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今こそ生かしたいマチカネワニ
化石発見50周年記念シンポジウムを前に

江口太郎教授に聞く 研究の歩みと考現学
大阪に、体長７ｍもある巨大ワニが生息していたことをご存じだろうか。それも、遠い恐竜時代ではない。長
い地質年代の中では現代といってもいい、わずか約45万年前のことなのだ。マチカネワニと呼ばれるその化石が
大阪府豊中市の大阪大学構内で発見されてから今年で半世紀の50年。11月16日に同大学主催で、記念シンポジウ
ム「マチカネワニ・サミット2014」が開かれる。仕掛け人の一人である江口太郎・大阪大学招へい教授を、化石
を保存・公開している同大学総合学術博物館へ訪ね、この間の古代ワニ研究の歩みを聞いた。

間近で見るオリジナルの迫力

（黒沢 雅善）

の全身骨格＝次ページ写真＝がまず目に飛び込む。
なるほど、大きい。口先から尻尾の先までの長さが約

大阪府北部、豊中市待兼山町の丘陵に広がる大阪大学

７ｍ。アリゲーターやクロコダイルなど、世界中に現生

豊中キャンパス。その西の端に総合学術博物館はある。

する３科23種のどのワニも及ばない。化石をもとにして

玄関を入ると、正面の壁に頭を下にして張り付いたワニ

つくった、マチカネワニの精密な骨格レプリカだ。
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しかし、まだ驚いてはいけない。
階段を３階へ上がる。スポットライトに照らされた展
示場の真ん中に、もう一つのワニの全身骨格が、陳列ケ
ースに収められて鎮座している＝表紙の写真。
こちらが正真正銘の本物。長さ１ｍを超す頭骨。奥ま
で深く割れた口。上下のあごには、太い牙のような歯が
何本か残っている。後ろに立ってもらった江口教授と比
べると、その大きさがわかるだろう。
頭骨の後ろから太い背骨が、少しずつ細くなりながら
尻尾へと続いている。手足の指の骨、甲羅のように固い
皮下組織の一部も残っている。ガラス越しとはいえ、間
近で見る印象は強烈だ。マチカネワニは1000年ほど前ま
で中国に生き残って竜の伝説の起源になったという仮説
がある。なるほどと、うなずける。
同博物館は2002年４月、全国８番目の大学ミュージア
ムとして発足した。07年８月に現在の展示場が完成した
のを機に、実物化石の展示・一般公開に踏み切った。
江口教授は「『地域に生き世界に伸びる』が大阪大学
のモットー。当博物館は、それを具現化する場です。保
存だけを考えれば、倉庫の奥深くにしまっておいた方が
安全でしょうが、それより、多くのみなさんと『知』を
共有したいと考えました。レプリカとも間近で見比べ、
実物だけが持つ迫力、そしてスロー・サイエンス＝じっ
くりと腰を据えて取り組む学術研究の魅力を、ぜひ体感

タイプ標本として世界が認知
1964（昭和39）年５月３日、豊中キャンパスの理学部
学舎建設現場へ化石採集に来た青年が、工事で掘られた
せきつい

大阪層群と呼ばれる約45万年前の地層から、脊椎動物の
ものと思われる大きな骨片を見つけ、大阪市自然史博物
館へ鑑定に持ち込んだ。発掘調査が行われ、全身の70～
80％にあたる90個の骨が出土した。残念ながら、尻尾の
先がすでに建設機械に削り取られて失われていたが、体
長6.9～7.7ｍ、体重約1.3ｔと推定される大型ワニとわか
った。日本で最初のワニ化石発見となった。
もし、青年が化石採集に来なかったら、化石を鑑定に
出さずに個人コレクションにしていたら、工事がもっと
早く進んで地層がすでに掘り返されていたら、マチカネ
ワニは永遠に日の目を見なかった。今振り返ると、絶妙
のタイミングと幸運が重なった大発見だった。
大阪大学の小畠信夫らは、このワニを、上あごの歯の
特徴などからクロコダイル科マレーガビアル属の一種と
し、65年、出土地にちなんでトミストマ・マチカネンセ
（Tomistoma machikanense）と命名した。それから、マ
大阪大学総合学術博物館
南東へ徒歩約10分

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-20

入館無料

☎ 06-6850-6284

開館10時半～17時（入館は16時半まで）

阪急電鉄宝塚線石橋駅から

日・祝・年末年始休館

大阪大学総合学術博物館の玄関には、マチカネワニの精密な全身骨格

レプリカが壁に掛けられ、見学者を出迎える＝大阪府豊中市待兼山町

していただきたい」と説明してくれた。
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マチカネワニの復元図。最新の知見を反映して2007年につくられた
チカネワニの和名で呼ばれるようになった。
しかし、民間のワニ研究者である青木良輔は83年、下
あごの後ろにある骨がマレーガビアル属よりワニ属に近
いことをあげて新属のワニであるとし、トヨタマヒメイ
ア・マチカネンシス（Toyotamaphimeia machikanensis）
と再命名した。古事記に出てくるワニの化身とされる豊
玉姫にちなんだ属名だ。
さらに、小林快次ら北海道大学、大阪大学、国立科学
博物館の共同研究チームは、マチカネワニの骨一つ一つ
を詳しく記載して系統解析ということを行い、このワニ
が他のワニとどう似て、どう違っているかを網羅的に調
べた。その結果、マチカネワニは、①どのワニとも異な
り、属＝トヨタマヒメイアが有効
ミストマ亜科に属する
る

