが並んでいる。女性
の店員が「横浜だけでなく東京から訪
ねてくる人が多くなりました。羽田か
らまっすぐここにやってくる外国人も

」 。 。います という ネットで知るらしい
国際都市ヨコハマならではの新たなス
ポット、というわけだ。

風俗業可のレンタルルー
ム

ちょんの間はすっかり姿を消したの
だろうか。さらに歩いてみる 「レン。
タルルーム１日１０００円～」と書か
れた張り紙がアパートの入り口にあっ
た 「水商売、風俗業可」とある。レ。
ンタルルームで営める風俗業がいかが
わしいものとは限らないが、やはりひ
っかかる。格差が広がる今、若者の多
くは非正規労働者だ。正社員とは比べ
ものにならないわずかな給与で身を粉
にして働く。終戦直後のパンパン、貧
しい国からの出稼ぎ、そして新たなワ

ーキングプア。貧困対策が十分にとら
れないと、性奴隷はなくならない。

とはいえアートな街への衣替えは成
功しつつあるのは間違いない。だが、
この町のどこを探しても、ちょんの間
ができるに至る歴史を記したもの見当
たらないのが私には気に入らない。ち
ょんの間を歴史の闇に葬ろうというの
だろうか。

戦争が終わり、米軍が進駐して７０
年。朝鮮戦争を経て、横浜は経済発展
を遂げた。人口では大阪を抜き、２１
世紀のミナト未来都市としてさんさん
と光が差し込む。その陰でちょんの間
は寒々とした性商売の場として、裏街
道を歩んできた。黄金町の戦後史は日
本の戦後史の縮図なのである。



安倍首相の７０年談話、靖国神社、戦争法と憲法、英霊、
そして何よりも「敗戦（無条件降伏）を終戦」と言い換える無責任さ。

その他戦後７０年もしくは８月１５日に関した
これらのテーマで原稿をお寄せください。

締切 ９月１０日必着

秋号は９月２０日発行です。Lapiz



文 ・井上脩身
写真・片山通夫

明清攻防を目撃した海の男の物語

国田兵右衛門ら５８人が乗り込んだ３隻の北前船が越前・三国湊を出港したのは、鎖
国時代に入って１０年余りがたった１６４４（寛永２１）年４月１日だった。５月１０
日、佐渡島を出たところで暴風に見舞われ、１５、６日後、日本海北部の大陸の海岸に
漂着。４３人が現地人に殺され、兵右衛門ら残る１５人は、北京に連れて行かれた。ち
ょうど清が中国を征服した時だ。思いがけず歴史の目撃者となった兵右衛門。死罪覚悟
のうえ２年３カ月後、帰国した。幕府の取調に対する兵右衛門らの供述をまとめた遭難
・見聞記録は「韃靼漂流記」として独り歩きした。当時、中国北東部で漁労や狩猟をし
ていた民族が日本では韃靼と呼ばれていたのだ。漂流記はベールに包まれた異国を知り
たいという庶民の好奇心の的になり、数多くの写本が出回ったという。１９３３年、満

、『 』 。 、鉄職員の園田一亀氏が遭難記録を調べなおし 韃靼漂流記の研究 を著した ９１年
『韃靼漂流記 （平凡社東洋文庫）の名で復刻出版され、私（筆者）も手にすることが』
出来た。兵右衛門の数奇な運命に触れてみようと思い立ち、４月下旬、同書を携えて福
井県坂井市の三国湊を訪ねた。



地方豪族出の朝廷トップ

町の入り口に当たる所に荘厳な神社
が建っている。三国神社（写真上）で
ある。案内板に「縁起式にみられる式
内社で、明治期に入り、継体天皇を合
祀した」とあった。継体天皇はこの地
の出身だというのだ。

継体天皇陵は、私が生まれた大阪府
茨木市にある。小学校のころは内堀の
手前まで入ることができた。４年生の
時、絵の先生に連れられて堀の写生を
した。濃い緑色の森に覆われていて、
昼なのに薄暗かった。色彩豊かとはい

えず、先生がな
ぜ写生の場に選
んだのか、不思
議だった。戦後
まだ１０年しか
たってない時
だ。戦前には入
れるはずもなか
った陵墓の中を
のぞいてみた
い、と先生は思
ったのかもしれ
ない。その後、
しっかりと柵で
閉ざされた。今
となっては貴重
な体験だった。
その継体天皇は
ここ三国がゆか

りの地だというのだ。

継体天皇は不思議な天皇である。近
江の高島辺りに生まれ、母の出身地で
ある現在の坂井市で育ったとされる。
やがて越前を治める豪族に成り上がっ
た。天皇としての在位は５０７年から
５３１年。６世紀の初頭、この国を君
臨する大王にまで上りつめたのだ。

なぜ、父も祖父も曾祖父も天皇にな
っていない地方の豪族が頂点に立つこ
とができたのだろう。継体天皇陵にし
ても不可解だ。古代の多くの天皇陵は

大阪府堺市や羽曳野市、明日香方面に
あるが、継体天皇陵だけは全くかけ離
れた大阪北部にぽつんと造られた。本
当の継体天皇陵は２㌔東の高槻市にあ
る今城塚といわれているが、どちらに
してもその近くには他に天皇陵はな
い。継体天皇陵だけが孤立している。

継体天皇陵の背後には阿武山があ
り、近くを安威川が流れる。その下流

「 」 。には 淡路 という地名が残っている
さらに、高槻市の古墳から徳島県の吉
野川産の石が出土した例もある。継体
天皇陵がある三島地区は阿波と縁が深
かったのではないか。

「 」古墳内壁や石棺を赤く彩色する 丹
と呼ばれる辰砂（水銀）の原石が徳島
県南部の山中で発見され、同県北部の
旧吉野川沿いには精錬跡も見つかって
いる。辰砂は古代、権力者にとって重
要な権威の印だった。私は継体天皇が
阿波からの辰砂ルートを押さえ、その
資力を基に皇位を継承した、と素人推
理をしているが 「継体天皇阿波辰砂、

」 。説 をとる専門家は残念ながらいない
天皇になって７年目に、百済が五経

博士を倭国に送った、と『日本書紀』
に書かれている。五経博士は漢の武帝
の時に初めて置かれた。百済は中国に
依頼して自国に招いた五経博士を惜し
げもなく日本に向かわせたのだ。五経
のうち 「礼記」は社会生活上守るべ、
き制度や儀式、作法を表したものだ。



漢民族が作った習俗が、清になって大
きく変わる様を兵右衛門らは目の当た

りにするが、それは１０００年以上も
先のことだ。

反一向一揆方の豪商

三国湊は九頭竜川の河口である。現
在、幅２００㍍の大河が日本海にとう
とうと注いでいる。継体天皇が越前の
豪族、男大迹王（おおどおう）だった
ころ、河口一帯は湖だった。男大迹王
は河口を開削して、湖の水を海に流し
たという。男大迹王は三国を農産物や
海産物を都に送る集積港に造り上げた
のではないか。北前船の交易港として
発展する三国湊。その礎は男大迹王の
時代に築かれたといえるだろう。後に
天皇になるだけあって、男大迹王は先

を見る目があったに違い
ない。

奈良時代後期の７７８
年、渤海国王が２隻の船
で日本に送った使節団が
三国湊に上陸したと『続
日本紀』にある。渤海は
６９８～９２６年、現在
の朝鮮半島北部からロシ
ア東岸にかけての国だ。
８世紀には三国湊は国際
港になったのだ。中世に
は荘園の一部として年貢
の積み出し港になり、室
町から戦国時代にかけて
は朝倉氏や柴田氏ら守護
大名、戦国大名の軍船が
出入りした。こうした折
りの１４７１年、本願寺

７世・存如の子、蓮如が三国湊から約
５㌔東に吉崎御坊を建て、本願寺門徒
の拠点にした。蓮如の熱心な布教活動
で越前から加賀にかけて信者が急増。
大名から弾圧されるようになり、門徒
たちは農具を武器に激しく抵抗した。

１４８１年、越中で一揆を起こした
門徒勢が大名軍を打ち破ったのを皮切
りに、１４８８年には戦国大名の富樫
政親を滅ぼすなど、一向一揆は地方政
権を揺るがすまでに。１５４６年に建
てられた金沢御坊を拠点に、一向一揆

は北陸全体に広がり、上杉謙信や織田
信長と激しく対立した。

三国湊の商人にとって、一向一揆は
死活問題だ。治安が悪くなると、商業
活動が停滞するのは世の東西を問わな
い。ここに、三国の廻船問屋、森田三
郎左衛門が登場する。

１５７５年、信長が一向一揆討伐の
ため、若狭や丹後の兵船を駆り出し、
三国湊に上陸した。この際、三郎左衛
門は信長勢を出迎えた。信長の覚えめ
でたくなった森田家。三国湊での商人
としの地位を確固たるものとし、江戸

、 。時代に入っても 福井藩の厚遇を得た
兵右衛門が船に乗るようになったの
は、森田家の羽ぶりがよくなった江戸
の初めだ。

森田家は明治の中ごろ金融業に変わ
り、１９２０年、レンガ造り２階建て
の本店を建てて「森田銀行」として本
格営業を始めた。今も銀行跡は「旧森
田銀行本店」の名で有形文化財に登録
され、内部を公開している。１、２階
は吹き抜けのサロン風。白亜の壁が今
も鮮やかで、大正ロマンを彷彿とさせ
るモダンぶりだ。一介の船乗りである
兵右衛門。海の風を読むことにたけて
も、森田三郎左衛門のように、時代の
風を読んで器用に生きることはできな
かった。

越前海岸にある北前船のモデル



女真族住む中国北東部

さて、兵右衛門らが乗り込んで三国
湊を出港した３隻の船である。九頭竜

、 、 、川の支流 天王川の上流には繰綿 蝋
鰹、鉄、砂糖の取引記録が残っている
（加藤貞仁『北前船――寄港地と交易
の物語』無明舎 。兵右衛門の船もこ）
うした物品も積んでいたのかもしれな
い 「松前に商いのために出港した」。
と兵右衛門は幕府役人に述べている。
ニシンの買い付けのために北海道に向
かって出港したのだ。

兵右衛門の陳述によると、遭難した
のは佐渡沖 「大風に遭い、龍神に祈。
祷のため刀や脇差を海に投げ入れ、丸
腰になった」という。これがあだにな
るとは夢にも思わない兵右衛門らであ
った 「南無阿弥陀仏」とも唱えた。。
彼らも本願寺門徒なのだ こうして 何。 「
処とも知らぬ所」に着いた一行は沖合
に停泊。現地人はニンジンを持ってき
て、手真似で鍋との交換を求めた。一
行は「ここはニンジンを産出するらし
い。現地人をだましてニンジンを持ち

帰ろう」と衆議一決、４４人が現地人
を道案内に山に入った。突然、現地人
の集団に包囲された。武器を持ってい
ない４４人は抵抗のすべがなかった。

、 。四方から弓で射たれ ３１人が死んだ
さらに現地人は船を襲撃、船内にいた
１２人が殺された。九死に一生を得た
兵右衛門ら１５人は捕虜になり、現地
人の家に連行されて奴隷同様にこき使
われた。

