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一束の史料から歴史掘り起こし
作家 澤田 瞳子さん
「満つる月の如し 仏師・定朝」

読み込み、想像する苦労と楽しさ
わずかに残る史料を手がかりに、想像力の光を縦横に
注ぎ、長い時間の闇に埋もれていた人間像を浮き彫りに
ほうおうどう

あ

み

だ にょらい

する――宇治・平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像の作者を主
さわ だ とう こ

ごと

人公にした澤田瞳子さんの小説「満つる月の如し
じょうちょう

仏師

・定朝」（徳間書店）はそ
んな力作だ。朝日新聞関西
スクエアの第５回「中之島
どくしょ会」が３月18日、
大阪市北区のフェスティバ
ルスイートであり、澤田さ
んが、創作の過程と歴史小
説にかける思いを語った。

結末を読者が先に知っている
こんばんは。澤田瞳子です。
今まで中之島どくしょ会に登場された４人の方と私が
違うのは、純然たる古い話を書いていることだと思いま
す。そこで本日は、歴史小説、時代小説とは何かという
ことをまず、お話しさせていただきます。
「満つる月の如し」は平安時代を舞台にした歴史小説
です。時代小説は、過去を舞台にして架空の物語を書い
たもの。歴史小説は、過去を舞台にして実在した事件や
人物を書いたものです。
テレビに例えると、「暴れん坊将軍」や「桃太郎侍」
「水戸黄門」は時代小説。見るからに「本当の話じゃな
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いよね」というドラマです。一方、歴史小説に近いのは

になっていますが、一説に、武蔵は一対一の戦いを約束

大河ドラマです。史実に忠実に、特定の個人の生まれた

していたにもかかわらず、数人の弟子を同行したといわ

ときから、だいたい死ぬまでを取り上げます。

れています。しかも、試合で小次郎が重傷を負って負け

ただ、歴史小説も、史実を淡々と書くだけでは、あま

ると、まだ死んでいなかった彼を、弟子たちが殴り殺し

り面白くないでしょう。やはり楽しんでいただく以上、

てしまったそうです。武蔵のファンがいらしたら申し訳

少しフィクションを入れたいなと思います。

ありません。でも、そう書いてある史料もあるんです。

よしむね

時代小説であれば、八代将軍吉宗がお城を抜け出して

吉川さんの小説のおかげで、日本人は共通した武蔵像

爺やに怒られ、女の人にモテてもいい。でも、歴史小説

を持つに至りました。もちろん、小説から歴史に興味を

的に書こうとすれば、目安箱をつくって云々という話を

持ってくださるのはありがたいことです。ですが、あま

やるとしても、お城から出すわけにはいかない。早逝の

り小説をうのみにしないでください。そしてもし、歴史

お姫さまとも結婚してもらわなきゃいけません。織田信

を面白いと思っていただけたら、手に取りやすいもので

長だって、何が何でも本能寺で死んでもわらわなきゃい

いいので、日本史の専門書を読んでいただきますと、ま

けない。脱出してもらっては困るんです。沖田総司は早

た違った驚きがあるのではと思います。

死にし、土方歳三は函館で死んでもらいます。つまり歴

わからぬ人物「じゃあ書こう」

じい

おき た そう じ

ひじかたとしぞう

史小説は、みなさん結末を知っているんですね。ですか
ら、有名な人はかえって書きにくいんです。

平等院の話にいきたいと思います。「満つる月の如

では、作家はどうするかという

し」の主人公・定朝は、みなさん

と、自分なりに人物を掘り起こさ

ご存じの、宇治・平等院鳳凰堂の

ねばなりません。素材探しが重要

阿弥陀如来像をつくった人です。

なわけですから。これがとてもお

（以下、画像を映写して説明）

上手だったのが司馬遼太郎さんで

特徴的なところとして、目が額

す。例えば、坂本龍馬は、それま

の際までずっと切られ、とても茫

でさして知られていなかったの

洋とした雰囲気が醸し出されてい

りょうま

ぼう

よう

が、「竜馬がゆく」で国民的英雄

ます。また、ひじの部分がすとん

に変化しました。信長の義理の父

と下に落ちているので、奥行きが

にあたる斎藤道三も、「国盗り物

あまりないように見えます。これ

語」で一気に有名になりました。

以前の仏像が量感たっぷりだった

ただ、マイナーな人物が小説の

のに比べると、とても平面的、か

せいで一躍有名人になると、なま

つ絵画的な作品だといえますね。

じ先入観がないだけに、読者は書

定朝を書くについて、いろんな

いてあることが本当だと思ってし

方から「まあ、マニアックなテー

まう傾向があります。

マを扱うんですね」と言われまし

どうさん

その一例が宮本武蔵です。武蔵

た。私自身も、そう思います。な

を書いた一番メジャーな小説とい

にしろ今、仏像ガールという言葉

うと、10人が10人、吉川英治さん
の「宮本武蔵」とおっしゃると思

「満つる月の如し 仏師・定朝」
（徳間書店）

があるぐらい仏像はブームです
が、名前が残っている仏師はほと
くらつくりのとり

います。実際、今の日本人が共通してイメージする武蔵

んどいません。法隆寺の仏像をつくった鞍作止利、東大

像――剣の修行を通じて精神を高める求道的でストイッ

寺の金剛力士像などをつくった運慶と快慶、それとこの

クな人物というものをつくったのが吉川英治さんである

定朝くらいでしょうか。でも、作品は現存していても、

ことは、ほぼ間違いないといっていいでしょう。また吉

定朝自身はどういう人か、よくわかっていません。それ

川版武蔵には、その終生のライバルとして佐々木小次郎

で、「じゃあ書いてみよう」と考えたわけです。

うんけい

かいけい

が登場することも、みなさんよくご存知だと思います。

定朝は西暦1000年頃の生まれで、1057年に死んだと考

でも実は、両者が対決したとき、武蔵は20代ですが、

えられています。仮に1000年生まれだとすれば、その少

小次郎は60歳ぐらいでした。そりゃあ武蔵が勝ちますよ

し前から紫式部が源氏物語を書き始めています。道長が

ね。しかし、それでは印象が悪いと思われたのか、吉川

「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなし

さんは小次郎を20代の白皙の美青年に設定なさったわけ

と思へば」という有名な歌を詠んだのは、定朝が18歳か

です。しかも巌流島の戦いは、武蔵が遅れて来て、わざ

19歳の頃のこと。そう、実は私たちが思い描く王朝文化

と相手をイライラさせ、一刀の下に切り捨てたという話

は、彼が大人になる前に終わりかけていたのです。

はくせき

がんりゅうじま

よ
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「満つる月の如し」登場人物たちの系図（澤田瞳子さん作成）
・太字は天皇。数字は在位順
・青字は中関白家血縁者
明子
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道長は３人の娘を天皇に嫁がせ、２人の天皇の祖父と