②クロコダイル科ト

③進化型のトミストマ亜科であ

④現生唯一のトミストマ亜科のマレーガビアルに最

も近縁、とする論文を06年に出版した。
要するに、小畠説、青木説とも大筋で正しいという大
岡裁きのような判断が、発見から40年以上経った21世紀
に入って出た。この論文によってマチカネワニの化石
が、タイプ標本（新種を記載する際、その生物を定義す
るよりどころなった標本）として世界に認知されるよう

マチカネワニ化石の発掘調査現場。大きな頭骨が見

になったといって過言ではない、と江口教授は言う。

える＝1964年５月。大阪大学総合学術博物館提供
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「ワニは恐竜よりも強かった」

も、マチカネワニはどこからやって来たのだろう。
原始的なトミストマ亜科のワニは、5700万年前の欧州

これを記念して大阪大学が06年12月に開いたシンポジ

にいた。アフリカ、東南アジア、中国などを経て日本に

ウム「マチカネワニがいた時代」で、百原新（千葉大

たどり着いたとみられるが、詳しい経路はわかっていな

学）は、化石と同じ地層から、マツ、ケヤキなどの樹木

い。はるばる海を渡って来た海水生ワニだったかもしれ

や、コウホネ、ハス、ヒシといった水生植物の花粉が出

ない。豊富な海の獲物を食べて大きく育ったのではない

たことをあげ、当時の豊中は、現生のワニが住むような

か……新発見が、さらに新しい謎と興味を呼び起こす。

熱帯でなく、現在に近い温帯だったと報告した。
桂嘉志浩（岐阜県博物館）は、病理痕跡を詳しく調べ
た。化石の下あごは、先端が30cm以上も欠けている。

謎といえば、もっと大きな謎がある。――かつて隆盛
を極めた恐竜が絶滅したのに、同じ爬虫類のワニは、ど
うして生き残れたのだろう。

さらに、右後ろ足には骨折の跡、背中にはかまれた跡が
ある。縄張りか伴侶とする雌をめぐって激しい競争があ

変温動物なので基礎代謝が低いことが幸いしたのでは
ないか、と江口教授はみる。

ったことをうかがわせる。いずれも、治った痕跡があ
り、大けがをしてもなお生き延びたと思われる。
せきつい

恐竜、現生の爬虫類､ 哺乳類の祖先はすべて、約２億
3000万年前の三畳紀に、超大陸パンゲアで生まれた。ワ

また、別の研究では、脊椎骨の間には隙間があり、ま

ニは約１億5000万年前のジュラ紀に、今とほとんど同じ

だ成長しきっていない若い個体らしいことがわかった。

形態になり、水辺に生活の場を移した。地上は恐竜の全

すると、完全に大人のマチカネワニは、体長10ｍ近くに

盛期。まだ小さかった哺乳類の祖先たちととともに、ひ

もなったのだろうか。

っそりと隠れるように生きていた。

いんせき

こうした最新の知見を反映して07年につくられたの

約6550万年前の白亜紀末、巨大隕石が地球に落下して

が、２～３ページの復元図だ。博物館３階展示場に掲げ

大津波と急激な気候寒冷化を引き起こし、すでに衰退の

られている。２匹のワニは、仲良く日なたぼっこをして

兆しが見えていた恐竜たちにとどめを刺した、とする学

いるのか。それとも、これから死闘を繰り広げようとす

説が今日では有力だ。進化した爬虫類だった恐竜は、恒

るところなのか。水辺の草も、遠くに茂る木々も、私た

温だったとみられる巨体を維持するために必要な大量の

ちが見慣れた現在の風景に近い。同じ時代に生きていた

食物を得ることができなくなって死に絶えた。

トウヨウゾウの群れが見える。
ところで、温帯なら当然、寒くて食物が乏しい冬があ
る。それなのにどうして巨大化できたのだろう。そもそ

一方、ワニは、突然の長い冬を耐え抜いた。変温なの
で素早く動くことが苦手な半面、冬眠状態でじっとして
いれば、長い間食べなくても大丈夫だったのだ。

認定した。「好奇心旺盛、社交的な性格で、キャンパスでコーヒーを飲
みながら学生としゃべることと、粉もん屋巡り、化石集めが趣味」とい

阪大「ワニ博士」

大阪大学は今年４月、「ワニ博士」を公式マスコットキャラクターに

う設定。着ぐるみが依頼に応じて、大学のイベントなどに参加する。大
学生協では、ミニストラップとぬいぐるみも売っている。
足早く、市制施行50周年を記念して誕生し、2011（平成23）年の市制施
行75周年を機に再登場した。同市のホームページ「マチカネくんワール
ド」（http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/miryoku/machikane/）
によると、「平安時代から待兼山で多くの人を“待ちかねて”来たので、
さみしがりやで人なつこい」性格となっている。こちらも着ぐるみがい
て、地域のイベントなどで市政をＰＲする。
本誌が調べた限りでは、国内でワニをマスコット、キャラクターにし
ている公共機関は、ほかにないようだ。

豊中市「マチカネくん」

一方、豊中市のキャラクターは「マチカネくん」。大阪大学よりも一
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「生物進化の先頭をさっそうと独走することが常にベ