兵右衛門らの上陸地はいったいどこ
だったのだろう。兵右衛門は帰国後も
ついにわからずじまいだった。冒頭に
述べた園田一亀氏の『韃靼漂流記の研
究』によると、上陸地は「ソ連領沿海
州・ポシヱット湾頭の一角」だ。現在
の地図でいえばロシア・ウラジオスト
ックの東約４００㌔の所だ。そこで船
底の破損個所の修理を終え、帰国の準
備が終わったところで再び大風に見舞
われて「西に５０里の海岸に吹き流さ
れて」惨劇に遭った、というのが園田
氏の推測だ。

そこはかつて渤海国領だった所だ。
兵右衛門らが漂着した時は、女真族の
統一を旗印に明から独立した後金国の
支配地だった。女真族は中原に勢力を
伸ばして明王朝を征服し清国を打ちた
てんとしていた。

１５人は間もなく３５日間をかけて
山中を露営し後金国の首都・奉天に連
行された。奉天の官憲は、一行に同道
して「日本の者が盗みにきたから殺し
た」と申し立てた現地人３人にむち打
ち刑を執行。兵右衛門らは、不幸な遭
難者と認定されて衣服を与えられ、賓
客として遇された。

兵右衛門にとって印象深いのは奉天
城に入城したことだ。周囲は１里半く
らいの大きさ。三国湊の街並みと大き
くは変わらない 「角々に櫓などがあ。
った」奉天城を見て、森田家ら三国の
豪商の館をしのび望郷の思いにかられ
た兵右衛門である。



花街で歌われる「三国節」

兵右衛門らは奉天に２０日間滞在し
た後、北京に送られた。途中 「石垣、
を築いた国境」を通った。万里の長城
である。北京に到着した時は１１月初
めだった。まず目に入ったのは「六里
四方の中に町家あった」北京城だ。軒
を接して建つ家並みに驚いた気配であ
る。

兵右衛門らはそこで清軍に敗れた明
の人たちを目にした。南京で攻め落と
されて北京にやってきた人たちだとい
う。捕虜同然の扱いをされていたのだ
ろう 「皆々頭を削り、韃靼人の如く。
になっていた」と兵右衛門。北京に入
城した清朝はまず、漢民族に辮髪を強
いた。漢民族は当然のことながら、彼
らの風習にはない辮髪に抵抗したはず
だ。しかし結局は辮髪を受け入れざる
をえなかった。兵右衛門らは明清攻防
史の真っただ中に身を置いていたの
だ。
北京の人たちにとって日本人は珍し

い。兵右衛門らは武将の家などに招か
れて、日本の謡や小唄をせがまれた。
では何をうたったのか。兵右衛門は語
っていない。

三国湊の街並みを歩いていてヒント
が見つかった 「竹よし」の看板がか。
かる２階建て格子窓の質素な町家がそ
れである。入り口の張り紙に「小唄は

いかがですか」とある。店主の長江慶
江さんは神田の生まれ。小学校の時に
三国にやってきた。結婚後、三味線を
習いだし、師匠から芳村竹世志の芸名
をもらった。１９９１年ころから、江
戸小唄の家元に通って修業を積み、現
在は「江戸の粋」と銘打ったライブ活
動を行っている。

店内には格子窓が飾りとして据え付
けてある。長江さんの話では江戸時代
に三国湊の花街で使われた女郎格子だ
という。最盛期には遊女が１００人い
て、格子窓の内側で客を待っていた。
北前船が入港するたびに、大金を懐に

した豪商や船持ちたちが繰り出し、派
手に遊んだという いつごろからか 三。 「
国節」が歌われ出した。
♪三国の出村 舟が出るたび入るたび
／行こか戻ろか恋路の闇に 心迷わす
思案橋／酒は酒屋で濃茶は茶屋で 三
国小女郎は松ケ下♪



長江さんが三味線をつま弾いてうた
ってくれた。伸びやかな声だ。出村は

江戸初期に花街があった所だという。
兵右衛門が船乗りになったころ、既に
出村は結構なにぎわいだっただろう。

「 」北京の人たちの求めに応じて 三国節
をうたったかどうか。かの国の人たち
は「涙を流して面白がった」という。

死を覚悟しての帰国行

北京に１年間滞在してようやく帰国
できることになった。清朝の冊封使が
帯同して李王朝の首都・京城へ。その
昔、継体天皇の時代に五経博士が滞在
した地ではあるが、兵右衛門らにその
知識があったとは思えない 「百済」。
の名が陳述の中にないのは言うまでも
ない。

さらに南下し釜山の日本館（写真）
に入ったのは１月半ばである。ここに
対馬藩の古川伊右衛門が駐在してい
た。

対馬と聞いた船乗りたちは「もう自
」 。分たちの庭だ と安堵したに違いない

北前船が下るときは対馬海流に乗り、
上る時は海流に逆らって進むからであ
る。日本海を行く北前船の船乗りたち
は対馬海流のことを熟知しているの
だ。彼らの船が韃靼まで流されたのは
対馬海流によることも当然わかってい
たはずだ。

日本館に約５０日滞在した後いよい
よ帰国の途に。対馬に着くと、古川伊
右衛門を通して酒樽、シイタケ、スル
メ、タバコ、紙などが下された。北前
船の下り便に積む交易品の多くは米、
酒、塩、砂糖、紙、木綿などだ。兵右
衛門らが酒樽や紙を目の前にして感涙

にむせいだことだろう。とはいえ彼ら
には鎖国政策による厳しい沙汰が待ち
受けていた。異国に渡航して帰国した
者は、その事情にかかわらず「禁令破
り」として死罪に処せられるのが決ま
りなのだ。彼らの仲間は韃靼で殺され
ている。ここまで生き延びただけでも
幸運というべきではないか 「家族に。
一目会えれば本望 。全員、死の覚悟」
を決めていた。

大坂に着いたのは１６４６年６月１
６日。兵右衛門はいったん三国に帰っ
た後、ほどなく江戸から呼び出しがか
かった。詮議を受けた兵右衛門。だが
園田氏が調べたところでは処罰の記録
はない。どうやら穏便に取り計らわれ
たようだ。

ところで、殺された４３人中、氏名
がわかっているのは船頭の竹内藤右衛
門とその子、藤蔵だけだ。その藤右衛
門の菩提寺は三国湊の性海寺だ。裏の
墓地で探したが、藤右衛門父子の墓を
見つけだせなかった。藤右衛門には幸
い藤太郎がいて、父祖の縁をつたって
船問屋を開業。その子孫は酒屋を始め
るなど手広く商いを行ったという。園
田氏が研究している時、藤右衛門の末
裔は福井で健在だったそうだ。

韓
国
・
釜
山
に
あ
る
草
梁
倭
館
（
日
本
館
）



瀬戸内海を行く“古代船”

北前船による交易は、明治に入り、
鉄道輸送網が整備されるとともに衰微
する。森田家が金融業に鞍替えしたの
は既にみた通りだ。三国湊は漁港へと
変わり、北前船時代のにぎわいをしの
ぶよすがは次々に消えた。
そんな三国だが、５月の中旬に繰り

広げられる「三国祭」では、町中の人
たちが勇壮な山車に酔いしれる。山車
には高さ６・５㍍の武田信玄や上杉謙
信らの武者人形が載っていて、町を練
りまわるのだ。祭りが始まったのは２
６０年前。江戸中期、北前船の全盛時
代だ。豪商たちの富を誇った三国祭。
藤右衛門の末裔も祭りに躍った一人だ
ろう。

１９８８年、真の継体天皇陵といわ
れる今城塚の発掘調査が行われ、３基
の石棺が見つかった。うち１基は熊本
県宇土市で産出された阿蘇ピンク石が
使われたことが判明した 水谷千秋 継（ 『
体天皇と朝鮮半島の謎』文春文庫 。）
継体天皇と肥後はどのようなつながり
があるのか。そしてこの石をどのよう
にして運んだのか。継体天皇にまつわ
る新たな謎が浮かび上がった。

、 。２００５年 古代の船が復元された
船は“継体天皇のピンク石”を積み、

５００人の子どもたちに見送られて宇
土港を出港。船は下関から瀬戸内海に
入り、大阪に向かった。兵右衛門が下
関を経て大坂に帰って約３６０年後の
古代船イベントだった。遣唐使船は全
長約３０㍍だった。継体天皇の時代の
大型船もほぼこの規模だったとみてい
いだろう。江戸中期の千石船も全長は
約３０㍍だ。兵右衛門の北前船は、船
の長さだけでいえば継体天皇の時代の
ものとはほとんど変わらなかったの

。 、だ 兵右衛門は北前船の乗組員として
瀬戸内海を何度か行き来したに違いな
い。瀬戸内海をゆっくりと東に進む２
１世紀の古代船。それは兵右衛門ら数
奇な運命を負った三国の海の男たちの
時空を超えたデモンストレーションと
言えなくもない。

今城塚の調査が始まる少し前、司馬
遼太郎は長編小説『韃靼疾風録』を書
き下ろした。平戸島に漂着した韃靼の
姫君を送るため、平戸藩の桂庄助が後
金国におもむくという物語。明と戦う
女真族の人々に接する庄助の新鮮な驚
きが生き生きと表されていて、１９８
８年、大佛次郎賞に輝いた。後に文庫
本 中公文庫 になった際 司馬は 韃（ ） 、 「
靼漂流記」に触れて次のようにし付記

した。
越前三国湊の船頭竹内藤右衛門ら

五十八人が松前（北海道）にむかっ
て帆走中、難破して、女真の地であ
る沿海州ポシエット湾に漂着した。
生存者十五人は“清朝”によって手
あつく保護されたことから、この世
界的な事態を見ることができたので
ある。

かれらはやがて清朝が都をさだめ
たばかりの北京にともなわれ、翌々
年朝鮮をへて日本に送還された。そ
の談話によって、漂流と見聞の記録

。『 』 。がつくられた 韃靼物語 という
ときに『異国物語』とも『韃靼漂流
記』とも題された。

私は、題名をつけるにあたって、
その十七世紀の古書の題にあやかっ
た。

ここには兵右衛門の名前は出てこな
い。それどころか三国湊には兵右衛門
をしのぶものは何もない。だが、生き
て戻ったからこそ「韃靼漂流記」が生
まれ、司馬の傑作が生まれた。北前船
の船乗り・兵右衛門。その魂は地下水
脈のように三国の歴史の底でひっそり
と脈打っている。



三国・町散歩

「竹よし」内部



三国神社



今西富幸
の

詩的実験
Vol.８



雨
の
日
の
饒
舌
な
宇
宙
論

今
西
富
幸

あ
ら
ゆ
る
汚
物
が

射
殺
さ
れ
た
小
鳥
が

片
腕
の
も
げ
た
人
形
が
流
れ
て
い
く

春
か
ら
夏
へ
！

ピ
ス
ト
ン
の
暴
力
的
な
愛

少
女
ら
の
筋
肉
の
収
縮
運
動
も
く
り
か
え
さ
れ
る

く
り
か
え
す
の
は

い
つ
も
き
ま
っ
て

と
ど
か
な
い

発
声
練
習

そ
の
声
に
耐
え
か
ね
て

こ
ろ
が
り
出
る
断
崖

黒
い
布
と
雨
の
日

僕
の
眼
は
た
し
か
に
醜
か
っ
た

一
オ
ン
ス
の
心
臓
を
さ
さ
え
る
の
は
僕
だ

も
ち
ろ
ん
脱
糞
す
る
そ
の
手
も
僕
だ

な
の
に

な
ん
た
る
美
し
い
傘

あ
あ

な
ん
た
る

懐
か
し
い
風
景

な
の
に

帰
る
家
が
な
い



な
ん
た
る

悲
劇
的

な
の
に

お
っ
か
さ
ん
の
子
宮
の
ぬ
く
も
り
が
な
い

雨
の
日

む
き
だ
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨

雨
の
日

あ
ば
か
れ
た
僕
の
人
生
！

す
る
と

少
年
た
ち
の
ず
ぶ
ぬ
れ
た
サ
ー
カ
ス
が

黄
色
い
一
群
に
な
っ
て
逃
げ
て
い
く

極
彩
色
の
旗
の
下

は
た
は
た
と

は
た
め
い
て
い
る
虚
無
！

夥
し
い
数
の
孤
独
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
不
眠
の
街
角
を
曲

