


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

Lapizとは
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編集長 井上脩身Lapiz

私は と「令和」
いう言葉の響きに
よい印象をもって
いません。夏号の
巻頭言でもふれま
したが 「冷和」、
という文字が頭を
よぎり、平和が冷
える、つまり平和
でない時代になる
のでは、と不安に
なるのです。

の考案者とされる国文学者・中西進氏に対す「令和」
るインタビュー記事が６月１１日付の毎日新聞に掲載さ
れました。紙面には「令和 平和への祈りうるわしく」
との見出しがおどっています。記事のリード（前文）に

うは ３時間に及ぶインタビューで中西さんは令和を、「 『
るわしく平和を生きていく願いがこもった元号だと了解

と語った。そして忘れえ得ぬ戦争体していいでしょう』
験を明かし、不戦を誓った憲法９条を『世界の真珠』と

たたえた」とあります。

中西氏は、令和には９条の平和の願いが込められてい
る、というのです。私は１ページをまるまる費やしたこ
の記事を何度も読み返しました。

の典拠は「万葉集 巻第五 梅花の歌三十二首幷令和
初春の令月にして、気淑（よ）く風和ぎ、せて序」の「

（読み下し梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す」
文）によります。この現代語訳は「新春の好き月、空気
は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉
のごとく白く咲き、蘭は身を飾った香の如きかおりをた
だよわせている （中西進『万葉集』講談社 。」 ）

中西氏によると の２文字は大伴旅人らが大宰「令和」
府で開いた梅花の宴で詠んだ３２首の中から取られたも

「 、ので と考えていると中西氏、 。令は玉 玉は光を吸収し
その光源は内にたまる。気品ある端正な美というのが令

といいます。の語感」

和 「合わせるという意味がある。やさしいについては

巻頭言　井上脩身編集長
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という意味もある。
みんながやさしく力

とを合わせている」
や説明したうえで、「

わらかいという意味
もある。武力のハー
ドパワーでなく、ソ
フトパワーを大切に
しなければならな

と付け足していい」
ます。

中西氏は昭和ヒト
ケタ世代。終戦の玉
音放送は東京・高田

馬場の軍需工場で聴いたそうです。父親の仕事の関係で
広島の中学校に通っていたことがあり、爆心に近い校舎
にいた同
級生２０人が原爆の犠牲になったそうです。また東京空
襲の記憶も鮮明で 「空襲警報が鳴るたび、庭に掘った、
防空壕から母が叫ぶ。早く入りなさい！早く！と。夜が
明けると、あたりは焼け野原、いたるところに死体がご
ろごろしていました」と語っています。
写真：国文学者・中西進氏（６月１１日付毎日新聞より）

「いま、戦争を知らない人たちは改憲へまっしぐら」
という中西氏。９条に自衛隊を明記するという安倍晋三
首相の方針に対して 「私たちにとって９条の変更はあ、
り得ません。世界の真珠です。ノーベル平和賞クラスで
す」と強く批判 「国際的でありながら自立的、このふ。

たつを矛盾なく持つ希有な万葉の精神、そして令和の精
神をどう生かすか。選挙で改憲などを争うのではなく、
戦争のなかった平成の時代をさらにバージョンアップさ
せる方法こそ政治家たちは論じ合うべきだ」と主張しま
す。令和の考案者ならではの万葉護憲論と言えるでしょ
う。
しかし、明治、大正、昭和と続いた元号制度には天皇

主体の国家主義的な匂いを私には拭い去れません。そし
て、天皇の名のもとに戦争が行われた歴史を思うと、私
はどうしても元号が好きになれないのです。私はどうし
ても元号表記しなければならない場合以外は西暦で書き
ます。

冒頭、令和によい印象をもっていない、と書きました
が、実際、元号を万葉集から採ったことには専門家から
も疑問の声が上がっています。小松靖彦・青山学院大教
授は大伴家持の長歌から引用された楽曲『海ゆかば』の
「海行かば 水漬（づ）く屍（かばね） 山ゆかば 草
生（む）す屍 大君の 辺（へ）にこそ死なめ かへり
みはせじ」が満州事変（１９３１年）後、小学校の教科
書に載るようになったことを取りあげ 「 海ゆかば』の、『
歌詞を胸に死んでいった人たちがたくさんいたことを忘
れてはならない」と警告。戦時中 「万葉集の精神で」、
という言葉が飛び交った」と指摘し 「万葉集をどう享、
受し継承するか、今に生きる私たちにかかっている」と
訴えます （４月１６日付毎日新聞）。

天皇制と憲法９条は矛盾しているのではないでしょう
か。この疑問に三谷太一郎・東大名誉教授は次のように
応えています。

巻頭言　井上脩身編集長
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「憲法制定に至る日米間の折衝で、連合国最高司令部
（ＧＨＱ）は、憲法の前文や条文に国民主権を盛りこむ
ことに強く固執した。日本側は、なんとか国民主権を挿
入しないで済むよう抵抗したが、それでは天皇の地位は
約束されなかった。平和主義も同じく、天皇制を残すに
は必須だった。つまり憲法の国民主権も第９条も、象徴
天皇の規定と密接関連している。だから、憲法９条を変
えるということは、天皇制の根幹に触れる問題。憲法改
正は日本の政治社会を分断し、象徴天皇制の基盤を間接
的に脅かす可能性がある （５月１日付同紙）」

国民主権、憲法９条、象徴天皇制はワンセットのもの
で、憲法９条を変えることは象徴天皇制をも揺るがすも
の、というのです。三谷氏は 「今回、元号の陰に政治、
的意図が見え隠れすることに違和感を覚えた。象徴天皇

制の将来のために、元号の政治利用は避けた方がよい」
と苦言を呈します。おそらく安倍首相が天皇譲位や新元
号の決定に際して裏で何らかの画策をしたのではと疑っ
ているのでしょう。

中西氏が求める平和主義が令和の時代も続いてほし
い、と誰もが願います。しかし元号の陰に政治的意図が
見え隠れしたことから 「大君のために」戦場に若者が、
行くというあの忌まわしい時代にならないか、との懸念
を消し去ることができません。
憲法９条を変えようとの動きが強まるなか 今号の び、 「

」 、 「 」えんと では 新しい天皇の即位に際しえの おことば
を通して、天皇と憲法の関係を考えてみました。

了

了

巻頭言　井上脩身編集長
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さん

写真・文 片山通夫

Lapiz2019秋号 カバーストーリー
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ユジノサハリンスク有数のガガーリン公園でこの人に
会ってインタビューした。裴（べ）さんという。この日
は サハリンにしてはとても暑い日だった。

「 」じつはサハリンに関した最初の拙著 サハリン物語
（共著）で書いたことであるが、私がサハリンへ最初に
行った 年秋から、裴さんの兄弟に大変世話になっ1999
。 、た 一人は当時セコリョ新聞の記者をされていた女性で

サハリンの韓国人の歴史を教授願ったり、一緒に取材に
お付き合いしてもらったり、挙句の果てには彼女の兄さ
んの手記をサハリン物語に掲載させてもらったり…。

そんな裴兄弟のお一人が、この方、べ・エンディユン
さん。奇しくも 月 日生まれ。12 25

なぜその日が筆者にとって重要かと言えば、ソ連邦が
1944崩壊した日だったからだ。勿論彼が生まれたのは

年。ソ連邦の崩壊は 年である。1991

ソ連時代、彼はウクライナのハリコフ大学の電気科で
電気の勉強をした。そしてサハリンにもどり、サハリン
農業設計会社、火力発電所などを経て船舶の電気技師と
して働いた。その船舶会社からの出張でコルサコフ（旧
大泊・港町）へ行ったとき、日本の大洋漁業の通訳の仕
事を得て、 年まで大洋漁業で通訳として働いたとい2003
う。

日本語は 歳の時から独学した。20

ユジノサハリンスク ガガーリン公園

Lapiz2019秋号 カバーストーリー
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渡辺幸重

安倍首相はトランプ大統領の言うことは何でも聞く“
ポチ”だと言う話がある。犬のポチには申し訳ないが、
確かに やイージスアショアなどの兵器を言われるF35
ままに爆買いする姿を見ると情けないぐらい“ご主人様
”に忠実である。

だが、安倍首相の本性はかわいいポチの印象で語るほ
ど柔なものではない。私はこのままだと東條英機を凌ぐ

1恐ろしい存在になるのではないかと思う。日本国民は
日でも早く安倍首相を退陣させないととんでもないこと
になる、と警鐘を鳴らしたい。

かなり前の話になるが、あるテレビジャーナリストに
聞いた話がある。彼は安倍インタビューでの印象を次の

ように語った――「安倍は思った以上に骨がある。信念
はものすごく固い 。それまで私は、安倍晋三という政」
治家はお坊ちゃんで世間知らずだと思っていたが、何や
ら空恐ろしい感覚を覚えた。

第一次安倍政権のとき安倍は何をしたか思い出してみ
よう。教育基本法・学校教育法を改正し、憲法改正に向
けた国民投票法を制定した。管理された教育で国家主義
をたたき込み、平和憲法を戦争ができる憲法に変えるこ
とはすでにこのときから組み込まれていたのである。麻
生太郎副首相が言う“ナチスのやり方”であろう。

そもそも安倍の強引な手法は世界に先行する政治手法
だった “安倍的”が世界に蔓延しつつあると指摘した。

渡辺幸重の随想
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評論家もいた。そしてトランプ大統領が誕生したのであ
る。

安倍は図らずも病気によって退陣したが、療養中にも
彼の元を去らなかった人たちを心の底から信頼している
と言っている。それが日本会議に属する政治家に象徴さ
れる超タカ派の面々である。彼らの結束力は強く、安倍
は彼らを決して裏切らないということだ。

そして、悪夢の安倍第二次政権が始まった。安倍は一
気呵成に突っ走った。秘密保護法や世界で戦争ができる
安保法制を制定し、あからさまに憲法改正を主張するよ

。 、 、うになった 大量の兵器を買い 原発を輸出しようとし
格差を拡大させた。南西諸島の軍事要塞化や韓国への経
済制裁・関係悪化はその延長線上にある。

安倍首相は、東アジアの覇権が欲しい
“吸血鬼ドラキュラ”

「安倍＝ポチ」論に戻ろう。現在、米中は軍事的にも
経済的にも世界の覇権を巡って激しく争っている。私は
安倍も世界の覇権を得たいという野望を持っていると思
う。しかし、今の日本にそんな力はない。そこで、アジ
アの地域覇権をねらってアメリカの言うことをきき、中
国を押さえ込もうとしているのだろう。大覇権主義を諦
め、小覇権（地域覇権）を狙う戦略に変えたということ
だ。トランプが大統領でなくなっても、中国ににらみを
きかす国にしようと考えているに違いない。
ポチになってアメリカの言うことを聞きながら軍事力

を増強し、 や経済支援などとからめて東アジアの覇TPP
権を狙う。憲法を改正し、戦争ができるほどの軍事力を
持ち、アジア諸国を従えさせるための経済援助をするた
めに、日本国内ではますます収奪が強められて格差が広
がり、人権無視の管理体制によって国民は“物言えぬ”
状態に押し込められるだろう。私には安倍がポチではな
く、国民の生き血を吸う“ドラキュラ”に見えるのだ。

第二次政権成立直後に中国封じ込めをねらって外国を
精力的に訪問し、巨額の金をばらまいたことも小覇権欲
しさの行動と考えれば腑に落ちる。ロシアのプーチン大
統領にすり寄って北方四島の半分を諦めても平和条約を
結ぼうとしたり、トランプ大統領の「アメリカ第一」と
中国封じ込め政策に沿って日本の軍事力を急速に増強さ
せたり、国内的には国民に知らしめない・文句を言わせ
ない管理体制を作るために教育制度や取り締まり法など
を整備しているのも同じ理由による。情報公開法があっ
ても黒塗りの公文書しか公開しないことやドローン規制
法で基地（米軍・自衛隊）内を撮影させないなど、やっ
ていることを見ると実にきめ細かい。その徹底ぶりには
驚くばかりだ。

沖縄県民が辺野古新基地建設に反対の意思を何度も表
明しているのに、まったく無視して慰霊の日に「平和を
誓い 、広島・長崎の被ばく者が核兵器禁止条約への参」

「 」加を訴えても何の言及もせず 核兵器のない世界の実現
を語る。その空虚な言葉によって国会は無力化してしま
った。そこまで鉄面皮になって民主主義を破壊し、憲法
改正に押し進むのは、東アジアにおける小覇権を得る目
的を果たすという “鉄の意志”をコアな“アベ集団”

渡辺幸重の随想
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が共有しているからだろう。側近が失言したり、スキャ
ンダルを起こしたりしても、その共通の目的の前には確
信犯的に目をつぶるのだ（そもそも安倍自身が同じよう
なことをしている 。）

内閣支持率を下げる国民的運動を

安倍首相および彼を支持する集団がポチ集団ではな
く、恐ろしいドラキュラ集団だとしたら、我々は何をす
るべきだろうか。
選挙でアベ集団を追い落とすこと――それが普通の回

答だろう。だが、先の参議院選挙でもわかるように、国
民の政治意識はそこまで高まっていない。
香港の雨傘デモや韓国のローソクデモのように直接的

な大衆デモで退陣に追い込む――福島第一原発事故の
後、 万人の大衆で国会議事堂を取り囲んだが、その10
力はまだ大きくない。

当然ながら、選挙などの間接行動、デモのような直接
行動は粘り強く続けていくことが必要である。もう一つ

「 」 。挙げるならば 内閣支持率を下げること を提唱したい

どの国のトップリーダーも国民の支持を極端に気にす
る。そこで安倍内閣の支持率を ％台に下げることを20
目標に国民的運動を展開するのだ。ネット社会では個人
でも大きな力を発揮するこができる。具体的な活動は挙
げないが、それぞれができることを考えて欲しい。
我々が力を発揮するためには、アベ集団の数々の反民

主的な言動をしっかりと心にとめ、覇権主義に反対する

強い意思を持つことが大事だと思う。ゆめゆめ「ポチは
ご主人様がいなくなったら困るだろう」とか「病気にな
って自ら退陣するかも」などという他人任せの考えを持
ってはならない。

渡辺幸重の随想
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文・写真 井上脩身

松本清張の小説『風の息』は実にユニークな作品だ。もく星号墜落事故をテーマ
にした１１００ページにものぼる超大作だが、最初の８５ページは新聞記事や政府
の調査報告書などの資料に基づき事実を丁寧に記述、残る１０００ページで清張な
らではの推理を展開させるという構成。私はノンフィクション編で取り上げられた
『サン写真新聞』の現場写真に目を見張った。同紙は１９４６年から６０年まで発
行されたタブロイド判夕刊紙。廃刊の３０年後、紙面を抜粋してネガフイルムを再
プリントし 『サン写真新聞 戦後にっぽん』のタイトルで毎日新聞から１５冊に分、
けて発刊された。もく星号墜落事故が扱われているのは第７集。表紙に現場写真が
あしらわれている。私はこの第７集を本棚にしまいこんだままにしていた。清張の
小説にふれたのを機にそのページを改めて繰った。確かに衝撃的な写真だ。前号で
大島憲法について報告したが、伊豆の大島を訪ねたのは、実はもく星号の墜落地を
自分の目で確かめたい、と思ったからである。

編集長が行く　もく星号墜落に見る奪われた空　Lapiz 編集長 井上脩身
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事故原因は闇の中

