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「芸術は、間違っていてもよい」
現代美術家

森村 泰昌さん、個展を前に講演

「何を」
「いかに」描いたかを探る面白さ
絵画に登場する人物や歴史上の有名人に自ら扮したセルフ・ポートレート写真で国際的に知られる現代美術
家、森村泰昌さんの大規模個展「森村泰昌：自画像の美術史－『私』と『わたし』が出会うとき」（国立国際美
術館／朝日新聞社主催）が４月５日から６月19日まで、大阪市北区の国立国際美術館で開かれる。開幕を前に、
森村さんが３月16日、朝日新聞大阪本社アサコムホールで、「笑う美術史」と題して講演。「芸術は、おもしろ
ければ間違っていてもよい」と大胆な持論を展開し、個展の狙いや写真・絵画の見方、楽しみ方を語った。
きるかなと思いました。みなさんは美術館などによく行

みんな違うことがすばらしい

かれ、自分のやり方で美術鑑賞をされているだろうと思

みなさん、こんにちは。森村です。

います。私もそうです。そんな森村流美術鑑賞術を話し

きょうは「笑う美術史」というタイトルをつけてしま

ます。参考にしていただければうれしいです。

いました。美術は面白いものだという話なら、何とかで
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ごらんください。今回の展覧会に出品する約130点の中
から120点を選んで、６分ぐらいにまとめています。

今回の展覧会では「自画像」をテーマにしています。
1400年代の半ば頃に生まれて今まで続いている形式で、
美術史に頻繁に現れます。描く画家も、レンブラントと
かゴッホとか、たくさんいます。それらを順番に見てい
くことで、美術の歴史が見えてこないかなという狙いで
す。セルフ・ポートレート作家である私自身が自画像を
つくる、セルフ・ポートレートのセルフ・ポートレー
きょうのスライドショーには、キャプションやタイト

16

日、

ト、ダブルの自画像のような世界を発表いたします。

講演する森村泰昌さん＝３月

私自身が何者かに扮し、写真に撮るというものです。

朝日新聞大阪本社アサコムホール

私の作品は、セルフ・ポートレートによる写真です。

ルは一切ありません。森村がレオナルド・ダ・ヴィンチ
とかゴッホの自画像に扮しているとすぐにわかる作品も
ありますが、「この元ネタは何なんだ」という作品も多

ています。失恋、旅情など何を歌うかが詞に、どのよう

々あるかと思います。私自身がどれくらいの可能性を持

に歌うかが曲に表れます。ところが、絵画は、風景とか

っているか、１人の人間の中にどれくらいたくさんのキ

人物とか、何が描かれているかが前面に出て、いかに描

ャラクターを生み出すことができるのかという、変わり

かれているかが見えにくくなっているのです。

身の面白さを体感していただければと思います。
（スライドショーを鑑賞）

きょうは、芸術のアナリストとして話を進めたいと思
います。もとにするのは、私が学生時代にアーネスト・

ありがとうございました。では、本題に入ります。ま

サトウという写真家の先生から教わった話です。彼は、

ず、私のモットーは、「芸術は、おもしろければ間違っ

いい写真というのはどうなっているのか、何をいかに撮

ていてもよい」ということです。むしろ、芸術は、間違

影するといい写真になるのかを教えてくれました。絵を

っていることを通じて面白さが出てくる世界なんです。

見る場合にもとても役に立ちますので、アレンジを加え

これは、けっこう重要なところだと私は思います。

ながら、私なりの解釈で話します。

１＋１は２。世間ではこうなっています。じゃあ、芸
術的な発想ではどうでしょうか。

写真家がとらえた決定的瞬間

１人でやっていたら、もう１人やって来た。うれしい

最初は、アンリ・カルティエ＝ブレッソンの写真です

んですが、仕事を始めたら相性が悪かった。大げんかが

＝４㌻の写真①。1930年ぐらいから主に1950年代に活躍

始まり、物を壊してしまった。１＋１は０どころか、－

して2004年、98歳で世を去りました。彼が最初に出した

１という場合もあるでしょう。しかし、２人の相性がよ

写真集のタイトルが、日本語で『決定的瞬間』です。

くて意気投合すると、３とか４の仕事量をこなすことが
できるでしょう。いろんな答があるのが面白い。

みなさん、決定的瞬間と言うと、マラソンランナーが
ゴールでテープを切るとか、政府の要人が殺害されると

10人の画家が１つのバラについて解釈がまったく違う

か、非常にドラマチックな瞬間をイメージされるのでは

と、いろいろなバリエーションが現れ、いい展覧会にな

ないでしょうか。しかし、カルティエ＝ブレッソンの写

ります。芸術は、みんなが違っていることがすばらし

真には、そんなシーンは１点もありません。日々暮らす

い。多数決の原理で語れない世界です。ですから、間違

人々の世界を描いていることがほとんどです。

いを恐れずに話を進めていきたいと思います。

では、何が決定的瞬間なのか見ていきましょう。1953

そもそも絵描きは、絵を描くときに何をしたいと思っ

年にアテネで撮られた写真です。黒い枠がついていま

ているでしょうか。これは簡単。ただ、ひたすら、いい

す。フィルム周辺まで印画紙に焼き込み、トリミングを

絵を描きたい。では、いい絵とはどういうものか。絵描

まったくしないで引き伸ばしているという証明です。

きは２つのことを考えると思います。１つは「何を」描
くか。もう１つは「いかに」描くか。

建物の１階と２階を分ける線が写真のセンターに来
て、上下に分かれるように撮られています。上で目立つ

何を描くかは簡単で、例えば、イエス・キリストを描

のは白く若い女神の彫像です。目線を下ろすと、黒い服

きたい、富士山を描きたいという風に、モチーフ、テー

を着た年配の女性がいます。もう１つ同じような彫像が

マを決めることが重要です。

あり、その下にも黒い服の年配の女性がいます。

いかに描くか。これが難しい。歌は詞と曲で成り立っ

歩く２人が２つの彫像の真下にそれぞれ来たときにシ
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ャッターを押したのです。これが決定的瞬間です。画面