が
る

あ
あ

ま
る
で
人
生
の
リ
ズ
ム
で

人
生
の
よ
う
に

雨
は
新
た
な
死
へ
の
祝
福
だ

こ
ん
な
に
も
自
由
な
死
を
愛
す
べ
き
瞬
間

僕
の
か
ら
だ
は
音
も
な
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た

白
い
風
船
が
た
ま
し
い
の
よ
う
に
舞
い
あ
が
る

死
に
た
て
の
こ
ろ

僕
は
引
き
裂
か
れ
た
子
供
の
夢
を
見
て
眠
る

閉
じ
ら
れ
た
神
話
の
よ
う
に

雨
の
中



文・写真 片山通夫

２０１５年５月某日

全国的に晴れのマークが付いて
いるというのに 編集長は編Lapiz
集室の椅子に掛けて「沖縄関連」
の書籍に夢中だ。ちょっとのぞい
てみた。沖縄県知事だった大田昌
秀氏の「醜い日本人」 ！？

「 」そういえば編集長は 沖縄問題
にすごく興味を示されているよう
だ。

・・・と突然、町歩き行こう！
とのたまう。

ちょうどいいや。下町を歩いて
小さな発見の旅も！

時間はちょうど１６時３０分。
３０分歩いてビールの旅？

原稿の最終チェックと構成にいそしむ編集長！



読書の姿勢



そして空白の時間・・・。



下町が好きや！とばかりに飛び出した編集長。



これはすごい！



なんとなく懐かしいアパート





残ってんだ！こんな街並み。





戦争解剖学の世界 （番外編 ）2
― 戦争の主体と進化① ―

常本 一（元 ピースおおさか専門職員）

これまで本誌にて連載してきた「戦争解剖学の
世界」は、番外編 に入った段階まで終始、戦1
争の原因論についての分析を専らとしていた。
なぜなら、そこではまず つの“戦争にまつわ4
る常識のウソ”を取り上げ、それらのウソによ
り戦争は必要悪で避けられないものという“常
識”こそが、人類が戦争を撲滅できない原因で
あるとの認識に立ち、その上でそれらの“常識
”に解剖のメスを入れて覆すことにより、人類
の恒久平和の可能性を探ろうという趣旨の論考
であったからだ。

そこで、今回の番外編 以降では、主として2
戦争の主体論について、戦争解剖学的な論理展
開を試みていきたい。ところで、読者諸氏は下
の図について覚えておられるだろうか。この図
は本誌掲載の「戦争解剖学の世界 」で挿入され2
ていた「図ｇ（右図 」である。上述のようにこ）
の時は戦争原因について考える文脈で援用した

が、実はこれこそ戦争の主体と進化を考察するには欠かせない概念図なのである。



図ｇについて見ていく前に、そもそ
も戦争は進化するものなのだろうか、
という問いから始めていきたい。筆者
は戦争の進化については、文化人類学
でいう、文化進化の概念と比較してみ
るとわかりやすいのではと考えてい
る。

戦争と文化との関係についていえ
ば、かつて古代ギリシャの哲学者ヘラ
クレイトスが「争いはすべてのものの
父であり王である」と言ったように、
単に戦争は文化に影響を与えるなどと
いう消極的な理解よりもむしろ、戦争
も文化そのものだと考えたほうがいい
のである。平和論の立場からすれば残
念なことだが、確かに戦争は文化の一
部であり、しかもその大きな部分を占
めるものといえるだろう。

それゆえ、文化が進化するように戦
争も進化するものであるといってよ
い。文化というものは様々に変化・変
容していくもの。例えば、蒙昧→野蛮
→文明のように直線的、発展的進化が
見られるとする考え方もある。戦争に
ついても全く同じことがいえるのであ
る。

戦争の変容についていえば、それは
武器の進歩や戦術・用兵の変化などが
複雑にからみ合って起こるものであ
る。一例を挙げれば、ナポレオン戦争
時の火砲の威力の増大が、それまでの
横隊から散開へと歩兵の戦術を変えた
ことや、核兵器の桁外れの破壊力が相
互抑止の戦略を生み出した例など。

また逆に、戦術上の要請が新たな兵
器をつくり出してきたともいえるのか
もしれない。例えば、核兵器が登場し
てきたのは、全土にわたってゲリラ戦
をくり広げる人民解放軍の戦略に対応
し、それを無力化できる兵器が求めら
れたためという見方もできるだろう。

これらのことは、しかしながら、戦
争の様々な変容にすぎない。前述のよ
うな文化における直線的、発展的進化
と同様なものを戦争についても考える
ためには、次の二つの指標が必要とな
るのである。それらが、図ｇの横軸の
指標である「武器の進歩（＝威力の増
大）の程度」と、縦軸の「戦争参加者
の規模（＝武装権の広がり 」の二つ）
である。本稿ではまず、前者について
見ていき、後者については次回以降に
述べていきたい。

少年たちのゲリラ訓練



、 、上の図ｍは 戦争の進化の三段階を
武器の進歩（＝威力の増大）の程度を

。 、 、基準にして描いたものである Ａ Ｂ
Ｃ、の各段階は、図ｇの三つ点ＡＢＣ

（ 、に原則として対応し 原則というのは
ＡＢＣは各戦争段階の極大点であるた
め、各々の点までのある程度の範囲を
も含むという意味である 、上段に各）
段階の戦争の名称を、下段にそれらの
各段階に対応する代表的軍隊が記され
てある （これらの タイプの軍隊に。 3
ついては、軍隊とは、戦争解剖学では
戦争参加者として把握するため、その
進化は図ｇの縦軸に関係するものであ
るから、次回に説明することとする）

さて、図ｍは各戦争が矢印の方向へ
進化することを示したもので、その点
では理解しやすいものであるが、最後

「 」 「 」のＣの段階の軍隊が 主体 と 客体
に分かれていることに関しては少し説
明が必要かもしれない。そもそも、主

体や客体の軍隊などという聞きなれな
い言葉は何を意味しているのだろう。

ひと言でいえば、主体の軍隊とは攻
撃をする側で、客体の軍隊とは被害を
受ける側ということになるが、これは
あるひとつの戦場で向かい合った軍隊
が互いに攻撃したり、被害を受けたり
する場合のことではない。

具体例を挙げれば、主体の軍隊とは
例えばＡの段階の戦争が行われている
社会における、封建騎士団のようなま
さに主体の存在を指す。それに対し、
それらの騎士たちの従者である農民軍
は、戦争に際し荘園から無理やり連れ
出された農民たちによって構成されて
いる軍隊であり、多くの場合戦意も高
くなく、戦争のむしろ被害者であると
いう意味で、客体の軍隊ということに
なるのだ。

しかし、何といっても戦争における

最大の被害者は、家を焼かれたり、巻
き添えになって殺されたりする一般民
衆であろう。彼らは普通の意味では軍
隊などと呼べるはずもないが、上にも
述べたように、戦争解剖学では軍隊を
戦争参加者と把握するため、戦争に巻
き込まれた、つまり参加を余儀なくさ
れたという意味で、彼らは典型的な客
体の軍隊ということになるのである。

（それゆえ、正確には図ｍのＡとＢ
の段階における戦争の箇所にも、それ
ぞれ主体：封建騎士団、客体：一般民
衆、主体：近代的国民軍、客体：一般
民衆、と記されるべきものだが、便宜
上、省略している）

これまでの説明で、Ｃの核戦争の段
階に対応する客体の軍隊が「全人類」
（全面核戦争による人類全員の死滅を
想定している。図ｇの縦軸の指標の名
称の中に （死者）と挿入されている、
のはそういう意味である）となってい



ることについては、読者諸氏の理解を
。 、得られたのではないだろうか しかし

依然として疑問が残る点は、その段階
の戦争、つまり核戦争に対応する主体
の軍隊が「兵器」とされていることだ
ろう。

兵器が軍隊そのものであるという主
張は、主体や客体の軍隊という区別以
上に屁理屈だと思われるかもしれな
い。ここで注意しなければならないこ
とは、人類はすでにＣの核兵器による
戦争の時代に入っているものの、その
主体の軍隊である兵器が完全に姿を現
すのは、戦争の進化が ％に達した100
時、すなわち全面核戦争によって全人
類が滅亡し、恐竜から受け継いだ地球
の覇者の座をゴキブリに譲った時にし
か見られないという、純粋理論上の話
だということである。

別の言い方をすれば、 ％の戦争100
進化の際には、その戦争を発明して始
めたのは他ならぬ人間であるのに、な
んと兵器そのものに主役の座を奪われ
てしまうという現象が起こることを、
戦争解剖学は予言しているということ
なのである。

この論理的展開には、首をかしげる
。 、読者も多いことだろう その人たちは

現在の地球上の核兵器が人類をひとり
残らず殺す能力があることは認めて
も、その兵器を使う、つまり大陸間弾
道ミサイル（ＩＣＢＭ）のボタンを押
すのはあくまでも人間じゃないか、と
反論するかもしれない。もし、それが

アメリカ大統領であれば、民主的な選
挙で選ばれた者だから、その結果、全
世界が滅びたとしてもそれは人々の意
志、つまり主役はやっぱり人間なのだ
と論じるだろう。

なるほど、民主主義は戦争と同じく
人間が発明したものである（しかも戦
争を廃絶する有効な手段でもある 。）
しかし、民主主義というのは、選出さ
れた者なら何をしてもいいというシス
テムでないことはいうまでもない。そ
の指導者の選択が正しかったかどうか
の審判を、次の選挙で人々から受ける
というフィードバック機構が保障され
ていなければ、民主主義とは決して呼
ぶことはできないのである。

全面核戦争が起きて人類が滅亡した
後に、いったいどんな選挙ができると
いうのだろう。その時には、全人類は
天国（地獄かもしれない。この美しい
地球の大自然を破壊してしまうのだか
ら）において、自らが生み出しコント
ロールしていたはずの兵器に、実は逆
にコントロールされていたことを思い
知らされるのである。

現在のところ幸いにも全面核戦争は
100まだ起こっていないため、戦争は

％進化していないことは明らかであ
る。それでもすでに、兵器そのものが
現代の戦争に対応する主体の軍隊とな
りつつある兆候は見て取ることができ
る。ベトナム戦争時の米軍による「自
動化戦場」はそのはしりといえるだろ
う。軍事評論家の小山内 宏はベトナ

ム戦争を詳しく分析した上で 「兵器、
化戦争」という言葉を用いるようにな
った。

また、湾岸戦争で使われた、目標に
正確に命中するトマホーク・ミサイル
などは、それ自体ロボットのようなも
のであるし、 世紀に入り益々加速21
する「軍事における革命（ＲＭＡ 」）

