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リアルな意外さ、
とことん追って
作家

貴志 祐介さん「ダークゾーン」

真剣勝負のエンターテインメント
「ダークゾーン」（祥伝社文庫）は、異世界の都市廃虚を舞台に、将棋のプロ棋士
を目指す若者が知人たちとともにゲームの駒に変えられ、２組に分かれて壮絶に殺し
合う物語だ。朝日新聞関西スクエアの第４回「中之島どくしょ会」が１月28日、大阪
市北区中之島２丁目のフェスティバルスイートで開かれ、作者の貴志祐介さんが、創
作の狙いや苦心を語った。聞き手は朝日新聞大阪本社生活文化部の柏崎歓記者。

ゲーム的に。単刀直入な構成で

貴志

活字でゲームを表現できないかと思ったのが最

初です。文学賞の選考で「非常にゲーム的である」とい

「ダークゾーン」は独特の、ジャンル分けが難

う選評がなされることがあります。大体ネガティブなイ

しい小説です。構想のきっかけ、狙いを教えていただけ

メージですね。文学の本道から外れていると。でも、私

ますか。

自身が今まで読んで面白いと思った本は、むしろ優れて

柏崎
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ック・フォーサイスの「ジャッカルの日」。すべてゲー
ムの要素が入っていると思ったんです。
柏崎

戦いをする章と普通の世界の章、長い章と短い

ですが、雑誌にはなじまないかなという感じがします。
貴志

「ダークゾーン」と言われる異世界での戦闘の

上・下」

章が繰り返されます。最初は雑誌の連載だったと思うん

「ダークゾーン

ゲーム的です。山田風太郎の「甲賀忍法帖」。フレデリ

章は、雑誌に掲載したのとほとんど同じです。現実世界
の章はまったく違いまして、単行本では、主人公の塚田
ひろ し

裕史は、将棋の奨励会の三段リーグでプロになるために
苦闘します。雑誌では、塚田を含めた２組の人たちが、
ある研究所に集められて実験を行うという話でした。
柏崎

書き直されたのですね。

貴志

読み返して、やっぱり違うと思ったんです。こ

れは真相ではないと。改めて考えたのがこの内容です。
そういうことを、よくされるんですか。

貴志

「クリムゾンの迷宮」という文庫本の書き下ろ

（祥伝社文庫）

柏崎

しは最初、200枚ぐらい書きました。その後、オースト
ラリアへ取材に行き、バングル・バングルという現地を
見て衝撃を受け、また新たに書き始めました。雑誌に載
ったのは下書きかと、ご批判を受けることが多いのです
が、そういうつもりはまったくないです。その時点、時
点で、ベストに少しでも近づけたいと思った結果です。
柏崎

「ダークゾーン」では、将棋が非常に重要な役

割を果たしています。将棋はお好きなんですか。

取り入れられています。そういうのもお好きですか。
貴志

私が大学生のとき、アバロンヒル・ゲームがは

父に教わりました。小学校の教室でも指しまし

やりましたが、私はほとんどやったことがないです。た

た。最低限の素養はあると思います。ただ、長じてゆっ

だ、当時、チェスのサークルは部室もないので、放課後

くり、ゆっくり進歩するに従い、面白さがどんどん増し

は他のサークルと教室の奪い合いでした。大学の机は、

てきました。最初とまったく違うんです。目的、指し方

ほとんど斜めになっているので、チェスが指せないんで

とか、戦略とかが。私は大学のとき、チェスのサークル

す。平らな所をどう確保するか。でも、目を付けた所は

にいたんですが、将棋はもっと深い気がします。日本が

ああいうゲーマーたちが占拠していて、指せなかったと

世界に誇るべき文化だと思います。

いう、非常に苦い思い出があります。

貴志

柏崎

今も、どなたかと指されますか。

貴志

近くに好敵手がいないんです。「激指」という

説です。冒頭でいきなり戦いが始まって敵が攻めてきま

ソフトとパソコンで指すと、まったく勝てません。しか

す。普通は、どういう設定なのか説明があって「さて、

も、負け方があまりに無様で、嫌になります。東京へ行

当日になりました」となるのでしょうが、仕組みもわか

ったときに担当編集者と指したら、こんなに楽しいもの

らないのに戦い始めます。何か意図されたのですか。

なんだと思いました。やはり、人間と指す方がお勧めで

柏崎

貴志

ひたすら赤と青が戦うという、非常に特殊な小

エンターテインメントは単刀直入でなければ、

すね。ＮＨＫの将棋トーナメント、講座は毎週見ます。

という思いが自分の中にあります。前置きが長いと退屈

ケーブルテレビの囲碁将棋チャンネルもよく見ます。

して、そこでやめてしまう読者も相当いらっしゃる。自

柏崎

「ダークゾーン」の表紙はチェスの駒ですね。

分が読者とか映画の観客である場合、対立軸がはっきり

貴志

将棋の方がいいですね。ただ、イラストレータ

しているものは、引き込まれて最後まで見るんですね。

ーの方に何通りもつくってもらい、どうも、チェスの駒

ですから、いきなり戦いが始まって、徐々に事情がわか

の方が格好いいということで、これになりました。

ってくる構成の方が、いいんじゃないかと思いました。

柏崎

将棋バージョンもあったんですか。

貴志

巨大な駒が荒野に打ち捨てられてコケが生えて

いるようなのが。何か、もの悲しいんです。
柏崎

ヘックスという六角形の戦略ゲームの考え方が

柏崎

こんなに殺しちゃうばかりでという批判も、あ

るかと思うんですけれど。
貴志

覚悟していましたが、なかったですね。「悪の

教典」の方が、良識ある方の眉をしかめさせたかなと思
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います。「ダークゾーン」は人間ではあるんですが、ゲ