にいて、ファインダーから風景＝世界を見ています。つ

まん中に水平線があり、白い女神と黒い女性をつなぐと

まり、前へ飛び出す大きな三角形がもう１つあるという

２本の垂直線ができます。斜めの線は１つもありませ

ことです。不必要なものが何もない状態のときに、彼は

ん。とても静かな雰囲気をかもし出しています。

カメラのシャッターを押したのです。私はこの骨組みか

これだけだと動きがなくて退屈になりますから、別の

ら、カンディンスキーの、三角形がいろいろ集まってで

要素を持ってきています。白と黒、若い女神と年老いた

きた幾何学的な抽象画を連想しました。

人。白、黒、白、黒のコントラストがリフレインするん

まるで映画のカメラのようだ

ですね。音楽に例えると二拍子です。リズムが静かな雰
囲気の中に加わって、がぜん生き生きとしてきます。

この「いかに」を、絵画に置き換えてみましょう。

もう少し線を引いて、例えば２階と屋上、１階と道と

カラヴァッジョの「聖ルチアの埋葬」です＝５㌻の写

を分ける。建物の端に線を入れる……。そして、アテネ

真③。彼は、ルネッサンス時代とバロック時代とのはざ

の風景を消して骨組みの線だけを残すと、モンドリアン

まにいる、非常に重要な画家です。

の純粋な抽象画ですね。この２つは、実は同じ美学に基
づいていることが、わかるんじゃないでしょうか。
カルティエ＝ブレッソンの写真を、もう１枚見ていた

墓を掘る人の横に女性や神父が並んで、みんなが殉教
したルチアの遺体を埋めようとしています。その頭のと
ころをなぞると、画面が上下の台形に分かれます。

だきます＝同②。船で水上生活している人々をスナップ

びっくりすることに、上には何も描かれていません。

したものです。手前の後ろ姿が若いお父さん。左奥に子

これは宗教画です。亡くなった聖人、殉教者を、天上か

どもとお母さん、おばあさんがいます。

ら神さまや天使が降りてきて祝福するかのように描かれ

重要なのは視線だと思います。おばあさんは子どもを

るのが一般的だと思います。ところが、カラヴァッジョ

見ています。お母さんも、少し目を伏せて子どもを見て

は天上世界を闇で描いています。彼にとって闇というも

います。視線の三角形が、部屋の奥にできあがっていま

のが重要だということがよくわかります。

きょうじん

す。三角形は動かすことのできない強靭な図形です。

墓を掘る人が大きく２人、前に描かれて、１人の頭、

子どもはお父さんを、右端のワンちゃんもお父さんを

手、足をつなげると円になります。もう１人の墓を掘る

見ています。お父さんは子どもを見て、子どもと視線が

人も、顔から手、足で円を描いています。つないでいく

合っています。船の外にも大きな視線の三角形ができて

と大きな楕円が描け、この中にルチアがいます。ルチア

います。そして、お父さんは、格好良く腰に手を当てて

の顔は卵形です。よくできています。いかに描くかとい

ひじを張り、たくましい三角形を形作っています。三拍

うことを綿密に考えた絵だと思います。

子ですね。三角形がリズムを刻み、それが次第に大きく

私は映画を思い浮かべます。まず全景を映し、ターン

なって、家族の強い絆が表されています。緊張感のある

して上へ行き、闇を映す。次に下へ降りると、墓を掘る

何かを感じさせるのは、三角形がこのイメージの中に入

人たち、いろんな人たちがいる。その中をズームインし

り込んでいるからです。

て、最後はルチアの顔に至る。カラヴァッジョは、まる

さらに、船の中にいる別のワンちゃんが、こちらを見
ています。写真を撮ったカルティエ＝ブレッソンがここ

でカメラが動くように、この絵を描いています。
次は、ルーベンスです＝同④。カラヴァッジョより少
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し後の、バロック時代の代表的な画家です。２人の男が

②

２人の美女を略奪する神話の世界を描いた絵です。どう
してこんなにダイナミックに、しかも、ばらばらになら

ち、踊り子全体を支えるシンボルとなっている。そし

ずに描けているのでしょうか。

て、この右足から右胸を経由して、頭へと垂直に通る一

左端の天使がこっちを見ています。ふと視線が合いま
す。この絵へ入っていくのは、ここがスタートなのかな

本の芯棒に交差するようにして、左右の手が広げられ、
Ｔ字型がつくられている」。

と思えるほどです。少し右に馬がいて、１人目の男がい

「Ｔ字型の横棒、左右に広げられた両腕、これは右上

ます。もう少し右へ行くと、略奪される１人目の女性が

がりの斜め構図に描かれている。そのため、画面に動き

います。それから、男と２人目の女性がいます。そうい

をもたらす」。とても躍動的なシーンですから、斜めの

う、ぐるっとした円が描けます。さらに後ろの空には馬

線を持ってきているということです。「それと同時に、

やら何やらがあり、外側にもう１つダイナミックな円が

ゆっくり揺れながら安定をとろうとする、やじろべえの

見えてきませんか。１人目の女性はのけぞっていますか

ように垂直の芯棒を中心に絶妙なバランスも保たれてい

ら、ここからも大きな円が描けます。

る」。バレエのポーズをそのまま表しています。

男性の顔もわりと丸く、女性の顔は完璧に丸い。おし

そして、「この絵の上方、赤みを帯びた背景は舞台後

りも、女性のバストも丸い。小さな丸がいっぱい散りば

方の幕であろうか。ほとんど抽象画のようにさえ見える

められているんじゃないでしょうか。曲線が多用され

が、この赤みを帯びた幕と舞台の床の境目のラインが、

て、めまいを起こすかのようなダイナミックな動きがあ

踊り子の広げられた両腕のラインと並行になっている。

るということです。

柔らかく折れ曲がりながら続くラインの形状も見事に一

描かれているのは神話の世界ですが、「何が」を取り

致して、この繰り返しが絵にリズム感を与えている」。

払うと、抽象的な絵になります。私が連想したのは曼荼

上の方にも柔らかい線が、まるで川の流れのように、す

羅でした。たくさんの円が見えてきます。２つの絵の世

るっと斜めの構図で流れています。「これは、この先の

界はまったく違いますが、先ほど言いましたように、芸

絵が音楽を感じさせる。鑑賞者は、この絵から踊り子に

術は間違っていても、とても面白い発想があれば、私は

ついての物語をさまざまに想像する」。この男は誰だろ

ＯＫだと思うんです。そうすると、この２つがつながっ

うという物語をさまざまに想像させます。「それは、音

て見えてきます。面白い発見でした。

楽における、いわば歌詞に当たるところだろう。そして

構図から物語へ想像が広がる

動感、あるいはバランス、リズムといった造形要素は、

次は印象派の画家、ドガの作品です＝同⑤。舞台のそ

いわば曲である。歌詞と曲、この２つを同時に絵の中に
感じ取ったとき、我々はドガに感動するのだ」。

での布で覆われたところに謎めいた男性がいます。バレ

この絵は、今までの円とか直線と違って、柔らかい、

リーナのパトロンかもしれません。そのことも面白いで

フェミニンな感じがします。私が想像したのは、アレク

すが、いかに描かれているかを、この絵について私が以

サンダー・カルダーという人の、柔らかな動きを示す抽

前に書いたことを読みながら、見ていただきます。

象的なモビール彫刻でした。共通の美学がドガの絵には

「まず、私はこの絵を見たとき、あっ、足が一本だと
思った」。踊り子の後ろに蹴り上げられた左足が、体に
隠れていたからです。「この一本足は、地面に垂直に立

あるんじゃないかと思いました。
いかに描かれているかということに気がつくと、絵
は、とても面白い世界になるのではないでしょうか。

②アンリ・カルティエ＝ブレッソン

「ブージヴァルの水門」＝１９５６年

①アンリ・カルティエ＝ブレッソン

「アテネ」＝１９５３年
①
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③
③カラヴァッジョ「聖ル
④

チアの埋葬」＝1608年

家族」です＝表紙の写真。彼は、バロック後のロココ時

⑤エドガー・ドガ

これは、フランシスコ・デ・ゴヤの「カルロス四世の

「スター」＝１８７８年

その例を１つ紹介します。

④ルーベンス「レウキッ

か」という、音楽における作詞の部分があります。

ポスの娘たちの略奪」

さて、当然ながら、絵には同時に「何を描いている

＝１６１７年

人の心を読み込んだ作家の目

⑤

代に生きた画家です。ロココと言うと大変軽やかで、楽
しい絵を想像しがちですが、かなり辛らつなものを秘め

ア・ルイーサに話した。何事も男まさりの彼女の同意を

た画家だと思います。

得なければ、事は運ばなかったからである」。実権を握

作家の故井上靖さんが、この絵をマドリードのプラド

っているのはマリア・ルイーサですから、カルロス四世

美術館で見たときの話を書いています。注目したいの

は「こんなん、ええと思うんやけど、どう思う？」と、

は、こう書いていることです。「画家でも、評論家でも

おそるおそる尋ねてみました。

ない、一人の小説家としての私の『カルロス四世の家

「マリア・ルイーサはすぐに返事をしなかった」。な

族』論……」。つまり、自分がここで述べることは正し

ぜかと言うと、「問題は自分が夫カルロス四世の寵臣で

いかどうかわからない。しかし、とても面白くて、それ

あり、国政を自分ひとりで切って回している宰相ゴドイ

を考えるとどきどきするのだと。まさに、芸術は、面白

と愛人関係にあることが、どれだけ宮廷に、朝臣間に、

ければ間違っていてもいいのだというスタンスに立ちな

一般の国民に知れわたっているかということにあった。

がら語っているのです。

これほどマリア・ルイーサにとって判断のつかぬことは

「ゴヤに己が家族の集団肖像画を描かせることを思い

ちょうしん

わか

なかった。正確に判っていることは夫のカルロス四世だ

ついたのは、他ならぬ王自身であったに違いない。自分

けは知っていないということ、これ一つである」。

を中心にして、周囲にぐるりと妃、王子、王女たち一族

井上さんは、どんどん想像力を膨らませます。

の者も配し、スペイン・ブルボン家の権威と栄光を、

マリア・ルイーサは「う～ん、どうしようかな」と考

一年前に主席宮廷画家に任じたゴヤに描かせておくこ

えたんですね。もし自分と愛人ゴドイの関係を王さま以

とは、今こそそれをやるべき時であると考えたのであ

外のみんなが知っていたら、華々しい家族の肖像を描い

る」。いいアイデアやな、とカルロス四世は考えたわけ

ても「何や」ということになります。だから、ＯＫを出

です。

していいのかどうか、ずいぶん考えたということです。

さて、「カルロス四世は自分の思いつきを、妃のマリ

そして、「最後にこの不貞で権勢好きな妃に、夫の申
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出を承諾させたものは、自分と宰相ゴドイとの間に生ま

