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映画は大勢で一緒に見るんです
シネ・ヌーヴォ

名画を発信し続けるミニシアター

消えゆくフィルムにこだわって
大阪市西区九条にあるシネ・ヌーヴォ（フランス語で「新しい映画館」）は、熱心
すいぜん

な映画ファン垂涎のスポットだ。下町の裏通りに静かにたたずみ、２つのホール合わ
せて100席足らずで頭に「超」の字が付きそうなミニシアターながら、よそでめった
に見られない国内外の名画を新作、旧作織り交ぜて次々に上映し、他府県からも訪れ
る人が絶えない。元気の源を知りたくて、押しかけ取材を敢行した。 （黒沢 雅善）
チャン２人に声をかけられた。

オバチャンらが「こっちやで」
「映画見に行くん？

──ど、どーしてわかったのだろう。

ほな、一緒に行こか」

こちらはノーネクタイのクールビズながら、一応勤め
もっ

真夏の昼下がり。地下鉄を九条駅で降りてアーケード

人らしくビジネスバッグを持っているのに。「類を以て

の商店街を歩き出したら、おつかい袋を手に提げたオバ

集まる」とことわざに言うけれど、何かそれらしいにお
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アジアの高校生ら熱烈討論

６・７

「花を訪ねて」シュウカイドウ

７

「中之島クロストーク」池澤夏樹さん

８

主な内容

「仕事場拝見」シネ・ヌーヴォ

高野山の両界曼荼羅を現代に再生
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「とぴっく･ナウ」＆「朝日カルチャー講座」 14・15
「知の点景」尹東柱―消されかけた詩人の足跡㊦
「視点／私点」パルミラ遺跡の破壊ほか

16
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全国から訪れた映画人が書
き残したサインが、館内ロ

▶

ビーの壁一面を埋めている

いでも漂わせていたのだろ
うか。
そんな私の戸惑いなどお
構いなしに、オバチャンた
ちはたたみかける。
「ええよね、あそこ。安うて、涼しいて、珍しい映画
ぎょうさん見れて」「喫茶店でダベるより、ずっとため
になるヮ。あ、そこの角、右へ曲がるんやで」
──おお、この街は、道行く普通の人たちまでがシネ
マフリークなのか。
あっけにとられ、有無を言わせず導かれるままに、私

カ月足らずの間に４回出

は半地下になったシネ・ヌーヴォの入り口をくぐり、ほ

かけた。どうやら、長い

の暗いホールのシートに収まっていた。

こと封じ込めていた映画

特集「若尾文子映画祭

青春」が開催中だった。

「古いなぁ」と笑われそうな気がするので、これまで
人に話したことはなかったが、私はこの女優さんが大好
きだ。もちろん、高名な建築家の奥さんになった後や、
某携帯電話会社のコミカルなテレビＣＭに出ている最近
の彼女ではない。かつて映画が映画として光り輝いてい
た時代の、トップスターだった彼女だ。

館通いの虫が、完全に目
覚めてしまったようだ。

独立プロの新作や海外作品も
人々は、すっかり映画を見なくなった……わけでは決
してないと思う。
何と言っても、１〜２時間の動画の中に､ ずっしりと

チラシには「巨匠に愛され、名優との共演により、珠

手応えのある人生ドラマが凝縮されている。味わえる感

玉の傑作を残し今なお輝き続ける女優」「幻のデビュー

動は、テレビ番組の比ではない。大衆娯楽の王様だった

作ほか60作品を一挙上映」とうたってある。むざむざ逃

全盛期には及ばないかもしれないが、やっぱり今でも、

したら、これだけまとめて見られるチャンスは、残りの

最も楽しく親しみやすい視覚芸術だ。

人生で再び巡って来ないかもしれない。

しかし、自分の身を振り返ると、映画館へ足を運ぶ回

そうと知ったら、もう迷ってなんかいられなかった。

数はめっきり減った。就職して会社にこき使われる年頃

──昼間から映画館に入り浸ることだって、れっきと

になると、上映時間に合わせて仕事を遣り繰りするのは

した「取材」の一環だ。後でちゃんと記事にするなら、

とても難しい。さらに年を重ねると、疲れた体を引きず

何の問題もないだろう。

って出かけるのはもっと辛い。

少々うしろめたい気持ちを、自分にそう言い聞かせて
打ち消し、勤務時間にいそいそと会社を抜け出した。
ウイークデーなのに、場内は満席だった。年配の人だ

幸い、ＤＶＤなどの映像ソフトが普及して買いやすく
なった。テレビも大画面になって録画が簡単にできる。
最近はもっぱら家で見て間に合わせていた。

けでなく、若い男女も目立った。同じ趣味の人がこれだ

この時代、メジャーな配給ルートに乗ったロードショ

けいてくれると心強い。この日を皮切りにハマって、１

ー館ならともかく、名画座系のミニシアターが生き残れ

2015.10

シネ･ヌーヴォが
今年催した特集
（前ページ左上から）

生誕九十年 三島由紀夫と増村保造

３

＝１〜２月

銀幕デビューから八十年 女優原節子のすべて ＝４〜６月
映画の天才 羽仁進映画祭

＝６〜７月

激動の時代を生きた 李香蘭（山口淑子）追悼特集 ＝７月
若尾文子映画祭 青春

る道は、果たして
どこかにあるのだ
ろうか。
シネ・ヌーヴォ
を訪ねて、その答
えを教えてもらえたような気がした。
偉そうなことを言って恐縮だが、工夫を凝らし
て、コアなファンが万障繰り合わせても見に出か
けたくなる作品を、リーズナブルな料金で提供す
る──ことに尽きるのではないかと思った。
同館が今年１〜９月に開催した邦画特集のチラシを、
２・３ページに並べた。
監督、作家、俳優、戦争と平和、時代劇……といった
具合にテーマを思い切って絞り込み、多いシリーズでは

＝７〜９月

黒木和雄監督 戦争レクイエム 四部作一挙上映！

＝８月

昭和を証する560分の大河物語 戦争と人間

＝９月

スター共演！時代劇決定版

＝９月

４
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数十本の映画を日替わりで次々に上映する。ＤＶＤなど
ではもちろん、よその映画館でもめったに見る機会がな
い、時代をさかのぼった貴重な作品が目白押しだ。専門
のシネマテークでも、ここまで精力的に企画を連発する
ところは、あまりないと思われる。
もちろん、昔の邦画だけではない。シネコンで見られ
るハリウッド映画は対象外だが、独立プロ系の新作や、
海外作品の紹介に力を注いでいる。詳述する紙幅がない
ので、10月に予定されている上映作品や催しのタイトル
だけをあげる。「宇田川町で待っててよ。」「あん」
「インディアン・フィルム・フェスティバル・イン・ジ
は でん や

