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自分の人生、
生き切った女性天皇
西山 厚さん「語りだす奈良」＆ 玉岡 かおるさん「天平の女帝 孝謙称徳」

政治・恋・信仰…いばらの道歩み
歴史小説「天平の女帝

孝謙称徳」（新潮社）の玉岡かおるさんと、エッセイ「語

りだす奈良 118の物語」
（ウェッジ）の西山厚さんをゲストに招いて、第16回中之島
どくしょ会（朝日新聞社主催）が５月13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。いばらの道を歩んだ女性天皇をめぐる対談は、次第に熱を帯
び、親子の情愛や子育て、男女の仲の機微から、現代の男女共生にまで及んだ。
ぞれの著作を読まれた感想を伺います。

「いろんな面を持つのが人間」

西山

玉岡さんの本は初めて拝読しました。書く力が

野波健祐・朝日新聞記者（司会・聞き手） きょう

強いと感じました。私にはない力（笑）。ページを開く

は、玉岡さんが小説に書かれた孝謙・称徳天皇と奈良時

と、称徳天皇が「あ、もう死んじゃった」から始まりま

代の話が中心になると思います。まず、お２人に、それ

す。その後、和気広虫、吉備由利という２人の女官が、
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西山 厚さん

にしやま・あつし

1953年、徳島県鳴門市生まれの伊勢育ち。京都大学

大学院文学研究科博士課程修了。奈良国立博物館に勤務し、「鎌倉仏
教」「東大寺文書の世界」「女性と仏教」などの特別展を企画。同館学
芸部長をへて帝塚山大学文学部教授。著書『仏教発見！』『僧侶の書』
（日本の美術522）などのほか、監修書も多数

てドキドキしていることが１つあるの
ウェッジ、１６２０円

で、先にお尋ねしてもいいですか。先生
しゃ か

は、ご本の中で、お釈迦さまを産んで７
ま

や

ぶ にん

日目に亡くなられた摩耶夫人を、子ども
におっぱいをあげられただろうか、育て
られなかったのは本当に惜しまれただろ
う、と気にかけておられます。そこに、
もう１人の母が出てきます。孝謙・称徳
さんのお母さんの光明皇后です。
それまでは皇族しかなれなかった皇后

さまざまに思い出を語る。それによって称徳天皇の真実

に、民間である藤原氏から急に立ちました。一族の願望

が見えてくるという構成です。大変よくできていて、

と期待を背負って、体が弱かった聖武天皇を支えます。

「なるほど、こう来たか」という感じですね。

私は、そんな頑張り屋の光明皇后に焦点を当てて小説に

では、主人公は誰なんだろう。もしも映画化された
ら、主演女優賞をとるのは広虫ですね。でも、私は思い
ました。本当の主人公は、玉岡かおるだと。
どこに私が出てましたっけ。

書きました。
西山先生は、聖武天皇が弾く琵琶の、親指が当たると
ころが痛いだろうから、光明皇后が削りはったのと違う

玉岡

主人公？

西山

「女の価値観と選択は、ぶれない」とかね。玉

ら、きっとおおらかな性格だったと書かれ、２回目に

岡さんご本人の考え方だと思われるものが随所に出てき

は、よく見たら、ていねいに削ってあったので、「光明

ます。みんな、玉岡さんの代わりに語っている。

皇后、ごめんなさい」と謝られています。

かと書いておられます。１回目は、削り方が荒っぽいか

「私」がたくさん登場したということですね。

それなら、私こそごめんなさいです。本当はきつい性

この小説は、「続日本紀」を何回も何回も、縁がよれる

格じゃなかったかもしれないし、権力にまみれ、一家を

ぐらいに読んで書きました。

背負って立つような気丈な人ではなかったかもしれませ

玉岡

西山先生のご本は、エッセイの王道を行くと言うか、
文は人なりと言いますが、優しさがあふれています。一

ん。私の書き方は、えぐかったでしょうか。
西山

何とも言えません（笑）。人間にはいろんな面

番印象深かったのは、長い歴史の中で日本人が仏さまに

があります。光明皇后もそうです。お父さんも、おじい

ぬかずき、拝んできたということを、見事に書いてくだ

ちゃんも、古代日本の最高の政治家です。冷酷な判断が

さっているところです。それは、人間が傷ついて、助け

できる人でないと優秀な政治家にはなれない。そういう

てほしいからなんですね。その仏さま自身が、戦乱で何

血を引いていますから、光明皇后にも、優しいばかりで

回も焼かれたり、争いで破壊されたりしておられる。だ

はなく、優秀な政治家の要素があるはずです。

ほ さつ

からこそ痛みが分かる。特に観音菩薩さまと如来さまの

私の印象をずばり言えば、光明皇后は「かわいい人」

違いで、如来さまは悟りを開いて違うところに行かれて

ですね。相反するいろんな面があり、それが同時に全部

いるのに、菩薩さまはこの汚い世界にあえて踏みとどま

出てしまうみたいなところがあります。天然痘が大流行

って、私たちを救うために生きてくださっているという

してお兄さんが４人とも死んでしまい、自分が頑張らね

ところに、私はジーンと来ました。日本人の信仰がなぜ

ばと思ったときに、かなり変化したようにも思います。

続いたのかという謎が、解けたような気がします。

男だけで書かれた歴史に疑問

野波

西山先生は奈良のプロフェッショナルですが、

玉岡さんは、奈良については……。
玉岡

最初はビギナーで、如来さまと菩薩さまの違い

も、何宗かも分からないところから出発しました。
西山先生に「違うよ」と言われたらどうしようと思っ

玉岡

同感です。孝謙・称徳さんは、天皇に２度なら

れました。１度目のときは、光明皇后が産んだ待望の男
子が、赤ちゃんなのに皇太子になりますが、１歳のお誕
生日前に死んじゃう。当時はまだ阿倍内親王といった孝
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1956年、兵庫県生まれ。神戸女学院大学文学部卒。

87年、『夢食い魚のブルー・グッドバイ』で神戸文学賞を受賞しデビュ
ー。2009年に織田作之助賞を受けた『お家さん』が舞台やテレビドラマ
に。他の著書に『蒼のなかに』『天涯の船』『タカラジェンヌの太平洋
戦争』『負けんとき

ヴォーリズ満喜子の種まく日々』など

玉岡 かおるさん

たまおか・かおる

謙天皇は、母の嘆きを見て、自分が男な
ら、お母さんをこんなに泣かせなくて済
新潮社、１９４４円

んだのにということで、皇太子になりま
す。母のためにいばらの道を歩んだ人で
した。
ところが、２度目に自分がやると言っ
て称徳天皇になったときは、まったく違
う顔になってはるんですね。女の人生は
２度あるということも、この中には込め
たんですが、男性も長い人生には２度、
３度、別の顔、別の人生があるのかもしれないですね。

