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歴史を探ると現代が見えてくる
作家

葉室 麟さんと『決戦！大坂城』を読む

斬新な視点で７人が掘り下げ
『決戦！大坂城』（講談社）は、7人の作家による異色の歴史・時代小説アンソロ
ジーだ。第12回中之島どくしょ会（朝日新聞社主催）が７月５日、大阪市北区中之
ほうおう

りん

島２丁目の朝日新聞アサコムホールで開かれ、巻頭の「鳳凰記」を書いた葉室麟さん
が、互いの筋書きがわからない競作のだいご味や、現代において歴史を掘り下げるこ
との意味を語った。聞き手は、講談社第五事業局文芸第二出版部の塩見篤史副部長。
た。まずはそこから。最初にこの企画のオファーがあっ

凜とした正室マザーの淀殿像
塩見

たとき、どのように思われましたか。

今回、講談社から『決戦！大坂城』というアン

葉室

アンソロジーは、いうなればお芝居の役が振ら

ソロジーを出しました。昨年11月には第１弾の『決戦！

れて、バトルロイヤルで書かなきゃいけません。本当に

関ヶ原』で、葉室さんに石田三成を書いていただきまし

関ヶ原へ出ていくような霧があって、誰がどこから出て
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くるのかわからない怖さとかスリルがあります。

うぶかたとう

が、鎌倉幕府は武家将軍がすごく成功したという政権で

『関ヶ原』では、伊東潤さんが徳川家康、冲方丁さん

はありません。３代で武家将軍は終わって、あとは京都

が豊臣秀吉でしたが、ほかの方が何をやるか全然わかり

から親王を呼んだ将軍です。ですから、本当の意味で、

ませんでした。自分が書いたことを裏切るような人が出

江戸で成功するかどうかわからなかったわけです。

てくるんじゃないかと思ったら、伊東さんは、私が三成

実際、西国にはなかなか手がつけられず、ある種、そ

だということを知っているのに、家康と三成の共謀で関

のままの状態にせざるを得ませんでした。最終的に豊臣

ヶ原をやったという話を書いて、そのままにしていた

政権をつぶすには、十数年かかりました。関ヶ原から大

ら、私はいったいどうなっていたんだろうと思ったりし

坂城までの間は、よく二重公儀体制と言いますが、そう

ました（笑）。『大坂城』もそういう流れで、面白い企

いう状態が実際にあったんじゃないでしょうか。

画だと思って参加したということです。
塩見

今回、葉室さんには淀君を書いていただきまし

た。淀君については、どのように。
葉室

僕の地元の九州大学に福田千鶴さんという教授

塩見

淀殿を、秀吉の遺志を継ぐ者という形で描かれ

たのかと思いますが、秀吉
と淀殿の関係を、どのよう
なものととらえておられま

がおられ、淀殿と豊臣秀頼の研究書を書かれています。

すか。

淀殿は秀吉の正室の一人だったと強調されていて、淀殿

葉室

秀頼が秀吉の本当

に対するイメージが少し変わりました。一般的に言われ

の子だったかどうかという

る、秀吉の側室で、子が生まれたからたまたま大坂城の

ことが昔からよく言われま

主になったということではなく、もっと強い存在だった

すが、少なくとも、秀吉は

んじゃないかという印象を得たんです。同時に、中野等

自分の子として認めていき

さんという秀吉の朝鮮出兵の研究をやっている九州大学

ます。やっぱり淀殿を愛し

の教授が、朝鮮出兵は日本の朝廷に朝貢をさせたくてし

ていたことは確かだと思い

たのではないだろうかとお話しになっていました。

ます。女の人も、一般的に

秀吉は武家の出身ではないので、武家社会では差別さ

は、愛されたら好きになる

れ、軽んじられていたけど、朝廷と関わって初めて、自

のではないでしょうか。そ

分のアイデンティティーが確保されたのではないだろう

ういう意味では、お互いの

か、そういうものとして朝廷があったのではないかと考

間に愛情関係があった。そ

え、そういう秀吉の思いを体現する淀殿という位置づけ

う考えてもいいなと思いま

で書きました。

す。

塩見

関ヶ原から大坂の陣は歴史の地続きです。関ヶ

塩見

政治的な立場とし

原で三成を書かれ、大坂城で淀殿を書かれた。その間に

ては、淀殿は秀吉の跡をど

あるものをどのようにお考えになっていますか。

のように継いだのでしょう

葉室

僕は、関ヶ原でどうも家康は勝ち切れていない

んじゃないかという印象が強かったんです。西軍が負け

か。
葉室

豊臣家は朝廷とと

て800万石ぐらいの所領が没収になり、これを勝った側

もに生きる関白の家である

が分け合いますが、600万石ぐらいは豊臣系の武将が手

という意識が、相当強かっ

にします。徳川本軍は、秀忠が真田に手こずって間に合

たのではないかと思いま

いません。福島とか黒田、池田という豊臣系の武将が前

す。今回の短編では、家康

面になって戦って勝つ。そして、西国に豊臣系の大きな

に対して挑発的な行動に出て、戦おうという意志が出て

武将がいっぱい出てきます。彼らは、秀頼が成人して家

きたという風にしています。家康が朝廷に対する規制を

康と対面するときに付き添うぐらい、秀頼への忠誠心を

強めて、和子を入内させて外戚になろうとしました。か

保ち続けます。家康は天下をとったというけれども、伏

つての藤原家みたいな形の朝廷支配に乗り出してきてい

見とか大坂にいて天下に号令するというわけには、実質

ます。関白家としては黙っていられません。反発を強め

的にいかなかったと思うんです。

たということはあるんじゃないでしょうか。

講談社 刊

それで江戸で幕府を開くという形になります。今、僕

同時に、戦国時代にすごく衰微し、天皇の即位式すら

らは江戸史観で見るから、それを当たり前だと思います

満足に上げられないでいた朝廷にとって、豊臣家は頼も

が、当時の人にとっては、将軍は京都にいるものです。

しい人たちでした。明治になって、秀吉の神号を回復し

だから、遠い江戸に持っていくのは、本当は冒険だった

て豊臣家の名誉回復をしました。そのときの理由は、秀

のではないでしょうか。家康は鎌倉幕府に学んでいます

吉はあれだけの大きな権力を持っていたのに幕府を開か
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なかったということでした。だから、朝廷と幕府という

です。戦っても強いし、政治も強い。性格的にもしぶと

のは、基本的には敵対関係だということです。特に東国

い。その巨大な権力者に、シングルマザーが立ち向かう

の幕府は一番の敵対関係で、頼朝の政権は、朝廷に反抗

イメージを重ね合わせた気がします。

してできたものです。それと同じものが、徳川によって
つくられました。そういう中で、朝廷にとっての豊臣の
意味があったと思います。淀殿は、そういう自分の位置
関係をわかっていたという気がしています。

