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子ども巻き込んだ犯人許せない
塩田 武士さんと『罪の声』を読む

グリコ・森永事件の闇に切り込む
たけ

し

関西を主な舞台にして製菓・食品会社を次々に脅迫したグリコ・森永事件。塩田武

士さんの新刊小説『罪の声』（講談社）は、入念な取材と大胆な仮説で、昭和最大級
の未解決事件と言われる同事件の闇に切り込んだ意欲作だ。第19回中之島どくしょ会
が11月15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、作者自身

が執筆の動機や経緯を詳しく語った。聞き手は講談社の担当編集者、戸井武史さん。
思いますので、きょうは、前半に私がどういう経緯を踏

自分で自分の受賞記事を書く
塩田

塩田武士です。私のことを知らない方が多いと

花を訪ねて

塩田武士さん

ドングリあれこれ

本の帯創作コンクール優秀作を表彰
きゅうぞう

加藤九祚さんの偉業を偲ぶ
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リコ・森永事件についてお話ししたいと思います。

主な内容

中之島どくしょ会

んで小説家になったかを、そして後半に『罪の声』とグ

とぴっく・ナウ

京町家暮らしを本に、「21世紀の

茶室」入選作品を展示 他

朝日カルチャーセンター公開講座
知の点景

大阪倶楽部

15〜17
17
18

中之島どくしょ会

私は兵庫県尼崎市の下町で生まれ育ちました。お笑い

が好きで、学生時代はセクション34というコンビを組ん

した。それくらい精神的に追い込まれていました。

３年目くらいから時間をやりくりできるようになり、

で漫才をしていました。ちゃんと事務所に入って、ネタ

投稿を始めました。しかし、落ちるんです。やっと講談

た。しかし、芸人にはなれないと思って、次に小劇団の

常に飽き性で、唯一、続いたのが小説の執筆です。

の台本を書いて、舞台に上がって、半年ぐらいやりまし
ワークショップに参加して脚本の勉強をしました。結

社の小説現代長編新人賞をいただいたのが31歳。私は非
デビュー作「盤上のアルファ」は、文化生活部で囲碁

局、私は集団行動ができないと気づきました。でもエン

・将棋を担当したときに書いたものです。将棋は本来、

いいだろうと考えました。19歳の頃でした。

れない厳しい世界です。しかし、2007年、アマチュアの

ターテインメントの世界で生きていきたい。どうすれば
自動車教習所に通って、ある日、早く着いたので、藤

原伊織さんの江戸川乱歩賞、直木賞を受賞した伝説的な
ミステリー小説『テロリストのパラソル』の文庫本をベ
ンチに座って読み始めました。これがめちゃくちゃ面白
い。止まらなくなって、はっと気がつくと学科の授業が

奨励会という養成機関を26歳までに出ないとプロにはな
六大棋戦があって、そこで優勝して、かつプロを相手に
優秀な成績をおさめたらプロになれるシステムができた
んです。一発逆転の話が書けるんじゃないか。そう考え
て２年間取材し、内緒で執筆を続けました。

小説は書く前にプロットというあらすじをつくります

終わっていました。授業料を損しましたが、「こんなに

が、このときは、書いているものが、もっと面白いも

は一人で書ける。しかも、持ち運びできる。これはすご

きました。初めての感覚でした。脱稿したとき、「これ

人を夢中にさせる世界があるのか」と思いました。小説
いぞ。その日からミステリー小説を書き始めました。

「とりあえず江戸川乱歩賞をとればいいねんな」と軽

く考えました。しかし、どう書けばいいかわからない。
知っていたのは、犯人がバレちゃいけないということだ
け。最後まで犯人が出てこない小説を書きました。友人
に「才能ないからやめとけ」と言われました。

の、面白いものと、章を追うごとにプロットを超えてい
で賞をとれる」と確信して、布団の上に大の字になった
ことを覚えています。受賞の連絡を受けたときは、「プ
ロになれる。人生が変わる」と思いました。