そして、国の文化財審議会が今年６月、マチカネワニ

ストとは限らない、進化を急がなかったからこそ生き残

を「ワニ類の進化を示す世界的にも重要な化石」と評価

れた、という見方もできると思います。スローライフ、

し、登録記念物とするように文部科学相に答申。９月に

エコライフの知恵ですね。現代に生きる私たちも、大い

登録が完了した。全国の大学博物館が所蔵する標本で初

に学ぶべきところがあるのではないでしょうか」と江口

めてのことで、重要性がますます高まっている。

教授。このメッセージを伝えたくて、12年に特別展「巨

「マチカネワニ・サミット2014」は、総合学術博物館

大ワニと恐竜の世界」を催した。今も博物館を訪れる子

が今年７〜８月に開いた特集展「奇蹟の古代鰐・マチカ

どもたちに、「ワニの方が恐竜より強かったんだよ」と

ネワニ―発見50年の軌跡―」に続く記念事業。日本で出

切り出しては、この話をする。

土した主なワニ化石の研究者や海外のワニ化石研究者ら

大学博物館初の登録記念物に

が集い、マチカネワニを中心とした研究の現状を見渡

マチカネワニ以降、日本国内でワニの化石発見が相次

わに

し、これからの学術研究の方向性、問題点を議論する。
これに先立つ10月18日（土）13時半から、江口教授の

いだ。静岡県・浜名湖の北岸で68年、約35万年前の地層

講演「マチカネワニ、どこがそんなにすごいのか？

から多数の個体の骨が見つかったヤゲワニ。大阪府岸和

中キャンパスで発掘された巨大化石」が大阪市北区の大

田市の約60万年前の地層から94年、頭部や足の骨の一部

阪大学中之島センターである。同大学と朝日カルチャー

が見つかったキシワダワニ。さらに、島根県・隠岐諸島

センターの共同講座「Handai-Asahi 中之島塾」の一環。

では13年、約2000万年前の地層から、大型ワニの胸椎２

受 講 料 1,620円。 申

個が見つかった。いずれも、マチカネワニと同種か近縁

し込み・問い合わせ

種とみられている。

は、朝日カルチャー

「マチカネワニというタイプ標本があるから、以前は

豊

セ ン タ ー（ 電 話06-

難しかった化石の確認が容易になりました。多くの優れ

6222-5224）へ。

た研究者が育って、化石ワニの研究が大きく進んだとい

（文中、敬称を省略

えます」と江口教授は言う。

しました）

マチカネワニ化石発見50周年記念事業

大阪大学シンポジウム

マチカネワニ・サミット 2014
◇とき

11月16日（日）10時半～16時半（開場10時）

◇ところ
町3-7-2
第１部

豊中市立アクア文化ホール（豊中市曽根東

第３部

阪急電鉄宝塚線曽根駅から東へ約300ｍ）

「よみがえるワニ王国・大阪」ファシリテータ

基調講演

10時半～

「日本で発見されたトミストマ亜科マチカネワニの
古生物地理学と進化における重要性」クリスト
ファー・ブロシュー（米国アイオワ大学准教授）
第２部

原正顕（和歌山県立自然博物館学芸員）

講演

13時25分～

15時40分～

パネル討論

江口

太郎（大阪大学招へい教授）
◇入場無料

定員490人（申し込み先着順）

◇お申込方法

① Web ペ ー ジ か ら ＝ http://21c-

kaitokudo.osaka-u.ac.jp/wani_form/ にあるフォームに
必要事項を記入して送信

②ファクスで＝チラシ

「台湾のマチカネワニ：東京大空襲を生き延びたワニ

（写真上）裏面の参加申込書用紙などを使って氏名

化石の再発見」武川愛（早稲田大学）／平山廉（早

（フリガナ）、年齢、性別、住所、電話＆ファクス

稲田大学教授）／青木良輔（ワニ研究家）

番号、Ｅメールアドレスを明記し、06-6850-6720 へ

「島根のワニ化石：隠岐諸島から巨大ワニの発見」河
野重範（栃木県立博物館研究員）
「マチカネワニ研究のこれまでとこれから」小林快次

◇お問い合わせ先

大阪大学総合学術博物館（☎ 06-

6850-6714）
◇主催

大阪大学

◇共催

豊中市、豊中市教育委員会

「キシワダワニとその仲間」飯島正也（北海道大学）

◇協賛

北海道大学総合博物館

「骨の内部組織から探るマチカネワニの謎」林昭次

◇後援

大阪府教育委員会、朝日新聞社ほか

◇協力

大阪市立自然史博物館、大阪大学21世紀懐徳

（北海道大学准教授）

（大阪市立自然史博物館学芸員）
「共産化石から推定するマチカネワニの生息環境」小

堂

（企画）大阪大学総合学術博物館
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④「童謡伝道マガジン ふんふん」

歌に宿る日本人の情緒
子どもの心に育てよう
「童謡伝道マガジン ふんふん」は、童話作家、ハーモニカ奏者、日本童謡協会会員で関西スクエア会員の、
もり・けんさん（63）が主宰する月刊フリーマガジンだ。2008年４月に創刊して以来、１度も休まずに発行して
いる。Ａ３判４ページ。上の写真のように、体裁は雑誌よりも新聞に近い。それにしても、なぜ今、童謡の伝道
なのだろうか。もりさん自身に、創刊の狙いと、童謡に込める思いを語ってもらった。