学生時代からそんなことを考えてきました。

この本は「男はアホや」と言っているようなも

お釈迦さまの生涯を記したお経はたくさんあります

の。だから、女性が読んだときと男性が読んだときの感

が、そのことはどこにも書かれていない。お経は男が作

想が、かなり違っているのではないでしょうか。女の人

ったからです。死んでいく若いお母さんにとって、それ

は、困難な状況の中で、みんなが幸せになったらいいと

が一番大切なことであったはずですが、男はそんなこと

思いながら、懸命に人生を送っているけれど、男は自分

には興味がない。そうして男と女はすれ違う。

西山

と自分の一族の繁栄しか考えていない。そういう決定的

玉岡

そうかもしれません。昔は命がけで子を産みま

な違いがあると、全編にわたって記されていますから

した。私も子ども２人を母乳で育てました。本日が初披

ね。奈良時代という1250年前の時代を借りた現代小説だ

露ですけれども、秋には孫もできるんですよ。今、娘が

と思いました。玉岡さんが、現在の社会で、女性である

マタニティスクールで、母乳で育てることの意義を教わ

がゆえに味わわなければならなかったイヤなこととか苦

っています。「混合ではだめ。母乳で育てましょう」と

しみとかが、ここに反映されているのでしょう。

いうことの大事さが、女だと分かります。これを男性が

「男はアホや」には、私も賛成です。でも、男性には
その認識がない場合が多いから、どんな風に読んだのか
なと思いました。

書いてくださったのは、すごく大きいと思いました。
そこからつながって、ご本の中に、末法の時代の生き
方には３通りあるという話がありました。１つ目は諦め

まさに、感想がたくさん届いています。「男が

る。２つ目は浄土宗を開いた法然さんのように、ここで

アホやということが、よう分かった」と男性がおっしゃ

はない別の世界＝浄土へ行く。そして３つ目に、今いる

います。私はそこまでおとしめたつもりはなかったんで

ここを改革しようとされたお坊さまがいたと。女性的だ

すけれども、今までの歴史は、すべて男性が書いていま

なと私は思いました。やはり女性は無事に子を産んで、

すね。「続日本紀」も、女官はほとんど関わっていない

おっぱいを与えて、大きくなるのを見たい。決して戦い

と思います。当時、漢字を書けたのは、吉備由利のよう

に送って命を落とさせたくない。だから、今、生きてい

な女性は例外で、大学寮で勉強した男性とかでしょう。

る世の中を変えたいと考えます。そのお坊さまは、全国

だから英雄を賛美し、武力で天下をとった織田信長を好

をめぐってお寺を建て直された方で……。

玉岡

きな人などがいるわけです。そこに一石を投じたくて、

西山

徹頭徹尾、女の目で書こうとした作品でした。

玉岡

西山

さっき玉岡さんが私の本の中から紹介してくだ

さったのは、「おっぱい」というエッセイです。摩耶夫
人がお釈迦さまを産んだとき、ひどい難産でした。そし

こうしょう

えいそん

興正菩薩叡尊でしょうか。
叡尊さん。西大寺を復興された方ですね。らい

病の人をお寺で引き受けたりもされました。この３パタ
ーンに分けたことに、目が覚める思いがしました。
西山

ああ、でも、男と女、両方いるのがいいんです

て産んだばかりの赤ちゃんを残して７日で亡くなる。摩

けどね。何かあったとき、女性は自分の子を抱いて守ろ

耶夫人は赤ちゃんにおっぱいを飲ませることができたの

うとし、男性は敵をガツンとやって守ろうとする。攻撃

だろうか、それさえできなくて死んだのだろうか。私は

する守り方と抱きしめる守り方、両方あっていい。紀元
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前のギリシャに「女の平和」というお芝居がありました

りませんでした。その代わりに、娘が結婚するとき、一

が、男が政治を担うと戦争が起きるけれど、女がやれば

生分の財産を嫁入り道具として持たせ、「うちの娘のも

戦争は起きない。そういう面はありますよね。

のやで」と示す紋をすべてに入れました。すると、桂春

今の政権は、人口が減って税収が減るから女も

団治のように「芸のためや」とか言って嫁はんのものを

働けと言いますが、そういう短絡的な共生でなくて、そ

売る人でも売れません。男の建前の上を行く知恵で、し

れぞれがいいところを出し合う。日本の歴史をひもとく

のいできたんじゃないかな、という気がします。

と、ずっとそうです。邪馬台国の女王卑弥呼は、独裁者

道鏡との関係は見解分かれる

玉岡

ひ

み

こ

ではないんです。彼女が「こうしたらいい」という神さ
まの声を聞き、お告げを聞いて弟が軍事や政治をやって

西山

これは、言っていいのか悪いのか……。

いました。これも西山先生のご本にありますが、薬師寺

玉岡

言ってください。

の三重塔が、それを見事にシンボライズしています。

西山

孝謙天皇は天皇をやめて上皇になった時期に、

西山

薬師寺は、天武天皇が造り始めたけれど、途中

で亡くなってしまう。そして奥様の持統天皇が完成させ

道鏡に出会うわけですね。孝謙上皇と道鏡は、肉体関係
があった。私はそう思っています。

た。薬師寺の三重塔は、大きな屋根の下にそれぞれ小さ
も こし

こういん

な裳階がついている。薬師寺の髙田好胤さんは「大きな

玉岡

ない、ない、ない。絶対に、ない。それは、女

を分かっていませんよ。

屋根が天武天皇、小さな裳階は持統天皇。これは天武天

野波

本質に入ってきました。お続けください。

皇が持統天皇を優しく抱きしめている姿です」といつも

西山

玉岡さんがお書きになった、道鏡と孝謙上皇と

説明していました。これは最高の説明だと思います。

の出会いの場面、道鏡が上皇の病気を治すシーンは、と

玉岡

日本はいつから男性主導になったのでしょう。

てもすばらしいフィクションですね。玉岡さんが登場人

西山

天平時代、奈良時代は、基本的には男女平等で

物にご自分を投影するように、私も投影してしまってい

した。聖武天皇は、国を守り、みんなを幸せにするため

るのかもしれませんが、男と女は抱き合うのがいい。生

に、国分寺と国分尼寺をセットで日本中に造りました。

きているとは、ぬくもりがあるということ。孝謙上皇は

中国の場合には、男性の僧侶の寺だけです。

道鏡と抱き合い、そのぬくもりの中でよみがえる。それ

それが平安時代に入ると、国分尼寺の尼さんがする仕

はすばらしいことです。ちっとも悪いことじゃない。

事は、国分寺のお坊さんの衣の洗濯みたいになっていっ

それを踏まえて、私の「語りだす奈良」の（まだ本に

て、やがて国分尼寺はつぶれます。そして、女性は成仏

なっていない）124番目の物語、「称徳天皇と西大寺」

できないとか、極楽へ行けないとか言われ始める。もち

を朗読してみます。

ろんそれを言っているのは男。男性のお坊さんです。
でも、女性は意外と平気だったようです。気にしなか

玉岡

孝謙・称徳さんって、本当に誰も書いてくれな

い。123回待たないと出てこないんですね。

った。平安時代から鎌倉時代の史料には、そういう元気

西山

な女性がたくさん登場します。だから歴史は面白い。

「今年（2015年）、西大寺は創建1250年の年を迎え

124番目がいいんです。（笑）
おびとのみこ

あすかべ

まさにそうです。私は『をんな紋』という作品

た。聖武天皇（当時は首皇子）と光明皇后（当時は安宿

に書いたんですが、日本がドイツかどこかをまねて民法

媛）は16歳で結婚し、２年後に女の子が生まれた。阿倍

玉岡

ひめ

をつくりました。その中に「女は無能力者」と書いてあ

内親王である。それから９年が過ぎ、待望の男の子が生

りました。財産を相続する能力も、それを侵害されたか

まれた。喜んだ聖武天皇は、まだ赤ちゃんの皇子を皇太

らと訴える能力もないということなんです。

子にしたが、その子は１歳を迎えることなく亡くなっ

今の女の子なら怒りますよね。でも、明治の女性は怒

た。聖武天皇の跡を継げるのは阿倍内親王しかいない。
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やがて阿部内親王は皇太子になる。日本の歴史上、たっ

あった。橘奈良麻呂は言った。『陛下、枕席安からず。

たひとりの女性の皇太子である。女性の天皇は何人もい

しかれどもなお、皇嗣を立つること無し』。男たちは、

るが、女性の皇太子は彼女だけだ。弟が元気であれば、

皇太子の阿部内親王を皇嗣（後継ぎ）とは認めていなか

弟が天皇になった。阿部内親王は女性としての幸せな人

った。

ようせつ

こう し

生を送ったかもしれない。しかし、弟が夭折し、彼女は

阿部内親王→孝謙天皇→孝謙上皇→称徳天皇。彼女は

女であることを許されなくなった。皇太子から天皇へ、

道鏡と出会い、初めて自分の人生を生きるようになり、

これは男がたどる道である。

そして生き切った」

う

聖武天皇の譲位を承けて阿部内親王は即位し、孝謙天
皇となった。しかし、実権は聖武太上天皇が握ってい
た。聖武太上天皇が亡くなると、実権は光明皇太后と藤
原仲麻呂に移った。