清張が書いたノンフィクショ
ンを引用しつつもく星号墜落の
概要を記す。

事故は１９５２年４月９日に
起きた。午前７時３４分、乗客
乗員３７人を乗せ、大阪経由で
福岡に向けて羽田空港を飛び立
った日航のマーチン２０２型双
発機「もく星号」は離陸２０分
後に消息を絶った。

同機が館山上空から羽田に連絡したが、大島上空から
は連絡がなかったことから、館山―大島間で遭難したと
思われた。

ところが同日午後３時、横田の米軍基地から、静岡県
沖で遭難しているとの情報があり、３時１５分、浜名湖
沖で機体発見、米巡視艇による救助開始との情報が寄せ
られた。さらに３時５０分、国警静岡県本部は米軍から
の情報として浜名湖沖海上で米軍救助隊が乗客乗員全員
を救助と発表 これを受けて日航本社では同社常務が 全。 「
員救助された」と報告、詰めかけた家族らは喜びにつつ
まれた。

この歓喜にやがて暗雲が垂れ込める。午後８時、海上
、 、保安庁は救助の報告を受けていないと述べ 同１０時半

極東米海軍は「米船は救助していない」と通報。１０時

４５分、横須賀基地司令部の海掃艇が、救助を行ってお
らず機体も発見していない、と伝えてきた。

一夜が明けた１０日午前８時３４分 日航の捜索機 て、 「
んおう星号」が三原山の噴火口東約１キロの地点で、バ
ラバラになっているもく星号の機体を発見。ほぼ同時刻
ごろ、米空軍の捜索機５機のうち１機がもく星号の機体
を見つけ、第３救助隊の降下医療隊員２人がパラシュー

、 、トで降下 遭難機がマーチン２０２であることを確認し
生存者はいないと報告した。

遺体の収容や慰霊の営みと並行して墜落原因の究明作
業が行われた。一番のナゾは同機が墜落前、なぜ高度２
０００フィート（約６００メートル）という低空で飛行
していたか、だった。三原山（７５８メートル）は高さ
約２４００フィート。スチュワード機長は羽田―福岡間
の操縦経験があり、館山から大島に向かう際、ルート上
に三原山があることは当然知っていた。このことから、
墜落原因はおおむね計器類の故障か、人為的ミスかに絞
られた。

事故から１カ月がたった同年５月９日、政府は事故調
査結果を発表。それによると、低空飛行しなければなら
ない気候状況でなく、羽田、館山、大島、焼津の航空無
線標識に異常がなく、操縦者も航路に相当慣れていたと
認定。このうえで 「航空交通管制について、羽田出発、
時において一度誤った交通指示が出されたが、直ちに訂
正された。館山通過後の記録に多少の矛盾が認められ、
航空機との連絡に不十分な点があった。これは事故の直
接原因になり得ないが、航空管制官の不手際が操縦者の
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錯誤を誘発する
原因になり得た
かもしれない」
とし 「航空管制、
官の不手際とそ
の他何らかの間
接原因にもとづ
く操縦者の錯誤
ということを非
常な確実性をも

」って推定しうる
と結論づけた。

事故調査委員
会はパイロット

の錯誤を第一原因としつつ、その背後に航空管制官のミ
スがあることを認めたわけだ。ではなぜ管制官がミスを
したのか、については踏み込まなかった。踏み込めない
政治状況にあるため、と思われた。

航空管制官の指示について『科学朝日』は同年６月号
で次のような記事を掲げた。
羽田空港の滑走路に停止して出発許可を待っていたも

く星号の機長に対して、空港のコントロールタワーから
「 （ ） 、与えられた出発許可は グリーン・テン 館山 通過後

高度２０００フィートで南へ十分間飛べ」というものだ
が、機長は「高度が低すぎる」と抗議。コントローラー

「 、 、は改めて 羽田を出発後 高度２０００フィートで飛び
その後、高度６０００フィートで」と訂正した。
この記事の通りだったとすれば、事故機の機長の抗議

にしたがって６０００フィートに訂正されたのに、自ら
それに反してわざわざ低空飛行したことになる。なぜそ
んな危険飛行をしなければならないのか。疑問は解消さ
れるどころか膨らむばかりだった。

柳田邦男氏は 航空事故――その証跡に語らせる 中『 』（
公新書）の「日本の主な事故一覧」のなかで、もく星号
事故について「米軍管制ミスと見られるが、うやむやの
まま調査打ち切り」と記している。同書は世界各地で起
きた航空機事故について述べたもので、もく星号墜落に
はふれていない。だが、柳田氏は事故結果報告に納得で
きなかったのだろう。ほとんどの国民が納得できないま
ま真相は闇の中に葬られた。

占領政策の中で

清張は当時の新聞報道を丹念に調べているが、特に注
目したのが冒頭に述べた サン写真新聞 だ 清張は 現『 』 。 「
場写真の白眉」と最大限に賛辞 「第一ページにはスチ。
ュワード機長の横向きの死体を頭部のほうから大写しで
撮っている。傍らに機体の一部が斜めに出ていて、背後
には破片が散っている」と書いている 『サン写真新聞。
戦後にっぽん』に２ページ見開きで掲載されている写真
がそれに当たるようだ。

この写真では、うつぶせになり顔を横に向いている男
性を頭部から撮影。さら一人の男性があおむけに倒れて

。 、いる この男性の向こうに機体の残骸が散らばっており
垂直尾翼が地面に斜めに突き刺さっている。写真のわき

『
サ
ン
写
真
新
聞

戦
後
に
っ
ぽ
ん
』
第
７
集
の
表
紙
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に「 米軍『
機が発見、
全員救助』
の朗報が一
転暗雲に」
の主見出し
と 「占領、
下の米軍主
導の航空体
制が生んだ
事故『もく

』」星号遭難
の脇見出し
がつけられ
ている。

この見開
きページに

つづいて２ページにわたって５枚の写真と記事が載って
いる。女性の遺体のそばに警察官２人が写っており、尾
翼のそばにエンジンが転がっている写真もある。

現場は「砂漠」と呼ばれる火口直下の樹木のない広大
な平地。遺体が機体のそばに散在しているうえ損傷が小

、 、さいことや エンジンが近くに落ちていることなどから
低空飛行を続けてきた同機が砂漠まで来たところで機首
を下げたか、胴体着陸を試みて失敗した可能性が高いこ
とを示していた。

墜落した時の状況がそのまま写しとられているのは、
現場保存と捜査のために警察が縄張りする前に撮影した

。 、「 （ ）ためと思われる 撮影したのは 本社 サン写真新聞
大島通信員・勝瀬一夫 。大島地区署員と思われる警察」
官が写っていることから、清張は午前１１時ごろの撮影
と推測している。

『サン写真新聞 戦後にっぽん』の記事は次のように書
いている。
日本航空史上空前の事故に、ただちに事故調査委員会

が設けられ、あらゆる角度から原因究明がなされた。そ
の結果、遭難の遠因は、機長が航空路に規程されている
最低高度以下で飛行し、三原山に激突したものと断定さ

。 、 。れた 事故原因については さまざまに取り沙汰された
当時日航専務の松尾静麿は次のように述べた。

「事故の責任が、誤った指示を与えたと思われる米軍
の地上管制官にあるのか、管制官の指示通りに飛行した
スチュワード機長にあるのかについては、大いに意見の
分かれるところであった。たとえ地上から誤った指示を
受けたにせよ、機長が日本の地形に精通していれば、館
山から二千フィートの高度で八分間飛行すると三原山に
ぶつかることはわかりきっているのだから、地上の指示
に盲従せず、その訂正を要求できたはずだ。従って管制
員のミスは、事故の間接原因になったかもしれぬが、直
接原因はあくまで機長の錯誤にあるとの討論もなされた
のである。それはともあれ、この不幸な事故は、管制員
のミスや、機長のちょっとした油断などが、運悪く重な
った結果起こったものだ」

松尾はこう断言しながらも、その真相は、まだ占領下
にあったため、ついに徹底的な解明を見なかったと述べ

（ 昭和史全記録』毎日新聞社刊より）砂場に墜落したもく星号 『
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ている。
いずれに

せよ、もく
星号の惨劇
の原因は、
営業を除く
航空権の一
切がアメリ
カに支配・
運営されて
いて、日本

人の手の届かないという機構のなかにあったといってよ
い。
写真：民間機として初めて飛び立つ直前のもく星号（ サン写真新聞 戦『

後にっぽん』第６集より）

我が国は敗戦後、アメリカの占領政策によって航空活
動が禁止された。しかし、米ソの対立、朝鮮戦争の勃発
などによってアメリカは日本を極東での対共産圏の基地
とすることに方針を転換。その一環として連合軍総司令
部は５０年６月、日本政府に対し、航空機の保有と運航
を除く切符販売活動に限って１社のみに営業権を認める
ことを許可した。翌５１年３月、日本航空が設立され、
米・ノースウエスト航空と運航委託契約を結んだ。日航
がノ社から飛行機とパイロットを賃借して営業するとい
うのがその内容だ。

こうして５１年１０月２５日午前７時４２分、戦後初
の民間機マーチン２０２型機が飛んだ。この飛行機が奇
しくももく星号だった 『サン写真新聞 戦後にっぽん』。

第６集には同機が羽田空港を飛び立つ前の写真や機内写
真が載っている。サン写真新聞のカメラマンが同乗して
撮影したもので、伊豆半島上空で朝食のサンドイッチが
配られたという。この半年後、ほぼ同じ上空で遭難する
とはだれ一人知るよしもなかった。

火口直下の砂漠

私は今年３月末、伊豆の大島を訪ねた。東京の民放を
定年前に退職して大島に移り住んだ大学時代の友人に会
うためだった。彼に大島憲法のことを教えてもらい、前
号でレポートしたが、本来の目的はすでに述べたように
三原山に登り、もく星号の墜落地を見ることだった。
三原山の西の山麓から歩きはじめた。褐色の岩がごつ

ごつと散乱する溶岩地帯に道がつけられていて、道沿い
にはいくつかのコンクリート製シェルターが設けられて
いる。噴火の際の避難地だ。

大島は全体が火山の島である 「大島火山」ともいわ。
れ、過去１万５０００年の間に１００回以上噴火したと

。 、 、いう 近年では１９８６年１１月１５日 三原山が噴火
火柱が３００メートルに達し、噴煙は高さ３０００メー

。 、トルにのぼった １９日には溶岩がカルデラに流れ出し
２１日には新たな割れ目噴火が起きるとともに、溶岩が
住宅地に向かって流出、１万人が島外に避難した。この
ような大規模噴火が起きれば、シェルターに逃げ込んで
もとても助かるまい。

溶岩が流れた跡は三原山の斜面を、何筋にもわって渇
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筆でかすり書
いたように残
っている。そ
のわきを登る
と 火 口 に 到
着。登山道は
火口を一周で
きるようにつ
け ら れ て い
る。火口を西
から右回りに
北へ、さらに

東へと進むとだだっ広い平地が広がる。草むしていると
ころもあれば、岩と砂だけの荒涼とした場所もある。流
れ込んだ溶岩が堆積してできたといわれ、樹木が全くな
いのは溶岩によって焼かれたためらしい。草が生えてい
る所があるということは、新たな溶岩が流れ込まなけれ
ば、何百年先には木々が生えてくるのかもしれない。
写真：機長が大写しされている墜落現場写真（ サン写真新聞 戦後にっ『

ぽん』第７集より）

もく星号はこの砂漠に斜めに突っ込んだのだ。もし三
原山に激突していたなら、機体はもっと粉々になり、遺
体の損傷ははるかにひどいものになったに違いない。機
長は三原山を避けようとしたと考えるべきだろう。

目を南の海に向けると、利島、新島が春の日を背後に
受け、シルエットになって浮かんでいる。東に目を移し
。「 」 。た よく晴れた日は房総半島が見える と友人はいう

あいにくこの日は霞がかかっていて、目を凝らしても同

半島は見えない。私は見えないながら、館山から大島に
向かってくる飛行機を頭に描いた。その飛行機は私がい
る所よりも低空を飛んでいる。それが民間機であれば驚
愕以外のなにものでもないだろう。

もく星号は大島上空を、危険を百も承知で２０００フ
ィートの高度をとったというのだ。アクロバット飛行を
なぜしたのだろう。素朴な疑問が頭から離れない。
『砂の息』のフィクション編を読みだしたのは大島から
帰ってからだ 「アメリカ空軍作成航空路線図」に関す。
る次の説明記述部分に目が留まった。

米軍の演習による危険区域として「三宅島の西側」が
、「 、指定されているが この演習区域は極めて狭小だから

各軍用機は危険区域からはみだす可能性が強い」とし、
「館山・大島を通る民間機は終始、付近を航行中のアメ
リカ空軍機におびやかされている」とある。

もく星号は空軍機との衝突を避けるため低空を飛ばざ
るを得なかった、というのが清張の見方だ。清張はさら
に想像をたくましくし、米軍演習機の仮想敵機として攻
撃されたのでは、と大胆な推理をする。
仮想的機として撃たれたというなら大変な事件だが、

もちろん推理の範囲を超えない。だがそんな推理をされ
るほどに占領時代は闇に包まれていた。
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米軍機のはみ出し容疑

もく星号の墜落事故の
発生は５２年４月９日
であることはすでにふ
れた。この１９日後の
４月２８日、対日講和
条約と行政協定が発効
、 。し 占領時代が終わる

もく星号は占領時代の
終了まで秒読みに入っ
たときに、大島の砂漠
に散ったのだ。柳田邦
男氏は「米軍の管制ミ

」 。スとみられる という
当時の米軍の管制体制
はどのようなものだっ
たのだろうか。

最近 『横田空域――日米合同委員会でつくられた空、
の壁 （角川新書）が刊行された。著者はジャーナリス』
トの吉田敏浩氏。吉田氏は日米安保とそれに基づく日米
地位協定に詳しいという。
同書によると、４７年１０月ごろ、米軍がジョンソン

基地（埼玉県入間市、現航空自衛隊入間基地）に東日本
管制センターを、板付基地（現福岡空港）に西日本管制
センターを設置、日本とその周辺上空の広範囲にわたっ
て航空管制を開始した。

もく星号もジョンソン基地の管制にしたがったはず
だ。しかし、政府の事故調査結果報告には「航空交通管
制について、羽田出発時において一度誤った交通指示が
出された」とあるものの、ここにはジョンソン基地は登
場しない。また『科学朝日』の記事には「空港のコント
ロールタワーから与えられた出発許可はグリーン・テン
（館山）通過後、高度２０００フィートで南へ十分間飛
べ」だったあり、羽田空港の管制官が誤った指示をした
としか読みとれない。
ジョンソン基地の管制官は何の指示もしなかったのだ

ろうか。
『風の息』のノンフィクション編には５月７日付毎日新
聞の記事として、次のような記述がある。

機長が羽田の管制塔から離陸前に受けた指示は「南方
へ十機が飛行中であるから館山以降十分間は高度二千フ
ィートを保て」とのことだった。機長が大島上空は五千
フィートと規程されているので、この指示に抗議したと
ころ「館山とあるのは羽田出発後十分の誤り」と訂正し
てきた。もく星号からの初めての連絡は、ジョンソンコ
ントロールタワーの記録では「館山通過、高度六千」と
あるのに、同所のモニターの記録には二千フィートにな
っていた。
一方、事故調査結果発表後の航空庁長官と記者団との