いうことが描かれているわけです。それで、自分が醜

れたまだ幼い王女と王子を、スペイン王家の権勢と栄光

く、別の言い方をすればリアルに描かれていることを我

の中に立たせて、それを一幅の絵にしておくことが、幼

慢した。井上さんは、そう書いているわけです。

い二人の将来にとって、決して悪いことではないと考え

王妃と画家の微妙な駆け引き

たからである。描かないでおくよりは、描いておく方が
よかった」。すごいフィクションですが、そうかもしれ
ないですね。

私は、この井上さんの文章を引き継ぎながら、自分な
りに、もう少し別の見方をしてみました。

もう１つあったというんですね。「この前ゴヤに描か

王家の中心にいるマリア・ルイーサとゴヤの２人の、

せた肖像がひどく気に入っていたことである。半身像

まことにスリリングな駆け引きが、この絵の中にあると

も、全身像も、共に自分でも見惚れるほど充分若々し

思います。絵描きは、いい絵を描きたい。ゴヤにとって

く、美しく、しかも気品高く描かれていた」。ゴヤに期

のいい絵とはおそらく、真実が描かれた絵なんです。

待したんですね。そして、ゴヤは絵を描きました。こん
なのができましたと、見せたわけです。

でも、彼は宮廷画家で、権力を持っているのはマリア
・ルイーサですから、真実を描いてしまうと、この絵自

カルロス四世はどう思ったか。自分は王さまだから、

体が成立しなくなります。そこで、彼女と微妙な駆け引

もう少し真ん中にいたいのに、マリア・ルイーサが真ん

きをしました。先ほど読み上げた中で、省いたところが

中にいます。だけど、勲章をいっぱいつけて、自分が提

１つあります。井上さんがこんな風に書いています。

案した絵は実現しているわけですから「まあ、ええのと

「妃とカルロス四世の間には、幼い王子がひとり立っ
ているだけで、その背後はあいている。画面の他の部分

違う？」という感じだったと思うんです。
では、マリア・ルイーサはどうでしょう。井上さんは

は、どこも登場人物が重なりあい、多少ひしめき合って

このように書いています。「初めてこの肖像画を眼にし

いる感じだが、ここの部分だけがあいている。  ‘’ここは

た時、すんでのところであっと声をあげるところだっ

この幼い者たちの父親ゴドイが立つ場所です。近寄って

た。この前の二枚の肖像画の自分とは何という大きい違

はいけません‘’  ――妃は心の中でそんなことを夫のカル

いであろう。あの口もとの気品ある微笑はどこへ行った

ロス四世に言っているかのようである。しかし、そうい

のか。あの若さを感じさせる軽快な身の構えはどこへ行

うことを言っているのは、実は妃ではなくて、ゴヤであ

ったのか。顎を張り、口もとをきっと結んだところは、

ったかもしれない」

あご

我執とひとすじ縄ではゆかぬ権勢欲を示す以外の何もの
でもないではないか。しかも老いている」。

ゴヤは、誰もいない空間をつくりました。なぜか。ゴ
ドイという人物が本当はいるけれども、それは描けませ

彼女がこのときカチンと怒ってしまったら、ゴヤは宮

ん。しかし、ここでゴドイの存在を、不在においてにお

廷画家から外されて、下手をすると牢屋に入れられてし

わせているということです。井上さんは、ここにゴドイ

まいます。「が、マリア・ルイーサがこの甚だ不満な肖

がいるに違いない、と読み込んだのだと思います。

像画に我慢できたのは、幼い王女イサベールが充分自分

ゴヤがいい絵を届けるのは、誰に対してでしょうか。

に似て、しかも美しく気品高く描かれており、王子パウ

当時の宮廷人たちではありません。未来の私たちを目指

ラが、これまた充分自分に似て、あどけなく怜悧に描か

しているんです。そして、真実を描くのなら、マリア・

れていたからである。この二人の幼い者を守るために

ルイーサを美人に描くことはできません。リアルに描か

は、自分はこのような表情をしていても仕方ない。実

なければだめですね。ここまでやると、ものすごくやば

際にまたこのような表情をしているのかもしれないの

い。かなりスリリングな、王妃と一介の画家との駆け引

だ」。

きがここにあります。

れい り

彼女は絵のどまん中にいて、「スペイン王朝を仕切っ

こういう物語を井上さんは、小説家の想像力を発揮し

ているのは私やで」というのが、しっかりと示されてい

て書いていらっしゃいます。何が描かれているのかとい

ます。女の子の肩をがっと抱え、男の子の腕を握ってい

うことを少し深く読み込み、いろいろな話を紡ぎ出して

ます。「王家の中心にいるのは、私たち３人ですよ」と

いくと、絵がぐっと面白くなってまいります。

もりむら・やすまさ。1951年、

ティスティック・ディレクターを務めた。主な国内で

大阪市生まれ、大阪市在住。京都市立芸術大学美術学

の個展に、「空装美術館／絵画になった私」（東京都

部卒、専攻科修了。1985年、ゴッホの自画像に扮する

現代美術館ほか、1998年）、「なにものかへのレクイ

セルフ・ポートレート写真を制作。1988年、ベニスビ

エム／戦場の頂上の芸術」（東京都写真美術館ほか、

エンナーレ／アぺルト88に選出。以降、世界各地で展

2010年）。近著に『まねぶ美術史』など。2007年度芸

覧会を開催。2014年、横浜トリエンナーレ2014のアー

術選奨文部科学大臣賞。2011年、紫綬褒章を受章

森村泰昌さんの略歴

【全 面 広 告】

2016.04

展覧会公式サイト

http://morimura2016.com/
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ベストセラーになっている井上章一さんの『京都ぎら

街角に立つ上七軒歌舞練場の案内板。ローマ字で振ら

れた読み方は「かみしちけん……」だ＝京都市上京区

京都流
「七」の読み方 考

「ひち」でいいんちゃう

「うそやろ」「ひち、に決まってるやん」

い』（朝日新書）を、遅ればせながら読んだ。本文中に

七五三、七福神、七条、七本松、上七軒……。井上さ

京都の地名「上七軒」が出てきた。「かみひちけん（マ

んの「あとがき」と同じ実例が、立て板に水式に次々と

マ）」とルビが振られていた。小さな疑問が兆した。

流れ出て、とても反論できる余地はなかった。

──「上七軒」は「かみひちけん」やろ。なんでわざ
わざ（ママ）なんて付けるん？
「あとがき」まで読んで、事の次第がやっと飲み込め
た。少々長いが、次ページに引用させていただいた。
結論を先に言わせていただく。井上さんが書かれたこ
とは論旨明快で、その通りだと思った。賛成だ。
私にも、忘れられない思い出がある。
東国で育ち、学生時代を京都で過ごした。友人たちと
の集いで、「七」をどう読むかが話題になった。私を含
む非京都派は「しち」と主張したが、京都生まれや京都
育ちの女性たちから、たちまち声があがった。
①

