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美しい声たちが語る残酷な記憶
『優しい鬼』 柴田 元幸さん、レアード・ハントさん、柴崎 友香さん

複数の時と場所から奴隷制問う
初めて海外からゲストを迎えて、第14回中之島どくしょ会（朝日新聞社主催）が11
月30日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイートで開かれた。アメリカ人
作家、レアード・ハントさん、アメリカ文学研究者、柴田元幸さんに、芥川賞受賞作
家、柴崎友香さんが加わり、ハントさんが著して柴田さんが翻訳した小説『優しい
カインド ワ ン

鬼』（朝日新聞出版。原題『Kind One』）について語り合った。
ンディアナ、インディアナ』という作品が以前に出て、

過去と現在が共存する町・大阪
柴田元幸

2015年秋に、みなさんにも読んできていただいた『優し

レアード・ハントさんは、今、デンバー大

い鬼』の翻訳を出すことができました。

学で創作を教えながら、小説の執筆をなさっています。

今回来日された目的の一つ、きっかけになったのは、

これまで７冊の小説を刊行されています。日本では『イ

作家の古川日出男さんが福島県・郡山で「ただようまな
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びや

文学の学校」という変わった学校を主催されてい

ることで、いろいろな作家や詩人、社会学者や書道家が
講師を務める２日間の教室で、今年を含めてこれまで郡
山で３回、岩手で１回開かれています。今回その講師の
一人としてハントさんが招かれたのです。

を歩いて実感しました。
柴田

柴崎さんは、ハントさんの作品を読んでどうい

うことを感じられましたか。
柴埼

私は『優しい鬼』を、あらすじをまったく読ま

ずに読み始めたんですが、完成された物語を聞いている

今回は村上春樹さんが登場してくださったので、朝日

というより、誰か偶然に居合わせた人の話にひたすら耳

新聞でも記事になりました。まずは、郡山での体験につ

を傾けるような体験ができました。この話はどこへ行く

いてレアードさんにお話しいただこうと思います。

んだろうという、向かう先がわからないままひたすら、

こんばんは。ここに来られて、す

その人が語ることから想像する。伝わってくる感触、そ

ばらしい作家の柴崎さんと、すばらしい翻訳家の柴田さ

の人が何を語ろうとしているのか、そこに寄り添いなが

んとご一緒できて、とてもうれしいです。

ら進んで行く経験ができる、希有な小説です。

レアード・ハント

郡山訪問はとても面白い形で始まりました。最初に行

特に、二人目の語り手、ジニーのところからは、子ど

ったのは、300年前からやっている酒蔵。地元の米を使

もの頃に聞いた不気味な昔話のようでもあったし、悪夢

ったおいしいお酒を飲みま

て説明を受けました。
次は、そば打ちを教わり
ました。けっこううまく打
てたみたいで、その日は自
分も加わって打ったそばを
「ただようまなびや」のス
タッフや講師たちと一緒に
食べました。まさに郡山で
つくった食べ物を一緒に食
べるというのは、本当にふ
さわしい始め方だと思いま
した。
その後の２日間は、まさ
に最初の日の精神がそのま
ま続いているように思いま

Laird Hunt１９６８年、シンガポール生まれ。米デンヴァー
大英文科教授。米インディアナ大、仏ソルボンヌ大で学び、国

後の除染作業の達成につい

連の報道官として仏・英を回り、日本にもいた。邦訳に『イン

いうこと（震災）が起きた

レアード・ハントさん

ディアナ、インディアナ』（柴田元幸訳、朝日新聞出版）

した。その後、福島でああ

を見ているような気持ちも
し ま し た。 眠 る と 夢 を 見
て、それが誰かの記憶のよ
うで、「あっ、やっと目が
覚めた」と思ってまた眠っ
た ら、 悪 夢 の 続 き が 始 ま
る、そんな経験にも似てい
ました。とても残酷なこと
が語られているんですけれ
ども、言葉自体は少女の視
点で、とても素朴で柔らか
いのに、内容は容赦ない過
酷な出来事が次々と続く。
そのギャップによって、い
っそう、ジニーに起こるこ
とが心に刻まれました。
最初は、よくわからない
世界に分け入っていく感じ
でしたけれども、物語の輪

した。150人の生徒が、ク

郭と人間関係がわかるにつ

リエイティビティーとはど

れて、何が起きているのか

ういうことか、芸術をつくるというのはどういうこと

を考えるようになり、特に後半に再び語り手が変わって

か、いろいろなことを考えながらやったわけです。

からは、前半で語られたことの意味がわかり始めるんで

今朝、郡山を出まして、昼過ぎに大阪に着きま

す。それで印象がかなり変わって、自分の中の偏見や、

した。午後は大阪ネイティブの柴崎さんが案内してくだ

いかに先入観でものを見ていたかに気づかされます。語

さって、大阪の町を回りました。今度はその体験を聞こ

り手が変わって関係性が明かされることによって、別の

うと思います。

角度から出来事を眺め直すことができます。ぜひ２回読

柴田

天気がよかったので、歩いてお寺へ行った

ハント

り、神社へ行ったり、興味深い商店街へ行きました。
天神橋筋商店街です。

柴埼友香

んでもらいたい小説だと思いました。
楽園でもあり地獄でもある場所が中心に語られてい
て、この場所が重要な小説だと思いました。最初は井戸

ふと気づいたら、目の前に、私にとってとて

を掘るところから始まりますけれども、まるで、いろい

も重要な作家の一人である川端康成の生誕地があって、

ろな場所に埋められた井戸を見つけ出して掘り返して降

非常に感動しました。柴崎さんの作品を英訳で幾つか読

りていくような、そこの土地に積み重なっている記憶と

みましたが、神社やお寺があり、周りに近代的なビルが

か歴史を引き出していくような、それぞれの場所を丹念

あるという過去と現在の共存のようなものを、大阪の町

に掘り返していくような感じを受けました。

ハント
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そういう場所ということをテーマにして考える

が、そういう瞬間がしかるべく書かれるために、ちゃん

と、まったく違う世界が描かれていますけれども、柴崎

と下準備がなされている。安易に出すのではなく、そこ

さんの作品とも通じるものがあるのかなとも思ったりし

に至るまでの仕掛けがきちんとつくってあるということ

ます。そういうことは考えられましたか。

です。

柴田

時間も前後しますね。幾つかの時代を行ったり

柴埼

柴埼

うれしいというか、「ああ、そうなのか」と聞

来たりして。ジニーの語りの中でも、年をとってからと

いていました。何ということのない、車で移動する一日

若い頃の時間を行き来します。自分は今ここにいるわけ

の中に、いろいろな要素があったり、時間があると言わ

ですけれども、ここにいながら別の場所に出入りするよ

れましたけれども、一つの場所を見て、そこの過去が見

うな、複数の時間を行ったり来たりできるような、小説

えるタイプの人と、あまり気にならないタイプの人がい

の持つ力を味わいました。

るんじゃないかと思っているんです。ハントさんをご案

まさにきょう、大阪でいろいろな時間が一つの

柴田

場所にあるということが象徴的でしたね。

き、どういう生活があったんだろうとか、今までにどれ

そう思って、ご案内したんです。四天王寺と大

柴埼

内した神社やお寺へ行くと、私はここがつくられたと
くらいの人たちが、どういう気持ちでお参りに来たんだ
ろうとつい想像する。そし

阪天満宮と、天神橋筋商店

ハントさんには、

柴田

訳があるものをすべて読ん
でもらっています。『海沿
いの道』という短編。『モ
ンキービジネス』という雑
クグラウンドミュージッ
ク』という、僕がやってい
モ

ン

キ

ー

る『M O N K E Y』という雑
誌に載っているもの。『ピ
う、『ビリジアン』という
短編集に入っている作品。

14

年、『春

ーターとジャニス』とい

07

年、『その街の今は』で

誌に載っています。『バッ

柴崎 友香さん

てそんな人たちの影が見え
る気がするんです。
ハントさんの小説も、誰
にでも見えるわけではない
けれども、目を凝らせば見
えるかもしれない、耳をす

１９７３年、大阪生まれ。大阪府立大卒。

柴崎さんの小説のうち、英

しばさき・ともか

うな感じがしました。

『きょうのできごと』でデビュー。

の作品の中を歩いているよ

芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞大賞。

まさに柴崎さん

ハント

の庭』で芥川賞。朝日新聞にエッセー「季節の地図」連載中

街。

ませば聞こえるかもしれな
い、自分ではない、出会う
ことのできない誰かの声や
存在を感じとるような小説
だと思います。
人間は、ほかの人生を経
験することができないし、
ほかの人が見ているものを
見ることはとても難しい。
さらに、眠っているときに
人が見ている夢は、他人は
決して見ることができませ