やり取りのなかで 「なぜ発表が遅れたのか」とたださ、
れ、長官は「米軍からコントロールセンターのテープレ
コーダーなどが提供されるはずで、それを待っていた。
督促しても来なかった （資料を提供してくれなかった。
理由は）わからない」と答えている。
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記事によると、コントロールセンターはジョンソン基
地の航空管制室を指しており、このコントロールセンタ
ーが羽田空港の管制官に指示したことは明らかだ。毎日
の記事の「南方に十機が飛行中」というのは、米軍機１
０機が飛行していたことを示すもので、ジョンソン基地
の管制官が「米軍機１０機が演習中なので２０００フィ
ートで飛行せよ」と羽田の管制官に指示させていた可能
性が濃厚だ。同基地が資料を出さなかったのは、自らの
ミスを隠すためと見られてもやむを得ないだろう 『サ。
ン写真新聞 戦後にっぽん』が「もく星号の惨劇の原因
は日本人の手の届かないという機構のなかにあった」と
書いたのもむべなるかなであろう。
この１０機は三宅島西側の演習区域で飛行していた戦

。 、闘機を指すと思われる 区域内を守っての演習飛行なら
「 」コントロールセンターがわざわざ 南方に十機が飛行中

と言う必要はなかったはずだ。区域をはみだして民間航
空機の空路にまで演習飛行をした疑いを拭えない。この
演習機を避けるためにやむなく機長が低空飛行したとみ
る方が説明がつく。もしそうならば、事故の遠因は米軍
機の不法演習ということになる。占領中の米軍が事実を
明らかにするはずはなかった。

空の壁の横田空域

問題は占領時代が終わって後も日本の空はなお米軍に
牛耳られていることだ 『横田空域――日米合同委員会。
でつくられた空の壁』によると、首都圏とその周辺の空
は「横田空域 （正式名称・横田進入管制区、略称・横」
田ラプコン）に覆われている。具合的には、東京、神奈

川、埼玉、群馬のほぼ全域、栃木、新潟、長野、山梨、
静岡、福島の一部の合わせて１０都県にわたる広大な空
域が横田空域として、米軍が優先的に使用できるよう設
定されている。各空域は最高高度約７０００メートルか
ら約５５００、約４９００、約４２５０、約３６５０、
約２４５０と６段階に区分されていて、日本の民間航空
機は悪天候や機体の故障などの例外的な場合を除いて、
この高度を守って飛行しなければならない。
横田空域はいわば見えざる空の巨大な壁だ。羽田から

関西、北陸、中国、四国、九州や韓国、中国、東南アジ
アに向かう民間機は離陸後東京湾上を急旋回して高度を
上げないと横田空域を飛び越えられない。着陸の場合も
千葉県側に回り込む迂回ルートをとらなければならな
い。

こうした空域は岩国基地を中心に中国、四国地方にも
設定されおり、岩国空域と呼ばれている。東京や大阪か
ら大分に向かう場合、岩国空域を飛び越えた後、急な高
度低下に入らねばならず、パイロット泣かせだという。
これらの空域は１９７５年の日米合同委員会での密約

によって合意に至ったと吉田氏はいう 「政府は占領時。
代の米軍の既成事実としての特権を承認した」と指摘し
たうで 「法律上の根拠なく横田空域における管制を米、
軍に委任している」と論難している。
もく星号事故当時、日本の空を米軍が我が物顔で飛び

回り、日本政府はご無理ごもともとひたすらへりくだっ
ていた。事故から６７年がたったが、米軍の我が物顔も
政府のへりくだりようも、何ら変わっていない。
了

編集長が行く　もく星号墜落に見る奪われた空　Lapiz 編集長 井上脩身
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中務敦行元読売新聞写真部長

近ごろ、奈良の鹿がポリ袋やプラスチックを食べて救助されたり、
死亡したりするニュースが伝えられますが、増えた外人観光客の認識
不足や、シカに対する給餌方法などの 不足も多いと感じます。PR
かつてはエサ不足で早朝市街地に出てゴミ箱をひっくり返したり、被

害も多かったのですが最近はそんな話は聞かなくなりました。

この夏も異常な暑さが続きます。

シカにとっても暑さ対策は大変なようで、夕方になると三笠山麓に
集まり博物館周辺の木陰は過密状態。小さな池に入ったり藤棚の下に
集まったり、観光客にエサをもらったり・・・。

日没ごろには若草山のふもとにいっぱい集まって、芝生を食べてい
ます。そこにはなぜかカラスの群れがきて夕涼みをします。ちょっと
面白い風景が見られます。

この夏少し遅い時間にシカを観察されては？

徒然の章　中務敦行
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若草山で草を食べるシカ

徒然の章　中務敦行
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夕方になると奈良国立博物館の周辺に集まって憩うシカの群れ

徒然の章　中務敦行
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文・井上脩身

福島第一原発の事故によってできた汚染土を 国は 再、 「
利用」として地元の公共事業に使う計画を進めている。
地元住民は「事故でひどい目に遭わせたうえ、永遠に汚
染の地にするのか」と強く反発しており、汚染土処理問
題が地元を揺るがす事態となりつつある。除染によって
生まれた膨大な汚染土は、事故から８年半がたった今な
お まっ黒なフレコンバッグに詰められ あちこちの 仮、 、 「
置き場」で山積みされたままになっている。阿武隈の美
しい自然を台無にしている現状をいつまでも放置できな
いのは事実だが、問題はその解決法。地元民にさらに汚
染土を押し付けようとする国の姿勢は、地元を放射能汚
染漬けの里にしようとするものにほかならない。

常磐自動車道

原発を考える　井上修身　一之瀬明

22



ダブルスタンダードのインチキ

報道によると２０１８年１２月、環境省が福島県南相
馬市の常磐自動車道拡幅工事で 「再生利用実証事業」、
として汚染土を投入することを明らかにした。同自動車
道は２車線の高速道路だが、これを４車線に拡幅するに
当たって、汚染土を混ぜて盛り土し、その上に別の土で
覆うというものだ。環境省はこの方法なら被ばくは防げ
るとしている。
国がこうした方針を打ち出した背景には、除染によっ

てできた汚染土を仮置き場に置く一時的な措置が限界に
近づいていることがある。
汚染土は福島県全体で２２００万立方メートルと東京

ドーム１８個分にのぼると推計されている。これらの汚
染土はフレコンバッグに詰められて仮置き場で保管した
後、同県内の中間貯蔵施設（大熊、双葉町）でいったん
貯蔵。貯蔵開始から３０年以内の２０４５年３月までに
県外で最終処分する――というのが、国が打ち出した方
針だ。しかし、県外の自治体が汚染土を受け入れる見通
しは全く立っていない。一方で、たとえば南相馬市の場
合、４８カ所の仮置き場でフレコンバッグが山積みされ
ているが、見栄えが悪いうえに、風水害などによってバ
ッグが破損すれば汚染土が露出、周囲に汚染が広がる恐
れが指摘されている。
このため国は福島県内の仮置き場を２２年３月末まで

に解消する、との目標をたてたが、南相馬市では解消さ
れたのはわずか２カ所のみ。すでに述べたように４８カ
所は手付かず状態。
環境省は全量の最終処分について 「必要な規模の最、

終処分場の確保の観点から実現は難しい」として、汚染
土を公共事業で使用するための「戦略」をまとめた。汚
染土からセシウム分離処理を施してセシウムの濃度を低
くしたうえで、実証実験によって安全かどうかを検証す
る、というのがその内容だ。二本松市では市道２００メ
ートルについて実証事業を行うと発表したが、反対運動
が起きて頓挫。南相馬市では汚染土の仮置き場で実証実
験が行われたため 大きな反対運動は起きなかった ６、 。（
月７日夕刊『毎日新聞 ）』
しかし、国の常磐自動車道での計画が伝えられると、

「長期にわたって安全性を確保できるのか？」と危惧を
抱く住民たちの間で反対の署名運動が繰り広げられた。
こうした反対運動のなかで浮き彫りになったのが国の基
準がダブルスタンダードであることの問題点だ。
原子力規制法は６１条の２第４項で 「安全に再利用、

できる基準」を１キロ当たり１００ベクレル以下と規定
している。総合資源エネルギー調査会原子力安全保安部
会廃棄物安全小委員会の２００４年の報告に基づいて法

、「 」 。改正されたもので クリアランス基準 とされている
しかし２０１１年、原子力安全委員会が「廃棄物の処理
についての当面の考え方」として 「周辺住民の受ける、
線量が年間１ミリシーベルトを超えないことが望まし
い」としたことを受けて、環境省は１６年 「１キロ当、
たり８０００ベクレル以下であれば１ミリシーベルトを
超えない」と判断。８０００ベクレルで線を引き、８０
００ベクトル以下を「問題なく廃棄処理できる基準」と
した。
この基準について「人の安全のためでなく、国や東電

の経営の安全のための基準」と批判されたが、国はそう
した声には一切耳を傾けることなく、汚染土対策を進め

原発を考える　井上修身　一之瀬明
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ようとしてきた。こうした中での再生利用実証事業であ
る。住民たちは「公共事業の名で、事実上の最終処分場
にしようとしているのでは」と疑問の声を上げた。

８０倍緩い再利用基準

「８０００ベクレル以下なら安全と言い切れるのか」と
の住民の不安や疑念に対し、環境省廃棄物・リサイクル
対策部の名で「１００ベクレルと８０００ベクレルの二
つの基準の違いについて」と題する文書をインターネッ
トで公開。１００ベクレルは「廃棄物を安全に再利用で
きる基準」で、８０００ベクレルは「廃棄物を安全に処
理するための基準」とし、それぞれについて次のように
説明している。
１００ベクレルは「廃棄物を再利用した製品が、日常

生活を営む場所などの一般社会でさまざまな方法（コン
クリートを建築資材、金属をベンチなどに再利用）で使
われても安全な放射性セシウムの基準」とする。一方８
０００ベクレルは「原発事故によって環境に放出された
放射性セシウムに汚染された廃棄物について、一般的な
処理方法（分別、焼却、埋め立て処分など）を想定し、
安全に処理するための基準」とし 「焼却処理場や埋め、
立て処分場は排ガス処理、排水処理や覆土によって環境
中に有害物質が拡散しないよう管理が行われていること
から、周辺住民の方にとって問題なく安全に処理するこ
とができる」としている。
この環境省の説明に対し、国際環境ＮＧＯ「ＦｏＥＪ

ｐａｎ」のメンバーから「８０００ベクトルの汚染土を
公共事業に再利用した場合の被ばくについて評価してい

ない」と批判の声がでた。このメンバーは、貯蔵開始か
ら３０年後のセシウム濃度が４８００～６７００ベクレ
ルに上るとの予想データを示し 「放射性物質が付着し、
たほこりや浮遊粒子状物質が空気中に舞い上がるので、
相当程度吸いこんだ場合に内部被ばくする危険がある」
と指摘。加えて、放射性セシウムについてのみの基準で
あることに対し 「他の核種について評価していない」、
と論難している。
環境省が「覆土によって管理が行われていて安全」と

、 。している点についても 地元住民から問題視されている
盛り土に混入された汚染土が５０００ベクレルだったと
すれば、１００ベクレルに下がるまで１７０年かかると
の試算があるためだ。一方で盛り土の耐用年数が７０年
と専門家から指摘されており、耐用年数が過ぎて以降の
管理が万全に行われるという保証はない。盛り土として
の用途が終わった後さらに１００年間にわたって汚染に
さらされる恐れを誰も否定できないのだ。
２０１６年４月 参院復興特別委員会で山本太議員 当、 （

時）が汚染廃棄物の処理について国の姿勢をただした。
山本氏のホームページによると、政府参考人から「再生
利用の対象とする除去土壌の濃度レベルを１キロ当たり
８０００ベクレル以下とする との答弁を引き出し た」 、「
とえ１０万ベクレルを超える高濃度に汚染されたもので
あっても、１キロ当たり８０００ベクレル以下まで汚染
を下げれば再利用できるよう、リサイクルできるようか
じを切ったということだ」と、山本氏は非難した。
さらに次のようにかみついた山本氏の言葉は地元住民

の気持ちを代弁しているといえるだろう。
「原子炉規制法では１キロ当たり１００ベクレル以下、
そして今回の再利用の基準は８０００ベクレル以下。再

原発を考える　井上修身　一之瀬明
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利用、リサイ
クルの基準は
８０倍も緩く
なっている。
原発敷地内の
再生利用の基
準よりも原発
の敷地外に放
出された放射
性物質により
汚染された廃
棄物の再利用
の基準が８０
倍も緩くなる
なんて、不条
理の極み。最

終処分の全体量を減らすために再生利用の安全基準を自
分たちのご都合で緩めようとしている。環境省を中心と
する計画的犯行だ」
山本氏の質問は８０００ベクレルという再生利用基準

の本質を見事についていた。だが、実証実験という名で
公共事業に汚染土をつぎ込む方針を国は変えていない。
国が言う通り、高速道路の盛り土が他の土に覆われて仮
に汚染が抑えられたとしても、盛り土が崩れた場合、汚
染土はむき出しになる。この国は災害列島だ。台風の襲
来を防ぐことはできない。それでも安全と言い切れるの
か。無責任と言われてもやむをえまい。

東電敷地での実験を

多くの住民が実証実験に反対するなかで、汚染土の再
利用を勧める人もいる。前掲の６月７日付毎日新聞の記
事によると、桜井勝延・南相馬市前市長は、放射性物資
に汚染されたコンクリートのがれきについて、防災林の
盛り土の中に埋め込むよう提案。これを受けて環境省は
１１年３月 「３０００ベクレル以下」の基準を定めて、
がれきを埋め込むことを認めた。桜井氏は「防災林など
の公共事業で土が不足し、山が次々に削られており、大
雨で土砂崩れが起きたら大きな被害が出る。汚染土を使

（ ） 」えば 山の土が掘られないので 山を守り住民も守れる
と話しているという。
桜井氏の提言は「毒をもって毒を制す」の類だ。確か

。 、に一時的には汚染土を減らすことに繋がるだろう だが
結局は汚染土を自分たちの大事な古里に永遠に押し込む
結果にならざるを得ない。しかも、こうした国を後押し
する発言は、住民を二分することになりはしないだろう
か。事故から８年半もたってなお降ってわくような厄介
な問題に対し、原因企業である東電が素知らぬ顔を決め
ていことこそヤリ玉に挙げるべきではないだろうか。
東京の本社ビルを含む東電のあらゆる敷地で汚染土を

投入した盛り土を行って実証実験する。それが真っ先で
あろう。都会にいる東電の社員が身を削らずに、福島の
人たちに汚染のリスクを押し付けるというのはどう考え
ても筋が通らない。
賛成派と反対派が対立するのでなく、東電敷地での実

証実験を東電と国、さらには国会議員に申し入れ、かつ
無関心な多くの国民に訴えてほしい 「私たちの故郷は。
未来永劫に汚染漬けされようとしている。こんな不条理

了が許されていいのだろうか」と。

東京電力ホールディングス株式会社

原発を考える　井上修身　一之瀬明
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寄稿 一之瀬 明（年金生活者）

Some may have concerns about Fukushima. Let me assure
you, the situation is under control. It has never done and will
never do any damage to Tokyo.