③

か がい

さらに後年。花街でさっそうと遊べる器量など、まる
で持ち合わせていないけれど、西陣であった宴席に招か
れた。大勢の芸妓・舞妓さんが来ていた。「みなさん、
かみしちけんの方ですか」と不用意に尋ねてしまった私
に、一人が、わざわざ言い直して答えてくれた。
「はい。わたしら、みんな、かみひちけん」
京都の人は「ち」をはっきりと発音する。すると、実
際に試してみるとすぐわかるが、「しち」とはとても言
いづらい。「ひち」だと自然で楽に話せる。
お姉さんの口から漏れた「ひち」は、響きが優しく美
しく、しかも花街風でない普通の京言葉だったので、い
②

④

⑤

う」と言う古い世代も、いなくはな

マ字表記は、みな「しち」に統制さ

だが、路上で見かける地名のロー

い。

七五三という言葉を、私は「ひち

七は「ひち」である

ごさん」と読む。「しちごさん」と
私は、本文中の

れている。（中略）

あとがき

は、まず言わない。私にとって、七
ページに上七軒

は「ひち」であり、「しち」は不快

「 ひ ち ご ち ょ う 」 と な る。 七 面 鳥

七 五 三 だ け で は な い。 七 五 調 も

ち」としてしか読まないようであ

で仕事をする校閲者は、やはり「し

けん」とルビがふられていた。東京

校の校正刷では、そこに「かみしち

という地名を、もちだしている。初

も「 ひ ち め ん ち ょ う 」 だ し、 七 福
る。

にひびく。

神だって「ひちふくじん」である。

み方がありうると、私はながらく思

そもそも、七に「しち」という読

七七禁令では、「しち」もやむを

いう読みを、おしつけようとする。

新聞出版が、今また私に「しち」と

ち」をしいた。その後裔となる朝日

は、 私 に「 七 七 禁 令 」 で「 し ち し

かつて、朝日新聞社の書籍編集部

「しちごちょう」や「しちめんちょ
う」、そして「しちふくじん」はあ

ってこなかった。ようやく、四十歳

りえない。

代をむかえてからなのである。現行

えないと判断した。それ以後、私は

都ですごした七条院も、後鳥羽天皇

歴史の用語もふくめ、東京へあわせ

の母だが、「しちじよういん」でい

の 国 語、 中 央 政 府 の き め る 日 本 語

さて、京都には七の字をふくむ地

い。七卿落ちの場合でも、みんな幕

が、七を「しち」にしていると、知

名 が、 い く つ か あ る。 七 条、 七 本

末 の 京 都 人 だ が、「 し ち き ょ う お

るふんぎりをつけている。生涯を京

松、上七軒などである。それぞれ、

ち」にしておこう、と。

⑧

余計な紛糾を避けたのだろうか。『京都ぎらい』の中で

しかし、そもそもルビとは、難しい字、間違えやすい

⑨

⑦

⑥

ったのは。（中略）

地元の人々は「ひちじよう」、「ひ

ない。私もふくめ、京都およびその

しかし、地名だけは、ゆずりたく

ちほんまつ」、「かみひちけん」と
よぶ。七条に関しては、「ひっちょ

周辺ですごす人々は、みな上七軒を
「かみひちけん」とよぶ。誰も「か
みしちけん」とは言わない。七条院
の名を知らない人々も、地元にはお
おぜいいる。しかし、上七軒は「か
みひちけん」という音で、多くの人
になじまれてきた。地名では譲歩を
したくないと思うゆえんである。

字などを、多少イレギュラーな語法まで許容して、話さ
っそう鮮やかに耳に残っている。
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（井上章一著、朝日新書）と、
『京都ぎらい』
あとがき抜粋

京都のことを書いた本が「上七軒」をどう読ませてい

れるとおり正しく読んでもらうために振るものだろう。
るのかを調べた。古い順に『京都歴史案内』（矢野貫一

上七軒は京都の地名で、東京にはない。それなら、素直
著､ 講談社、1974年）、『京ことば辞典』（井之口有一

に京都流の「ひち」とすべきではないか。少なくとも、
・堀井令以知編、東京堂出版、1992年）、『新装版京都

実際に読まないルビを振るのはナンセンスだ。

事典』（村井康彦編、東京堂出版、1993年）、『京都

また、発音は間違っていないくても、前出の（ママ）
の大路小路』（千宗室・森谷尅久監修、小学館、1994

付きルビから、「こんな田舎臭い読み方は認めないぞ。
年）、『京都史跡事典』（石田孝喜著、新人物往来社、

著者が意固地に言い張るから、仕方ないので顔を立てて

1994年）。『京のことのは』（吉岡幸雄ほか著、幻冬

やったのだ」といった出版社・編集者の中央集権・官僚

舎、2002年）いずれも「かみしちけん」だ。もちろん、

的えらそぶりをかぎとる読者は、私だけだろうか。

すべての文献を網羅できたわけではないが、「かみひち

ただし一方では、見識を感じた本もあった。『京都の

けん」と読ませる例は見つからなかった。おまけに、今

平熱』（鷲田清一著、講談社、2007年）は地名にまめに

年の北野をどりの開幕を紹介した朝日新聞の記事（３月

ルビを振っているが、「上七軒界隈」の小見出しにはル

25日付朝刊）のルビまで「かみしちけん」だった。

ビがない。振るまでもないと判断したのか。それとも、
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批判的に言及された『洛中生息』（杉本秀太郎著、みす

ひっちょう

ず書房、1976年）も、現在のＪＲ京都駅のことを「七条
しょ

のステン所」と正しいルビ入りで載せている。
その七条のステン所を起点にして、早春の暖かい日を
選び、京都の街を巡った＝８・９㌻下の写真参照。
駅から少し北へ上がり、七条通を東へ。駅前広場の地

ついに「ひち」と読む物証は見つけられなかった。
表示を取り付けたのは京都の人たち自身だろうから、
こちらの方が本のルビより根が深そうだ。お上には逆ら
えないと諦めたのか。それとも、どうせまじめに見るの
はよそさんだけだと割り切ったのか。京言葉を称揚して
広く知らせようという熱意が伝わってこない。