しんしん

それから『よそ見津々』と

ん。でも、小説は、他人が

いうエッセイ集に入ってい

見ている夢を見ることがで

る『眼鏡強盗』という作品。この４つを読んでもらいま

きる。それが小説の持つ不思議な力の一つじゃないか

した。

と、私は、これを読んで強く感じました。

ハント

非常にゆったりとした、流れるようなペース

ハント

きょう歩いて、ずっと前のことを思い出しま

があります。だから、ちょっとしたこと、間違ったこと

した。20年か、24年ぐらい前だったかもしれません。

が起きるだけで、それがすごく大きなことに感じられま

（埼玉県）熊谷で英語を教えた生徒の父親と、京都を歩

す。そういう変化を、微妙な形で使われています。時に

いていました。年配でしたが、元気いっぱいの方でし

はそうした効果が、タイムトラベルの要素を持ち込むこ

た。一日に何kmも一緒に歩きました。途中で私を見て

とによってつくられています。

「退屈ですか」と聞きました。私は体中にメッセージを

例えば『バックグラウンドミュージック』は、姉と弟

込めて「いいえ！」と答えました。現在を、過去につい

の、何ということもない一日の、車での移動について語

て語ってくれる人と一緒に歩くことに、自分はとても興

られています。最後まで読むと、実は、人間の死すべき

味を持っていることを実感しました。その方は、そこに

運命について書いていることがわかります。あからさま

あるものの名前を言うだけではなく、場所、場所で止ま

に書いているわけでもないし、安っぽくもなく、earned

って、そこの物語を語ってくれました。きょうも、まさ

と言いますか、日本語で言うと「稼ぐ」という意味です

に場所の歴史とか、そこに隠れている物語の断片を感じ
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て、同じように心をひかれました。

から決まっていたことが、それを見るとわかります。

他の本のエピソードから構想
『優しい鬼』がどのようにして生まれたかを話

柴田

してください。
ハント

『Kind One』の意味は二つあって、一つは、この小説
の中に、優しい人間が出てくるわけですが、まずはその
フューリーズ

人たちのこと。もう一つは、ギリシャ神話に F uries と
ザ

カインドリー ワ ン ズ

いう復讐の女神たちがいて、しばしば the K indly Ones

この本は、ほかの本から生まれた本です。エ
ザ

ノ ウ ン

ワールド

ドワード・Ｐ・ジョーンズの『The Known World』、日

（優しい者たち）という呼ばれ方をします。そのことを
表してもいます。

本語のタイトルは『地図になかった世界』という白水社

優しさとは、ソフトな抱擁かもしれないけれども、と

から出ている本です。アメリカの奴隷制をテーマにした

きに相手の息の根を止めてしまうような、きつい抱擁か

小説です。その中で、ついでのように語られる小さなエ

もしれない。体から息が抜けていくと、体は物として取

ピソード、それが私の本のテーマになりました。

り残されるしかない。霊のように立ち上がるかもしれな

山の中に住んでいる夫と妻、奴隷。奴隷は二人とも女
性です。夫が死に、二人の奴隷が反乱を起こして女主人

いし、消えていくかもしれない。そういうところから、
この小説に超自然的な要素が入ってきました。

を奴隷状態にします。女主

うに語るだろうか。女主人
として語るのか、それとも
奴隷として語るのか――と
いうのが私が思いついたア
イデアでした。
いざ書いてみたら、その
両方として語ったわけで
す。声の複雑さ、多様性を
初めて発見して、あの小説
を書くことが可能になりま
し た。 書 い て 思 っ た こ と
は、アメリカの奴隷制とい
う複雑なテーマを、ただ一
つの声で語り切ることは絶

言うと、私は200個考えた

１９５４年、東京生まれ。アメリカ文学研

語を語るとしたら、どのよ

タイトルのことを

しばた・もとゆき

ずいぶん後になってこの物

究者、東京大特任教授。文芸誌『ＭＯＮＫＥＹ』編集人。『生

柴田 元幸さん

半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』

置かれる、そういう人間が

でサントリー学芸賞。現代アメリカ文学を多数翻訳

人だった人間が奴隷状態に

柴埼

い鬼』には何重にも意味が

ことがあります。
ハント

おぉ、200個！

負けました（笑）。
柴埼

苦手なんです。で

も、『Kind One』、『優し
あって、小説を読んでいく
中で変わっていくし、再度
読み返すときにも、複数の
視点から、感情をざわめか
せる言葉になっています。
この出来事は、複数の声
がないと語ることができな
かったということと、この
小説には、いろいろな声が
あり、時代もいくつかあっ
て、それぞれの声、それぞ

対に不可能だということで

れの時間によって、中で語

す。ほかのいろいろな声が

られる行為とか関係性の意

入ってこなければいけないと思いました。
『Kind One』。直訳すれば親切な人、あるいは

柴田

優しい人という元のタイトルについて…… 。

味も、また変わってくると思います。別のところから見
れば別の意味になるような出来事を語るのは、こういう
書き方によってこそ可能だったんだろうと思います。

ときどき、最初にタイトルが贈り物のように

後半にとても印象的な言葉がありました。「ひとのは

思い浮かぶことがあります。『インディアナ、インディ

じまりにはひとのおわりが入っている」。この小説には

アナ』は、これが柴田さんに訳してもらった最初の本で

複数の語り手の、複数の声があり、時代も分かれていま

すが、タイトルが思い浮かぶまでに何年もかかりまし

すけれども、一つ一つが完全に独立した視点というより

た。案が20個もありました。やっと思いついたことで、

は、それぞれが別の時間や別の人の人生を引き継いでい

小説内の一節に「インディアナ、インディアナ」という

る。前に生きた人や過去の経験が少しずつ含まれつつ、

言葉を書き込んだんです。

別の声で語られることが、この小説のとてもすばらしい

ハント

この小説（『優しい鬼』）の創作ノートを見ると、１
行目に書いてあるんです。「むかしわたしは鬼たちの住

ところだと思います。
ハント

記憶や体験がいろいろな人に引き継がれる、

む場所にくらしていた。わたしも鬼のひとりだった」と

トラウマみたいなものが引き継がれるというのは、まさ

いう１行と『Kind One』というタイトルが。両方が最初

に郡山で、いろいろな授業の共通テーマでした。
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しますね。よその場所に自分自身を連れていくことと、
自分が移動する中で、場所や時間がいっそう際立って見
えてくる。その持つ意味が、何か特別な手触りとして立
ち上がってくるのだと思います。
ハント

『インディアナ、インディアナ』もそうだ

し、『優しい鬼』もある程度そうですが、登場人物たち
は、肉体的には、もうあまり動けない人であることが多
いんです。動かないことが、常に動き続けるという感覚
に貫かれている。そういうコントラストがあります。
もしかしたら、私が自分の自己形成期におばあさんに
朝日新聞出版 刊

育てられたことに関係しているかもしれません。おばあ
さんは年配だったので体はあまり動かなかったけれど、
想像力はすごく活発で、いろいろな時代、いろいろな場
所について語り、考えることができました。