同時に、すごく不安になりました。神戸新聞社は副業

禁止なんです。

後日、文化部長と一緒に編集局長室へあいさつに行き

あまりにものを知らない。だから書けないんだ。知る

ました。小説家か記者かどちらかを選べと言われたら出

と考えて勉強を始めました。何とか地元の神戸新聞社に

うなるんでしょうか」と局長に聞いたら、「いやあ、め

にはどうすればいいんだろう。新聞記者になったらいい
拾ってもらい、記者生活が始まりました。

最初は阪神総局で、尼崎市の警察署４署と神戸地裁尼

崎支部を主に担当しました。最初の日、１歳年上の所轄

そうと思って、辞表を胸に忍ばせていました。「私、ど
でたいことやから、両方頑張れ」と言われて、ほっとし
ました。すぐに独立しても食べていけませんので。

安心したとたん、文化部長から「賞をとった記事は自

キャップから質問があるかと言われたので、私は「きょ

分で書け」との指示。「おまえが一番詳しいから」。講

な」と言われて、昼の１時かと思ったら、全然、帰して

について二、三、お伺いしてもよろしいでしょうか」と

う何時に帰れますか」と聞きました。「まあ、１時や

くれないんです。ようやく「１時は深夜の１時なんだ」
と気づきました。とても小説を書くどころではなく、ア
イデアをメモするだけの生活が続きました。

当時は社用携帯、私有携帯、ポケットベルの三つを持

っていて、出ないと順番に鳴っていく。鎖みたいなもの
です。ポケベルが鳴ると、大きな事件です。怖かったで

談社に電話して「このたび受賞した者ですけれども、賞
取材しました。デスクから「絶対に訂正を出すなよ」と
言われて自分の名前を自分の免許証で確認させられ、
「本紙、塩田記者受賞」という記事を出稿しました。

入念に取材し仮説を組み立て
『罪の声』はデビュー後９作目です。グリコ・森永事

す。毎日５時間ぐらいしか眠れません。24時間働くこと

件は自分にとって、特別に大きな存在でした。1984年３

た。普通は電話番号が表示される画面に、パンダの絵が

宅から拉致されて、一連の事件が始まります。

もざらでした。ある夜、３時頃にポケベルが鳴りまし

出ていました。どこへ電話したらいいんや。めっちゃ重

月18日に江崎グリコの江崎勝久社長が兵庫県西宮市の邸
この１カ月後に私は５歳になりました。当時、事件の

要な事件が起きたという暗号かもしれない。パニックに

具体的なことは何も知りませんでした。しかし、母親に

ダの絵がありました。これや、と思って見たら、「電池

キツネ目の男の似顔絵が強烈に頭の中に残りました。

なりました。必死で探し出したポケベルの説明書にパン
切れです」。「ええかげんにせえ」。ポケベルを放りま
２
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「お菓子、食べたらあかんで」と言われたこと、そして
大学３年生のとき、ノンフィクションを読んで、犯人

中之島どくしょ会

塩田

一緒に来て、「過去８作で塩田さんが個人のエ

ンターテインメントを書けることはわかった。次は、社
会を書かないといけない。グリコ・森永事件をやってみ
ませんか」と言ってくれたんです。ところが私は「すみ
ません。書けません」と断りました。このネタでは失敗
できないと思っていたので、怖くなったんです。
講談社 刊

１カ月ほどして、また二人が来て、今度は「書け。書

くんや。講談社がバックアップするから」と厳しくプレ
ッシャーをかけられました。「そこまで言ってもらえる

１６５０円＋税

なら、書きます」と、やっと決めました。

取材を新たに始めました。いっぱいある本、新聞の情

報をクロスさせて、一番正確であろうというところを抜
き出し、固有名詞を残していきました。江崎グリコ、丸
大食品、森永製菓、ハウス食品、不二家、駿河屋の製菓
・食品会社計６社が脅迫されていますが、時系列で表を
つくりました。本や新聞、雑誌に載っている、逆探知に