この英文と邦文は首相官邸 に掲載されている。HP

邦文訳《フクシマについて、お案じの向きには、私から
。 、 。 、保証をいたします 状況は 統御されています 東京には

いかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今
後とも、及ぼすことはありません 》。

http://urx.blue/ONYV⇒

the situation is underそしてアンダー・コントロール[
]と英語で強調する安倍首相の姿が世界に流れた 。control 。

年 月 日のブエノスアイレスでのことであった。2013 9 7

英語でアンダーコントロールと強調した安倍首相は地震から８年たった現在のフクシマの状況を全く無視しているよ
うに思える。

インターネットから

原発を考える　井上修身　一之瀬明
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そう考えていた昨今のことだが、 年2019
月 日の朝日新聞に次のような記事が掲7 28

載された。

「制御しきれぬ福島第一 汚染水の水位下
がらず理由も不明」
⇒
https://digital.asahi.com/articles/ASM7Q5TLG
M7QULBJ00Q.html

汚染水を制この記事によると、いまだ「
」できていないという。御

「見通しが立っているのか、お手上げなの
か、示して欲しい」廃炉の進捗（しんちょ
く）を監視する原子力規制委員会の６月の
検討会で、伴信彦委員は東電の担当者にい
らだちをぶつけた。３号機の原子炉建屋地
下階の一部エリアで計画通り水位が下がら
ない状態が２カ月も続いているのに、原因

についてあいまいな説明に終始したからだ。

東京オリンピック開催まで１年を切った。世は暑さ対策のノウハウの話題でいっぱいだ。しかしこの首相の世界へ向
。 。けてのスピーチをチェックする気配はない わが国官僚とマスコミ得意の無関心を装った忖度のおかげであろうと思う

了

原発 汚染水状況 東京電力福島第一

原発を考える　井上修身　一之瀬明
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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。

北 博文

。 。神戸生まれ 神戸市外国語大学卒業
建 築 士 、 フ ォ ト グ ラ フ ァ ー 。
http://tefteff.com/index.html

breath of CITY 　北博文
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Fin
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文・写真 編集長 井上脩身Lapiz

新しい天皇が５月１日に即位され、令和の時代が幕を開けた。この即位を前に安倍晋三
首相は２月２２日と、新元号が「令和」と決まった後の２回、まだ皇太子だった新天皇を
訪ねている。報道では皇位継承行事や新元号について説明をしたという。これだけなら宮
内庁長官の任務であろう。安倍首相には別の意図があったのではないか。新天皇即位に際
し、少なくとも憲法改変の動きに水を差すことだけは避けたい、との底意をもって面会し
たのではないか、との疑念を私はいだいていた。はたして、新天皇の即位儀式での「おこ
とば」に安倍首相の真意が隠されている、と直感した。令和の考案者とされる国文学者の

「 」（ ）中西進氏は うるわしく平和に生きていく願いがこもった元号 ６月１１日付毎日新聞
という。だが、私は安倍一強のなか、令和の時代は冷和となり戦争への道に進むのではな
いか、との危惧を一層強くした。

びえんと　新天皇の「おことば」と憲法9条　Lapiz 編集長　井上脩身
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「守る」と「のっとる」

５月１日の新天皇の「おことば」のなかで私が注目し
たのは後段 「ここに、皇位を継承するに当たり」以降、
の文章である。以降の全文は以下の通り。

上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、また、
歴代天皇のなさりようを心にとどめ、自己の研鑽に励む
とともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲
法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての
責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国民の発展、そ
して世界の平和を切に希望します。

上皇となられた前天皇が即位（１９８９年１月９日）
した際の「おことば」も、後段は「ここに、皇位を継承
するに当たり」から始まる。以降の文章を掲げる。

大行天皇の御遺徳に深く思いをいたし、いかなるとき
も国民とともにあることを念願された御心を心としつ
つ、皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責

、 、務を果たすことを誓い 国運の一層の進展と世界の平和
人類福祉の増進を切に希望してやみません。

前天皇、新天皇ともに「おことば」のなかで、先の天
皇に思いをいたして世界の平和を希望するとしている点
は共通している。このことから、新天皇は前天皇の路線
に沿っていこうとしている、と多くのマスコミは捉えて
いる。だが、決定的に異なっている点を見落としてはな
らない。それは以下に述べる文節である。
新天皇「憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の

象徴としての責務を果たす」
前天皇「皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従

って責務を果たす」

新天皇は「憲法にのっとり 、前天皇は「日本国憲法」
を守り」とした。問題は「のっとり」と「守り」が同義
かどうかである。
憲法は天皇について、第１章の第１条から第８条まで

規定している。その第１条は「天皇は日本国の象徴であ
り日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存
する日本国民の総意に基く」と規定している。新天皇の
「憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴とし
て」という文言は憲法１条を指していることは論をまた

「おことば」を述べる新天皇

びえんと　新天皇の「おことば」と憲法9条　Lapiz 編集長　井上脩身
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ない。
憲法にはこの第１章以外に天皇が登場するのがもう１

カ条ある。第９９条（憲法尊重擁護の義務）である。次
のように規定されている。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他

の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
前天皇のいう「日本国憲法を守り」とは、憲法９９条

に基づいていることは自明であろう。繰り返すが、憲法
は天皇や総理大臣に「憲法擁護」を求めている。第１章
「天皇 （第１条・象徴天皇制、ほか）だけでなく、第」
２章「戦争の放棄 （第９条 、第３章「国民の権利及び」 ）
義務 （第１１条・基本的人権、ほか）など、憲法のす」
べての規定の擁護義務が天皇も首相も課されているの
だ。前天皇が「皆さんとともに日本国憲法を守り」とい
う表現には、国民主権の精神にそって９条を守るとの思
いがこめられていると言えるだろう。

沖縄訪問の意味

前天皇が憲法９条について言及したことは一度もな
い。だが、即位の際の「おことば」で「日本国憲法を守
り」と憲法順守を明確にしたことは保守派には衝撃だっ
た 結党以来 現憲法はＧＨＱの押し付け として 憲。 、「 」 「
法改正」を党是としてきた自民党の幹部から「天皇は護
憲派か」との嘆息がもれたといわれる。安倍首相の強い
支持団体「日本会議」の基本運動方針は「天皇崇拝」と
「憲法改正」だ。崇拝すべき天皇が「憲法を守る」ので
は、保守派は自己矛盾に陥ってしまう。
自民党は２０１２年、憲法改正草案をまとめた。第９

「 、 。条２項の 陸海空軍その他の戦力は これを保持しない

国の交戦権はこれを認めない」の規定を廃止し 「自衛、
権の発動を妨げるものではない」と改変。さらに第９条
の２を新設 「我が国の平和と独立並びに国及び国民の、
安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官する国
防軍を保持する」と、自衛隊の国防軍化を明確にした。
こうした明治憲法的な憲法に変えよとの動きに対し、前
天皇の「おことば」が心理的なブレーキとして働いたこ
とは想像に難くない。
では、前天皇の「第９条を守る」という精神はどこに

見られるだろうか。
、「 」 、前天皇が皇太子時代 忘れてはならない日 として

終戦記念日、広島・長崎原爆忌とともに６月２３日の沖
縄戦終結の日を挙げた。
沖縄に関しては１９７５年７月、皇太子として皇太子

妃をともなって「沖縄海洋博」の開会式に出席のため訪
沖、ひめゆりの塔の前で火炎瓶を投げつけられた。その
夜 「沖縄の苦難の歴史を思い、沖縄戦における県民の、
傷跡を深く省み、平和への願いを未来につなぎともども
力を合わせて努力していきたい」との談話を発表。同年
１２月の記者会見では「沖縄が教科書にどの程度出てい
るのかを調べてもらったが、非常に少ない」と語ってい
る。
天皇即位後の記者会見でも「沖縄の人々の心を、気持

ちを、戦争で亡くなった人々、また、多くの苦しんだ人
々のことを考え、沖縄を訪問したいと思う」と述べ、２
００９年の会見でも「沖縄県では多数の島民が戦争に巻
き込まれて亡くなったことは、かえすがえす残念」と語
った。退位を決めて後の２０１８年３月にも沖縄を訪ね
ており、沖縄訪問は皇太子時代を含めて１１回にのぼっ
ている。

びえんと　新天皇の「おことば」と憲法9条　Lapiz 編集長　井上脩身
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前天皇が沖縄戦跡を訪ね、亡くなった人たちへの祈り
を捧げてきたことが護憲の証し、と言い切ることはでき
ない。おことばや会見のなかで「９条を守る」とは明言
してないからだ。それ以上に問題なのは、沖縄の米軍基
地を視察したことがないと思われることである。米軍施
設の７０％以上が集中している沖縄はいわば憲法第９条
の番外地だ。いま最大の焦点である辺野古を訪ねないか
ぎり 「沖縄の人たちと寄り添う」ことにならない、と、
の意見があるのも事実なのだ。
とはいえ 「国政に関与できない」という憲法上の制、

約のなかでの前天皇の１１回に及ぶ沖縄訪問である。沖
縄が先の大戦で犠牲の島となったことを浮き彫りにし、

平和への熱い思いを国民に印象づけたことは確かだ。お
ことばの中の「皆さんとともに日本国憲法を守り、これ
に従って責務を果たす」とは沖縄訪問を指していたと言
っても過言ではないだろう。
安倍政権は「普天間基地の移設」の名目で、沖縄県の

民意を無視して辺野古基地新設にまっしぐらである。沖
縄の人たちから見れば、安倍首相の目は沖縄でなくアメ
リカを向き、トランプ大統領のいいなりになっていると
しか映らない。その沖縄の人たちにとって、前天皇の沖
縄訪問により国民の目が一時的にせよ沖縄に向けられる
ことは、辺野古反対運動にとってプラスとは言えないま
でも、決してマイナスではない。一方、前天皇の沖縄訪
問は安倍政権にとっては何とも具合の悪いことであった
に相違ない。

問われる令和の天皇

新天皇が「おことば」で「憲法を守る」と述べなかっ
たのは安倍首相の進言を入れたことによる、と言える証
拠はない。だが、少なくとも安倍首相は「憲法にのっと
り」の文言に、ほっと胸をなでおろしたにちがいない。
首相は今年の憲法記念日の５月３日 「日本会議」系、

の集会「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを寄
せた。安倍首相は２年前のメッセージで「２０２０年を
新しい憲法が施行される年にしたい」と述べたことにつ

、 「 」いて 今年のメッセージでも その気持ちに変わりない
としたうえで、第９条に自衛隊を明記するとの自説につ
いて「違憲論争に終止符を打つ。その先頭に立つ」と語
り 「令和への改元を機に改憲論議を進めるべきだ」と、

沖縄・ひめゆりの塔で火炎瓶を投げられた皇太子（現上皇）夫妻
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訴えた。
要するに安倍首相は前天皇から新天皇に変わったのを

機に、憲法改変を一気に進めようとの魂胆なのだ。新天
皇が「憲法を守る」と言わなかったことは、その意図は
ともかく、結果として安倍首相の後押しになる可能性を
否定できない。
言うまでもなく、新天皇が何から何まで前天皇と同じ

ことをすればいい、というものではあるまい。独自の象
徴天皇像を見いだすべきだろう。ただ、沖縄を訪ねるの
か、訪ねるとしてもどのような姿勢でのぞむのかを注視
したい。新天皇には 「国民に寄り添う」ために、戦争、
になれば沖縄、広島、長崎の惨劇になることだけは学ん
でもらわねばならない、と思うからだ。もし、日の丸の
小旗を振り 「天皇陛下万歳」という人たちだけに寄り、
添う天皇であるならば、若者が天皇の名において戦場に
散り、国民が塗炭の地獄に陥ることになる、と恐れるか
らである。

了

びえんと　新天皇の「おことば」と憲法9条　Lapiz 編集長　井上脩身
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文 中川眞須良

２０１９年１月、ブラジ
ル大統領に就任した「ボル

」 （ ）、 、ソナーロ 氏 写真 改革
革新と言えば聞こえは良い
が元軍人で強硬派としての
名のほうが、とうりがよい
ようだ。早速就任早々、大
プロジェクト構想の一部を

、発表したまでは良かったが
すぐに各地、各方面からの
ブーイングの嵐だ。

その一大政策とは「アマ
ゾン流域（熱帯雨林）大開
発プラン」とでも言うべき
ものである。

過去半世紀以上にわたり
毎年日本の一つの県面積と
同じ自然が消え去り、生態
系はもちろん、地球規模で環境の激変が進んでいる事実は
全世界周知の通りである。

「 」しかし今回の政策に対し 聖域に無断で立ち入る暴挙だ

とする声明が一部からすぐに発せられ、広がりつつある。
その「聖域」とはもちろんブラジル全土に点在する、いわ
ゆる先住民居住保護地区である。今回の政策は先住民区の
一部が開発で消滅していくことは決して初めてではない。
初期の開発としては、北東部のパラ州、さらに東のマラニ
ョン州、そして新しいところでは、中心都市マナウスの南
南西、ボリビア国境近くの区域が開発されさらに奥地へと
進みつつある。

先住民区の歴史として１５００年のブラジル発見以来侵
略し続けられ、その開発のスピードは発見以前全体の約５
～８％にまで減少し、過去２００年で２３５部族、約７３
万人まで激減の記録が残る。そして今回のボルソナーロ政
策の一部は今まではほとんど開発に、手がつけられなかっ
た地区までその波が押し寄せる危険をはらんでいるといわ
れるからだ。

それらの地区、いわゆる「聖域」とされる一部は

、 （ ）１ ブラジル南部 マットグロソ地方 ボリビア国 境近く
１、ブラジル南部 ホンドニア地方（ボリビア国境近く）
１、マナウス西部 アマゾナス地方 （ペルー国境近く）

ジュルアー河、ソリモニイス河流域

とりとめのない話　ブラジルの憂鬱　中川眞須良
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、 （ ）１ マナウス西部 国立公園内山間部 ペルー国境近く
１、特に民区が狭く孤立し情報はなく、人口、環境などの

調査不可能（何百年以上現代文明と接してい ない
と推測）とされている代表民区

・ ジャミナワアララ」先住民区「
・ ジャミナワ」先住民区 などがある。「

現在の先住民区の総数、約８０カ所、その多くがブラジ
ル西部アマゾンの奥地、ボリビア・ペルーの国境近くに集
中している。民区によっては州政府などあらゆる交渉の場
に代表を派遣している民区もあれば外部との関係を一切遮
断し、今なお原始的な生活を営んでいると推測できる民区
までさまざまだ。さらに河川流域に広がる比較的広域の民
区は情報入手が容易だが、国立公園内等に山間部の狭域の
民区は情報入手困難とするデータもある。

２０００年にブラジル発見５００年を記念して先住民の
環境、人権、保護運動などが開催されそれ以降も
１、ブラジル全国司教協議会 ）(cimi
１、先住民宗教協議会 ブラジル）(
１、熱帯雨林保護団体先住民運動 日本）(
などをはじめ、世界の数多くの機関、団体が参加しその運
動が継続されている。

営々と築き上げてきた先住民の文化、その文化環境を守
りとうそうとする国民、それらの全てを支援しようとする
世界の個人・団体のうねり。
これらの集大成はブラジルの、そして南米の、さらには全
世界の宝物である。この宝物とブラジル新政府との立場が
対峙、対立の方向に向かわないよう祈るばかりだ。
しばらくは「ボルソナーロ」から、目が離せない。

伐採される熱帯雨林（アマゾン地域）

とりとめのない話　ブラジルの憂鬱　中川眞須良
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小田真のドローンの世界　～夏～
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京都府京丹後市久美浜
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京都府京丹後市久美浜

小田真のドローンの世界　～夏～
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京都府京丹後市丹後町 立岩

小田真のドローンの世界　～夏～
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三重県志摩市 英虞湾

小田真のドローンの世界　～夏～
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三重県熊野市北山川

小田真のドローンの世界　～夏～
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和歌山県東牟婁郡北山村 小森ダム

小田真のドローンの世界　～夏～
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奈良県宇陀市榛原母里

小田真のドローンの世界　～夏～
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京都府京丹後市網野町 離湖