図①、交差点の標識②、京阪電車の駅③はいずれも、

ちなみに、私がパソコンで使っているグーグルの日本

「七条」をローマ字で「しちじょう」としていた。市バ

語入力は、「かみひちけん」「ひちじょう」と打っても

ス停留所④だけが「ななじょう」。井上さんが「あとが

正しく変換してくれる。こちらの方が地域文化に、ずっ

き」で指摘しているように、「しじょう」との混同を避

ときめ細かく目配りしているように思える。

けるためらしい。1913（大正２）年完成の七条大橋の銘

洛外人の言葉を洛中人がからかう。その洛中・洛外両

板⑤は変体仮名で「志ちでうおほはし」。「しち」と読

方の言葉を東京人が無視する。上から目線の入れ子・マ

ませ始めたのは、昨日や一昨日ではないらしい。

トリョーシカ構造ができていないだろうか。私は前者＝

しにせ

清水寺門前にある唐辛子の老舗、七味屋。看板⑥にル

洛中・洛外人の確執にはどちらとも直接利害がないが、

ビはない。店でもらった英文チラシは「Shichimiya」、

後者＝東京人から向けられる上から目線は、必ずしも他

ホームページアドレスも「shichimiya」となっていた。

人事でなさそうで、とても興味を覚える。

バスを乗り継いで北野天満宮前へ。ここでも七本松通

ひょっとしたら、井上さんは「あとがき」で、次作を

の標識⑦、上七軒バス停の看板⑧、上七軒歌舞練場の案

さりげなく予告したのかもしれない。「東京ぎらい」と

内板＝８㌻上の写真＝すべて「しち」だった。上七軒の

題する続編・姉妹編を、今度もぜひ朝日新聞出版刊で、

由来を記した古い立札⑨にはルビがなかった。街頭でも

読ませてほしいと思った。

（黒沢 雅善）

花を

訪ねて

京都市左京区・京都府立植物園で

持続する頼り合い？

バイモ
ユリ科

花言葉：威厳 努･力 才･能ほか

京都の街中に新しくできた書店、誠光社で、作家、

林の日だまりに、たおやかな花が咲いていた。

梨木香歩さんのエッセイ集『不思議な羅針盤』（新潮

梨木さんが言うとおり、この草のツルは何にでもす

文庫）を見つけて買った。近くの喫茶店に入り、ほう

ぐ絡みつく。周りに適当な物がなければ、互いに絡ま

じ茶で和菓子をいただきながら早速読んだ。

り合って体を支える。か細いのに倒れない。梅雨の頃

冒頭に「堅実で、美しい」と題した短文が載ってい
ばい も

た。庭の隅で見つけた一茎の貝母を手がかりに、サス
テナビリティー（持続可能性）という言葉を引きなが
ら、「頼るもののあるときは頼り､ 支えのないときは
め

一人で立つ」無理のない生き方を愛でていた。
日を改めて府立植物園を訪ねた。芽吹きを待つ雑木

には枯れてしまい、夏の草木と覇を争わない。
群れる姿を見ると、もう少しシャンとせえよと思う
ことがあるが、侮れないしたたかさかもしれない。
中国原産。名前は、地下の鱗茎（球根）が二枚貝の
形に似ていることに由来する。和名はアミガサユリ。
高山植物のクロユリも同属の仲間だ。

（雅）
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イベント・出版等の情報

『ガーゼルガーの黒い真珠
—イスラーム美術の文様 アラベスクの源流を求めて』
宝塚・アフガニスタン友好協会代表
1994年から始めたアフガニスタンの女性と子どもの支
援活動は、今年で22年を迎える。

西垣 敬子さんから

文や唐草模様の調査と分析を行ったものである。タイト
ル「黒い真珠」の由来である。イスラーム美術を知るた

旧ソ連軍の侵攻やその後の内戦で夫を失った女性た

うれ

めの入門書として、手に取ってみて頂ければ嬉しい。

ち、親を亡くした孤児たちを支援してきた。しかし昨

Ａ５判、186㌻、定価 2,000円＋税、三帆舎刊。アマゾ

今、15年以上通った東部のジャララバードへは、治安の

ンまたは書店で注文可。下記の西垣宛 E-mail にても注

悪さで入れない状態が続いている。このため最近は、西

文可。

部の都市ヘラートに通い続けている。

keiko665@gmail.com (１冊の場合、送料180円)

ヘラートは、古くから交易の要衝として栄え、ペルシ

＝上中央の写真は、ガーゼルガー寺院の中庭、同右の

ャ帝国の一領土であったことや、アレクサンダー大王や

図は、バーイスンクル王子の墓石の表面一層目浮彫（部

チンギスハーンもヘラートの歴史に登場する。15世紀に

分）＝いずれも『ガーゼルガーの黒い真珠』より

はティムール朝の支配下に置かれた。ティムールの四
男、シャールフの時代には首都になり、王や王子たちの
芸術奨励もあって華麗な宮廷文化が栄えた。

特別例会
「ニュージーランドを

もっと知りたい講演会」

きんぱく

また、「ヘラート派」と呼ばれる細密画や金箔彩飾の
様式が確立された。国立ヘラート大学を訪れ、細密画科

キウイサロン代表

の女子学生たちがアラベスクと呼ばれる唐草模様を描い
ているのを見た時の驚きと感動。この国にまだ文化があ
った！と興奮した。

キウイサロンは、ニュージーランドが大好きな人たち
の交流サロンです。ニュージーランド学会と共催で、見

著者で細密画家でもあるアブドゥル・ナセル・サワビ

出しの講演会を開催し

ー（Abdul Naser SAWABY）教授は、ティムール朝後期

ます。ニュージーラン

の細密画家ベフザードの研究者でもあり、「ヘラート

ドに行ったことのある

派」の伝統を教えている。同教授の書いた論文の一つを

人、興味のある人、ど

美術書としてまとめ直して頂き、私が約３年かけて邦訳

なたでも大歓迎です。

し、見出しの書名で出版した＝上の写真左。

どうぞ、お越しくださ

内容はヘラートの歴史、「ヘラート派」の変遷、イス
ラーム美術の文様の紹介に加え、近郊ガーゼルガー寺院
に置かれた王族たちの黒大理石の石棺に彫られた幾何学

塩田 晴康さんから

い。
◇とき

４月16日（土）

13時半～16時45分

１２
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◇ところ

大阪市立福島区民センター 301会議室（〒

※スピーカーを交えての懇親会を、講演終了後の17時15
分から、近くのレストラン「フェルマータ」（☎ 06-

553-0006 大阪市福島区吉野3-17-23）

6441-6673）で開催します。ぜひご参加ください。会費

※地下鉄千日前線野田阪神、阪神電車野田、ＪＲ東西線

は3,500円。飲み物は各自でご注文のうえ、お支払い

海老江の各駅から南西すぐ＝前ページの地図参照

ください。なお、懇親会は事前申し込みが必要です

◇講演内容とスピーカー
・ニュージーランドのエコツーリズム
・ニュージーランド横断標識カルタ

大石 恒喜

キウイサロン・塩田晴

康（E-mail：shiota1202@maia.eonet.ne.jp

太田 千晴

・ニュージーランドワインの現状と展望
◇参加費

◇お申し込み・お問い合わせ先

☎ 090-

4763-6968）

塩田 晴康

無料

障がいを持つ方へのチャリティーコンサート

「フフーナムジル」が音楽朗読劇に
童話作家・ハーモニカ奏者

もり・けんさんから

2014年に出版した馬頭琴の由来を語った絵本『フフー
ナムジル』（文もり・けん、絵いとうゆりこ

Ｈ・Ｕ・

Ｎ企画刊）の話は最初、モンゴル国で司馬遼太郎さんの
小説「草原の記」のヒロイン、ツェベクマさんから聞き
ました。日本で流布している「スーホの白い馬」は中国
内モンゴル自治区のお話で、モンゴル国では誰も知らな
いと教えられ、口伝だったモンゴル国の昔話を聞き回
り、20年かけて出版にこぎつけました。「こんなに美し

※『フフームナジル』の原作絵本＝写真左＝はＨ・Ｕ・

い絵本になってうれしい」とモンゴル国立文化芸術大学

Ｎ 企 画（ ☎ 06-6352-8005

元学長バートルツォクドさんから絶賛いただきました。

hunhun@cardandmedia.co.jp）の直接販売のほか、アマ

私の友人、バリトン歌手でピアニストの時田直也さん
が「音楽朗読劇にしたい」と言ってくださり、このコン
サートを企画しました。ご家族そろって楽しんでいただ

Fax 06-6353-1393

E-mail

ゾンでご購入いただけます
◆本誌2015年３月号（No.169）で絵本『フフームナジ
ル』を紹介しました。

けます。モンゴルの孤児と、日本の障害をお持ちの方々
への支援コンサートです。ぜひ足をお運びください。
◇とき

４月23日（土）

◇ところ

14～16時（開場13時半）

中央電気倶楽部５階大ホール（〒530-0004

大阪市北区堂島浜2-1-5 ☎ 06-6345-6351）

邦楽さろん
「恋は異なもの、乙なもの」
上方文化評論家

※地下鉄谷町線東梅田駅、同肥四つ橋線肥後橋駅から各
徒歩約５分ほか
◇出演者
◇料金

2016年前半の「邦楽さろん」が、見出しの表題、以下

もり・けん（ハーモニカ）

の要領で開催されます。地歌の演奏と楽しいお話。ぜひ

時田直也（バリトン＆ピアノ）

お越し下さいませ。

前売り

一般 2,500円（当日 3,000円）、小学生

1,500円（同2,000円）、幼児500円、３歳未満無料＝全
一般社団法人中央電気倶楽部

◇ご予約・お問い合わせ先

もり・けんプランニング

（〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町6-12 西栄ビル２Ｆ
☎ 06-6352-8018