「長年の汚辱、晴らしたかった」
玉岡

そのあたりは、私も一番筆をふるったシーンで

す。彼女の半生は、母のためにあったように思えます。

即位して９年後に、孝謙天皇は天皇をやめる。理由

困ったことに、参考にできる孝謙・称徳さんの肖像画

は、お母さんの看病をするためだった。光明皇太后が病

がないんです。一流の画家の先生に、天子なのだから冠

み、彼女は天皇の位を大炊王（淳仁天皇）に譲った。

を載せてくれとお願いして、一度描いた絵を描き直して

おお い おう

じゅんにん

程なくして光明皇太后が亡くなった時、孝謙上皇は

いただきました。それが本の表紙のこの絵です。

東大寺二月堂の舞台から眺めた奈良の夕景。左の建物は同寺大仏殿 ▼

『私の人生は何だったんだろう』と思ったのではないか。

西山先生のエッセイには省略されていますけれども、

父母に言われた通りに生きてきた。そして、父母は死ん

私は、光明皇后と藤原仲麻呂は、関係があったと思いま

だ。私には何も残っていない。彼女は病気になった。

す。聖武天皇は死んでますから、不倫じゃないですよ

ほらのみや

療養のため琵琶湖に近い保良宮へ行った孝謙上皇はひ

ね。孝謙さんが保良宮へ行ったのも療養のためではなく

とりの僧に出会う。道鏡である。道鏡は彼女の病気を治

て、仲麻呂が新羅を攻めようとしたからです。保良宮か

した。孝謙上皇は、道鏡と奈良に戻り、宣言した。これ

ら鉄が出て武器をつくれるから、軍事の準備をするため

からは大事なことは私がやります。小事は天皇がやりな

好都合だったのです。本心では、奈良を離れたくない。

さい。みんなは、唖然呆然としたことであろう。彼女は

でも自分は上皇だから、国家事業であれば行くしかな

変わった。道鏡に会って変わった。自分の人生を生き始

い。心は引き裂かれたことでしょう。今で言う心身症。

めた。

自律神経をやられて、つらかったと思います。「お母さ

あ ぜんぼうぜん

しらぎ

やがて藤原仲麻呂を倒し、彼女はもう一度、天皇にな

んを看病したら」とそそのかされて天皇の位を譲ったけ

った。称徳天皇という。戦いの勝利を願い、四天王に祈

れども、お母さんが亡くなり、仕事もなければ愛する者

りを捧げた彼女は、勝利すれば四天王をまつる寺をつく

もいない。こんな孤独な女性が今までいたでしょうか。

ることを誓う。それが西大寺となる。

ふと見たら、男は、権力と富と女、そして海外を征服

称徳天皇は、道鏡とふたりで政治をおこなった。のち

する野望優先。そのとき、孝謙さんの心の病を治したの

の歴史書は、のちの説話集は、ふたりを酷評し、ふたり

が道鏡。ここは一致しているわけですね。確かに、抱き

の仲をあざ笑う。わかっていない、わかろうとしない。

しめたこともあったかもしれません。でも、戒律を犯す

やがて称徳天皇は病み、亡くなった。最後の数カ月は

ということはなかったと、私は考えています。

ひとりの女性だけを側に置き、もう誰にも会わなかっ

西山

抱きしめるところまでは、許す？

た。彼女の名は吉備由利。若い頃から信頼してきた吉備

玉岡

それは治療の一環ですから、ありえると思いま

まき び

真備の、妹あるいは娘と考えられる。
かつて聖武天皇が重態になった時、クーデター未遂が

がんじん

す。でも、聖武天皇、光明皇后と一緒に鑑真さんから菩
薩戒を受けた人なんです。この醜い、汚れた世に踏みと

６

2016.06

どまって私たち衆生を救うために、菩薩さんみたいな人

なぜだろう、と女帝は考えました。女だからやという

になれという戒律です。帝王は菩薩たれということ。や

だけで正当に評価されないハンディと悲しみを、これほ

すやすと破れません。

どなめ尽くした人はいないと思います。「それなら、女

孝謙上皇は自分の使命に気づき、保良宮から奈良に帰

でなくなればよいのだ」と、女の命ともいわれる黒髪を

ります。ばかばかしい男たちの欲望につき合ってられな

ツルツルに剃ってしまいました。鑑真和上から「菩薩に

いわ、という風に私は書きました。 「戦争をしたいな

なれ」と諭され、その道を行こうとした人が、道鏡、つ

ら、あなたたちだけでおやり」ということです。

まり格下の男と、変なことをできるでしょうか。そう考

そのとき、地位と富と女を与えてもらって上機嫌の男

えただけでも、男による歴史書が書いている「２人はで

の天皇に注意されます。「上皇陛下、道鏡と変なうわさ

きてるねんで」は「却下！」です。みなさんも納得して

を立てられていますよ」と。これには怒りますよね。
「私が何をしたと言うの」。女だというだけで、そうい
ううわさを立てられるんです。現代でもいっぱいありま
すね。悲しいけど、私も勘ぐりをすることがあります。

どくしょ会の後半では、会場からの質問に、西
山厚さんと玉岡かおるさんが答えた。

（抄録）

そもそも、玉岡さんが孝謙・称徳さんを書きた

Ｑ

いと思った最初のきっかけは何ですか。
ラジオ関西の「玉岡かおるの巡拝の旅」とい

玉岡

う番組で、西大寺へ行かせてもらいました。七重の東
塔の礎石が残っているんです＝写真、玉岡さん提供。
縦４つ、横４つで16個。眺めていたら、この女性天皇
が何を目指したかが、ジーンと伝わってきました。藤
原仲麻呂の乱で、彼女は勝利します。しかし、琵琶湖
がまっ赤に染まるほど戦死者が出ました。その犠牲と
た。三重塔、五重塔でよかったのと違うんと思うけれ
ども、祈りが大きい。どんな人やろうと調べて、私は
３年間、彼女と一緒に人生を生きました。
決して色に迷って戒律を犯す人ではなく、ただ、た
だ、この国の平和と民の幸せを祈った女帝であったと
いう姿が見えてきたんです。今はなき塔の礎石を見る
だけで、これだけの小説が書けるんです。本物を残す
こと、つくろうとした人の思いを残すことが大事じゃ
ないかなと、身をもって体験したような気がします。
天皇の服装が残っていないのは、その姿を描く

Ｑ

こともおそれ多いと思ったからでしょうか。
奈良時代は肖像画がありません。写真が入っ

西山

てきたとき、撮られたら魂をとられると恐れたのと同
じ理由だと思います。聖武天皇のベルトと冠、光明皇
后の冠などは正倉院にありますが、服はありません。
西山さんは、奈良の歴史に登場する人の夢を見

Ｑ

たことがありますか。
西山

あります。鑑真さんが私の家に来ました。ご

玉岡／鑑真さんが夢に出てきた 西山

なった人たちのために祈りの塔をつくろうとしまし

西大寺の塔跡を見て思い立つ

■ 質問に答えて ■

存じですか。鑑真さんは、本当は目が見えていたんで
すよ。鑑真さんが日本に来てから書いた手紙が正倉院
にあって、目が見えないのだから別の人が代筆したと
言われています。でも、「鑑真さんが書いたんです
か」と尋ねたら、「私が書いた」とおっしゃいまし
た。だから、目が見えていたことはまちがいありませ
ん（笑）。
奈良でこれからの時期、お薦めの場所は？

Ｑ
西山

春日大社。全国でブームが起きています。

玉岡

20年に一度の造替というのをしておられて、

ぞうたい

いわくら

昨年、磐座を公開したんですね。
社殿の裏側に、水晶の結晶のようにとがった

西山

しっくい

不思議な形の岩があり、それを漆喰で塗って真っ白に
してある。去年の５月と６月だけ公開されました。
私、たまたま行って、「これを書かなきゃ意

玉岡

味がない」と思って、小説を書き直しました。神さま
が降臨する聖地中の聖地が大極殿に続いていたという
ふ

ひ

と

ところがみそです。平城京をつくった藤原不比等は知
っていたんでしょうね。藤棚で囲ったのは私のフィク
ションですけど、藤原氏が聖なる力を生かして実権を
握ったという証拠を見たような気がします。
西山

い すいえん

依水園という、とてもすてきな庭園も奈良に

あります。庭園イコール京都と思われがちですが、奈
良の庭園もいいですよ。ぜひ、おいでください。
Ｑ

西山さんは僧のような方だと思います。人に寄

り添う優しいまなざしが、どうしてできたのですか。
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くださるんじゃないかと思います。

いうことはできません。

皇太子になり、衆生を救う菩薩になろうと誓った女性

向学心がある熱心な女帝で、自分も遣唐使のように異

は、後にも先にもこの人しかいません。それなのに、男

国の地を踏みたかったという歌が「万葉集」に残ってい

性の歴史作者が自分の乏しい経験を持ち込んで描いたか

ます。遣唐使で旅立つ男たちに、「無事に帰ってくるの

ら、ありふれた女にされてしまったというのが、孝謙・

だぞ。この国の海は、陸と同じように揺れないし、国が

称徳さんが長い間、歴史の闇に葬られ、スキャンダルの

守ってくれる。戻ってきたときには一緒に酒を酌み交わ

泥にまみれてきた理由です。

そう」と言う、ますらおぶりの歌です。こういう歌を詠

私は何回も夢に見、うつつの中で、「恥辱を晴らして
ほしい」という彼女の声を聞いたような気がします。

よ

まれる方は、そんなしょうもないことをしないというこ
とを、私は2000枚を尽くして書いたつもりです。

「これは、女の書き手が書かなきゃ」と感じました。だ

私からひとつだけ。奈良時代の服装は、身分や

西山

から、私しか書けなかった小説だと、豪語させていただ

位によって法律で決まっていました。でも、天皇の服装

きたいと思います。絶対に道鏡とはできておりません。

についてだけは法律に書かれていない。だから孝謙・称

よほど肝の据わった男でないと、最高の身分の人にそう

徳天皇がどういう服装だったかは分かりません。

は自分たちには来年はないと考えていたので、普通の
人と価値観が違った。これからも長生きするのなら、
お金も名誉も必要だろうけれど、まもなく死ぬ人間に
は必要ない。両親のような立派な人間ではありません
が、私の価値観もみんなと少し違うようだと、子ども
の頃から感じていました。
苦しみや悲しみはとても大事なものです。そこから
しか生まれてこない大切なものがあると私は思ってい
ます。人間にはいろんな面がありますが、私はその人
の中にある苦しみや悲しみに反応します。
西山先生のソフトで分かりやすいお話が好きで