塩見

今回は葉室さんのほか６人が書かれています。

葉室さんが読まれて、どれが面白かったですか。
葉室

まさ き

木下昌輝さんの真田信繁（幸村）ですね。木下

さんは今、本当に注目の書き手さんで、『宇喜多の捨て

普通に母親としても、秀頼は将来、関白になって位人

嫁』も大変面白かったです。僕の作品中にも一瞬だけ真

臣を極めると思って期待しています。それを邪魔する徳

田幸村が出てきます。そのとき考えました。いわゆる義

川は憎いという気持ちになったんじゃないでしょうか。

に生きる幸村像みたいなものを、ちょっとでも書くかど

葉室さんは淀殿

うか。でも、やめておこうと思いました。木下さんがど

を、非常に凛とした女性と

うやってくるかわかりませんから。実際、あそこまでひ

して描かれていますが、ほ

っくり返すとは思いませんでした（笑）。

塩見

りん

かの小説やドラマでは、ヒ

あと、冲方丁さんの秀頼。あの格がある秀頼を書くの

ステリックな女性として描

は難しいです。秀頼は何かをするわけではない。でも、

かれることが多いように思

この人は偉いんだなということを伝えなければいけな

います。どんな感想をお持

い。単に説明しても伝わりません。その人が持っている

ちですか。

雰囲気を出さなきゃいけない。そのことに成功していら

淀殿像は、江戸時

っしゃると思います。冲方さんは帰国子女ですね。日本

代にかなりつくられている

の歴史のとらえ方に不思議な大きさがあり、大きな視点

んですね。歴史的に女の人

の中で人物を書かれているという印象があります。

葉室

がそれなりの存在だったと

伊東潤さんは、家康をされるだろうと思ったら、違い

き、スキャンダルめいたこ

ました。私は、淀殿として天守閣に登って、敵陣に家康

とも含めて、後で悪女っぽ

がいるだろうと思って探したんです。だけど、いない。

く描くのは、よくある話で

おかしいなと思って城内へ降りてきたら、城内に伊東さ

す。そんな淀殿像に支配さ

んがいる（笑）。大変面白くて、すてきな作品でした。

れなくていいのではないか

今の書き手の中でもパワーのある方です。これからも

と思いました。

『決戦！』シリーズの中心になっていかれるんじゃない

塩見

葉室さんは、歴史

小説作家の中でも特に、女
性を書くのが上手と言われ
ています。その心構えを。
葉室

僕は元々、女性を

書くのは下手というか、書

でしょうか。

欠かせない舞台＝京都と大阪
塩見

では、話のほこ先を変えて、大阪城ないしは大

阪という町について伺いたいと思います。
葉室

僕はあまり大阪には来ていないんです。現在は

けないと思っていたんで

京都に仕事場を持って、月の半分ぐらいそこで仕事をし

す。週刊誌に『橘花抄』を

ています。京都と大阪は歴史小説に欠かせない場所なの

連載したときに、女性を主

で、出てこなきゃいけないなという気がしています。

きっかしょう

人公にしようということになって、それから書き始めた

江戸政権ができて、日本の国家政策が大きく転換しま

と思います。正直言って、よくわからないんです。もの

す。信長、秀吉と続いた近畿政権は重商主義的で、要す

すごくおおざっぱに言えば、妄想を膨らませて、こうい

るに貿易をしました。秀吉の朝鮮出兵も、ある意味で、

う女性が好きだなという人を、自分なりに書いていると

貿易利権をめぐってのものと解釈できると思います。そ

いう感じですね。

の前の室町幕府も、貿易を非常にやっていました。それ

塩見

淀殿は、葉室さんの好みのタイプですか。

が江戸政権では、次第に農本主義的になってきます。

葉室

いや、いや、僕は偉い女の人は苦手なので。た

江戸幕府が鎖国に向かった一つの大きな理由に、西国

だ、シングルマザーみたいな感じをイメージしました。

大名が貿易で力を蓄えることを防ぐということがあった

男社会で家康みたいな権力者がいて、その中で女性が、

のではないかと思います。そうしなければ幕府がもちま

自分を曲げないで生きようとする。そういう姿がふっと

せん。それが成功して250年ぐらいもつわけですが、幕

わいてきました。家康は、権力者としてある種、完成形

末には、密貿易をやっていた長州や薩摩にやられていき
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ます。そういう意味で、歴史的な大阪に関心はあります

ています。本能寺に関しては、葉室さんはどのように感

ね。

じていらっしゃいますか。

面白いなと思うのは、司馬遼太郎さんが言われた「大

権力者が好きでないので、信長になろうという

葉室

坂城は歴史的にいつも戦争で負けている」ということで

気はあまりありません。できれば信長を倒す側に回りた

す。石山本願寺は織田にやられ、大坂の陣で徳川にやら

い。策略をめぐらせて倒すというよりも、直にやりたい

れ、幕末の戊辰戦争のときは、徳川慶喜は大坂城にいる

なという派なので、斎藤内蔵助（利三）あたりのことを

が、鳥羽伏見の戦いで負ける。勝ちを得ていない城なん

考えます。帰蝶（濃姫）でもいい。

ぼ しん

よしのぶ

だと言われています。それが日本の歴史にとって何なん
だろうと、いろいろ考えさせられます。
塩見

これまでの作品では、あまり大阪のことは書か

れていないですか。
葉室

そうですね。京都は江戸時代でも幕末でも出て

のうひめ

信長がなぜ本能寺で死ななければならなかったのか
を、『決戦！』シリーズの中で歴史的な七面倒くさいこ
とを言って舞台をつくるのも自分の役割かなと思いま

たんそう

日田の儒学者の広瀬淡窓を
描いたものです。大塩平八
郎の乱と同時期なんです。
淡窓という、情操教育を大

と欠かせないんです。日本
の歴史で根源的なところが
あるので、自分の目で見た

メージを投げかけている存
在だと思います。今もすご
く 人 気 が あ る の は、 や は
り、改革者、革命児のイメ

ろうと思います。
12

ひぐらし

た。歴史小説を書いている

う信長を見たい」というイ

えないといけないところだ

文学賞を受賞して作家デビュー。

半年前に移りまし

みんなが「こうい

ったかは、もうちょっと考

ふ

されたのはなぜですか。

葉室

ージですね。実像がどうだ

年、「蜩ノ記」で直木賞。『銀

仕事場を京都に移

漢の賦』『いのちなりけり』『秋

ています。

月記』『花や散るらん』など著書

指す人を、対比させて書い

ほうおう

たいに急激な社会変革を目

多数。『決戦！大坂城』では巻頭

改革を目指す人と、大塩み

の「鳳凰記」を執筆した

事にして、ゆっくりとした

は むろ りん

「霖雨」という小説です。

葉室 麟さん

りん う

１ ９ ５ １ 年、 北 九 州 市 生 ま れ。

があったかなと思うのは、

西 南 学 院 大 学 文 学 部 卒。 新 聞 記

です。僕の中で一番関わり

者、ラジオニュースデスクを経て

ときにちょっと書くぐらい

信長には、どんな印象をお持ちですか。

塩見
２００５年、「乾山晩愁」で歴史

またま新撰組が下ってくる

葉室

きちょう

としみつ

す。今までにない本能寺を書きたいなと思っています。

くるんですが、大阪は、た

塩見

くらのすけ

もう一つ大事なのは、戦
国時代はグローバリズムに
さらされる時代です。南蛮
からいろいろ来たりして。
幕末も同じです。日本人は
西洋に「すごいな」「ちょ
っと怖いな」という感じを
持つけれど、そこで思い出
すのは、「信長ならば」と
いうことなんですね。信長
ならば一歩も引かないで、
彼らよりもすごいやり方で

いと思いました。僕は九州の人間で、地方にいて初めて

倒したのではないだろうかと。だから、本能寺では死な

歴史がわかるという考え方なので、中央には出ていきた

なくて、大陸、それもインド、さらにはヨーロッパにま

くないのですが、京都は必要だなと。それと、今年が最

で出ていくという風に妄想が膨らみます。おそらく、日

初の本を出してから10年。新しい出発をしたいという気

本人の根源にある、欧米に対する自分たちの対抗軸とな

持ちになったような気がします。

るヒーローを、どこかで信長に求めているんだろうと思

塩見

新しい発見はありましたか。

葉室

道を歩いていると、歴史的な、有名な地名がす

それと特徴的なのは、信長は征服した土地にどんどん

ぐ出てくるのにびっくりします。本能寺とか六角とか。

拠点を変えていくんですね。故郷に縛られない人です。

日本地図を思い描くとき、僕が九州にいるときは福岡か

個人が確立しています。それが実像かどうかはわからな

ら地図が出てくるんですね。こっちに来ると、さすがに

いけれど、夢を投げかける存在だなと思います。

京都を中心に、今日は大阪を中心に地図が頭の中に浮か
んでくる。それは変わってきたなと思いますね。
塩見

実は『決戦！』シリーズの第３弾が決まってい

まして、京都を舞台に『決戦！本能寺』をやろうと思っ

うんです。

塩見

大阪になじみの深い秀吉、太閤さんも、同じよ

うに権力の階段を上った人です。
葉室

僕が京都に来たとき、たまたまテレビで「ブラ
お

ど

い

タモリ」の京都編をやっていました。御土居をめぐると
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いって。僕は、遠くから見ていたときは、御土居は秀吉