派手なお寺でした。同寺の工事はこれから20年ぐらい続

なって権勢を振るいました。定朝が活躍したのは、その

くんですが、その間に安置された仏像は約270体に上る

道長が晩年、13人の子どものうち４人に先立たれ、糖尿

と言われています。これを一手に担ったのが、当時一番

病になってしまった頃です。治療もできない時代。目が

の名仏師だった康尚でした。ですが、その寺も定朝が死

見えなくなる。手足は震える。のどは渇く。胸が痛い。

んだ翌年に火事に遭い、仏像は全く残っていません。

体が苦しい……。道長の最後の10年ぐらいは病苦にさい
なまれていたと考えられます。

康尚の作品は、幸い１体だけ残っています。京都・東
たっちゅう

どうじゅいん

福寺の塔頭、同聚院の不動明王像です。ひざから下は後

つまり、定朝を書けば、あまり知られていない道長の

世のもので、見るべきところはウエストから上ぐらいで

こういう側面を書けるんじゃないかと思い、史料をあた

す。不動明王像と言うと、火炎を背負い、髪の毛がもじ

ってみました。定朝は作品が１体しかありません。平等

ゃもじゃで、怒っている顔をイメージなさるでしょう

院の阿弥陀如来像だけです。彼は生涯に200から300の仏

が、この仏さまは、髪の毛のうねりなどが非常に穏やか

像を彫ったと考えられていますが、すべて見事に燃えて

です。上から降りてきた髪の束が、衣の折り返し部分に

しまいました。平等院鳳凰堂に関する論文や本はいっぱ

つながり、全体的な一体感が感じられます。お顔も、も

いあります。けれども、定朝に関する論文は（薄い一束

ちろん怒っていますが、眉と目の間の空間は非常に狭

の書類を掲げて）ほぼこれだけです。小説を書くときに

く、頬の小さな盛り上がりと相まって、ちんまりと親し

探した論文を全部持ってきました。これだけ読んだら、

みやすい表情になっています。こういう柔和な作風が定

定朝の専門家になれます。主な史料をコピーして、みな

朝の阿弥陀如来像にいきつくのだろうと、学界では言わ

さんのお手元にお配りしました。

れています。

ほう

まず、定朝が一番若いときの話を書いたものです。法

先ほどの華々しい登場以降、定朝は史料を見る限り、

成寺阿弥陀堂の九体仏を車に乗せ、音楽をがんがん鳴ら

道長関係の仕事ばかり手がけます。父親の影響を受けた

して、お堂まで運んできたとあります。このとき道長が

彼の作風はやはり、康尚を気に入っていた道長の好みに

大仏師である康尚に「最後に手直しをするところはない

合っていたのでしょうね。次の史料は「法成寺金堂・五

か」と聞いたところ、康尚は「ございます」と答え、足

大堂の造仏に際し、法橋となる」。法橋は偉いお坊さん

場を立てさせ、「早く上がれ」と言った。すると、桜色

だけに与えられる位で、一介の匠に与えられるのは初め

の皮衣に裳を着けて袈裟をかけていない20歳ぐらいの青

てです。そんな型破りをするぐらい、道長は定朝の作品

年が、槌と鑿で仏面を削った。道長が「彼は何者だ」と

を愛でていたのでしょう。

じょうじ

こうじょう

も

つち

け

さ

のみ

ほっきょう

め

問うと、康尚は「私の弟子の定朝でございます」と答え

また、史料には「法成寺薬師堂に仏さまを安置」「中

た。――ちょうど春の真っ盛り。青年仏師、定朝の登場

宮威子のために仏像を作る」ともあります。威子は道長

にふさわしい記述。華やかな場面です。

の娘で、後一条天皇の妃となった人です。それから10年

い

し

きさき

康尚はここで定朝を弟子と呼んでいます。今でも、自

後には、後一条、後朱雀両天皇のためにも仏像を作って

分の子を弟子として抱え、技を伝えることは珍しくあり

います。ただ、天皇といっても要は道長の娘・彰 子の

ません。学者たちは、この後もよく２人で行動している

子、つまりは道長の孫です。道長ファミリーにとても可

ところを見ると実子だろう、と言っています。

愛がられた定朝の姿が浮かんできますね。次の史料には

しょうし

りゅうとうげきしゅせん

法成寺は、晩年の道長が全力を傾けて建てた、広さが

「龍頭鷁首船の龍頭を作る」とあります。貴族が邸宅の

約６ha、甲子園球場グラウンドの５倍ぐらいもある、ど

池に浮かべて遊ぶ船の首の部分です。ちょっと意外です
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が、頼まれればこんなものもつくったようです。
そして、1053年４月、定朝は平等院に阿弥陀如来像を
安置します。そろそろ彼の晩年期、すでに押しも押され
もせぬ大仏師になっていたのでしょう。

澤田 瞳子さん
さわだ・とうこ

1977年京都

面白いのは次の史料です。定朝は天喜２（1054）年

府生まれ。同志社大学文学部

頃、西院の邦恒堂というところに阿弥陀如来像を納めま

卒、同大学院博士前期課程修

した。「春記」という当時の日記に、邦恒朝臣の西院の

了。専門は古代史。2011年、

領所に大きな堂を建てて中に丈六阿弥陀仏を安置し、そ

初の小説「孤鷹の天」で中山

の尊容は満月のようであったとあります。

義秀文学賞を最年少受賞。本

くにつねどう

しゅんき

あ そん

ちょうしゅうき

こ よう

それから約80年後の「長秋記」という日記には、「故

作で本屋が選ぶ時代小説大

・邦恒朝臣が建てた堂に向かう。ここに仏師・定朝が造

賞、新田次郎文学賞。近著に

った仏がある。天下の人々はこれを仏の本様として、こ

「日輪の賦」「関越えの夜」

ふ

せき ご

ぞって参詣している」とあり、定朝の作品が仏像の典型
いんちょう

と見なされていたことがわかります。この日は、院朝と

のです。枠がしっかりしていれば、内側はあまり塗らな

いう仏師が仏の寸法を測ったらしく、その採寸箇所は実

くていいですが、「満つる月の如し」の場合は枠になる

に70か所に及んでいます。朝から晩までかかって、定朝

史料があんまり多くなかったので、もうちょっと内側に

がつくった仏像をどう真似するか検討したわけですね。

材料を詰めなきゃと思いました。

か ざん

なにしろ定朝の作品は、それまでの作品とずいぶん違

それで思いついたのが次の史料、花山院皇女殺人事件

っていました。これは平安前期の法華寺の十一面観音で

です。何だか２時間ドラマみたいですね。1024年のこと

すが、ちょっと生きた人間のような生々しい雰囲気があ

で、当時の貴族の中でもうるさ型として知られていた藤

りませんか？

また、これは醍醐寺の阿弥陀如来です

原実資という人が、「小右記」という日記に顛末を比較

が、ぽってりとして、メタボ気味な感じの仏さまです

的詳しく書いています。「一昨日、花山法皇の皇女が盗

ね。これらを見てから定朝の作品を見ると、ものすごく

賊に殺害され、路上で死んだ。その遺骸は夜中に犬に食

薄っぺらく見えます。それまでの仏像が生々しさと肉体

われた。奇怪なことだ。この皇女は太皇太后藤原彰子さ

的な迫力を全面に打ち出したのに対し、定朝は仏像をど

まにお仕えしていた。ある者は『これは盗人の仕業では

こまで彼岸の存在とするかに全力を傾けました。それが

なく、誰かに誘い出されて殺された』と言っている」。

当時の人々の美意識と合致した結果、彼の作品が一世を

実にスキャンダラスな事件です。この話には続きがあ

ほっ け

じ

ふう び

風靡するに至ったわけです。

ほう

さねすけ

しょうゆうき

てんまつ

うえもんのじょう

たいらのときみち

って、その３カ月後に「昨日、右衛門尉・平時通が、皇

そんな当時の称賛ぶりがわかるのが、京都・醍醐の法

女を殺した盗賊を捕らえた。その仲間は逃げてしまった

界寺にある阿弥陀如来像です。定朝の死から50年後、定

という」。さらに、「花山院の皇女を殺した隆範なる僧

朝作の如来像に倣ってつくられたと言われています。ひ

を、本日拷問にかけた。すると言うには、三位中将・藤

じの部分がすとんと落ちた、薄っぺらさを感じさせると

原道雅が殺せと命じた」と記されています。しかも、隆

ころは平等院の阿弥陀如来と非常によく似ていますが、

範が自白をした翌日に、今度は強盗の首領が自首してき

顔は定朝作に比べると肉づきが目立ち、私には５歳の男

ました。自分こそ皇女を殺害した者だと言っている、ど

の子の顔に見えます。

うしたものだろうと実資は記し、この話を打ち切ってい

かい じ

定朝の作品は、どこか茫洋とした、ふわふわと飛んで

りゅうはん

みちまさ

ます。最終的に誰が犯人と決まったかについては触れて

いきそうな軽やかさが大きな特長でした。ですが、人が

いないのですが、①花山法皇の皇女が路上で死んだ

まねすると、その軽やかさがどうしても出せない。いわ

三位中将・藤原道雅が犯人だといううわさが立った、と

ば彼の仏像は非常に危うい均衡の上に成り立った、彼に

いうことは確かのようですね。

しかつくれぬ作品だったのでしょう。

皇女殺人事件を絡めて色付け
さて、定朝についての史料は以上これだけです。これ
で１冊書けと言われ、さあ、どうしましょうね。

②

それにしてもみなさんは、法皇の娘、お姫さまとして
暮らしていて当然の人が、何でそんな目に遭ったのかと
思われるかもしれません。実は当時の貴族層では、父親
や夫からサポートしてもらえない女の人は自活の手段が
ありませんでした。有力な貴族の邸宅とか内裏に奉公す