、 、では 本当のロボット兵士が研究され
その一部はもう実用化されているので
ある。

このような事実からしても、人類が
起こす戦争の最高にして最後の形態で
ある、Ｃ＝全面核戦争において、その
本当の主体は「兵器」という名の“軍
隊”であるという結論が導き出せると
筆者は考えるのだが、読者諸氏はどう
思われるだろうか。

（ ）常本 一 つねもと はじめ
年、大阪に生まれる。上宮高校、ノー1957

スランド大学（米国）卒業。平和学専攻。

元(財)大阪国際平和センター（ピースおおさ

か）専門職員 大阪府立和泉総合高校特別非

常勤講師（ ～現在） 関西大学非常勤講2006

2009 2011 2011師 ～ 相愛大学非常勤講師（ ） （

～ 著書： 戦争と平和の 解剖学 東2013） 『 「 」』（

方出版） 年『戦争出前噺 （みずのわ出2005 』

版） 年2008



緒方馨 著

著者・緒方馨は１９３３年（昭和０８年）大阪に生まれた。

この物語は、先取りの才にたけ技術力を持った大阪の中小企業を皮切りに、

戦後の大阪やアメリカを舞台に活躍した男・緒方馨の物語である。

７月１日発売開始

第１章 ソフトクリームの伝来とその周辺
第２章 ６０年以上も続く「テーラー社」製品の輸入
第３章 ブルースを生み出した黒人たち
第４章 終戦と歌舞伎の復活
第５章 日系二世の活躍とその起源
第６章 ハワイ日系二世と太平洋戦争
第７章 ハワイの友人、ディック・ヒグチ
第８章 日系二世スチュワーデスの活躍
第９章 ファミリーレストランとファーストフードの伝来

第１０章 日米の架け橋をめざした酒井 隆



都会の客待つ
べとべとさん

文・ 井上脩身
写真・片山通夫

境線・米子空港駅JR



べとべとさん駅

私（筆者）が初めて飛行機に乗った
のは１９７０年１１月のことだ。羽田
空港を飛び立った双発ターボプロップ
のフレンドシップ機は、乗客約５０人
の中の１人である私を乗せて羽田空港
を飛び立ち、約２時間後、米子空港に
着陸した。境港からフェリーで隠岐の
島に向かい、数日後、飛行機で米子に
戻った。初体験の空の旅では着陸だけ
で２回、米子空港に足を踏み入れたわ
けだ。山陰の晩秋の空はどんよりと厚
い雲に覆われていた。タラップから降
りると、海の風が頬を冷たく殴り、冬
が間近いことを思わせた。

当時、同空港のそばに鉄道の駅はな
かった。だから、往路、空港から境港
に行く際も、帰途、空港から米子に向
かうときもバスを使った。今でもほと
んどの地方空港では、バス以外にアク
セスはない。そんな米子空港のすぐそ
ばに２００８年、ＪＲ境線の駅ができ
た。その名もずばり「米子空港駅 。」

ニックネームがふるっている 「べと。
べとさん駅 。べとべとさんは、夜道」
を歩く人の後をつける妖怪だ。ちょっ
と怖い駅なのだろうか。何せ、空港に
直結しているというのに無人駅なの
だ。

弓浜絣の里の飛行場

山陰の商業都市・米子から境港市に
伸びる弓ヶ浜半島。その名の通り、弓
のようにしなった形をなして、東に日
本海、西に中海を分ける。ＪＲ境線は
米子駅から境港駅まで約１３㌔を、同
半島の背骨となって貫く。このほぼ中
間点に１９０２年、大篠津駅が設置さ
れた。同半島では江戸時代から「弓浜
絣」と呼ばれるかすりが製造されてい
た。江戸から明治の初めにかけては多
くの織り元がいた。しかし、洋式の紡
績が導入されてかすり生産は衰退。大
篠津駅ができたころ、周囲は麦や綿、
甘藷などを作る静かな農村地帯だっ
た。

４３年、駅の西に海軍航空基地がで
きた。予科連が併設され、若者が町を
闊歩した。大篠津駅前通りにはキャバ

、 。レーが出現 基地の町に様変わりした
終戦後、米軍が基地を接収したが、

５８年に返還されて航空自衛隊の基地
に。美保飛行場と呼ばれた。前後して
民間航空の共用が認められ、大阪空港
（伊丹）への定期便が就航した。６４

、 、年 羽田への定期便が就航する一方で
６９年にはＹＳ－１１型輸送機が美保
基地に配備された。要するに美保飛行
場は自衛隊基地として整備されるとと

もに、米子空港の通称名で、山陰と大
、 。阪 東京を結ぶ空の玄関になったのだ

私が米子空港に降りた７０年にはＹＳ
－１１型機が駐機していたはずだが、
その姿を目にすることはできなかっ
た。

鬼太郎人気にあやかる

０８年、美保飛行場では２０００㍍
滑走路を２５００㍍に延ばすなどの拡
幅工事が行われた。これに合わせて境
線が付け替えられ、大篠津駅は８００
㍍先の空港ターミナルビル近くに移
転。米子空港駅に名前が変わった。

その前年、水木しげる原作の「ゲゲ
ゲの鬼太郎」のテレビドラマがＤＶＤ
化されるなど、水木の妖怪漫画は大ブ
レークをしていた。水木の故郷、境港
市では妖怪広場がつくられるなど、ゲ
ゲゲの町に。米子空港は「米子鬼太郎
空港」の愛称が付けられ、米子空港駅
が「べとべとさん駅」になったという
次第だ。

べとべとさんは、足音はするけれど



も姿は見えない妖怪といわれる。不気
味な足音がすると 道の端によって お、 「
先にお越し」と唱えると妖怪は離れて
いく、との言い伝えがある。この奇妙
な妖怪に水木は遭ったことがあるとい
い、丸い頭部から足が生え、大きく口
を開けた愛きょうある妖怪に仕立て上
げた。２０１０年に放映されたＮＨＫ
の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」に
も登場。境港市の水木しげるロードに
設置されている「べとべとさん」のブ

、 。ロンズ像は 若い女性たちの人気者だ
「べとべとさん駅」という愛称は、

「ちょっとおどろおどろしい駅」とい
うよりも 「都会の若い女性に来ても、
らいたい駅」との願いが込められてい
るのかもしれない。

列車引っ張るねずみ男

米子空港駅を訪ねたのは１月下旬だ
った。線路は単線。もちろんホームは
一つだけ。長さ約５０㍍、幅約２㍍。
千歳や仙台空港と直結しているＪＲ駅

とは比較にもならないほどのミニ空港
駅だ。駅から空港ターミナルまでの距
離は約３００㍍。歩いて数分だ。空港
では、この駅に降りる人を待つかのよ
うに中型の旅客機１機が駐機してい
た。

時刻表を見ると、上りの米子行き、
下りの境港行きともにおおむね１時間
に１本。ガランとしたホームの壁には
「べとべとさん」が描かれた横２㍍、
縦１㍍の白黒の絵がかけられている。
その下のベンチの背もたれには「ねこ
娘」や「ねずみ男」があしらわれてい
る 「米子鬼太郎空港」のための駅な。
らではだ。

米子発境港行き下り列車が音もなく
やってきた。２両連結のディーゼル車
だ。車両全体にラッピングが施されて
いて、１両目は黄色地。フロントの中
央には「ねずみ男」がデーンと描かれ
ている。さながらねずみ男が引っ張っ
ているかのように。列車が停車してわ
かった 「 」とフロ。 Nezumiotoko Train
ントガラスの下に書かれいるではない
か 後部車両はピンク地 こちらは ね。 。 「

」 「 」こ娘 が描かれた Nekomusume Train
だ。

約１０人が降りた。４、５人の高校
生のほかは空港に向かう。うち女性は
３、４人。キャリーバッグを引いてタ
ーミナルビルへの屋根付き歩道を行
く 「若い女性を呼べる駅」といえる。

、 。かどうかは これだけではわからない
列車は出発した 「ねこ娘」が大き。

な目を吊り上げて音も立てずに去って
いった。

スカイマークが運休へ

今年１月、鳥取県西部の人たちには
ショックなニュースが流れた。経営に
苦しむ格安航空会社のスカイマークが
９月から米子発着便を運休するという
のだ。現在１日に神戸便２往復、茨城
便（神戸経由）と那覇便が各１往復あ
る。しかし神戸便４３％、那覇便は３
９％と客席は半数も埋まらず、ガラガ
ラの運航だ。ほかに全日空が東京便１
日６往復、アシアナ航空のソウル便が
週３往復あるが、スカイマークが飛ば
ないと関西方面からの空の足がなくな
り、ゲゲゲの鬼太郎観光への影響は避
けられない。

となれば米子空港駅の乗降客は減
る。このままでは、本当にべとべとさ
んがスーッと出てきそうなもの寂しい
駅になりかねない。

今、民芸陶器や漆器、織物などの伝
統工品が静かなブームだ。濃い藍色に
白抜きの柄が鮮やかな弓浜絣。境港市
の弓浜がすり伝承館には都会からの見
学者も少なくないといい、その手つむ



ぎの味わいが見直されつつある。空港
駅のべとべとさんの絵をながめていて
ふと思った。べとべとさんをあしらっ
た弓浜かすりのタベストリーを、ホー
ムか駅舎の壁にかけてみてはどうだろ
う。キャッチフレーズは「かすり地の

」。べとべとさんがあなたを待っている
大きな口を開けて客を迎えるべとべと
さんは、若い女性のハートをとらえる
に違いない。

私には思い出の米子空港である。だ
から米子空港駅には、べとべとさんに
お願いしてでも頑張ってほしいのだ。



文：丸古一
写真：齊藤亜樹

店の飲食店 が立ち並ぶ500

横 浜市 営 地 下鉄ブルーラ
。イン桜木町駅 に降り立った

東京の暮らしにも慣れてきたものの、いまだに横浜エリアは未開拓だ。
まず野毛の歴史を振り返る。野毛は横浜開港の安政 年（ 年）に一変した。これまでは半農半漁の村で、当時、野毛5 1859

横浜の歓楽街のひとつ野毛。

横浜という大都会にありながらも、
「人情味あふれる町」と呼ばれるなど
独特な文化を持つ野毛の魅力について、
各所からうわさでは聞いていた。
今回、野毛をテーマに写真を撮る
写真家の さんの案内の下、齊藤亜樹
野毛の町をぶらりと歩いてみた。



店の飲食店が立ち並ぶ500

横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町
駅に降り立った。東京の暮らしにも慣
れてきたものの、いまだに横浜エリア
は未開拓だ。

まず野毛の歴史を振り返る。野毛は
横浜開港の安政 年（ 年）に一5 1859
変した。これまでは半農半漁の村で、
当時、野毛のあたりまで海岸沿いだっ
たみたいだ。当時、野毛浦と呼ばれて
おり、野毛は崖を意味する。幕府は開
港場への近道として「横浜道」を野毛
に通し、神奈川奉行所などを設置。明
治維新以降、野毛は鉄道、ガス、水道

。 、 、の発祥地といわれている また 戦後

焼け野原となった野毛も「野毛では金
さえ出せば何でも食える」と言わしめ
るほど闇市が広がっていたという。そ
の喧騒の中から昭和の歌姫である美空
ひばりが大きく羽ばたいた場所でもあ
る。