小田真のドローンの世界　～夏～
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中川眞須良

ミナミ気圧

撮影 大阪 新世界 にて

ミナミ気圧　中川眞須良
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撮影 年２月2019

ミナミ気圧　中川眞須良
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文・写真 井上脩身

東京・品川沖の台場が続日本１００名城に選ばれている、と知ったのは大阪府大東市の
飯森城で石垣が見つかった、との記事（６月２６日付毎日新聞）にふれたからだ。飯森城
は戦国大名、三好長慶が１５６０年ごろに築城したもので、わが国で最初の石垣を施した
城である可能性が高いという。飯森城は日本城郭協会が選定した続１００名城に入ってい
るというので、続１００名城一覧を見ると、台場も入っていたのだ。台場の建設を幕府か
ら命じられたのは伊豆・韮山代官の江川英龍（ る。江川は幼少えがわ ひでたつ）であ
のころから韮山と江戸の間を何度も行き来している。品川宿の湊から海をみつめ、新しい
時代の到来を予感していたかもしれない。飯森城の築城から１５年後、信長は武田軍を破
って天下統一へと向かい、台場築城の１５年後、徳川幕府が倒れる。何かの因縁なのか。
ふとそんな気がして、品川宿を訪ねようとおもった。

東海道・品川宿　井上脩身
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１６メートルの大鯨

品川台場が続日本１
００名城に選ばれた翌

、 、年の１８年１月 作家
『 』佐々木譲氏の 英龍伝

（毎日新聞出版）が刊
行された。佐々木氏は
１９９０年 『エトロ、
フ発緊急電』で日本推
理作家協会賞を受賞。
『英龍伝』は史料に基
づく歴史小説だが、読
者をわくわくさせる推
理小説的タッチでスト
ーリーが展開されてい
る。私は一気にこの本
を読み終えて品川宿と

お台場に足を運び、英龍が何を思ったかを推理しながら
歩を進めた。

まず江川英龍の生涯をおおざっぱにふれておく。
１８０１（享和元）年、伊豆・韮山代官・江川英毅の

次男として生まれ、剣術家・斎藤弥九郎や画家、渡辺崋
山らと交流。１８３５（天保６）年、３５歳のとき代官
就任。質素倹約につとめ、領民に種痘の接種を勧めた。
伊豆沖に外国船が姿を見せることが多くなったことか
ら、国防と開国に強く関心をもつようになる。崋山を通
じて知り合った高島秋帆に弟子入りして高島流砲術を習

得するとともに、西洋砲術の普及につとめる。１８５３
（ ） 、 、嘉永６ 年のペリー来航直後 勘定吟味役に登用され
老中・阿部正弘の命で品川台場１１基の築造にかかる。
ここに据える大砲を造るための鉄鋼を得るために取り組
んだのが韮山の反射炉建造だ。５４（嘉永７）年、ペリ
ーと幕府の間で日米和親条約が調印され、１１基中５基
が完成したところで工事が中止に。銃の改良にも取り組
み、農兵軍の組織化を提言したが認められず、５５（安
政２）年、５３歳で没した。跡を襲った長男・英敏のと
き反射炉が完成。英敏は６３（文久３）年、英龍の遺志
を継ぎ、農兵軍を編成した。

以上の予備知識を得たうえで 『英龍伝』を携え品川、
宿に向かった。
品川宿は東海道の第一番目の宿場。中山道の板橋宿、

甲州街道の内藤新宿、日光街道・奥州街道の千住宿とと
もに「江戸四宿」とよばれた。１６０１（慶長６）年、
品川湊の近くに設けられた品川宿は北宿、南宿、新宿に
分かれていた。京・大坂への最初の宿場であり、上方か
らは江戸の玄関にあたる宿場だけに、そのにぎわいは他
の３宿を圧倒。１８４３年ころの記録では、食売旅籠９
２軒、水茶屋６４軒を数え 「北の吉原、南の品川」と、
いわれるほどに遊興地として繁栄した。１８４４年１月
道中奉行が摘発に乗り出した際には１３４８人の飯盛女
が検挙されたという。
１８３９（天保１０）年、英龍は江戸湾防備の実情を

検分する巡検副使として江戸を出発した。一行は総勢１
３人。ほかに人足１４人、馬４頭。正使の鳥居耀蔵一行
が１１０人、馬１７頭だったのに比べると質素な行列だ
った。英龍一行は浦賀に向けて東海道を進む。一行が品
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川宿を通ったのはまぎれもない。江戸湾防備の調査が目
的である以上、できるだけ海岸線に近い所を歩かねば意
味をなさないからだ。
英龍が巡検副使として歩いた１１年後の１８５０年、

西沢一鳳は江戸見聞録『皇都午睡』を著した。そのなか
で品川宿について 「女郎屋は何れも大きく、浜川の方、
は掾先より品川沖を見晴らし、はるか向ふに、上総・房
州の遠山見えて、夜は白魚を取る篝火ちらつき、漁船に
網有り、釣あり、夏は納涼によく、絶景也」としたため
ている。この３年後にペリーが来航し、黒船騒ぎに宿場
内が右往左往するはめになるのが信じられないほどに、
遊郭が幅をきかせていたようだ。
英龍がこの宿場を通り掛かったときも、西沢が見たの

と変わらない情景であっただろう。だが、英龍は女遊び
には目もくれなかったはずだ。おそらく品川湊に出て、

。 、東京湾を見わたしただろう 対岸の房州の山々をながめ

やがて行うであろう房州・富津での検分について思いを
めぐらしたに相違ない。
私は京浜急行の北品川駅から旧東海道を横浜方面に向

かって歩きだした。道幅７、８メートル。ほぼ昔のまま
だ。十数分ほどすると街道から少し離れたところに「鯨
塚」という三角形の石碑があった。説明板に「１７９８
（寛政１０）年５月、長さ１６メートルの大鯨が漁師に
つかまった。鯨は浜御殿（浜離庭園）に運ばれ、１１代
将軍家斉は『うちよする浪は御浜のおにはぞと くじら
は潮をふくはうち海』と詠んだ」とある。
この鯨塚から約２００メートルの所に「品川浦」の標
。 。 。識 かつてはここが海岸線だった 今は浦とは名ばかり

幅８０メートルの運河が真っすぐに延びている。その両
、 。側は埋め立てられていて 高層マンションやビルが林立

房総半島はおろか東京湾すら見えず、英龍の心中に思い
をはせようもない。
英龍は大鯨のことは聞いていたかもしれない。外国の

軍艦が湊まで押し寄せてきたなら大鯨騒ぎでは済むま
い、とは思っただろう。だがペリー艦隊の旗艦「サスケ
ハナ号」が全長７８メートルと大鯨の５倍近くにものぼ
り、潮をふく代わりに黒煙を噴き上げることまで想像で
きたかどうか。

通行人守る銅製地蔵

１８４２（天保１３）年、韮山にいる英龍のもとに江
戸から使いがきて「ただちに出府せよ」と命じられた。
すでに高島秋帆が「乱を企てている」との謀反のかどで
捕まっていた 秋帆から砲術指南を受けていた英龍は 調。 「

賑わう品川湊と品川宿を描いた『浮絵 品川湊高輪廿六夜待之図』
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べを受けるのか」
と暗い思いだった
が、出府すると法
衣に任じられた。
法衣は大納言をト
ップとする幕府内

。の最下位の官位だ
朝廷では六位に該
当する位で、六位
の者が着る着衣が
許されているころ
から法衣と呼ばれ
た。最下位とはい
え幕臣のなかで頭
一つ抜け出したこ
とを意味し、一介
の代官としては破
格の出世だった。

正月を江戸で過ごして英龍は韮山に帰る。その途中、
当然のことながら品川宿を通る。なにせ貴族のような位
についた英龍だ。品川の遊郭が放っておくはずがない。
だが、英龍からはそうした艶話がほとんど聞こえてこな
い。このときも、秋帆をどうすれば解放できるかで頭が
いっぱいだったに違いない。蛮社の獄でひっかかった渡
辺崋山を救い出すことができなかった（崋山は自害）だ
けに、英龍は強い焦燥感をいだいていたことは紛れもな
い。

品川宿のほぼ中央に本陣がある。ここで多くの大名が
。 、宿泊したり休憩したりする 英龍には縁のない宿所だが

「大名に助けを求めることはできないか」と考えたので
はないだろうか。英龍はこれまでにも老中で海防掛の松
代藩主・真田幸貫とは国をどう守るかについて議論し合
っている。開明派幕閣の信頼を得ている英龍にとって大
名に会うことはそう難しいことではないのだ。
はたして４年後の１８４８（嘉永元）年、佐賀藩主・

鍋島直正が参勤交代の途中、三島宿の本陣から「会いた
」 。 。い と言ってきた 三島宿は韮山からは最も近い宿場だ

直正について秋帆から西洋技術の導入に積極的な大名と
聞かされており、ちゅうちょなく三島宿の本陣におもむ
いた。直正は「長崎湾に洋式台場を築造することも構想

」 。 、している などと佐賀藩の取り組みを語った このころ
韮山で建造にかかっていた反射炉は資金難もあって暗礁
に乗り上げていた。直正は「わが藩なら反射炉を造るだ
けのゆとりがある」と、その築造と洋式大砲の生産を買
ってでた。
以上のくだりは佐々木譲氏の想像である。フィクショ

ンには違いないが佐賀藩が反射炉を造り、大砲を生産し
ていたことは事実だ。英龍と直正の間に何らかの話し合
いが行われたとしても不思議ではない。

さて、品川宿を行く私である。品川浦を後にして住宅
密集地の路地を進むと台場小学校のわきに出た。その正
門のそばに高さ４メートルほどの灯台 「なぜここに灯。
台？ といぶかしんで説明板を見ると 御殿山下台場 砲」 「 （
台）跡」とある。台場については、次項で品川台場と合
わせて述べることにしよう。旧東海道にもどってしばら
くすると品川神社の参道と交差する。この交差点から神
社まで約３００メートルの「北馬場通り」と呼ばれてい
るこの参道に「創業宝暦十年」という畳屋がある。１７

江川英龍（ウィキペディアより）
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６０年に創業の
「湊屋」だ。英
龍のころ、すで
に８０年以上の
歴史を刻んでい
た。

参道からかな
り急な石段をの
ぼった高台に品

川神社がある。柱の朱が鮮やかだ。１１８７（文治３）
年、源頼朝によって創建されたという由緒ある神社だ。
家康が関ヶ原におもむく際に戦勝祈願をしたという言い
伝えがあるくらいだから、英龍がここで「異国の軍艦に
負けませんように」と祈願したとしてもおかしくない。

旧東海道と参道の交差点から品川神社とは逆の方向に
すこし行くと広場に出る。その端に「御聖蹟」と記され
たコンクリート製の壁面。広場の反対の端に井戸跡があ
る。ここが品川宿の本陣跡だ。１８７２（明治５）年に
宿駅制度が廃止された後、警視庁品川病院になり、１９

。 （ ） 、３８年に公園として整備された １８６８ 明治元 年
明治天皇の御在所になったことから、この広場が「聖蹟
公園」と名づけられた。残念ながら英龍に思いをはせよ
うにも、本陣の面影はかけらもない。

さらに旧東海道を進むと目黒川にかかる品川橋にで
る。そのたもとに灯明台が設けられている。宿場の雰囲
気を出そうという地元の熱い思いの表れであろう。ここ
から横浜側は品川南宿だ。２００メートルほど行くと品
川寺の門前。山門の前に大きなお地蔵さん。穏やかな表

情だ。そばの石碑に「銅造地蔵菩薩坐像」とある 「江。
戸六地蔵」の一つといわれ、英龍のころには街道を行く
人々を見守っていたであろう。英龍が造ろうとした大砲
は青銅製だ。銅と錫の合金だが、多くの藩が大砲生産に
乗り出したこともあって、銅が不足していたという。銅
を手に入れることに腐心していた江英龍はこのお地蔵さ
んと対面するたび、ため息をついたかもしれない。

宿場照らす台場灯台

１８５０（嘉永３）年、韮山の英龍のところに一人の
佐賀藩士が藩主・鍋島直正の書状を携えてやってきた。
台場築城法について助言してほしい、との内容だった。
英龍は藩士に台場の模型を見せた。オランダの築城術の
本を参考に作ったもので、１・５メートル四方、実物の
１００分の１の大きさだという。――これも『英龍伝』
からの引用だ。佐々木氏は早くから英龍は台場築城に意
欲をもっていたとみる。

３年後の１８５３（嘉永６）年 「異国船４隻が下田、
沖を通過した」との知らせが届いた。ペリー艦隊の軍艦
は浦賀沖に錨をおろして居座る。久里浜でアメリカ大統
領の国書を幕府側が受けとることで黒船騒ぎはひとまず
収束。しかしペリーは国書に対する回答を受け取るため
に再来航することを告げており、その対策が幕府にとっ
て緊急の課題になった。黒船が江戸湾深くに入り込み、
江戸城に向けて大砲を打ち込んでくるという事態だけは
なんとしてでも避けねばならない。
幕府が国書を受け取ってしばらく後、勘定奉行の川路

宿場の高台に建つ品川神社の本殿
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聖謨から英龍に出府の
命が届いた。いつもの
ように品川宿を通って
江戸に向かう。やはり
品川湊から江戸湾を見
わたしただろうか。も
はやこの付近での堅固
な防備体制は待ったな
しだ。彼の目のなかで
台場をどこにどう造る
かが漠然としながらも
描かれていたにちがい
ない。

勘定奉行の役所にお
もむくと、勘定吟味役

格に昇格、評定所の一座に加わることになった。現在で
いえば省庁の事務方トップかそれに準ずる地位だ。やが
て川路から江戸警備のための検分を指示されて浦賀水道
一帯とともに品川近辺を測量。台場建設について 「品、
川は水深が浅いので埋め立ては容易」と復命した。

幕府は英龍の意見を採用し、品川沖に１１基の台場を
造ることを決定。英龍は台場築城御用掛を命じられ、築
城位置を確定し、台場の設計図を作成したうえで見積も
り書を提出した 埋め立て総面積は１２万７５００坪 約。 （
４２万平方メートル 、杭木４万１０００本などで、費）
用は７万１０００両。幕府の了解を得て１、２、３番の
台場建設にかかったのはペリーが浦賀を去って２カ月後
だった。

さらに老中・阿部正弘から川路を通じて台場備砲の製
造の命がでた。英龍はすでに赦免されていた高島秋帆に
指揮を依頼し、湯島に製砲所を設置。さらに反射炉築造
の命が出たので、韮山に造ることにした。こうして台場
築城と、その台場に据える大砲の製造を着々と進めてい
るさなか、嘉永７年１月、ペリーが７隻の軍艦を率いて
再び来航した。神奈川で交渉が行われ、和親条約締結、
鎖国から開国へとカジが切られる。
台場は第一～第三と第五、第六の５基が完成。第四と

第七は工事の途中で中止、第８～第１１は未着手のまま
だった。このほか番外として御殿山下の台場が嘉永７年
１２月に完成した。

ペリーの再来航に際してこれらの台場が役だったか、
となると疑わしい。ペリーの旗艦、サスケハナ号は口径
２０センチの大型ライフル砲を備えていた。射程距離は
２０００メートル。台場に据えつける洋式砲も射程距離
ではそう劣ってはいない。だが 『ペリー提督日本遠征、
記 （角川ソフィア文庫）のなかの江戸湾測量に関する』
記述に台場のことが触れられておらず、ペリー艦隊が台
場に恐れをいだいた気配はない。実際はどうだったのだ
ろう。いずれにせよ砲戦という最悪の事態に至らず、英
龍が望んでいた開国に落ちついたのだった。
現在残っているのは第三と第六台場だけだ。第三台場