私は歴史小説を書くとき、対象とする史料をまず全部

る、いわゆる女房となって暮らすのが、唯一の生活手段

そろえます。それを並べたうえで、これだけの枠組みの

だったのです。私は小説の中で、この死んだ彼女に中務

中でどういう話をつくっていこう、史料を大きな四角い

という名前を付けていますが、中務の父親、つまり花山

枠と捉え、その中にどういう色を塗っていくかと考える

法皇は、この事件の16年前に死んでいます。そのため何

なかつかさ
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立てがこうしてできました。
以上、非常に駆け足に述べてきたこれが、「満つる月
の如し」の構造と組み立ての流れです。ただし、今だか
ら論理立てた説明ができますが、書いているときは、こ
んなことは考えていません。このエピソードだったら、
こっちと、こっちが結びつけられると思いついたら、
「えい、結んじゃえ」とか、せっかくだから、ここに歴
史上の人物を入れて、面白く膨らませちゃおうかな……
などと思いながら書いていたんです。

隠れキャラには清少納言の娘
こ なぎ

実は、１人、隠れキャラとして登場させた小諾という
めのわらわ

女の子がいます。定朝の仏像に心酔する女童。一言も書
の後ろ盾もなかった彼女は、当時一番の権勢者であった

いていないんですが、彼女は清少納言の娘という設定に

道長の娘、彰子の元に奉公に上がっていたのでしょう。

なっています。

彰子は、一条天皇の中宮となり、２人の天皇の母にな

本をお持ちの方は183ページを開いてみてください。

るという、この世の女性として、これ以上望めない栄耀

４行目からです。「小諾の母は、藤原定子に仕える女房

栄華を手に入れました。

であった。主の死後、内裏を下がって結婚したが、小諾

えいよう

ぼ だい

ところが、彰子と道長の華やかな暮らしの裏には、一

が七歳の春、主の菩 提 を弔いたいと出家。いまは東山

条天皇のもう１人の中宮であった定子の悲劇がありまし

月輪に庵を結び、看経三昧の日々を送っている」。実は

た。この人は彰子の従姉です。一条天皇の元に入内し

これは清少納言の後半生なんです。

てい し

て、３人の子を産むんですが、父親が早く死に、台頭し

つきのわ

こ

いおり

かんきんざんまい

なぎ

本当かどうかはわかりませんが、清少納言の本名は諾

てきた道長によって兄弟が左遷された末、わずか25歳で

子だったのではという説がありまして、諾子さんのお子

死んでしまいます。定子が産んだ皇子は、彰子の息子よ

さんだから小諾という名前にしてみたんです。「誰か気

り年上だったのですが、道長の横やりで天皇の座は彰子

づいてくれたら面白いかな」ぐらいでこんな設定にした

の子へと行ってしまいます。

のですが、本を書き上げた後に、「そういうことは、も

彰子は30代、40代になると、自分の立場がこういう人

っとわかりやすく書こうよ」と、いろんなところから怒

々の涙の上に成り立っていたことを非常に気にし始めた

られちゃいました。ですから文庫本にするときには、も

ようです。道長に対して反抗的な言動もあったようで、

う少し分かりやすい扱いをするかもしれませんが、本日

そんな娘に腹を立てた道長が、彼女のお気に入りの女房

お越しのみなさまには、先にご説明しておきます。

を追い出すという騒動もありました。そんな父親へのあ

私が小説を書くときのポリシーは、史料にうそをつか

てつけか、彰子は定子の子どもたちを手元に引き取り、

ないということです。うそをつくと、歴史小説でなくな

定子のおいにあたる道雅にも目をかけました。ですか

ってしまいますから。ですが、史料にのっとって書いた

ら、花山天皇の娘が彰子に仕えていたのも、彰子自身が

ら本当のことだったのかということは、誰にもわかりま

そう計らったのかもしれませんね。

せん。ですから私自身は、「あったかもしれないこと」

でも、花山天皇の娘の事件を定朝と絡めるとしても、

を小説に書いていると思っています。

いきなりこのまま結びつけるのは無理があります。そこ

先ほど、今日の朝日新聞朝刊の平等院に関する記事を

で私は、ここでようやく架空の人物を出してみました。

読ませていただきました。2010年から行われていた修復

小説のもう一人の主人公である隆範です。彼は道長の兄

工事がようやく終わり、先週末に鳳凰堂の素屋根が外さ

である道隆の妻、貴子の弟という設定になっています。

れました。堂内拝観は４月３日かららしいです。阿弥陀

登場人物たちの系図の中で、彼だけが架空の人物です。

如来像は、本当に中務の顔を写したものかどうか。中務

ただし、完全に想像上のキャラクターというわけでもな

でなくても、誰か定朝が知り合いの人の顔を写したもの

いんです。

かどうか。はたまた、そうではなく、本当に仏さまを念

つまり、先ほど見た史料に出てくる「検非違使の平時

頭に置いてつくったのか。それは私にはわかりません。

通が捕らえた、花山院の皇女を殺した隆範なる僧」を、

みなさまが平等院に足を運び、ご自分の目で確かめてい

私は膨らませることにしたのです。彼を荒三位の道雅の

ただければいいなと思いますし、平等院を見るときにこ

遠縁と設定することによって、定朝とこの事件を結びつ

の作品を、「これは、あそこに書いてあった」と思い出

け、定朝が否応なしに事件に巻き込まれていくという筋

していただければ、作者としてうれしい限りです。
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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、澤田瞳子さんが答えた。（抄録）
歴史小説を書こうと思ったきっかけを。

Ｑ

現代小説は書きづらいんです。社会が非常に

澤田

変動し、例えば、ポケベルが携帯になり、スマホにな
り、時代がどんどん想像と小説を追い越してしまいま
す。その点、時代物、歴史物は変わりません。大学で
歴史をやったことも、生かせるかなと思いました。
平安時代の仏教について大変詳しく書かれてい

Ｑ

ます。どのように学び、調べるのですか。
私は卒業した大学の聴講生という立場をキー

澤田

プしていまして、新作を書くときは、大きなリュック
を背負って大学図書館へ行き、関連する本を全部机に
並べ、これは要る、これは要らない、これはコピーす
る、と選ぶ作業を２日ぐらいやっています。使えそう
な本を片っ端から読んでキーワードを見つけ、作品を
膨らませます。司書さんは「何だ、この老けた院生」
と思っているに違いありません。
一つの史実に対して異なる事実が史料に書かれ

Ｑ

ている場合、採否をどうやって決めるのですか。
どっちも採用しないこともあります。やはり

澤田

昔の史料は、それぞれの立場に基づいて書かれていま
す。つじつまの合わないことも多いです。どうしてこ
の人はこういう風に書いたのかということを前提に、
「私は、あっち寄りでも、こっちでもない、まん中を
とっちゃおう」となることが、けっこうあります。
取材して構想を固めてから書き上げるまでに、

Ｑ

どれくらい時間がかかるのでしょう。
私は、けっこうかかります。「満つる月の如

澤田

し」は１年ぐらい、あれこれ迷っていました。
かん ら まる

作中に登場する甘楽丸が大変魅力的に描かれて

Ｑ

います。モデルはいたのでしょうか。
特にいません。当時の叡山にお稚児さんがい

澤田

ただろうな、そのまま年食っちゃった人がいるかもし
れない……とイメージを膨らませた最大の創作キャラ
です。新田次郎文学賞の授賞式で「現代で言うと美輪
明宏さんですね」と言われ、なるほどと思いました。
Ｑ