◇とき

４月16日（土）14時開演（開場13時半）

◇会場・主催
子園口2-1-29

席自由：チケット制
◇協力

福井 栄一さんから

Fax 06-6353-1393）

※収益の一部を「モンゴル国立狐児院」「奈良タンポポ
の家」へ寄付させていただきます

◇内容

「箏三絃なかにし」（兵庫県西宮市甲
☎0798-67-1719）

恋の諸相を活写する地歌「名所土産」「面

影」「三津山」の生演奏
◇出演

菊聖公一（歌・三絃）、中萩あす香（箏）
福井栄一（演目解説）

◇入場料

お１人様 2,000円（税込）。要ご予約・先着

30名＝お電話にて「筝三絃なかにし」へご予約下さい

2016.04
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◇予定曲

「シャレード」「ムーン・リバー」「酒とバ

５人のシンガー
ジョニー・マーサーを唄う
NPO法人

ラの日々」ほか
◇料金

円割引）
※全席自由。当日券は

ど、スタンダードの詩人、ジョニー・マーサーの世界を

割引なし

お楽しみください。「西宮ジャズ３ days」第３日の催

◇チケット取り扱い

しです。

西宮市プレラホール
４月10日（日）

◇ところ
4-8

3,000円（ ジ

ャズ協会会員は300

関西ジャズ協会さまから

映画「足ながおじさん」のテーマ曲「ドリーム」な

◇とき

１３

開演14時

（☎ 0798-64-9485）

西宮市プレラホール（兵庫県西宮市高松町

／ローソンチケット

プレラにしのみや５階）

（☎ 0570-084-005

※阪急神戸線西宮北口駅南側すぐ

Ｌコード：54327)

◇出演者 Ichi-e、中田友貴、原田紀子、大場知之、松本

◇ 主 催・ チ ケ ッ ト 取

貴子（以上 vo）、大塚善章（p）、宗川信（b）、御

り扱い・お問い合わせ先

薬袋一男（ds）、高橋知道（ts）、紀平真理（司会）

（☎ 06-6442-0370

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）

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
休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

京都大学教授

山室 信一

今年は日本国憲法が公布されてから
70年。昨年成立した安全保障関連法で
は、憲法９条の解釈が改めて問われま

mail：kis@kisnet.org

中之島教室 公開講座

〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18

憲法９条の思想水脈
「戦争の法」と非戦思想の
歩みをたどる

NPO法人 関西ジャズ協会

☎ 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

極化する現在まで
◇受講料

カルチャー会員 7,128円、一般 7,560円

新国防論
本音で語る、憲法と国防
東京外国語大学教授

伊勢崎 賢治

「戦後70年間一度も戦争をしていな

した。複雑な国際情勢の中で、戦争と平和についての考

い」とされる日本。しかし実際は、

え方はさまざまですが、それがいかなる歴史的経緯と意

「特措法」という抜け道を作って、ア

義をもち現在に至るのかを考えることが、今ほど求めら

フガニスタンで、またイラクで、アメ

れる時代はないと思われます。戦争の意味とそれに対す

リカの戦争に加担し、９条下で違憲で

る非戦論、法的規制は、国際社会でどのように位置づけ

ある集団的自衛権の行使をしてきました。昨年の安保法

られてきたのでしょうか。キリスト教世界における「正

制の成立は護憲派の間に大きな失望をもたらしました

戦論」から、戦争は国家の権利であるという「戦争合違

が、これは小泉政権以来特措法のマジックで行われてき

無差別論」へ、さらに憲法による戦争規制論から国際法

たことが、ここにきて恒久法化されただけともいえま

上の戦争違法化という世界の流れを踏まえ、幕末以来の

す。他国の戦争に付き合わないためのブレーキとしての

日本で、日清・日露戦争や二つの世界大戦を経て憲法９

９条が機能しなくなった今、国防と世界秩序の維持を目

条が生まれた「思想水脈」をたどります。複雑化する戦

指す新しい枠組みが問われています。新著『新国防論』

争への対応を考える機会となれば幸いです。

で９条の精神を「進化」させた「新しい９条」の必要性

◇とき・テーマ＝各回16時〜18時

を提起した講師が、自衛隊の法的立場明確化の問題も含

５月21日（土）

め、タブーを恐れず本音で語ります。

非戦思想の源流——フランス革命とカ
にしあまね

ント、そして横井小楠・西周から
６月11日（土）

戦争の世紀——第１次世界大戦から多

◇とき
◇受講料

５月６日（金）17時〜19時
カルチャー会員 3,132円、一般 3,672円
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

大日本帝国＝日本からの琉球国復活を夢見る
松島康勝・龍谷大学教授（左）と筆者

松島泰勝教授の提案に賛同

松島教授の著書『琉球独
立宣言』（講談社文庫）

在日韓朝鮮大学人協会会長

ソ ヨンダル

徐龍達

を意味した。琉球王国・琉球人はモノとしての「処分」
の対象となった。日本人でなかったあかし。
今日の植民地的な「沖縄県」の実存、憲法上の「主権

●物として処分された琉球王国
はじめに、日本人が侵されている「ことばの魔術」か

在民」が認められず「主権自民」の国。このままではま
た本土の犠牲となり、好戦主義者が期待する「有事」の

ら考えてみよう。
最初に「終戦」。

際には、真っ先に攻撃の対象になるだろう。

わたしも1945年３月13日の大阪大空襲の被災者であ

●尊厳回復を訴える民意高まる

る。お互いに、悲惨な戦争が終わってほっとした気持ち

1945年３月からの沖縄戦は、本土防衛の時間稼ぎの持

はわかる。それなら、絶対に戦争を繰り返さない決意の

久戦で、約20万人の民間人と兵隊が犬死にした。天皇制

もとに、憲法第９条を守るべき日本人が、狡知に長けた

保持、日の丸と君が代のために!!

こう ち

た

首相らのわがままを許し、憲法の解釈を変えて戦争ので
は たん

わたしが琉球問題に関心をもつようになったのは、
1987年の日本国体で、日の丸を引きおろして焼く事件が

きる国にしてしまった。法治国家日本の破綻。
それを批判する「言論の自由」を圧殺する総務大臣も

よみたんそん

あり、読谷村でスーパーマーケットを経営していた知花

君臨する国。「敗戦」の用語もいずこへやら、侵略の反

昌一さんが逮

省など、滅相もない国。「集団的自衛権」は海外派兵・

捕され、裁判

侵略復活のゴマカシである。

にかけられた

めっそう

ことだった。

次に、豊臣秀吉の「朝鮮征伐」。
征伐とは悪い奴を攻め討ち、こらしめること。隣家に

大日本帝国

土足で踏み込み、女人を虐殺して出世する国。1895年に

のシンボル日

起こした朝鮮皇后虐殺事件を、背後で指揮した三浦梧楼

の丸が、住民

・在朝鮮国特命全権公使は無罪となり、後年、枢密院顧

の怨念のはけ

問に収まった。「侵略」したことを認めず、「出兵」と

口になったこ

言ってごまかす国。

とは想像に難

ご ろう

さらに、「琉球処分」とは何ぞや？

くない。敗戦

退学処分、ゴミ処分、棄却処分！

後のドイツ

「処分」とは、権

利者による目的物の消滅・破壊行為を意味する。
沖縄戦での「処分」は事実上、負傷兵や民間人の殺害

は、国旗・国
歌ともに改正

2016.04
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されたのに対し、日本が旧態依然では、明らかに戦争責