は１９２８年、台場公園として開放された。私はＪＲ新
橋駅前からゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）に乗っ
。 、た 東京湾岸の埋め立て地を眼下に見ながら約３０分後

お台場海浜公園駅に到着。高層マンションが連なる道を
しばらく行くと砂浜が広がり、海辺を多くの人たちが散
歩している。その海辺から向こうに見える緑の島が第三

品川寺の「銅造地蔵菩薩坐像」
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台場だ。

品川宿の観光案内所でもらった「品川御台場物語」と
いうパンフレットには 「第三台場は１辺が１６０メー、
トル、高さ５～７メートルの石垣と土塁に囲まれた四辺
形。中央のくぼ地に戦闘に備えるための陣屋、弾薬庫な
どが設置された」とある。海辺から台場にかかる橋を通
って台場にあがる。その端の海が見渡せるところに２門
の大砲のコンクリート製台座が置かれている。表面はは
げてはいるが、長さは２メートルほどのしっかりとした
造りだ。
パンフレットに載っている絵図は１８５６（安政３）

年に松本藩士が描いた第六台場で、十数門の大砲が見て
取れる。第三台場もほぼ同じ形だっただろう。現在は第
三台場のこの２門が残っているだけだ。その台座の前の
海に灯明台が設けられ、そのわきを観光船がゆっくりと
すすんでいく。さらにその向こうの岸には大型のホテル
やマンション群。島の内側はパンフレットに書かれてい
るようにほぼ正方形のくぼ地になっていて、その中央に
四角の基礎台石が列をなしている。絵図には２棟の建物
が描かれている。その一つは「屯所 、もう一つは「火」

薬蔵」とある。この中の火薬が異国軍艦に向けて使われ
る事態になっていたら、幕末史は大きく変わったに違い
ない。

さて御殿山下の台場 「品川御台場物語」には「漁師。
町の陸つづきに築造された陸（おか）台場で、１９５７
年、台場小学校の敷地に埋められた」と記されている。
漁師町というのは鯨塚があった辺りを指すのだろう。
もう一度、品川小学校の灯台の所にいってみた。説明

板には「明治になって埋められたが （後に）台場の輪、
郭となる石垣が見つかった。この石垣に１８７０（明治
３）年、第二台場の灯台に設けられた日本で３番目の洋
式灯台を模して灯台が築かれた」とある。台場小学校の
正門そばの灯台は第二台場の灯台のレプリカなのだ。
宿駅制度が廃止されたのは明治５年だから、第二台場

の灯台は沖合から品川宿を照らしつつ、その末期を見届
。 、けたことになる この灯台は国の重要文化財に指定され

現在、愛知県犬山市の博物館明治村で保存されている。

品川の台場が海岸に近い沖合に設けられたことから、
ふと沖縄の辺野古を連想した。県民の大半の意志を無視
して辺野古沖に造られつつある米軍基地。これぞ現在の
台場といえるのではないか。品川台場は米軍から国を守
るのが目的だったが、辺野古基地は米軍のためのもので
ある。三好長慶は天下をにらんで飯森城を築いたものの
織田信長に敗れた。幕府は品川台場を造ったもののペリ
ーに屈服せざるを得なかった。辺野古についてはメリカ
のいいなりになって築かれようとしている。いったいど
こから何を守ろうというのだろう。

第六台場の全景図

東海道・品川宿　井上脩身
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私は品川浦のアメリカ風水上レストランを思いうかべ
た。若者たちはここで大いに青春を謳歌していることだ
ろう。平和を享受できることは素晴らしい。だからこそ
令和の時代の沖縄の台場に不吉な予感をおぼえるのだ。
江川英龍なら何というだろう。聴いてみたいと思った。

了

品川宿本陣跡の「聖蹟公園」

台場に設置された８０ポンド青銅製カノン砲（ウィキペディアより）

上空から見た第六台場（ウィキペディアより）

東海道・品川宿　井上脩身
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写真・文 片山通夫

「赤茶一色の瓦礫の街」に一瞬で変わった。 年1945
（ ） 。昭和 年 月 日午前 時 分のことである20 8 6 8 15

太平洋戦争末期、米軍機が世界で初めて原子爆弾
を投下した。広島は一瞬にしてヒロシマとその名を
変えた瞬間である。核兵器「リトルボーイ」は確実
にその使命を終えた。これは、人類史上初の都市に
対する核攻撃であった。この核攻撃により当時の広
島市の人口 万人（推定）のうち 万 万 千35 9 - 16 6
人が被爆から か月以内に死亡したとされる。2 - 4

旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

75



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

76



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

77



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

78



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

79



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

80



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

81



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

82



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

83



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

84



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

85



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

86



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

87



旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫

88



米国による原爆投下から７４
年。被爆地広島は６日 「原爆、
の日」を迎え、広島市は平和
記念公園（中区）で原爆死没
者慰霊式・平和祈念式（平和
記念式典）を営んだ。松井一
実市長は平和宣言で、世界情
勢を踏まえて「核兵器廃絶へ
の動きが停滞している」と指
摘。核兵器禁止条約に背を向
ける日本政府に対し「被爆者
の思い」として署名・批准を
求めた。安倍晋三首相は式典
後の会見で、あらためて条約
に参加しない姿勢を示した。

（中國新聞）

泣
い
て
い
る

平和を学ぶ子供たち

旅するカメラ　ピカドンの町　片山通夫
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山梨良平

７４回目の夏である。この戦争の犠牲者は、植民地だ
、 。 、った朝鮮の犠牲者を含むと ３５０万にのぼる その他

中国や南方諸島、東南アジアなどを含むと気の遠くなる
ような犠牲者の数となる。無論、沖縄、広島、長崎を始
め東京や大阪などの空襲の犠牲者も忘れてはいけない。
そんな多大としか形容のしようがない犠牲者を慰霊す

る７４年目の夏が今年の夏なのだ。
そして今を生きる私たちは彼ら、彼女たちの命と引き換
えの人生を今歩んでいる。それは、民族、国、住んでい
る地域の差こそあれ、まったく同じ犠牲の上に立ってい
るという敬虔な気持ちを忘れてはいけない。

しかるに安倍首相は時折「日本国民を代表して」あち
こちで挨拶を述べる。今年６月２３日の沖縄の「慰霊の
日」では
先の大戦において、ここ沖縄は、苛烈を極めた地上戦の

場となりました。２０万人もの貴い命が失われ、この地
の誇る美しい自然、豊かな文化は、容赦なく破壊されま
した。全ての戦没者の無念、ご遺族の方々の言葉に表し
得ない悲しみ、沖縄が負った癒えることのない深い傷を
思うとき、胸ふさがる気持ちを禁じ得ません。

ところが昨年同日の首相の挨拶は次のとおりである。
先の大戦において、ここ沖縄は、苛烈を極めた地上戦の

。 、場となりました ２０万人もの尊い命が無残にも奪われ
この地の誇る豊かな海と緑は破壊され、沖縄の地は焦土
と化しました。多くの夢や希望を抱きながら斃れた若者
たち、我が子の無事を願いながら息絶えた父や母、平和
の礎（いしじ）に刻まれた全ての戦没者の無念を思うと
き、胸の潰れる思いです。

この同じような挨拶は誰が書いたのかは知らないが、

Opinion 山梨良平　一之瀬明　片山通夫
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安倍首相本人ではないことは明白だ 「云々」を「でん。
でん」としか読めない馬鹿にこのような漢字交じりの文
章を書けるわけがない。
そして昨年の挨拶のコピーは広島でも長崎でも使われ

たと、もっぱらの評判だ。

筆者は思う。このように「国民を代表して」慰霊のた
めの挨拶をする場合、コピー然とした挨拶があっていい
ものだろうか。このような挨拶の使いまわしを平然とす
る首相の神経を疑う。そして原稿を書いた（はずの）人
物が如何に首相を馬鹿にしているかが感じられる。

８月１５日に行われた政府主催の全国戦没者追悼式を
みて、政治評論家・本澤二郎氏は次のように述べたと日
刊ゲンダイ紙が書いている。

安倍首相は『歴史と謙虚に向き合う』と口では言いま
すが、原稿を棒読みしているだけで、まったく心がこも
っていない。日本が加害者だったという意識はないので
しょう。侵略ではなく自衛のための戦争だったと本気で
信じているのだと思う。歴史に正しく向き合い過去に学
ぶ気持ちがないから、隣国に対して居丈高に拳を振り上
げる。失政を隠すために外に敵をつくるのは権力者の常
套手段ですが、悲惨な戦争の記憶が薄れた国民もそれに

。 。安易に乗っかってしまう 非常に危険な最近の風潮です

「 」 。虚しさが極まった夏 と言える７４回目の夏だった
一握の砂 石川啄木

Opinion 山梨良平　一之瀬明　片山通夫
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一ノ瀬 明

8まさに悲鳴という表現がぴったりだ。大韓航空は
月 日、日本と韓国を結ぶ路線を一部が減便・運休20
になると発表した。

同社の広報担当者は「需要の変動を考慮した」と説
明しており、日韓関係の悪化で、日本と韓国の両国の
利用者が減ったことが背景にあるとみられる。
対象となるのは、運休が関西空港ー釜山間など 路6

線、減便が成田ー釜山間など 路線。5
また７月には日本の３地方自治体関係者は韓国を訪

問、格安航空会社（ＬＣＣ）であるエアソウルと韓国
内主要旅行代理店を訪れ航空路線の維持と協力強化な
どを要請した。韓国を訪れた日本の自治体は、香川県
高松市、鳥取県米子市、富山県などで、すべてエアソ
ウルの就航都市だ。エアソウルの関係者は「日本側で新千歳空港出発ロビー
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観光客が激減する可能性を非常に懸念している」と語
った。エアソウルは、１７路線のうち１２路線が日本
地域で、売上の半分以上が日本路線であるという。ま
た済州（チェジュ）航空やイースター航空も７月に、
日本の自治体関係者が協力を要請したことが分かっ
た。

北海道の新千歳空港では、韓国人観光客をもてなす
気持ちを表そうとセレモニーが行われた。北海道と韓

8 1 9 116国を結ぶ便は 月 日現在 つの航空会社が週に、
便運航している。しかし政府の輸出規制による関係悪
化で 月までに半分の 便にまで落ち込むことが見10 58
込まれている。

地方都市の市民にとって、韓国へ行く以外に、世界
へ飛び立つには、東京、大阪など大都市の空港へ行か
なければならなくなる。ハブ空港のひとつ、仁川空港
が遠くなるのは、非常なデメリットだと言えよう。

政府は下手をすればブーメランになる危険を考慮し
たのだろうか。無論、事は航空ルートだけではない。

、 、北海道の例を見るように 韓国人観光客が激減すれば
地方都市の経済にも大きく影響する。大阪ミナミのた
こ焼きにも・・・。

大韓航空ホームページより
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片山通夫
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過日、鬼室神社（写真）というところへ行った。変わ
った名前の神社なので、何の予備知識もないままその名
前に惹かれてのことだ。

情報を滋賀県日野町の観光協会からいただいた。
https://www.hino-kanko.jp/sight/kishitsujinjya/

鬼室神社の項には以下のように紹介されていた。

近江朝廷が大津に都を定めた頃、現在の韓国、往時の
百済（くだら）国から我国へ渡来をした多数の渡来人の
中の優れた文化人であった鬼室集斯（きしつしゅうし）
という高官の墓が、この神社の本殿裏の石祠に祀られて
いるところからこの社名がつけられました。古くは不動
堂と言い小野村の西の宮として江戸期まで崇拝された社

であり、小野の宮座である室徒株（むろとかぶ）によっ
て護持されてきました。また今日では鬼室集斯の父、福
信 ふくしん 将軍が大韓民国忠清南道扶餘郡恩山面 ち（ ） （
ゅうせいなんどうぷよぐんうんざんめん）の恩山別神堂
にお祀りされているところから、姉妹都市としての交流
が盛んに行われています。

。 。鬼室集斯は百済の人のようだ いわゆる渡来人である
この墓の真贋はともかく、近江の国に大津京があった。
ただ大津京は５年余りで壬申の乱の影響などもあり、廃
都された。天智天皇 年（ 年）に飛鳥から近江に遷6 667

、 。 、都し 天皇はこの宮で正式に即位したようだ この時代
660朝鮮半島では百済が新羅と唐に攻められて亡んだ（

） 。 （ ）年 頃である 我が国にとっては白村江 はくすきのえ
まで兵を出して百済を助けようとしたが、惨敗したこと
もあってか、百済からの亡命者たちが大挙して我が国を
頼ってきた。

そんな事件を背景に、ちょうどまだまだ発展途上国
（？）然としていた我が国は、法令などの整備や、様々
な技術を百済などから来た人々の力を借りて国造りに励
んだようである。

鬼室集斯を例にとってみると、渡来人の倭国（日本）
での活躍が理解できよう。鬼室集斯は百済の貴族・達率
だったが、 年の白村江の戦いで敗れたの後に一族と663
ともに日本へ亡命を余儀なくされた 『日本書紀』によ。
れば、鬼室集斯は天智天皇 年（ 年） 月に小錦下4 665 2
（しょうきんげ）の位に叙せられた。小錦下は、 年664

685 26 12から 年まで日本で用いられた冠位である 階中。
位。

Opinion 山梨良平　一之瀬明　片山通夫

95



また天智天皇のときにわが国で初めて大学寮が設けら
れ、鬼室集斯が「学識頭」になった。今でいう文科省の
大臣である。このころの日本は前述したようにまだまだ
発展途上にあったため、滅びたとは言え百済の貴族であ
る鬼室集斯を頼った。
まだ十分統一された国家ではなく、律令を基本とする

文治主義へ移行するための官僚養成が急がれていた時期
であったので、学校制度創設などで百済からの亡命知識
人は重用された。

余談だが 年、我が国はさきの戦争が敗戦に終わ1910
るまでの 年間、朝鮮半島全域を植民地にした。35
一部と思いたいが、日本人は朝鮮を植民地にしたこと
、《 「 」で 学校や鉄道などインフラの整備という 良いこと

も朝鮮にしてやった》という説がまかり通っている。

トランプがアメリカの大統領になった時だったか 移、「
民は自国へ帰れ」といったことがある。それを聞いたネ
イティブのアメリカ人は「へえ、トランプはせっかく大
統領になったのに出身国へ帰るんだ」といったとか言わ
なかったとか…。

わが国も飛鳥時代にまでさかのぼったら、渡
来人にどういわれるのかしらん。

常に謙虚でありたいものだ。
世紀末頃に日本に漢字千字文を伝えたと言われて王4

仁の墓（大阪府枚方市）
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写真・文 片山通夫

湖北とは我が国最大の琵琶湖の北部地方の
ことである。この琵琶湖には河童が棲んで
いるという安曇川など、不思議な生き物や
神様の伝説が多くある。 春号で特集し2019
たように 「おこない」という神事も滋賀、
県の多くの地域に残っている。

その湖北地方を中心に集中的にみられる
野神様は、村の入口，山裾，田畑や川のほ
とりの塚や杜（もり）などにおいて樹齢何
百年もの木が大切にまつられていて、野神
様は村の守り神とも言えることができる。