をすごく考えたことです。豊臣をつぶすのに十何年もか

が京の町を自分のものとして支配するためにつくったん

けました。豪胆でなければ、できないなと思います。も

だろうという気がしていました。でも、これを見ると、

うちょっと前に大坂の陣を起こしていたら、まだ加藤清

そうでもなくて、本当に京が大事で守ろうとしたんじゃ

正たちがいて失敗したかもしれません。もうちょっと先

ないかなという気がしてきました。さっき言った、日本

だったら、自分の寿命が尽きていたかもしれません。あ

人の中にある、天皇と個人の結びつきの最初というか、

そこしかありませんでした。そういう形で大坂の陣がで

根源的な人ですね。秀吉がいろんなものに縛られた社会

きるリアリスティックな感覚と胆力が、やっぱり彼を天

からはい上がって、自由になったときに出会ったのが朝

下人にしたのではないかなと思います。

廷だったという面はあろうかなと思います。

塩見

朝鮮にまで出兵したのは、三角貿易みたいなものの利
権がとりたかったんだろうと思います。侵略めいたやり

この３人の中で、葉室さんが一番、自分を重ね

合わせられそうな人物は誰ですか。
葉室

わかりませんね。ただ、生き方的に言うと、僕

方に陥ったことが問題でしょうが、でも、秀吉のときに

は自分を、ヒーローという風にイメージを大きくしてい

統一国家として日本は再編されたわけです。鎌倉政権や

くといよりも、普通の人間であるという考え方です。と

江戸幕府は、地方分権色がすごく強かった。海外派兵が

りたてて偉大なことができるわけではないという前提

できるのは、すごい権力です。秀吉は、それをあの時代

と、やっぱり、人生に我慢は必要だと思います。耐え忍

につかんだ人です。

んで、だけど目的に向かって歩むことを諦めない。それ

逆に言えば、統一国家ができて中央の権力が強まる

が生き方としていい、それしかないと思っているので、

と、海外に兵を出してしまう傾向があるなと思います

家康に自分を重ね合わせるのかもしれないですね。

ね。

残り時間を見極め もっと先へ

塩見

ここまで来たら家康のことも聞きたいなと思い

ます。『決戦！大坂城』は戦国最後の大合戦ですが、今

塩見

僕が葉室さんの担当をさせていただいて７～８

回は家康を誰も書かれませんでした。大坂城の戦いにお

年になります。最初の頃、まずは30冊を書くとおっしゃ

ける家康とは、どんな存在だったのでしょう。

っていました。今もすごいペースで書かれていますが、

葉室

家康は、性格がわかりにくい人です。若いとき

からのエピソードを追っていくと、けっこう激しい性格
だったんじゃないかなという気がします。でも、ものす

当初から、ご自分が作家として書ける、残りの時間みた
いなものを意識されていたのですか。
葉室

そうですね。僕は、最初の本が出たのが54歳。

ごく我慢して、我慢して、現実的にできないことはしま

直木賞をいただいたときはすでに還暦ですから、当然、

せん。究極のリアリストみたいなところがあります。

残り時間は計算していました。それと、今の出版不況の

幕府をつくるとか天下をとるとかを、戦略的に考え抜
いて実行したのではなくて、現実に対応していったんだ

中で、自分がどうやったら次の仕事ができるのかという
ことを、すごく意識していますね。

と思うんです。江戸にやられたから、江戸を拠点にしな

直木賞のときに話して失笑を買ったんですが、ＡＫＢ

きゃいけない。関ヶ原の結果がこうだったから、それに

48の高橋みなみさんが、レコード大賞をとる前にテレビ

対応しなきゃいけない。タヌキおやじ的なイメージで言

のインタビューに答えて言っていたんです。自分たち

われますけど、やったことは意外とシンプルです。

は、ほかのアーティストをしのいで賞が欲しいというこ

関ヶ原の戦いは五大老間の争いで、家康は五大老をつ

とではないと。自分たちが仕事をするためにはこの賞が

ぶしにかかっていた。前田、上杉、その次は毛利。その

必要だから、そのためにとりにいくのだと。私もまった

毛利が出てきて関ヶ原になりました。毛利は狡猾で、三

く一緒で、直木賞をもらってどうこうというより、した

成を担ぎました。三成は、あの段階ではもう失脚してい

い仕事があるので、それに向かっていきます。

こうかつ

た人です。西軍を統括できるだけの政治力があるなら失

塩見

30冊は去年にクリア？

脚しないはずです。本来なら、佐和山城に立てこもって

葉室

今、40冊ぐらいじゃないでしょうか。目標数字

徳川を引きつけるぐらいしかできなかった人ですね。

はたいした根拠はなく、１冊、１冊書くことは、したい

ただ、その後の徳川幕藩体制の中に、毛利も上杉もみ

仕事ではあるんですが、もっと先へ行きたいんです。そ

んないました。「うちの先祖は徳川に逆らいました」と

のための仕事を積み重ねていかなくちゃいけない。もっ

いう話はまずい。それで、逆らったのは三成と直江兼続

と先の自分に到達するためにどれだけの時間があるのか

だということにしました。要するに、重役の責任を問え

ということを逆算していくと、今はこれぐらいの形でし

ないので、部長あたりの責任を問うたということではな

なければいけない、これだけの本を出していかなければ

いかなと思うんです。家康は無理をしませんでした。

いけないという逆算の結果だったんですね。

僕が一番すごいなと思うのは、家康が自分の残り時間

すごく多作なイメージを持たれているようですが、お
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そらく普通です。ほかの方は、上下巻とか長く書かれま