人物の会話が現代語に近いような気がします。

定朝が自分のことを「僕」と称しています。
澤田

古い時代になればなるほど、せりふは悩み

の種です。当時は多分、自分のことは「われ」とか
「わ」「あ」ですが、それではみなさんが読みづらい
と思います。歴史小説は少し翻訳小説的な部分もある
と思って読んでいただけると非常に助かります。
Ｑ

作中に出てくる難しい名前や位を、どのように

書きづらい現代小説／甘楽丸は「美輪明宏さん」／菅原道真を執筆中／江戸時代なら楽なのに

■ 質問に答えて ■

頭の中で整理しているのですか。
整理できていません。構成のときに全部手直

澤田

しということもあります。会話に出てくるので、そう
かみ砕けません。巻頭に人物紹介を入れるとか、語句
の説明を挟んで読者のみなさんの読みやすさを追求し
たいなと思います。
小説の題名は自分で考えるのですか。

Ｑ

私は決めるのがとても下手で、いつも担当編

澤田

集者さんと電話で「じゃあ、どうする？」と言って悩
んでいます。「満つる月の如し」も最後の最後に、奇
跡のように思いついたタイトルです。
「満つる月の如し」には和歌が随所に引用され

Ｑ

ています。和歌にも親しんでおられるのですか。
まったく親しんでおりません。半分ぐらいは

澤田

本当にある作品で、半分は私のでっち上げです。出来
が悪いのが混じっていて、申し訳ない限りです。最後
に燃やされちゃった料紙に書かれた隆範の和歌（単
行本の179㌻ほか）、小諾が冒頭で読む和歌（30㌻ほ
か）は私がつくりました。小諾のものは、けっこう出
来がいいと思うんですけど、道雅が冒頭辺りで詠んだ
和歌（79㌻）は今一つだったかな、と。
平等院の阿弥陀如来像は好きですか。

Ｑ

好きです。かなり特異で、日本の彫刻史上ま

澤田

れな、見る者に負担をかけない優品と思います。阿修
羅像に代表される奈良時代の作品も、見やすくて好き
です。ただ阿修羅像は、斜めから見ると、手が前に張
り出したり後ろから出たりと、あまりきれいに処理さ
れていません。今みたいに、ぐるりから見ることが考
えられていないんです。正面から見る作品としては、
とても優れていると思います。
今後も平安時代以前を扱う予定はありますか。

Ｑ

すがわらのみちざね

実は今、菅原道真を書いています。

澤田

奈良時代の仏師について書く計画は……。

Ｑ

来年の後半ぐらいから鞍作止利を書きたいな

澤田

と思っています。ただ聖徳太子が絡んできますので、
どうなることやら。頑張ります。
古い時代ですと、事細かに背景を説明しなけれ

Ｑ

ばいけない大変さがあると思いますが。
とてもあります。書いているときいつも「江

澤田

戸時代だったら楽なのに」とうめいています。
それでも古い時代のを書くのは、なぜ？

Ｑ

史料が少ないからです。読まずに済むので。

澤田

普段はどのような本を読んでいますか。

Ｑ

ミステリーや現代小説が多いです。時代小説

澤田

は「ああ、仕事をしなきゃ」という気になるので。
どんな生活をしているのですか。

Ｑ
澤田

６年前に結婚しました。主人がサラリーマン

なので朝は一緒に起き、ごはんをつくって送り出し、

定朝の阿弥陀如来像が安置された平等院鳳凰堂。修復をほぼ終え、４月３日から堂内拝観を再開する＝京都府宇治市
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せます。１人で放っておかれると締め切り重視になり
ますので、人の暦に合わせた方が健康的です。
お母さん（作家の澤田ふじ子さん）の影響はど

Ｑ

のようにありましたか。
とにかく家に本があったことが大きいでしょ

澤田

う。中学生の頃からハードボイルドを読ませてもら
い、同時に歴史の研究書も。いろんな本や文芸誌に容
易に手が届いたということが一番ですね。
子ども時代の読書体験を聞かせてください。

Ｑ

私は１人っ子で、母が講演会とか書店さんの

澤田

イベントへ行くときは、必ず連れていかれました。母
がこうやってしゃべっているときは、控室で本を読ん
でいるような子どもでした。
その頃から歴史や時代劇が好きでしたか。

Ｑ

風間杜夫さんの「銭形平次」を見て野村胡堂

澤田

を読み、小学生で「銭形平次捕物控」を買いそろえま
した。小学生から中学生の頃に大流行したトレンディ
ードラマを見たことがなく、時代劇ばかりに触れて育
ちました。暮らしの一部だったとしか言いようがあり
ません。
影響を受けた作家、作品を教えてください。

Ｑ

時代小説、歴史小説ですと、滝口康彦さん。

澤田

「切腹」という映画の原作者。仲代達矢さん主演の古
い映画です。絶版になっていますが、短編小説の名手
ですね。あと、杉本苑子先生。江戸時代だけでなく奈
良とか平安もたくさん書いておられます。
作家の目で見て面白い歴史小説、時代小説を。

Ｑ
澤田

一番最近面白かったのは、村田喜代子先生の

「ゆうじょこう」。第65回読売文学賞小説賞を受賞な
さった作品です。明治時代、熊本の遊郭に売り飛ばさ
にょこう ば

れた少女が、廓の学校である女紅場で日記を書き、そ
の日記によって彼女を取り巻くいろんな事件が語られ
るという構成です。九州の言語が実にエネルギーを感
じさせる作品でした。あとすごいなと思ったのは、浅
しんせんぐみ

田次郎先生の「壬生義士伝」。新撰組という一種書き
尽くされたテーマに１人の架空の人物を足すことで、

時代劇ばかりに触れて育った／新刊は「関越えの夜」／エッセイも書きたい

そこから仕事をして、彼が帰ってくる夜までに終わら

京都ご在住ですけれども、歴史小説家として、

Ｑ

京都のお勧めスポットを教えてください。
実は４月から毎月第２月曜日に、読売新聞の

澤田

夕刊で「澤田瞳子の京暦時代小説」という、京都を舞
台にした時代小説を歳時記とともに紹介するエッセイ
を書かせていただきます。そこで紹介する作品を、鋭
意、調べている最中です。
新刊が出たと聞きました。紹介してください。

Ｑ

「関越えの夜」です。政治的な話題は一切出

澤田

て来ない時代小説です。主人公を数珠つなぎに、いろ
んな話題で、東京の品川から京都までを短編12話でつ
ないでいきます。デビュー作の「孤鷹の天」より前に
書いたもので、習作というか、若書きというか、こっ
恥ずかしいところも多々ある、でも大切な作品です。
Ｑ（廣瀬茂夫・関西スクエア企画運営委員）

私は

澤田さんと趣味が一緒で、能楽の能管という横笛をや
って、10年以上お付き合いさせていただいています。
しかし、こんなまじめな本を書く方だとは知りません
でした。そこで、３つ質問させてください。①今後も
まじめ路線（小説）で行くのですか。それともエッセ
イを書きますか

②あれだけ難しい言葉は、辞書を引

き引き書くのですか、それとも頭の中にあふれんばか
ご

い

りの語彙があるのですか

③能楽が小説に生かされた

ところはあるのでしょうか。
澤田

ありがとうございます。エッセイは大好きな

のですが、最近は不況やら何やらのせいで、エッセイ
のお仕事がかなり減っていまして、書けるところがあ
れば、いつでも書かせていただきます。と言います
か、待っています。語彙の件ですが、私はしゃべるの
が得意でなく、頭に口がついていきません。その分、
書く方が得意なようで、電子辞書と普通の辞書を傍ら
に置いています。ネットが身近な世代でもあるので、
辞書サイトを使うことも多いですね。お能は、いつか
小説にしたいとは思うのですが、なにせ室町時代は時
代背景がややこしいものでつい二の足を踏みます。ま
た観阿弥、世阿弥は既に幾人も書いていらっしゃる方
がおいでなので、新しい切り口も必要ですしね。それ

ありとあらゆる事件を再評価したうえ、個人がどうあ

になまじ知識があるせいで、変な使い方はしたくない

るべきかということも訴えかけます。衝撃的でした。

と、出し惜しんでいるところもあります。
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「体感」しよう!