神宿る。湖北の野神様　片山通夫

97



湖北・長浜市高月地区の渡岸寺前のケヤキの野神様

神宿る。湖北の野神様　片山通夫
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野神さんのご神木（ケヤキ）として野神祭りやしゃぎりで感謝と豊作を願い、地元住民から大切に守られてきた。

神宿る。湖北の野神様　片山通夫

99



推定樹齢 年300

神宿る。湖北の野神様　片山通夫
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大阪ぐりぐりマルシェ
（御堂筋西沿い難波神社境内）

写真・文 中川眞須良

毎月第二土曜日、ここに人と人とのつながりを重視した、自然に寄り添い、大地
に負担をかけず、収穫物の旬を大切にし、さらに本来の味を追い求めながらの農産
物及びそれらの加工品全般の即売会の「市」が立っている。

取り扱われている品物は現物（コメ・麦・大豆・野菜全般 、加工品（豆腐・こん）
にゃく・茶・ジャム・油など 、食品以外の関連品（染物・生地・小物・アクセサリ）
ーなど 、その場で味を楽しめるジューズ、コーヒー、カレー、餃子の店など、多様）
にわたり店舗総数は約 に及ぶ。この「市」の一番の特徴は何といっても、あたた30
かい人の繋がりと底抜けの明るさである。一店舗 ・ 人（夫婦・親子・兄弟・グル2 3
ープ・友人）とお客様との会話には、笑顔が絶えない。

大阪グリグリマルシェ　中川眞須良
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御 堂 筋

沿いの案

内板と難

波神社の地図

大阪グリグリマルシェ　中川眞須良
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ハンドパン演奏者
３８歳・国籍不明

ハンドパン(スイス発祥の打楽
器）の魅力にとりつかれヨーロッ
パ、インド各地を放浪、とくにガ
ンジス川沿いの街をハンドパンを
友にさまよい歩く。

。会場でスタジオ録音の を販売CD

ハッピー・オーガニック・ヨウスケ

大阪グリグリマルシェ　中川眞須良
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完
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ロシア・サハリン州ユジノサハリンスクに住む
一人の画家と写真記者、

それに日本人の写真家が競作する。

三匹が撮る！
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作 いの しゅうじ

えんそく
おすしのお弁当

「えんそく、え
んそく――」
勘太はリュク

サックをせおっ
て、家のなかを
歩きまわってい
る。
１年⽣の春の

えんそくは、毎
年となりのＨ町のゆうえんちと決まっている。

入学して１カ月あまりがたったころ、イッ子
せんせいは⿊板に⼤きな字で、
「えんそく」
とかいた。

「いいですか、今度のすいようびがえんそくで
すよ」
せんせいに言われなくてもみんな知ってい

る。
「ハーイ」
おもいきり元気なへんじが教室中にひびい

た。
勘太が家にかえるとリュックサックが居間の
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ちゃぶだいにおかれていた。おかあさんが買っ
てきたばかりのま新しいリュック。左右のポケ
ットに⻘い線がはいっている。
勘太はさっそくせおってみた。背中にリュッ

クがやわらかくふれる。つんとすましてるラン
ドセルとはおおちがい。

。勘太は３げん向こうのなのはな畑にでかけた
あぜにすわり、リュックからおべんとうを出す
しぐさをする。むねがはじけそう。
♪早くこいこい、えんそくが
「 」 。お正月 の童謡をかえうたにして口ずさんだ

えんそくの前の日。学校からかえると勘太は
おかあさんの買いものにつきっきり。おべんと
うに巻きずしをつくったげる、と約束してくれ

たのだ。
かんぶつ屋さんでノリやかんぴょう、北島の

やおやさんではミツバ、⾁屋さんで卵――。
ゆうしょくを終えると、おかあさんは巻きず

しづくりにかかった。
「おべんとうで恥かきとうないねん。じょうず
につくってや」
「心配せんでええ、だれよりもおいしそうなお
すしができるさかい」
といいながら、にぎったごはんを巻きすの上

にのばして、くるくるっと巻くおかあさん。そ
のすばやい手さばき。勘太は目をかっとひらい
て⾒つめている。
えんそくの日がやってきた。
電⾞とバスをのりついでゆうえんちへ。イッ

子せんせいを先頭にゲートをくぐる。
勘太の⽬は⾶⾏塔をさがしていた。塔のてっ

ぺんからつり下げられた⾶⾏機がぐるぐる回る
⾶⾏塔。そのそばの広場で⾷事をするはずだ。
お兄さんの淳吉が、

「⾶⾏機⾒ながらべんとう⾷べることになって
る」
とおしえてくれたのだ。

「きれいな小川がある」
淳吉のことばを勘太は頭にいれた。
園内をうろうろしているうちにお昼のじかん
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に な っ
た。
やはり

⾶⾏塔の
そばの芝
生の広場
だった。
淳吉のい
う と お
り、ほぼ
まん中を
小川がな

がれている。はば３メートル、深さは５０セン
チくらい。勘太は川のそばにすわった。
巻きずしは竹の皮につつまれている。ひざに

のせて、竹のひもをほどいたときだった。岸か
らムカデがはいでてきた。
「ギャー」
勘太はぱっと⽴ちあがった。巻きずしはひざ

から竹のつつみごと小川におちた。
「あ、しまった」
と大声をあげたのはイッ子せんせいだ。川岸

にいる勘太を⾒て、
「こっちに来なさい」
と言おうとしたやさきだった。
おすしは竹の皮の舟にのって、ゆらゆらとな

がれている。
「ぼくのおすし、およいでる」
勘太は川にはいろうとした。

「だめ、はいっては」
。イッコせんせいのきっとするどい声がとんだ

せんせいは、菓子パンの一つを勘太にあたえ
た。巻き貝のかたちのパンだった。なかにチョ
コレートがつまっている。ほおばると、やわら
かなチョコレートが口いっぱいにひろがった。
そのふわっとしたあまい味を勘太はいつまで

も忘れなかった。

レーシングカー

イッ子せんせいにもらったパンを勘太がたべ
おえたとき、テッちゃんが近よってきた。
だれにでも話しかけることができる哲則。じ

ょうだんを言ってけらけらと笑う明るいせいか
くだ。入学して１週間もたたないうちに、みん
なに「テッちゃん」とよばれるようになってい
た。
テッちゃんの家は勘太の家の近く。ようちえ

、 。んがいっしょだから 入学前からのともだちだ
テッちゃんが勘太の家になんどもあそびに来て
いるので、勘太のおかあさんもテッちゃんをよ
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く知っている。
「べんんとう落としたこと、おかあさんに黙っ
といてや」
「ぼくは口がかたいんや」
テッちゃんは口にチャックするまねをした。

「あとでレーシングカーのりに⾏こ」
食事のあと、一つだけ乗り物にのれるのが決

まり。おべんとうのまえ、テッちゃんにさそわ
れて勘太はメリーゴーランドとモーターボート
にのった。メリーゴーランドは回転木馬。モー
ターボートは池の中をぐるぐるまわる回転ボー
ト。テッちゃんはカタカタ名の回転ものがすき
なのだ。
レーシングカーはこのゆうえんちの一番にん

き。よそにないゴーカートをと、さいきん、先
がとがった最新型⾞をとりいれた。こども新聞
に「アメリカ⽣まれのスマートな⾞」ととり上
げられたので、にちようびには⻑い⾏列ができ

るそうだ。
レース場はちょっけい２０メートルの円形。

６台の⾞があり、右まわりで３周する。⾞は、
はば５０センチ、⻑さ１・５メートルくらい。

、 。よその小学校の子ども４ ５人が並んでいた
じゅんばんを待つ間、テッちゃんは、
「ぼくはのったことあるねん。ぼくの後につい
てくるんやで」
と、さもせんぱいづら。

「そやけど心配や。おべんとうのことがあるよ
って」
テッちゃんのよけいな一言がいけなかった。

勘太は「運転ようせん」といえず 「だいじょ、
うぶ」とむねを張ってみせた。
テッちゃんがのった⾞がさーっと⾛りだし

た。次の⾞がとうちゃく。勘太はかかりのお兄
さんにうながされて⾞にのった。
はっしゃしない。４、５秒たってお兄さんは

あわてた。
「ペダルに足のせるんや」
「そうそう、ペダルふんでごらん」
⾞がそろっとうごいた。５、６メートルほど

走るとよたよたしだした。
「ハンドルもつんや」
お兄さんの大きな声がひびいた。じゅんばん

待ちをしていた同じクラスの勝や隆三らが「な
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にごとか」と
レース場をの
ぞきこむ。
勘太は「ハ

ンドル」がな
んのことかわ
からない。ど
うすればいい
のか、頭はパ
ニック、足は
こちこち。ペ
ダルだけはふ
みつづけてい
る。
⾞はもたも

たしながらす
すんだ。
「ハンドル右
にきれ」
お兄さんの叫
びと、⾞がレ

ース場の壁にぶつかるのは同時だった。
「グワー」

。 。というにぶい音 お兄さんがすっとんできた
壁にはゴム板がはりつけてある。⾞にきずが

、 。ないことがわかって ほっとした顔のお兄さん

⾞にのり、勘太の横にわりこんで運転をはじめ
る。
「アカンタレ勘太、アカンタレ勘太」
勝と隆三が声を合わせてはやす。テッちゃん

も気づいて⾞をとめ、ふりかえって⾒ている。
お兄さんは３周はしってくれた 「１周だけ。

でええからおろして」とも言えず、勘太はただ
うつむいている。
その日の夕ごはんのとき。おかあさんがうす

笑いをうかべた。
「勘太、おすしどうやった」
「おいしかった」
「川でびしょぬれになったん、食べたんやね」
「ムカデがわるいねん」
「レーシングカーもムカデおったんか」
といいながら、おかあさんは腹をかかえてい

る。

次号に続く
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文・写真 片山通夫

スサノオ

スサノオ。國輝画「本朝英雄傳」より
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スサノオはどこから来たのか？

高天原で大暴れしたスサノオはついに高天原から追放
された 追放されたスサノオは まっすぐに 倭の国 日。 、 、 （
本 には降りて来なかった ではどこに降り立ったのか？） 。
新羅の曽尸茂梨（そしもり）というところに降りたと

いう。曽尸茂梨がどこにあったのかは定かではない。と
ころがスサノオはわがままを言って「この地、吾居るこ
と欲さず （ 乃興言曰 此地吾不欲居 ）と言い放ち、息」「 」
子の五十猛神（イソタケル）と共に土船で東に渡り、出
雲国・斐伊川上の鳥上の峰へ到った（ 遂以埴土作舟 乘「

之東渡 到出雲國簸川上所在 鳥上之峯 。その後、出雲」）
で八岐大蛇を退治した。 そのとき五十猛神が天から持
ち帰った木々の種を、降り立った曽尸茂梨の地には植え
ず、倭の国に植えたので、その地は山の地になったと言
う。

朝鮮半島の新羅の国・曽尸茂梨に降り立ったのだか
ら、随分と遠回りしたものである。どの程度の期間、新
羅にいたのかは定かではない。

出雲の国でスサノオはクシナダヒメと巡り合った話は
有名である。ヤマタノオロチ退治のエピソードである。
この時ちゃっかりとヤマタノオロチ退治と引き換えに

クシナダヒメとの婚姻を約束させている。
余談だがどうも日本の神様は好色なのが多いように思

えるのは筆者の偏見か。

なぜスサノオは一旦新羅へ降り立ったのか。
筆者はこの点に大きな示唆を感じる。つまり当時の倭

国は青銅器文化であった。スサノオは高天原から地上を
、 。眺めた時に 朝鮮半島にはすでに鉄器文化が栄えていた

当時の中国から朝鮮半島にかけては日本に比べて数段文
明が進んでいたわけである。
繰り返す。当時の新羅は倭の国が青銅器文化だったの

に対して、鉄器文化だったのだ。

重要なことだがスサノオは『出雲国風土記』にある鉄
関連の伝承と結びつけて、製鉄技術を朝鮮半島から伝え
たと考えられている。出雲は砂鉄から製鉄し玉鋼（タマ

銅鐸（島根県立古代出雲歴史博物館蔵
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ハガネ）を造るタタラという技術が存在したし、今も伝
えられている。

鉄の歴史

製鉄は世界史の中で画期的な技術だった。鉄器の時代
の始まりはおよそ 年前だと言われている。ちょう3200
どヒッタイト帝国が終焉を迎え、古代オリエント世界は
一気に青銅器時代から鉄器時代に入った時期だというこ
とのようだ。紀元前 年ごろ、鉄を独占してきたヒ1200
ッタイト帝国が滅亡し鉄の文化、技術が各地に散らばっ
た。その技術は当然ながら、インド、中国などを経て朝
鮮半島に至った。伝えたのはタタール（韃靼）だと思わ

れる。 いやその前に ～ 世紀に『鉄の鋳造や金の採5 6
取の業』を専門とする騎馬民族・突厥（とっけつ）がい
た。 世紀に中央ユーラシアに存在したテュルク系遊牧6
国家である。もともとはジュンガル盆地北部からトルフ
ァン北方の山麓にかけて住んでいた部族で、柔然の隷属
の下でアルタイ山脈の南麓へ移住させられ鍛鉄奴隷とし
て鉄工に従事したが、 年に柔然から独立すると、部552
族連合である突厥可汗国（突厥帝国などと呼ばれること
もある）を建国、中央ユーラシアの覇者となる。 年582
には内紛によって東西に分裂した。彼らはいわゆる製鉄
の名手だった。その技術はヒッタイトから奪ったのか学
んだのか、いずれにしろヒッタイトが鉄文化の源であっ
た。

さて ・ 世紀頃というと我が国ではどんな時代だっ5 6
たか少し復習しておきたい。

：紀元前４世紀頃から３世紀頃まで＊弥生時代
⇒ 世紀初めには鉄器が普及する（弥生時代後期 。2 ）

：３世紀半ば頃から７世紀頃まで＊古墳時代
⇒卑弥呼（ 年頃 年頃） 邪馬台国の女王（在170 – 248
位 年頃 年頃 ・魏と通交し「親魏倭王」の称188 – 248 ）
を得る。
⇒三角縁神獣鏡（銅製）が主に近畿圏を中心として、全
国各地の古墳から出土し、その総数は約５００枚程度と
言われる。
⇒ 世紀以降、朝鮮半島で鉄資源の供給地としてのいわ4
ゆる任那地域などに進出したことが、広開土王碑文（西
暦 年に建てたとされる）などからも知られる。414

出雲の玉鋼を用いて日本刀の制作（大阪・堺市）

歴史の街を行く　スサノオ追跡　片山通夫

146



： 世紀末から 年まで＊飛鳥時代 6 710
⇒任那：倭（古代日本）が朝鮮半島南部に設置した統治
機関として日本書紀に言及されている。少なくとも、下
記に列挙される史実を根拠として、倭国と関連を持つ何
らかの集団（倭国から派遣された官吏や軍人、大和王権
に臣従した在地豪族、あるいは倭系百済官僚、等々）が
一定の軍事的・経済的影響力を有していたと考えられて
いる。

： 年から 年まで。平城京に都が置か＊奈良時代 710 794
れた時代。平城時代ともいう。日本仏教による鎮護国家
を目指して、天平文化が花開いた時代である （ウィキ。
ペディア）

事の真偽は定かではない。まったく筆者の妄想かもし
れない。しかし、鉄文化をめぐる争いに出雲王国は敗れ
てヤマトに国を譲ったことだけは確かだ。ここでややっ
こしい民族名を解説しておく （ウィキペディアから）。

ヒッタイト：インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語を
話し、紀元前 世紀頃アナトリア半島に王国を築いた15