のぼって考えないといけないと思いました。

す。僕は、単行本にしていく原稿枚数の見切りが早いの

長州は、幕末の激動の中では、出てくるのがけっこう

で、冊数は稼いでいるみたいですけど、仕事量は標準か

後の方なんです。最初は、安政の大獄の前の動きがあっ

なと思っています。

て、薩摩と西郷はこの段階から出てくる。それから大獄

標準とおっしゃいますが、年に４冊、５冊と出

と桜田門外の変があり、大獄で松陰が処刑されます。そ

されるので。歴史小説作家の方々を見渡しても、一番書

の後で長州が出てくるという感じです。ファーストラン

かれているんじゃないかなと思います。

ナーは薩摩と水戸、それから改革派の越前福井ですね。

塩見

ずっと出していくということは、本を出す立場

最初の開明・改革派が、安政の大獄でやられるわけで

から言うと、いいことはそんなにないんです。結局、売

す。幕府内の政争です。一橋慶喜派と井伊直弼たちとの

れ行きをそれぞれ抑えて、結果的にどれも売れなくなっ

政争で、慶喜派が負けました。慶喜派の中心は島津斉彬

ちゃったりしますから。でも、やっぱり年齢のことがあ

で、彼は基本的に開明・開国派です。簡単に尊皇攘夷派

るし、今年はこの仕事、来年はこの仕事をしたいという

とは言えない。水戸がいるから話がややこしいんです

ことがあると、自分にとって多少不利でも、踏み越えて

が、越前の松平春嶽を含めた開明・開国派的な路線をつ

いかなきゃいけないなと思っています。生きている間に

ぶすのが、大獄の一つの眼目だったと思います。単純に

できることは、すべてやり切るつもりでいます。

開国派が攘夷派をつぶしたのではないのです。保守的、

葉室

なりあきら

しゅんがく

塩見

この先、どんな本が出るのですか。

妥協的な開国派が開明・開国派をつぶしたと理解した方

葉室

８月に新潮社さんから『鬼神の如く』という本

がいいんじゃないでしょうか。それが幕末史の流れとし

が出ます。黒田騒動の話です。フィクション的に膨らま

てあって、つぶされたところがもう一回、はい上がって

せていますが、栗山大膳が、海外派兵をしようとする将

きたりします。

ごと

軍家光と対決するという話です（笑）。

坂本龍馬も、薩摩とか勝海舟の関係だけで語られます

塩見

まさに現代風。

が、福井藩との関係が強いですね。彼が神戸海軍操練所

葉室

12月には角川書店さんから『はだれ雪』という

をつくるときにお金をもらいます。横井小楠を通じた形

本が出ます。忠臣蔵外伝みたいな話。女の人の思いがど

での関わりもあります。龍馬の最後の仕事は、福井の由

こまで届くだろうかという、いわゆる男女の話です。

利公正（三岡八郎）を引っ張り出すことでした。越前福

私は本当に書き始めの頃、女の人の思いとか、考えた

井藩の中での開明・開国派を引っ張り出すのです。

ことがなかったんです。書き始めたら、わりと好きで書

この流れが明治維新では、五箇条の御誓文に結びつい

いていますね。女の人がこれだけ男の人を好きで、その

ていきます。細い流れだけれども、開明・開国派的な流

思いはかなうんだろうか。かなわない条件はいっぱいあ

れが最初からあって、西郷は、本当はその中に位置づけ

るな。どうやったら乗り越えられるんだろう――などと

られてもいいと思うんです。斉彬の意思を受けて従って

考えるのが、なぜかしら好きです。自分の経験の枠内に

います。西郷は、斉彬が見込んだ行動隊長です。自分が

はないことなんですけど。

構想した改革を実現するために、体制をぶち壊す行動隊

塩見

本当に経験に根差したものではないのですか。

長。だけど、斉彬が死んで、行動隊長だけが幕末を駆け

葉室

あったらいいなと思うんですけど。ないから、

抜けるというのが、西郷の悲劇かなと思います。

そういう純粋な思いっていいなと憧れるんですね。まと

塩見

いずれ、法然もお書きに？

もに言ったら恥ずかしいことでも、時代物の枠内だと素

葉室

そうですね。私は、法然が好きですので。今、
やまのうえそうじ

直に書けます。

小堀遠州も書いているんですけど、千利休とか山上宗二

次は西郷隆盛。法然も書きたい

とかの派手な改革のイメージがある人より、ちょっと地
味に落とした形で、普通に平和に生きて、しかも世の中

塩見

先々どんな野望を持っておられるのですか。

葉室

具体的な仕事では、今年末ぐらいから西郷隆盛

法然といえば親鸞で、親鸞の悪人正機説の方が格好い

を書こうと思っています。ＮＨＫの大河ドラマ「花燃

いですね。善人だって成仏できるのだから、悪人は当然

ゆ」を見ていると、変だなと思うことがすごく多いんで

だという。でも、僕はそこまで言う必要はないんじゃな

す。特に長州の描き方はおかしいと思いまして。

いかと思うんです。善人で、努力をした人が成仏すれば

をちゃんと前に進める人が好きなんです。

もちろん、吉田松陰は偉いとかはあると思いますが、

いいわけであって、それ以外の人も救われることを拒み

攘夷で外国商船を砲撃したのと、明治政府になった後の

はしないけれども、まず、普通にちゃんとやった人が報

西洋化政策がうまくつながっていないですね。言ったこ

われた方がよろしいのではないか、世の中的にはそうじ

とと、やったことが違います。そのずれはどこから出て

ゃないか、と考えるのが自分の好みなので、いずれ法然

いるんだろうと考えて、幕末史は、もっと、もっとさか

を書くことになろうかと思います。

じょうい
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中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら
れた質問に葉室麟さんが答えた。

（抄録）

50歳を過ぎてから作家になった理由は。

Ｑ

自分の何かを残したかったんだろうなと思い

葉室

ます。元々は地方紙の記者で、ノンフィクション系の
仕事をしたいなと思っていました。なかなかできず、
50歳を過ぎた頃、やはり自分の本を出したくなりまし
た。『文學界』や『群像』の新人賞に応募した時期も
あります。最終選考に残れず、挫折して10年ぐらい書
きませんでした。
50歳ぐらいになると、現代より過去に関心が向いて
きました。自分たちが現在いるのは、なぜなのか。ど
こから来たのか。それを知らないと、どこへ行こうと
しているのかがわかりません。それで歴史・時代小説
を書こうと思ったということです。
記者としての経験が、自分が書くものに影響や

Ｑ

広がりを与えてくれたことはありますか。
記者の書く文章と小説は、使う筋肉が真反対

葉室

です。記者の仕事は、やたら情報を、文章は変でもい
いから入れろと言います。小説は、人間は何で生きて
いるのか、何を目指しているのか、自分の思いは何な
のかなどといった、もっと自分の中に根差したものを
どう伝えるかということだと思っています。社会人に
なってから、原稿を書くこと以外で収入を得たことは
ありません。だから、書くことをためらわないし、恐
れないということはあったかなと思います。
Ｑ

記者のキャリアの中で、大きな影響を受けた経
えいしん

験はありますか。上野英信さんのこととか。
葉室

上野さんと会ったのは学生のときです。筑豊

炭鉱の労働者のことを、みずから炭鉱労働者になって
書かれた方です。京大を中退して炭鉱、それも中小の
炭鉱に入られました。昔の筑豊炭鉱はブラック企業の
最たるもので、労働者に対するひどい収奪が行われて
いました。しかも、エネルギー政策の転換でどんどん
つぶれ、炭鉱労働者は棄民にされていきました。その
彼らを、ブラジルまで追いかけて書かれました。
私の『蜩ノ記』の、山の中で書物を書いている人を
若い武士が訪ねるという設定は「そうか、上野さんを
訪ねたときの自分の気持ちが反映しているな」と後で
気付きました。僕は上野さんを尊敬して、だからこそ
記者の仕事を選びました。とても上野さんのような生
き方はできませんでした。足元に及ばないと言うこと
すら、おこがましいと思います。けれど、自分の中に

年とともに過去に関心／上野英信さんを尊敬して記者に／私たちの感覚は江戸時代にできた

■ 質問に答えて ■
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九州は今、世界遺産がひっかかっています。近代化
の暗黒部分があります。そこからノンフィクションを
書く人が、松下竜一さん、元朝日新聞記者の川原一之
さんら、多数いらっしゃいます。僕もそう行きたいと
思いましたが、結果的に全然できなくて、むなしい思
いを抱いています。
ただ、清貧の中で自分の意志を貫いて生きる人間を
き ぜん

見てきました。僕の小説の主人公が毅然と、あるいは
凛としていて、「そんな人間はいない」と言われるこ
とがありますが、同意しません。日本には、そういう
人がいます。
なぜ悪人の主人公が少ないのですか。

Ｑ

善人、悪人って、よくわからないんです。人

葉室

は誤解されますね。普通に生きていても、善意のつも
りであっても悪いと見られます。だから、悪人という
のは、ある意味でいないと思うんです。単純な悪人と
いうのは書く気がしません。やっぱり、それぞれに背
負っているものがいろいろあって、そうならざるを得
ない面もあるかなという見方をします。
歴史小説と時代小説の違いは何ですか。