Ｑ

す。どうしたら、そんな風に話せるのでしょうか。
私はすべての人に伝えたい。幼稚園の子ども

西山

す。子どもが知っている言葉を使えば、どんな深い話
も伝わります。そういうことをやっているので、分か
りやすいと思ってもらえるのかもしれませんね。
聖武天皇の遺愛品を国の宝として東大寺に納め

Ｑ

た光明皇后の思いや考え方を教えてください。
献納したのは光明皇后ですが、形式的には孝

西山

謙天皇が献納したことになります。だから、光明皇后
の思いと孝謙天皇の思いの両方を考える必要がある。
光明皇后の思いは、簡単に言うと、悲しすぎるからで
す。それらの品が手元にあると、いろんなことが思い
出されて心が崩れ砕けてしまう、と書いておられま
す。孝謙天皇の場合は、私の血筋は絶える、もう伝え
る人がいない、そのことが孝謙天皇には分かってい
て、だから大仏に献納した。
Ｑ

（男性から）女性は、自分より格下の男性とは

関係を結べないのでしょうか。過去、身分を超えた恋
はたくさんあったと思います。むしろ、その方が燃え
るのではないでしょうか。

西山／分かち合うパートナーを 玉岡

に奈良の歴史と文化を伝える活動を15年やっていま

苦しみと悲しみはとても大事

父母ともに病気だったからでしょうか。両親

西山

おっしゃるとおりです。誤解を与えてしまう

玉岡

ような発言になったのは、帝王である孝謙・称徳さん
より位が下ということです。いばらの道を選ばれ、黒
髪をツルツルに剃って、「私にそんな屈辱的なことを
言うな」とみんなに宣言した天皇が、手近な男の人と
よくあるような恋愛をすることはあり得ない、という
ことを言いたかったのです。隼人の子がイケメンだか
らとか、道鏡がちょっと賢くて知的だからとかいっ
て、「じゃあ、やっちゃおう」なんていうことにはな
らないだろうという意味です。
ただし、仲麻呂には絶対に、グラッときていたと思
います。母の光明皇后が信頼していたわけですから、
あこがれとかがあったと思いますが、彼はずるい男
で、利用しただけだと私は解釈して書いています。
Ｑ

女性が力を発揮でき、女性天皇も務まる世の中

というのは、現代日本が直面する問題と同じです。こ
の本を出されたときの思いを聞かせてください。
玉岡

奈良時代は、平安時代とか江戸時代に比べ

て、女性が活躍できる時代でした。女官には定年があ
りませんし、能力次第で稲束何十束とかのボーナスが
出ました。ただ、女が出ると、これだけスキャンダラ
スなことを言われたり、「認めへんで」と言われたり
します。ライバルになるような男の皇族を１人１人殺
すという、悲惨なこともされているんですね。
この女帝は、そうじゃなくて、誰でもできる世の中
をつくろうとしていたと思うんです。なのに、自分が
祝福されて結婚する相手を定められていませんでし
た。今の皇室典範もそれです。女性天皇は独身でない
とあかんのか、女の幸せを拒ませるのか、ということ
になるわけです。
男に生まれていたら何人でも奥さんを持って何人で
も子をつくれるのに、女は結婚すらできない。おかし
いやろうということを誰よりも痛感していたのが、こ
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パートナーをつくれる道を、きっと探っていただろう
と思います。実際、仲麻呂と結婚したいと考えたと思
います。もし、仲麻呂が本気で恋に革命を見出し、天
皇の座を奪ってでも女性天皇が結婚できる道を考えて
いたら、歴史も変わっていたのではないでしょうか。
「続日本紀」には謎があって、突然、女帝が死にま
す。100日間、放置されているんです。天皇の命が危
き とう

ないのに、道鏡をはじめ誰一人として祈禱師が来てい
ません。女帝が命長らえて、女でも男でも天皇になれ
て、女でも男でも活用できるような世の中をつくった
らまずいと思う人がいたというのが、私が今回、ミス
テリー仕立てにした謎です。読んだ人は犯人が分かり
ましたね。Ｆ氏としておきますけれども、実際、この
人は後の世で、自分の娘をどんどん男性天皇に送り込
んで、孫を天皇にしています。女の天皇では自分の思
いどおりにできない。だから、まずかったんです。
大統領候補として人気が高いですが……。
玉岡

私は小説のエピローグで、孝謙・称徳さんが

花を
訪ねて

玉岡

アメリカでは、女性のヒラリー・クリントンが

Ｑ

女も男も力を発揮できる世の中に

の天皇だと思います。だから、苦しみを分かち合える

今度、生まれ変わるとしたら、女と男のどっちに生ま
れたいと言うかなと考えてみました。
女であるだけでこれだけ苦労した人ですから、次は
男に生まれたい、そうすれば、お母さんの光明皇后も
あんなに泣かなかったし、スキャンダルでおとしめら
れることもなかったし、みんなが助けてくれたのに、
と思ったでしょう。けれども、きっと次の世はもっと
よくなって、女も男もなく、女が力を発揮できる世に
なっているから、女に生まれたいと考えたんじゃない
かな、とも想像しました。
西山

ここにおられるみなさんに、次に生まれる時

にはどっちがいいと質問したら、多分、女性は次も女
性がいい、男性も次も男性がいいとおっしゃると思い
ます。男と女って、いろんなことがあっても、女の人
は女がよくて、男の人は男がいいんですよ。
玉岡

そうですね。生まれ変わって次も女という人

も、できれば女の人がもっと生きやすい世の中になっ
ていればいいのになと思うでしょうね。1300年たって
も、あまり変わってへんのと違うかなというところ
が、私の反省ではあります。

クレマチスのご先祖
テッセン

キンポウゲ科

花言葉：旅人の喜び ほか

漢字で「鉄線」と書く。赤く錆びた針金のようなツ
ルを、垣根やフェンスに絡ませる。アサガオよりも細
い。きゃしゃな体のどこに、こんな大きな花を群れ咲
かせる力を祕めているのだろう。不思議だ。
フ ロ リ ダ

学名の種小名は f l o r i d a 。「目立つ花の」という意
味だ。花びらのように見えるのはがく弁で、紫色の真
ん中が雄しべ。雄しべが弁化した八重咲きもある。
花の境遇も、生きる場所で大きく変わる。
中国原産の古典園芸植物。バラと並んで晩春〜初夏
の庭を彩るクレマチスの原種でもある。日本産の近縁
種・カザグルマとともに18世紀頃に欧州へ渡り、他種
と交配されて優に100を超す品種を生んだ。
日本には江戸時代初めに入った。しかし、系統的な
育種技術がなかった東洋の片隅では、園芸ビジネスの
ブームに乗ることなく、少数の愛好家がひっそりと守
り伝えた。それだけ元に近い形で残ったようだ。
豪華な現代のクレマチスと比べると、すがすがしい
野趣が際立つ。見かけることはあまり多くないが、洋
種タンポポばかりになった野原で一株の在来種に出会
ったような、ほっこりうれしい気分になれる。（雅）

大阪府吹田市・万博記念公園日本庭園で
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シネマ・フリークの夢にこたえる
シネ･ヌーヴォの35mmフィルム映写機
大
シ ネ・ ヌ ー ヴ ォ
Ciné Nouveau 〒 550-0027
阪市西区九条 1-20-24   
☎ 06-6582-1416 Fax 06： http://www.cinenouveau.com
URL
6582-1420