だけ語源に合う関係性を持たせるようにしたんですが、

ームの駒にすぎません。すべてが相対化した世界なの

ある程度で切り上げました。

で、そんなに死が生々しく感じられない気がします。
柏崎

「悪の教典」は、特に映画のとき、「残酷だ」

という声が上がった記憶があります。
貴志

柏崎

ゲームをデザインしたキャラクターが、小説中

に出てきます。実際には貴志さんが、ゲームの仕組みと
かルールを全部デザインされたのでしょうが、普通の小

（特別上映会のとき「この映画が嫌い」と言っ

たAKB48の）大島優子さんには、むしろ感謝したいぐ
らいです。あれで観客が一気に増えましたので。見た人

説を書くのとはだいぶ違う作業だと思います。日ごろ、
こういうゲームを、好んでされるんですか。
貴志

ほとんどやらないです。小説では、どうしたら

の100％が「残虐だ」「見るに堪えない」と言ったら、

読者が予想しないショッキングな結末を得られるだろう

やはりまずいわけです。何人かはああいう風に感じ、一

かと、作者が工夫を凝らすわけですね。それをいともた

方で「もっと殺せ」という人もいらっしゃる。ですか

やすくやっているのが、将棋や囲碁の真剣勝負です。高

ら、バランスがとれていたのかなという気がします。

段のプロ同士が極限まで計算し、なおかつ予想もつかな

貴志さんの、人がたくさん死んで刺激の強い作

いことが起きます。本当のドラマではないでしょうか。

品は、批判される可能性が常について回ると思います。

それがやりたかったんです。「ダークゾーン」は実際は

その辺は、どう考えながら書かれるのでしょうか。

八局まであり、全部違った形で決着をつけられたのは、

柏崎

まず、どうすれば一番面白いかを考えます。ひ

一番工夫したところで、やりがいがあったところです。

どすぎるものは、もちろんやめますが、エンターテイン

その意味で、ルールの設定は重要です。主人公たちはル

メントはこれぐらい許されるんじゃないか、あるいは、

ールがよくわからない状態で、とにかく戦います。ぎり

表面的には悪を勧め、あるいは差別しているようにとら

ぎりになってルールがわかって、急転直下、終わってし

れるかもしれないが、真意がそうでないことは、ちゃん

まうこともあります。そういうあっけなさが、ある種の

と読めばわかってもらえるというものは、どんな批判を

リアリティーに通じるのかなという気がします。

貴志

受けようが、そのまま書くようにしています。ただ、雑
誌に載り、本になるとき、必ず校閲が入ります。微に入
り細に入り。すごいと思う半面、この言葉は使えません

柏崎

作品の構想段階で、一局目はこうやって勝負が

つく、二局目はこういう形、と全部決めるのですか。
貴志

そうですね。それぞれ、どういう形で決着がつ

というのがあまりにも多い。探偵事務所はいいが興信所

くかによって、次はそれを踏まえた戦い方をしますか

はだめだとか、理由がわからなかったですね。

ら。だんだん戦略が進化していくわけです。最後は最初

柏崎

どうなったんですか。

貴志

結局、書き直しました。新聞も、使える漢字、

柏崎

詰め将棋。

使えない漢字がありますね。みなさん、なぜか交ぜ書き

貴志

詰め将棋のような終わり方。それを、人間を使

に決めたんですが、本当に将棋の１手違いの。

をやりたがります。

ってやりたいというのがありました。どうやって知力と

柏崎

漢字と仮名が交ざるやつですね。

知識を総動員したら勝てるのか、生き残れるのか。設計

貴志

子供の「供」や障害者の「害」を平仮名で書く

図をつくるのが非常に楽しかったですね。

とか。私は絶対反対です。日本語の破壊だと思います。
交ぜ書きをしてくれという指摘を受けたときは、まった
く違う表現に書き直します。

柏崎

ます。やはり、戦いだけではだめだったのですか。
貴志

軍艦島の廃虚まで確認の取材

ただ、生身の人間の断章が常に間に差し挟まれ
戦闘シーンが延々と続くだけだと、現実との接

点がなさすぎます。集中力も続かないでしょう。将棋界
で最もドラマチックなのは実は、タイトル戦の竜王戦や

「ダークゾーン」には、怪物みたいな駒の名前

名人戦ではなく、奨励会の三段リーグです。年齢制限が

がたくさん出てきます。楽しんでつくられたのですか。

あって、ここを勝ち抜かないとプロになれません。それ

漢字に全部ルビを振った読みにくいデザインで

をテーマにしたいろんな作品が生まれています。昔テレ

すが、あえて、ベタ（ありきたり）な名前にしたという

ビでやっていた「煙が目にしみる」とか、非常に胸に迫

のはあります。どこかのゲームに出てきただろうという

るものがありました。そういう意味で、三段リーグを舞

名前ばかりです。主人公たちがいきなりこういう所に放

台にしたいなというのは、ずっとありました。

柏崎
貴志

り込まれ、ベタベタな名前を付けられ、殺し合いをさせ

柏崎

取材をされたりとかは。

られるのは、二重の意味で地獄なのかなという感じがす

貴志

これに関しては、オタクと言ってもおかしくな

るように。ただ、いろんな名前を付けると、名前と名前

いぐらい知識がありました。ただ、三段リーグで特別対

の関係が出てきて、例えば、鬼土偶と青銅人は、大体同

局室を使うのか使わないのかが、わかりませんでした。

じものなんです。あるいは、毒蜥蜴と毒鶏とか。できる

調べたら、使ったレポートがあって、それで書きました

ゴ ー レ ム

バシリスク

タ ー ロ ス

コカトリス
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ら、校閲が「使わないはずです」と言ってきました。

るとか。でも、島の中を歩き回れたのは収穫でした。

柏崎

誰かが調べてくれるわけではないんですか。

柏崎

危なかったですか。建物が崩れそうとか。

貴志

校閲は「おかしい」と言うだけです。海岸から

貴志

高層建築で、空中回廊みたいな所があるんです

軍艦島は見えないはずだという指摘もありました。実

が、手すりが朽ちてなくなっていたり、階段が崩れてい

は、私はそれを確かめていました。地球の傾きで、何キ

たり。無制限に上陸を認めて、みんなが歩き回ったら、

ロぐらい離れた所で何メートルの高さなら直線で結べる

足を滑らせてもおかしくないなと感じました。実際、歩

というのを、検索できるサイトで見ていたんです。

き回っているんですね。落書きもありました。

柏崎

「作り話だから」というわけにはいかない。

柏崎

それが作品中の描写にも生かされて。

貴志

その部分は現実の話なので、いいかげんにしち

貴志

大きさの感覚ですね。これくらいの人数で２組

ゃうと、全体のリアリティーがむちゃくちゃになっちゃ
うんです。だから、ちゃんと調べて校閲と闘いました。
柏崎

建物の配置図はご自分で描かれ、第何局はここ

貴志 祐介さん

ものすごくたくさん集まり
ました。写真集もたくさん
な軍艦島実測資料図という
のもあります。それも買っ
たんですが、やはり現地を
見ないとわからないので、
取材に行きました。市役所
の人が船で、島の周りを回
ってくれました。上陸はだ
めですということで。
柏崎

だめなんですか。

貴志

ええ。「内田康夫

先生が来られ、ここから見
ていただきました」という
ことでしたが、外から見て
もわからないんです。そこ

１９５９年、大阪府生まれ。京都大学経済学

あります。建築図絵みたい

きし・ゆうすけ

軍艦島の資料は、

って待ち伏せするとか、建物の地図を頭の中に描いて戦
部卒業。生命保険会社に勤務後、作家に。「黒い家」で日本ホ

貴志

作品中で何回も、階段のこっちから上がってい

ラ ー 小 説 大 賞。「 硝 子 の ハ ン マ ー」 で 日 本 推 理 作 家 協 会 賞。

密にされたんですか。

柏崎

「新世界より」で日本ＳＦ大賞。「悪の教典」で山田風太郎賞

でこういう風に戦うと、綿

に分かれて戦うには、ちょうどいいかなと感じました。

うシーンがあります。「悪
の教典」の最後の方もそう
でした。「雀蜂」では、相
手はハチですけど、似た感
じの箇所があります。好み
があるんですか。
貴志

建物の中でいろん

なことをするのは、自分の
中で何か来るものがありま
して、例えば「黒い家」で
も、エレベーターが上がっ
て来るとか、階段でという
のがありますね。非常に凝
るんです。「悪の教典」で
も東階段と西階段があっ
て、確か、東から上がって
西から下がるような話だっ
たんですが、東と西を５回
ぐらい変えました。それに
よって、いろんなことが変

で伝手をたどったら、釣り船のおじさんが、朝５時に来

わってくるんです。最終的に、やっぱりおかしなところ

いと言ってくれました。軍艦島の堤防は釣りのスポット

が出てきてしまって、校閲から指摘がありましたね。

なんですね。そういう人たちと一緒に乗せてもらって上

柏崎

ちゃんとチェックしているのですか。

陸したんです。事故に遭っても自己責任ということで。

貴志

そういう意味では、ありがたいです。「ダーク

柏崎

どんな感じですか。

ゾーン」では死者の数が合わないという指摘がありまし

貴志

地球上にこんな場所があるのかというぐらい完

た。読んでいて気がつく人は、ほとんどいないと思いま

全な廃虚です。日本初のコンクリート製の団地ですが、

す。でも、やっぱりそこは揺るがせにしちゃいけない。

いろいろと変なんです。海底炭鉱の坑道で使っていたワ

そこがいいかげんだと、何でもありになっちゃう。

イヤーを鉄筋にしてアパートをつくっているんですが、
あちこち崩れてワイヤーが飛び出していたりします。
柏崎

建物にも入ったんですか。

貴志

入りました。慌ただしく引っ越したのか、算数

柏崎

貴志さんの作品は、濃密につくり込まれたとい

う感じが非常に強くします。執筆に労力と時間がだいぶ
かかると思いますが、譲れない部分ですか。
貴志

そうですね。だからこんなに作品数が少ない、

のドリルとかを、ぽんと放り出してあって。非常に生々

と言い訳するつもりはないですが……。先輩作家、文壇

しい。確かに人の生活があったんだなと感じました。

の偉い方たちは、つくりすぎを非常に嫌います。でも、

柏崎

１人で歩かれたんですか。

私は、つくり込まなきゃだめだと思うんです。理想とす

貴志

もちろんです。後で怒られました。外から見え

るのは、作者が大変な分、読者が楽に読めること。作者
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が大変で、読むのはもっと大変になってしまう作品もた