見学できます。
朝日の工場

フル回転する輪転機を目の前で
歴史や仕組みもビジュアル解説
大人の工場見学がブームだ。メイド・イン・ジャパンが世界を席巻した時代への郷愁なのか。本格
的な長寿社会を迎えて生涯学習が盛んになったのか。おカネのかからない知的なレジャーとして見直
されてきたのか……。でも、そんな考現学より、多くの人がモノづくりに関心を寄せてくれることの
方が、私たちはとてもうれしく、ありがたい。ぜひ、わが朝日新聞の工場へも、新聞印刷の最前線を
見学においでいただきたい。スタッフが万全の準備を整えて、みなさんをお待ちしている。

近畿の都市圏へお届けする朝日新聞を印刷・発送して

子どもは小学生以上で、保護者、引率者が同伴するこ

いる大阪、堺､ 京都、阪神の４工場は、すべて無料で見

と。未就学児はお断りしている。工場によって多少、規

学していただける。見学時間は、年末年始と祝日を除く

定が違うので、申し込み方法は、次ページ右の表に載せ

月〜金曜の午後。夕刊３版（早版）と同４版（遅版）の

ているホームページでご確認いただきたい。

２回に分け、実際に新聞が刷り上がるところをリアルタ
イムで、工程の流れに沿って係がご案内する。

上の写真と10・11ページの写真はいずれも、大阪工場
の様子だ。同工場は2012年秋に稼働した最新鋭工場。全

各工場とも日程の調整と準備のため、必ず予約をして

国の工場中でも最大規模で、輪転機５セットを備えて朝

いただく。団体でも個人（２人以上）でも申し込める。

刊約60万部、夕刊約30万部を印刷し、大阪市内、大阪府

2014.04

〒553-0001

③そし

堺市中区八田寺町500-5
☎ 072-273-2131

〒612-8243

京都市伏見区横大路下三栖城

ノ前町23-3

☎ 075-603-3213

〒663-8142

兵庫県西宮市鳴尾浜3-9-5
☎ 0798-45-1043

て工場へ。輪転場に張り出した見学デッキからは、フル
回転する輪転機が流れるように新聞が刷り上げるところ
を、文字どおり目の前で体感できる。小さな自動搬送車
が重さ１ｔ以上ある巻き取り紙を持ち上げ、輪転機に取
り付けるところも見られる