Ｑ
葉室

司馬遼太郎さんが歴史小説で、藤沢周平さん

は時代小説とよく言われますね。歴史小説は歴史その
ものを主題として考えさせます。今いる自分たちは何
者で、何を根拠にして生きていくのかを、みんなの共
通認識として持つということです。
例えば、この国がどうやってできたのか。自分たち
がこの国をよくしようと思ったのは、どういう根拠に
よって、何が正しい、何が美しいと思ったのかという
ことが、本来ならば歴史に書かれています。けれど、
日本は戦後、その辺が非常にあいまいになっていま
す。だから、現代日本で歴史を考えるのは、非常に重
要なテーマです。戦争の問題も、歴史を通して総括的
に見ないと、とらえられないと思います。
単純に言ってしまうと、司馬さんは、幕末から明治
維新、日露戦争まではよかったという史観です。で
も、結局行き着いたところが敗戦ということなら、そ
うでなかったのかもしれません。では、価値ある歴史
とは、どこでしょう。一つは江戸時代。ここで私たち
のＤＮＡ的な感覚はでき上がったと思います。それを
評価し、欠けていたものも考える。そういう作業が、
大きな意味での歴史小説だなと僕は思っています。
時代小説は、過去に生きた人間たちの思いは何だろ
うと考えます。そのとき共感できるのは、現在の自分
の中にそれがあるということです。さっき言ったよう
せいれん

な、ストイックで清廉な人物をいいなと思うのは、自
分の中にそういうものがあるからですね。だから、時

ずっと残っているその人間像が、今、書くときにも、

代小説の中には、自分たちが何を大切にしているのか

どこかで反映していると思います。

を、探っていけるところがあります。

2015.8&9

一方、現代小説は、いろんな制約があります。現代
の価値観の中では、自分をなかなか素直に考えられな
いですね。それよりは江戸時代とかで、ちょっと自由
になったところで、自分に素直に思いを問いかけてい
けるのが、時代小説ではないかと僕は思っています。
なぜ、見てきたかのように生き生きと描写する

Ｑ

ことができるのでしょうか。
記者をしていたとき、事実の証明だけで真実

葉室

を浮かび上がらせるのはかなり難しいと思いました。
フィクションで「これは、こうじゃないか」と書いて
共感できたら、それはかなり真実なんだと思うんで
す。フィクションを支える細部のリアリティは大事で
す。共感に至る道筋をつくるものです。だから大切に
書いている、というだけのことです。
女性の化粧、小物、言葉のなまりなどを、どう

Ｑ

いう風に調べるのですか。

えんぎょ

江戸物なら、三田村鳶魚さんとかの時代考証

葉室

的な本とか資料で勉強します。ただ、あまり資料に縛
られてはよくありません。そのときの話に合うイメー
ジを大事にします。色とか着物も、それに合うものを
描きます。考証的に少しずれたようにすることもあり
ます。考証は当然必要で、勉強したうえで自分なりの
使い方、生かし方をするという感じでしょうか。
影響を受けた作家たちを教えてください。

Ｑ

白土三平の『忍者武芸帳』。戦国時代は最終

葉室

的に、戦国大名チャンピオンの信長と、一向宗・農民
一揆チャンピオンみたいな本願寺との階級闘争対決だ
という風に、書いてあるんです。あれだけ字の多い漫
画は珍しかったんですが、「なるほど、歴史ってこう
いうものなのか」と子ども心に思いました。
高校生ぐらいで司馬さんを読んで歴史への興味を開
かれ、社会人になって、生きるつらさ、苦しさ、切な
さを味わったときには藤沢さんという形で来ました。
石川淳さんの文章も好きでした。女性に対する見方
は、山本周五郎さんの作品から学びました。『日本婦
道記』を読んで、この時代の女性は自立しているなと
いう印象を持ちました。それが、女性を書いていくと
きの根拠になっていますね。
ご自身の小説で好きな作品は。

Ｑ
葉室

『銀漢の賦』。銀漢という言葉は漢詩から探

したつもりでいたんですが、後に高校の先輩に「うち
の運動会の応援歌にあるな」と言われ、「えっ？」と
思いました。すると自分の中で「銀漢、空に映ゆると
き」というフレーズが出てきました。言葉というのは
不思議だなと思いました。確かに高校の友だちとか、
起きたことを思い浮かべながら書いていたんです。
この小説には、私自身が生きてきた中で、一番苦し
かったときのことを書いてあります。記者仲間が、山

『忍者武芸帳』で歴史に開眼／女性の見方は山本周五郎から学んだ／拠点はやっぱり九州・福岡
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の中にある銭湯と変わらないような小さな温泉へ誘っ
てくれました。露天に近い風呂に入って、二人で山を
眺めました。僕に起きている苦しいことについて、彼
は一言も言わないで、何となく世間話をして、ぼーっ
と帰ってきただけなんです。そのことをずっと覚えて
いて、物語の中に入れました。
葉室麟というペンネームの由来を。

Ｑ

歴史文学賞に応募したとき、名前が要るなと

葉室

思ってつけました。葉室の姓は好きだから。麟は勝麟
太郎の麟。それを結びつけただけ。意外だったのは、
ネットで見ていたら、30代の和服が似合う美しい女性
と思う人がいるんですね。その人たちが僕の画像を見
て「何だ、おっさんだ」「がっかりした」と書くんで
す（笑）。
あき ら

東山彰 良 さんという、同じ福岡県の作家が書いた

りゅう

「流」という小説が、今期の直木賞候補になっていま
す。塩見さんが担当なんです。台湾の青春グラフィテ
ひ ぞく

ィですが、主人公の「農民を何十人も虐殺した匪賊の
頭目」というおじいさんの名が葉尊麟。私と一字違い
なんです。東山さんとお酒を飲む機会があって、「私
と関わりがありますか」と尋ねたら、「偶然です」と
言われて、すごくがっかりしました。
（「流」は７月16日にあった選考会で、第135回直木
賞に決まった）
どんなタイムスケジュールで執筆を？

Ｑ

朝９時から夜９時までの繰り返しです。途中

葉室

で散歩やご飯はありますけど。「すごく仕事をしてい
ますね」と言われますが、普通だと思います。作品数
が多いみたいですが、執筆が速いわけでもなく、アリ
のように地道に、ひたすら毎日を積み重ねているだけ
です。
京都と福岡をどのように行き来するのですか。

Ｑ

福岡でも仕事はありますので、それに合わせ

葉室

て帰って、それ以外はこちらで。半々ぐらいですね。
京都で好きな場所、好きな行事はありますか。

Ｑ

実は、あまりどこへも行けていないんです。

葉室

たいあん

でも、このあいだは大徳寺へ行って、平成待庵を見せ
ていただきました。勉強させていただいています。
将来は福岡にお帰りですか。

Ｑ
葉室

拠点はどこかと聞かれれば、福岡ですね。僕

は、九州人であることは変わりませんので。京都とか
大阪へ出てくると、「文化的な厚みがあるな」と思い
ます。幕末に志士たちが地方から京へ出て来ると、そ
の厚みに圧倒されて「これは、俺らの及びもつかない
世界だ」と逆上した心境がすごくよくわかります。
今度、さっき言った上野英信さんのご子息にお会い
して、ある種、自分の原点に戻っていく仕事をしてい
くことになると思います。それは、やはり九州です。
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「成熟社会とアベノミクス」