日本で作家としてのスタート
柏崎歓（朝日新聞生活文化部記者）

柴田さんは『優

しい鬼』をどういう小説だと感じて読まれ、訳されたの
ですか。それと、ハントさんの、これまでの日本とのか
ホームルームで、互いにどういうことをやった

柴田

か報告し合うので、ほかの授業のことがわかるんです。

かわりをお話しください。
柴田

『インディアナ、インディアナ』も『優しい

頭を通してではなく、体を通していろいろな

鬼』も、何が書いてあるかということ以上に、とにかく

ことが引き継がれ、受け継がれるのではないかというこ

声が美しい小説だと思いました。美しい文章というのと

とが共通テーマでした。『海沿いの道』でも、ある人の

もちょっと違うのです。原文の語り口は決して、豊かな

トラウマみたいなものがあって、最初、大きすぎる音で

ボキャブラリーを駆使した音楽的に気持ちのいい文章と

音楽を聴いた人の、翌日の痛みという軽い形で始まるわ

いうことではなくて、むしろ教育もあまり受けていない

けですが、読み進めていくうちに、もっと深い、もっと

し、みんなの前で得意になって語ることをほとんどした

大きな痛みの話であることが見えてきます。

ことのない人間が、たどたどしく語っているような語り

ハント

ハントさんの小説で特徴的だと思ったのは、一

口。でも、それがとても美しく思える。ボイスのすばら

つの場所について語っても、一カ所にとどまるのではな

しさにひかれました。そのボイスが伝わるといいなと念

く、ケンタッキーとインディアナの境界を越えたり、川

じつつ訳しました。

柴埼

を越えようとしたり、別の場所に必ず移動しますね。後

ハント

私の作家としての仕事は、実は日本で始まり

で出てくる語り手も、昔あった場所を自分自身で訪ねま

ました。大学を卒業して１～２カ月後に、熊谷のイオン

す。そのことにとても意義があるように思いました。

で英語教師としての仕事に就きました。

『インディアナ、インディアナ』を構想中

日本に来たとき、二つの望みがありました。一つは日

は、４～５年ぐらい動きのない小説でした。一人の老人

本を発見すること、もう一つは作家になることです。最

が過ごす一夜の話でしたが、彼に山の中を長時間歩かせ

初に書いた短編小説は、夜、熊谷のアパートで、こたつ

たところで、小説が生命を帯び始めました。それを発見

に向かって書いたものです。『Printed Matter』という東

して以来、確かに私の小説の登場人物たちは、しばしば

京で刊行されている英語の文芸誌に載りました。

ハント

動き続けます。もちろん、肉体的に動くだけに限らなく
て、心の中で動くということもあり得ますけれども。

プリンテッド

マ タ ー

日本の小説で何を読むべきか、知り合いに教えてもら
ったりしました。もちろん翻訳ですけれども、川端、三

柴田

柴崎さんの小説の登場人物たちも動きますね。

島、芥川といった人たちの作品を読みました。村上春樹

柴埼

移動しますね。単に場所が変わるだけではなく

の本もありました。こうやって作家活動ができるのは、

て、移動する時間そのものが小説の運動と力を創造しま

今まで発見した日本文学のすばらしさがそのまま広がっ

す。自分以外の感覚をつかみだそうとすることに通じる

ていった感じで、今では日本の古典的な作家たち、20世

ものがあると思います。『優しい鬼』で、ジニーが「考

紀の作家たちに加えて、21世紀の作家たちも、自分の知

える力を使って自分をどこかよその場所に連れていって

る日本文学に入っています。これが、このままずっと続

くれるやり方を２人の女の子から教えてもらった」話を

けばいいと思っています。
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中之島どくしょ会の後半では、レアード・ハン
トさんら３人が会場の質問に答えた。

（抄録）

『優しい鬼』に載っている写真と小説の関係は

Ｑ

どうなっているのですか。柴崎さんも写真についてよ
く考えていらっしゃると思うので、ご意見を。
初めは、新しい声を発見する助けになると

ハント

考えて入れました。日本製ピンホールカメラと35㍉フ

き上がったら写真は抜くつもりでしたが、物語が写真
に依存していて、写真を抜いたら物語が崩れてしまう
と気付きました。写真が開いてくれた本の新しいドア
も閉じてしまうと思ったんです。
さっき、時間と場所がこの小説の大きなテー

柴崎

マと言いましたが、写真はまさに時間と場所につい
て、重要な示唆を与えてくれるものでした。私は、小
説のために写真を撮ることはありませんが、写真を撮
るという行為と写真自体によって、時間について考え
たことが、自分の小説に反映されていると思います。
一つは、写真は撮る瞬間には存在する現実ですけれ

くれるけれど、一方で、なだらかにつながっている過
去と現在や、今この場所と遠い場所もつながってい
て、境目はないはずだけど、そこに断面をつくり出す
ような、矛盾した面を持っていると思います。
もう一つは、写真は、ただそこにあるだけで、何も
語らない存在なんです。だからこそ、そこにある存在
について想像力をかき立てる部分があります。ハント
さんも影響を受けているとおっしゃって、私もとても
好きなＷ・Ｇ・ゼーバルトという作家がいるんです
が、彼の作品には写真がたくさん使われていて、一見
すると、書かれている内容の裏づけに見えるんです。
でも、よく読むと、書かれていることとずれているよ
うな、実は全然関係ないことをくっつけているだけじ
ゃないかという、小説との奇妙な関係性をつくり出し
ていて、そこにとても興味を持っています。
Ｑ

序章にある深い井戸をめぐる最初のセクション

と、『優しい鬼』メーンの物語とのつながりはどうな
っているのでしょうか。
ハント

最初のセクションはメーンのところで語ら

れているテーマを目覚めさせる手段として、最後に書
を再現してほしいと思いました。過去を掘り進めるこ
とが、まさに本の中で行われているわけです。本のテ

柴崎

きました。本自体に、自分が書き手としてやったこと

／一人で月見て「伝えたい」と思う誰かに

くり出し、遠い場所や遠い過去を目の前に連れてきて

柴田

ども、撮った瞬間に「過去」にしてしまう。過去をつ

／ディーモンだから鬼

本製ピンホールカメラとは、とても不思議でした。書

ハント

ィルムを使って自分で撮りました。インディアナで日

井戸は問題の入り口

■ 質問に答えて ■

ーマを「これです」と露骨に言うのではなく、「みな
さんは、これから、こういう風景に出会います」「こ
れから、こういうものが中に出てきます」と間接的に
伝えたかったんです。
奴隷制という大きな問題に入る出入り口みたいなも
のが、必要だと思いました。フレデリック・ダグラス
という、解放された奴隷で、政治家になった人がいま
したが、奴隷制の歴史の入り口は血に染まっていると
言っています。私にも、そういう入り口が必要でし
た。入るか否かは、わかりませんでしたけれども。
タイトルの『Kind One』の One を、アメリカ

Ｑ

に存在しない「鬼」とあえて訳したのはなぜですか。
そのことは、ハントさんに説明したのですか。
ディーモン

原文に demon という言葉が出てきます。一

柴田

番近いのが鬼。簡単なことです。と言っても、直訳す
れば Kind One は優しい人ですけど、日本語で優しい
人とか優しい者と訳しても、さっき出た「復讐の女
神」という含意は伝わりません。別のタイトルが必要
だと思いました。フランス語には男性名詞、女性名詞
があるので、フランス語の翻訳者は優しい女性たちと
いう形で訳したそうです。日本語のタイトルは、ハン
トさんにもご説明し、ＯＫしてくれました。
読者ということを、どう考えていますか。

Ｑ

ハント

熊谷で書き始めたときから、はっきりした

イメージはありました。自分のノートに書いた漫画の
マ イ オーディエンス

小さいキャラクターです。それを My audience、わが
読者と呼んでいました。仲間が見て、「何だ、自分の
絵を描いているじゃないか」と言いました。そうやっ
て、自分の見える世界を広げようとしていたのだと思
います。自分のため、自分の身近な人のために書くわ
けで、時がたっても、そんなに変わっていません。今
でも、第一読者で一番厳しい批評者は妻です。妻の批
評を生き延びることができれば大丈夫です。
インタビューでよく、どんな人に読んでほし

柴崎

いかと聞かれます。そういうときに期待されているよ
うな、ある年齢層や性別の人にということではなく、
もっと抽象的な、例えば、一人で歩いていて月を見
て、「これを誰かに伝えたい」と思うような誰か。若
いときは、それは好きな人かもしれない。年をとる
と、死んでしまった誰かかもしれないし、神に近いよ
うな別の存在かもしれないんですが、そういう抽象的
な「誰か」に向かって書いている感覚があります。
柴田

自分がまだ英語が読めなかったころ、だけ

ど、世の中に出ている翻訳の大半は、何か違うんじゃ
ないかということだけは、生意気に思っていたころの
自分に向けて訳している気がします。
Ｑ

このどくしょ会のチラシを見るまで、ハントさ

んが男性だとは気づきませんでした。小説を書くとき
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ネ バ ー ホ ー ム

この本の後に書いた『Neverhome』も、そ

ハント

の次の本も、女性が語り手です。女性の声に自分はと
りつかれていると思います。おばあさんの影響がある
と思います。13歳のときにインディアナ山中のおばあ
さんの家に移りました。私は、自分に安定を与えてく
れるような存在を必要としていて、それが、小柄なが
らエネルギーのあったおばあさんだったと思います。
『Neverhome』を書いた後、高校生の女の子に「な
ぜ女性の物語を語るんですか」と聞かれました。それ
は世界中どこもそうだと思いますが、まだ女性の物語
は十分に語られてはいないと思うからです。男であれ
女であれ、そういう物語にもっと目を向け、耳を傾け
るべきだと思います。
キャラクターになるということで言うと、柴

柴田

崎さんはいかがですか。

いけれども、何かするすると入っていくような、聞い
ていてとても落ち着くというか、言葉が穏やかに入っ
てくるような気がしました。それは、おばあさんの声
の影響なのかなと、今うかがって思いました。
まったく、そうだと思います。

ハント

小説を書くとき、小説の登場人物や、誰かの

柴崎

声ということで言えば、書き始めはなかなかつかめな
い。書いているうちに、自分では思いつかないこと、
自分の予想を超えることを登場人物が話し出す瞬間が
あるんです。小説を書くということは、それがどうや
って聞こえてくるか、声が出てくる瞬間を待っている
というか、その瞬間のためにいろいろなことを試して
いるという感じです。声が聞こえてきたら、この小説
は書けるなという確信ができます。

ブラリーとしては限定されているし、複雑な文章で華
麗に語っているわけではないんです。限られたツール
で語っているという感じを日本語で出すには、漢字を
減らすのが、訳者が前面に出ずに伝える方法かなと思
ったからです。うまくいっているかどうかは別とし
て、翻訳していても、最後の最後まで、ここを漢字に
するかとか、ここは平仮名か、片仮名がいいかなと
か、迷って変え続けました。
Ｑ