が犯行に子どもの声を録音したテープを使っていたこと
を初めて知りました。中学生ぐらいの女子、小学校低学
年ぐらいの男児、未就学の男女どちらかわからない子の
３人の声が使われていると言われています。

未就学児と私は同世代です。同じ関西に生まれ育っ

た。ということは、どこかですれ違っているかもしれな

成功した公衆電話とかの所在地情報を全部抜き出し、犯
人の動線を把握しました。そのほか、例えば、江崎社長
誘拐の２カ月前の株式新聞に載った、グリコの株が上が
っているという記事まで入手して戸井さんに送りまし

た。「僕はこれぐらいやるから、心して編集してくださ
いよ」とプレッシャーをかけ返したわけです。

もちろん、現場へも行きました。江崎社長が閉じ込め

い。同じ大学にいるかもしれない。そう思った瞬間、鳥

られていた水防倉庫は、安威川という川に今もありま

話ができる。しかし、どう考えても、この事件を長編小

区に相当詳しいことを肌で感じました。

肌が立ちました。この子の半生を書けば、とんでもない
説にまとめるなんて、自分にはできそうにありません。

す。周りには雑草がいっぱい生えていて、犯人がこの地
84年11月14日、ハウス食品事件の現金奪取を巡って、

後年、新聞記者になってからも、私の心の中では、グ

滋賀県で犯人と警察の攻防がありました。犯人は兵庫県

人賞をとった直後、講談社の担当編集者に『罪の声』の

われていたんですが、実際は東へ振っていき、警察は翻

リコ・森永事件を書くことが一番大きなことでした。新
プロローグのアイデアを話しました。2010年のことで

す。「確かに面白い。ただ、今の塩田さんの筆力では書
けない」と言われました。返す言葉がありません。もう
ちょっとオブラートに包んでほしいとも思いました。
戸井

の地図を用意しておけと言っていたので、西へ行くと思
弄されました。大きな役割を果たしたのが大津サービス
エリアです。そこの観光案内板の裏に「次は何キロで走
って草津へ行け」という指示書が張られていました。

資料の一つであるＮＨＫの『未解決事件』は、DVD

ちょっと補足を。この編集者はドイツからの帰

と文藝春秋から書籍も出ています。私はこれを購入して

がありまして。普通の編集者はオブラートに包みます。

へ、滋賀県警の捜査一課が警戒で入っていたことが明ら

国子女ということもあるのか、少し直接的に言うところ
塩田

そのとき、「他社には絶対言うな」と、口止め

されました。その前の８作は、まったく売れませんでし
た。小説業界に逆風が吹き、初版部数が減って苦しくな
ってきました。でも、私の心が折れなかったのは、グリ
コ・森永事件を書くということが心の中にあったからで
す。この小説で勝負できるからまだ大丈夫だ、と自分に
言い聞かせていました。そして去年１月、戸井さんと、
そのドイツ人が一緒に私のところに来ました。
戸井

いや、日本人です（笑）。

チェックしました。すると当時、大津サービスエリア

かになりました。大阪府警の指揮なのですが、滋賀県警
は地元の事件なので、大阪府警に内緒で刑事を入れてい
たのです。大津サービスエリアで刑事が、不審人物を目
撃します。それはキツネ目の男だということで、ＮＨＫ
が放映していました。書籍でも確認がとれます。しか

し、そこでは、ベンチの裏に指示書を張っていたという
表記になっています。「観光案内板」と「ベンチ」と、
同じ本に違う情報が入っている。これは何だ。

『罪の声』で大きな役割を果たしていただいた、加藤
Asahi Kansai Square
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譲さんという読売新聞
の元記者がおられま