④途中のロビーや廊下には

大阪本社でも
工場ではないが、朝日新聞大阪本社（〒

豊富な展示品がそろっている。鉛でつくった昔の活字や

530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

原版、現在のオフセット印刷、カラーの印刷の仕組みを

6201-8033＝アサコムホール見学係）でも

解説したパネルや模型、大事件が起きたときなどに発行

編集局を中心に見学でき、新聞制作の今昔

した号外の数々、巻き取り紙の実物大模型……。

や印刷の仕組み、新聞の歴史などについて

見学を終えたみなさんは、新聞博士。毎日の新聞を読
む楽しさが、ぐんと増すこと請け合いだ。

☎ 06-

説明が聞ける。工場と同じく、右のホーム
ページで申し込み方法を案内している。

で見学内容や申し込み方法を案内している
http://www.asahi.com/shimbun/kengaku.html

を、動画・画像を使ってビジュアルに紹介する

〒599-8267

時。朝日新聞のホームページ

インターネットやデジタル新時代への対応といったこと

■

の歴史、記者が取材して記事を書き紙面ができるまで、

～

②続いて読者ホールで説明。朝日新聞

16

阪神工場

産にお渡しする

10

京都工場

写真を載せた見学記念新聞をつくり、お帰りのときお土

堺工場

を組んでいる。①まず、ひな壇に並んで記念撮影。この

見学できる近畿圏の朝日新聞工場 （いずれも予約が必要）

同工場では３版、４版とも、約１時間半の見学コース

☎ 06-6454-3636

■

大阪工場では、見学者がボタンを押すと、動いている機械から刷りた

ての新聞を取り出して読むことができる＝大阪市福島区海老江３丁目
北部、奈良県などの読者へ毎日お届けしている。

大阪市福島区海老江3-22-61

◇ 各工場とも、電話受付は平日の

大阪工場

! 新聞印刷

9

10

2014.04

見学前に、お土産の見学記念新聞に載せる写真を、ポーズして記念撮影

刷版が輪転機へ取り付けられる

と、モーターがうなりを上げて

回り始める。新聞をキャリアと

版

受信した紙面をＣＴＰという装置がアルミニウム

いう機械が挟み、流れるように

次の工程へと運んでいく

➡

製 版

で届く。ここから作業スタートだ

製

完成した紙面が本社から高速回線

朝日新聞の歴史や、記者が取材・編集す

板にレーザー光線で焼き付け、刷版ができあがる

➡

1.3ｔの巻き取り紙約400本を保管で

紙

立体紙庫には長さ約19㎞、重さ約

給

新聞工場の仕組み

きる。自動化された作業でクレーン
が紙を取り出し、ＡＧＶ（無人搬送
車）が輪転機に取り付ける

管
制

輪転場を見渡す管制室は、新

➡

聞が計画通りに生産できるよ

このように多くの人々の手をリレーして新聞ができあがり、読者の手元へ届く

うに、印刷工程管理システム

を使って制御している

ＡＳＡでは、朝刊にはチラシを折り込み、自転車やバイクに載せて宅配する。

新聞印刷の仕組みや変遷を、昔の鉛活字などの展示品・パネルを使って説明する
する様子を、画像・動画を映して紹介

印

刷

取材協力：㈱トッパンメディアプリンテック関西＝朝日新聞大阪工場

発

送

聞販売所）へ向かう

んで、各地のＡＳＡ（朝日新

ションで待つ輸送車が積み込

ベアに載せ、トラックステー

置があて名を読み取ってコン

梱包された新聞を、仕分け装

➡

を書いた紙を載せて梱包する

こんぽう

束にまとめ、届け先のあて名

刷り上がった新聞を、機械が

仕分け･梱包

11
2014.04

➡

12

2014.04

･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの投稿
㊨「エンドレス・ラブ」をデュエットす

る桜花昇ぼる（右）、嵯峨みさ緒両氏

、藪口雄也撮影
TORII HALL

㊧「さくらさくら」を舞う𠮷津たかし氏

＝いずれも

なにわの春は「春のおどり」から
上方文化の粋をミナミで楽しむ
フリーアナウンサー ＆ ＯＳＫ日本歌劇団支援委員会々員

坂口 智美

３月９日、なにわに春を告げる大相撲春場所の初日、

の日、会場近くの国立

同じくミナミのど真ん中・千日前 TORII HALL で「上方

文楽劇場で名取披露の

文化再生フォーラム」が開催された。

舞を修めた。三拍子揃

そろ

この講座は上方芸能発祥の地、大阪・ミナミの文化力

った男役といわれる彼

を再生し持続させることを目的に「財・官・民」が連

女だが、「芸はまだま

携して2007年から始まった。第７期を迎えた2013年度

だ修行中」と謙虚に語

は、「浪花の食文化探訪」「ジャスの世界」「文楽の世

り、人生の半分以上を

界」「上方舞の会」と続き、ラストが「ＯＳＫ日本歌劇

過ごしたＯＳＫを早く全国区にしたいと熱く語った。

団」。テーマは「ＯＳＫの歴史を振り返る」ということ

危うい時期を過ごしながらも見事再生し、92年間存続

で、ＯＧの嵯峨みさ緒、𠮷津たかし、現トップスターの

し続けたＯＳＫ。もはや大阪の伝統芸能の域に入ったと

桜花昇ぼる、３氏による終始笑いに満ちた鼎談と歌と舞

言っても過言ではない。大阪・ミナミの応援を受けなが

のステージだった。

ら、めでたく100周年を迎えてほしいものだ。

おう か

の

てい

嵯峨氏はＯＳＫに男役の新しい風を取り入れたといわ

「上方文化再生フォーラム」は今年度も予定され

れる元トップスター。あやめ池円型大劇場が劇団の本拠

ている。問い合わせ先は TORII HALL（電話 06-6211-

地だった頃、８万人を動員した「楊貴妃」、舞台に本物

2506）。「レビュー春のおどり」＝上のチラシ＝はＯＳＫ

の馬で登場した「ジンギスカン」、実際に得度し剃髪し

日本歌劇団（電話 06-6251-3091）まで。

ていはつ

た「まんだら絵巻」空海役などの代表作をはじめ、ダイ
ナミックで破天荒なエピソードを披露した。
𠮷津氏は、劇団初の日舞リサイタルを開いた踊りの名
手だが、2003年に劇団が解散の危機に陥った際、退団す
るのをやめて存続の会会長となり、桜花や劇団員ととも
に劇団再生の立て役者となった。必死で署名活動に明け
暮れる日々。 69人いた劇団員が３分の１となったもの
の、翌年ＯＳＫが生まれた松竹座で「春のおどり」が復
活した時は至上の喜びを感じたという。
桜花氏は、５月松竹座、８月新橋演舞場での「レビュ
ー春のおどり」がＯＳＫでのラストステージとなる。こ

高速道路と直結する駅の整備
阪急西山天王山駅と京都縦貫道
「地球に謙虚に運動」代表

仲津 英治

高速道路と鉄道駅の直結は、双方のアプローチタイム
とエネルギー消費を減らし、大きくは環境問題の改善に
つなげるために重要な対策になり得ます。
その一例が、昨年12月21日に開業した阪急京都線の大

2014.04
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高架下の西山天王山駅と駅前広場

山崎―長岡天神の間の新駅、西山天王山駅です。名神高
速道路大山崎ジャンクションから綾部方面に京都縦貫自
動車道が新たに整備されて３か月後に、阪急京都線との
交差部に設置されました。設置費用の20億円は、地元の
長岡京市と阪急電鉄が折半したとのことです。相互にプ
ラスになることでしょう。私が国鉄に入社した昭和43
（1968）年頃、「鉄道と道路の結婚」という言葉が強調
されたことを覚えておりますが、46年経ってやっと一つ
具現したな、と感慨を以て受け止めました。下記の２つ
のURLに同駅についての情報が載っています。
・阪急電鉄

http://rail.hankyu.co.jp/tennouzan/

・長岡京市

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/cmsfiles/cont

駅前広場には阪急バス、京阪バスが近郊交通機関とし

ents/0000003/3174/131218shineki.pdf

て乗り入れし、高速バスとも連絡して関東方面等と結ん

長岡京市が負担した10億円のうち５億円は国からの助

でいます。

成金で、街づくり交付金（現在：都市再生整備計画事

また、同駅の特徴は、マイカーの駐車場40台分が整備

業）等から支出されたと伺いました。駅は阪急が新設

され、パークアンドライド方式が導入されていることで

し、駅前広場は長岡京市が整備しました。新駅には準急

しょう。40台とはそう多くはない数ですが、スタートと

と各駅停車が発着し、ラッシュ時は８本／時、昼間時は

して、,意義ある数字かと思います。これからも高速道

６本／時です。大阪梅田まで34分、310円、京都河原町

路と直結する鉄道駅が整備され、都市交通問題と環境問

まで21分、260円の便利さです。

題の改善に貢献することを期待しております。

大阪府豊中市・服部緑地都市緑化植物園で

バブリーじゃないぞ

チューリップ

ユリ科
花言葉：博愛、思いやり 他

かつてこれほど人を狂わせた植物は少ないだろう。

産した。戦乱と貧困の時代。謹厳実直なカルビニスト

1630年代、オランダ。オスマン帝国の宮殿の奥庭に

の国民が、なぜ？

今も、よくわかっていない。20世

秘蔵されていた見慣れぬ花が、伝わって広まった。さ

紀末の日本も、不動産バブルで過ちを繰り返した。

らに珍種を求めて、すさまじい投機が起きた。「チュ

「歴史に学べ」と言うが、本当に学ぶのは難しい。

ーリップ・バブル」（マイク・ダッシュ著、明石三世

写真はトライアンフ系の ｢カーニバル・デ・リオ｣

訳。文春文庫）という本によると、最も人気があった

という品種。白と赤の縞が、絵のみで今に伝わる ｢セ

「センペル・アウグストゥス」という品種は、球根１

ンペル……｣ に似ている。もちろん、花自身には何の

個に、アムステルダムの運河沿いの最高級邸宅を、馬

罪もない。原種のふるさとは、中近東～中央アジアの

車置き場と広い庭付きで買える値がついたという。

山岳・高原。やせ地に積もる雪の下で厳冬に耐える。

浮かれ景気は数年でしぼみ、多くのにわか長者が破

しま

バブルとおよそ縁遠い禁欲的な生き方だ。

（雅）
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イベント・出版等の情報

通崎睦美コンサート

今、甦る! 木琴デイズ

木琴：通崎睦美＋ピアノ：松園洋二×ゲスト：毛利眞人

1925-1945年編

vol. 1

今年の第６回「朝日21関西スクエア賞」に選ばれたマリンバ・木琴奏者、
つうざきむつ み

文筆家の通崎睦美さんが、受賞のきっかけとなった自著をテーマに、自ら企
画して開くコンサートです。＝通崎さん受賞の詳報は３月号に掲載しました
ひらおかよういち

昨秋、木琴奏者・平岡養一の人生を描いた『木琴デイ
ズ 平岡養一「天衣無縫の音楽人生」』（講談社）を上
梓しました。しばらくすると「読んだら、音が聴きたく
なった」との声が。私としては「待ってました！」とい
たど

うところ。そんなわけで『木琴デイズ』を音楽で辿るコ
ンサートを企画しました。／今回は、いつもの生演奏と
もう り まさ と

私のトークに加え、音楽ライターの毛利眞人さんが、ゲ
ストとして1927～ 31年にかけて製造された蓄音機「英
国グラモフォン社 Model No.163」を携え、お越しくだ
さいます。／1907年（明治40年）生まれの平岡養一が木
琴と出会った、大正時代の銀座の映画館では、どんな音
楽が流れていたのだろう。独学で木琴を習得し、初めて
レコード吹き込みした1929年（昭和４年）当時の平岡の
演奏はいかに。戦前に木琴ブームがあったって本当？／

遠慮ください

当時の音盤に耳を傾けながら、そんな話にも花を咲かせ

◇チケット販売

チケットぴあ（☎ 0570-02-9999

Ｐコ

たいと思います。

（コンサートのチラシから）

ード 225-234）、ローソンチケット（☎ 0570-08-4005

◇とき

18時半開場

Ｌコード 54213）、ＣＮブレイガイド（☎ 0570-08-

５月29日（木）

◇ところ

19時開演

京都文化博物館別館ホール（京都市中京区三

条高倉）

9990）、セブンチケット（セブンコード 029-158＝セ
ブン-イレブン店頭販売のみ）、イープラス（http://

※地下鉄烏丸御池駅５番出口から三条通を東へ徒歩３

eplus.jp/otonowa/）、高島屋京都店７Ｆチケットショ

分、阪急鳥丸駅16番出口から高倉通を北へ徒歩７分、

ップ（☎ 075-221-8811㈹＝店頭販売のみ）、大丸京都

京阪三条駅６番出口から三条通を西へ徒歩15分

店７Ｆ商品券売り場（☎ 075-211-8111㈹＝店頭販売の

◇演奏曲目

チャールダシュ（モンティ）、アイネ・ク

み）、otonowa（☎ 075-252-8255＝電話予約のみ）

ライネ・ナハトムジークより（モーツァルト）、モッ

◇ 主 催・ お 問 い 合 わ せ 先 otonowa（ ☎ 075-252-8255

キングバード幻想曲（ストビー、朝吹英一編）、妖精

10～18時、日曜・祝日休み、土曜不定休。ホームペー

の踊り（バッツィーニ）、ヴァイオリン・ソナタ第３

ジ http://www.otonowa.co.jp）

番ニ長調より（ルクレール）、「日本組曲」より、お
江戸日本橋・かっぽれ（山田耕筰）、ルーマニア狂詩
曲第１番（エネスク）ほか
◇使用楽器

アーティスト・スペシャル・ザイロフォン

No.266（1935年製）、スーパー・ライト・ウエイト
No.834（1928年、平岡がデビューリサイタルで使用し
たものと同型の座奏用木琴）＝ともにディーガン社製
◇入場料
学生