（構成・黒沢 雅善）

「夕やけ小やけの赤とんぼ～」を聴くたびに、私は母

では、こうした歌にどんな意味があったのでしょう。

を思い出します。幼い私の手を引く母。もう一方の手は

今だからわかるのですが、優しさ――「日本人の情緒、

すぐ下の妹が乗る乳母車を押し、一番下の妹を背負って

情感」の原点と言っていいかもしれません――を私に授

いました。昭和30（1955）年、大阪・阿倍野でのことで

けてくれたのだと思います。

す。父（吉森正隆さん）はハーモニカが大好きで、商社

人の大脳は、生まれたときに50％、６歳までに90％で

に勤めながら、バンドに加わっていました。家でも毎日

きあがり、９〜12歳で大人になるそうです。６～12歳の

のように演奏し、母がそれに合わせて歌いました。

間に「なぜ？」と問う論理的思考が育ちます。じゃあ、
胎内にいる間を含めて６歳までには何が育つのかという

10歳からでは遅すぎるんです

と、情緒＝人の痛みがわかる優しい心です。

「春よ来い～」「海は広いな～」「静かな静かな里の

お寺の子は２歳を過ぎたらお経が読めます。歌舞伎役

秋～」「雪やこんこ～」……。季節に合わせて歌ってく

者の子はそれくらいで初舞台に立ちます。お経や芝居の

れました。祖母も、母が忙しいときは私のお守り役で、

意味はまだわかりません。みんなが本物のプロになれる

「かわいいかわいい魚屋さん～」「からすの赤ちゃんな

とも限りません。それでいいんです。できるだけ早くか

ぜ鳴くの～」などと歌ってくれました。

ら良いものに触れ、こうしてまず形を覚えることで、情

「水色のワルツ」「白い花の咲く頃」「東京キッド」

緒がわかる大人になれる基礎ができていきます。

は、私がまだ母のおなかにいたときの流行歌で、私は教

みなさん小さい頃、「ふるさと」の「うさぎおいし」

わっていません。でも、童謡と一緒で、全部歌えます。

の歌詞を「うさぎはおいしい」だと思っていませんでし

幼児のときの体験と胎教の力って、すごいですね。

たか。大丈夫。大きくなって意味がわかれば、幼いとき

2014.10

聴いた歌がホンマモンになります。

幼稚園のおじいちゃん、おばあちゃんの集いで講演し、演奏するもり・け

でも逆に、意味がわかり始める10歳

んさん。「お子さん、お孫さんたちに、もっともっと童謡を歌ってあげて

頃から情緒を身につけるのでは、遅

ください」と呼びかけた＝９月11日、京都府相楽郡精華町・星の光幼稚園
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すぎるんです。
昔から歌い継がれてきた童謡は、
国民的な文化財です。しかし、残念
ながら今、絶滅の危機にひんしてい
ます。私が童謡を一緒に歌おうとし
ても、歌えない子が多いのです。お
父さん、お母さん、学校の先生の多
くも童謡を知りません。
もちろん、幼い子を持つ今のみな
さんに罪はありません。ちゃんと歌
い伝えなかった、私を含む熟年世代
の責任です。
そして、教育が悪いです。かつて
こい