ハントさんは、いつ、なぜ日本に関心を持った

のですか。
私はまっすぐに進まない学生だったので、

フランス文学を勉強していても、いつの間にか日本の
小説を読み始めていました。ストラスブールで川端の
フランス語訳を読んだのが初めての発見でした。

ハント

ハント

／川端康成にひかれる

語り手は美しい声ではあるけれども、ボキャ

柴田

柴田

訳文は仮名が多いですね。

Ｑ

／漢字を減らして訳文を工夫

とが語られて、これがどこへ進んでいくのかわからな

柴崎

この小説では、読んでいて、すごく残酷なこ

柴崎

声が出てくる瞬間を待っている

は、登場人物になって言葉をつむぎ出すのですか。

私の祖父は第二次大戦中、太平洋で戦いました。故
郷から遠く離れて強烈な体験をしたわけですが、私も
そうやって、もちろん戦争という形ではありませんけ
れども、ある種、反復していることに気づいたとき、
自分も次は日本へ行こうと思ったわけです。
日本に住んだことが、具体的な創作活動に影響

Ｑ

を与えましたか。
ジ

インポシブリー

ハント 『The Impossibly』というのが、私が最初
に書いた長編小説です。名前を上げられていない都市
を登場人物がさまよう場面が幾つも出てきます。熊谷
に住んでいて、週末になると東京へ出かけていたこと
が、明らかに反映されています。
ハントさんの作品は、大きく二つのタイプに

柴田

分かれます。まず『優しい鬼』『インディアナ、イン
ディアナ』、最新刊『Neverhome』。この３冊はデザ
インに何となくひなびた、田舎という感じがします。
次は二つ目のタイプ。こちらの『The Impossibly』
ジ

エクスキジット

レ イ オブ

ザ

スター

に加えて、『The Exquisite』『Ray o f the Star』という
作品もあります。こちらはデザインも都会的、舞台も
都会で、混乱した精神が都会をさまようということが
中心的なモチーフではないかと思います。
ザ

デ ン バ ー クォータリー

デンバー大学で教えながら、『the Denver Quarterly』
という、大学で出している文芸誌の編集長も務められ
ています。

チャップブック

ハント Chapbook と呼ばれる小冊子をずっと昔に
ザ

ス ノ ー

出したんですけれども、そのタイトルは『The Snow
カントリー

Country』、『雪国』で、それほど川端康成にひかれ
ていたことが、おわかりになると思います。
（柴崎さんに）200のタイトルを考えて結局、

Ｑ

どういうタイトルに落ち着いたんですか。
柴崎

200が２、３回あったんですけど、『次の町

まで、きみはどんな歌をうたうの？』と『また会う日
まで』と『寝ても覚めても』。全部同じ編集者で、も
っと考えろと。どんどん袋小路に入って、わけがわか
らなくなりましたけど、何とか決めました。
『優しい鬼』は、アメリカの歴史と旧約聖書の

Ｑ

知識がないと深く理解できないのではないですか。
ハント

そうではないと思います。当時のアメリカ

の歴史とか、キリスト教のことを知っていれば、理解
はより豊かになるかもしれません。でも、そんなに大
きな部分ではないと思います。アメリカ史とか聖書が
わからないとわからないなら、この本は失敗だと思い
ます。
土を掘れば、どんどん違う層が出てきますね。本も
同じで、何度も読めば違う層が出てくる本が好きで
す。自分もそういう本を書きたい。アメリカ史という
層、キリスト教という層もあるかもしれませんが、も
っと深い別の層があると思います。
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿
だい

大な「漁夫の利」で日本帝国は

「なんとかなる」韓・日新時代
開拓はエリーゼ条約の援用で
桃山学院大学名誉教授

生き返った。日本産業のトッ
プ、トヨタ自動車の社長だった
石田退三氏は、米軍からのトラ

ソ ヨンダル

徐龍達

ック1000台の注文で生き返った

韓国の社団法人、木曜学術会が主催し、栄光図書文化

と言う。それは韓朝鮮戦争前後

ホールが後援する招請講演会が、去る10月22日、同ホー

の会計報告書の分析で明白な事

ルで開催された。日本生活73年に及ぶ私の体験から、歴

実となっており、他の企業体も

史的、発生史的な考え方の重要性を語った＝写真。歴史

大同小異であった。

に「もし」があったなら、日韓はどうなったのであろう
か？

日清戦争、日露戦争の舞台も

これは大切な視角である。

朝鮮で、侵略のターゲットであ

1945年７月26日のポツダム宣言を日本帝国が「一億総

った。1905年の「乙巳勤約」と

玉砕」を唱えずに、もう１週間早く受諾＝降伏していた

その悪夢の延長である1965年の

ならば、広島・長崎の被爆、ソ連の対日戦争、朝鮮の38

「日韓基本条約」は、植民地支

度線南北分断、韓朝鮮戦争もなかったし、朝鮮（北）に

配に関する一片の反省もなく、

よる核脅迫と「めぐみさんらの拉致事件」もなかった

諸懸案がすべて「日韓条約で解

（拉致はスパイ養成に利用）にちがいない。

決済み」という冷酷な証言集となった。

これらすべてが、日本帝国・日本人の宿罪にならない
か？

ポツダム宣言の受諾を拒否し、原爆をくらって降

伏した原因は？

ゆが

このような歴史上の歪みを解決するには、犬猿の仲だ
った仏独が、1963年１月に締結した「エリーゼ条約」が

毎日新聞ＯＢの藤田修二氏の研究によ

参考になる。新条約の締結にたとえ10年以上要するとし

れば、「君主国体、天皇制の死守と天皇の戦争責任回避

ても、アジアの平和と両国百年の大計からすれば、絶対

交渉」のため遅れたという。昭和天皇の戦争責任につい

に必要な試みではないか。

ては、東京農業大学教授、大阪産業大学教授などを歴任

日韓友好へのみちとしての19世紀後半から20世紀初頭

した裴 富 吉 氏が『天皇製民主主義の根本問題』（三恵

にいたる歴史は、学校教育でも充分に教えられていな

社、2014年）で詳しく問いかけている。

い。ド・ゴールとアデナウアーのような偉大な政治家が

ベエ ブ ギル

は たん

敗戦後の日本経済の破綻を救ったのは、皮肉にも韓朝

ばく

鮮戦争の特需であった。侵略した植民地朝鮮の恩恵。莫

日韓に出現することを祈りつつ、「なんとかなる」新時
代への幕開けを夢見る昨今である。

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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㊧語り合う亀山郁夫さん

（右）と白井聡さん＝

㊦亀山さんの

月３日、朝日新聞アサコ

ムホール

小説『新カラマーゾフの

兄弟』（河出書房新社）

12

ソ連は崩壊すべきでなかった
第５回 ゲスト 亀山 郁夫さん
（名古屋外大学長）

権力強いほど自由になるロシア人
第５回「中之島クロストーク」は、ドストエフスキー

いるべきだった」とし、ゴルバチョフ元大統領が「ソ連

の研究・翻訳で知られる名古屋外国語大学学長の亀山郁

崩壊後のレジームづくりをしなかったことが現在の悲劇

夫さんをゲストに迎え、12月３日夜、朝日新聞大阪本社

の根幹にあると言っていた」と話しました。

アサコムホールで開かれました。ホスト役は政治学者、
京都精華大学専任講師の白井聡さんです。

ＩＳとの戦いなど最近のロシアをめぐって白井さんが
「ロシアがロシアらしくなってきた」「世界

冒頭、白井さんから「亀山先生」との出会

史において果たすべき使命があるというロシ

いが明かされます。白井さんは一橋大学大学

ア人特有の観念があると思う」と述べたのに

院でレーニンの研究を進め、ロシアの思想に

対し、亀山さんは「グローバリゼーションに

ついて専門的に学ぶために東京外語大の亀山

乗り遅れた焦り、被害者意識がある」とし、

さんのゼミの扉をたたきました。旧ソ連の検

『カラマーゾフの兄弟』のテーマである父親

閲制度などを２年間、学んだそうです。

殺しにも触れながら「グローバリゼーション

プーチン大統領がロシア国内で高い支持を得ているこ
とについて白井さんが尋ねました。亀山さんは「神様扱

以前の父というものによって、新しい軸をつくろうとい
う政策的なものだ」との見解を示しました。

いなっているということです。皆さんは全体主義的な空

今回の「クロストーク」も200人を超える応募があり

気を非常に危険視すると思いますが、私は全くそんなこ

ました。会場では、『カラマーゾフの兄弟』の続編に亀

とを思っていません」と話し、ドストエフスキーの言葉

山さんが挑戦した初の小説『新カラマーゾフの兄弟』

を引きながら「ロシア人というのは絶対的な空気、つま

（河出書房新社）など、亀山さん、白井さんお２人の著

り束ねる権力が強くなるほど、一人一人の心は自由にな

書や翻訳本が販売されました。

る」と、特異なメンタリティーを説明しました。

◇この日の詳報は、朝日新聞2015年12月25日付朝刊に

ソ連崩壊にも話が及び、亀山さんは「私は今もって、

掲載されました。朝日新聞デジタル（http://digital.