んだんに盛り込まれています。防犯や鍵のこととか。取

まにあるんですね。作者が苦労をした分、すらすらと没

材されたり、本で調べられたりするのですか。

入できるようになればいいなと、いつも思っています。

貴志

取材より本ですね。最初はグーグルで検索しま

柏崎

「ダークゾーン」映画化の話はないですか。

すが、本を読んで、場所があれば行って、最後は専門家

貴志

これは自慢ですが、今まで書いた作品のほとん

に話を聞きます。こんなことを言ったら失礼ですが、専

どすべてに映画化、映像化の話がありました。数では東

門家も人間。みなさん、言うことがかなり偏っていま

野圭吾さんにかなわないですが、率では、もしかしたら

す。ご自身の立場に即して語られるわけですね。だけ

僕の方が……。唯一ないのが「ダークゾーン」。ハード

ど、偏っているから面白く、迫力があるところがありま

ルが高いのか、内容が一般的じゃないのでしょうか。ど

して、取材は人に話を聞くのが一番大事かなと思いま

こかがやってくれたら面白いんですけどね。

す。防犯で言いますと、密室を書くために取材をしたの

柏崎

映画化されたご自身の作品を見るのは、複雑な

ものがありませんか。

ではなく、うちのマンションの１階下が軒並み泥棒にや
られ、いろいろ調べたのがきっかけです。来てくれた鍵

いや。自分の作品と違うところは、しようがな

屋さんが、知識もテクニックもすごいんです。そのとき

いです。映像と活字とは別物ですので。ある程度、表現

聞いた話が「硝子のハンマー」を書くうえで役立ちまし

を変えざるを得ないですし、俳優さんに合うように配役

た。榎本という主人公は、その鍵屋さんがモデルです。

貴志

も変えなきゃいけません。でも、それを差し引いても、

柏崎

「ダークゾーン」は非常に苦い印象を残して終

自分がこちょこちょこと書いた妄想の固まりのようなも

わっています。貴志さんの作品は、何かやりきれないも

のが、多くの人の協力によって一つの世界になったのを

のを残して終わる作品が多いと思うんですが、こういう

見るのは、非常に楽しいです。「黒い家」のときは、ほ

風に書きたいという思いがあるのですか。

とんど映像には出てこないんですが、昭和生命という保

貴志

基本的に私は、いつもハッピーエンドにしたい

険会社のバッジとか解約の書類をつくってくれました。

とは思っているんです。しかし、力及ばずというか、そ

しばらく、そのバッジを付けて歩いていました。

の前で絶命して終わるのがほとんどですね。編集者にも

柏崎

普段、映画をご覧になりますか。

言われるんですが、読者はハッピーエンドの方が気持ち

貴志

大好きです。最近は小屋まで行く時間がなく

がいいんです。売れるんです。重々わかっているんです

て、ＤＶＤとかＷＯＷＯＷで見ることが多いです。

が、厚い壁に跳ね返されて、どうにもなりませんでし

ハッピーエンドの前に厚い壁

た。「ダークゾーン」は、雑誌連載時は限定的ながらハ

柏崎

貴志さんが最近出されたエッセイ集（「極悪鳥

ッピーエンドだったんです。見直すことによって、あま
りハッピーでなくなってしまったのは残念ですね。

になる夢を見る」＝青土社）を読みました。書斎の話が

柏崎

七番勝負の結末も……。

出ていました。やはり書斎で書かれるのですか。

貴志

本当に苦戦して、苦戦して。星勘定も、どうい

貴志

そうですね。昔から書斎には憧れがあります。

エッセイの中に「書斎の凋落」という一編があるんです
が、今ほど書斎という言葉が軽く使われている時代はな
いんじゃないかと思います。洗面所の隣にある廊下の一
部だったりします。本来はそうじゃないですね。天井ま

じ

う星の並びだと苦戦感が一番出るかなとか、持将棋みた
いなものを挟んでいるとか、その辺は考えました。
柏崎

漫画を読むときの喜びに共通するものがある小

説だと感じました。
貴志

小説と漫画は、どちらが上とか下というもので

で作り付けの本棚があって、仕事をしようかとか、違う

はないし、どちらかがどちらかを補完しているのでもな

モードに入れる部屋だと思います。でも、今や書斎は、

いんですね。要するに、得意ジャンルが違います。小説

普通に窓のある居室なんです。

の強みは活字なので、とにかく情報量を多くできる。特

柏崎

私の書斎には窓が２つ、みたいなことを書かれ

ていましたね。

に何かについて詳しい説明が必要になったときに、しっ
かり書き込むことはできます。漫画はそうじゃなくて、

デスクがあって、６畳ぐらいしかないんです

せりふも早く終わるし、主人公の表情一つでいろんなも

が、何とか書斎と言い張っています。本はあまりに多い

のを表現することができます。今、私の３作品を、漫画

ので、別の仕事場に全部置いてあります。歩いて20分ぐ

化していただいています。毎回、ネームの段階から口を

らいかかるので、寒い日、暑い日は行かない。花粉が出

出して嫌がられているんですが、「ダークゾーン」も、

ているときも行かない。結局、自宅で書いています。参

面白いものができるんじゃないかなと思うんです。

貴志

照したい本とか、専門書とかがあったらと思っても、他

柏崎

でも、絵を描くのが大変そうですね。

のもので間に合わせることが多いですね。

貴志

こんなに駒がたくさんいると、描き分けるのは

柏崎

貴志さんの小説には、僕らの知らない知識がふ

大変だなという気もしますね。
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中之島どくしょ会の後半では、来場者から寄せ
られた質問に、貴志祐介さんが答えた。
まもる

本日は、日本将棋連盟棋士の畠山鎮七段が会

柏崎

場にいらしています。貴志さんのファンだそうです。
ご感想、ご質問を、いただければと思います。
この作品の「将棋連盟棋士Ｂ級１組七段

畠山

奨

励会の鬼幹事」というのは、私のことかなと思いまし
た。私は棋士として常に新しい手を出していきたいん
ですけど、どうしても日常というものに負けるんです
ね。家内がいて、穏やかな生活があって、勝負という
非日常の中で、どう指していこうかと、14、15年悩ん
でいます。「黒い家」や「ISOLA」を拝読しますと、
日常の保険屋の話や、阪神大震災の中に非日常的なも
のが非常にうまく融和しているように思います。そう
いうものは詰めて、詰めて、詰めていって合うものな
のか、それとも、お風呂とかに入ってリラックスされ
ているときにぴたっと合うものなのでしょうか。
ありがとうございます。私も、４歳の子供が

貴志

幼稚園から帰ると「遊ぼう」とか言ってきます。途端
に非日常が崩れるのを毎日経験しています。ただ、何
かの拍子に、これは日常じゃないなと思い知る瞬間が
あります。阪神大震災のとき、人生が終わっちゃうん
じゃないかという気がしました。確固として見えた社
会とかインフラが、簡単に崩れ去ってしまうんだと思
い知らされました。そういうことを心の中で、ずっと
持ち続けることだと思うんです。それがだんだん発酵
し、何か違うものに変わることがあると思います。
ダークゾーンとは、主人公の塚田の何で、この

Ｑ

話は結局どういうことだったのでしょう。
逃げを打つようですが、いろんな解釈が可能

貴志

なように、あえてしました。雑誌では２組の人間が研
究所に集められ、日常と日常のすき間みたいな世界に
陥ります。そこでの戦いが将棋だということは塚田の
感じ方であって、実は違うかもしれないのです。た
だ、戦いが起きたことは間違いなく、片方は全滅し、
片方は生き残るという形でした。本にするときに書き
直したのが現在の姿です。すべてが塚田の夢、内的世
界の物語と解釈するのも、もちろん可能です。それが
一番合理的ですが、人の思いというのは、もしかした
ら違う世界とつながっているんじゃないかと、小説家
はロマンチックに考えるわけです。本当にダークゾー
ンという世界が存在し、塚田たちの思いによって、そ
こに閉ざされて死闘を繰り広げたのかもしれないと。
Ｑ

作家デビューするまで大変だったことは何です

か。小説家になれないと思ったことはありませんか。

異世界は存在するかもしれない／阪神大震災に頭殴られ発奮／恋愛小説「ちょっと待って」

■ 質問に答えて ■

会社を辞めたのは、30歳になるときでした。

貴志

結婚でもしたら責任が生じますので、今を逃すと本当
にチャンスがないんじゃないかと思いました。朝９時
から夜９時頃までオフィスにいる毎日で、夜中や朝５
時に起きて書く投稿生活を続けていました。ですか
ら、１日フルに使えると、１年に何本の長編が書ける
だろう、デビューも３年以内にできるに違いないと、
自信満々でした。しかし、まったくそうはなりません
でした。有り余る時間に埋没して、最初のフレッシュ
な気持ちがどこかにいってしまい、完成しないという
悪循環に陥りました。そのとき、本音では多分、小説
家になれないだろうと思いました。昼間、外に出るの
がはばかられました。いい年をして、世間からどう見
られるかなと。
頑張れた原動力は何だったのでしょう。

Ｑ

頭をフライパンで殴ってくれたのが、阪神大

貴志

震災でした。自分の命も、ろうそくの炎を吹き消すよ
うに、いつなくなるかわからない。時間はないんだ、
今すぐ戦わないと、土俵に上がらないまま終わってし
まうという危機感。それが大きかった気がします。
「ダークゾーン」は女性に冷たいという印象を

Ｑ

持ちました。厳しい戦いの中に女性的なものは入り込
めないのでしょうか。ロマンスはお嫌いですか。
ロマンスは好きです。書くのがうまいかどう

貴志

あらごと

わ ごと

かは別問題で。荒事ばかりだと殺伐とする。和事を挟
むことによって、主人公が生きる勇気を取り戻し、何
のために戦うかを再認識できる。そういう日常シーン
とかロマンスは非常に大事です。女性に冷たいと言わ
れると、申し訳ないと言いますか……。最初に読んだ
とき、うちの奥さんはかなり怒っていまして。
柏崎

どのようにですか。

貴志

妊娠した理紗に、あの扱いはないんじゃない

かと。不快に思われるのはやむを得ないんですが、こ
ういう結果を招いたのは、ある意味で塚田自身です。
それをはっきりさせる意味でも、こういう悲しい真相
にするしかありませんでした。
柏崎

恋愛小説は書かれないのですか。

貴志

「恋愛小説と時代小説はちょっと待ってくだ

さい」といつも言っています。時代小説は時代考証の
ハードルが高いので。恋愛要素は好きですが、それだ
けで書くのは、苦行かなという気がします。間が持た
ないんです。本当に恐ろしい状況下で男女が心を通じ
合わせるとかならいいんですが、恋愛が主要目的です
と、ストレスがたまって、とてつもなく恐ろしい終わ
り方になってしまう気がします。
Ｑ

純文学の方が評価が高く、ノーベル賞もエンタ

ーテインメントの作家は選ばれない風潮があると思い
ます。そうしたことへの思いを聞かせてください。

2014.03

ると思います。純文学と一般大衆文学は日本の伝統的
な分類、芥川賞と直木賞の分類ですね。エンターテイ
ンメントは差別されて一般大衆小説にも入らず、ジャ
ンル小説と言われます。ミステリーとかＳＦとか。で
も、作家は読者のなれの果てで、読者の病が高じてな
るわけです。自分が読んで何が面白かったかと考える
と、ジャンルを区別せず、筋立てが面白く、主人公が
生き生きとして、いろいろ考えさせられ、ドキドキす
る小説なんですね。そういうものを書きたいというの
が、私の原動力になっていると思います。すべての書
籍は小説と実用書に分類できると思います。実用書と
は教科書とか時刻表とかで、それ以外のフィクション
はすべて同じジャンル。読んで面白いと思ったものが
エンターテインメント。ミステリーとかスリラーと
か、自分の中では特に分けていません。
リフレッシュとか、されていますか。