一般

前売り 3,500円、当日 4,000円

前売り 3,000円

当日 3,500円

※全自由席。消費税込み。未就学児童の同伴・入場はご

JAZZ SINGERS SPECIAL Vol.9
５人のシンガー
コール･ポーターを歌う
NPO法人

関西ジャズ協会さまから

都会的で洗練されたメロディー。アメリカとヨーロッ

2014.04

パの粋を感じさせるコール・ポーターの世界をお楽しみ
ください。
◇とき

し』」松沼 清司さん
・「ワーキング・ホリデーで過ごすニュージーランドの

５月10日(土)

魅力」眞鍋 奈津子さん、福岡 祥子さん
◇参加費

14時開演
◇ところ

15

西宮市プレ

円、学生 500円

ラホール（兵庫県西
宮 市 高 松 町4-8

一般 1,000

※講演終了後、スピー

プ

カーを交えて愉しい

レラにしのみや５

懇 親 会 を、 近 く の

階）＝地図参照

レ ス ト ラ ン「 フ ェ

◇出演者

ルマータ」（☎ 06-

伊藤 アイコ（vo）

6441-6673）で17時か

ジャネット（vo）

ら開催します。ぜひ

シェリー 高木（vo）

ご参加ください。会費は3,500円。飲み物は各自でご

井口 直己（vo）

注文のうえ、お支払いください。懇親会のみの参加も

小林 佳音理（vo）

できます。

いのくち なお き
か

お

り

大塚 善章（p）

◇申し込み・問い合わせ先

宗川 信（b）

・ニュージーランド学会 、大石（Ｅメール tepapa@mbj.

御薬袋 一男（ds）

nifty.com ☎ 090-8079-5116）

高橋 知道（ts）

・ キ ウ イ サ ロ ン、 塩 田（ Ｅ メ ー ル shiota1202@maia.

司会：紀平 真理

eonet.ne.jp ☎ 090-4763-6968）

◇予定曲 You'd be so
nice to come home to ／I've got you under my skin ほか
◇チケット

3,000円（ジャズ協会員は300円割引）

※全席自由。当日券は割引なし
◇チケット取り扱い

西宮市プレラホール（☎ 0798-64

-9485）／ローソンチケット（☎ 0570-084-005

Ｌコー

大阪振興へ
「連環」
的着想を―
共同研究のブックレット出版
大阪市立大学教授

ド：56198）
NPO法人 関

古くからの経済的地盤沈下説、最近では府と市による

Ｅ メ ー ル：kjs@

「大阪の成長戦略」など大阪経済をめぐる議論は多々あ

◇主催・問い合わせ・チケット取り扱い
西 ジ ャ ズ 協 会（ ☎ 06-6442-0370

長尾 謙吉さんから

り ま す。 共 同 研 究 の 成 果

kjsnet.org）

を、広く社会的に対話する
きっかけになればとの想い

「ニュージーランドでの生活」
魅力を聴く講演会
塩田 晴康さんから

キウイサロン代表

キウイサロンは、ニュージーランドが大好きな人たち
の交流サロンです。

から、ブックレットという
読みやすいスタイルで出版
しました（「読みやすい」
というのは大学教員の思
い込みかもしれませんが
……）。
７人の著者が、「大阪経

このたび、ニュージーランド学会と共催で、楽しい講

済衰退の原因は産業構造に

演会を開催することになりました。ニュージーランドに

起因する」「新産業振興こそが地域経済振興の基軸であ

行ったことのある人はもちろん、興味のある人、どなた

る」のような通説への批判的視座を共有しつつ、既存産

でも大歓迎です。

業と新規産業との結びつき、地域間のつながり、支援組

◇とき

織間の連携など、既存の枠組みを超えた「連環」的着想

４月19日（土）13時半～16時半

◇ところ

大阪市立福島区民センター 302会議室（大阪

市福島区吉野3-17-23）＝地図参照
◇内容とスピーカー

お

・「ニュージーランド生活に於 ける『日々の体験ばな

の意義を提示しています。
◇長尾謙吉・本多哲夫編著『大都市圏の地域産業政策―
転換期の大阪と「連環」的着想―』＝大阪公立大学共
同出版会、３月28日発行、800円（税別）

16

2014.04

２つの展示会――立命館大学国際平和ミュージアムさまから
■ミュージアム所在地

〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 ※ＪＲ京都駅から市バス50またはＪＲバス、京

阪三条駅から市バス15、59でそれぞれ立命館大学前下車すぐ。阪急西院駅から市バス205でわら天神前下車、西
へ徒歩約10分

■☎ 075-465-8151

FAX 075-465-7899

ホームページ http://www.ritsumei.jp

■開館時間

９時

半～16時半。入館16時まで。月曜・祝日の翌日休館。５月５日（月・祝）は開館、４月30日（水）、５月６日
（火）は休館

■参観料

大人400円、中高生300円、小学生200円（20名以上の団体は各50円引き）

村山康文写真展
「ベトナム戦争の傷痕」
むらやまやすふみ

村山康文写真事務所と共催する、当ミュージアム第85
回ミニ企画展示です。

在学中に報道写真家の
石川文洋氏に出会い、
ベトナムに魅せられて
渡航を重ねました。弱
者を守る立場から戦争
・エイズ・人権・差別

多くの人たちは、ベトナムといえば魅惑のアオザイ、

などをテーマに各地で

美味しい食べ物、可愛い雑貨を連想するでしょう。しか

写真展や講演会を開催

し、ベトナム戦争終結から39年を経た今も、戦争が残し

しています。

た傷に苦しむ人たちがいます。一度起こしてしまうと決

◇とき

お

い

して終わることのない戦争。ベトナムを16年追い続ける
フォトジャーナリストの写真約50点から「いのちの尊
厳」を改めて感じていただければと思います。
村山康文は1968年、兵庫県生まれ。京都市在住。大学

韓国人の目から問うフクシマ
「奪われた野にも春は来るか
鄭周河写真展」初めて関西へ
韓国人写真作家が撮影した福島県の地震・原発事故被

４月３日(木)

～29日（火・祝）
◇ところ

立命館大学

国際平和ミュージア
ム２階・ミニ企画展示室
は、人物がほとんど写っていない。郡山朝鮮学校のグラ
かいばま

きんしゅう

ンド、萱浜の海岸、老人ホームの壁、錦繡を身にまとっ
りょうぜん

た霊山の山々までも、写された光景はみな美しく、どこ
か空虚である。まるで観光絵葉書と見まちがうような華
麗な風景を見つめながら、私たちはぎこちなさや不安を
感じることになる。ここにいた人たちに何が起こったの