ソ連は崩壊すべきではなかったと信じている」「国家と

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

しての一つの大きな縛りというものがロシア人は持って

でもお読みいただけます＝いずれも有料
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番外編 「風の駅」

＆

全国から品とりそろえ
夢の旅かなえる応援団

がんばるフリーペーパー、フリーマガジンを随時紹介

書いてある。昔の茶店の現代版、というのが一番近いだ

している連載。今回は、お店を訪ねた「番外編」です。

ろうか。そういえば付近は、かつて若狭から海産物を運

普通の枠に収まりきらない店

んだ鯖街道の終着点。なるほど「駅」に違いない。

さば

入り口のすぐ脇に、全国のフリーペーパー、フリーマ

駅と言っても「風の駅」には、線路が通って列車が停

ガジンが置いてある＝写真上。地元の京都はもとより、

まるわけではない。世界遺産の下鴨神社と京阪・叡電の

北は北海道から南は九州のものまで、ラックと机の上に

ますがた

出町柳駅に近い京都・出町桝形商店街の一角。スーパー
マーケットのビルの２階に、さりげなくたたずむ。
通りに面して小さな木の看板が出ている。それを目印
に隣の階段を登ると、奥突き当たりのドアの上に掛かる
トリコロールのプレートが目に入る。「八瀬ボンヌ比叡
山口」の文字。どうやら、ここらしい。
「すみませーん」と声をかけて入った先は、何とも言
えず温かい空気に包まれた異空間だった。
本や雑誌を売っている。衣料・雑貨も扱う。棚には都
道府県別にファイルした旅行資料。窓から通りを見下ろ
しながらお菓子を食べて茶も飲める。では、今ばやりの
ブックカフェや雑貨カフェかというと、少し違う。
看板に「小さな観光案内所＆旅カフェ図書サロン」と

2016.1&2

▶
風の駅で出会った
フリーペーパー、
フリーマガジン
ぎっしり。100種類以上あるだろうか。もちろん、在庫
があるものは無料でいただける。

愛情・熱意があり役立つものを
た ぬき

「駅長」の太貫まひろさんがここに開店したのは2012
年。「旅をしたいと思う人が、パンフレットや雑誌を読
みながら、ゆっくり過ごせる場にしたくて始めました。
ビルの前の看板（上）を目印

旅の予定を考えても、友だちと待ち合わせても良し。特

に階段を登ると、ドアの上に

に、経済的に厳しい大学生さんや専門学校生さんの相談

掛かるトリコロールのプレー

に、できる限り応じます。夢の旅をかなえる応援団であ

ト（下）が出迎えてくれる

りたいと願っています」と話す。
旅の情報は自分の足で歩いて集める。各地で多くのフ
リーペーパー、フリーマガジンと出会う。その中から、
あまり商業ベースでなく、つくる人たちの愛情と熱意が
伝わってくるもの、旅をはじめいろいろな役に立ちそう
なものを集めたという。「一度ご縁ができると、最新号
が出るたびに送ってくださり、こんなに増えました」。
右と上下の写真は、太貫さんから教えていただいた、
おすすめフリペ＆フリマガの一部だ。いくつかを改めて
詳しく取材し、この連載で順次取り上げたいと思ってい
しい内容紹介を控えさせていただいた。

小さな観光案内所＆
旅カフェ図書サロン

18

ストの一人四役をこなして、地域の隠れた名店を紹介す

太貫 まひろ

12

ちなみに、太貫さんは、編集、ライター、写真、イラ

駅長

営業時間

ホームページ： http://kazenoeki.main.jp/

〒 602-0828
京都市上京区桝形通出町西入る二神
町１７６ ２ ２Ｆ ☎０７５・２５１・６４６７
〜 時 不定休
※ブログで要確認

「風の駅」

ブログ： http://kazenoeki.jugem.jp/
※サロン利用は有料（４００円で１ドリンク付）

「駅」の外は出町桝形商店街。名物の鯖寿司店や和菓子店が並ぶ◀

る。ネタバレになってしまうといけないので、今回は詳

る冊子「気になる京都

あの店・あの場所」を刊行。現

在、出町桝形商店街編と三条会商店街編の２冊を出して
いる。また、岩手県の「希望郷いわて文化大使」も務め
ゆうきゅう

る。「悠久の風」と名付けて叡電と、夏の駅に岩手名産
の南部風鈴を多数つるす催しを2013年から始め、古都の
新風物詩に育てた。風の駅と同様、既成の職業や肩書き
の枠に収まりきらない「行動の人」だ。 （黒沢 雅善）
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ひょっとしたら
日本経済はホントに
復活できるかもしれない

岩井コスモ証券㈱取締役社長

沖津 嘉昭

マイナンバー制度が生む思わぬ効果

五輪後の経済減速を恐れる声
証券業界の関連団体の勉強会に顔を出すことがたびた
びある。その都度、「失われた10年」「20年」という言
葉がよく耳に入る。時には「失われた３年」が使われる
こともある。民主党政権の期間だ。
この「３年」に終止符を打ったのが、平成24（2012）

のこと」がない限り、厳しい状況に突入するという見方
が多いのだ。

アングラマネーを掘り起こせ
しかし、筆者は、この「余程のこと」を生じさせ、オ
リンピック後にこそ日本経済が本格的に復活することを
可能にする方策があると考える。

年11月14日。当時の野田佳彦首相と安倍晋三・自民党総

すなわち、国は１円の財政支出も行わずに、20兆円～

裁の党首討論だった。このあと、アベノミクスという言

30兆円ほどの金銭が日本の消費市場を、一定期間駆け巡

葉が生まれ、「金融政策ではこの不況は解決できない」

り、その結果、日本経済が活性化する。そのお金の流通

との定説を、まるでコペルニクス的転回のように覆し、

で、この時点での10％の消費税を国家が何度も徴収で

現在、日本経済が復活したかのように株価も上昇基調に

き、国家財政も立ち直る、という夢のようなことが実現

ある。

できるという施策なのだ。

しかし、一方で、まことしやかに、2020年の東京オリ
ンピック後の日本経済に疑問を投げかける向きも少なく
ない。否、オリンピック後の日本経済はリセッションに
向かうと断言する人が多いのだ。

その種明かしは、こうである。
平成28（2016）年１月より、マイナンバー制度が全国
民に課せられる。
そして、証券取引においては、この制度が同月より新

その理由は、第一に、他国と同じように、オリンピッ

規口座に強制適用され、既存の口座については、マイナ

ク後は、それまで国の威信をかけて邁進した目標がなく

ンバーを証券会社へ、同月より３年の猶予期間が設けら

なり、それが経済活動に影響するという考えだ。

れ、平成30年末までに届け出ることになっている。

次に、安倍首相の任期の問題がある。自民党総裁とし

一方、銀行口座（預金）については、システム構築の

ての任期は、2015年秋に改選されたので、２期６年で平

問題や口座数が多いという理由で、当初は平成28年から

成30（2018）年９月まで。その後もアベノミクスの精神

３年ほど様子を見て決定するということになっていた

は次期総裁に受け継がれることになろうが、やはり安倍

が、先般、平成27年夏の国会に、平成30年から、「任

首相本人と別人では世間の受け止め方が違う。

意」でマイナンバーを届け出るべく法案が提出され、可

もっとも、安倍自民党総裁の任期を、２期６年から３

決、成立した。これらの動きからすると、銀行口座につ

期９年に規約改正すべきとの意見もある。これが実現で

いては、証券取引口座と同様に、いずれ平成30年から３

きれば、安倍首相は平成33（2021）年９月まで首相を務

年間の猶予期間を設けられ、平成33年から完全実施され

め得る。しかし、仮にこの解決策が実現できても安倍首

るものと類推される。

相の任期は東京オリンピックの翌年であり、先行性を持

こうした日程を前提に考えた場合、もし、この世に税

つ市場は、現在のような安倍効果を発揮できなくなるの

金を払っていない「アングラマネー」というものがある

ではなかろうか。

とすると、こうしたお金を銀行に預けている人は、平成

こうして、東京オリンピック後の日本経済は、「余程

30〜32年の間に、それらを徐々に引き出さざるを得なく

2016.1&2
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なる。何故なら、平成33年からは、ボタン一つでそれら