Ｑ

10年以上前は、ジムで泳ぎました。血の巡り

貴志

が良くなり、障害だと思ったことが急に、大した障害
じゃないと思えるようになってきたりします。唯一の
デメリットは、あまり小説のことを考えていると、息
継ぎを忘れて溺れること。それを除けば、一番いいと
思います。最近はアルコール飲料の摂取が一番多いで
すね。それも、このところぜんそくが出て飲めなくな
って、ストレスがたまっているところです。いいリフ
レッシュ法をご存じの方は、ぜひ教えてください。
お子さんに絵本とかを、読まれますか。

Ｑ

先日、大阪市内で自作の朗読会を、生まれて

貴志

初めてやりました。けっこううまくできたと自負して
います。子供に絵本を読んでいるせいでしょうか。感
情を込めて、女性は女性の声色で、効果音なんかも入
れながら読んで、息子に非常に評判がいいです。
柏崎

朗読は、ご自分の作品を読まれたんですか。

貴志

まだ単行本になっていないんですが、「餓鬼

ジャンルを分けず面白さ目指す／子供は優しい人になってほしい

そういう文壇のヒエラルキー的なものは、あ

貴志

私が好きなものを好きになってもらいたいと

貴志

いうのはあります。それから、私の失敗は回避して、
その部分だけはバージョンアップした人生を歩んでほ
しい。ただ、やはり、人の痛みがわかる優しい人間に
なってほしいというのが第一ですね。自分が良ければ
それでいいという人は、幸せになりづらいと思うんで
す。人生で本当に困ったときに助言をしてくれ、道を
もたらしてくれるのは友達です。そういう友をたくさ
んつくれる、優しい人間になってほしいです。
お子さんが小説家になりたいと言ったら、ど

柏崎

うされますか。
うーん、書いたものを見てから判断したいで

貴志

すね。畠山先生にお聞きしたいんですが、お子さんが
同じ職業を選ぶと言われたら反対するという方が、け
っこう多いですね。やっぱり、我々親と同じ大変さを
味わわせたくないのでしょうか。うちの子が大人にな
るとき、小説家が仕事として成り立っているかどうか
ということすら心配になるんです。今の世の中で安泰
というのはないですから、最後は本人の判断で、好き
なことをやるのが一番じゃないかと思います。
私は子供がいませんが、将棋界は親子棋士が

畠山

１組しかいません。26歳までに四段にならないとプロ
から追放されてしまうせいか、子供が将棋を覚えたら
駒を取り上げる。圧倒的にそういう人が多いですね。
Ｑ

15歳のときに「黒い家」を読んで、先ほどのエ

レベーターのシーンとか、弁当が１個ないというシー
ン、すごく背筋が寒くなったのを覚えています。和
歌山のカレー事件を予見したとも言われています。
さえず

「ISOLA」も「天使の囀り」も、時代と共振している
ような部分があるのかなと思います。社会のことを考
えつつ書くことはあるのですか。
貴志

特に何かを予見するとか、見通す力があると

は思っていませんが、現代を舞台にした小説を書くと
きには、前提として今の社会があって、それがどっち
の方向に進んでいるかという認識がないと書けないと

の田」という短編です。
Ｑ

思います。「黒い家」を書いたときは、社会のモラル

お子さんはどんな大人に育ってほしいですか。

次回の「中之島どくしょ会」
とう こ

作家
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澤田 瞳子さん
ごと

「満つる月の如し 仏師・定朝」

徳間書店

３月18日（火）18時半～

フェスティバルスイート（大阪市北区中之島２丁目）

◆ 参加申し込みは締め切りました。「関西スクエア」会報４月号に詳報を掲載する予定です
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う確信がありました。例えば昔は100万円のために人
殺しをするような状況だったのが、10万円とか５万円
とか、どんどん命の価値が低下し、お金がすべてにと
って代わりつつあるなという、非常に陰鬱な予感で
す。どうしても、そういう認識を根本にした小説にな
らざるを得ないという気がします。小説家こそ社会を
見て、新聞もちゃんと読んで、今、日本が世界のどこ
へ行こうとしているのかを感じ取らないといけないな
と自戒しているところです。
ぎ

かぶら

「ダークゾーン」の塚田と「新世界より」の鏑

Ｑ

し せい

木肆星の、虹彩が４つという設定が一緒ですが、何か
関係性があるのでしょうか。
小学生のとき読んだ本か雑誌に、古い中国の

貴志

人相学で、虹彩が４つあるのは王者の相とか書かれて
いました。実際に自分で絵を描いてみるとインパクト
があるので、どこかで登場させたいと、ずっと思って
いました。それがたまたま続いた感じですね。
塚田さんは、後でできたキャラクター？

Ｑ

そうです。ちょっと弁明します。塚田という

貴志

苗字のプロ棋士も実際にいらっしゃいますが、決して
モデルではありません。最初はもうちょっと無難な、
登場人物たちがそんなに悪いことをする内容ではなか
ったので、プロ棋士の名前をたくさん使ったんです。
だんだん、これは具合が悪いなと思って変えたんです
が、２、３人残ってしまいました。もし、ご本人がお
気を悪くされたら、おわびしたいと思います。
貴志さんは自宅で仕事をするとき「切り替え」

Ｑ

を自分の中で持っているのか、それとも書斎とか、何
か気合いを入れるためのシステムがあるのですか。
貴志

小説家になりたい方には、自宅で仕事をする

社会の方向を感じ取ろう／本当に怖いホラーを書いてみたい

はこれからどんどん崩壊へ向かうんじゃないかなとい

から自分を切り離さないと仕事になりません。私はＢ
ＧＭをかけます。小説ごとにＣＤを何枚か決め、ここ
ぞというところで聴きます。例えば「新世界より」だ
ったら、本当に「新世界より」を。私が小学校３年く
らいで生まれて初めて買ったＬＰが「新世界より」だ
ったので、特別なものがあるんですね。そういう儀式
みたいなものは必要かなと思います。
今、興味をお持ちの題材はありますか。

Ｑ

本当にしゃれにならないぐらい怖いホラー。

貴志

だんだんわいてくるものがありまして。特にスーパー
ナチュラル系ですね。幽霊譚とか。現実ではない、幽
霊が存在するとか、あの世があるとか、地獄があると
か、そういう１つの仮定だけで現実から飛び立てるよ
うなホラーを書いてみたいと思っているところです。
初心者向けの、お勧め小説を教えてください。

Ｑ
柏崎

学生の頃に好んで読んだものとか。

貴志

ミステリーは倒叙物が好きです。コロンボと

か古畑任三郎みたいに最初に犯行を描いて、その後で
探偵が出てくる形。うまく書かれたものは非常に面白
いです。本当に古典ですが、フリーマン・Ｗ・クロフ
ツの「クロイドン発12時30分」、フランシス・アイ
ルズの「殺意」、リチャード・ハルの「伯母殺人事
件」。この３つは、ドはまりしました。ＳＦもまず、
黄金期と言われた1950、60、70年代のものがいいでし
ょう。一番のお勧めは、ブライアン・オールディスの
「地球の長い午後」。「新世界より」を読まれた方
は、私が影響を受けていることが、わかっていただけ
ると思います。時代小説がお好きなら、山本周五郎も
お勧めです。普通の人のチョイスとは違うかもしれま
ご べん

せんが、「五瓣の椿」。ミステリーとして本当に面白
いです。それから、こんなに暗い時代小説があるんだ
もみ

のはお勧めしません。オンとオフの切り替えが難しい

ろうかと思った「樅の木は残った」。最後まで読み通

からです。最低限、書斎は必要です。戸を閉めて日常

したら、本当に感動を請け合える作品だと思います。

9

2014.03

･･･ 関西スクエア活動報告 ･･･
関西スクエア会員交流会のパ

久美さん、加茂さくらさんと、司会の花瀬み ▼

歌い終えて会場の拍手にこたえる右から但馬

▼

日、ヒルトン大阪

100人集い和やかに会員交流会
朝日賞の宝塚歌劇団とともに

ーティーで歓談するみなさん

ずかさん＝いずれも２月
28

朝日新聞主催の関西スクエア2013年度会員交流会と、
宝塚歌劇団の同年度朝日賞受賞を記念した報告・祝賀会
が合同で２月28日、大阪市北区のホテル、ヒルトン大阪
で催された。関西スクエア会員、宝塚歌劇団のゲストと
朝日新聞社員ら計約100人が出席して親睦を深めた。
関西スクエア会員交流会は、これまで秋に開いていた
のを趣向を変えた。第一部ではまず、マリンバ・木琴奏
つう ざき むつ み