画は、どこへ行ってしまった？

映画館で動いている現役のフィル
ム映写機を、一度見たかった。昔見

シネ・ヌーヴォは、そんなシネマ

た映画「ニュー・シネマ・パラダイ

・フリークの渇望に応えてくれる強

ス」の少年主人公のように。本誌昨

い味方だ。監督や俳優などに焦点を

年10月号（No.175）で特集した大阪

当てた特集を次々に組む。扱うフィ

のミニシアター、シネ・ヌーヴォ

ルム映画は、年100本を軽く超す。
配給元から数巻に分けて届くフィ

で、念願をかなえてもらえた。
暗い映写室にカタカタカタと、機

ルムを、傷つけないよう注意しなが

械がコマを刻む音が響く。大きなロ

ら編集し、大きなロールに１本につ

ールが回ってフィルムを送る。スク

なぐ。上映後は、巻き戻してまた切

リーンに光線がフォーカスされ、総

り分ける。作品ごとに違う音量を、

天然色の像を結ぶ。あのシーンとそ

上映しながら微調整する……。
手作業の連続で、スタッフは大忙

っくり。本当に映画のようだ。

しだ。でも、やめるつもりはない。

今頃言うのも恥ずかしながら、子

さとし

景山理代表が話してくれた。

ども心に夢見た。――運良く大金持
ちになれたら、大邸宅に自分専用の

それなのに、大半のシネコンは、

「映画が誕生して120年の歴史の

映画館をつくって世界中のフィルム

デジタル作品しか上映しない。一般

ほとんどが、フィルムで作られたも

を集め、毎日見て暮らしたい。

社団法人コミュニティシネマセンタ

のなんですね。しかし、今やフィル

それが今は、高性能のＡＶ機器が

ーの「Ｆシネマップ」というホーム

ムは上映されることもなく、劣化し

できて、狭いわが家でも簡単に映画

ページによると、関西２府５県でフ

て失われようとしています。中には

を見られる。便利になった。

ィルム映写機を持つ映画館やホール

驚くほどの傑作や名作も含まれてい

でも、まだ大きな不便がある。

は、わずか34館。すると、１台もな

ます。大きな文化的損失だと思いま

ＤＶＤなどのデジタルソフトが出

い市町村の方がずっと多い。

せんか。これからもいっそう、いろ

ている新作や定番の名画は、膨大な
作品のほんの上澄みにすぎない。

――うわさに聞く幻の名作は、い
つ見られるの？

いと

あの愛しのＢ級映

んな企画を仕掛けていきます。ご期
待ください」

（黒沢 雅善）

コンフィダンス ＨＴ

桜貝 F

グラハム･トーマス S

街のバラを撮る

都大路 HT

サクライバラ Ｓｐ

フォース･オブ･ジュライ Cl

パット オ･ースチン Ｓ

ピンク･グルス･アン･アーヘン F

シャルル･ド･ミル O

ルンバ F

ロサ･ポミフェラ Sp

マチルダ F
加茂 HT
アンジェラ Cl

ホット･ココア F

夢 HT

５月、６月はバラの季節。植物園や公園に、ビルの谷間の小
さな花壇に、「百花の女王」が華麗に咲き競います。よく眺め
ると、色も形も実にさまざま。100種類？

200種類？

いやい

や、もっとありそうです。仕事の合間に、休日に、カメラを片
手に散歩しながらシャッターを切りました。

マルゴ･コスター. Pol

（黒沢 雅善）

フロージン’82 HT

ブラック･バッカラ HT
パスカリ HT

ムタビリス O

ストロベリー･アイス Ｆ

ラベンダー･ドリーム Cl

洛北 ＨＴ

ピンクサラバンド Ｆ

ニナ･ウェブル F

シュネープリンセス Pol

ホワイト･ウィングス HT

ペーター･フランケンフェルト HT

ヨハン シ･ュトラウス Ｆ

オールド･ブラッシュ O

ニコール F

カージナル･ド･リシュリュー O
つるゴールド･バニー Cl

連弾 F

アルシデュック･ジョセフ O

グレイ･パール HT

八重ハマナス Sp

プリンセス･アイコ F

エーデルワイス F

緑光 F

パラダイス HT

スヴニール ド･ ア･
ンネ フ･ランク Ｆ

ベルナール ビ･ュッフェ ＨＴ

ピエール･ド･ロンサール Cl

スパニッシュ･ビューティー Cl

絵日傘 F

ロサ･グラウカ Sp

ジェミニ HT

タソガレ F

マグレディス･イエロー HT

モッコウバラ Sp

ブルームーン HT

アルバ･セミ･プレナ O

ランス語や、学名のラテン語などによる。後のローマ字は系統。HT ＝ハ
イブリット・ティー（大輪）、Cl ＝つるバラ、F ＝フロリバンダ（房咲き
中輪）、０ ＝オールド・ローズ（古品種）、Pol ＝ポリアンサ（房咲き小
輪）、S ＝シュラブ（イングリッシュ・ローズ）、Sp ＝野生種・原種

紫雲 HT

レディ･ヒリンドン O

琴音 F

デンティ・ベス HT

桃山 HT

ＨＴ

マダム サ･チ ＨＴ

ダブル・デライト

フレグラント ア･プリコット Ｆ

プレイ･ボーイ F

バリエガータ デ･
ィ ボ･ローニャ Ｏ

ハトヤバラ Ｓｐ

ロサ･フェティダ･ペルシアナ Sp

フラミンゴ ＨＴ

ロサ･ユゴニス Sp

ブラッシング ノ･ック ア･ウト Ｆ

メルヘン ケ･ーニギン ＨＴ

フラウ カ･ール ド･ルシュキ Ｏ

ファッション F

ツクシイバラ Sp

ドナルド･プライア F

バルバラ HT

シャポー ド･ ナ･ポレオン Ｏ

オータム HT

エレガント レ･ディ ＨＴ

ペルル･ドール Pol

ダーシー バ･ッセル Ｓ

名前は種・品種名。日本語、英語、ドイツ語、フ

光華 ＨＴ

＜写真説明について＞

ベティー･ブープ F

ロイヤル･ハイネス HT

テキーラ F

ジェームズ･ミッチェル O
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イベント・出版等の情報

①

②

戦争する国にならないために
く

じょう

③

きゅうじょう

九条で九条を考える【特集上映】映画と憲法
シネ・ヌーヴォ代表

さとし

景山 理さんから

来年は憲法施行から、70年を迎えます。侵略を反省し
て、２度と戦争をしない国、個人の尊厳と権利を最も尊
ひ へい

ぶ国になることを目指した憲法は、傷つき疲弊した国民
を励まし、圧倒的な存在感を示してきました。戦後の映
画も、戦争や貧困を憎み、個人の尊厳を踏みにじられよ
うとしていることへの怒りなどを描きました。憲法の精
つく

神は、映画を創る原点になっていました。戦後は憲法と

ャールズ・チャップリン／「ありふれたファシズム―
野獣たちのバラード」＝1966年、ソ連、ミハイル・ロ
ンム／「太陽がほしい」＝2015年、中国・日本、班忠
義／「天皇と軍隊」＝2009年、フランス、渡辺謙一
◇トークショー