ャパン2015」「野火」「この国の空」「波伝谷に生きる
人々」「３泊４日、５時の鐘」……。
とうざん

今年３月、「唐山大地震」の試写をここで見せてもら
った。1976年に実際に起きた地震で引き裂かれた家族の
フォンシャオガン

別れと再会を描いた、馮小剛監督の2010年作品だ。中国
映画と聞いて、政治宣伝色の強い作品を予想したが、ま
ったく外れた。最近の映画から消えて久しい、愚直なま
でに力強いリアリズムがあふれていた。シネ・ヌーヴォ
の人たちの目利きに脱帽した。

古典作品を忘れさせたくない
さとし

スタッフと一緒にお客さんの応対に忙しい景山理代表
＝表紙写真の左から２人目＝と、山崎紀子支配人＝同右
端＝に話を聞かせてもらった。
Ｑ

これだけ貴重な映画を、どこからどうやって探し

てくるのですか。
特別なことはしていません。独立系プロなどとは

シネ・ヌーヴォの入り口。映画館と思えないアー

長年の縁がありますし、配給会社は膨大な作品をストッ

ルヌーボー調のバラの装飾が外壁に掛かっている

Ａ

クしています。そこからリストで確かめて普通に借りて
きます。大きな山からどんな宝を見つけ出し、ファンの
ニーズにどう応えるか、私たち映画館のセンスが常に試
されていると思っています。
Ｑ

上映作品の中には、デジタル化されていない、昔

のフィルムも多いようですね。

Ｑ

映像ソフト、ハードが家庭に普及し、映画鑑賞の

形が大きく変わってきています。
Ａ

映画は大きなスクリーンで、同じ時代の空気を吸

った大勢の観客と一緒に見てこそ、感動が倍になると思
います。リュミエール兄弟が世界で映画を初めて上映し

特に古い映画を上映するには、まだまだ35mmの

てから120年が経つのですが、その上映方法は今の映画

フィルム映写機が欠かせません。うちは２台備えて対応

館と同じシステムなんですね。みなさんの胸に残る思い

しています。映画会社も少しずつデジタル化に取り組ん

出の名画にも、そうした記憶が一緒に焼き付いていませ

でくれていますが、多額の費用がかかるので、フィルム

んか。いつも一人でＤＶＤや録画を見ておられる方に、

のままの作品が多いんですね。

ぜひ一度うちへいらっしゃいと申し上げたいですね。

Ａ

Ｑ

そういう映画館は、珍しいのではないですか。

Ａ

今や全映画館の８割以上を占めるシネコンのほと

んどが、フィルムを上映できない環境になっています。

Ｑ

切符売り場でのお客とのやり取りが親密で、リピ

ーターが多いように見えます。
Ａ

「ホームページを見て、夜行バスで（他府県か

フィルムを扱える映写技師が減り、需要がないので配給

ら）駆けつけました」などと言ってくださるお客さんが

会社も、新しいプリントをつくらなくなってきていま

います。うれしいですね。小さな映画館ですが、会員を

す。残念ながら、古典が顧みられず、今の若い映画人、

募って催しを知らせたり、特集では監督､ 俳優などのさ

映画ファンが、伝統をどんどん忘れ去っているように見

まざまな作品を集中的に紹介したりして、「次の上映も

えます。そういう流れを何とか食い止めたいのです。

ぜひ見に来よう」と思ってもらえるように工夫を凝らし
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ヌーベルバーグの名匠も来た

10月は浦山桐郎監督を特集

建物のミュージアム的な魅力にも触れておきたい。
インターネットのウィキペディアなどには「映画館そ

吉永小百合、和泉雅子、大竹しのぶらの女優を育
てあげ、「女優育ての名手」と言われながらも生涯

のものは歴史が古く、『九条東洋劇場』（～92年）『九

にわずか９本の映画

条レックスシネマ』（93年）『ＡＣＴ活動写真館』（95

を残しただけの寡作

年～96年）と開館・閉館を繰り返してきた」と沿革が紹

な映画監督。それは

介されている。

厳しい映画業界にあ

入り口の装飾がまず人目を引く。赤レンガの外壁に金

って、納得のゆく企

属製の大きなバラの花が掛かっている。１階の映写ホー

画を探し続け、それ

ルは、黒を基調として海底をイメージしたという内装。

も機が熟すまで粘り

いずれも名前に違わず、映画館としては一風変わったア

強く時間をかけ、自

ールヌーボー調だ。シネ・ヌーヴォとして開館するとき

分の作品にすべく丁

に劇団・維新派がデザインした。

寧にこだわり続けた

たが

てい

ねい

ホール隣のロビーの棚には、『キネマ旬報』のバック

苦闘の軌跡そのもの

ナンバーがそろう。特集ごとに模様替えして展示される

だった。（案内チラ

封切り当時の映画ポスターも、一見の価値ありだ。

シより）

さらに圧巻は、ロビーの壁面を埋める無数のサインだ

今年が生誕85年、没後30年になるのを記念し、命

＝２・３ページの写真。全国の映画関係者が、上映会な

日を間にはさむ10月17日（土）～30日（金）、『キ

どで訪れた際に書き残したものだという。同館がいかに

ューポラのある街』『非行少女』『私が棄てた女』

多くの人々に愛されてきたかを、雄弁に物語る。

『青春の門』など全作品を順次上映する。

「ラウール・クタールのサインもあります」と景山さ

す

ん。私が何のことかわからないで戸惑っていたら、間髪

シネ･ヌーヴォ

を入れずに「ゴダールやトリュフォーのヌーベルバーグ

〒550-0027 大阪市西区九条1-20-24 ☎ 06-6582-1416

映画を支えた、フランスの名撮影監督です。ほら、ここ

Fax 06-6582-1420 URL：http://www.cinenouveau.com

に」と壁を指差し、助け舟を出してくれた。

Ciné Nouveau

映写ホールの内装もアールヌーボー調。黒を基調

として海底をイメージしたデザインになっている

ています。

６

2015.10

アジアの高校生、熱烈討論
カ国が参加し
ユースサミット
14

「明日のアジアを背負って立つ高校生たちの討論を聴
きに来ませんか」――アジア協会アジア友の会（ＪＡＦ
Ｓ）常任理事の法花敏郎さんに誘われて、堺市南区の国
際交流障害者センターなどで８月15日から６日間開かれ
た第４回アジアユースサミットをのぞいた。

貧困・環境…国を越えて

ＪＡＦＳは大阪を拠点にして、貧困や水不足、環境悪
化に苦しむアジア各国に、教育や井戸掘り、植林などを
支援している公益社団法人。アジアユースサミットは、
日本を含む14カ国の高校生が集う合宿形式の国際会議
だ。ＪＡＦＳが主催し、2009年から隔年で海外、日本交
互に開いている。
単に弁舌を競うのではない。参加者らが地域の抱える
問題を調べ上げ、解決を目指して、実践事例や持続可能
な計画をプレゼンテーション形式で報告・提言する。さ
らに、グループ討論を重ねて交流を深め、よりよい地球
をつくるための共通の行動計画をまとめる。
初日のプレゼンテーションでは、インドの高校生が、
スラム街に食糧雑貨店を立ち上げて女性たちの働く場を
生み出す取り組みを報告した。マレーシアからはリサイ
クルでごみゼロを目指す活動、フィリピンからは特産の
ココナッツ手芸品を先住民の教育と雇用に生かそうとい
う活動が紹介された。
水不足に苦しむバングラデシュの高校生は、新たな井
戸づくりなどに取り組む村の組織づくりを訴えた。イン