者で文筆家の通 崎 睦 美 さんに第６回「朝日21関西スク
エア賞」が贈呈された。

＝10・11ページに記事

続いて、宝塚歌劇団の報告・祝賀会。「朝日賞は1929
（昭和４）年に創設され、学術、芸術などの分野で傑出

力を高めていきたい」とあいさつした。

した業績をあげ、日本の文化や社会の発展、向上に貢献

続いて卒業生を代表して、トップ娘役として活躍した

した個人・団体に贈られます。宝塚歌劇団は100周年を

加茂さくらさん、元花組の但馬久美さんが登壇し、元月

迎える今年、2013年度朝日賞を受けられ、１月30日に東

組の花瀬みずかさんの司会で、在団当時の思い出や、こ

京・帝国ホテルで贈呈式とパーティーが盛大に開かれま

れからのタカラヅカへの期待を語り合った。締めはミ

した」と司会者が紹介した。

ニ・コンサート。但馬さんが、「ベルサイユのバラ」か

宝塚歌劇団の小林公一理事長は「賞をいただけたの

ら「愛あればこそ」と、「マイ・ラスト・ダンス」を、

は、この100年間、支え、応援してくださったすべての

加茂さんは「マイ・ウェイ」と「すみれの花咲く頃」を

方々のおかげだと感謝しています。これを励みにして、

熱唱し、会場から盛んな拍手を受けた。

150年、200年に向けて宝塚歌劇団がさらに進化していく
ために、伝統の力を継承し、変革の力を養い、挑戦する

第二部は部屋を移し、関西スクエア会員と宝塚歌劇団
の関係者らがパーティーを楽しんだ。
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第６回 関西スクエア賞

朝日新聞社の第６回「朝日21関西スクエア賞」
つうざきむつ み

に、マリンバ・木琴奏者で文筆家の通崎睦美さん
が選ばれ、２月28日、大阪市北区のヒルトン大阪
で開かれた関西スクエア会員交流会で贈呈式があ
った。音楽演奏にとどまらない多彩で精力的な活
動に加え、2013年秋に出版した評伝「木琴デイズ
平岡養一『天衣無縫の音楽人生』」（講談社）が
高く評価された。

＝９ページ参照

通崎さんは1967年、京都市生まれ。５歳でマリ
ンバを始め、92年に京都市立芸術大学大学院音楽
研究科修了。自身でコンサートをプロデュースす
る一方、ピアノ、バイオリン、アコーディオン、

そう

箏、リコーダーなどの様々な楽器や室内楽、オー

ケストラなどと共演している。
平岡養一（1907～81）は兵庫県出身の世界的木
琴奏者。木琴を独習して30年に渡米し、太平洋戦
争が起きる前日まで10年以上ほぼ毎朝、ラジオで
生演奏して全米に広く名を知られた。通崎さんは
10歳のときに70歳の平岡と生涯ただ一度、京都の
舞台で共演した。2005年には、かつて平岡が初演
した曲を彼の木琴で演奏した。やがて遺族からそ

の愛器を譲られ、「私が評伝を書くしかない」と
決意した。平岡のデビュー頃のＳＰレコードを捜
し出して技量と作風の変遷をたどり、米国での演
り、忘れられかけた名手の姿を浮き彫りにした。
「古いものを大事にして今に生かす」が身上。
京町家をリフォームしてアンティークの着物と帯
している。ＣＤに「M×PIAZZOLLA」「1935」、
著書に「ソデカガミ～銘仙着物コレクション」
つきぬけ

「通崎好み」「天使突抜367」など。
贈呈式では、選考委員を代表して関西スクエア

まさはる

平岡養一『天衣

計約600点を収集し、折に触れてその良さをＰＲ

「木琴デイズ

奏プログラムや新聞評など、ぼう大な資料をあた

無縫の音楽人生』」（講談社）

文筆・町家・着物…多彩な活動

マリンバ・木琴奏者 通崎 睦美さん

企画運営委員のノンフィクション作家、後藤正治
さんが授賞理由と通崎さんのプロフィールを紹介
し、朝日新聞大阪本社の池内清・編集局長が表彰

に宝塚少女歌劇が歌と踊りを演じ、「日本ならで

状と副賞10万円を手渡した。

はのすばらしい芸術」と喜ばれたとする記事が、

通崎さんは、出席者約100人を前に、「『木琴

同年６月９日付の朝日新聞夕刊に載っていたこと

デイズ』を書いている間、朝日新聞の過去の記事

を披露。平岡が愛用した1935年・米国製の木琴

に、本当にお世話になりました」と前置きして平

で、彼と共演した思い出の曲、モンティ作曲「チ

岡養一とタカラヅカの縁に触れ、1939年に開かれ

ャールダシュ」と、さらにアンコールにこたえて

たニューヨーク万博で、平岡が木琴を演奏した次

彼の愛奏曲「エストレリータ」を演奏した。

2014.03
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朝日21関西スクエア賞
関西の各分野で活躍が期
待される若い才能を応援し
たいという趣旨で2009年に
創設。複数の関西スクエア
企画運営委員と朝日新聞大
阪本社編集局長らで選考し
て毎年贈っている。これま
での受賞者は次のみなさん
（肩書は受賞時）。
第１回

神谷之康（脳科

学者）、竹下・ルッジェリ
ア・アンナ（宗教学者）／
第２回

高橋智隆（ロボッ

トクリエーター）／第３回
西光慎治（奈良県明日香村
教委主任技師）／第４回
山田真澄（京都大学防災研
究所助教）／第５回

上田

假奈代（詩人、釜ケ崎芸術
平岡養一が愛用した木琴を演奏する通崎睦美さん＝２月28日、ヒルトン大阪

大学創設者）

関西スクエアが企画する大阪本社編集局の第５回勉強

日の工夫、市民参加を進めるなどして「従来型でない議

会は2013年12月26日にあり、講師に慶応大学教授で元総

会方式を選択すればどうか」と提案した。そして「大阪

務相、元鳥取県知事の片山善博さんに、「大阪から地方

都になれば大阪市はなくなる。歴史的な一体性をなくす

自治を考える―大阪都構想、道州制、関西広域連合、民

のは重要な問題だ」とした。

主主義など」の題で約２
時間、語ってもらった。
片山さんは「地方自治

大阪の問題提起「邪道では」
勉強会 二重行政、
自治体連携で解決可能

をめぐる大阪の問題提起

しばしば。正道ではなく
邪道ではないかという印
象」と前置き。
大都市の現状につい
て、住民が公務員を選ぶ
機会や政治参画の機会が
少 な い「 民 主 主 義 の 不

「中央集権・地方行革型
と地域主権・中央政府解
がある。よく吟味して論

（元総務相、元鳥取県知事）

が、違和感を持つことも

めざす道州制については

体再編型の２つの考え方

片山 善博 慶･応大学教授

には関心を持っている

自民党が基本法制定を

じるべき」と指摘。鳥取
県知事時代、関西全体を
考える組織やシンクタン
クの必要性から、当時の
大阪府知事に「関西版Ｅ
Ｕ構想」をもちかけたエ
ピソードを明かし、「そ
れは大阪の後背地が増え