いらか

文部省は「鯉のぼり」を、「甍の波
と雲の波〜」の歌詞が難しすぎると
言って、教科書から外しました。最
近、復活はしましたが……。そして今は文科省が、ヒッ

身近な方々に広めてください

プホップ・ダンスまで小学校から必修化して教えさせて

タイトルは、読んだ人が「ふんふん」とうなずいてく

います。何かおかしくないですか。もっと大切なこと、

れるようにと願ってつけました。現在はボランティアを

先に教えるべきことがたくさんあるでしょうに。

含めて約30人が、編集や発送作業を助けてくれます。経
費や運営面で苦しいことはいろいろありますが、全国か

30年も経って生きた父の教え
学校任せにできない。自分でやろう――これまでの反

ら読者が、記事への批評や感想を寄せてくださるので、
とても励まされています。

省も込めて、童謡の良さを伝える活動を始め、雑誌を創

９月号は、鳴く虫をはじめとした秋の虫にちなんだ歌

刊しました。お父さん、お母さん、先生、子どもと一緒

を特集しました。「虫の声」「とんぼの眼鏡」「こおろ

になって童謡を歌ってください。おじいさん、おばあさ

ぎ」「赤蜻蛉」などの歌詞と、曲の由来などを紹介して

ん、今からでも子ども、孫たちにしっかり教えてあげて

います。「とんぼ」の童謡折り紙、「小狐」に合わせて

ください。ハーモニカと「ふんふん」を持って全国を駆

する童謡体操、クロースワード・パズルなど、子どもと

け回っては、そう訴えています。

一緒に楽しめる連載も満載です。

とんぼ

こぎつね

一直線で、こんな心境になれたわけではありません。

多くの配布先＝下の表参照＝に無料で送っているほ

父は1991年の世界ハーモニカコンテストで優勝したほ

か、協賛会員を募っています。個人でも入れます。送料

どの腕前でした。私が跡を継ぐことを期待して「お前も

だけご負担くだされば、毎号２部送ります。１部はご自

ちゃんと学べ」と押し付けようとしました。私は反発し

身で読んでいただき、もう一部は、ぜひ身近な方々に紹

て10歳頃からハーモニカを吹かなくなり、学校を卒業し

介して広めてください。

て絵本の編集者になりました。
43歳で会社を辞め、あこがれていたモンゴルへ行きま

「童謡伝道マガジン ふんふん」

した。果てしない大草原に目を奪われた一方、親に捨て

毎月１日発行

られた子どもが大勢いるのを見つけました。ポケットに

配布先

忍ばせていたハーモニカを取り出し、30年ぶりで吹きま
した。どの子も目を輝かせて聴いてくれました。
もし、私の演奏が音痴のように音外れだったら、こう

全国の都道府県立図書館、文学館、児童

館、幼稚園など多数
発行所

Ｈ･Ｕ･Ｎ企画（大阪市北区松ケ枝町6-12

西栄ビル２Ｆ）

はならなかったでしょう。このときばかりは、幼いとき

☎ 06-6352-8005

からハーモニカに親しませ、歌の心を育ててくれた父に

Ｅメール

感謝しました。この体験をきっかけにして、ハーモニカ

ＵＲＬ

で童謡のすばらしさを伝えようと決心したのです。

発行部数 18,000部

Fax 06-6353-1393

hunhun@cardandmedia.co.jp
http://www.hunhun.jp/

たの

魅せました！ 我らが釜ヶ崎

みずあき

写真家・若原瑞昌さんが監督した映画「恃まず、恃む。釜ヶ崎」。釜ヶ崎に生きる人々が画面いっぱいに登場し、自分史と街に寄せる思いを語った

釜ヶ崎芸術大学

釜ヶ崎芸術大学 in 横浜トリエンナーレ
大阪の釜ヶ崎芸術大学が横浜トリエンナーレ（横浜市、朝日新聞社
など主催）に出場し、９月20、21両日、横浜美術館で特別講座を開講
か

な

よ

した。上田假奈代さんをはじめとする同大学の講師と学生、連携する
支援団体の人たちが参加し、炊き出し・狂言・詩・哲学・映画・演劇
などの授業とイベントを展開。現代アートの国際展に訪れた人々へ、
日雇い労働者の街から学びの熱気を届けた。（文と写真・黒沢 雅善）

日雇い労働者の寄せ場が

ある大阪のあいりん地区（通称：釜ヶ崎）
で、労働者と多彩な人々がともに学ぶ場を
目指し、詩人の上田假奈代さんが代表を務
めるNPO法人こえとことばとこころの部屋
が2012年に設立。様々な知識・技能を持つ
人々が講師になり、今年も夏から、無料で
誰でも参加できる講座を多数開いている

法人釜ヶ崎支援機構の山田實理事長がハンドマイクを手に、食事する人々や

並んで順番を待つ人々に、釜ヶ崎の歴史や日雇い労働者を取り巻く現状を話
した。これも講座の一環だ

ずかしい」と頭を抱える子には、講師の上田假奈代さん（和服の人）が優しくアドバイス

創作狂言「カッパ」を演ずる釜ヶ崎芸術大学の学生たち。脚本も舞台背景の絵も、
自分たちでつくったオリジナルだ。狂言師の茂山童司さんから指導を受けた日頃の
成果を披露し、舞台から飛び出して踊る熱演に、客席から笑いと手拍子がわいた

い。書かれている人は、みつめられたら、目をそらさない。制限時間10分。「うーん、む

美術館前の広場に TAKIDASHI
（炊き出し）カフェのテント。釜ヶ崎の人気
メニューの親子丼、カレーライスを無料でふるまい、運営にあたったＮＰＯ

大人と子どもがペアになり、お互いの顔を観察して詩をつくる。言葉を交わしてはいけな
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

災害時に要援護者が生き延びるための
ガイドブックを作ります
株式会社エクスプラス 災害研究所所長

▼肢体障がいの皆さ
んとの意見交換会

これなが

伊永 勉

災害時に自力で避難や安全行動がとりにくい「要援護
者」と、その家族の皆さんに役立つハンド対応のガイド
ブック作成に着手しました。
突発的な災害が起こると、多くの人は自分のことが精
一杯で、他人のことまでかまっていられないかもしれま
せん。避難所で数百人を超える避難者の中で、わずか数
人の障がい者を優先する余裕はないという声も聞かれま
した。
災害というのは、「自分のことは自分で守る」のが基

な要援護者とその家族が、地震で揺れたら、大雨警報が

本です。しかし、誰かの手助けがないと、何もできない

鳴ったら、避難勧告が発令されたら…その時どうすれば

人がいるのです。高齢化がどんどん進む時代です。いつ

安全なのか。自分でできること、他人に助けを求め方、

あなた自身が助けを求めるようになるかわかりません。

これだけはしてほしくないこと等々……健常者にはわか

数年前から、政府の指導で全国の都道府県市町村では、

らないこともあります。

要援護者の支援のあり方に取り組んできました。各地の

だから、自分と家族がまず知っておかなければならな

自治会では助け合いの事前計画を立て始めています。要

いことと、助けを求める方法をわかりやすく表現しよう

援護者の名簿作りも個人情報の扱いに苦慮しながら進ん

ということです。
大阪市住吉区社会福祉協議会と協力して、各障がい者

でいます。
そこで、私たちが考えたのは、地域による要援護者支
援の前に、要援護者本人と家族が、災害にあっても生き
延びるための手引きを作ろうということです。
肢体不自由者、視・聴覚障がい者、精神障がい者、知

とその家族の皆さん数百人との意見交換会を順番に開い
ています。来年２月の発表を目標にしています。
本人と家族が身に着けるハンドブックを作って発行で
きればと思っています。私にとってのライフワークにな