県で「琉球処分」された。琉球王を脅迫し、窮地に追い

任を逃避したあかしだと言われる。琉球は軍事基地の強

込んでの強制的併合・強奪そのもので、日帝の手法は台

化で米・日の植民地に等しい存在になっている。

湾や朝鮮の植民地化と類似している。

このような逆境から、琉球人は人間としての尊厳を回

「欧米列強に狙われるので日帝が領有する」という理

復する一里塚として、「オール沖縄」の民意形成にほぼ

屈は侵略者の常套手段。「歴史健忘症」と「論理欠乏

成功した。

症」の重病人日本に民族の自己決定権を委ねるのはまち

たとえば、2014年12月の衆議院議員選挙では、国によ

がい。早急に独立・琉球国の復活をはかるべきである。

る米軍普天間飛行場の移設反対の候補が４選挙区すべて

わたしは松島康勝・龍谷大学教授の所説に賛同し、韓国

で勝利を収めた。開票結果を伝えた朝日新聞同月15日付

の学術会招請講演で『琉球独立宣言』を紹介した。

朝刊＝前ページ下の写真＝などによれば、オール沖縄候

厳しい東アジアの現状ではあるが、統一韓朝鮮と琉球

補の総得票数は304,053票（対与党系比56.9％）に対し、

は「非武装中立国」としての平和共存帯を形成すべきで

自公系は230,726票（同43.1％）で民意が表明された。

ある。新琉球国も観光のみならず、アジア経済交流のハ

差し迫った辺野古移設計画の撤回まで、振興助成金に

ブ港として充分に自立国となりうると考える。日帝によ

目がくらむことなく、民意の結集が強く望まれる。

る「琉球処分」以降の苦難の歴史を総括し、琉球の軍事

●非武装中立のハブ港になろう

基地を日本防衛の拠点東京・関東周辺に移設する運動を
さ

わたしはものごとを歴史的発生史的に考える。

すれば、自己本位の日本人も、目が醒めるであろう。

琉球王国は1429年に中山王によって諸島が統一されて

◆琉球の独立を提唱している松島康勝さんをゲストに迎

成立した。17世紀に島津家＝薩摩藩に征服され搾取され

えて開いた中之島クロストークの記事を、本誌2015年

ても、内政・外交権は行使していたが、1879年の廃藩置

11月号（No.176）に掲載しています。

ちゅうざん

訴訟が起こっており、大統領選挙前に憲法判断が下る

移民から選ばれる国へ
日本は時代に遅れるな
コリアNGOセンター事務局長

可能性が出てきた。選挙戦にも影響を与えかねない重
要な憲法判断に今、注目が集まっている。
キムクァンミン

金光敏

一方、非正規滞在者をめぐる意見に差はあっても、
立場を越えて広く米国社会は「移民は必要」との認識

米国務省のプログラムに招待されて２月初旬から３週

で一致している。難民問題についても人道主義を誰も

間、米国における移民及び難民問題に関する現地視察の

が口にした。現在の米国には非正規を含む4100万人の

機会を得た。出入国管理を所管する国土安全保障省の訪

移民者が暮らし、年間２万人前後の難民が在留を許可

問をはじめ、現政権と近いアメリカン発展センター、現

されている。この人々もまた米国社会の重要な担い手

政権に批判的なヘリテージ財団の移民政策担当者らと面

になっている。

談した。また地方政府の担当者、ＮＧＯ、調査研究の専

日米の単純比較は難しい。ただ、難民の迎え入れを

門家からも話を聞き、さらには国境を訪ね、米側のゲー

地域活性化に生かそうと試みるシャーロット市や、財

トを通りメキシコの手前数ｍの地点で違法移民の現状に

政破綻したデトロイト市内で唯一人口が増え、景気回

ついても視察した。

復の兆しが見えつつある地区がメキシコ移民の集住地

ちょうど私がいた時期は、今秋の大統領選挙に向け二
大政党が予備選を開始し、候補者たちの白熱の討論が始

域である事例など、日本に参考となることも少なくな
い。

まった頃だった。候補者らは移民問題も積極的に取り上

日本など東北アジア地域は共通して少子高齢問題を

げている。特に非正規滞在者1130万人の扱いをめぐる論

抱え、人口減少による経済低迷への対策が求められて

争は本選挙でもさらに活発化することが予想される。

いる。それを補う高度人材の獲得という移民政策をど

米議会では2001年以来、一定の要件が整えば違法移民

の国も重要視し、その国際競争は今後ますます激しく

の子ども（ドリーマー）を強制退去の対象から留保し、

なる。くしくも日本政府の一角で「移民政策」検討の

正規滞在に道を開く「ドリームアクト法案」を審議して

必要性が語られているのもその脈絡からだ。

きた。しかし、現議会を主導する共和党はこの法案に消

米国は今後アジア移民が飛躍的に増えると予測して

極姿勢で成立の見通しは立っていない。この法案に賛同

いる。そうすれば、日本が求める人材獲得を近隣諸国

を表明しているオバマ大領領は、２期目の選挙直前に

はもちろん、米国とも競合することになる。移民問題

「大統領令」で「ドリーマー」救済を発表、数万人の人

を語る上で直視すべきは、移民者がよりよい条件を求

々が恩恵を受けた。ただ、この「救済」を違法だとする

めて国を選ぶ時代にもはや移っている現実だ。まさに
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選ばれる日本にいかになれるかが問われている。「多文

くりを「選ばれるには？」との視点からも論じる必要性

化共生」が声高に叫ばれて久しいが、これからの社会づ

が日増しに高まっていると言える。

㊧屋根が落とされ、積年のほこりが
りん

舞う中に凜として立つ大黒柱
㊤隣のビルの壁面に残された在りし
日の町家の痕跡＝いずれも筆者撮影

次々に解体される町家
京都の景観の危機的状況
大阪市立大学名誉教授

伊藤 正人

れよりむしろ、町家が簡単に解体される根底には、町家
所有者・居住者に町家建築とそこでの暮らし方の価値・
魅力が十分理解されていないことがあるように思えてな
らない。
町家の魅力の一つは、伝統的軸組工法により生み出さ

昨年（2015年）、京都市が欧米の富裕層を対象とした

れた、太い梁や大黒柱と鴨居が構成する垂直と水平の直

アンケートで最も訪れたい観光地の第１位になったこと

線的構造や格子を始め、漆喰壁、一文字瓦、座敷と座敷

は、記憶に新しいが、観光地としての京都の魅力は、社

飾りなどの建築意匠という側面や、そこで営まれる暮ら

寺仏閣が生み出す大伽藍や庭園などの景観ばかりではな

し方、すなわち、四季の移ろいを奥庭の植栽の変化や季

く、京都の人々の暮らしの場である町家の景観にもあろ

節ごとの室礼を通して、感じ、楽しむという側面であろ

う。こうした景観の魅力を維持するために、京都市は、

う。

が らん

しっくい

市内の建物の派手な広告や色彩などの外観を規制する条

こうした魅力を伝えるには、町家での暮らし方を実感

例の制定を始め、町家の改修・保存のための助成事業

することではないかと思われる。このことは、以前に

や、京都に残したい建物や庭園の認定事業を行い、一定

「住んでこその魅力と価値」という表題で寄稿したこと

の成果をあげてはいるが、こうした努力を上回るスピー

である（関西スクエア2014年９月号）が、今年も４月３

ドで町家が消滅しているのが現状である。京都市の町家

日（日）午後に江戸期の雛人形の公開＝写真下は昨年の

調査によれば、市内に約４万8000軒の町家があり、同時

公開＝と、10月22日（土）午後に、第３回「京町家で江

に毎年1000軒あまりの町家が消滅しているという報告が

戸絵画を楽しむ：山水図」を開催する。こうした企画を

なされている。このままであれば、50年後には京都の景

通して、座敷飾りの意味と町家の暮らし方の価値と魅力

観の一翼を担う町家はほとんど消滅してしまうことにも

を再認識する一助になればと願っている。

なる衝撃的な数字である。
５年前に町家を改修して暮らしている筆者にも、自宅
のある狭い町域で、この５年間に４軒の町家が解体さ
れ、しかも隣家が解体されるという思いもしなかった出
来事が起きてみると、まことに危機的な数字として実感
されたのである。こうした町家が解体されてしまう原因
には、相続の問題や、高気密・高断熱をうたう現代生活
あ