芸術・観光･健康…政策的に需要つくれ
大阪本社編集局の勉強会が７月１
日、本社内で開かれた。マクロ経済
学が専門で大阪大学社会経済研究所
よしやす

教授の小野善康さん＝写真＝が「成
熟社会とアベノミクス」と題して話
した。
小野さんは、民主党政権時代に内
閣府経済社会総合研究所所長を務
め、菅直人首相の経済政策のブレー
ンとして活躍した経歴がある。
勉強会では最初に、小野さんが唱
える「成熟社会」の定義に言及。生
産力が不足して、欲しい物がたくさ

大阪大学社会経済研究所教授 小野 善康さん

関西スクエアが企画する朝日新聞

小野善康さんの著書『成熟社

編集局勉強会

会の経済学』（岩波新書）

使って楽しんでこそお金は生きる
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あらたな需要が生まれるとした。
また、ディケンズの『クリスマ
りんしょく

ス・キャロル』に登場する吝嗇なス
クルージを引き合いに出して、「お
金は使って楽しむもの。それをやっ
たら世界有数の幸せな国になれる。
何もしないでお金を貯めているのが

んある「発展途上社会」に対して、

今の日本。スクルージから変わらな

生産力が余り、欲しい物が少ないの

は余り、生産ラインの効率化によっ

が「成熟社会」。日本は高度経済成

てかえって失業が拡大している。

ければダメだ」と話した。
質疑では、記者からアベノミクス

長期から、ずっと「発展途上社会」

こうした時代にあっては、あらた

の今後の展開について聞かれ、ＧＤ

だったが（中国やインドは現在この

な消費を創造することや、国が政策

Ｐは変わらず、効果のないままズル

段階にある）、バブル崩壊後の1992

的に需要を創出することが大事、と

ズル行く、との見通しを示した。さ

年を転換点として「成熟社会」に

小野さんは提案する。具体的には、

らに、日銀が「もう少し待ったら効

移った。成熟社会では、お金は物を

芸術・観光・教育の分野や、高齢化

く」と繰り返しながら金融緩和を続

買う方向へ回らず、お金を増やすこ

社会を迎えて介護や健康の分野、さ

けるのはやめて欲しい、恐ろしいと

と自体が目的になる。その結果、物

らには再生可能エネルギーの分野に

し、「記事でも警告を」と訴えた。

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

☎ 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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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

ドイツの中小都市に見る路面電車による街の活性化
「地球に謙虚に運動」代表

仲津 英治

５月にドイツの大学で、私が携わった500系新幹線の

は、速度、電化システムと信号システムが全く異なりま
す。その差を埋めるために技術陣が努力し、技術を開発
して実現させたのでしょう。

開発と走行試験の経験を踏まえた講演を行なう機会をい

そして、カールスルーへ運輸連合（ＫＶＶ）が組織さ

ただきました。そのときに訪れたカールスルーへで、街

れ、運賃体系の異なる路面電車、バス路線、ＤＢの制度

が路面電車によって活性化しているのを目の当たりにし

をベースに共通運賃制度が導入されています。ハンブル

ました。

ク、フランクフルトなどの大都市と同様の、ゾーン別運

カールスルーへは人口30万人で、ドイツ南西部のバー
デン＝ヴュルテンベルク州第２の都会です。300年前に

賃システムです。旅客が安価で利用できるように、ソフ
ト面でも利便が図られているのです。

カール三世ヴィルヘルムが建てた宮殿を中心に道路網が

日本ではSuica、PASMO、ICOCA、PiTaPaなどの鉄道・

放射状に伸び、宮殿近くでは町が南側に扇形に広がって

バス用電子マネーカードが、私鉄、地下鉄、バス、ＪＲ

いるので、「扇都市」と呼ばれているそうです。

等に相互利用できますが、それぞれの区間内運賃で利用

ドイツは連邦国家で、ロンドン、パリ、東京のような
巨大都市はありません。人口数十万人の中小都市に連邦

せざるを得ず、旅客にとって割安で得なゾーン制の共通
運賃制度にはなっていません。

鉄道の中央駅があり、路面電車網とバス網が維持・整備

鉄道の復活・整備による都市活性化は、環境改善にも

されています。高速道路のアクセスもよく、賑やかで、

つながり、世界共通の方向となってきています。日本で

高齢者、交通弱者にも住み易い街といえましょう。

も大いに参考にしてほしいサービスだと感じました。

カールスルーへの交通システムの
特徴は、ハード＆ソフト両面におけ
るサービス提供にあります。
特に、高速鉄道と路面電車の相互
乗り入れは、世界初の試みのようで
す。路面電車が郊外で鉄道、市街で
はトラムとして走るこのようなシス
テムは、カールスルーエモデルと呼
ばれ、1992年に初めて導入されたそ
うです。
日本でも、路面電車と普通鉄道の
相互乗り入れが各地で増えています
が、いずれも相互に、それほど大き
なシステムの差はありません。しか
し、ドイツの路面電車と高速列車を
走らせるドイツ鉄道（ＤＢ）とで

カールスルーへの路面電車。郊外と都心を結び、街中も走る＝筆者撮影

万葉集で近くて近い国へ
「万葉文化交流塾 2015 in NARA」
飛鳥応援大使・フリーアナウンサー

坂口 智美

くだら

松坂慶子氏が万葉朗読劇（奈良大学教授・上野誠氏作・
演出）を通して世界の人々と国際交流を目指す催しの一
環である。これまで、国内はもとより、昨秋もソウルの
韓国中央大學校で開催され、大好評だった。
当日は小雨降る中、緑が美しい奈良県立万葉文化館は

百済の歴史遺跡地区がユネスコの世界文化遺産に登録

超満員。万葉人に扮した奈良大学の学生が出迎えてくれ

された７月５日、まさにその日「朗読劇”宴の花”＆国際

た。第一部は、額田王や万葉歌人を演じる松坂氏の朗読

シンポジウム」が奈良県明日香村で開催された。女優の

劇＝次ページ写真、万葉文化交流塾提供。カヤグム（パ

ぬかたのおおきみ

2015.8&9
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ク・ミジョン氏）とヘグム（ジャン・ペソ
ン氏）とのコラボレーションは、まるで飛
鳥・奈良時代の宮廷にタイムスリップした
かのように、たおやかで華やかだった。
第二部のシンポジウムでは、上野氏の
コーディネートのもと、韓国での著名な日
本文学研究学者パク・チョンヨル氏（演
劇と茶道）、イム・チャンス氏（中世和
歌）、ク・チョンホ氏（万葉集）に森川裕
一・明日香村長と松坂氏も加わって、文学
と国際交流の意見交換が行われた。その中
で注目すべき点は、国際交流とは学術レベ
うたげ

ルだけでなく、宴の要素が重要ということ
だった。「一緒にご飯を食べること」が最
も人と人の心を和ませ近づけるのだとか。なるほど、と

と前から交流があり、ずっとお互いに大切な国であっ

確信した。最後に志貴皇子の歌「采女の

袖ふきかへす

た。何とか古代と変わらず、おおらかな心で相まみえる

いたづらに吹く」を全員で朗誦し

ことはできないものだろうか。今回のように民間レベル

し きの み

明日香風

都を遠み

こ

うね め

閉会した。いつの間にか空は晴れていた。
今年のユネスコ世界文化遺産登録については、日韓間
で少々物議をかもしだしたが、両国は飛鳥時代よりもっ

の交流がますます盛んになり、語って食べて輪になっ
て、一滴の水が水面に広がるように「お互いを思いやる
心」を伝えていきたいものである。

花を
２０００年生きた実

ハス
ハス科

花言葉：清らかな心ほか

大阪府吹田市・万博記念公園日本庭園で

訪ねて

苦界の泥中に根を張り、天上に豪華な大輪を咲かせ
ち

え

る。インド原産で仏の智慧や慈悲を象徴するとされ、
仏教とともに日本に伝わった、というのが長年信じら
れてきた定説だった。しかし、どうも違うらしい。
1951年、千葉市の落合遺跡から出た実を大賀一郎博
士が発芽させ、翌年開花させた。その上層から出た丸