、 。民族 またはこの民族が建国したヒッタイト帝国を指す
なお、民族としてのヒッタイトは、ヒッタイト人と表記
されることもある。 他の民族が青銅器しか作れなかっ
た時代に、高度な製鉄技術によりメソポタミアを征服し
た。
突厥（とっけつ ： 世紀に中央ユーラシアに存在した） 6
テュルク系遊牧国家。もともとはジュンガル盆地北部か
らトルファン北方の山麓にかけて住んでいた部族で、柔
然の隷属の下でアルタイ山脈の南麓へ移住させられ鍛鉄
奴隷として鉄工に従事したが、 年に柔然から独立す552
ると、部族連合である突厥可汗国を建て、中央ユーラシ
アの覇者となる。
タタール（韃靼 ：北アジアのモンゴル高原とシベリア）
とカザフステップから東ヨーロッパのリトアニアにかけ
ての幅広い地域にかけて活動したモンゴル系、テュルク
系、ツングース系およびサモエード系とフィン＝ウゴル
系の一部など様々な民族を指す語として様々な人々によ

青谷横木遺跡で発見された明日香美人（鳥取市青谷町）
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って用いられてきた民族総称である。

：新羅は、古代の朝鮮半島南東部にあった国家。当新羅
初は「斯蘆」と称していたが、 年に「新羅」を正式503
な国号とした。朝鮮半島北部の高句麗、半島南西部の百
済との並立時代を経て、 世紀中頃までに朝鮮半島中部7
以南をほぼ統一し、高麗、李氏朝鮮と続くその後の半島
国家の祖形となった。

：百済は、古代の朝鮮半島西部、および南西部にあ百済
った国家。百済の歴史はその首都の移動によって、大き
く漢城時代、熊津時代、泗沘（古代朝鮮の百済の古都で
現在の忠清南道扶餘郡）時代に分類される。漢城期には
現在の京畿道を中心としていたが、高句麗の攻撃によっ

て首都漢城が陥落し、一時的に滅亡した後は、現在の忠
清南道にあった熊津へと遷って再興した。

：伽耶（かや）は 世紀から 世紀中頃にかけて朝伽耶 3 6
鮮半島の中南部において、洛東江流域を中心として散在
していた小国家群を指す。

青銅器から鉄器の時代へ

先に述べたように製鉄技術はヒッタイトが独占してい
たようだ。しかしヒッタイトが滅亡の危機に陥ると、製
鉄とそれを使って鉄器を作る技術は世界へ流出してゆ
く。ちょうど鉄のカーテンの向こう側にあった旧ソ連邦
の核技術が研究者とともに他国へ移っていったように。

さて本題。一般論として、鉄の方が、硬度も強度も高
い。焼入れも鉄の方が優れているから、刃物を作る適性
は鉄のほうが圧倒的に簡単。無論青銅でも剣は造れるが
刃こぼれなどを起こしやすい。
また青銅の原材料となる銅鉱石や錫鉱石は鉄に比べて

少なくかつ高価だった。そこで丈夫でどこででも手に入
りやすい鉄が有用だと人々は気が付いた。

およそ武器は丈夫でなければならない。その点でも、
鉄の剣は青銅の剣に比べて優れていた。

島根県立古代出雲博物館が出雲大社近くにある。写真
の剣は島根県出雲市斐川町神庭の荒神谷遺跡から出土し
た。 本の銅剣は、全て全て中細形 類と呼ばれるも358 C

古墳時代の青銅の大刀（島根県立古代出雲歴史博物館蔵）
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ので、長さ 前後、重さ あまりと大きさもほ50cm 500g
ぼ同じである。弥生時代中期後半に製作されたとみられ
ている。この形式の銅剣の分布状況から出雲で製作され
た可能性が高いと思われている。
当たり前のことだが、この大量の青銅器が出雲で造ら

れていたということは、それなりの技術集団が存在した
ということになる。彼らがのちの鉄の生産に携わったの
かもしれない。

スサノオは渡来神？

スサノオが、高天原を追放されて、一旦朝鮮半島に降
り立ったという説があるということは前に書いた。その

根拠になるのが日本書紀の記述である。

ここでまず古事記と日本書紀の編纂時期を探ってみた
い。と言ってもすでに知られているように、古事記は日

5 712本最古の歴史書である その序によれば 和銅 年。 、 （
年）に太安万侶が編纂し、元明天皇に献上された。 次
に日本書紀は日本に伝存する最古の正史で、六国史の第
一にあたる。舎人親王らの撰で、養老 年（ 年）に4 720
完成した。神代から持統天皇の時代までを扱う。
こうしてみるとほとんど同時期の編纂だと言える。で

はその違いと言えば、古事記は天皇家の存在の正当性を
説いた部分が多く、日本書紀は日本の正当な、つまり公
式の歴史書と言える。

その日本書紀にはスサノオに関しては次のように説明
されている。
書紀には全部で六つの高天原追放神話がある。たとえ

ば第二の「一書」ではスサノオは、安芸国の可愛（え）
の川上に天降った。しかし、本文をはじめ、第一の「一
書 、第三の「一書 、第四の「一書」と、多くの解釈で」 」
はやはり出雲の斐伊川上流に天降ったとしている。とく

新羅を経て出雲国にある鳥上の峰に第四の「一書」には
とあり、高天原から朝鮮半島を経由して出雲に天降った

国へ至ったと記載されている。この朝鮮半島を経由する
ルートについては第五の「一書」にも韓郷（からくに）
から紀伊国を経て熊成峯（くまなりのたけ）に降りたと
しるされている。第四と第五の「一書」によると、スサ

ということは、おそらくノオは朝鮮半島を経由している
スサノオが渡来神であると考えられるのではないだろう
か

銅鐸 銅の文化 島根県立古代出雲歴史博物館
銅鐸 島根県立古代出雲歴史博物館
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話を戻す。古事記や日本書紀が編纂された時代と言え
、 。ば 大陸や朝鮮半島はどんな時代だったのか調べてみた
まず編纂されたのは 年代前半である。この時代は700

統一新羅の時代である。

武烈王の即位した 年から、その直系の王統が途絶654
える 年までの時代を中代と呼び、新羅の国力が最も780
充実していた時代であった。新羅は金庾信が援軍を率い
、 。 、て 唐軍に付き随い百済へ進軍 年に百済を滅ぼし660
年に唐軍が白村江にて倭国の水軍を破ると（白村江663

の戦い 、 年に唐軍が高句麗を滅亡させた戦いにも） 668
従軍した （ウイキペディア）。

ここに出てくる だが、 年とある。日白村江の戦い 663
本はこの時朝鮮半島に出兵し百済を助けたが、唐・新羅
連合軍に敗れた。書紀には次の通り記載されている。

戊戌、賊將至於州柔、繞其王城。大唐軍將率戰船一百
七十艘、陣烈於白村江。戊申、日本船師初至者與大唐船
師合戰、日本不利而退、大唐堅陣而守。己酉、日本諸將
與百濟王不觀氣象而相謂之曰、我等爭先彼應自退。更率
日本亂伍中軍之卒、進打大唐堅陣之軍、大唐便自左右夾
船繞戰。須臾之際官軍敗績、赴水溺死者衆、艫舳不得

唐の水軍に悩まされた完璧な負け戦だった。

白村江の戦いはスサノオとは直接関係はない。しかし
という日本書紀の記述に着スサノオが新羅に降り立った

目したい。日本書紀は 年の白村江の戦いのおよそ半663
世紀あとに完成している。その頃、朝鮮半島は統一新羅
が治めていたことは前に述べた。

スサノオはその統一新羅に降り立ったことになる。弥
生時代にはすでに青銅や鉄器のが存在していた。それを
手に入れる為に、弥生人はかの国を訪れた 『魏志』弁。

伽耶の鉄製造（韓国・国立金海博物館）
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辰伝には弁韓の鉄を求める倭からの来訪者が書かれてお
、『 』 「 」 。り 漢書 の地理志には 楽浪海中倭人あり とある
、 、 、銅鏡 鉄製品 ガラス玉など大陸の品を入手するために

日本側では海岸で生産した塩、そして稲や生口（奴隷）
を送った。伽耶には、鉄を得るために倭人が訪れていた
という記述が『魏志』にある。

これらの史実（朝鮮半島と倭との交流）から想像する

と、スサノオは弥生時代の渡来人だったと思うしかない
のではないか。

。しかしこれでは神話のありがた味も面白味も全くない
やはりスサノオは高天原から新羅に降り立ち、鉄を携え
て出雲に来たと信じよう。そうでないと・・・。

新羅の国・曾尸茂梨から出雲へ

素戔烏尊率其子 五十猛神 降到於新羅曾尸茂梨之處矣
曾尸茂梨之處 纂疏新羅之地名也 按倭名鈔高麗樂曲有

蘇志摩利 疑其地風俗之歌曲乎 乃興言曰 此地吾不欲居
遂以埴土作船 乘之東渡 到于出雲國簸之河上與安藝國可
愛之河上所在鳥上峰矣

スサノオは子のイソタケルを率い新羅の曾尸茂梨（ソ
シモリ）に降りた（曾尸茂梨は新羅の地名である。倭名
鈔（和名類聚抄）の高麗樂曲にある蘇志摩利（ソシマリ
はその地の風俗を歌う曲である ）スサノオが言うには。
この地に私は居たくない。埴土で船を作りこれに乗っっ
て東に渡り出雲国の簸之河上と安芸国可愛之河上にある
鳥上峰に至った。

註： 和名類聚抄』二十巻本第 卷にある蘇志摩利の記『 10
述を引用した『先代旧事本紀』

繰り返しになるが、当時、朝鮮半島・新羅の国に曾尸
茂梨（ソシモリ）というところがあり、スサノオはいつ

伽耶国の住居（韓国・金海）
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の間にかできた息子

イソタケルを伴って高天原から降り立ったが「ここは自
分のいるべき場所ではない」と土船を作って出雲に漕ぎ
出したというのである。ただ現在のところ、ソシモリの
正確な場所は確定できていない。不思議なのはせっかく
降り立ったソシモリが自分のいるべきところではないと
結論付けたことだ。無論日本書紀という倭の国の書物な
のだから、早々に出雲に来てもらわなければならないの
だが。
この頃の新羅＝朝鮮半島では鉄器が使われていた。筆

者が韓国・国立金海博物館でみた伽耶国の文化は進んで
いてすでに鉄を製錬していた。青銅器に勝る鉄器を作る
技術を輸入したい倭の国はスサノオをして出雲に移動さ
せたと思うわけである。

今一つ面白いのは「埴土で船を作り」の部分である。
埴土とは粘土質が ％以上含む土であり、排水や通気50

性が悪いという。つまり水を通さないから船には適して
いるというわけだろう。もしかして砂鉄も含有している
のかもしれない。いや土船に積んできたのか。

故金達寿氏は『日本の中の朝鮮文化４』の中で、曽尸
茂梨とは朝鮮の江原道春川にある、元新羅の牛頭山の事
である。と一つの説を紹介している。江原道春川とはず
いぶん北だ。今やドラマ冬のソナタのロケ地で有名だ。

また八坂神社の真弓宮司は『新撰姓氏録』八坂造の項
に「狛国人の之留川麻乃意利佐（シルツマノオリサ 」）
とあり、春川には古くから狛国があったことを指摘され
ておられる。斉明天皇二年（ 年）に来日した狛人８642
１人は春川の狛人ではないかとの仮説を出されている。
三韓覇権争いの地であり、その頃の高句麗の南下で、

、 。狛人の亡命が想定され それに該当するとの見方である

「 」 、ソシモリ が古朝鮮語のよみで牛頭であったならば
牛頭山に比定されるのは不自然ではない。牛頭天王と素
盞嗚尊が記紀編纂の頃には習合しつつあったとすると有
力な説と言えよう。 また、八坂造の出自が春川の狛国
との仮説も 「ソシモリ」春川説が成りたてば、八坂神、
社創建の由緒にも関わる重要な仮説となる。

http://kamnavi.jp/it/sosimori.htm曽尸茂梨(ソシモリ)考より
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コラム：八坂神社（前
頁写真）

スサノオを祀る祇園
祭で有名な京都の八坂
神社は疫病除けの神様
として知られ信仰され
てきた。

スサノオは明治以前
には天竺の祇園精舎の
守護神であった牛頭天
王とも同一視されてき
た。日本書紀に「ソシ
モリ」は韓国語で「牛
頭」のことで、新羅に
は牛頭山という山があ
り熱病に効果のある薬
草の栴檀（センダン）
を産した為この山の名
を冠したと八坂神社に
説明されている。

卑弥呼の銅鏡？

（出雲神楽）スサノオのヤマタノオロチ退治

鉄の製造 たたら
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これまで見てきたように、出雲の国はスサノオが造
ったといっても過言ではない 『古事記 ・ 日本書紀』。 』『
の異伝や『新撰姓氏録』によると、須佐之男命（すさの
おのみこと）の六世の孫、また『日本書紀』の別の一書
には七世の孫などとされている。父は天之冬衣神（あめ
のふゆきぬのかみ 、母は刺国若比売（さしくにわかひ）
め 。また『日本書紀』正伝によると素戔鳴尊（すさの）
おのみこと）の息子となっていて訳が分からない。

須佐之男命の娘である須勢理毘売命（すせりびめのみ
こと）との婚姻の後にスクナビコナと協力して天下を経
営し、禁厭（まじない 、医薬などの道を教え、大物主）
神 おおものぬしかみ を祀ることによって葦原中国 あ（ ） （
しはらのなかつくに）の国作りを完成させる。だが、高
天原（たかあまのはら）からの天照大御神（あまてらす
おおみかみ）の使者に国譲りを要請され、対話と武力を
交えた交渉の末に幽冥界の主、幽事の主宰者となった。
国譲りの際にかつて須佐之男命から賜って建立した「富
足る天の御巣の如き」大きな宮殿（出雲大社）を修復し
てほしいと条件を出したことに天津神（あまつかみ）が
約束したことにより、このときの名を杵築大神（きづき
おおかみ）ともいう （ウイキペディア）。

何はともあれ、スサノオの子孫が大国主（オオクニヌ
シ）であり、彼のエピソードのほうがスサノオよりもは
るかに多い。中でも有名なのは「因幡の白兎」である。
また大国主は多くの名前を持っていた。大穴牟遅神、

国作大己貴命、八千矛神、葦原醜男、大物主神、宇都志
国玉神、大国魂神、伊和大神、所造天下大神、地津主大
己貴神、国作大己貴神、幽世大神、幽冥主宰大神、杵築
大神 などなど枚挙にいとまがない。

出雲大社の大国主像
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後世の学者は各地に散らばる神
々の総称が大国主だろうという説
もあったくらいである。

何はともあれ大国主は国譲りの
エピソードでその姿を雄大な出雲
大社に隠した。出雲王国はここに
滅びたのだが、あの秀逸な神々を
擁する大国主が簡単に国を譲った
ことに驚く。最大の謎はこの国譲
りのエピソードだ。

写真は高天原からの使者が降り立
って、大国主と国譲りの交渉をし
たという稲佐の浜。
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いったい何がこのような事態にしてしまったのか？
本来日本人は温和で争うことが嫌いな人々の集ま

SNSりだったように思うのですが。原因の一つには
。 、など匿名の無責任さがあげられます 今一つは仕事

例えば非正規雇用や無職といったことや人間関係が
不安定な社会情勢になってしまったことも大きいと
思います。

そろそろ涼しくなります。ゆっくりと生きてゆく
よう心掛けたいものです。

編集長 井上脩身
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