日、堺市南

プレゼンテーションする各国の

参加者たち＝８月

区の国際交流障害者センター

15

ドネシアからはバリ島の伝統食・センロンボタンによる
地域おこしの提言、中国からは親が遠くに働きに出て取
り残された子たちに読み書きなどを教えて支える取り組
み、スリランカからは原生林の動植物を乱開発から守る
グリーンスカウト活動が報告された。
日本の高校生も活発に発表した。
少子高齢化が進む人工島にある神戸市立六甲アイラン
ド高校は、昔遊びを伝承してお年寄りと子どもが世代を
超えて交流する場をつくる。大阪府立三島高校は、フェ
アトレード（公正な貿易）した綿などを使うエシカル

７
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（倫理的）ファッションの普及を訴えた。大阪府立松原

「万事にシラケていて、意欲が感じられない」「小さ

高校は、グラウンドを開放して子どもに外で遊ぶ楽しさ

いときから競争社会にさらされて、他者を思いやる心が

を伝える。奈良市立一条高校は、古都の空き家を旅行者

薄れている」――そんなステレオタイプで若い世代を見

が安価で泊まれるゲストハウスに活用する観光街おこし

がちだった自分自身を、猛省させられた一日だった。

を提案した。

この日はちょうど、日本の敗戦の日。

×

×

×

しかし、会場では、そんな話題をまったく聞かなかっ

海外も日本も、次々と登壇する高校生たちのはつらつ

た。なるほど、無理にひねり出したような空疎なおわび

とした迫力が、とても印象に残った。発表内容に会場か

や、ことさらな不戦の誓いはいらないと感じた。共通の

ら、「本当にあなたたちが発案し、あなたたちだけで取

目標と熱い連帯で結ばれた友と友に、そもそも戦争なん

り組んでいるのですか」と驚きの質問があがった。

て起きるはずがないだろうだから。

（黒沢 雅善）

花を
しょうゆ顔ベゴニア

シュウカイドウ

シュウカイドウ科

花言葉：片思い・親切ほか

大阪府河内長野市・大阪府立花の文化園で

訪ねて

九州以北の日本本土に、ただ一種自生する「和」の

ただし、元々の日本生まれではない。中国南部～マ

ベゴニア。猛暑が和らぐ頃から紅葉が始まる前にかけ

レー半島原産で、江戸時代初めに観賞用として渡来し

て、樹下の半日陰にかわいい花を咲かせる。

たものが野生化した。漢字で書くと秋海棠。春に咲く

ベゴニア属は、約2000種が世界中の熱帯、亜熱帯に

バラ科のカイドウに似ていることからついた。

分布する。交配によってつくられた園芸品種も約1500

雄しべが黄色い雄花がまず開き、次いで花房の先端

にのぼるという。球根ベゴニヤ、レックスベゴニヤ、

に雌花が咲く。花が終わった後に葉の付け根から珠芽

木立性ベゴニヤ……いかにもトロピカルで派手な仲間

（小さな球根）がこぼれ落ちて増える。春に芽吹く姿

たちが多い中で、本種は、花の色も葉っぱや茎の形

も愛らしい。他の草木を押しのけたりせず、穏やかに

も、あっさり風味のしょうゆ顔。草花の姿は、育つ地

共存して野山になじんでいる。外来種、帰化植物で

域の気候風土に似てくるのだろうか。

も、こんな花なら悪くないかなと思う。

むかご

（雅）
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語り合う池澤夏樹さん（左）、白井聡さん＝８月７日、アサコムホール

敗戦も「天災」とみた日本人
第３回

ゲスト 池澤 夏樹 さん × ホスト 白井 聡 さん

根底にすり替え、忘れる世界観
作家の池澤夏樹さんをゲストに迎えた第３回「中之島

抜きにされていることを怖くて言い出せない、と指摘し

クロストーク」（朝日新聞社主催）が８月７日夜、朝日

ました。また、原発について、単に電気がほしいだけで

新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェスティバルタ

はなく、潜在的な核武装能力を持っておきたいのが国家

ワー12階）で開かれました。ホスト役は今回も、政治学

の本音、とみんな薄々気づいている、としました。

者で京都精華大専任講師の白井聡さんです。戦後70年を

また、池澤さんは、日本人は天災が来るたび忘れたこ

迎え、戦争や核の問題、日本人の国民性について意見を

とにして再建してきたとし、第２次大戦の敗戦も「自然

交えました。

災害であるかのようにすり替えた」と述べました。根底

1945年７月生まれの池澤さんは「戦後70年はそのまま

に、それ自体に内包される力によって自ずから変わると

わが人生」と語り始め、「なんであの戦争になってあん

いう「なる」の世界観が日本人にあると指摘しました。

な負け方をして、しかも、それをケロッと忘れてニコニ

「中之島クロストーク」は定員100人に対して500人を

コしているんだ、と。それに対して何が言えるんだとい

超える読者から聴講の応募がありました。会場では質問

うことを考えてきた」と述べました。白井さんの『永続

用紙を配って２人への質問を募りました。日米安保体制

敗戦論』の書評を書き、「そういう見方があった」とい

の是非を尋ねた質問に対し、池澤さんは「原理的には解

う驚きと、若い論客の誕生を嬉しく思ったという感想を

消可能だが、相当な外交力がいる」と答え、白井さんは

語りました。

「米国以外にパートナーがいない状況から脱しなければ

白井さんは、戦争を指導したいわゆる保守支配勢力が

ならない」と話しました。

敗戦後、米国に取り入ることによって保身をはかり、支

◇この日の詳報は朝日新聞８月28日付朝刊に掲載さ

配者として君臨し続け、一方、リベラルや左派も、ある

れ ま し た。 朝 日 新 聞 デ ジ タ ル（http://digital.asahi.