６月25日（土）12時～、講師：小山帥

人さん（ジャーナリスト）
◇関連ブックフェア「難波でも考える」 ６月中旬より
ジュンク堂書店難波店で開催します
◇お問い合わせ先

詳しい上映日時、料金などはシネ・

ともにありました。しかし、ここにきて、政府による改

ヌーヴォ（☎ 06-6582-1416

憲の動きが現実のものになろうかとしています。映画人

：staff@cinenouveau.com

たちの思いを見直し、憲法や「九条」を改めて考える機

ームページ http://cinenouveau.com/ でもご案内します

Fax 06-6582-1420

e-mail

担当：山崎、景山）へ。ホ

会にしたいと思います。計17作品を一挙上映します。
◇とき

６月25日（土）〜７月８日（金）

◇ところ
条1-20-24

シネ・ヌーヴォ（〒550-0027 大阪市西区九
地下鉄中央線九条駅６号出口、阪神なん

ば線九条駅２号出口から各徒歩約３分）
◇上映作品（「作品名」＝製作年、監督ほか）
＜憲法を考える＞11作品 「1960年6月 安保への怒り」

茶芸でおしゃれな
サマーパーティーレッスン
中国茶教室
「茶遊サロン」
代表

前田 久美子さんから

テーマは「白」。1000種類以上もある中国茶の中から

＝1960年、野田真吉、富沢幸男／「日本国憲法の誕生

「白」をイメージした

―ひとすじの道」＝1959年、浅野龍麿、写真①／「憲

お茶で楽しみたいと思

法と私たちの生活」＝1984年、古賀尚武／「八十七

っています。お茶を深

歳の青春―市川房枝生涯を語る」＝1981年、村山英

く愛する人が淹れるお

治 ／「 ベ ア テ の 贈 り も の 」 ＝2004年、 藤 原 智 子 ／

茶は心に沁みます。そ

「ANPO」＝2010年、アメリカ・日本、リンダ・ホー

んな心に沁みるお茶を

グランド／「加藤周一さん九条を語る」＝2006年、映

淹れてみませんか？

い

し

像ドキュメント.com／「井上ひさしさん九条を語る」

特に中国茶を初めて

＝2013年、同／「首相官邸の前で」＝2015年、小熊英

飲む方のために、中国

二、写真②／「ヤクザと憲法」＝2015年、圡方宏史／

茶の歴史や茶器や楽し

「日本の憲法」（参考上映）＝1965年、菅家陳彦

み方などおいしい中国

「東京裁判」＝1983年、

茶の淹れ方実践も取り

監督：小林正樹、写真③／「ゆきゆきて、神軍」＝

交ぜて楽しいセミナー

1987年、原一男／「独裁者」＝1940年、アメリカ、チ

にしたいと思っています。講師＝私の茶芸披露もござい

＜戦争・ファシズム＞６作品

2016.06

ます。
◇とき

１３

も参加無料です。
７月22日（金）13時半～15時

◇ところ

１部

リーガロイヤルホテル・サファイアルーム

（タワーウイング28階

〒530-0005 大阪市北区中之

島5-3-68）

◇とき

６月18日（土）14時～16時半

◇ところ

サンポートシティ５Ｆ

27

◇受講料 4,500円（茶・テキスト・税・サービス料込）
◇お申し込み、お問い合わせ

リーガロイヤルホテル

・エコール ド ロイヤル（☎ 06-6441-2938＝直通

Fax

06-6448-0903 受付時間９時半～17時、日祝休）。イ
ンターネット予約 http://www.rihga.co.jp/osaka/culture

シアターセブン（大阪市淀川区十三本町1-7-

チ商店街）
２部
◇とき

６月18日（土）18時～19時半

◇ところ

みつや交流亭（大阪市淀川区三津屋中1-4-29

阪急神崎川駅から十三の方へに伸びる三津屋商店街）

大阪の三津屋商店街も参加する「ぼうさい朝市ネット
い

ワーク」は、日頃は各地の特産物を集めて「美味しい救
援物資がやって来た！」と称する朝市です。顔の見える
ネットワークを構築しながら、災害が起きたときは、被
災していない隣に物資
を集めて、被災地に負
担をかけないきめ細か
い支援を実施する「隣
から支援」システムを
呼びかけてきました。

ザ・淀川編集部（☎ 06-6301-8370)

地域とともに生きる障害者

早稲田エコステーション研究所代表
藤村 望洋さんから

フリーぺーバー「毬」主宰者樺井 良佑 さんから

イザというとき活用する講演
「震災から５年、東北は今」

「交野自立センター」写真展

◇お問い合わせ先

お

阪急十三駅前のサカエマ

東日本大震災では、津
波で壊滅的な被害を受

大阪府交野市で障害の自立を支援する施設「交野自立

けた南三陸の支援に、

センター」の様子を撮影させていただきました。地域社

このシステムが多大な

会やまちづくりを考える上で、地域の一員である障害者

効果を上げました。救

の存在は欠かすことができません。利用者のみなさんと

援の１か月後からすぐ

接するとすごく楽しいんです。みなさんの日常の姿、そ

さ ま 復 興 へ と「 福 興

の雰囲気が伝わることを願って開催します。

市」を立ち上げ支援しました。

写真は、展示作品の１点です。会場のカフェも福祉法

東日本大震災から５年。今また熊本地震が起きまし

人系列の雇用支援として運営されており、いつも障害者

た。阪神大震災から中越、東日本大震災と続いてきた災

たちががんばっています。今後も、障害者の撮影をライ

害復興ノウハウや防災対策は、活用されているのでしょ

フワークとしてやっていきたいと思っています。

うか？

この30年以内にはほとんど確実に、南海トラフ

◇出品者

フォトグラファー 花歌（私のペンネーム）

による大震災が起こると思われます。淀川と神崎川には

◇ところ

カフェチアーズ（〒 576-0002 大阪府交野市

さまれた大阪市淀川区の十三サカエマチ商店街や三津屋

私部2-1-20

商店街のあるこの地での対策は大丈夫でしょうか？

ら東の交野市役所方向へ約300m）

こ

☎ 072-893-8933

京阪交野線交野市駅か

の地で今までのノウハウや防災対策を活用するには、ど

※カフェですので、飲食物をご注文ください

うすればいいのでしょうか？

◇とき

１部、２部に分け、各活動団体が発表し、私が、今、
現在から一つ一つ備えて、イザというときに活用する、

６月１～15日９時半〜17時半（最終日は17時ま

で）。ラストオーダー17時、日・月曜定休
◇連絡先：花歌

mail：fpaper.mari@gmail.com

日常的な地域活性化を同時に行う防災対策と防災ネット

twitter：https://twitter.com/h_jyoshi

ワークのお話を、スライドを使って講演します。いずれ

facebook：https://www.facebook.com/photohanauta/
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

熊本で考えた―災害時のボランティア活動
伊永 勉

●全国から続々と集まったが…
熊本地震発生から10日目の４月24日、被災地の様子と
まし き まち

ボランティア救援活動を見るため益城町を訪問した。
全国からボランティアが多数集まって来ていたが、余
震による二次災害防止や、被災者ニーズの把握が難しい
ことなどを理由に待機させたり、県外ボランティアの受
け入れを中止したりといった混乱が続いていた。やがて
避難者ニーズの把握が順当に進んで地元の商業施設も営
業を再開し、食料や日用品の配布を縮小できるようにな
ったが、今度は、都市部と山間部の避難所の格差が見ら
れるようになった。避難所の統廃合では、自宅近くにい
たいという被災者もいて、ボランティアの参加人数が減

熊本の震災被災地で家屋のがれきを片付けるボ

これなが

ランティアの人たち＝防災士・旭芳郎さん提供

株式会社エクスプラス 災害研究所所長

る中での配置など、運営に苦慮する状況が見えてきた。
かつて阪神・淡路大震災などで救援活動に携わった私
のささやかな経験をもとに、災害時のボランティア活動
についての考えを少々述べさせていただきたい。
●社協に委ねるセンターの限界
近年、被災地では、社会福祉協議会（社協）がボラン
ティアセンターを設置して運営するようになった。しか
し、トラブルや問題はなくなっていない。阪神・淡路大
震災では発生当初、地元の社協が被害を受け、ボランテ
ィア活動に関われなかった。平成９年の日本海重油災害
では、福井県社協が災害対応はできないということで、
センターの運営を地元青年会議所が引き受け、５万人弱
のボランティアをやっと受け入れることができた。

益城町の防災士会活動本部を訪問した筆者（右端）

国も自治体も災害対応の組織を常設していないため、
社協に白羽の矢が立ったのだろうが、ボランティアセン

人が続々と誕生した。新潟中越地震や東日本大震災でさ

ター運営は負担が大きすぎる。職員が足りず、通常の高

らに経験を積み、ボランティアリーダーとコーディネー

齢者や障がい者の介護・福祉事業で目いっぱいだ。

タと呼ばれる人材が育っている。災害を経験した全国の

災害ボランティアは、専門技術を持つ組織、人の動員

社協や自治体の職員も応援に駆けつけるので、地元社協

だけできる組織、専門技術を持つ個人、専門技術を持た

の負担を軽減できる環境になりつつある。しかし、発生

ない個人の４つに分類される。すべてを社協が運営管理

直後の混乱期を乗り切る対策が間に合っていない。

することは無理だ。例えば、医療は地元の医療機関や日

今後必要な対策は、社協に災害ボランティアセンター

赤に任せ、救援物資の集配と仕分けは小売業界や流通業

を運営できる能力とシステムをどのように構築するかで

界の組合に託す、といったことを事前に組み立てておく

ある。災害コーディネータの育成が叫ばれているが、教

ことが望まれる。社協は本業である福祉や介護の専門家

材と指導者の人選も的確とは言えない。

の集約と、一般個人ボランティアの管理を担当し、駆け

無償で対価を求めない善意の行動にすべてを託する構

つけてくれるＮＰＯなどの経験豊かなリーダーに活動の

造も考え直すべきだろう。日本では、欧米のような災害

指導を託すのが賢明ではないだろうか。

に備えた市民活動への資金提供が少なく、ことが起こる

阪神・淡路大震災以降、防災をテーマにしたＮＰＯ法

たびに義援金や支援金を募る事後対策に頼っている。被
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災者ニーズに合わせ、特に避難生活者への支援活動につ