界中から出る。日本でも7000万～１万年前の化石が見
つかり、自生していたことが明らかになった。
早朝に花が開くとき、ポンと音をたてるというのも
俗説。大賀博士は実証の人で、自分で録音し、専門家
に分析してもらった。「池にいるコイなどの魚や波の
音などしか入っていませんでした」と述べている。

木舟の破片の放射性炭素測定から、約2000年前のもの

それにしても、実のまま2000年も生きるとは、やっ

と推定された。歴史の教科書に載っている６世紀半ば

ぱり不思議な花だ。写真がその大賀蓮。今年は一部で

の仏教伝来より500年以上古い。計算が合わない。

開花不良が伝えられたが、万博記念公園では梅雨明け

中国や豪州で現生の野生種が発見された。化石は世

はす

前に満開を迎え、来園者を楽しませていた。

（雅）
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イベント・出版等の情報

少年時代 安野光雅の世界」展
東大阪市民美術センター学芸員 酒野晶子さんから
「御所の花」や「旅の絵本シリーズ」などで多くの人
々に愛されている安野

◇ところ

東大阪市民美術センター（〒578-0924 東大

阪 市 吉 田6-7-22

Fax 072-964-1596

ホームページ higashiosaka-art.org）
※近鉄奈良線東花園駅から北東へ徒歩約10分。東大阪市
花園ラグビー場南側
◇入場料

光雅氏の二度目の展覧

☎ 072-964-1313

一般500円（中学生以下・65歳以上・障害者

手帳などを持参の方は無料）

会です。今回の展示で
は少年時代の遊びや暮

「小野小町ばなし 才色兼備の悲劇」

らし、ふるさとを描い
た「昔の子どもたち」

上方文化評論家

「ついきのうのこと」
「木のぼりの詩」そし

福井 栄一さんから

連続講演「福井栄一の上方ものがたり

人物篇」の第

て近刊の「少年時代」

３回です。世界三大美女の一人、小野小町の劇的な生涯

から作品を選びまし

を物語ります。

た。「少年時代」の作

◇とき

品は初公関です。少年

◇ところ

９月５日（土）13時半開演（13時開場）
箕面市立桜ヶ丘人権文化センター（ヒュー

安野光雅・宗男兄弟を

マンズプラザ）２階大会議室（大阪府箕面市桜ヶ丘

はじめ、生き生きとした子どもたちとそれを取りまく人

4-19-3

たちが描かれています。
◇とき

（展覧会のチラシより）

８月30日（日）まで。開館時間10時～17時（入

☎ 072-721-4800)

※阪急箕面線「桜井」駅から徒歩７分
◇講師

福井栄一

◇料金無料（ご予約不要）

館は16時半まで）。月曜日休館

涅槃図サミットできたらいいな
ね はん

「貴重な涅槃図が伝わる寺同志、仲良くしてくだ
さいねん

さい」。本誌５月号で紹介した京都・西念寺の一行
かくりん

こう

招きを受け、びっくりしました」と西念寺の岩田浩
ねん

然住職。この日は檀家と、春秋の非公開文化財特別
公開を主催する京都古文化保存協会のスタッフ、同
志社大学の歴史美術研究会の学生らが同行した。

が７月11日、兵庫県加古川市の鶴林寺を訪問した。

涅槃図は黒いすすで覆われ、肉眼ではほとんど見

きっかけは今春。寺宝の涅槃図を特別公開した西

えない。幹長老自らが約30年前、赤外線で撮影して

念寺へ鶴林寺の幹栄盛長老が訪れ、「ぜひ、うちへ

「発見」した＝写真は鶴林寺のホームページより。

みきえいせい

もいらっしゃい」と誘った。

幹長老が写真パネルを手に、「ここが
しゃ か

鶴林寺は、６世紀に聖徳太子が創建

お釈迦さまのお顔」と説明すると、外

したと伝えられる名刹。平安時代に建

光でわずかに浮かんだお姿に「あ、見

った国宝・太子堂の内陣壁面に涅槃図

えます」と声があがった。境内の宝物

が描かれている。「すごいお寺からお

館には、画家・高木かおりさんが東京

めいさつ

芸術大学大学院生のとき、昔の色で復
元した模写が展示してある。
岩田住職は「仰向けに寝るお釈迦さまは、涅槃図
で最も古い形と聞いています。貴重な宝を見せてい
ただきました」。参加者たちは「これをご縁に交流
の輪をもっと広め、将来、涅槃図サミットをできた
らいいですね」と夢を膨らませていた。
太子堂前で記念撮影。僧形の左の人が鶴林寺
の幹栄盛長老、同右が西念寺の岩田浩然住職

（雅）
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「2015ジャズピクニック in 猪名川
〜サウンド・コレクション〜」
NPO法人
◇とき

◇チケット販売プレイ
池田市民文

化会館

☎ 072-761-

化 振 興 財 団（ 池 田
駅２Ｆ）☎ 072-750-

大阪府池田市猪名川運動公園の特設会場（阪

3333／池田市役所１

急宝塚線池田駅から徒歩約15分）

階会計管理室

※荒天時は池田市民文化会館アゼリアホール（阪急宝塚

☎

072-752-1111／ 池 田

線石橋駅から徒歩約８分）に変更
◇出演

ガイド

8811／いけだ市民文

関西ジャズ協会さまから

８月８日（土）16時開場、17時開演

◇ところ

市観光案内所

大塚善章・宮本直介スペシャル▽足立衛＆アゼ

☎

072-737-7290／ 関 西

リアジャズオーケストラ▽橋本裕カルテット▽井上さ

ジャズ協会

とみクインテット

6442-0370／ ロ ー ソ

◇料金

一

般

前売 3,000円／当日 3,500円

ペア券

前売 5,000円／当日 6,000円

◇主催・お問い合わせ先
072-761-3131

朝日カルチャーセンター
6222-5222
時半まで）

☎ 06-

ンチケット（Ｌコード55258）☎ 0570-084-005

（全芝生自由席。小学生以下は無料）

いけだ市民文化振興財団（☎

URL http://www.azaleanet.or.jp/）

中之島教室 公開講座

〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18

朝日カルチャーセンター中之島教室

13

中之島フェスティバルタワー18階

Fax 06-6222-5221 URL：www.asahiculture.jp/ 窓口営業時間：月～土曜

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

龍村仁×植島啓司 地球交響曲について語ろう
いまや伝説となりつ

ことでもある。今年、

つある「地球交響曲」

ついに完成した第八番

シリーズは1992年に第

は再び人々を感動の渦

一番が発表されるやい

に巻き込んでしまっ

なや、多くの人々の共感を得て上映運動

た。今回は監督をお迎えしてこれまでの

は全国に広がっていった。それから数え

撮影エピソードなどを交えてお話をお聞

てほぼ20年後に起こった東日本大震災を

きしたいと思う。

へて、いまや龍村仁監督の試みこそわれ

◇とき

９月４日（金）18時半〜20時

われにとってもっとも大切なものである

◇講師

映画監督

龍村 仁＝写真左

宗教人類学者

植島 啓司＝同右

ことがわかってきている。宇宙を意識す
ることは人間中心の世界観を脱すること

（植島講師・記）

◇受講料（税込み）

だ。それは目に見えている世界だけがわ

カルチャー会員 3,240円

れわれの生きている世界ではないという

一般 3,564円

戦後70年を考える
戦後という言葉がなぜ今も生きてい

もっているが、しかしこの段階にとどまっている限り、
私たちは停滞という空間に身を置いているだけかもしれ
ません。戦後体制を前向きに発展させるとは、どういう

るのでしょうか。その意味を改めて考

ことかを考えてみたいと思います。

えていくと、そこにはこの国の政治・

◇とき

９月９日（水）13時半〜15時半

経済・社会・文化の軸が「戦後体制」

◇講師

ノンフィクション作家・評論家 保阪 正康＝写真

で成り立っていることに気づきます。もとよりこの体制

◇受講料（税込み）カルチャー会員 2,916円

は、かつての軍事主導体制よりはるかに良質のものを

一般 3,456円
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「忘れるものか」二つの碑が語る
尹東柱―消されかけた詩人の足跡 ㊤
ユンドンジュ