桜木町駅の海側には、いまや横浜の
代名詞とも言える山下公園をはじめ、
高層ビル群が立ち並ぶみなとみらいエ

2004 1リアが広がっていた。実は 年
月末までと、つい最近までは桜木町駅
が東急東横線の終着駅だったそう。昔
から野毛に住んでいる人は 「みなと、
みらいのことを と呼んでいる」MM

などの話を聞きながら、海側とは反対
となる山手側の出口を抜けた。

すると、開口一番 「もうここが野、
毛」という。大通りを一歩入ると、小
さな飲食店が立ち並ぶ飲み屋街となっ
た。まだ日が出ているのに、すでに営
業している立ち飲み屋がいくつか散見

250mされた。野毛には、現在、半径
と小さなエリアの中に約 店の飲食500
店があるという。そのほか、野毛には
無料で楽しめる動物園や毎年 月に開4

「 」 。かれる 野毛大道芸 も有名だと聞く
この魅惑の酒場に早速、足を踏み入れ
てみることにした。

夜の野毛の町 イメージ



人情味あふれる野毛の夜

野毛を代表する大岡川のほとりに建
つ都橋商店街にライトが灯され始め
た。この建物は昭和 年、路上に並39
んでいた屋台をひとつに収納し誕生。

棟につき約 店が入居しているそ1 60
う。
いよいよ、横浜の随一の人情味あふ

れる歓楽街での酒盛りスタート。ぶら
りと立ち寄った店は、まだ新しい店だ
という。まずは、立ち飲みで軽く一杯
ひっかけることにした。システムは、
先払い制で、お酒をカウンター越しの

。 、ママに注文する 酒を作っている間に
お勧めというモツ煮込みを注文。その

、 。場で受け取り 空いている席に流れる
常連客らしき 人組が顔をのぞか3

せ、
「ちーちゃん、ビールで」

「何、もう酔っ払ってんの 」!?
などとのやり取りが交わされる。
一方、テレビでは歌番組が放映され

ている。もう解散してしまったザ・イ
エロー・モンキーこと、イエモンの吉
井和哉の登場に、ママや女性のお客さ
んたちの間で盛り上がっている。もち
ろん、互いに初対面という間柄だ。早
速、野毛の人情味ある雰囲気を体感で
きた。

知り合いのあるコピーライターは、
野毛にのめり込み、 歳を機に夫婦60
で野毛に住まいを移したという。都心
において隣近所の顔すらわからないな
ど地域のつながりが希薄化したと呼ば
れているご時勢において、この人情味
あふれるやりとりを前にすれば、野毛
に「移住」することも決して不思議で
はない。実際に今、この町の魅力にと
りつかれて移り住む若者も増えてきて
いるという。一気に野毛を好きになっ
てしまった。

続いて入ったのはジャズバー。ただ
でさえ手狭な店内に、デカデカとアッ
プライトピアノが置いてあった。客席
の広さは約４畳半ほど。カウンター４
席とテーブル 卓しかない。しかし、1
ここで生のジャズピアノが聞けるとい
う。

「こんばんは。私たち叔父と姪の関
係なの。今日、久々に親族で集まった
後、旦那と高校生になる子供をほった
らかしにして、初めて一緒に飲んでい
るの」と先客の紳士淑女の二人が話し
かけてきてくれた さらにその姪は 叔。 「
父は、昔からプロの演奏家として活動
しているというけれども、一度も演奏
を聴いたことがない」といい 「だか、

、 」 。ら 今日は演奏してもらうの という
すると、ピアノとマラカスのセッシ

ョンが始まった。そして、姪も歌いだ
す。やがてみんなで歌いだす。この町
は本当に壁がない。これからも、この
野毛独特の文化が途絶えることなく続
いてほしい。

大岡川沿いの都橋商店街



齊藤亜樹 （さいとう あき）
年、東京生まれ。留学中のカナダで写真を学ぶ 「ヨコハマ1981 。

フォトフェスティバル 」で野毛をテーマにした企画展示で写2012

真を出品するなど、野毛を中心に活動している。

丸古 一 (まるこ はじめ)
年、滋賀県生まれ。業界紙記者・雑誌編集者を経て、現在、1982

東京渋谷で編集者として活動中。



写真・文 片山通夫

今年は戦後７０年とあって でLapiz
も特集を組んだ。おかげで「旅」はで
きなかった。それで以前から気になっ
ていた落書きなのかアートなのかと意

。見の分かれそうな絵を見て歩いてみた

ストリートアート（ ）は、街の建物やstreet art
塀などをキャンバスに見立てペンキやスプレー
で描かれる。単に落書きとして扱われる事もあ
り、一方で適切な（何処が適切なのかは不明）
場所に書かれたものはアートとして市民権を得
ているようだ。











右の写真はチェルノブイリ事故の時、キエフの市民が自分とその家族を放
射能から守るために、キエフ市内で完全防備で作業している姿を撮った写真
だ。ちなみにチェルノブイリからキエフまでの距離は直線でおよそ キロ100
メートル。

翻って我が国の情況はどうか。当事者である政府や東京電力はもちろん、
マスコミも福島県も、原発に関連のある企業
など、ほとんどすべてが福島の事故を過小に
見せかけようとしている。マスコミもそれに
《全力》で協力している。

この写真を見ていると、福島の事故が起こ
3 28った時 週刊誌のアエラが事後直後の 月、

日号で「放射能がくる」と表紙に危険を知ら
せる写真とともに掲載したことを思い出す
（写真左 。）

そしてこの表紙は世間からたたかれた。表
紙は防毒マスクをつけた人物の顔のアップ
に、赤い文字の見出し「放射能がくる」を重
ねたもの。このデザインに対し発売後、ネッ
ト上で 恐怖心をあおってどうするのか イ「 」「
ンパクトばかり求めている」などと非難が相
次いだ。しかしこのキャッチコピーも写真も
正しいかったのではないか。

（片山通夫）



反原発裁判官の憲法感覚
志賀原発訴訟判事の井戸謙一氏

文・井上脩身

福井県の住民らが関西電力高浜原発３、
４号機の再稼働の差し止めを求めた仮処分
の申し立てに関して、福井地裁の樋口英明
裁判長は４月１４日、再稼働を認めない決
定をした。樋口裁判長は昨年５月、関電大
飯原発３、４号機について「人格権を侵害
する可能性がある」として運転差し止めを
命じる判決を下しており、憲法の大原則で
ある基本的人権を重視する裁判官である。
政治権力に迎合する裁判官が多い中、人権
派裁判官は原発をどうとらえているのだろ
うか。

志賀原発訴訟で２００６年３月、第一審
段階で初めて運転差し止めを命じた金沢地

裁の裁判長（当時 、井戸謙一氏の講演などを通して、その憲法感覚に迫りたい。）

福井地方裁判所



忠魂碑と政教分離

井戸氏は１３年、市民グループ「神
坂さんの任官拒否を考える市民の会」
が主催した集会で 「内から見た裁判、
所、外から見た裁判所――原発訴訟に
関わって」と題して講演した。この内
容を基に同会の編集で刊行された『原
発を止めた裁判官 （現代人文社）を』
私（筆者）は最近手にした。井戸氏が
神坂直樹さんと接点があることに、私
は感慨を覚えた。神坂氏自身とは直接
面識はないが、直樹さんの母親が起こ
した「箕面忠魂碑訴訟」には、いささ
かの思い出があるのだ。

大阪府北部の箕面市は１９７０年こ
ろからベッドタウン化して人口が急
増、小中学校の校舎や教室の増設に追
われた。７５年、市立小学校の校舎建
て替えと校庭の拡幅のため、隣接する
忠魂碑を移転することに決定。市遺族
会との間で、移転先用地の取得と無償

、 。貸与について合意し 同碑を移転した
さらに同碑前で行われた慰霊祭に市教
育長が参列、玉串奉納を行った。
これに対し７６年、同市の神坂玲子

さんら住民５人が「市の行為は憲法２
０条の政教分離に反する」と大阪地裁
に住民訴訟を起こした。弁護士をつけ
ない本人訴訟だった。新聞に「箕面忠
魂碑訴訟」の見出しがでかでかと躍っ
た。

当時、私は大阪の新聞社の社会部に
、 。いて 箕面市は担当区域の一つだった

市長は広報課長を裁判担当者に充て

。 。た てきぱきと仕事をこなす人だった
それまで酒を酌み交わす仲だったが、
疎遠になった。

一審の大阪地裁は「箕面市による忠
魂碑の移設と敷地の無償貸与は政教分
離に反する」と住民の主張を支持、市
教育長の慰霊祭参列について「公務と
はいえず、給与の返還義務を負う」と
判示し、住民側に軍配を上げた。しか
し、大阪高裁は忠魂碑の宗教的性格を
否定、市教育長の参列も「社会的儀礼
の範囲」として、住民側の訴えを退け
た。９３年、最高裁が上告を棄却し、
神坂玲子さんらの敗訴が確定した。

玲子さんの息子の神坂直樹（以降、
神坂）さんは、補助参加人として同訴
訟にかかわり、母親を助けた。訴訟係
属中の９１年には司法試験に合格し、
時の人になった。

裁判官任官拒否の最高裁

神坂さんは司法研修所で裁判官を希
望。しかし、教官は同訴訟に関わった
点を問題にした 「特定の政治的立場。
にある者は裁判官に向かない」と露骨
に志望を変えるよう圧力をかけられ、
９４年、裁判官任官を拒否された。１
０５人の裁判官希望者中、任官拒否は
神坂さんだけだった。

裁判官任官拒否が大きな社会問題に
なったのは１９７０年ころのことだ。
北海道長沼町の航空自衛隊ミサイル基
地建設をめぐって、自衛隊が違憲かど
うかが争われた長沼ナイキ訴訟で、札

幌地裁の平賀健太所長が、担当の福島
重雄裁判長に申し立てを却下するよう

「 」示唆した書簡を送った 平賀書簡問題
がそのきっかっけだった。青年法律家
協会（青法協）所属の裁判官を自民党
が「偏向裁判官」とやり玉に上げ出し
た 「憲法を守る」という法律家とし。
ては当たり前の活動目的が、政府与党
には気に入らなかったのだ。

最高裁は自民党の動きに合わせて青
法協から裁判官を脱退させる方針を打
ち出し、石田和外最高裁長官は「そう
いう団体（青法協）に入るのは好まし
くない」との談話を発表。全国の裁判
所の所長が直属の裁判官に青法協を辞
めるよう働きかけた。

この結果、百数十人の裁判官が脱退
するなど、司法行政が揺れ動く中、熊
本地裁の宮本康昭判事補が再任を拒否
され、司法修習生７人も裁判官任官を
拒否された。

井戸氏が司法研修所に入った７７年
は宮本再任拒否事件の余震が続いてい
た。裁判官を希望した６９人のうち５
人が任官を拒否された。５人は、任官
拒否は不当として裁判を起こす意向を
表明。井戸さんは青法協には入ってい
なかったが、提訴されば同期の裁判官
として支援をしなければならない、と
考えていた 「裁判官仲間でどういう。
支援体制を組めるかを議論した」と、