英国では紙幣を切り替えた場合、旧紙幣は銀行に持参

のお金の存在が完全に把握されるからだ。すなわち、銀

すれば新紙幣に交換できるが、旧紙幣を市中の店舗で使

行預金額と納税額との辻褄の合わないアンバランスが、

うことはできないことになっている。日本では、現在、

この時期からボタン一つで簡単に把握されることにな

明治時代の貨幣でも町なかでの使用が可能である。

つじつま

こうしたことを含め、銀行でのわずかな金額の新紙幣

る。
また、過去に開設した仮名口座も、マイナンバーを届

への切り替えはともかく、一定額以上の金額の旧紙幣か

け出ることができないため、利用し続けることができな

ら新紙幣への交換には、身元確認の意味でマイナンバー

くなる。

の届け出義務を課すなど、さまざまな点に日銀法の改正

従って、当然のことながら、この３年間に、こうした

が必要だ。解決しなければならない課題はあるが、紙幣

お金の預金の引き出しが行われ、それらはいわゆる箪笥

を変更し、旧紙幣を市中（の店舗）で使えないことにし

預金として退蔵されることになろう。

た場合、それが日本経済に与える影響、効果はいかほど

たん す

これらのお金は海外に逃避するという説もある。

になるだろうか。

しかし、周知のとおり、海外に送金する場合、１回に

アングラマネーは、一説には20兆円から30兆円存在し

つき100万円以上については、銀行から支払調書が課税

ていると言われている。もっと多いという説もある。こ

当局に送付される。当然ながら、マイナンバー付きで

れらの貨幣が例えば５年という一定期間に流通市場に流

……。海外移住の際にも、これらの問題は避けて通れな

れるとすれば、景気に与える影響は、決して小さくない

い。3000万円以上の海外への送金は、本人による日銀へ

のではないだろうか。

の届け出義務がある。当然、これにもマイナンバーの記
入が必要になろう。

国家にはそれは、消費税という形で大いに貢献するこ
とになる。消費税はその頃は10％。もちろん、30兆円の

また、預金から引き出したお金は、金地金や高額な絵

10％と考えてはいけない。30兆円のお金は国内消費市場

画、その他の書画骨 董 に向かうという考えも出てこよ

を循環流通し、その都度、10％の消費税が国に納められ

う。しかし、これらの場合も、一定金額以上のものにつ

ることになる。

こっ とう

いては、マイナンバーの届けがおそらく義務化されるこ

楽観的過ぎるが、ひょっとして、この現象は現在の財

とになるのではなかろうか。

政問題を解決するための一翼を担うことになるかもしれ

新紙幣に切り替えて流通促す

ない。
また、そのためには、一定額以下の市場での消費につ

そこで、この３年と予想される猶予期間に箪笥預金と

いて、その循環流通を活性させるため、課税当局はその

して退蔵されるこれらの段階で、現在の紙幣を新紙幣に

消費行動に対し、いわゆる「おおらかな態度」で対処す

切り替え、５〜７年といった一定の猶予期間を設け、そ

べきと考える。これら一連の目的は、日本経済の活性

れ以後は旧紙幣の市場での流通を止める。つまり、古い

化、景気の刺激であり、その結果としての財政収支を改

紙幣を町なかで使えなくしたらどうなるだろうか。

善させることが目的で、そのためには市場での貨幣の流

答えは一つ。

れを活発化させ、もって消費税の増収に焦点をおく方が

アングラマネーを持っている人は、その一定の猶予期

得策だからである。

間中に、市場で消費してしまわざるを得なくなる。猶予

一部で、国の財政再建に役立てようと、資産税・富裕

期間後は、それらの紙幣はただの紙切れになるからだ。

税の設置や相続税の増額を提唱する人がいる。しかし、

紙幣デザインの変更については、福沢諭吉（１万円

これらの施策こそ資産の海外移転を助長し、それほどの

札）、樋口一葉（5000円札）、野口英世（1000円札）と

効果は期待し得ない。これらのオモテのお金はマイナン

も、相当数の年月が経過しているので、異論を唱える向

バーを届け出て堂々と海外に持ち出されよう。また、こ

きは少ないだろう。

れらの施策は、徴税コストの増大や、逆に景気を後退さ

また、オーストラリアドル紙幣のように、紙幣に合成

せるマイナス効果をもたらす危険性もある。

樹脂を使用したポリマー紙幣（またはプラスティック紙

一方、この「マイナンバー制度と紙幣の切り替え、旧

幣）にすれば、製造コストは少し高くなるが、耐用年数

紙幣の市中での使用禁止」という施策には、日本経済へ

は植物性紙幣の３倍から５倍と経済合理性もある。すで

の影響について計り知れないものがある。好景気とは、

に30カ国余りが部分的にポリマー紙幣を使用しており、

お金が国中をぐるぐると勢い良く駆け巡ることである。

水には強い反面、熱に弱く、ＡＴＭ向きでないという欠

この20～30兆円という存在は、お金を勢い良く国中を循

点はあるが、日本の技術力でこれらを解決すれば、これ

環流通させるための大いなるインセンティブ役を果たす

も紙幣を変更する正当な理由になろう。

ことになるだろう。そして、日銀が目標とする物価の上

問題は、旧紙幣の使用を認めなくする理由だ。

昇を、「良い物価の上昇」として実現させ、国民の生活
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向上につながることになろう。

金の価値を減少させる方策だ。お金の保有者は減価を恐

強力なリーダーシップが必要

れて市場で消費するという仕組み。保有し続ける場合は

ちなみに、脱税の時効は５年。でもこれはケアレスミ
スで申告を失念した場合であり、故意に収入を隠した場

スタンプを購入すれば良いが、印紙代購入に費用がかか
る。その分、少し減価することにもなり、消費へのイン
センティブが働くことになる。

合の時効は７年だ。金額によっては刑事罰も重い。銀行

1900年代はじめにシルビオ・ゲゼルというドイツ人が

でのマイナンバー届け出が任意で始まる平成30年から７

提唱し、ドイツやオーストリアの一部地域で導入され効

年さかのぼると平成23（2011）年。この時効が成立した

果を発揮したという。

あとでも、この「事実」の発覚は、その人の信用、人格
を大いに傷つけることになる。

しかしこれは、正当に税金を支払って保有する金銭の
価値をも減価するもので、今の日本国民に納得させるこ

この「マイナンバー制度と紙幣の切り替え」のうわさ

とは、言うまでもなく不可能だ。

が出始めると、案外早くこれらのお金は動き始めるかも

いずれにしても、前述の施策の実現には、政治力が必

しれない。この種のお金は時代の動きに敏感だからだ。

要で、強力なリーダーシップを持った政治家の登場が必

そして、この施策について多くの国民は賛意を表する

要条件となる。また、経済専門家によるこの計画内容の

だろう。マスコミもその世論に基づき、同じ論調を展開

計量（数）的な推計が事前に必要になろう。しかし、こ

するものと思われる。反対派は、アングラマネーを沢山

れが実現した暁には、黄金の国「ジパング」が再来した

持っている人のみといっても過言ではないだろう。

かのように、この日本に再び陽が昇ることも夢ではなく

蛇足だが、この景気刺激策？と似たものに、スタンプ
貨幣、またはゲゼルマネーと呼ばれるものがある。
退蔵しているお金を市場で消費させるため、毎月、お

なるだろう。
日本経済は、ホントに復活するかもしれない。
と てつ

やはり、日本という国は、途轍もない国である。

花を

訪ねて

大阪府豊中市・千里中央の民家で

難を転じる縁起の木

ナンテン
メギ科

花言葉：私の愛は増すばかり

ごうしゃ

「南天の柱」と言うと、めったにない豪奢なものの
せっ か てい

たとえだそうだ。京都・金閣寺の茶室、夕佳亭には、

る。中国名は南天竹、南天燭。ほっそりした木の形状
に由来する。それが詰まって和名になった。

その南天の床柱がある。拝観したのはずいぶん昔で、

「難を転ずる」との語呂合わせから縁起の良い木と

記憶がおぼろだが、天井まで届いて太さが５cm くら

され、庭の鬼門（北東）に植えると魔除けになるとい

いあったろうか。普通に見かけるのは、人の背丈以下

われる。正月の縁起物に使われる福寿草との寄せ植え

で太さも１〜２cm 。「え、こんなに大きくなるの」

は、「災いを転じて福となす」の意味。

フクジュソウ

と驚いた覚えがある。きっと、屋久島の縄文杉級の古

紅葉が散り終わった冬の庭や公園の木立を、さまざ

木なのだろう。映画「男はつらいよ」シリーズで有名

まな木の実が彩る。最近は、ピラカンサ、セイヨウヒ

な東京・葛飾、帝釈天の大客間の床柱も名高い。

イラギなどの洋種も増えて色とりどりだが、本種の赤

たいしゃくてん

中国原産。帰化して本州西部、四国、九州に自生す

がやはり、ひときわ鮮やかに映えて見える。

（雅）
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朝日カルチャーセンター

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

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

6222-5222
時半まで）

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

昭和史から見た平成史、
平成史から見た昭和史

15

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

文中の受講料は消費税込み

ローカル・ブディズム２――
三僧侶が宗派・地域・文化を語る

平成に入ってすでに四半世紀が過ぎました。昭和は少
しずつ遠ざかり、今や歴史の流れの中に入っています。
これまで見えてこなかった昭和の姿、あるいは平成の中
に今なお息づいている昭和の影、そう
いう姿や影を改めて整理し、そして私
たちは何を歴史の中に残していくべき