的障がい者、発達障がい者、乳幼児、妊婦……さまざま

ります。

飛鳥光の回廊＆飛鳥学腕試し
―あすか秋だより

び上がる…すっかり秋の風物詩として定着した「飛鳥光

飛鳥応援大使＆フリーアナウンサー

坂口 智美

ゆらゆらと揺らめくろうそくの光が、古都飛鳥に浮か

の回廊」が９月13日～15日、開催された。彼岸花が咲く
少し前のこの時期に実施されて12回目を迎える。我ら飛
鳥応援大使も古都飛鳥への玄関口、近鉄飛鳥駅周辺と沿
道で点火と消火のお手伝い。あわせて800個のカップろ
うそくに重しの砂を入れ、固形ろうを置き、日没と共に

2014.10
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点火していく。村のあちこちで光の回廊（カップろうそ
く約２万個）やライトアップが展開される。光の回廊の
時間に合わせてお寺や施設などの拝観・入場料が無料に
なり、巡回バスも無料運行する。幻想的な秋の夜を楽し
みに毎年訪れる人も多い。今年は約２万人が入村した。
とばり

夜の帳が下りて村内は真っ暗。虫の音が一層強く聞こ
える中、高松塚会場を歩いてみた。光の階段を上ると色
鮮やかな光の地上絵（青龍）が現れた＝前ページの写
真。高松塚古墳はほのかにライトアップされ、周りの明
かりはあたかも千灯供養に見えた。空には満天の星、澄
にぎ

んだ空気と草の匂い、ろうそくの温かさ、賑やかな虫の
声。まるで1300年前にタイムスリップしたような、五感
し

に沁みいる体験だった。

採点して「冠位十二階」を参考に得点レベルごとに冠
あすかにいます

さて、10月12日（日）、「飛鳥学冠位叙任試験～入門

位が与えられる。成績優秀者は12月７日（土）に飛鳥坐

編～」が開催される。いわゆる飛鳥版科挙で、明日香村

神社で行われる冠位叙任式に招待され、古代衣装姿で華

まるごとが会場のクイズラリーイベントだ。飛鳥ファ

やかに叙任される＝写真上は昨年の叙任式、森和彦さん

ン、古代史ファンに好評で、今年で４回目。飛鳥駅をス

撮影。「我こそは！」と思われる方は、是非腕試しをし

タート・ゴールとし、５か所のチェックポイントで解答

ていただきたい。事前申し込みが基本だが、当日参加も

する。提出時には不正をしていないことを占う「盟神探

可能。詳細は、公益財団法人古都飛鳥保存財団：電話

湯神事」も行われるユニークな催しだ。

0744-54-3338、http://www.asukabito.or.jp までどうぞ。

く

が

た
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花を
訪ねて

王朝貴婦人のポプリ

おみなえし

お ばな

フジバカマ

ききょう

キク科

花言葉：優しい思い出ほか
なでしこ

ふじばかま

くず

はぎ

女郎花、尾花、桔梗、撫子、藤袴、葛、萩──秋の
七草にも栄枯盛衰があるらしい。
最も羽振りが良さそうなのはクズ。都会の荒れ地に
もたくましく育つ。海外にまで進出して各国ではびこ
り、国際自然保護連合の種の保全委員会が定めた世界
の侵略的外来種ワースト100の動植物に入っている。
対照的なのが、このフジバカマ。かつては河原など
に普通に生えていた。遠い昔に中国から渡来して野生
化したという。ところが今は、河川改修が進んで適地
が減り、めったに見られない。環境省のレッドリスト
き

ぐ

で、絶滅危惧一歩手前のＮＴに指定されている。
ときどき栽培されるが、ほとんどが近縁のサワヒヨ
ドリなどとの交雑種。原種は少ない｡ 色鮮やかな花々
が咲き競う現代の庭では、いかにも地味だ。
やどりせし人のかたみかふぢばかまわすられがた
きかににほいつつ

（古今集 巻第四 紀貫之）

乾燥した葉が芳香を放つ。王朝期の女性たちは、香
袋に入れて着物に忍ばせ、浸した水で髪を洗った。
種としての勢いの衰えは、こうした、かそけき風雅
が失われたのとも無縁でないかもしれない。

（雅）

京都市左京区・京都府立植物園で
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イベント・出版等の情報
計量検査所「はかる」シンポジウム係。当日消印有効

第３回「はかる」シンポジウム
大阪市計量検査所所長
【第一部

・ファクス

今西 正則さんから

基調講演】「ものをはかる単位と文化」吉村

ひでまさ

英祐氏（大阪工業大学教授）
【第二部

話番号ファクス番号を明記してください
・Ｅメール keiryou5889@city.osaka.lg.jp へ。申込者の
住所、氏名を明記してください
※１件でお１人分に限り｡ 複数での参加を希望される場