、 。 、講演の中で 当時を振り返った 結局
この５人は訴訟を起こさなかった。

神坂さんは９５年 「任官拒否は憲、
法が保障する思想信条の自由に反す
る」として１１００万円の支払いを求



める国家賠償請求訴訟に踏み切った。
任官拒否取り消し裁判の第１号だっ
た。０５年、最高裁は「任官拒否は裁
量権の逸脱でない」として神坂さんの
主張を退けた 「裁判官に思想信条の。
自由はない」との反憲法姿勢を最高裁
が示したのだ。以降、裁判官は最高裁
というモンスターの威圧を受けなが
ら、法廷に臨むことになる。

断層帯の地震動評価

裁判官になった井戸氏は、神戸地裁
を皮切りに、甲府地裁、大阪高裁など
を経て０２年、金沢地裁に異動。その
３年前の９９年８月、１７都道府県の
１３５人が原告となって志賀原発２号
機運転差し止め訴訟が提起されてい
た。井戸氏は、自分の在任期間中に判
決を言い渡す覚悟で訴訟指揮に当たっ
た。

井戸氏が重視したのは地震動の評価
と直下型地震の想定問題、それに基準
値地震動想定問題の３点だった。
能登半島の付け根にあたる所に、邑

知潟断層帯と呼ばれる北東から南西に
延びる４４㌔の断層帯がある。８㌔か
ら１０㌔の断層が４つから５つ連なっ
たもので、この各断層が個別にしか動
かないのか、連動する可能性があるか
が、地震動評価上のポイントだ。
被告の北陸電力は「個々の活断層が

動くことがあっても、全体が同時に動
くことがない」としたうえで、個別に
動いた場合の最大の地震の規模はＭ６
・６と評価した。

一方、０５年４月に政府の地震調査
研究推進本部が発表した邑知潟断層帯
の評価では、４４㌔全部が一度に動く
可能性があり、その場合、予想される
震度はＭ７・６と予測。さらに、今後
３０年間に地震が発生する確率は２％
と推計した。北陸電力は推進本部の評
価について「文献上だけの調査による
もの。我々は現場に行って調べたもの
で、自分たちの評価が正しい」と主張
した。

地震起こす見えざる活断
層

直下型地震の想定のうえで欠かすこ
とができないのは、表面に現れていな
い活断層の解析。原発は活断層の上に
建ててはならないのは言うまでもな

。 、い 調査で活断層が発見されなくても
その直下に活断層があるかも知れず、
その評価は的確に行われねばならな
い。

たとえばＭ７・８が記録された２０
００年の鳥取県西部地震の場合、活断
層があるとは認識されておらず、地震
後も活断層は地表に現れなかった。０
２年の政府の中央防災会議のまとめに
よると、やはりＭ７・３の揺れとなっ
た１８５４年に伊賀・伊勢・大和を襲
った地震をはじめ、Ｍ７・１の飛騨・
越中・加賀地震（１８５８年 、鳥取）
県西部 １８７２年 秋田県南部 １（ ）、 （
９１４年 、鹿児島県中部（同 、福井） ）
県北部（１９４８年）も地表断層を伴
わない地震だ。活断層の存在がわかっ

ていない場合でも、大きな地震は起こ
っているのだ。

北陸電力は、想定地震規模を当時の
耐震設計審査指針にのっとりＭ６・５
に設定。ボーリング調査や弾性波など
による地中調査を行った結果から「直
下型活断層がある可能性が小さい」と
主張。これに対し 「針でつつくよう、
な調査では活断層が見つけられない。
そのすぐそばに活断層がある可能性が
ある」との指摘もあり、裁判では、北
陸電力の調査の信頼性が争点になっ
た。

想定超える基準地振動

裁判中の０５年８月１６日、宮城県
沖地震が発生し、東北電力女川原発で
基準地振動想定を超える２８４ガルを
記録した。

活断層が動いた時に原発の敷地がど
の程度揺れるかの想定が基準地振動想
定である。この振動はガルという揺れ
の大きさを示す加速度の単位で表され
る。想定値より実際の地震による加速
度が高いと、原発事故の危険性が大き
くなる。想定値をどうとるかは、耐震
対策上の重要なファクターだ。

東北電力は仙台沖に地震が発生した
場合に女川原発に最強の地震動をもた
らすとして、Ｍ７・４、震源との距離
は４８㌔、震源の深さ１２㌔と想定、
原発敷地では２５０ガルと推計した。
ところが宮城県沖地震はＭ７・２、震



源との距離５０㌔、震源の深さは４２
㌔と、想定した仙台沖地震よりも地震
規模が小さかったにもかかわらず、原
発敷地での振動は想定より大きかった
のだ。

従来の想定値は、東大名誉教授で耐
震工学者の故大崎順彦氏が、マグニチ
ュードを基に原発の敷地での揺れを計
算したもので「大崎の方法」と呼ばれ
ていた。１９９５年の阪神大震災では
大崎の方法を超える地震動が記録さ
れ 「活断層による直下型地震では過、
小評価につながる可能性がある」と指
摘されていた。宮城県沖地震では、そ
の危惧が現実になった。

放射線被ばくの危険性指
摘

井戸氏は地震動の評価について 北、「
陸電力の想定は甘いのではないか」と
の疑いを抱いた 「原発が一度でも過。
酷事故を起こすと大変な被害が生じ
る。そのような危険なものを扱う事業
者は、地震調査研究本部のデータを前
提とした安全対策をとるべきだ」との
結論に達し 「邑知潟断層帯が引き起、
こす地震の規模に関する北陸電力の想
定は小さすぎ、原発敷地の地震動の評
価は合理性を欠く」と、北陸電力の主
張を退けた。

、 、また 直下型地震の想定については
「調査ができるのは表面から３００㍍
までに過ぎない。地震によって割れる
上部地殻は深さ１５～２０㌔のところ

なので、調査で活断層が見つからなか
ったとしても、活断層がないとは言い
切れない」として、北陸電力の調査の
信頼性を認めなかった。

、「 」 、さらに 大崎の方法 についても
宮城県沖地震で表れたデータなどから
「合理性がない」との結論に達した。

こうした地震動想定に関する検討を
経て０６年３月２４日 「地震によっ、
て周辺住民は許容限度を超える放射線
に被ばくする具体的危険性がある」と
判断、運転差し止めを命じる判決を下
した。

北陸電力は判決を認めず控訴した。

中越沖地震の教訓

志賀原発訴訟が名古屋高裁金沢支部
で審理中の０７年７月１６日、中越沖
地震が起き、Ｍ６・８、新潟県柏崎市
で震度６強を観測。東京電力柏崎刈羽
原発では３００～４５０ガルの想定を
４倍も超える１６９６ガルを記録し
た。この揺れで、３号機建屋外部の変
圧器から出火。低レベル放射性廃棄物
を含むドラム缶４００本が倒れ、うち
３９本はふたが開いていたため放射性
物質が流出。７号機では放射性ヨウ素
が大気に放出された。また、７号機原
子炉建屋２階のコンクリート壁にひび
が入り、放射能を帯びた水が漏出する
など、大惨事になりかねない重大事態
になった。

これまで、活断層が表面化していな
くてもＭ７以上の地震が何度も発生し

たことは既に述べた。Ｍ６・８の地震
でも原発に大きな損傷を与えることが
判明したのだから、全国の原発のどこ
ででも中越沖地震を超える地震に襲わ
れる危険性があることが明白になっ
た。したがって、原発は１７００ガル
を超える地震動に耐える設計でなけれ
ばならない。

実際、原子力安全・保安院（２０１
２年廃止、原子力規制委員会に再編）
の指示により、各電力会社は耐震設計
審査指針を見直した。想定地震動につ
いてはＳ１「原発稼働中に想定される
最強地震動」とＳ２「あり得ないが念
のために想定する地震動」がある。新
耐震指針では柏崎刈羽原発のＳ２を２
３００ガルにしたほかは、中部電力浜
岡原発と日本原電敦賀原発のＳ２が８
００ガル、あとは５００～６００ガル
にとどめた。現実に１６９６ガルを記
録した柏崎刈羽以外は想定値を小さく
絞り込んだのだ。膨大な耐震費用を抑
えるためとみられる。事故予防よりも
経営に重きを置いた電力会社の安全軽
視体質が如実に表れた数値であった。

原発訴訟のなかで、中越沖地震は憲
法が保障する生存権と経済効率化のい
ずれをとるかを司法に突きつけたとい
えるだろう 名古屋高裁金沢支部は 原。 「
発は負の遺産」としながらも０９年３
月１８日、住民側の請求を棄却。最高

、 、裁は２０１０年１０月 上告を棄却し
住民敗訴が確定した。司法は中越沖地
震の教訓から学ぼうとはしなかった。

こうした上級審の姿勢に対し、井戸



氏は「志賀原発差し止め判決で指摘し
たことは全国の原発に共通する。それ
がくみ取られないと、どこかで過酷事
故を起こすのではないか」との漠然と
した不安感をもっていた。井戸氏は１
１年３月３１日に裁判官を退官。その
直前、現実に過酷事故が起き、それま
で抱いた不安がむしろ甘かったことを
痛感した。

福島の子ども守る裁判起
こす

福島第１原発事故で井戸氏がまず思
ったのは原発の集中立地の恐怖だ。地
震や津波によって、各原子炉が軒並み
損傷を受け、一機が爆発すると他も手

、 。がつけられなくなり 次々に爆発する
テレビが報ずるその映像を目にした井
戸氏にとって、実際の事故の恐ろしさ
は裁判の過程で想像をしたものをはる
かに超えていた。

それにもましてショックだったの
は、国家が国民を守らないことだ。過
酷事故が起こりそうになれば子どもた
ちへのヨウ素剤の緊急配布は常識だ。
だが国はそうした被ばく予防措置をと
らなかった。

ＳＰＥＥＤⅠ（緊急時迅速放射能影
響予測ネットワークシステム）の情報
を米軍に提供しながら、国民には公表
しなかった結果、多くの人たちが放射
能のプルームの下におかれて被ばくし
た。また法律には１ミリシーベルト以
上は一般公衆に被ばくさせないと明記

されているにもかかわらず、年２０ミ
リシーベルトまでは子どもでも被ばく
させた。年間５・２ミリシーベルトを
超える場所は放射線管理区域であっ
て、１８歳未満は立ち入り禁止という
法律があるにもかかわらずだ。

これほどまでひどい国だったのか、
と井戸氏はがく然とした。退官後、福
島県郡山市の子どもたち１４人が１１
年６月、空間放射線量の高い市内の学
校での教育の中止と、放射線量の低い
地域での教育活動の仮処分を求めて福
島地裁郡山支部に提訴した「ふくしま
集団疎開裁判 の弁護人になった 高」 。「
い数値の放射線量が計測される環境の
中で教育活動を行うことは子どもたち
の健康を害し、人格権の侵害になる」
と住民側は主張したが、同地裁支部は
その訴えに耳を傾けなかった。仙台高
裁は１３年４月 「年間１ミリシーベ、
ルトを超える地域での教育活動はが
ん、白血病などの健康を損なわせる具
体的危険がある」としながらも、申し
立てを却下した。司法は原発が人格権
を侵害するものであると一応は認識し
ながら、お上に顔を立てたのだ。

井戸氏は講演で、裁判官として、ま
た弁護士としてかかわった原発裁判の
問題点を解説し、原告側が敗訴する理
由について「裁判官が専門家の判断に
異議を唱える決断ができなかったから
ではないか」と述べた。