しお た

小説現代長編新人賞を受賞してデビュー

たけ し

塩田 武士さん

し、12年に退社。ほかの作品は「女神の

す。事件発生当時、大

1979年、兵庫県尼崎市生まれ。関西学院

プでした。68歳の現在

者時代の2010年、「盤上のアルファ」で

阪府警捜査一課キャッ
も取材をされて、大量

大学社会学部卒。神戸新聞社に入社。記

タクト」「ともにがんばりましょう」
「崩壊」「盤上に散る」「雪の香り」
「氷の仮面」などがある。

の資料をお持ちです。
私は何度も加藤さんに
インタビューし、この
大津のことを聞きまし
た。加藤さんは、大阪
府警はキツネ目の男の
似顔絵を85年１月に公
開するまで隠してい
た、つまり、84年11月
14日の時点では、滋賀県警の人間はキツネ目の男の似顔
絵を知らないんじゃないかと言うのです。

この後、ハウス食品事件の前日、11月13日の捜査会議

ことを聞けました。その会話を『罪の声』に、そのまま
入れています。

この小説の反響の中で一番大きいのは、どこまでがノ

メモを確認できました。そこには、キツネ目の「キ」の

ンフィクションで、どこまでがフィクションなのかわか

私は、キツネ目の男は二人いた、そして指示書は二つあ

交ぜ、フィクションは資料に基づいて、そう説明しても

字も出ていません。これはどういうことなのか。そこで
ったのではないかという仮説を立てました。小説上、矛
盾しないというところまで調べて書いています。

（大きな地図を掲げて）犯人が高速道路の上で現金奪

らないということです。私自身も驚くようなことを織り
おかしくないという確認をとって書いています。だから
リアリティを担保できたのではないかなと思います。

犯人は金を要求して、一度も奪取に成功していませ

取の攻防を繰り広げ、同時に高速道路の下でも、犯人が

ん。裏取引説もありますが、私は確認できませんでし

賀県警の機動警察隊は何も事情を知らされておらず、普

てグリコ株が暴落するとあらかじめ知っていたら、空売

草津の暗い歩道に白いライトバンを停めていました。滋
通の捜査の一環で職務質問しました。路駐している車に
横付けし、懐中電灯を運転席に当てました。すると、怪
しい男は天井を突くぐらい飛び上がって車を急発進させ
ました。機動警察隊があわてて追いかけました。

その距離3.7km。信じられないテクニックで、ブレー

た。一つ可能性として考えられるのは、社長が拉致され
りを仕掛けたらいいんです。値の高いうちに売りを仕掛
け、下がったら差額を手に入れる。そのあたりを、昭和
の仕手筋に詳しい人に聞きました。しかし、犯人が株価
操作をしていたかどうか、一切わかっていません。

作中に「ロンドンの外人買い」という表記がありま

キランプがともったのは、たった１回。真っ暗でくねく

す。国内での売買が怪しまれる場合、当時は海外の証券

で車を乗り捨てました。滋賀県警の警察無線を聴いてい

で売買を依頼しても、香港、スイスという風に売買を流

ねした道を抜けて、草津の商店街の南端にある薬局の前
たことが後に明らかになり、グリコ・森永事件の犯人の
遺留品も出てきました。犯人が乗っていたんです。

私が聞き込みに行くと、その薬局がまだありました。

今はたばこ店です。私と同世代くらいの男性が座ってい
たので、興奮して走って行き、「私はグリコ・森永事件
を小説に書いているんです。決して怪しい者ではござい
ません。当時のことを教えてください」と頼みました。

会社もしくは日本に支社を持つ外資系の証券会社に東京
していくことで足跡を消せました。当時の大蔵省も取り
締まりには及び腰だったということを経済ジャーナリス
トから聞きました。グリコの空売りは可能だということ
は、元兜町の証券マンから聞きました。犯人が株価操作
をしていたと書いてもおかしくないということで、この
物語の中で重要な役割を果たしています。