どう図るかだ。平時のイデオロギーや宗派等の壁を越

いて、有償で派遣できる人材育成と仕組みを構築し、運

え、先陣争いや主導権の主張もやめ、協働の仕組みを日

営支援金を調達する制度を作ることが必要だ。大学など

常から構築することだ。ずべてではないが、ボランティ

で高度な専門教育をして防災ＮＰＯや防災士会などから

ア団体の中には、自らの考え方と主張を優先させ、他の

の受講も可能にし、修了者を登録して自主防災組織や企

団体との協働を嫌がる傾向がある。過去の実績に酔って

業、学校の防災教育などに有償で派遣するといった制度

いると思われる団体、地域との連携を嫌う団体、自分た

を考えてはどうだろうか。

ちの活動内容を周囲に見せることが目的のような行動も

●なぜ過去の教訓が生きないか

ある。過去の例から見ると、各団体が民主的なネットワ

さらに、まだ２つの課題が残っている。１つは、ボラ
ンティアの活動対象の分類だ。

ークを構築した上で、リーダーを決め、統制のとれた行
動をとるべきだ。

被災者への個人支援は、被災地での最も大きな活動

過去の災害対応には、貴重な教訓が眠っている。書籍

だ。物資配布や炊き出し、身の回りの補助など避難所生

や映像には残されているが、いつも同じ失敗や問題を繰

活への直接支援は被災者に大きな安らぎを与える。がれ

り返している。災害には同じ顔がないといわれることか

き撤去や衛生管理、情報伝達などの地域支援もある。

ら、新しい知見を教訓としなければいけない。

そして、もう一つ手がけてほしいのが、行政のサポー

災害ボランティア活動の教訓で、ほとんど忘れられて

ト。行政職員が復旧復興作業に集中できるよう、雑用や

いるのが「西宮方式」ではないだろうか。手前味噌で申

被災者の窓口を代行する活動だ。行政や消防などの職員

し訳ないが、阪神・淡路大震災当時、西宮市で結成され

も被災者であり、不眠不休の業務で疲れ切っている。そ

た西宮ボランティアネットワークの活動プログラムは、

のうえ、情報が増え、情報処理に追われる。この情報処

災害時のボランティア活動のほぼ理想的な例であり、

理をサポートするということだ。

「行政サポート隊」の設立の意義とその効果は、参考に

２つ目の課題は、ボランティア団体の横断的な連携を

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

み

そ

してほしい手法だと信じている。

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

時半まで） 休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む） 文中の受講料は消費税込み

美術で読むフィレンツェと
メディチ家の歴史
阪南大学教授

松本 典昭

ルネサンス発祥の地フィレンツェ。現在は旧市街全体
がユネスコ世界遺産に登録
されて、世界中から観光客
を集めています。そのフィ

②８月６日（土） 共和制から君主制へ
③９月３日（土） フィレンツェとメディチ家の黄昏
◇受講料（3回）カルチャー会員 8,748円、一般 9,720円

人間ドラマ 古代史編

称徳女帝と弓削道鏡
歌人・現代歌人協会会員

林 和清

レンツェを４世紀にわたっ

古代最後の女帝、称徳天皇とその愛

て支配したのがメディチ家

人、弓削の道鏡の生涯を取り上げま

です。都市とメディチ家の

す。一度目の皇位から引きずりおろさ

歴史を絵画、彫刻、建築な

れ、失意のどん底にあった女帝が出会

どの美術作品を手がかりに

ったのが、野心に満ちた怪僧、道鏡でした。愛人関係と

目で見ながらわかりやすく

なったふたりは藤原仲麻呂を駆逐し、権力を握ります。

紹介していきます。＝写真

そして、とうとう道鏡を天皇の座につけようとするまで

はパラッツォ・ヴェッキオ

に…。なぜ日本に女帝がいなくなったのか、映画を見る

とシニョリーア広場

ようにドラマティックに解説します。

◇とき・テーマ＝各回10時半〜12時

◇とき

①７月２日（土） 都市の誕生からルネサンスまで

◇受講料

７月30日（土）13時〜14時半
カルチャー会員 2,700円、一般 3,024円
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①

②

アフガニスタン「流出文化財」
日本から母国へ 102 件を返還

③

④

故平山郁夫画伯の提唱から15年
戦火の絶えないアフガニスタンでは、多数の文化財が破壊や略奪され、不法に国外に持ち出された。その一部
は、ブラックマーケットなどを通じてわが国にも流出し、美術商やコレクターらに保持されていた。九州と東京
の両国立博物館で開催の特別展「黄金のアフガニスタン―守りぬかれたシルクロードの秘宝―」を機に、流出文
化財保護日本委員会は、アフガニスタン政府の閣僚級の要人を招いて文化財難民の母国返還式を執り行い、いよ
いよ６月に返還される。大英博物館にあるエジプトのロゼッタストーンのほか、各国に散逸したギリシャのパル
テノン神殿レリーフや、中国の石窟壁画など、文化財の帰属が難しい情勢下、国際的に注目される。
（文化ジャーナリスト

「難民」と位置づけて保護訴え

白鳥 正夫）

貴重な文化財がタリバンの手で爆破された2001年、シル
クロードを生涯のテーマとして描き続けた日本画家でユ

アフガニスタンの中央部にあり首都カブールから西約

ネスコ親善大使を務めていた故平山郁夫画伯は、これら

120km のバーミヤン渓谷にそびえていた東西大仏。この

の「流出文化財」を「文化財難民」と位置づけ、ユネス

2016.06

１７

行き7.2m、幅6.6m、高さ3.2m の天井壁画が完成したの
だった。

【前ページの写真】
①《ゼウス神像左足断片》（前３世紀､ アイ・ハ
ヌム出土）流出文化財保護日本委員会保管
②《カーシャパ兄弟の仏礼拝》（２～３世紀、シ
◀

ョトラク出土）流出文化財保護日本委員会保管
③《バーミヤン東大仏天井壁画 天翔る太陽神》
（想定復元）

つな

再生する」ことにも繋がるとの思いを込めて、展覧会タ
イトルを「素心」（人が生まれながらに持っている濁り
なき心）と名付けたそうだ。
また、山梨・北杜の平山郁夫シルクロード美術館でも
６月21日まで流出文化財返還記念「アフガニスタンと平

④《冠》（１世紀､ ティリヤ・テペ６号墓出土）
アフガニスタン国立博物館蔵

東京藝術大学では、失われた壁画の復元は「祈る心を

©NMA/Thierry

Ollivier

山郁夫」を催している。平山画伯の遺志を継ぎ、「流出
文化財」を一部保管してきたこともあって、アフガニス
タンの復興と文化財保護を訴えた画家の足跡をたどる展
覧会だ。1968年に初めてアフガニスタンを訪問した時の