専門家の判断に異議

専門家の判断に異議を唱えたのが冒
頭に述べた福井地裁の樋口英明裁判長
である。

高浜原発３、４号機は今年２月、新
規制基準による原子力規制委員会の安
全審査に合格していた。耐震設計上想
定される基準値地震動を５５０ガルか
ら７００ガルに引き上げられたことな
どから「科学的にみて稼働できる」と
のお墨付きを得ていたのだ。

樋口裁判長は再稼働を認めないとし
た決定の中で、２００５年以降、基準
値振動を超える地震が５回あったこと
を指摘 「基準を超える地震が高浜に。
到来しないというのは楽観的見通しに
過ぎない」と断じ 「地震による事故、
は現実的で切迫した危険」と判断。新
規制基準についても「緩やかに過ぎ、
合理性に欠く」と断じたうえで、原発
の運転は「人格権を侵害される具体的
危険の存在」と認定し、運転差し止め
請求を認めた。

この決定に対し、原子力規制委員会
の田中俊一委員長は「規制基準は科学
的な根拠に基づいている」と、樋口裁
判長の判断を批判。原子力規制庁の幹
部も「専門家に協力してもらって作っ
た基準がだめだというのはおかしい」
と反発し、政府はこれまで通り再稼働
を進める方針だ。

樋口裁判長は昨年５月、関電大飯原



発３、４号機について運転差し止めを
命じた際 「再稼働で住民の人格権が、
侵害される危険性がる」と指摘してお
り、憲法の生存権保障などから導かれ
る人格権を判断の根底に置いているこ
とがうかがわれた。結局、専門家の判
断に異議を唱えることができるかどう
かは、裁判官として憲法を守るという
強い決意があるかどうかにかかってい
るといえるだろう。

、 。だが 現実には樋口裁判官は例外だ
実際、九州電力川内原発１、２号機の
再稼働差し止めの仮処分を求めた住民
の申し立てに対し、鹿児島地裁は４月
２２日、申し立て却下の決定をした。
高浜原発についての樋口裁判長の差し
止め処分決定の８日後だ 「具体的危。

険性を判断しても住民の人格権が侵害
される恐れは認められない」というの
だ。マスコミは「司法の判断が分かれ
た」と報道したが、むしろ「樋口決定
つぶし」というべきであろう。

井戸氏は「３・１１後、裁判所の姿
勢が変わったかというと、非常にがっ
かりする例ばかりだ」という 「 裁判。（
官は）行政に対する遠慮、仮処分をす
ることによって行政を混乱させるとい
うことに遠慮があるとしか考えられな
い」と井戸氏。そういえば、箕面忠魂
碑訴訟では、既に移設を終えた忠魂碑
を撤去することの混乱、神坂さんの任
官拒否訴訟では、行政を混乱させる恐
れのある者を裁判官にしない、という
のが司法の判断だ。三権分立、司法の

独立という司法のよって立つ位置を司
法自らが後ろ脚で蹴飛ばしているので
ある。

司法は国民の生存権を守る。こんな
当然のことを念頭におく裁判官がいな
ければ、安心して暮らしたいという庶
民の素朴な願いはかなえられない。

国は国民を守るか？
写真：広島平和記念資料館で



中部電力浜岡原子力発電所



３・１１以降、浜岡だけでなく日本中の原発が停止している。東京新聞によると、その停止中の浜岡原発

でも年間１０００億円もの費用がかかるという。道理で電力会社のみならず再稼働に必死なはずだ。

同紙によると「中部電力が再稼働を

前提にした浜岡を維持するために年間

一千億円規模、四年間で約四千億円の

費用を投じていることが分かった。発電

しなくても生じる巨額な原発の維持費は

電気料金に上乗せされ、家庭や企業が

負担している」と言うことのようだ。これは

かなり歪んだ状態ではないのか。記事の

中で注目すべきことは「再稼働を前提」と

していることだ。廃炉だと維持費はここま

でかからないのではないか。

こんな話をインターネット上で見つけ

た。

（以下引用）

まず廃炉に必要な期間だが現状では，

廃炉の期間は解体撤去と安全貯蔵方法

のどちらも最低30年は必要と考えられて

いる。そして廃炉の費用は原子炉ごとに

異なり，実のところいくらかかるのか不明

だとしか言えないようだ。

旧東ドイツのグライフスヴァルト原発

（写真）の廃炉では５０００億円が試算と

されている。人口２０００人余りの地元の

小さな町ルブミンの元町長で今はドイツ

連邦の国会議員となっているリーツ氏は

こう話す。

「私はね、このグライフスヴァルト原発

を”すぐに”止める仕事を、もう２２年間も

やっているんだよ」と。

原発を止めることは、始めることの何十

倍、何万倍もの時間と労力を必要とす

る。

（引用終わり）

http://sayonara-nukes-berlin.org/?p=1228

規模の大小もあり、一概には言えない

が、グライフスヴァルト原発では５０００億

円。一方中部電力浜岡では年に１０００

億円の維持費・・・。既に４年が経ってい

る。



はないみほ『原発を考える』

帰還を推し進める政府

２０１５年５月１７日朝日新聞朝刊
一面見出しに、自主避難者への住宅提
供が２０１６年で終えると福島県が方
針を決めたとある。福島県は国の言う
方針通りどんどん帰還解除を行い、福
島で生活する基盤をつくる。しかしそ
の基盤は安全を確保し、生活を整えた
状態にしたわけではない。福島第一原
子力発電所は未だ収束しておらず、汚
染された土砂やゴミ等が入った黒い袋
は福島第一原子力発電所内敷地に積み
上げられ、汚水はタンクに溜まり、地
下水、海にも排水されている。こんな
先の見通しも立っていない状況がある
にもかかわらず、人をその近隣に帰還
させようとする政府には、人としての
モラルも良心も一つも見られない。こ
の原発は国策でありながら東京電力と
いう一企業によって動いている。その
責任は、当然東京電力という一企業に
ある。さらには原発を国策にした当時
の総理大臣、官僚、政権等にも責任を
追求すべきである。それが、責任を問
われているのは、原発事故が起こった
当時の内閣総理大臣の菅直人氏。２０
０６年に原発の危険性を問われ、安全
対策を講じるように言われた当時の総
理大臣・安倍晋三氏は、大丈夫であり
ますという言葉だけの処置をして改め

て対策を講じる事をしなかった。そし
てアンダーコントロールと言い放ち、
また原発を言葉のみで処理してしまっ
ている。現総理こそ、原発事故の責任
を追求されるべきであり、裁かれる立
場にいるはずである。自己責任と言う
言葉であらゆるものが、個人への責任
に転化されてしまっている今である
が、責任というものを強く一個人に追
求する今の日本の国において、権力者
への責任の追求はたいへん曖昧にされ
ている。日本と言う国は、権力をもつ
ものほど、幼稚で、自分のした事への
後始末さえ出来ない未熟者であり、そ
の未熟者が国の舵取りをしているとい
うのだから、現時点で日本の未来は暗
い。国民に養われている権力者という
ことだろうか。この幼稚な事の事態を
見れない責任者は、福島の現状を全く
無視し、健康被害も生活保障をも講じ
ず、帰還解除という国策にて、責任を
知らぬ間に逃れようとしているのであ
る。

避難者からの手紙

先日福島から出て避難されている方
から手紙をいただいた 「避難指示の。
解除問題など、自分たちの今後のこと
が心配です。今日は県外の福島の避難
者さんたちが福島県庁に申し入れに行

きました。なかなか厳しい状況です」
と。この短い文章から、福島の方々の
行き場の無い思いがひしひしと伝わっ
てくる。福島から出る行為は、人とし
て当たり前の行為である。放射能は、
危ない。そして子供は感受性が強く、
放射能への危険はさらに大きい。それ
を国は何も判断せず、大丈夫と言う言
葉だけで放置した。国は国民を守って
くれない、だから決死の覚悟で、自分
たちで自分たちを守ったのである。だ
から避難してからの放射能の被曝から
も当然守る事が出来た。その人たちを
見習い、他の福島の方々は、自分を守
る生き方を選択していくと私は信じて
いた。そして当然世論はわき起こり、
何処にいようと生活を奪われた人々に
奪った生活の保障をされるべきだと思
っていた。がしかし、国は真逆の対策
を出してどんどん福島の方を苦しめて
いる。どうして自分たちの生活を奪い
取られ、健康を奪い取られた人々が、
ここまで翻弄され、苦しまなければな
らないのか。福島県知事は、誰の為に
動いているのか？そして県、市町村等
に従事している人たちもいくら上から
の命令と言えども、その命令が自分た
ちの今後の健康、生活等に大きな影響
をもたらすわけで、その危険性を押し
殺していけるものなのか！？権力が福
島の方へとてつもない大きな圧力をか
け続けている。



双葉未来学園高等学校

福島第一原子力発電所から２０キロ
圏に位置する広野町にふたば未来学園
高等学校ができた。２０１５年４月８
日入学式にその高校を支援する方々が
お祝いに駆けつけ、福島の高校生にエ
ールを送った。メンバーには、秋元康
氏、建築家の安藤忠雄氏、東京都教育
委員会の乙武洋匡氏、復興大臣政務官
の小泉進次郎氏、三菱総合研究所理事
長の小宮山宏氏、クリエイティブディ
レクターの佐々木宏氏、元オリンピッ
クバトミント潮田玲子氏、元陸選手の
為末大氏、俳優の西田敏行氏、読売新
聞特別編集委員の橋本五郎氏、東進ハ
イスクールの林修氏、劇作家の平田オ
リザ氏、東京藝術大学学長の宮田亮平
氏、クリエイティブディレクターの箭
内道彦氏、宇宙飛行士の山崎直子氏、
詩人の和合亮一氏。大人たちは子供達
の未来をどう考えているのだ？有名人

、 、となり 影響力のある大人が入学式に
高校生に向けて話した言葉はたいへん
重い。収束されていない福島第一原子
力発電所から２０キロ圏に位置する高

校に３年間通い続けること。その先に
未来という言葉が本当に当てはまるの
か。挨拶をした人たちは、この高校が
はじまる前から年単位で毎日ここに通
い続け自分で安全を確保し、判断した
上の支援であるべきである。無責任な
大人が子供達の未来を奪っている。安
心と安全の意味を本当に大人たちはし
っかり思考する必要がある。

マーシャル諸島とチェル
ノブイリの教訓

チェルノブイリの事故後、ソ連は強
制的に人々を即座に原発から３０キロ
圏外へ移動させ、今も原発から３０キ
ロ圏には人は入ってはいけない区域と
なっている。３５００キロ離れたホッ
トスポットの地区の方へもしっかりと
避難指示が出され、その人たちの後の
生活の保障もされている。かたやマー
シャル諸島の水爆実験の事故後、アメ
リカは島民を３年後強制的に島に帰還
させている。しかし、帰還した後から
島民に様々な健康被害が出て、自力で
島民は島から脱出を試みた。ソ連とア
メリカの放射能被害への対策の差。そ

の後の人々の現状を人々が学んだデー
タとして次に生かし、帰還という判断
を慎重に行う必要があるだろう。しか
し日本はアメリカに追従しているよう
にマーシャルと同じく３年と言う何の
根拠も無い期間を出して福島の人たち
に放射能の危険性を言葉と規則で封じ
込めている。金のため、利権のために
人の命が捨てられる。そんなひどい事
があるか！私たちは何が正しいかを知
っている。知っているのに知らない振
りをして、自分を売ってしまってはダ
メだ。声を消さないで・・・そういつ
も叫んでいる。日本中様々な所で福島
を考える人たちは叫んでいる。その叫
びがたくさんの人に届くようにと動い
ている。その一つに写真集「ふるさと
はポイズンの島」島田興生・渡辺幸重
・旬報社が演劇となって新たな動きを
見せる。マーシャル諸島の記憶を教訓
に、そして福島を自分ごとに捉え、本
当に核からもう我々は手放す時が来て
いる。私たち一個人の保障は誰から与