災地――「奪われた野にも春は来るか

だろう？その人たちはどこに行ったのだ

鄭周河写真展」は、福島県南相馬市を皮

ろう？…放射能という目に見えないもの

切りに、埼玉、東京、沖縄、長野の各都

を写すという、不可能ともいえる仕事に

県を巡回し、反響を呼びました。今回は

彼はこういう形で挑戦したのだ」

当ミュージアムが春季特別展として鄭周

◇とき ５月３日（土）
〜７月19日（土）

河写真展実行委員会と共催し、関西への

◇ところ

チョンジュハ

初の巡回が実現しました。一緒に被災地

立命館大学国際平和ミュージ

アム１階・中野記念ホール

ソキョンシク

を見た作家の徐京植さんは、この展示会

・オープニングトーク

に次の文を寄せています。

13時半〜15時半

「……鄭さんは何回か現地を訪れて撮

かわ づ きよ え

鄭周河×徐京植×河津聖恵（詩人）

影した作品を１冊の写真集にまとめ、ソ

＝通訳あり

ウルの平和博物館で展示会も行った。そ

・トークセッション

のタイトルは、植民地時代の詩人・李相

13時半〜15時半

和の詩からとって『奪われた野にも春は来るか』と題さ

５月３日（土）

６月７日（土）

高橋哲哉（東京大学教授・哲学）
あんざこ ゆ

か

×庵逧由香（立命館大学准教授・朝鮮史）

れている。李相和の時代、朝鮮の士地を奪ったのは日本
帝国主義であった。いま、福島の人々は自国の政府と企

×学生からの発言

業によって土地を奪われた。はたして前者で後者を比喩

※どちらも展示場内にて。参観料が必要です

することは許されるのか？…これは、日本人と朝鮮人に

◇後援

京都府、京都市、朝日新聞社 ほか

投げかけられたきびしい問いである。／鄭さんの作品に

◇協力

立命館大学コリア研究センター
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東北地方太平洋沖地震
大阪市北区・ふんふんさろんで

ふるさと復興 祈りを込めて

福島県出身のシンガー

ファンキー みゆき さん

「私の故郷は福島県
相馬市です。あの地震
の津波で、思い出も、
友だちも、家族も、み

あり
人

鎮魂の祈りと復興を願う熱気が満ちた。
そして圧巻は、彼女が本番とアンコールの
２回披露した自作曲「空が空であるように」
の熱唱だった。
空が空であるように

んな流されてしまいました。たくさんの命が

雲が雲であるように

奪われ、たくさんの悲しみが残されました。

風が風であるように

自然はいったい何を私たちに訴えようとした

あなたがあなたであるように

のでしょう。それでも人は、前を向いて歩い
ていきます。強く強く生きていくのです」

あなたがあるいて行く道は

静かな声で語り、そして歌い始めた。

自分を信じてすすむ道

「抱きしめたい」「トップ・オブ・ザ・ワ

あなたが生きてあゆむ力が

ールド」「相馬盆唄」「津軽海峡・冬景色」

きざむ足音になる

……。懐かしのビートルズ・ナンバー、カー
ペンターズのヒット曲､ 陽気な民謡、沈痛な

あなたが生まれ

演歌……。脈絡のなさそうな選曲の中に、聴

あなたが笑い

あなたが泣いて

き逃しようのない主調音が響いていた。

あなたの足で

あなたのその手で

キーノート

はらから

――恋しいふるさと。かけがえない同胞。

あなたがあるき

にぎる明日は必ずある……

忘れるものか。
東日本大震災から満３年の３月11日、大阪

「あの日」は大阪で迎えた。２カ月後に訪

市北区のふんふんさろんで催された３・１１

ねた故郷は、廃虚と化していた。でも、人々

復興支援チャリティー・コンサート。

はそこで再び生きようとしていた。

一緒にコンビ「みゆき＆父バンド」を組む

「私が手伝えるのは、こうして歌うこと」

バンマス石橋さんのギターに、途中からホス

大阪市中央区の音楽バー・Ｂステーション

トのハーモニカ奏者、もり・けんさんも加わ

を拠点に石橋さんと演奏活動しながら、被災

り、客席みんなが合唱した。小さな会場に、

者を励ましに駆け回る。

（黒沢 雅善）

◇関西のさまざまな分野で、元気に創造的な活動をしている人をとりあげます

17
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〒 639-1027
奈良県大和郡山市池ノ内町５５６ ☎０７４３‐
５２‐６１２６ 開園時間９～ 時 見頃は１月下旬〜４月
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超太っ腹。
日本一の個人ツバキ園
ちんじゅあん

椿寿庵
まさに「秘密の花園」だった。

ご当主は西畑住男さん。果樹園を

素人で、手探りの連続でした」。元

２棟のビニールハウス、合わせて

営んだ父、義雄さん（故人）が趣味

は全部鉢植えだった。植え替えの手

1000㎡ほどの中は、隅から隅までツ

で育てていた木々を受け継いだ。住

間を省きたくて一部を地植えにした

バキ、ツバキ、またツバキ……。約

男さんに代わって十数年前から、妻

ら、今度は枝が伸び過ぎて剪定に追

1000品種（100品種ではない。念の

の季佐さんと娘の戸尾早希さんが世

われるようになってしまったとか。

ため）6000本あるという。木にはす

話をしている。

「でも、毎年楽しみにして来てくだ

せんてい

べて、ていねいに手書きした名札が

全国の大きな植物園でも、これだ

さる方、ツバキが好きになりました

付けられ、主の人柄をしのばせる。

けそろっているところはほとんどな

と言ってくださる方々の笑顔を見る

今ではほとんど栽培されない幻級

い。広さはともかく品種の数では、

と、苦労も疲れも忘れます」。

の古種、東大寺、白毫寺など奈良の

まず間違いなく日本一の個人ツバキ

「本当にタダでいいのですか？」

古寺に伝わる名椿､ ここでつくられ

園だろう。しかも、休みなし。予約

との私の下世話な質問には、「それ

たオリジナル品種、外国産の原種…

不要。そのうえ無料。数台分の無料

が祖父や父の思いですから。いける

…。満開時には、控えめに数えても

駐車場まで備え、飛び入りで訪れる

ところまで、これでいきます」。維

数万輪が咲き競うことだろう。

誰にでも分け隔てなく見せてくれ

持費は、挿し木で増やした苗などを

る。感動的な超太っ腹だ。

売って賄っているそうだ。

あるじ

びゃくごう

めいちん

奈良盆地の北部を近鉄郡山駅から
南西へ、田園ののどかさが残る郊外

写真は、早春の一日、そこで撮影

カメラのシャッターを押すのに夢

を歩くこと二十数分。「庵寿椿」と

させてもらった中のほんの一部だ。

中になって、すっかり時を忘れた。

昔風に右から横書きした立派な扁額

本誌３月号の「花を訪ねて」に使っ

外に出て彼方を眺めると、たたなづ

を門に掲げた農家が客を迎える。東

た写真も、そこで撮った。

く青垣の山の端に、早くも日が傾き

へんがく

こうしょう

大寺の故・清水公照師が名付けた。

早希さんは「母も私もツバキには

始めていた。

（黒沢 雅善）

2014.04
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼くまモンが大阪本社編集局にや
って来た。３月７日午後のこと。
九州新幹線全線開業３年イベント
のＰＲだとか。「くまモンだ」と
誰かが叫ぶや、「おお！本物や」
「かーわいい」と歓声が上がり、
たちまち黒山の人だかり。職場は
仕事が手につかず、一時大混乱に
陥った。もちろん私も、カメラを
ひっつかんで追っかけた。いつも重厚な記事を書くベテ

え、さわやかな春風のように帰って行った。

ラン記者までが、「一緒に撮ってェー」と寄り添ってポ

▼「第５回中之島どくしょ会」は澤田瞳子さんの「満つ

ーズをとる始末。社長が来ても、社外から偉い人が来て

る月の如し

も、絶対にこうはならない。圧倒的な存在感を示した、

込み、辞書を引きながらの読破となりましたが、描写か

ゆるキャラグランプリの王者は、編集局長と握手を交わ

ら平安時代に想いを馳せ、また、定朝はじめ登場人物そ

し、紙面の方針を決めるデスク会にゲスト出席。「また

れぞれの苦悩に共感しつつも、とても楽しい時間を過ご

来てねー」と別れを惜しむ声に「楽しかったよ」と答

せました。皆さんはどうでしょうか。

（黒沢）

仏師・定朝」でした。私自身は系図を書き
は

（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。５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４月18日（金）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、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 】