（はかる）

パネルディスカッション】「計量を学術・芸

術・産業の観点から考えよう！」コーディネーター
藤原 明氏（りそな総合研究所㈱リーナルビジネス部
長）／今西 正則氏（大阪市計量検査所所長）▼パネ
リスト

06-6577-5808へ。申込者の住所、氏名、電

合は、人数分を別々にお申し込みください。座席が必
要な連れのお子さまの分も別にお申し込みください
◇主催・お問い合わせ先
6577-5888

大阪市計量検査所（☎ 06-

平日９時〜17時半）

吉村 英祐氏／髙崎 充弘氏（㈱エンジニア社

長／織作 峰子氏（大阪芸術大学教授）／村上昇氏（㈱
村上衡器製作所社長）
【第三部

抽選会】参加者にＧＴパック（10人）、血圧

講演会「ひと足お先に、七福神」

計（５人）、200ｇ分銅（50人）をプレゼントします
◇とき

上方文化評論家

11月30日（日）13時半〜16時（開場12時半）

◇ところ

りそな銀行本社ビル講堂（大阪市中央区備後

町2-2-1）

福井 栄一さんから

「上方ものがたり」の第４回。見出しの演題で私が話
します。入場無料・ご予約不要。ぜひお出まし下さい。

※地下鉄堺筋線堺筋本町駅17号出口北へ徒歩約３分。地
下鉄御堂筋線本町駅３番出口東へ徒歩約12分

◇とき

11月８日（土）13時半〜 15時

◇ところ・お問い合わせ先

箕面市立桜ケ丘人権文化

◇定員560人。参加無料。申込者多数のときは抽選

センター（ヒューマンズプラザ）２階大会議室（箕

◇申込方法・期間

面市桜ケ丘4-19-3

住所、氏名、電話番号を明記して次

のいずれかへ10月31日（金）までにお送りください。
参加が決定した方には、当日用の参加票を送ります
・はがき

〒552-0005 大阪市港区田中3-1-126

大阪市

朝日カルチャーセンター
朝日カルチャーセンター中之島教室
☎ 06-6222-5222
土曜

Fax 06-6222-5221

〒530-0005

☎ 072-721-4800

human-minoh-osaka.org/）
※最終の第５回「暦と方位のはなし」は2015年２月14日
（土）13時半〜15時、同じ会場で開きます

中之島教室 公開講座

大阪市北区中之島2-3-18

中之島フェスティバルタワー18階

URL：http://www.asahiculture.com/nakanoshima/

９時半～18時半（第２・４日曜は13時半まで）

URL http://www.

窓口営業時間：月～

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

目と脳の体操で視力・老眼回復―知りたい40歳からの健康法
「近くが見えにくくなってきた」「薄暗い場所で物が

若々しくいるために、目と脳のトレーニングで身体の中

見えにくい」「最近、物忘れがひ

からイキイキと健康になりませんか。どなたでもできる

どくなった」など思い当たること

簡単な目の体操を学び、楽しみながら受講できるプログ

はありませんか？ これらは老眼

ラムです。驚異の中川メソッドをぜひ体験してみてくだ

の症状です。“見る力”を養うこと

さい。

で、老眼、視力低下、目の病気を

書籍販売なども予定しています。

予防することができます。同時

◇とき

11月29日（土）13時～14時半

に、記憶力も高められ、物忘れ

◇講師

中川 和宏・ビジョン・フィットネスセンター

の防止に繋がります。“見る力”を高めるための方法は、
「目の体操」と「脳のトレーニング」です。いつまでも

所長＝写真
◇受講料

カルチャー会員 2,808円

一般 3,456円
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第61回 日本伝統工芸展
主催：日本工芸会、朝日新聞社、ＮＨＫほか