足」がある一方、二重行
政は「そんなに問題ではない」とした。よく例に挙がる

ること」とした。民主党政権の総務相として国出先機関

水道や病院については、「組合や協議会など自治体間の

から関西広域連合への「丸ごと移管」を担当したが、権

連携組織を活用すれば、解決可能ではないか」と指摘。

限移譲は挫折した。「観光など一緒にできるところから

大阪都―特別区をめざさずとも、区長の準公選制や準区

統合し、関西広域連合をＥＵのように進化発展させてい

議会を条例で導入し、併せて無報酬の議員や議会の開催

く手法がある」と説いた。
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

日々のエネルギーと食べ物から
地産地消を原点に――私の「里山資本主義」実践
「地球に謙虚に運動」代表

仲津 英治

雪が降る真冬でも、近
くの農家が新鮮な野菜
を売りに来てくれる。
左から２人目が筆者＝
大津市朝日２丁目

昨夏、親友に勧められて「里山資本主義」（角川one

て、1,000年後に人口が6,000人から７万人に急増したと

テーマ21。写真右）という本を読みました。著者は、日

推定されています。しかし、乱開発した結果、全島がは

本総合研究所調査部主席研究員の藻谷浩介氏とＮＨＫ広

げ山となり、1872年には111人に激減しました。

も たに

こう し

島取材班。とても啓発され、里山資本主義の原点は、地

18世紀から19世紀にかけて人類は、イギリスを嚆矢と

産地消により、地元の資金は地元の中で回すことにある

して、古代植物の化石である石炭を活用することに成功

という認識を持ちました。そこで、私が考え、実践して

しました。石炭の燃焼エネルギーを使って蒸気機関を発

いる里山資本主義について書かせてもらいました。

明し、第１次産業革命を興したのです。
19世紀から20世紀に入ると、第２次産業革命が興りま
す。生物の死骸が堆積し、化学変化したという説が有力

エネルギー供給は永遠には続かない
今、日本経済は、アベノミクスという標語の下、停滞

な化石燃料である石油の開発・活用です。最近は同じく

から成長へ転換できつつあると、マスコミなどで報じら

化石燃料である天然ガスが拡大使用され、さらに同様の

れています。しかし、私は、経済成長は永遠に続けられ

シェールガスなどが注目されています。石油・天然ガス

るか？と疑問を持っています。有限の地球が享受し、供

で内燃機関を動かし、水力、火力、原子力で電気を起こ

給できるエネルギーと食糧には限界があるからです。

しました。日本ではほとんどの人々が、かつての王侯貴

まず、エネルギーから見てまいりましょう。

族並みの生活を享受できていると言われています。

エネルギー資源の源泉は、太陽と太陽光の注ぐ下で成

しかし、これらのエネルギー資源の中で、太陽がある

長する植物＝森林でありましょう。それは古代も今もあ

限り供給が永久に続くのは水力発電のみです。化石燃料

まり変わりません。

はいわば地球の貯金であり、生成速度は到底、人類の消

四大古代文明は、地球の蓄積である森林を開発し、エ

費速度に追いつきません。中でも石油は、常温で液体で

ネルギーに変え、食糧をつくり、そして、森林の枯渇と

すので、採掘、輸送、精製、貯蔵の便利さにおいてエネ

いう限界に行きつき、滅亡しました。

ルギー資源の王様です。しかし有限です。いずれ枯渇す

モアイと呼ばれる巨大な石像で有名な、太平洋に浮か

るでしょう。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）によると、

ぶイースター島には４～７世紀頃、約50人のポリネシア

生産のピークは2006年頃であったと推定されています。

人が漂着しました。豊かな森林資源と漁労資源を活かし

価格も上昇してきました。我が家の記録を見ますと、

い
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１㍑あたり、ガソリンは2005年に120.0 円であったもの

満ちています。「里山資本主義」で紹介されている岡山

が、13年には152.4円と1.27倍に、灯油は05年に84.6円で

県真庭市のようにバイオ産業を興し、ペレット燃料によ

あったものが、13年には103.0円と1.21倍になりました。

り熱エネルギーが供給され、地域の資金を外部に流出さ

いずれも購入金額を購入量で割った年平均価格です。

せない仕組みに変えたいと念じています。
しかし、バイオエネルギーをもって、石油エネルギー

石油に頼らないで食糧を確保しよう
食糧の原点も、太陽光の下で成長する植物です。植物
は生産者であり、動物は消費者です。肉食動物であって
も、その肉食対象物は草食動物で、彼らは草木を食して
生命を維持し、子孫を残しています。

により享受できている現在の経済・生活レベルは到底維
持できないでしょう。徹底した省エネ・省資源社会に切
り替える必要性があると認識しています。
また、私も満69歳。この年から自ら農業を行うのは無
理で、近くで作ってくれる人から購入するスタンスに

ところで、日本で現在、自給できている食料はお米の

立っています。毎日頂くお米は、東近江市の専業農家で

みです。96%自給され、４%が政策的輸入です。日本の

ある農事組合法人ネイチャージャパン（代表：仲岸希久

食糧自給率は、カロリーベースで40%、原材料ベースで

男氏）から無農薬米を購入しています。仲岸さんとは有

28%です。カロリーベースと言うのは、食料とする動植

用微生物群（ＥＭ）の御縁から知り合いました。

物から得られるエネルギーから算出するデータを言いま

野菜類は、住まいの近くのおじいさんが育てている野

す。肉食の対象である家畜の餌はほとんど輸入であるた

菜を、週１回くらい巡回販売してくれるおばさんから購

め、原材料ベースですと28%にしかなりません。恐るべ

入します。趣味の延長線程度ですが、自宅プランターで

き数字です。しかも年々下がってきています。

も栽培しています。生ごみはＥＭを使って全量有機肥料

おそらく、石油の供給が止まると、日本人は餓死状態

化して活用しています。

に至るでしょう。魚介類を捕獲し、運んで来る船舶の大
半は、石油で動いているからです。農作機械も石油なし
では無用の長物と化します。油断（石油の高騰、枯渇）
は、食糧供給の根本的障害をもたらすでしょう。
太陽光発電を導入。米と野菜は地元農家から
そこで、地産地消により、産業、生活の在り方を根本

「豊かな」日本が忘れかけた
家族の誠実な人間愛 ―― 映画評
京都大学名誉教授・京都ヘルメス研究所

的に変えてみる試みをスタートさせませんか。ささやか

鉄くず拾いの物語

ながら、滋賀県の我が家では、次のようなことを実践し

An Episode in the Life of an Iron Picker

ています。

山中 康裕

監督・脚本：ダニス・タノヴィッチ Danis Tanovic／

まず、エネルギーで絶対に欠かせない電気です。太陽

出演：セナダ・アリマノビッチ Senada Alimanovic

光発電装置付の建売住宅を1998年頃に購入しました。年

ナジフ・ムジチ Nazif Mujic／配給：ビターズ・エ

間発電量は、3,500kＷh位です。関西電力への売電量は

ンド Europa Cinemas／ボスニア・ヘルツェゴビナ＝

2,200kＷhで使用量とほぼ同じです。

フランス＝スロベニア／74分／2013年

ここで注目すべきは消費電力より発電量の方が多いと
いうことです。家族は夫婦２人となり、使用量は少なく

まるでドキュメンタリーかと思われるようなタッチで

なりました。仮に電気を貯めることができれば（電池あ

淡々と進む映画である。しかも、名もなく、貧しくを地

るいは自動車のバッテリー）、電気の自活は可能という

でいったような家族の物語である。タノヴィッチ監督は

ことを示しています。今は昼間に売電し、夜間は関電か

「ノー・マンズ・ランド」でアカデミー賞の外国語映画

ら購入しており、差し引きプラスになっています。

賞をとった人で、この映画ではベルリン国際映画祭の銀

私は大阪の都会育ちですが、小中学生時代までお風呂

熊賞に輝いた。主演男優も同主演男優賞をとっている。

は薪で沸かしており、ガス化した後も薪を併用できる風

物語は、ボスニアに住むロマ人（以前、ジプシーと言

呂を使っていました。今は太陽熱温水器と併用した灯油

われたが、そのうち定住性の人びと）の家族で、生業は

焚風呂を使っています。

「鉄くず拾い」だ。よって、定職は勿論ないから何も補

まき

だき

びと

もちろん

太陽熱温水器は熱源として、自宅を購入した翌年に設

償はない。ある日、洗濯物を干し終えた妻のセナダが下

置しました。定量的データが無いのですが、大阪での経

腹部痛で倒れる。やっとのことで病院に出かけるが、医

験からしますと、給湯対象はほとんどがお風呂であり、

者は死産だと言う。しかし、保険がないので手術を断ら

年間６万～７万円節約になっていると推計されます。

れる。だんだん、死の危険が迫りくる。社会福祉の人が

しかし、家の周りは里山です。森林エネルギー資源で

来て、掛けあってくれるが、矢張りダメ。結局、義妹の
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けた

保険証を借りて、妹名でやっと手術を受けられ生き延び

Geleit」に、「桁外れの無力は桁外れの能力に劣らず神

た。術後の高い薬代を払うのに、自分の乗っていたポン

秘的なもので、どちらにもデーモンの力が働いている」

コツ車を解体して、やっとそれを支払ったが……。

（国松孝二訳、岩波文庫）とあったが、まさに、それが

この映画で救われるのは、夫が実に優しいことと、６

当てはまるのではないか。

歳と４歳ぐらいの２人の女の子が、いかにも遊びも、ど

それと、先ほど、子どもが騒がしい、といったが、

の日常の仕草も、やや騒がしいが、これが実に自然でい

家の中でも、病院の廊下でも、２人の子どもがキャッ

い。それもその筈、この４人は正真正銘の家族なのであ

キャッと騒いでも、両親は決して、「うるさい」とか、

り、この映画は、実際にこの家族に起こった事件をもと

｢黙りなさい｣ とか言わない。特に父親などは、いちい

に撮ったものだった。道理で、子どもの振る舞いも、夫

ち、子どもを後ろから抱きとめて、優しく、行動を止め

婦の行動にも演技はほとんどなくて、実に素朴なのだ。

ている。スキンシップがあるのだ。私が、以前、自閉症

ただ、妻は、痩せ細っているわけではなく、その反対

児や神経症児の母親との面接で、きつい言葉で制止する

で、少し肥りすぎだ。時々、胸の谷間に惹きつけられる

のでなく、優しく笑顔で受け止め、体を使って子どもに

夫の目線から、彼は幾分マザコンかもしれないと思われ

接するように、と話していた事を思い出した。この映画

た。この映画をみて、つくづく思ったのは、同じ、今、

は、ヴィットリオ・デ・シーカ監督のイタリア映画「自

という時代を生きているのに、現在の日本では、考えら

転車泥棒 Ladri di Biciclette」（1948年）や、１頭の牛と

れないほど文化や経済が発展して、モノも何もかも豊か

共に畑を耕しながら素朴な生活を送る老夫婦の淡々とし

になった筈なのに、ちっとも幸福感が湧かないという人

た日常を記録した、イ・チュンニョル監督の韓国映画

が多いのに比して、この貧しい人たちは、貧しいなり

「牛の鈴音

に、実に誠実に人間愛を生きている。たまたま読んで

だし、この２本には、芸術性の香りと哀愁が感じられた

いたハンス・カロッサの小説「指導と信従 Führung und

が、今回の映画には、それらはあまり感じなかった。

はず

や

はず

ほうふつ

워낭소리」（2008年）を彷彿とさせた。た

れたものを含め、優に1000を超す品種がある。生きと
き せん

し生けるものに貴賤の別はないはずだが、これだけ数

ちんじゅあん

から愛好され、バラほど多くはないが、外国で改良さ

奈良県大和郡山市・椿寿庵で

島で生まれた貴婦人

ツバキ
ツバキ科
花言葉：控えめな愛

ツバキは日本から海外へ広まった花木だ。万葉の昔

島の福江島（五島市玉之浦町）で1947年、炭焼き人が
野生のヤブツバキの中から偶然見つけた。
花は小さい。他の花と混じると目立たない。枝は細
くてすぐ垂れてしまう。それでも称賛が絶えない。