意味、敗戦の否認に加担してきたのではないか、との持

com/） とWEBRONZA（webronza.asahi.com/） で も

論を展開。民主主義、平和国家、非核三原則の命題が骨

お読みいただけます＝いずれも有料
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ングドレスとブーケ＝同右。何でできていると思い
ます？

新聞紙のアートなのです。凸版印刷と朝日

新聞社、日刊スポーツ新聞西日本が共同で設立した
トッパンメディアプリンテック関西（ＴＭＫ）が運
営する朝日新聞大阪工場の見学係がつくりました。
「金魚」（７月に制作）は、赤や黒の魚、おけの
木枠、水草の葉などすべて、カラー印刷の新聞紙を
使っています。「ウェディングドレス」（６月）は
ジューンブライドをイメージし、英字新聞のモノク
ロ印刷紙面だけでつくりました。
最初は子犬やクリスマスツリーをつくって飾った

手づくりアートが、お・で・む・か・え

おけの中で涼しげに泳ぐ金魚＝写真左。ウェディ

９

かぶと

です。門松（１月）、ひな人形（３月）、兜（５
月）もつくりました。新しい作品は見学者ホールな
どに展示され、訪れる人を出迎えています。
「必ず社内にある新聞を使う」「後から着色する
のはＮＧ」が制作のルール。大阪工場では朝日新
聞、日刊スポーツをはじめ約10紙を印刷・発送して
います。そうした身近な素材を生かしました。
同工場は、完成半年後の2013年４月から一般読者
の見学受け入れを始めました。来場者が間もなく通

ところ、見学の下見に来られたお客さまから「次に

算２万人に達する見込みです。「感謝を込めて、こ

来るときには何を見られるのか、楽しみです」と

れまでにつくったアートをまとめて見ていただける

いった声が寄せられ、奮起したのがきっかけだそう

機会をつくりたい」と話しています。

体感しませんか 新聞印刷の迫力

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場
〒 553-0001

お申し込み・お問い合わせは

☎ 06-6454-3636

２
名
様
か
ら
見
学
受
付

大阪市福島区海老江 3-22-61

月～金曜
（祝日除く）10～16 時

www.toppan-tmk.co.jp/
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両界曼荼羅
こんごう ぶ

じ

高野山真言宗の総本山金剛峯寺（和歌山県高
けんぽんちゃくしょくりょうかいまんだらず

野町）に伝わる「絹本着色両界曼荼羅図」を、
凸版印刷が描かれた当時の色彩に復元・再生し
て同寺に奉納したという記事が、７月３日付朝
日新聞夕刊１面（大阪本社版）に載った。長い
歳月を経て傷み、茶色にくすんだ原図から、
いったいどのようにして復元したのだろう。記
事には「デジタル技術で当時の金や朱色の鮮や
かな姿をよみがえらせた」と書かれているが、

凸版印刷プロジェクトチーム

高野山の至宝を

完成した想定色再生版の金剛界曼荼羅

同社の曼荼羅プロジェクトは、高野山が開かれて2015

現状を正確にデータベース化

年で1200年になるのを記念して、02年に計画された。07

印刷業界トップ企業の凸版印刷は、朝日新聞社と縁が
深い。関西では、朝日新聞の中心工場であるトッパンメ

年以降の後半期は、目玉の文化継承事業と位置づけ、金
剛峯寺と連携して、さらに本格的に進めた。

ディアプリンテック関西＝大阪工場を共同出資して立ち

最初に取り組んだのは、曼荼羅の今の状態を記録する

上げ、大阪府・市など西日本一円の読者に毎日お届けす

ことだった。何も加えず、しかし、細大漏らさず正確に

る新聞を印刷、発送している。

──言うはたやすいが、大変な作業だ。

印刷博物館がある東京都文京区のトッパン小石川ビル

以下、12、13ページの写真もご参照いただきたい。

へお邪魔した。情報コミュニケーション事業本部曼荼羅

室内で台の上に原本を水平に広げ、やぐらの上から、

復元再生プロジェクト室課長でプロジェクトリーダーの

８㌅×10㌅の超大判カメラを下に向けて撮影した。とて

前田伸幸さんらが、取材に応じてくれた。

も１コマには収まらない。縦横それぞれ５分割して25枚

両界曼荼羅

「胎蔵界」「金剛界」

の２幅１対になっており、金剛峯
寺のものはそれぞれ縦約 4.2 m、横
約 3.9 m。計1895体の仏が描かれて
いる。1156年に平清盛が奉納した。
清盛自身の血を絵の具に混ぜたとの
伝承があり、「血曼荼羅」と呼ばれ
る。1908年に国重要文化財に指定さ
れた。曼荼羅は曼陀羅とも書く。仏
ぼ さつ

や菩薩を方形や円形の区画に整然と
配置して描き、仏教、特に密教の悟
りの世界を象徴的に表したもの。

左から、高橋英一さん、前田伸幸さ
ん、小田切信夫さん、小室哲郎さん

◀ 曼荼羅プロジェクトに
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現代に再生
これではさっぱりわからない。好奇心をかき立
てられて、凸版印刷へ取材を申し込んだ。「デ
ジタル技術といっても、使いこなすのは人間で
す。課題をこつこつと一つずつ乗り越えて進む
しか道はありません」。担当者が話してくれた
のは、華やかそうなハイテクの種明かしではな
く、元の曼荼羅を描いた絵仏師たちに劣らない
と思える、地道で気が遠くなるような手作業の
積み重ねだった。

＝写真提供、凸版印刷

デジタル技術＋手作業を結集

850年の時超えて

完成した想定色再生版の胎蔵界曼荼羅

写し、２組で計50枚。明るさにむらが出ないように照明

と驚かれた。しかし、本当の復元＝元の姿に再生させる

を当て、少しずつ条件を変えてシャッターを切った。こ

には、まだ道半ば。いや、半分も来ていない。

の撮影を数回繰り返したため、めったに使わない大量の

多数の仏を電子ペンで手書き

フィルムの調達となり、メーカーも驚きの声を上げた。
撮影したフィルムを１枚ずつ高精細スキャンしてデ

次の高いハードルは、線画の解明だった。墨で書かれ

ジタル化し、原本と目の前で見比べながら、厳密に色を

た仏の輪郭などを、原本に忠実につきとめる。彩色を施

合わせた。コンピューターに取り込んでデータベース化

す前の基礎となる大事な工程だ。

した。さらに、赤外線と軟Ｘ線でも撮影を繰り返し、目
に見えにくい部分まで解析を進めた。
こうして得たデータを使って08年、原本と等寸大の複
製をつくった。「本物そっくりで、見分けがつかない」

ご

ま

２枚の原本の表面は、長年にわたる護摩木や灯明のす
すが重なり、元の絵がわからないほど濃茶色に変色して
いる。傷んで、墨、絵の具が剝落しているところもあ
る。肉眼だけではとても解明できない。
デジタル化した曼荼羅の写真をディスプレー上に呼び
出し、ちょうど私たちがデジタルカメラで撮った写真を
パソコンで修正するように、コントラストや明るさを調
整して埋もれていた線画を浮かび上がらせた。墨の炭素
によく反応する赤外線写真のデータも活用した。しか
し、それでも十分に解明できない部分が多く残った。
幸い、金剛峯寺の曼荼羅は、同寺を開いた空海が入唐
中に師の恵果から与えられて日本に持ち帰った両界曼荼
羅を原本とし、構成図像を正しく受け継いで転写された
「正系現図曼荼羅」であることがわかっていた。
他寺に伝わる同系統の曼荼羅の比較調査を行った。諸
仏の形や筆致が、金剛峯寺の曼荼羅と驚くほど一致し

携わった人たち ▶

左、小島勉さん
右、小宮広嗣さん

た。これで欠落部分を補い、作業が大きくはかどった。
ただし、千体を超す諸仏は、遠目には互いに似ている
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曼荼羅復元･再生作業の流れ