、 、えられるものではなく 自分自ら守り
それを奪いとる権力に間違っていると
言える強さを持ち続ける。その選択が
私たちの未来だと私は思う。

エッセイスト。滋賀県出身。看護師を経、代替医療などに関わる。現在、長期入院の子はないみほ
どもの親たちに精神的ケアーの活動をしている。東日本大震災では、宮城県女川町に入り、保育者、子ども

のケアー活動行い、現在も継続している。里山にあるアゴラ子ども美術工場で、子どもの造形活動、自然活

動を繰り広げながら政治社会問題、医療問題、子どもの問題、自然環境などについてのエッセイを書き綴っ

ている 著書に はしら雲 震災と女川の人たち はしらぐも まおちゃん家族の明日 里山のアゴラ 牧。 「 」「 」「 」「

http://yururinp.exblog.jp場の一日 （自立舎刊） ブログゆるりんのポレポレ日記）

http://agorako.exblog.jp里と湖のポレポレ時間
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ユジノサハリンスクの郊外に位置する集落



珍内火力発電所 樺太時代の住居日ソ国境境界指標
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北海道拓殖銀行

大泊支店（コルサコフ）豊原支店（ユジノサハリンスク）



三か国語辞書



サハリン州立博物館（樺太庁博物館）

眞岡（ホルムスク）で

鉄道は樺太時代のもの



サハリンには樺太時代の遺物が多く残されている。

内渕炭坑で見つけた第二坑のプレート 当時、内渕炭坑で働いていた人、その子供



mk@609studio.comお問い合わせ

凱風社刊追跡！あるサハリン残留朝鮮人の生涯
写真集サハリン 未知谷刊



発行 ９月２０日

無条件降伏を《終戦》と表現し、戦死者を《英霊 、軍》
隊の敗退を《転戦》と表現する我が国。

私たちはあの戦争を。今一度振り返ってみる必要がある
のではないか。
・・・という考えで秋号は戦後７０年の特集第二弾として
「８・１５」をメインテーマにしたいと考えています。

《サブテーマ》

無条件降伏 終戦記念日 靖国神社 英霊 原爆投下
沖縄戦 空襲 植民地朝鮮 樺太

「 」そして安倍首相の 戦後７０年談話

恐れ入りますが とさせていただきます。発行は少し遅れて を予定しております。９月１０日締切 ９月２０日

靖国神社



Lee E-sik





Lee E-sik写真
文 片山通夫

２０００年２月。ようやく始まった永住帰国

戦前日本の植民地朝鮮
から樺太（現サハリン）

、に移動した朝鮮人たちは
戦争が終わってもそのま
まこの島に残された。日
本政府は日本人の帰国は
精力的にソ連と交渉した
が、彼らの帰国に関して
名何ら交渉を持たなかっ
た。またソ連も積極的に
彼らを返そうという意思
は示さなかった。

つまり交渉のはざまに
取り残されて半世紀が過
ぎたというわけである。

その在サハリン朝鮮人
たちが自らの名称を「サ
ハリン韓人」と呼べるよ
うになったのは 、１９９、
１年１２月、ソビエト連
邦が崩壊してからのこと
だった。つまりソ連は北

、朝鮮との結びつきが強く
韓国は「アメリカの傀儡
政権」だと、正式な交渉
を持つことが出来なかっ
た故の結果であった。ソ
連崩壊の後、ロシアは韓
国と国交を持つに至り、
「サハリン韓人」への興

味も両国で急速に高まっ
た。そして永住帰国の交

、渉が日本を交えて始まり
ようやく２０００年２月
に永住帰国者を運ぶため
のアシアナ航空機がユジ
ノサハリンスクに降り立
った。

これらは万感の思いで祖
国に帰る人そして見送る
人々の姿をとらえたドキ
ュメンタリーである。
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文と写真 中川眞須良



シリーズ

とんぼり濃度



３月中旬 １４：３０

東心斎橋３丁目の交差点内、北側から女の甲高い声「イヤー・・○○子 。」
南側からも同じように「こっち、こっち××子、チョイサタ、チョイサタ・・・ 。」

「ほんま！・・・」飛び跳ねながら再開を喜んでいる。
しかし、まだ交差点内、その間バイク、車、通れません。

とんぼり濃度 ７５



３月中旬 １３：３０

戎橋上の男性３人連れ、グリコの看板を見上げながら、うち一人の男性 「思ったよりでっかいな・・・ 。a 」
男 「橋の向こう側と思っていた・・・ 。また男 「写真と一緒やなぁ・・・ 。b a」 」

男 、終始無言。c

とんぼり濃度 ８５



３月中旬 １６：３０

大黒橋上のふたりの会話。
「ホテル、どっちのほう？ 、スマホを見ながら「心斎橋ホテル屋からまだ南やろ 。」 」

「逆や！行き過ぎてないよ、そっちは北や 。」
「ん・・・・・ 。ところで南へ向かって吹く風、それって南風・・・？」

とんぼり濃度 ９５



ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz



《無題》

作品に「無題」という名のタイトルがある場合、
それは鑑賞側に作品からのイメージを

「無」から想像せよという作者の願望である。

《 タイトル》NO

ならば作品にタイトルそのものがない場合、
それは鑑賞側に自己のイメージボックスを「空」にして

タイトルを創造せよという作者の催促であるか。

L piza



魑魅魍魎から神様へ！

写真・文 片山通夫

本誌で過去に《魑魅魍魎》を書
いてきた。ある時 「魑魅魍魎を、
求めて」琵琶湖の北、つまり湖
北地方へ出かけた。それはあい
にく雨模様の日だった。

滋賀県長浜市の北部に合併前
は木本町や高月町という町があ
った。冬になると雪が深い地方
だ。そのあたりに巨木が集落の
入口などに立っている。それら
の木々は「野神」として在の人
々に大切に守られているという
話だ。五穀豊穣を願う神様であ
る。
ケヤキも何百年もたてば進化、

いや神化する。
御幣が幹に差し込まれていた。高月町柏原



一神教でない日本では神様はありとあらゆる所におられるから気を抜けない。

およそ宗教には縁のない筆者
だがなぜか興味だけは旺盛だ。
振り返ってみても、キューバで
は、共産主義国家なのでカトリ
ックの教会はさびれてはいたが
何度も足を運んだ。何しろスペ
イン領だったので荘厳な石造り
の教会があった。またメキシコ
では太陽の神を祀る古代都市テ
オティワカンのピラミッドに登
ったことがある。スペイン、ポ
ルトガルではイヤと言うほど教
会を見た。またプラハの町にユ

ダヤ教の墓地があると聞いて 礼《
301拝》した。アルメニアでは

年に世界で初めてキリスト教を
国教とし、当時の首都だったエ
チミアジンに建てられた教会に
行ったことがある。勿論世界最
古の教会である。また世界の最
貧国と言われていたアルバニア
ではイスラム教の墓地を捜した
ことがある。これは失敗したが
・・・。その代わりと言うわけ
ではないが首都ティラナにある
共産党時代も存在したイスラム

教のモスクで礼拝に参加させて
もらった。

勿論、日本の地方の神社や墓
地、地域に根付く風習なども興
味深い。

高月町柏原の野神様



野神様はなぜかケヤキが多い。

野神に関しては滋賀県のホームペ
ージが詳しいので引用させてもら

。う
野神行事は、春、夏、秋に行わ

れていたが、春の野神行事は田植
え前に牛を連れて参るもので、終
日牛を大切にすることから牛祭の
ような行事であったが、牛耕の衰
退とともに農家で牛を飼育しなく
なり行事もほとんど消滅状態にな
っている。これに対して、夏から
秋にかけて行われる野神行事は大
角豆（ささげ）小豆、芋茎（ずい
き 、なすなどの野菜、鰯、飛び）
魚など海の魚のほか、シトギ、鏡
餅、白酒などを供えて祭る。湖東
地域では祠の前で子どもが相撲を
取るのを特徴とし、湖北地域では
この日に太鼓踊りやシャンギリと
呼ばれている囃子を奉納する。

行事が米の収穫前に行われ、そ
の上たとえば東近江市芝原町の野
神祭では相撲に勝ったこどもに大
角豆小豆が与えるなど、畑作物の
収穫祭かとみられるが、餅や白酒
が造られるなど稲作との関係も推
測され、双方の要素を含んだ祭か

と考えられる。

時期と場所

、夏から秋へかけての野神行事は
月 月に行われる。7 ?10
祭場は、田の中の 本木が東近1

江市などではよく見られたが、そ
の多くは耕地整理で場所を移転し
たようである。また、少し山に分
け入ったところを祭場とする例も
湖北はもちろん湖東でもあり、こ
の場合は山の神の祭場と区別がつ
きにくい。また、伊香郡木之本町
大見の野神では、山の中へ入り、
途中からは履き物を脱いで山道を
歩かねばならず、一見して何の特
徴もない山中で太鼓踊りが踊られ
ていた。かつて北陸自動車道建設
のとき、山中にある野神の移転補
償で国の理解が得られなかったこ
とがあったほどである。

野神行事は、村祭りなどと異な
り、田や山の中に小祠があり、ム
ラの主要な行事から外れているこ
とから、簡単に省略されたり変更

される運命にあり、保存伝承が保
証されたものではない。また、旧
甲賀郡や高島市ではほとんど野神
の伝承が見られないなど、伝承地
に偏りが見られる。東近江市種、
同市佐野などでは「農神」と表記
されるが、東北地方の農神は山の
神と交流する田の神に近い作神と
され、東近江市の中には野神と田
の神の双方を祭る日があり、野神
は必ずしも田の神と一致しない。
さらに、上記芝原町の野神は若い
女性と伝えるなど山の神との類似
も見られる。

以上のように複雑な伝承をもつ
野神行事は、生活様式や生産様式
の変化、少子化などの影響により
伝承が困難になりつつあるが、素
朴な自然神信仰に基づく県民の信
仰生活を伝える貴重な無形の民俗
文化財である。

滋賀県のホームページ
http://goo.gl/nbSER0

ケヤキ：欅と書く。ケヤケキ木(目立つ木)の変化したもの。漢字の欅は、中国ではサワグルミの一種カンポウフ
ウに付けられた名。高月町は渡岸寺観音堂（向源寺）の国宝十一面観音で知られ、朝鮮通信使で有名な江戸時代
の儒学者・雨森芳洲の出身地。全国でも有数の古墳群である古保利古墳群がある。槻はケヤキの古名。
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M編集後記
夏号からモニターの位置関係を勘案して横位置で編集してみまし
。 。た モニターは大抵横長のものだということから提案がありました

なんか、眼から鱗のような・・・。最近はすこし事情が違うようで
すが・・・。

今月は多忙でした。何しろなれないというか、全く上達しないレ
イアウト（編集作業）で、モニターとのにらめっこ！戦後７０年特
集と通常の夏号！

不備がありましたらごめんなさい！

ところで通常、秋号は９月１日発行ですが、今年は９月２０日に
なります。