がそろうと、ついランク付けしたい誘惑に駆られる。

世界的なツバキ育種業者である米国のヌッチオ農園

写真の花は「玉の浦」という。ツバキの収集で知ら

が、本種を交配親にして覆輪や赤系統の品種をつくっ
か れん

れる某植物園でガイドさんが、「世界一美しいと私が

た。タマ・シリーズとして発表している。華麗、可憐

思うツバキを紹介します」と訪れた人たちに説明して

な花ぞろいだが、しかし、えもいわれぬ気品でこの親

いるのを見たことがある。なるほどと思った。

に勝るものは、まだないようだ。自然の妙を人知で超

人の手でつくられた品種ではない。長崎県・五島列

えるのは、やはり難しいということだろうか。（雅）

2014.03
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イベント・出版等の情報

「忘れていないよ」東北地方太平洋沖地震
３・11復興支援コンサート
日本童謡協会会員･ハーモニカ奏者

もり･けん さん から

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）が起きてから

ています。私が伴奏、独奏に加わり、日本の童謡、民

３月11日で満３年が経ちますが、被災地の復興はまだま

謡も披露します。みゆき＆父バンドも加わり、参加者

だ進んでいません。「忘れていないよ」と大阪から東北

みんなで歌って踊るコーナーもあります。

の人たちを応援するチャリティー・コンサートを、３部

◇お申し込み・お問い合わせ先

ふんふんさろん

に分けて６時間半、ぶっ通しで開きます。途中、入れ替
えなしでご参加いただけます。参加料は無料ですが、１
口1,000円以上を支援金として寄付にご協力ください。
◇とき

３月11日（火）

◇ところ

ふんふんさろん（〒530-0037 大阪市北区松

ケ枝町6-12
6353-1393

西栄ビル２階

☎ 06-6352-8005

Fax 06-

Ｅメール hunhun@cardandmedia.co.jp）

※ＪＲ東西線大阪天満宮駅または地下鉄谷町線・堺筋線

ほっとスプリング生涯青春
チャリティー・コンサート
NPO法人 関西ジャズ協会
◇とき

３月９日（日）18時半開場

南森町駅下車。ＪＲ１出口から北（左後ろ）へ徒歩約

◇ところ

２分。喫茶寒灯舎の上

※ＪＲ東海道線住吉駅

14時～15時半

みゆき＆父バンド＆もり・けん

福島出身のみゆきさん＝写真左の女性＝が「空が空

うはらホール（神戸市・東灘区民センター）

◇出演者
第１部

大手前大学ニ

であるように」を歌います。お父さん＝同左の男性＝

ュータイム＝猪子

がギター、私＝もり・けん＝同右＝がハーモニカで加

知 暁（tp）、西 谷 菜 保

わり、童謡、大正・昭和の懐メロなどを、参加のみな

（as）、礒野哲至（tb）、
林大地（g）、東沙里佳

さんも一緒に歌っていただきます。
夕方の部

16時～17時半

ゆき子＆もり・けん

19時開演

から南へ徒歩約２分

◇出演者など
昼の部

大塚 善章さんから

夜の部
うた

19時～20時半

岩井

子守唄 Lullaby concert（夕方・

夜両部とも同じメンバーです）

（ｐ）、元木太郎（ｂ）、
藤田亮介（ds）
第２部

ゴールデンシ

岩井ゆき子さん＝同中＝は、中南米からスペインを

ニアトリオ＝鍋島直

旅して音楽修行し、「明るいジャズ・楽しい歌」を

昶（vib）、 大 塚 善

テーマに関西を中心に活動しているシンガー。子守唄

章（p）、宮本直介（b）

に魅せられ、全国の子守唄を歌い継ぐライブ活動をし

◇入場料

一 般 2,000円（ 当 日 2,200円 ） 学 生 1,800円
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（当日 2,000円）

人新エネルギーをすすめる宝塚の会理事長の中川慶子氏

◇前売チケットお申し込み

より、「市民による太陽光発電のいま」をお話しいただ

・公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団（☎

きます。

078-382-0294

ホ ー ム ペ ー ジ http://www5a.biglobe.

◇とき

３月19日（水）午前10～12時

◇ところ

ne.jp/~happykid/）
※チラシ＝前ページの写真＝をお持ちの方は、裏面の用
紙に記入してFAX 078-371-0966 でも申し込めます

NPO法人エコネット近畿事務所（〒530-0041

大阪市北区天神橋２丁目北1-14 天二ビル４階
※地下鉄谷

・イープラス http://eplus.jp

町線・堺

◇主催

ひょうご子どもと家庭福祉財団

筋線南森

共催

社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会

町駅、Ｊ

後援

神戸市、神戸市教育委員会ほか

Ｒ東西線

協力

NPO法人 関西ジャズ協会ほか

大阪天満

◇コンサートの収益は、障害のある子どもの療育等の活

宮駅から
北へ各徒

動に使われます

歩約５分
◇定員

「地歌と楽しいお話 邦楽さろん
続・地歌にはばたく鳥たち」
上方文化評論家
◇とき

福井 栄一さんから

３月15日（土）14時開演

◇ところ

筝三絃なかにし（兵庫県西宮市甲子園口2-1-

☎ 0798-67-1719）
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◇参加費

お茶代 200円

◇お申し込み

エコネット近畿へファクス（06-6949-

8288） か Ｅ メ ー ル（yoyaku@econetkinki.org） で、 氏
名、住所、電話番号、Eメールアドレス、ご質問を書
いてお送りください。下記 URL からダウンロードで
きるチラシに、ファクス申込用紙が付いています
◇お問い合わせ先
1133

※ＪＲ甲子園口駅から徒歩１分
◇概要

約15名

エコネット近畿事務所（☎ 06-6881-

URL :http://econetkinki.org

Facebook :http://

www.facebook.com/econetkinki.org）

鳥にまつわる地歌「出口の柳」「千代の鶯」

「きぎす」の生演奏と、福井栄一による演目解説
◇出演

（歌・三絃）菊聖公一、（筝）中萩あす香、

（演目解説）福井栄一
◇入場料
◇定員

ふしげい

お１人様2,000円
先着30名様・要ご予約

◇ご予約・お問い合わせ

第９回 精選春の語り芸
朗読と節芸の語りの魅力
作家・朗読家

「筝三絃なかにし」へ早速お

電話を！

金 真須美さんから

女性による「語り」の舞台。朗読・語り文化にエール
を送ろうと、雑誌「上
方芸能」編集部が主催

第11回エコネット・カフェ
「シェーナウの想い」
NPO法人 エコネット近畿理事長 仲津 英治さんから

して毎年開いている催
し で す。 今 年 は、 浪
曲師の春野恵子さん、
元朝日放送アナウンサ
てる よ

ーの岩佐光世さんと私
きん ま

す

み

環境のこと、活動のこと、将来のこと……。お茶とお

＝金真須美が出演しま

菓子をいただきながら、気楽な気持ちで話しませんか。

す。美しく心にしみる

毎月１回のペースで開催している、どなたでもご参加い

語りをお楽しみくださ

ただける環境井戸端会議です。

い。

今回は、ドイツの小さな村シェーナウで、チェルノブ
イリ原発事故の後、子どもたちの未来を守るために市民

◇内容（出演順）

シムチョンジョン

金真須美「沈清伝」

が自然エネルギーの電力会社をつくったドキュメンタリ

親子の情愛を描いた韓国の古典的名作。壺阪霊験記に

ー映画「シェーナウの想い」を鑑賞し、さらにＮＰＯ法

よく似たお話を自身が改作し、ピアノ音楽を入れて一

おも

2014.03

人芝居風に朗読いたします

定16時）

岩佐光世「粋人」

う

そ

◇ところ

ただ

大阪・大丸心斎橋劇場（大丸北館14階）

太宰治が井原西鶴の「世間胸算用」から「訛言も只は

※地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線心斎橋駅前

聞かぬ宿」に材を得て翻案・創作した新釈諸国噺

◇料金

ばなし

りょうごくみょうとはなび

前売り 3,000円

当日 3,500円（全席指定）

◇お問い合わせ・お申込先

春野恵子「両国夫婦花火」
親の深い情愛に重ねる、花火屋の夫婦愛の物語
◇とき
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４月４日（金）13時半開場

「上方芸能」編集部（☎

06-6441-3337＝ 月 ～ 金 曜10～18時 受 付

14時開演（終演予

0900

Fax 06-6447-

Ｅメール kamigata@d6.dion.ne.jp）

有機農業の理論と技術を学びませんか
４つの学校・教室の生徒を募集
兵庫農漁村社会研究所代表・神戸大学名誉教授

保田 茂さんから

この４月から兵庫県内の下記の４カ所で、有機農業の理論と技術を学ぶ学校や教室等が開催されます。いずれ
も定員になり次第、締め切られますので、有機農業に関心のある方、有機農業の技術をしっかり勉強したい方、
や