曼荼羅の原本をやぐらの上から大判カメラで分割して撮影

ように見えても、構図や表情、服装がすべて違う。他の
曼荼羅の同じ仏は参考にできても、同じ曼荼羅の隣の仏

➡

をコピペするといった安易な手法は使えない。復元にあ

実物と見比べて色調を正確に合わせる

たっては、スタッフが毛筆を電子ペンに持ち替え、１体
ずつ心を込めて手書きした。打ち込むあまり、枕元にま
で仏が立って、うなされた人もいたそうだ。

仕上げは伝統技能師との共作
彩色は、想像で補った部分が多かった。
曼荼羅原本などの古い絵は褪色が進み、参考にはでき
るが、描かれた当時のままの色ではない。また、古文書
には「赤」と書かれていても、文字だけではどのような
赤なのか、具体的にわからないからだ。
軟Ｘ線撮影のデータなどをもとに、平安時代の絵の具
に使われた顔料を割り出して「こんな色を使ったのでは

➡

ないか」と想定したパレットをつくり、それを使って彩

画像をデータベース化（次ページへ）

色した。復元した曼荼羅を「想定色再生版」名付けたの
はこのためだ。さらに文献資料や実際の作例にあたっ
て、顔や衣に微妙な照りやぼかしを加えた。専門家にも
見てもらって意見を聴いた。
奉納する想定色再生版曼荼羅は、２種類つくられた。
ひとつは原本と等寸大のもの、もうひとつは２分の１サ
イズの縮小版だ。両方とも、コンピューターで個別に描
いた諸仏を曼荼羅の形に統合し、プリマグラフィという
こうぞ

凸版印刷の高品質インクジェット印刷技術で、顔料を楮
紙にプリントした。
特に縮小版は、最後の仕上げを表具師、絵仏師と共作
した。大日知来など中心となる仏の構成部分を白紙のま

2015.10

➡
さらに軟Ｘ線撮影
➡

力を発揮できることを、改めて痛感しました」とプロジ

他の曼荼羅も参考にして線画を解明

ェクトを振り返り、次のように話してくれた。

➡

描いた。プリントで出せない金色の部分も手で描いた。

赤外線撮影して目に見えにくい部分を調べる

復元・再生された胎蔵界曼荼羅の大日如来
ま出力し、再生版の画像をもとに、絵仏師が毛筆で直に
担当者それぞれの感性と伝統技能、そしてデジタル技術
が融合調和して曼荼羅を完成させたのだ。
当初は原本と同じく、絹本にすべて手書きすることを
検討したが、大変な人手と時間、費用がかかることがわ
かり、断念せざるを得なかった。「それでも、少しでも
オリジナルに近づけたい」と知恵を絞ったハイブリッド
再生だった。
前田さんは「人間の感性とデジタル技術は決して対立
するものではありません。融合して助け合えば、すごい

彩色を幾枚ものレイヤーに分けて保存してあります。紙
やフィルムのアナログデータと比べ、飛躍的な情報量を
多くの人と共有できます。すぐに曼荼羅を復元できる一
方、制作過程の詳しい分析、解明にも役立ちます。例え
ば今回は、専門の絵仏師に、描く手がかりを提供できま
した。今回参考にした他の正系現図曼荼羅も、これを使
って復元・再生できるはずです。文化財のこれからの保
存、研究方法に、ひとつのモデルを示せたのではないで
しょうか。関係者一同、この曼荼羅の完成をうれしく感
じています」
×

×

×

金剛峯寺に奉納された等寸大の両界曼荼羅は、高野山
霊 宝 館（ ☎ 0736-56-2029、http://www.reihokan.or.jp/） で
10月３日から展示・一般公開される。

（黒沢 雅善）

制作当時に使われた絵の具を調べて彩色する

「データは、諸仏などのパーツごとに、さらに線画や
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イベント・出版等の情報

食材（食財）から考えよう!
第４回「はかる」シンポジウム
大阪市計量検査所所長

今西 正則さんから

「はかる（計量）」ことが生活と産業振興の基礎をな
しているにもかかわらず、日頃意識することなく、適正

通崎睦美コンサート

今、甦る！木琴デイズ vol. 4
「オンガクの時間」
木琴・マリンバ奏者、文筆家

戦後、学校教育に「器楽」が取り入れられ、一人に一

にはかられることが当たり前となって、空気のような存

台木琴を携え小学校に

在なっています。そんな今だからこそ、「はかる」こと

通う時代がやってきま

の重要性を再認識いただくとともに、いっそう適正計量

した。木琴の需要が高

につとめていただくことを目的として、毎年、シンポジ

まる中、下駄職人も、

ウムを重ねてきました。今回は、食・産業と計量をテー

家具職人も、木を扱え

マに開きます。

る人達は、こぞって木

◆第１部

基調講演「若さを保つ"はかる健康法"」

琴を作ったといいま

田中 浩子氏（大阪成蹊大学教授）

す。そんな時代を共に

パネルディスカッション「食材（食財）から

した楽器が、リコーダ

◆第２部

『はかる』を考えよう！」
・コーディネイター

ーやアコーディオン。

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
・パネリスト

通崎 睦美さんから

懐かしい昭和の風景が
思い浮かぶのではない

田中 浩子氏／西川 英作氏（髙島屋泉北

でしょうか。（コンサ

店販売第２部長）／廣瀬 茂夫氏（日本総合研究所理

ートのチラシから）

事、関西経済研究センター所長）／山下 陽子氏（神

◇奏者 通崎 睦美（木琴）、本村睦幸（リコーダー）、

戸大学助教）
◆第３部

抽選会

松原智美（アコーディオン）
参加者にＧＴパック（10人）、血圧

◇とき

11月11日（水）昼＝13時半開場、14時開演
夜＝18時半開場

計（５人）、200ｇ分銅（50人）をプレゼントします
◇とき

11月８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

◇ところ

京都文化博物館別館ホール（京都市中京区三

条高倉）
◇演奏曲目

町2-2-1）
※地下鉄堺筋線堺筋本町駅17号出口北へ徒歩約３分。地

19時開演

「エーデルワイス（ロジャース／西邑由紀

子編）」「スパイと踊子（伊佐治直）」「バロック・

下鉄御堂筋線本町駅３番出口東へ徒歩約12分

アソートメント（本村・通崎編）」「チャールダシュ

◇定員560人。参加無料。申込者多数のときは抽選

（モンティ）」「ヴァイオリン・ソナタホ短調第２

◇申込方法・期間

楽章（モーツァルト）」「中国の太鼓（クライスラ

住所、氏名、電話番号を明記して次

のいずれかへ10月20日（火）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

計量検査所「はかる」シンポジウム係。当日消印有効
・ファクス

06-6577-5808へ。申込者の住所、氏名、電

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人分限り｡ 複数での参加を希望される場合

ー）」ほか
◇料金

一般＝前売り3,500円、当日4,000円

学生＝前

売り3,000円、当日3,500円（いずれも消費税込み）
※全自由席。未就学児童の同伴・入場はご遠慮ください
◇チケット販売

チケットぴあ（☎ 0570-02-9999

Ｐ

コ ー ド 266-781）、 ロ ー ソ ン チ ケ ッ ト（ ☎ 057000-0407、570-08-4005

Ｌ コ ー ド 53383）、 Ｃ Ｎ ブ

レ イ ガ イ ド（ ☎ 0570-08-9990）、 セ ブ ン チ ケ ッ ト
（http://7ticket.jp/

セブン-イレブン店頭購入可）、

は、人数分を別々にお申し込みください。座席が必要

イープラス（http://eplus.jp/otonowa/）、高島屋京都店

な連れのお子さまの分も別にお申し込みください

７Ｆチケットショップ（☎ 075-221-8811㈹＝店頭販売

◇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）

のみ）、大丸京都店７Ｆ商品券売場（☎ 075-211-8111
㈹＝店頭販売のみ）、otonowa（☎ 075-252-8255＝電

話予約のみ）
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アと図書館革命―図書館・出版社共同戦線2015」