尹東柱（1917～45年）＝写真円内
＝の面影を訪ね歩いた。お隣の韓国
で最も高名なこの詩人を、日本では
多くの人が知らない。戦後70年。な
らばこの人の没後70年も忘れずにい
たい。そんな思いに駆られた。
京都に二つの碑がある。同志社大
学の「尹東柱詩碑」と京都造形芸術
大学の「尹東柱留魂之碑」。1995年
と2006年に建った。ともに詩人の代
表作とされる「序詩」が、ハングル
の原文と日本語で刻まれている。
じ

は

「死ぬ日まで空を仰ぎ／一点の恥

辱なきことを、／葉あいにそよぐ風
にも／わたしは心痛んだ。／星をう

尹東柱詩碑

たう心で／生きとし生けるものをい

ル

ごう

とおしまねば」（伊吹郷訳）

京都市上京区今出川通烏丸東入

同志社大学今出川キャンパス

尹東柱留魂之碑

「詩碑」の裏には「中国吉林省龍

原町27

井郊外の明東村に父永錫、母金龍の

京都市左京区北白川田中高

京都造形芸術大学高原キャンパス

長男として生まれた。ソウルの延禧
専門学校に学んだのち、1942年渡
日、同志社大学文学部に在学中、’43
年７月14日思想犯として京都下鴨警
察署に検挙され、'45年２月16日、福
岡刑務所で獄死した」と経歴が記さ
れ、「留魂之碑」には「この地にあ
った武田アパートから下鴨警察署に
せいれつ

連行された」「清冽な詩を作ってい
たのがこの地」と記されている。
二つの碑の前で毎年、詩人の命日
の頃、建立に携わった人々や彼の詩
を愛する人々が追悼の会を催す。同
しの

志社大学ＯＢで尹東柱を偲ぶ会会長
パクヒギュン

ふ そん

の朴熙均さんは「南も北もないワン

と少し面目を施した。不遜ながら私

志しました。仰ぎ見る初恋の人のよ

・コリア。尹東柱が、私たちを結ぶ

には、どうしてもそう見える。

うな存在です」「修学旅行で日本に

雨に打たれた「詩碑」の前に、ノ

来て、碑のことを知りました。涙が

かつての心もとない日本の知性

ートが置かれていた。ずぶ濡れにな

あふれました。門外漢の高校生です

は、不世出の詩人を支えるどころ

った各ページを、おびただしいハン

が、わが国（韓国）の近代詩を読ん

か、かけがえない作品もろとも抹殺

グルが埋めていた。韓国などから訪

でみようと思いました」「私たちの

した。半世紀余り後、在日コリアの

れた人々が書いたものらしい。いく

詩人の碑を建ててくれた大学と日本

人々が助けて二つの碑ができたおか

つかを朴さんが訳してくれた。

の人々に感謝します。両国の友好を

きずなになっています」と話す。

げで、崖っぷちの皮一枚から、やっ

「私は尹東柱の詩を読んで文学を

祈ります」

（黒沢 雅善）

2015.8&9
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼先日、宴席で最後のデザートに甘夏のゼリーが出てき

た日に、何と気楽なと叱られそうですが、お許しくださ

ました。実をくりぬいてゼリーにし、中に詰め直してあ

い。神功皇后が鮎を釣って出兵の吉凶を占ったという伝

ります。ふたの部分の実はゼリーに搾ってかけます。さ

承にちなんだ占出山、恋しい和泉式部のために紫宸殿の

っぱりした甘みが涼しげです。甘夏は１～２月に収穫

梅の花を命がけで盗んだ平井保昌をまつる保昌山――一

し、しばらく寝かせて糖度を増し、春から出荷されま

見地味でマイナーだけれど通好みな山鉾を、店長さんや

す。甘夏ゼリーは夏場にちょうどよいデザートです。

京都検定に合格したスタッフが総出で案内してくれ、鳥

かんきつ

じんぐう

あゆ

うら で

し しんでん

やすまさ

ほうしょう

やまぼこ

柑橘類のゼリーでは、京都の村上開新堂（京都市中京

取県や静岡県からの参加者を含む約20人が、大人の修学

区寺町通二条上ル）が大正時代から作るみかんゼリー

旅行を楽しみました。私は、理想の世に例えられる中国

「好事福盧」が有名です。作家の池波正太郎の好物であ

の堯の史話にちなんだ鶏鉾で、「平和を呼ぶ御利益があ

ったといいます。冬場限定で、夏にはオレンジを使った

ります」と勧められ、厄除け粽を受けました。（黒沢）

ゼリーが作られています。

▼第135回直木賞の発表を心待ちに待ちました。葉室麟

こう ず ぶく ろ

果物の形を残した意匠に、日本の食文化の美しさ、そ
して遊び心を感じます。

ぎょう

にわとり

ちまき

さんがペンネームの由来のくだりで触れた東山彰良さん

（臼倉）

の「流」も、第５回中之島どくしょ会に迎えた澤田瞳子

▼妻がよく行く京都のお店の招待で７月15日、祇園祭の

さん（作品は「若冲」）もノミネートされていたからで

宵々山を夫婦で見ました。集団的自衛権の行使を可能に

す。中之島どくしょ会を通して文学そのものへの関心が

する安全保障関連法案が衆院特別委員会で強行採決され

高まっている方も多いのではないでしょうか。（北野）

よいよいやま

じゃくちゅう

ため､ 随時、会員らを講師に招き、社内勉強会を開

「朝日新聞 関西スクエア」とは

いています。

「関西からのメッセージ集団」を目指して、朝日

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スク

新聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足さ

エアの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを

せたゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、

載せた会報を毎月つくり、インターネット上のホー

過去・現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自

ムページを通じて公開しています。

由な立場から語り、論じ合う「知の広場」を意味し

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さ

ます。関西にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸

まざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰して

術、芸能、スポーツ、市民運動などの多彩な分野で

います。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新

活躍されている方々500人以上に入会していただい

聞社員との交流を深めています。

ており、21世紀のよりよい社会づくりに向けて提言
していただきます。

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばい
いのか。そして関西の役割とは。そのグランドデザ

さまざまな分野の、さまざまな問題についてフォ

インを、みなさんの知恵をお借りしながら描いてい

ーラム、講演会などを開きます。その成果は、朝日

きたいと考えています。多くのみなさんがこの関西

新聞の特集などの紙面でその都度、広く読者へ伝え

スクエアに集い、元気な関西をつくっていくために

ています。また、朝日新聞の紙面づくりに役立てる

声を上げていただくことを期待しています。

＜投稿のお願い＞９月は発行を休み、次は10月号とな

事や研究の活動報告、時事ニュースへの感想、身辺雑

ります。会員のみなさまからの10月号掲載ご希望の原

記など。800字（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。

稿は、郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ９月17

「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・

日（木）必着でお送りください。「視点／私点」は仕

案内で、できるだけ簡潔にお願いします。

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、河野 通高､ 朴 琴順、諏訪 和仁
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】