家庭菜園で安全な野菜を育てたい方は、お近くの学び舎に早目にお申し込みください。なお、カリキュラム及び
講師（私＝保田茂、西村いつき氏＝兵庫県環境創造型農業主任専門員、山下陽子氏＝神戸大学大学院農学研究科
助教・学術博士）は４カ所とも共通です。

＝写真は、昨年の兵庫楽農生活センターでの講義と実習

１．養父市「おおや有機農業の学校」
◇日程

毎月１回、原則として第一土曜日（全12回）

◇場所

養父市大屋町大屋市場、養父市大屋地域局

◇連絡先

☎ 079-669-0120

和田祐之氏（大屋地域局

長）
２．たじま農協「有機農業教室」
◇日程

毎月１回、原則として第二月曜日（全10回）

◇場所

豊岡市八社宮、豊岡営農生活センター

◇連絡先

☎ 0796-24-3641 岡田亘平氏（営農指導員）

３．神河町「神河有機農業教室」
◇日程

毎月１回。入学時に事前に通知（全10回）

◇場所

神崎郡神河町、大河内保健福祉センター

◇連絡先

☎ 0790-34-0960 神河町地域振興課農林業係

４．㈱トーホー・楽農生活センター「有機農業塾」
◇日程

毎月１回、原則として第三月曜日（全10回）

◇場所

神戸市西区神出町、兵庫楽農生活センター

◇連絡先

☎ 078-965-2830

山口 徹氏（トーホー楽農

生活センター）
【以下、各学校・教室共通】
◇カリキュラム（10時～15時）
午前：有機農業の理論と技術、土と栄養等に関する講
義／午後：実習畑で土つくり、野菜栽培等の実習、簡
単な農産加工の実習
◇費用

入学金：１人 3,000円。授業料：１回 1,000円

（全12回で 12,000円、全10回で 10,000円）
◇申し込み方法

それぞれの担当者に直接電話でお問い

合わせの上、お申し込みください
◇全体的なお問い合わせ先
兵庫県農政環境部農業改良課 環境創造型農業主任専
門員（西村いつき氏）☎ 078-362-3450
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ピタリと量るプロ中のプロ仕様
村上衡器製作所の分銅
ふんどう

「分銅」と聞かされても､ なじみ
てんびん

が薄いかもしれない。天秤の皿に載
さお

せ、あるいは竿に吊し、物の質量を
量るのに使うあのおもりである。近
頃ほとんど見かけない。体重を量る
のも、肉やサラダを目方で買うとき
ばかり

も、手軽で便利なデジタル秤。こん
な旧式な道具はとっくに絶滅したの
だろうと、うかつにも思っていた。
こう き

村上衡器製作所は、その分銅のト
ップメーカー。つくるのは、並の分
銅ではない。精度日本一。プロ中の
プロ仕様だ。
１kgとは元々「最大密度温度の水
１ℓの質量」だった。メートル条約
によって1889年、新たにつくった白
金90％、イリジウム10％の合金製の
「国際キログラム原器の質量」と改
めて定義された。国際原器はメート
ル法発祥の国、フランスが持ち、精
密な複製40個が各国に配られた。
日本国の原器は、その第６番。茨
城県つくば市にある産業技術総合研
究所が保管している。村上衡器製作
所が基準にしているのは、これと厳
密に質量比較をした分銅。いわば元
祖直系の孫にあたる。
そこから生み出される製品が、ど
のくらい正確かというと、同社最高
のＥ２級では、最も重い20㎏分銅の
誤差が±30㎎（0.00015％）以下。最
も 軽 い １ ㎎ 分 銅 で も±0.006㎎（0.6
％）以下。ばね秤やデジタル秤で
は、これほどの精度はとても出せな

株式会社 村上衡器製作所

〒535-0005 大阪市旭区赤川2-10-31

☎ 06-6928-7571 FAX 06-6928-1099 URL: http://www.murakami-koki.co.jp
・ユーザーの需要に応えている。

校教育用の上皿天秤づくりと、お客

最も大事な研磨の工程を見せても

様が持っている分銅や秤を検査して

主な顧客は、業務用の秤を検査す

らった。分銅の形に削り出したステ

校正事業者登録制度（J C S S）ロゴ

る都道府県・政令市の計量検査所を

ンレス鋼を、熟練社員が１つずつ手

マーク付証明書を発行するサービス

はじめ、薬、食品、自動車関連各メ

作業で仕上げる。素手で触っただけ

にも力を入れています。多くの人に

ーカーの、厳密な計量を必要とする

でも狂う。磨くと言うより、優しく

正しく量るという文化を広め、伝え

研究部門、品質管理部門など。1906

「こする」「なでる」に近い。

たいという思いからです」。

い。気が遠くなりそうな数字だ。

（明治39）年創業、従業員30人余り

社を率いるのは、2011年に就任し

の小さな会社が、全国のハイエンド

た４代目、村上昇代表取締役。「学

商都・大阪の、かけがえのない財
産だと感じた。

（黒沢 雅善）
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼「人形も感謝」。こんな見出しとともに、文楽人形と

とよく似た光景に本当に出くわす。巨費を投じて建設さ

演者が観客を「お見送り」している写真が１月末の朝日

れた新街区の隣に、光が届かぬ古い家並みが張り付いて

新聞夕刊に載った。大阪・日本橋の国立文楽劇場での光

いる。片や華やいだオフィスやショッピングモールを、

景で、記事には「極めて異例の取り組み」とある。

片や雨風にされされた暗い道を、人々が交わることなく

たまに文楽を見にいくと、音楽会や寄席と違って、カ

黙々と行き過ぎる。私たちはバラ色の明日を目指したつ

ーテンコールも見送りもないことに違和感を抱いてい

もりで、心の内外に巨大な廃虚を広げてしまったのでは

た。舞台がはねると観客はさっと席を立ち、一目散に出

ないか。中之島どくしょ会で貴志祐介さんの「ダークゾ

口から地下鉄の駅へと向かう。「もう少しサービス精神

ーン」を読んで、改めてそんな思いが胸をよぎった。作

があってもいいのに」と思っていた。名作「曽根崎心

家の想像力は、やっぱりすごい。願わくは現実化せず、

中」の上演が極めて少ないことも不満だ。

想像にとどまってくれればいいのだけれど。

イマジネーション

（黒沢）

世界で評価されている大阪の芸術だからこそ、もっと

▼この冬、人からスープジャーをプレゼントして頂いた

足元の声に耳を傾けてほしい。大阪市の補助金見直し問

おかげで、お昼ご飯に温かいスープを食べる習慣が付き

題ならずとも、そう言いたくなる。

（大峯）

ました。自分が食べるためだけに作ることがかえって楽

▼ＳＦ映画の傑作と言われる「ブレードランナー」は、

しく、新しいレシピや普段使わない食材に挑戦できるの

東京を思わせる廃虚化した未来都市を舞台にしている。

も新鮮だし、失敗しても被害は自分だけ。寒さ厳しい今

昔、初めて見たときは荒唐無稽と感じたが、最近、それ

年の冬のささやかな楽しみとなりました。

こうとう む けい

（北野）

な助言や提言をいただいています。また、朝日新聞の

「朝日新聞 関西スクエア」とは

紙面づくりに役立てるため､ 随時、会員らを講師に招

「関西からのメッセージ集団」を目指して、朝日新

き、社内勉強会を開いています。

聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足させた

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スクエ

ゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、過去・

アの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを載せ

現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自由な立場

た会報を毎月つくり、インターネット上のホームペー

から語り、論じ合う「知の広場」を意味します。関西

ジを通じて公開しています。

にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸術、芸能、ス

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さま

ポーツ、市民運動などの多彩な分野で活躍されている

ざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰していま

方々500人以上に入会していただいており、21世紀の

す。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新聞社員

よりよい社会づくりに向けて提言していただきます。

との交流を深めています。

さまざまな分野の、さまざまな問題についてシンポ

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばいい

ジウムやフォーラム、講演会などを開きます。その成

のか。そして関西の役割とは。そのグランドデザイン

果は、朝日新聞の特集などの紙面でその都度、広く読

を、みなさんの知恵をお借りしながら描いていきたい

者へ伝えています。

と考えています。多くのみなさんがこの関西スクエア

会員の中から２年の任期で数人の企画運営委員をお

に集い、元気な関西をつくっていくために声を上げて

願いし、関西スクエアの活動を助けていただき、率直

いただくことを期待しています。

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからの原稿を、お待

く・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎しま

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

す。郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。４月号

（400字詰原稿用紙２枚分）程度を目処に。「とぴっ

掲載分は３月19日（水）までにお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局
スタッフ：中西 豊樹、大峯 伸之、黒沢 雅善、北野 順子、田中 故郷、柏崎 歓､諏訪 和仁、小宮山 亮磨
ご連絡・お問い合わせはこちらへ

→

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

URL：http://www.kansai-square.com

ファクス：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

Ｅメール：square-k@asahi.com.

過去の会報も、ここからご覧いただけます
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【全 面 広 告】