パ

ネリスト：岡本厚・岩波書店代表取締役社長／石井

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

昭・図書館流通センター・代表取締役社長

10～18時半、日曜・祝日休み、土曜不定休。ホームペ

◆11月11日（水）10時～11時半

ージ http://www.otonowa.co.jp）

像」

図書館の現在を熱く語る
「第17回図書館総合展」
立命館大学文学部教授

パネリスト：高橋聡・カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ図書館カンパニー長／南学・東洋大学客
員教授
◆11月11日（水）13時～14時半

「変わる大学、変わる

図書館―電子学術書を活用した大学授業の高度化」

湯浅 俊彦さんから

パネリスト：鈴木道典・有斐閣常務取締役／飯野勝

図書館界最大の催しです。約100のフォーラムが開催

則・佛教大学図書館専門員／津田康弘・京セラ丸善シ

される中、私は下記の４つの「図書館総合展運営委員会
主催フォーラム」（いずれも400名になり次第申し込み

「公共図書館の未来

ステムインテグレーション・電子書籍企画室
◆11月12日（木）13時～14時半

「障害者差別解消法と

終了）のコーディネーターと司会を担当します。図書館

図書館―読書アクセシビリティの視点から」

や出版に関心のある方々のご参加をお待ちしています。

スト：印藤昭一・三田市まちづくり部生涯学習支援課

会場はパシフィコ横浜。入場無料。お申し込みや催しの

参事／松原聡・東洋大学副学長／植村要・立命館大学

詳細はホームページ http://www.libraryfair.jp/ へ。

グローバル・イノベーション研究機構専門研究員／前

◆11月10日（火）13時～14時半

川千陽・三田市立図書館長

「変貌する出版メディ

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
6222-5222
時半まで）

パネリ

中之島教室 公開講座

〒530-0005 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

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）

音楽家ジュゼッペ・ヴェルディが愛したイタリア
「椿姫」や「アイーダ」で有名な音楽家ヴェルディ。

ラを通して、知られざるイタリアを探

彼が活躍した19世紀前半は、「リソルジメント」という

究しましょう。

イタリア統一運動が起こっていた激動の時代でした。イ

◇とき

11月６日（金）15時～16時半

タリアは1861年に統一された比較的新しい国であり、そ

◇講師

桃山学院大学非常勤講師

の統一の機運に、ヴェルディの存在やその作品が大きな
影響を与えました。この講座では、オペラの映像や音楽

天堀 貴博＝写真
◇受講料（税込み）カルチャー会員 2,700円

とともに、ヴェルディの人生を振り返ります。彼のオペ

一般 3,024円

漱石とロンドンへの誘い～チェレスタの調べとともに
究極の癒やしの音色を奏でると言われるチェレスタ。

ッセイストの森ミドリさん＝同右＝を講師に迎え、ロン

オルガンのような外観で、フェルトで包んだ小さなハン

ドンでの漱石の足跡などのお話や、チェレスタ演奏と朗

マーで鉄琴を叩いて出す音色はどんな

読を楽しみます。朗読作品は夏目漱石

でしょう？

チャイコフスキーのバレ

の「夢十夜」（太田さん）、「硝子戸

エ音楽「くるみ割り人形」の中で「金

の中」（森さん）。演奏曲目は「グリ

平糖の踊り」に使われたことから、世

ーンスリーブス」「スカボロフェア」

界的に有名になりました。クラシック

など。当日は皆さまからのリクエスト

音楽はもちろんのこと、さまざまな映

も受け付ける予定です。

画音楽にも登場しています。講座では、夏目漱石を敬愛

◇とき

し、昨秋、漱石ゆかりのロンドンを訪ねた作家の太田治

◇受講料（税込み）カルチャー会員 3,348円

子さん＝写真左＝と、友人で音楽家（作曲・演奏）・エ

11月14日（土）14時～15時半
一般 3,888円
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詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局

電話

紺谷延子さん

方（ 〒 611-0013
宇治市莵道谷下がり
＆ファクス ０７７４ ２-４ ７-０９４）
25
19

ゆかりの地･宇治に碑を建てよう
尹東柱―消されかけた詩人の足跡 ㊦
ユンドンジュ

京都府宇治市に詩人尹東柱記念碑

上で、前列左から２人目の

建立委員会（代表＝安斎育郎・立命

詰め襟に学帽をかぶった彼

館大学名誉教授）という有志の会が

を囲むように、男女９人の

ある。平等院前の宇治川河畔に碑を

学生が写っている。

建てようと呼びかけ、2005年の結成

半世紀余り後、同行した

以来、河畔の公園を管理する府に許

女性のアルバムから、ＮＨ

可を要望した回数は30回を超えた。

Ｋディレクター（当時）の

京都地検の倉庫に埋もれていた尹

多胡吉郎さんが取材中に見

東柱の裁判記録も公開請求して入手

つけた。前号に登場した朴

し、府の要請にこたえて提出した。

熙均さんが、もう一人の女

パク

ヒギュン

しゅんれつ

それでも府は、まだ許可してくれな

性と現地を訪ねて撮影場所を確かめ

の胸を占めていたに違いない峻烈な

い。碑はできあがって８年近く、石

た。この詩人が日本で撮ったおそら

思いと、直後に彼を襲った不幸を、

材店に眠ったままになっている。

く唯一で、生涯最後の写真だ。

どこか暗示する風景に見えた。短く

なぜ宇治なのか。事務局長の紺谷
延子さんは「詩人の足跡がはっきり

初秋の一日、京阪宇治駅前から天
ヶ瀬吊り橋まで歩いてみた。

険しい人生を生きた詩人をしのぶの
に、ふさわしい地だと感じた。

残るこの地に、朝鮮半島やアジアの

２km弱、30分足らずの距離だが、

記念碑建立委員会は、一日も早い

人々と一緒に詩と平和を愛する心を

人出でにぎわう平等院の門前を過ぎ

建立を訴えて、「第23回詩人尹東柱

確かめ合えるよすがを、市民の手で

ると、景色が一変した。家並みが絶

の想いを今につなぐつどい」を10月

つくりたいのです」と話す。

えて沿道に深い森が茂り、ひぐらし

４日、宇治市生涯学習センターで催

一枚の写真がある＝右、同志社発

の合唱がこだました。天ヶ瀬ダムを

す。詩人の没後と戦後70年の今回は

行の冊子『尹東柱詩碑』より。尹東

越えた急流が眼下に渦を巻き、峨々

市民から協力者を募り、音楽と朗読

柱は、特高警察に逮捕される約２カ

とした深山の気が迫ってきた。

による構成劇「いのち輝く宇治川の

月前の1943年初夏、宇治川上流の天
つ

ヶ瀬吊り橋＝写真上＝へ、同志社大
学の友らと日帰りの旅をした。橋の

が

が

尹東柱は、何を求めてここまでや
って来たのだろう。
確かめるすべはない。けれど、彼

おも

ほとり」を上演する。尹東柱が河原
でアリランを歌う、実際にあった場
面も再現する予定だ。（黒沢 雅善）
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会員・読者からの寄稿