ＮＨＫ会長賞

日本工芸会奨励賞

日本工芸会新人賞

さいこく じ はち

とちふきうるしじゅっかくかざりばこ

石橋 裕史

市川 正人

きりかねがらすちょうほうざら りゅうえん

截金硝子長方皿「流衍 」
山本

茜

京
◇と

き

彩刻磁鉢

都

木芯桐塑布紙貼「しだかじ」
満丸 正人

大

時（最終日は17時閉場）。入場は閉場30分前まで
髙島屋京都店７階グランドホール

◇列品解説

栃拭漆十角飾箱

展

10月８日（水）～13日（月・祝）10～20

◇ところ

日本工芸会新人賞
もくしんとう そ ぬのかみばり

◇と

き

阪

展

10月16日（木）～22日（水）10～20時（最

終日は17時閉場）
◇ところ
・第一会場：あべのハルカス タワー館11階

14時～。日曜は14時と15時
陶芸

神農

９日（木）

木竹工

中川 清司

10日（金）

漆芸

北村 昭斎

11日（土）

金工

山本 夏顕

12日（日）

染織

森口 邦彦

14時

10月16日（木）

染織

村上 良子

人形

林

15時

17日（金）

陶芸

石橋 裕史

18日（土）

漆芸

江藤 國雄

19日（日）

木竹工

村山

10月８日（水）

13日（月・祝）諸工芸
◇自作を語る

巌

駒夫

百貨店本店美術画廊・アートギャラリー
・第二会場：あべのハルカス24階

大阪芸術大学ス

カイキャンパス
◇列品解説

村上 茂子

11時～

14時～

明

10月９日（木）

陶芸

石橋 裕史

20日（月）

金工

角谷 征一

10日（金）

人形

満丸 正人

21日（火）

人形

秋山 信子

11日（土）

諸工芸

山本

22日（水）

諸工芸

村上 茂子

12日（日）

木竹工

市川 正人

◇入場料

茜

◇自作を語る

12時～

10月18日（土）

陶芸

石橋 裕史

※ご希望の方に招待券を送ります。お申し込みは公

19日（日）

人形

満丸 正人

益社団法人 日本工芸会 近畿支部事務所（☎ 075-

20日（月）

諸工芸

山本

252-5205＝ 平 日10時 ～16時 半 Fax 075-252-2177

21日（火）

木竹工

市川 正人

500円

Ｅメール
◇展示作品数

kinki@nihonkogeikai.or.jp）へ
290余点を予定

近鉄

茜

◇入場無料
◇展示作品数

240余点を予定

京都展と大阪展は、陳列作品が一部異なります。両展とも、全国の入選作品 599 点の中から
重要無形文化財保持者（人間国宝）、受賞作家、近畿在住作家の作品を中心に陳列します
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創刊の原点を思い出させる宝物
手刷り新聞印刷機「お多福」
朝日新聞社に残る最も古い手刷り
印刷機。1879（明治12）年１月に創
刊した頃の朝日新聞を印刷した。現
在は大阪・中之島フェスティバルタ
ワー13階にある大阪本社の玄関ロビ
ーに展示してあり、誰でも自由に見
ることができる。
米ニューヨークのＲ・ホー社製。
胴が膨らんだ独特の形から「お多
福」「ダルマ」と愛称された。
高さ約1.4ｍ、幅約0.8ｍ、奥行約
1.0ｍ。刷れる紙のサイズはＡ４判
程度。今改めて眺めて驚くのは、そ
の小ささ、シンプルさだ。
「朝日新聞社史・明治編」（1990
年）には「ハンドルを回すと活字を
のせた台が左右にうごき、上から平
たい圧盤が押しつける。（中略）一
時間の印刷能力は、せいぜい三百枚
であった」と載っている。朝日新聞
の発行部数は創刊５カ月後の６月末
に2500部を超え、さらに増え続けて
いた。印刷課員たちは毎朝６時に出
勤して、ぶっ通しで刷った、と別の
記録にはある。
現代の朝日新聞の工場で動いてい
るオフセット輪転機は、１台の重さ
が100ｔ近く、ビルの３階に達する
高さがある。５台連結した１セット
が１時間に、40ページの新聞を最高
８～９万部印刷できる。関西の中心

朝日新聞大阪本社

である大阪工場は４セット備え、朝

中之島フェスティバルタワー内

刊約60万部を３時間余りで刷る。そ
れと比べると豆粒のような仕様だ。
当時もパワー不足がすぐに明らか

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18
☎ 06-6231-0131（代）

り、輪転機が何度も最新型に入れ替

て、ここ大阪で産声をあげました。

わっても、大切に守り伝えた。

そして、この小さな機械でつくった

になったのか、創刊の約半年後には

私が新米記者だった頃、研修の先

刷りたての新聞を、すぐ近くの街で

早くもロール式の新鋭印刷機が増設

生役の先輩記者が、この印刷機の前

暮らす読者に届けたのです。この志

された。エースの座は短かった。

で話してくれた。

をいつまでも忘れないでほしい」

それでも社員たちはスクラップに

「朝日新聞は、ものごとを大所高

朝日新聞社で働く者にとっては、

しなかった。かわいらしい姿を愛し

所から見下ろして論じるのでなく、

創刊時の原点を折に触れて思い出さ

たのかもしれない。戦火をくぐり、

市井のニュースを普通の人々の目線

せてくれる、かけがえのない宝物で

社屋や工場が引っ越して建て替わ

に立って掘り起こす『小新聞』とし

もある。

こ

（黒沢 雅善）

2014.10
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼秋はお弁当を持って外へ出かけたくなる季節です。そ

さんよご無事でと

今夜もかあさんと祈ります」。戦争

のせいか、最近、おいなりさんが気になっています。

に行った父を案ずる母子。作詞者の斎藤信夫が戦意高揚

私は東京育ちなので、いなりずしの形は俵形が一般的

の歌だった原詞を終戦後に改め、ＮＨＫラジオの「復員

でしたが、関西のおいなりさんは三角形ですよね。イン

だより」で歌われて大ヒットした。ところが、学校では

ターネットで検索していたら、三角に切れる正方形の油

１、２番だけ教えた。そして反戦の願いが忘れられ、単

揚げを関東では売っていない、という声がありました。

なる叙情歌になってしまったというのです。南方派兵の

関東での販売の真偽はともかく、「正方形のすし揚げ」

事実が人々の記憶に残るのを、文部省が嫌ったのでしょ

という存在を知って、妙に感心してしまいました。

うか。もし、そんな作為が働いたなら､ フェアでありま

新聞の料理記事を本にした「ていねいなおかず」（朝

せん。会報づくりも同じで、取材相手の言葉に虚心に耳

日新聞出版）には、関西風のおいなりさんが載っていま

を傾けねばいけない、と改めて自戒しました。（黒沢）

す。中身も白ご飯にゴマやゴボウ、シイタケを混ぜ、お

▼９月９日の満月はスーパームーンと呼ばれる大きく見

いしそうです。この秋は自分で関西風のおいなりさんを

える満月でした。10月８日の満月には月食が見られるよ

作ってみよう、と意気込んでいるところです。（臼倉）

うです。季節が移り空も澄んでくるとつい空を見上げる

▼今号に登場していただいたもり・けんさんから聞いた

機会が増えますが、月までの約38万kmとか、マチカネ

話です。童謡「里の秋」には３番がある。「さよならさ

ワニが生息していた約45万年前とか、壮大なことにも思

よなら椰子の島

いを馳せてみましょうか。

や

し

お舟にゆられてかえられる

ああとう

（北野）

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからの原稿を、お待

ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、でき

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

るだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎します。

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。11月号掲載

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

ご希望分は10月20日（月）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：臼倉 恒介、黒沢 雅善、北野 順子、田中 故郷、柏崎 歓､ 朴 琴順、中川 透
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

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

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場

見学しませんか

新聞印刷の最前線

〒 553-0001
お申し込み・問い合わせは

朝日新聞大阪本社内

☎ 06-6454-3636 月〜金曜
（祝日除く）10〜16 時

大阪市福島区海老江 3-22-61
URL：www.toppan-tmk.co.jp/
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【全 面 広 告】