日本の伝統仏教は、しばしば「宗派仏教」と呼ばれま

か、そのことを改めて考えてみます。

す。禅に特化した宗派、念仏に特化した宗派、密教に特

平成は歴史の年表上では昭和のような

化した宗派、法華経に特化した宗派、などと分かれてい

軍事上の動きはありません。人びとの心理も戦後社会の

たりするからです。これは日本伝統仏教独特の事情で

延長にあり、そこには確かに「平和」や「自由」は存在

す。さらに寺院というのは各地域に密着している場合が

します。しかしこれらの理念に、今私たちは退屈を感じ

多く、それぞれに特性をもっています。今回は特に「葬

ているのではないでしょうか。そこに「平成の危機」が

儀」「法要」などを中心に、ローカルな仏教を語り合い

あるように思います。

ます。映画「ボクは坊さん。」の裏話も！

◇とき

２月２日（火）13時半～15時半

土真宗・曹洞宗と異なる宗派の僧侶による鼎談第２弾。

◇講師

ノンフィクション作家･評論家

◇とき

２月15日（月）18時半～20時

◇講師

相愛大学教授・如来寺住職

◇受講料

保阪正康＝写真

カルチャー会員 2,916円、一般 3,456円

栄福寺住職

関ヶ原合戦から大坂の陣へ
激動の時代に立ち向かう武将群像

関ヶ原合戦から大坂の陣にかけての時代は、日本史
上、類例を見ない激動の様相を呈し、武将や武士たちは

真言宗・浄

ていだん

白川密成＝同中央

曹洞宗八屋山普門寺副住職
◇受講料

釈徹宗＝写真左
吉村昇洋＝同右

カルチャー会員 3,456円、一般 3,780円

１日で学ぶ

樋口一葉のヒロインたち

「義」と「利」の間でいかに行動すべ

樋口一葉の「たけくらべ」が発表され、2015年に120

きかの決断を迫られていました。講座

年を迎えました。彼女の作品を読むと、明治という時代

では、彼らの出処進退のあり様を眺め

を健気に生きた女性に共感を覚えます。激動の時代の波

るとともに、関ヶ原合戦ならびに大坂

に流されているようでいて、実は男性

の陣そのものについても再考します。

よりも必死にそれに向かって抵抗して

近年の研究では、従来の歴史像とは異なり、関ヶ原合戦

みえる女性たち。一葉の小説のヒロイ

における東軍の勝利は単純に徳川の勝利とはなっていま

ン、一人一人が、いかに凛々しく、美

せん。また、合戦後における豊臣家と秀頼の地位も、一

しいかを思うと、作品を前にして姿勢

大名ではなく、徳川将軍家と対等の関係にあったとされ

を正しくせずにはいられません。「たけくらべ」「にご

ます。これらの研究成果を紹介しつつ、この時代の新た

りえ」「十三夜」。一葉の小説のヒロインの声は、あく

な全体像を描きます。

まで落ち着いて静かに読む者の胸に響いてきます。同時

◇とき・テーマ

２月９日（火）関ヶ原合戦

代の言文一致の小説家、二葉亭四迷の小説のヒロインと

３月８日（火）徳川幕府の成立

対比しながら、朗読を交えて一葉の描いた女性像を考え

３月29日（火）大坂の陣と真田幸村

たいと思います。

＝各回15時〜16時半
◇講師
◇受講料

帝塚山大学教授

笠谷和比古＝写真

カルチャー会員 8,100円、一般 9,072円

けな げ

り

◇とき

２月29日（月）13時半～16時45分

◇講師

作家

◇受講料

り

太田治子＝写真

カルチャー会員 6,048円、一般 7,344円
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イベント・出版等の情報
公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）常任理事

法花 敏郎さんから

ＪＡＦＳは、アジアに「生命の水」を贈るＮＧＯです。誰もが、どこで生まれようとも、「生きていて良かっ

アジアと邦楽の調べ
インドのナグプール市で貧しい子どもたちの教
育や栄養状態の改善に取り組むチャイルドアカデ
ミーと、フィリピンのマニラで貧しさのために学
校にも通えないでいるストリートチルドレンを支
援するコンサートです。
◇とき
◇ところ

２月13日（土）13〜16時（開場12時半）
京都市男女共同参画センター・ウィン

グス京都イベントホール（京都市中京区東洞院
通六角下ル）※地下鉄烏丸御池駅５番出口南東
へ徒歩約５分、地下鉄四条駅・阪急烏丸駅20番
出口北東へ徒歩約５分
◇入場料

2,500円（当日3,000円）

◇出演者

インド舞踊

福田麻紀／邦楽

堀内崇

嶺（尺八）、大日三智子、菊津華美登里、菊典
澄子（以上、琴）／フィリピン民族歌謡

京都

アジアの子どもたちを支えよう
２つのチャリティーコンサート

た」と思える社会を目指し、生活や環境､ 医療や衛生、教育の向上などの課題に取り組んでいます。

チャリティライブ生駒
などを楽しめる社会貢献の一日。収益金はアジア
の子たちの医療支援、教育支援にあてられます。
◇とき

官報ビル５Ｆ

３月５日（土）11時半〜16時

◇ところ

生駒市コミュニティセンター（奈良

県生駒市元町1-6-12

生駒セイセイビル内

☎

0743-73-0500）※近鉄生駒駅南口から徒歩１分
◇入場料

一般2,000円（当日2,500円）、小学生

以下500円＝いずれも500円の食券付
◇ライブ

地元生駒のバンド、合唱団の共演／ス

ライド講演「アジアの人々の今」／モンゴル民
謡歌手・中国笛奏者の歌と演奏／ウイグルの舞
踊・音楽
◇屋台

沖縄、ウイグル、モンゴルなどのアジア

の料理、泡盛、オリオンビール、ワインなど

アジア協会アジア友の会京都地区会

◇お問い合わせ先

中国の新疆ウイグ

ル、内モンゴル両自治区の音楽と、各地域の料理

在住フィリピンコミュニティ
◇主催

しんきょう

アジアの音楽と食が融合！

◇主催

アジア協会アジア友の会（担当：岡本佳子）

アジア協会アジア友の会第７エリア

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-14

肥後橋

☎06-6444-0587 Fax 06-6444-0581 Mail：asia@jafs.or.jp URL：http://www.jafs.or.jp

◇料金

“ザ・ジャズ” ゴーズ・ツー
ザ・シンフォニーホール
NPO法人

Ａ 席（ 自 由

席）3,000円（関西ジ
ャズ協会会員 2,700
円）＝税込み

関西ジャズ協会さまから

◇ご予約窓口

ザ・

今回で７回目の関西ジャズ協会のニューイヤー・コ

シンフォニー チケ

ンサート。クラシックの殿堂で、関西のジャズのおい

ッ ト セ ン タ ー（ ☎

しいところを、すべて楽しんでいただけます。

06-6453-2333

◇出演者

18時、 火 曜 定 休 ）

第一部

広瀬未来セクステット、小川理子ト

リオ、竹田一彦トリオ／第二部

10〜

／ ｅ ＋（ イ ー プ ラ

京都コンポーザーズ

ジャズオーケストラ、足立衛＆K J Sオールスター・ビ

ス

ッグバンド、大塚善章(ソロピアノ)／司会

symphonyhall/）／ロ

◇とき

薗田涼子

◇ところ

１月30日（土）14時開場、15時開演

http://eplus.jp/

ーソンチケット（☎

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南

0570-084-005

Ｌコード54620）／チケットぴあ（☎

2-3-3）※ＪＲ大阪環状線福島駅北へ徒歩約５分、Ｊ

0570-02-9999

Ｐコード275-567）

Ｒ東西線新福島駅１番出口北へ徒歩約10分、阪神電車
福島駅２番出口北へ徒歩約10分、ＪＲ大阪駅西へ徒歩
約15分ほか

◇お問い合わせ・ご予約
0370
◇主催

Fax 06-6442-0371

関西ジャズ協会（☎ 06-6442mail：kjs@kjsnet.org）

関西ジャズ協会、ザ・シンフォニーホール

上田 假奈代 さんから

ＮＰＯ法人 こえとことばとこころの部屋

（ココルーム）代表

釜ヶ崎オ！ペラ２
カンオケハイク

2016.1&2
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３分
◇内容

・合唱

釜ヶ崎芸術大学合唱部

・筆談トーク「『生』を表現するということ」写真家・
齋藤陽道、大阪ダルクディレクター・倉田めば
・事例報告

「『若者』と『仕事』に向き合った交響楽

団〜日本センチュリー交響楽団」同楽団マネージャー
・柿塚拓真／「大規模災害の現場で、ひとびとに寄り
添うアート〜ENVISI」ENVISI代表・吉川由美
・調査報告

「地域課題に向き合うアート、調査結果か

ら」アートＮＰＯリンク事務局長・樋口貞幸
・キートーク「社会包摂と芸術文化、その振興策を考え
る」パネリスト：外交研究所代表・前文化庁長官・近
おけ

釜ヶ崎芸術大学2015の成果発表会。カンオケは桶でオ
ーケストラで俳句のリズムで、行きますよ、今年も。イ

藤誠一、同志社大学大学院教授・新川達郎、吉川由
美、柿塚拓真、詩人・上田假奈代､ 司会進行：應典院
寺町倶楽部事務局長・山口洋典

ンドネシアの楽器〝ガムラン〟の音色とともに、即響!!!