繰り返された愚行 シリア、パルミラ遺跡の破壊
平山郁夫美術館企画展コーディネーター、文化ジャーナリスト

白鳥 正夫

紀元前後、シルクロード東西交易の隊商都市として栄

が存在していた。平山さんは1968年、仏教伝来と玄奘三

えたシリアのパルミラ遺跡が８月末にイスラム国（Ｉ

蔵の求法の道を求めて、現地を訪れている。しかし2001

Ｓ）によって爆破されたことが報じられた。９月３日付

年３月12日にタリバーンはイスラムの偶像崇拝禁止の規

朝日新聞「天声人語」は、「シリア砂漠に咲いた大輪の

定に反しているとして２体の大仏を破壊した。

花」と称賛した故平山郁夫画伯に触れ、廃虚を歩むラク

平山さんは破壊前後の作品を描いている。平山さんの

ダの隊商の朝と夜の幻想的な作品のことを取り上げた。

シルクロード行は約168回を数え、現地に息づいている

先にアフガニスタンのバーミヤンの大仏が破壊された愚

歴史や文化、人の営みに触れる。そこからさまざまなス

行に続いての悲劇を書き留めておきたい。

ケールの大きい作品を着想した。遺跡を単なる風景とし

平山さんがパルミラ遺跡を初めて訪れたのは、1971年

てではなく、豊かな文明交流の視点で捉えた。そうした

末のことだ。その印象記を「危険な砂漠を踏破したキャ

平山さんの平和への熱い思いが、またしてもＩＳの蛮行

ラバンは、砂漠の彼方よりナツメ椰子の林が茂るパルミ

によって踏みにじられたことは無念でならない。

ラの大オアシスを遠望したのであろう。入り口には大凱

◇～悠久のシルクロード～平山郁夫展

10月８日（木）

旋門が堂々と構えており、そこを入ると、大列柱通りが

～18日（日）、京阪百貨店守口店､ 10時～19時（最終

奥の神殿まで続く。列柱通りに面した沿道には、円形劇

日は17時閉場）､ 一般500円、65歳以上無料。朝日新

場もある。パルミラ市民や、遠く砂漠を渡ってきたキャ

聞社、平山郁夫美術館ほか主催

ラバンの人たちが、この劇場で楽しんだのかもしれな
い」と綴っている。
パルミラ遺跡が世界文化遺産になった1980年、現地を
訪れた平山さんが、美しい光景を2006年、「パルミラ遺
跡を行く・朝」＝写真左＝、「パルミラ遺跡を行く・
夜」＝同右、いずれも平山郁夫シルクロード美術館蔵＝

ドイツ中小都市の路面電車
都心と郊外を結ぶ市民の足
「地球に謙虚に運動」代表

仲津 英治

の大作２作品に仕上げた。その３年後に他界した平山さ

前号でご報告したドイツの路面電車事情の続きです。

んは、2002年に「シルクロードを世界遺産に、そして平

ブラウンシュヴァイク市は、ドイツ北部にある人口28

和の道へ」と提唱していた。「シルクロードの始点と天

万人前後の中都市です。連邦首都ベルリンとルール工業

山回廊経路網」が世界文化遺産に登録された翌年、平山

地帯の中間に位置する、かつてのハンザ同盟都市の一つ

さんの遺志は無残にも砕けた。あらためて平和を築くこ

です。数学者・天文物理学者ガウスの生誕地で、都心の

との難しさを実感する。

公園には彼の記念碑があります。私はこの街の工科大学

パルミラの悲劇で思い出されるのがアフガニスタンの

に1972年から74年まで留学していました。当時は東独と

バーミヤン大仏の爆破だ。バーミヤンは３世紀末から８

の国境に近く、東側では、市民が西側に逃げないよう厳

世紀にかけてほぼ500年間、パキスタンの西方に花開い

しく看視していました。

た仏教の都城で、シルクロードの東西を結び、インドへ
の中継地として栄えた。
数キロにわたる岩山の断崖に石窟があり、東西に大仏

同市は、地下鉄建設が可能といわれる人口50万人に
届かず、路面電車が市内と郊外を結ぶ交通機関の主役
です。馬車鉄道時代に基本路線が整備され、現在約
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40km のネットワークに拡充されています。日本で一番
利用されている路面電車線は広島電鉄ですが、営業キ
ロは19km しかありません（ただし、鉄軌道を併せると
35km）。広島市の人口は115万人ですから、ブラウン
シュヴァイク市の営業距離は、相当のレベルと言えま
しょう。人口十数万以上のドイツの都市には大抵路面電
車線があるようです（50都市以上）。英国、フランス
は、路面電車を第二次大戦後に全廃か大幅削減していま
す。しかしその後、復活させつつあるようですね。
私が留学していた頃は、１両編成が多かったように記
憶していますが、今はカラフルな３両編成のトラムが縦

自動車から解放された街は、安全で実に気持ち良いもの

横に走っていました。お客様が増え、サービスの向上も

です。しかし、当初は商店主等から、自動車を締め出す

図っているのでしょうか。都心部近くで復活した宮殿な

と、客が来なくなると反対が多かったそうです。

り、新たに整備された百貨店の辺りでは、道路も路面電

訪れた日は平日の昼間でしたので、それほど人通りは

車用に大幅に拡幅され、屋根付ホームのある停留所が整

ありませんでしたが、市民は買い物・散歩を楽しんでい

備されていました＝写真、筆者撮影。

ました。商店なども売り上げが伸びており、三方良しの

中心部では恒久的歩行者地域が、40数年前より数倍に
拡大されていました。市民の要望が強かったようです。

繁栄が実現しているとのことです。自転車も場所と時間
帯により乗り入れがＯＫになっていました。

一世紀の時を隔てて克明によみがえる
稲垣足穂が愛したヒコーキ野郎の軌跡
武石浩玻『米国日記』佐々木 靖章 編・著（YMT、川又書店 2,700円＋税）
ライト兄弟が飛行機を発明したばかり