と相反する暮らしにくさなどが挙げられるようである。
相続問題は、そう簡単ではないが、暮らしにくさの問題
は、建築上でいかようにも解決可能な問題であろう。そ
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〒 604-0931
京都市中京区寺町通二条下ル榎木
： http://www.hibana.co.jp/kyoto-pellet
URL

075-241-6038

京都ペレット町家ヒノコ

町 98-7☎

生き返らせよう。
本物の器づくり
木地師の轆轤
き

じ

し

木地師は、漆器の素地などになる
木の器をつくる職人さん。歴史は古
もんとく

これたか

由に切れなくなり、合成樹脂製の量
産品が追い打ちをかけた。

ヒノコでは、その木地師の手仕事
を、一般の人が体験できる。

く、文徳天皇の第一皇子、惟喬親王

大まかな形に切って数年間乾燥さ

月１回、定員５人で事前申し込み

（844～897）が皇位争いを逃れて近

せたケヤキやトチ材を、轆轤に取り

が必要だが、木地師の子孫である大

江の山中に隠れ住み、手回し轆轤を

付けて外側を削る。さらにリングを

蔵さんが先生になり、参加者が木地

使う木工技術を杣人に教えたのが始

はめる溝を掘る。ひっくり返して内

師や木の器について学んだ後、写真

まりと伝えられているそうだ。

側を削る。薄すぎると割れてしまう

の轆轤を実際に使って器をつくる。

本稿の取材で訪ねた京都ペレット

ので要注意だ。紙やすりをかけ、最

パーティー用などに、新感覚の木の

町家ヒノコ店主の松田直子さんと、

後は秘伝の藁で光沢を出す。１個の

皿や鉢をレンタルもしている。

株式会社ロクロ代表取締役の大蔵通

器をつくるのに数時間かかる。

ろく ろ

そまびと

孝さんに教えてもらった。

わら

本業はペレットストーブや木炭な

例えば、日本国民１億2000万人が

どを扱う燃料店。木の温もりが大好

江戸時代末には全国に約7000戸い

１個ずつ木の「マイ椀」を持つとし

きで始めた。轆轤を回す大蔵さんの

たという説がある。土地に縛られず

よう。一生ものとして大切に60年使

隣で、松田さんが話してくれた。

に諸国の山を渡って木を切ることを

うと、年間の新需要が200万個。200

「陶芸教室は多いのに、木の器づ

許された、一種の自由民だった。

人の木地師がつくると、１人の受け

くりを教えてくれる場はほとんどあ

持ちは１万個。休日なしで毎日27個

りません。指をくわえていられない

以上つくらないと間に合わない。

という思いでした。つくる楽しさか

その伝統が今……。「木地師の技
術を持つ人は、全国に数百人から千

わん

人。現役はその数分の一でしょう。

健康志向の日本食がブームという

ら、毎日使う楽しさへ、すそ野を少

高齢化してどんどん減っています」

けれど、本物の器の供給は、すでに

しでも広げるお手伝いができたらと

と大蔵さん。明治以降、山の木を自

絶望的な状況なのだ。

願っています」

（黒沢 雅善）
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「フリーなクロストーク、貫き通します」
2015年度会員交流会

ホスト役の白井聡さん講演

朝日新聞主催の関西スクエア2015

んどん迫っています。今こそ真剣に

年度会員交流会が３月３日、大阪市

考え、行動しなければなりません。

北区のホテル、ヒルトン大阪で、会

当然、私たちは、殺したくも殺され

員と朝日新聞社員ら計約100人が出

たくもありません。関西スクエアと

席して催された。昨春から始まった

いう『場』から、いっそう声を発し

対談・対論イベント「中之島クロス

ていきたい」と結んだ。

トーク」でホスト役をつとめる京都

続いて朝日新聞大阪本社から、寺

精華大専任講師、白井聡さんが、同

社文化財みらいセンターの馬場秀司

イベントの１年間の歩みを振り返っ

事務局長が「朝日新聞社の文化財保

て講演した＝写真。

護の取り組みについて」と題し、京

ひで し

白井さんは、アメリカ追従から抜

都で春秋に催している非公開文化財

け出せない戦後の日本を描いた『永

特別公開や、67年前に焼失した法隆

続敗戦論』で注目された若い政治学

寺の金堂壁画について調査・保存・

者。昨春、東京から京都精華大学に

修復をめざす法隆寺プロジェクトが

赴任したのをきっかけにホストをお

動き始めたことを報告した。

スト）の６氏を招いた。

願いした。毎回、異なる分野のゲス

白井さんは「大きな会社の催しに

関西スクエアからは臼倉恒介事務

トを招き、２カ月に１回程度開いて

ありがちな予定調和的な話になるこ

局長が、恒例の関西スクエア賞を今

いる。今年度は、内田樹（思想家、

となく、人選やテーマ、話す内容ま

年度は休むことを報告し、新聞紙面

神戸女学院大名誉教授）、養老孟司

で縛りなしのフリーハンドでさせて

やデジタルと連動した新しいスクエ

（解剖学者、東京大名誉教授）、池

もらえた」と述べ、６人のゲストと

ア賞選考の取り組みを、新年度から

澤夏樹（詩人・評論家・作家）、松

交わしたトークを詳しく紹介。「新

始めることを明らかにした。

島泰勝（経済学者、龍谷大教授）、

年度も、このスタイルを貫きます。

第二部は、部屋を移してパーティ

亀山郁夫（ロシア文学者、名古屋外

世界の方向が成長の余地がない行き

ー。会員と朝日新聞の記者らが懇談

国語大学長）、堤未果（ジャーナリ

詰まりに近づいて、戦争の危機がど

して交流を深めた。

たつる

たけ し

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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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼子どものころ、食卓の壁にポチ袋が画びょうで留めて

情熱的で、いつも満席でした。学園紛争の余煙が残る頃

ありました。中には熊肝が入っている、と。開けて見た

で、活動家学生が「反動」「日和見」な教員の授業をつ

ことはありません。母曰く、「いよいよ最期の時、飲ま

ぶして回っていましたが、上田さんには一目置き、妨害

せれば命が助かるんだよ」。魔法の薬に思えました。

しませんでした。試験のときにふざけあって答案を破い

くまのい

入社後、山形県出身の同僚が熊肝をお守りに持ってい

てしまった学生にも、出席した努力に免じて単位をくれ

ました。黒光りする小さな固いかけらでした。あのポチ

ました。博識に加え、豪胆で温厚篤実。心から師と仰ぎ

袋を思い出し、熊への畏敬の念がよみがえりました。

たい人でした。ご近著『「大和魂」の再発見』（藤原書

やまとごころ

それもあって、今冬、山で捕れた熊肉を初めて食べる

店）のお話を伺いたいと思いながら、不出来な自称弟子

機会に恵まれ、心が躍る思いでした。背中や脇腹の脂肪

の身には敷居が高く、ためらううちにかなわぬ夢となっ

の多い部分を薄切りして鍋に入れて食べます。見た目は

てしまいました。申し訳ありません。合掌。

猪肉に似ていますが、味は比べようもなく、柔らかく、

▼暖かくなったと思えばまた寒くなり、気温の変動が激

濃い肉の味がしました。鹿、猪、熊、兎……。野生の恵

しい時期もありましたが、３月も終盤。いよいよ大阪で

みにあずかれることをありがたく思います。

（臼倉）

も桜が開花する頃です。例年であれば、春はお花見に出

▼古代史学者の上田正昭さんが亡くなりました。長年の

掛けたりと足取りも軽くなる季節のはずですが、今年は

関西スクエア会員でした。私が学生だった四十数年前、

ちょっとした異変が。朝のニュースで花粉情報をチェッ

上田さんは新進気鋭の教授でした。講義はわかりやすく

クするのが欠かせない日課になりそうです。

（黒沢）

（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＞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。５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４月18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
なつ こ

スタッフ：臼倉 恒介、黒沢 雅善、平野 邦字、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】