◇無料、定員200名、要申し込み（先着順）

音楽・詩・即興ダンス、芝居に宇宙も。そして会場で

◇お申し込み・お問い合わせ

は

ココルーム（大阪市西成

は、釜ヶ崎で集まった書道などを貼 ったり並べたりし

区山王1-15-11 ☎ 06-6636-1612 mail：info@cocoroom.

て、みなさまをお迎えします！（案内チラシより）

org

URL：https://www.facebook.com/artsinregion/

平成27年度文化庁の助成を受けて大阪市立大学が行う
「社会包摂型アートマネジメン卜・プロフェッショナル
育成事業：アートの活用形？」の一環です。
◇とき

『おさるの大合戦 炎の十番勝負』
上方文化評論家

１月31日（日）13～15時頃（開場12時半）

◇ところ

大阪市西成区民センター（大阪市西成区岸里

さぁて、お立ちあい！

福井 栄一さんから

本日ここにお目にかけまする

1-1-50）※地下鉄四ツ橋線岸里駅２番出口すぐ。地下

は、おさるの大合戦、炎の十番勝負。地上戦に水中戦、

鉄堺筋線＆南海本線高野線天下茶屋駅から徒歩約５分

個人戦に集団戦、頭脳戦に

◇参画者

くら

釜ヶ崎芸術大学在校生、詩人・上田假奈代、

肉弾戦、目も回り眩まんば

天文学者・尾久土正己、俳優・沖田都、縫製作家・衣

かりの熱戦の火ぶたが、い

裳家・澄川小百合、音楽学者・中川真、振付家・中西

ま、まさに、切って落とさ

ちさと、作曲家・野村誠、合唱指導・山本則幸、舞踊

れようとしております。お

家・スティヤストゥティ、音楽家・スニョト

さるの戦績のほどは、頁を

◇入場無料。予約不要。どなたでも。カンパ歓迎！
◇お問い合わせ先
1-15-11

ココルーム（大阪市西成区山王

☎ 06-6636-1612

mail：info@cocoroom.org

URL：http://www.cocoroom.org/

地域に根ざしたアートと文化
クロージングフォーラム
さまざまなアートの実践者や研究者、みなさんとの対
話をとおして、それぞれの地域で人々とつながり、関わ

ページ

繰られてのお楽しみ。
私の通算26冊目の著書。
え

と

2016年の干支にちなみ、さ
まざまな動物と戦うサルの
話を10話載せています。
技報堂出版（☎ 03-5217-0885）刊、1,600円＋税、Ｂ
６判、122㌻、ISBN 978-4-7655-4247-0 C0039

「在原業平ばなし 究極の色男」

講演

りを持ち、お互いが「アライ（支援者）」になって、ゆ

◇とき

るやかにつながることを願って開きます。大阪市の主催

◇ところ

１月９日（土）13時半～15時
箕面市立桜ヶ丘人権文化センター＝ヒューマ

で、ココルーム、應典院寺町倶楽部、ＮＰＯ法人アート

ンズプラザ（大阪府箕面市桜ヶ丘4-19-3

ＮＰＯリンクの共同事業体が企画しました。

4800）※阪急箕面線桜井駅から徒歩約８分

◇とき
◇ところ

１月10日（日）13時半〜19時半
カンテレ扇町スクエアなんでもアリーナ（大

阪市北区扇町2-1-7

関西テレビ１Ｆ）※地下鉄堺筋

線扇町駅２号出口すぐ、ＪＲ環状線天満駅西へ徒歩約

◇講師

☎ 072-721-

上方文化評論家・福井栄一

◇入場無料、ご予約不要
◇主催

箕面市立桜ヶ丘人権文化センター＆箕面市立

桜ヶ丘老人いこいの家
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06-6618-4068
：
URL

大阪商業大学アミューズメント産業研究所

厨栄町 4-1-10☎

〒
大阪府東大阪市御
577-8505

http://ouc.daishodai.ac.jp/ams_labo/

駒数804枚、一局指すのに数千手
ボードゲームの頂点「大局将棋」
「吹けば飛ぶよな」将棋の駒も、
これだけ勢ぞろいすると壮観だ。
大阪商業大学アミューズメント産
業研究所が所蔵する「大局将棋」。
36×36の盤のマスに209種、両軍合
わせて804枚の駒が並ぶ。

こ さく

同研究所主任研究員の古作登さん
が、来歴を解説してくれた。
「将棋は古代インドから中国、東

言ってもいいでしょう。江戸時代の

むよりは、スケールの壮大さを見せ

将棋家元・大橋家の古文書『大局将

るためのものだろう――とは、説明

棋駒』が1990年代に見つかり、その

されるまでもなく察しがつく。

記述をもとに復元したものです」
太子、酔象、夜叉、鳳凰、臥龍、
狛犬、猛熊、悪狼、玄武、朱雀、天

きっと、最後まで指されたことな
んてないに違いない、と思ったら、
驚くことに、ちゃんとあった。

狗……。聞いたことのない名の駒た

2004年５月に放送されたフジテレ

ちは、実在するもの、架空のもの織

ビ系の「トリビアの泉」という番組

り交ぜ、まるで動物界曼荼羅だ。

で、プロの伊藤博文六段と安用寺孝

まん だ

ら

アジアを経由して日本に伝わり、現

「仏教、神道、十二支など、当時

功四段（段位は当時）が、アミュー

在の駒から飛車と角を落とした平安

の信仰や知識、世界観が動員されて

ズメント産業研究所の駒と盤を使っ

将棋ができました。私たちが今、普

います。字を習う手本に使ったかも

て対局した。

通に指すのが９×９マスの小将棋。

しれませんね」と古作さん。

番組の録画を見せてもらった。

さらに、室町時代から江戸時代にか

それにしても、これらの駒はどん

二人が文書を読んで駒の動き方を

けて、中将棋（12×12マス）、大将

な動き方をするのだろう。ルールを

確認しながら、手さぐりといった感

棋（15×15マス）、大大将棋（17×

一通り覚えるだけでも大変そうだ。

じで指し継いでいく。食事休憩、睡

17マス）、摩訶大大将棋（19×19マ

自陣も敵陣も、すき間なく駒で埋

眠を挟んで３日間、計32時間41分を

ス）、泰将棋（25×25マス）などが

まっている。玉将は最初から穴熊状

費やし、3805手で安用寺四段が勝っ

できました。その頂点に立つのがこ

態。中段、下段の駒は、すぐ動くこ

た。これが現在残る唯一の対局記録

の将棋です。ボードゲームの頂点と

とすらできない。実際に指して楽し

だそうだ。

ま

か

たい

（黒沢 雅善）

2016.1&2

19

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼寒い冬に食べる甘いものと言えば、私の場合、懐中汁

それで、とてもきれいなのですが、どうも素直に楽しめ

粉と粟 ぜんざいです。粟ぜんざいを出す甘味処は少な

ません。都会の夜空はすでに十分すぎるほど明るくて、

く、見つけたらぜひ食べたいほどの好物です。蒸した粟

晴れ渡っていても星がほとんど見えません。地上に人工

の上に熱々のこし餡がどろりとかかっています。粟の粒

の星々が栄えれば栄えるほど、天上の本物は消えていき

をかんだ時の食感がうれしい。身体も温まります。

ます。このままだとやがて、冬空に輝くオリオン座の三

あわ

あん

初詣の折に食べるのも楽しみです。東京にいた頃は浅

つ星も、おおいぬ座のシリウスも、北斗七星も、ＣＧか

草寺にお参りして仲見世近くの店に寄りました。いまい

プラネタリウムでしか見たことがない人たちばかりにな

る京都は何軒か選択肢があり、幸せな状況です。

るのではないかと心配です。たまには街頭の電飾やオフ

ひえ

粟や稗が貧乏暮らしの食べ物として語られたのは昔の

ィスの照明を全部消して、星を眺める日をつくったらい

話。粟の伸し餅をたまに買うことがあるのですが、値段

いのになぁ、なんてことを、ふと考えます。

（黒沢）

は普通の餅よりもずっと高いです。生産量が激減し、希

▼寒さ本番、冷え症の私にはしばらく辛い期間が続きま

少価値が上がったからでしょうか。なくなってほしくな

すが、そんな中でも一つ楽しみがあります。それはスキ

い雑穀であり、食文化です。

（臼倉）

ーに行けること。言っていることが矛盾しているようで

▼朝日新聞大阪本社の周りではクリスマス頃から新年に

すが、どんなに寒くてもこれだけはやめられません。仕

かけて、「大阪・光の饗宴」と称して官民が競い、色と

事で東京にいた頃は、滑りに行かない週末はなかったほ

りどりのイルミネーションを街頭にともします。それは

どです。今シーズンも楽しみたいと思います。（平野）
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＞2016年２月は発行を休み、次は３月

事や研究の活動報告、時事ニュースへの感想、身辺雑

号となります。会員のみなさまからの掲載ご希望の原

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２月16

「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・

日（火）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
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､ 佐藤 建仁、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

Fax：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

E-mail：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】