石浩玻とその時代」をちゃ

の20世紀初め、大空を飛ぶことは若者に

んと書き下ろしてくれた。

とって、現代の宇宙飛行士になるのと同

浩玻のミニ伝記といった仕

じくらいすごい夢だったに違いない。こ

立てで、「旅立ち」「30年

の本は、優れた才能に努力を加えて夢をかなえた先駆者

の生涯」「知の冒険者とし

の「余は如何にしてヒコーキ野郎となりし乎」だ。

て、アメリカへ」「少年時

い

か

か

ﾛ ｯ ｷ ｰ ﾀ ｲ ﾑス

本誌３月号（No.169）に記事を載せた「あこがれの空

代の文学環境」「『絡機時報』主筆時代」といった章を

民間パイロットの先駆け・武石浩玻」展の取材にご

設け、草創期の飛行家だっただけでなく、文学を愛し、

協力いただいた茨城大学名誉教授（近代日本文学）、佐

ジャーナリストとしても活動した彼の生涯を、簡潔に紹

々木靖章さんから新著が届いた。サブタイトルまで正確

介している。まずこちらに目を通し、興味を持ったとこ

に記すと「空飛ぶ冒険者

ろを日記に詳しくあたるのがお薦めだ。

たけいしこう は

へ

武石浩玻『米国日記』

民間

パイロット国内初の犠牲者」。浩玻自身が生前に出版し

浩玻の略歴をおさらいする。

ようとして果たせなかった、渡米して飛行機操縦を学ん

本名・道之助。1884（明治17）年、茨城県那珂郡勝田

だ1907（明治40）年元日から1912（同45）年２月13日ま

村（現ひたちなか市）生まれ。水戸中学（現水戸第一高

での日記を詳録している。

校）を卒業して1907年に渡米。飛行機を見て興味を持

浩玻の生涯をたどるうえで貴重な記録だろうが、専門
的な論評はとてもできそうにない。私的な思いを交えて
大づかみな感想を述べさせていただきたい。
巻頭から読み始めてはいけない。個人の日記など、本
人とよほど親しいか研究者でもない限り、通読する気に
なれないだろう。途中で挫折すること請け合いだ。
著者はもちろん先刻承知。巻末に入門編の読み物「武

ち、サンディエゴの飛行学校で操縦資格を取得した。
1913（大正２）年、帰国直後の彼を朝日新聞社が、京
阪神都市間連絡飛行の操縦士に招いた。催し２日目、現
兵庫県西宮市から大阪を経て京都深草練兵場を目指した
が、着陸直前、大勢の観客の前で墜落して死亡した。
日本の空を最初に飛んだ民間飛行家であり、初の犠牲
者だった。衝撃的な最期が注目を集め、国内に飛行機熱
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が高まるきっかけをつくった。

１９

は、盛んな知的好奇心と行動力でその中を駆け抜けた若

日記によると、飛行家になるまでの軌跡は、決して一

い魂の、青春グラフィティーと言っていいだろう。細く

直線ではなかった。最初は外国航路の船乗りを夢見た。

長く、冒険せず……が当たり前のようになった現代流の

渡米の目的は当初、文学研究者として立つことだった。

生き方への、強烈なアンチテーゼと映る。

大学進学がかなわず断念するが、兄の影響で始めた俳句

浩玻を敬愛してやまなかった作家、稲垣足穂にもミニ

を終生愛し、『ホトトギス』に投稿を続けた。当時の現

伝記は触れている。浩玻の死後に大阪にできた武石飛行

代作家、夏目漱石や永井荷風の愛読者でもあった。

機館について述べたくだりでは、「生々しい遺品類と壊

生活費や学費をつくるため、行商、料理人、農場の手

れた飛行機に見入る足穂少年の姿が浮かぶ」と、実証家

伝いなどさまざまな仕事をしながら各地を転々とした。

の立場から少々踏み出して、筆がにわかに熱を帯びる。

放浪者に近い若者がどうしてなれたのかわからないが、

実は日記の本文は長い長いプロローグで、この二人の時

ソルトレークシティーでは邦字新聞『絡機時報』の主筆

空を隔てた心の交歓を、著者は一番書きたかったのでは

を約８カ月務めた。最後に浩玻が飛行術を学ぶ費用を工

ないだろうか。そんな気がしてならない。

面してくれたのは、米国に住む日本人たちだった。

Ｂ５判、326 ㌻。作家・出久根達郎氏が序文「文学青

一つの夢がついえても、すぐにまた次の夢に果敢に挑

年の心の遍歴」を寄せている。浩玻が渡米に先立ち1902

む。行間からほのかに伝わる、二つの世界大戦をまだ知

（明治35）年に渡欧したときの「航海日記」や、初期の

らない時代の雰囲気は、明るく、とても前向きだ。日記

飛行機の写真も収めている。

（黒沢 雅善）

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼関西スクエア事務局のスタッフとして働いてきた北野

ん飲むので、煮出すのに欲しかったのです。ところが、

順子さんが８月末で交代しました。北野さんの夫の実家

どこの雑貨店でもデパートでも見つかりません。売り場

は泉州。退職したお義父さんが畑をやっています。その

に並んでいるのは、湯が沸騰すると音を立てて知らせて

お義父さんから届く立派な野菜やスイカを、時々おすそ

くれるものや、コーヒーをドリップするのに向いた細口

分けしてもらっていました。

のポット型など、小型でデザイン重視のものばかり。し

ウスイエンドウの豆を「食べきれないから」と大量に

かも、大半が中国などの外国製で、メイド・イン・ジャ

頂いたことがあります。買えば高いものです。でも、

パンは今や絶滅危惧種のようです。自由貿易、自由競争

「こんなにあるのだから」と、思い切ってポタージュを

が悪いと言うつもりはありませんが、身近で毎日使う道

作りました。黄緑色の鮮やかなスープが出来上がりまし

具も自分の手でつくらなくなった国民に、未来はあるの

た。「まるでレストランのメニューみたいだ」と自画自

でしょうか。ちょっと心配になりました。

賛。大変なぜいたくです。東京生まれの私は「実家でと

▼８月25日より新たに事務局メンバーに加わりました。

れたお米や野菜」というのが、うらやましく、憧れでし

いきなりの暴露話で恐縮ですが、活字離れが進んでいる

た。北野さん、３年間、お疲れさまでした。

（臼倉）

といわれている昨今、実は私もその一人でした。小学校

▼やかんを妻と買いに行きました。丸くて大きなアルミ

の夏休みの宿題で、いつも最後まで残っていたのが読書

製の、ラグビーの「魔法の水」を入れるような昔ながら

感想文。これを良い機会だと捉え、活字の海を楽しんで

のあのやかんです。京都の煎り番茶を水代わりにたくさ

泳げるようになりたいと思います。

い

（黒沢）

（平野）

＜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。写真・図付きを歓迎します。郵便また

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

はファクス、Ｅメールで下記へ。11月号掲載ご希望分

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

は10月16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
なつ こ

スタッフ：臼倉 恒介、黒沢 雅善、平野 邦字、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

２０
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【全 面 広 告】