コの同意のもと、流出文化財保護日本委員会を設立し、

貴重なスケッチ記録やバーミヤンの大石仏が破壊された

再びアフガニスタンに平和と安定が戻るまで各国で保護

直後に描いた《バーミヤン大石仏を偲ぶ》（2001年、平

することを提唱した。

山郁夫美術館蔵）、さらに荒廃した同地を再訪した時の

こうして集められた「流出文化財」は、《ゼウス神像
左足断片》や《カーシャパ兄弟の仏礼拝》など、かつて
アフガニスタン国立博物館に所蔵されていた国宝級の美

記録映像なども見ることが出来る。

博物館員が命がけで運び出し

術品の他に、破壊されたバーミヤン大仏の壁画や周辺の

一方、特別展「黄金のアフガニスタン」では、戦乱を

窟から削り取られた壁画断片も含まれ、102件に上る。

避け秘匿されていた考古遺物など231件が、同じく６月

日本で見ることの出来る最後の機会となる「流出文化

19日まで展示されている。国の宝を守ろうとした博物館

財」は６月19日まで、東京国立博物館表慶館で15件、

員は、貴重な文化財を秘かに大統領府地下の金庫などに

《降魔成道図》や《誕生図》、《壁画 仏座像》など残

運び出していた。その中には、古代遺跡から出土した紀

りの87件が、東京藝術大学大学美術館陳列館のアフガニ

元前2100年頃から紀元後３世紀のアフガニスタンの秘宝

スタン特別企画展「バーミヤン大仏天井壁画～流出文化

が含まれていた。その後14年もの間、知られざる存在に

財とともに～」で公開されている。

なっていたが、2003年に明かされた。この奇跡的に守ら

「文化財難民」は、東京藝術大学の研究室で一部保存
修復の措置が施され、母国帰還の機会を待っていた。バ

れた秘宝の再発見を機に、アフガニスタンの文化遺産復
興を支援するために企画されたのが今回の展覧会だ。
えり

ーミヤン大仏が爆破された時、天井を美しく飾っていた

まばゆいばかりの黄金の冠や襟 飾り、ペンダント

壁画も失われた。７世紀、三蔵法師玄奘も目にした大仏

……。戦乱の続くアフガニスタンにあって、収蔵品の多

と壁画の破壊は、人類にとってあまりにも大きな損失だ

くは永遠に失われてしまったと考えられてきた古代の遺

った。破壊されて後になってしまったが、ユネスコで

宝の数々を含む展覧会は、国際巡回展として、2006年の

は、「バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群」を

フランス、ギメ国立東洋美術館を皮切りに、アメリカの

2003年に世界文化遺産に登録した。

メトロポリタン美術館やイギリスの大英博物館など、世

このような背景もあって、東京藝術大学では、タリバ
ンによって破壊されたバーミヤン東大仏の天崖を飾って
あまかけ

いた《天翔る太陽神》を原寸大で３次元に復元して公開
か

している。馬車に乗って東から西へと天空を駈 ける姿

界10カ国で開催され、すでに170万人以上の入場者があ
ったという。
日本では年初から２月に九州国立博物館で公開された
のに続き、東京国立博物館でのお披露目となった。

は、ギリシャの太陽神ヘリオス、イランのミスラ、イン

展覧会の構成は、古代のアフガニスタンで栄えた文化

ドのスーリアなどの影響を受けた図像とされ、その左右

を４章に分け、第１章がメソポタミアとインダスの間で

にはマントを膨らませた風神の姿を見ることが出来る。

栄えた謎の文明とされる「テペ・フロール」（前2100～

『アフガニスタン流出文化財報告書』（2016年、東京

前2000年頃）、第２章がアレクサンドロス大王の遠征

藝術大学アフガニスタン特別展企画実行委員会、東京藝

で築かれた都市「アイ・ハヌム」（前３世紀～前２世

術大学ユーラシア文化交流センター刊）などによると、

紀）、第３章が遊牧民と王族の墓「ティリヤ・テペ」

壁画の復元には焼失した法隆寺金堂壁画を完全復元した

（前１世紀から１世紀）、第４章がクシャーン朝の都市

東京藝術大学が持つ文化財複製特許技術を駆使し、破壊

「ベグラム」（１～３世紀）ごとにで、それぞれの遺跡

前の1970年代に撮影した壁画の写真を高精細デジタル化

から出土した文化財を展示している。

し、壁の質感や顔料の盛り上がりまで完全再現して、奥

主な展示品では、アフガニスタン北部の「ティリヤ・

１８
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テペ」の５人の女性と１人の男性の墓から出土した金と

ごとく略奪された。２階の展示室は屋根もなく、紺碧の

トルコ石、ガーネットなどで贅を尽くした煌びやかな黄

青空が望め、柱のかなたに雪をいただいた青いパグマン

金製品の数々だ。ドラゴンをあやつる王の飾り《ドラゴ

山脈がそびえていたそうだ。戦争直後、建物の痕跡とい

ン人物文ペンダント》や、王妃あるいは王女のしるしで

えばこの博物館の外壁と、200ｍほど北にあった考古学

あろう黄金の《冠》や《襟飾》、生きているようなムフ

研究所の玄関を支えた２本の柱のみという惨状だった。

きら

ロン羊の造形《牡羊像》などに目を奪われる。

「文化が生きれば国も生きる」

アフガニスタン文化研究所長の前田耕作さんは、「ア
フガニスタンの人びとが自分たちの世界に誇りうる文化
に日常的に向き合い、親しむことが大切です。それはつ

ユーラシア大陸を横断し、アジアとヨーロッパを結ぶ

まり平和・文化博物館の建設であり、そこは文化遺産の

シルクロードの拠点であるアフガニスタンは、インドか

保護とその利活用が自分たちの生活の向上と直接つなが

ら中国を経て日本への仏教伝来の道でもあった。古来

る認識を醸成する場所になるでしょう」と強調する。

「文明の十字路」に立地し、様々な文明が混じり合い発

「自らの文化が生き続ける限り、その国は生きながら

展してきた。北部には古代遺跡が点在し、発掘された考

える」。再建されたカブールのアフガニスタン国立博物

古遺物はアフガニスタン国立博物館に収蔵されていた。

館入口に掲げられたメッセージだ。実は2002年に開かれ

しかし1979年のソ連による軍事介入や、その後の内戦に

た国際シンポジウムの参加者や博物館員らが考え、廃墟

より略奪と破壊が繰り返された。とりわけ1990年代のタ

となった博物館前に白い布に青い文字で書かれていた言

リバン政権下では、「偶像崇拝」だとされ、バーミヤン

葉だった。

の東西大仏をはじめ多くの文化遺産は失われた。
アフガニスタン国立博物館は、約2000年にもわたる歴
史を持つ数々の文化財を収蔵する、中央アジアでも屈指

返還される「流出文化財」が、２度と流出されない
で、次世代へ引き継がれていくことを願わずにいられな
い。

の考古資料館であった。それが20世紀のわずかな期間に
内乱で破壊され、所蔵品が略奪され国外へ流出してしま
った。今回の「黄金のアフガニスタン」に出品の命がけ
で守られた奇跡の秘宝は、せめてもの救いであった。
ソ連の軍事介入とそれに続く内戦や内乱後の1995年に
現地に入った朝日新聞ニューデリー支局の記者が『アエ
ラ』の同年６月19日号で、アフガニスタンで発掘されて
戦火に傷ついた仏たちについてレポートしている。
それによると、高い値がつく仏たちで持ち出せる大き
さのものはすべて運び出され、ギリシャの神々を刻んだ
▲

金貨や銀貨など４万枚も有していた古代コインは、こと

柱とはりを残すだけで青天井となったカブール

ＮＭＡ

再建されたアフガニスタン国立博物館

＝

博物館展示室＝２００３年、前田耕作さん提供

◀
©
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼本誌の連載のため、花を撮り続けています。地球温暖

材をしてきました。長く担ったのは舞台芸術のジャンル

化のせいでしょうか、春～夏に咲く花の時期が、毎年少

で、多いときは１年に300本以上の芝居を見る、演劇漬

しずつ早くなっているような気がします。例えば、今号

けの日々を送っていました。昨春から生活文化部デスク

に写真グラフを載せたバラは、10年くらい前までは大阪

を務め、水曜夕刊の「まだまだ勝手に関西遺産」などを

で、５月中旬〜６月初旬が見頃でした。それが今年は、

担当しています。４月から土曜夕刊で「挑む！」という

ゴールデンウィーク前後から咲き始め、５月中旬には、

連載が始まりました。こちらも私の担当で、様々なフィ

かなり散っていたものがありました。大阪市役所前の河

ールドで活躍する関西の若手にスポットをあてた企画で

畔を散歩したら、五月晴れの空の下で、梅雨の訪れを告

す。関西スクエアの活性化にもつなげたいと考えてお

げるアジサイがもう咲いていました。園芸植物は品種改

り、みなさまにお知恵を拝借する機会もあるかと思いま

良が進むにつれて早咲きになる傾向があるようですが、

す。どうぞ、よろしくお願い致します。

それにしては、テンポが速すぎます。この日の最高気温

▼風が気持ち良い季節になりました。この時期は野外で

は30度超。自分も、猛暑になりそうな夏を無事に乗り切

楽しめるイベントが多く開かれているように感じます。

れるかなと、ちょっぴり不安になりました。

（黒沢）

今年は雪が少なかったのでスキーは早々に終了し、ゴー

▼初めまして。５月に関西スクエア幹事に就きました桝

ルデンウィークの頃からいくつかのイベントに足を運ん

井政則と申します。新聞記者になって25年目。これまで

でみました。新緑の中、おいしいものをつまみに、お昼

社会部や、かつて学芸部という名だった生活文化部で取

からビールを飲む幸せ。たまにはよいものです（平野）

（桝井）

＜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。７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６月17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

会報編集スタッフ：中西 豊樹、黒沢 雅善、桝井 政則、平野 邦字
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

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
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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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【全 面 広 告】

展覧会公式サイト

http://morimura2016.com/