83年11月には、ビール会社のハイネケンの会長が誘拐

この薬局の前で、バーンという大きな音がした。店の

される事件も起こっています。そのあたりのヨーロッパ

いって見たら、車があった。犯人が思い切りドアを閉め

す。いろいろ調べることによって新たな発見があり、選

自動販売機が車にぶつけられたと思って起きた。走って
た音じゃないか……と男性の父親が証言していたという
４
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の動きも、グリコ・森永事件とつなげて構成していま

択肢が広がってプロットが伸びていくという経験をしま

中之島どくしょ会

した。前８作では感じられなかった充実感がありまし

当たっています。その人は一切目を合わさずに「知ら

と不気味になって、もっとリアリティが出てくるんで

思っていたときに、この筋の話が出てきた。

た。プロットよりもっと面白い情報が入ってくる。もっ
す。興奮しながら、すごい小説になるという確信があり
ました。

犯人は挑戦状で、「正月

った」「いいわけは
や

おんせんで

まかしといてと

ゆ

かるた

つく

１課長」という

ん」と言う。何回聞いても、同じことを言う。変やなと
グループの一人が大阪府警に引っ張られ、犯行現場を

連れ回されているという情報が入ります。取り調べでポ
リグラフにかけたら、真っ黒な曲線を描く。怪しい。

グリコ事件に関する秘密の暴露があることと、もう一

形で警察を揶揄します。関西人が嫌いな「お上」を揺さ

つ、キツネ目の男ときわめて似た人物が周辺にいる。取

に脅迫状を送っています。塩酸で何人を殺せるかとか、

聴取をかけるという話が入ってきます。

ぶる。陰と陽で言えば陽です。しかし、その裏で、企業
ひどいことを書いています。

材を重ねれば重ねるほど、本当に危ない。捜査員が一斉
もともと、グリコ・森永事件犯行グループの構成要因

脅迫状は、犯人が85年８月に終結宣言を出してからマ

30項目のうち、15項目ぐらいがヒットしたら相当怪しい

ジの方が鮮明に残っています。でも、私は、脅迫状が犯

ットしている。加藤さんは一斉聴取を打つ（新聞に記事

スコミが入手し始めるので、どうしても挑戦状のイメー

ということだったらしいですが、そのうち相当の数がヒ

人の本質、冷酷さを示しているのではないか、この陰と

を載せる）と決めます。東京の読売新聞には内緒、大阪

こうかつ

陽の巧みな使い分けはやはり狡猾だな、と思います。

私がグリコ・森永事件の話が書けると踏んだのには、

の読売新聞の編集局長にも内緒。最終版で打つ。

深夜に日付が変わってから整理部に打つぞと言う。そ

自分に娘がいることがありました。当時はお菓子が裸で

して載る。ハチの巣を突いたような騒ぎになる。しか

り危険」と書いていても、そんなテープはいつはがれて

きなくなります。そして、大阪府警は手を引きました。

売られていました。そこに青酸ソーダを入れる。「毒入
もおかしくありません。娘がいたずら心で食べる。もし
くは、買って食べて亡くなる。昨日まで笑ったり、遊園

し、捜査は進展しません。キツネ目の男の所在が確認で
滋賀県警は引き続き捜査をしていたようです。

この記事が載った３カ月後に「性急だった本紙報道」

地へ行ったり、わがままを言って泣いたりしていた子

という記事を加藤さんは書きました。そのことを、恥だ

ら、たまらなくなったんです。毒物を使って子どもを人

後に、自分は今でもあの筋は七割方は黒だと思っている

が、突然いなくなる。それを自分のことに置き換えた
質にとったことが、どうしても許せませんでした。

録音テープの子どもについては、今では調べようがあ

りません。それを書いて事件の本質を浮き彫りにするこ
とは、小説でしかできないんじゃないかと考えました。
実際に起こった事件を小説にするのは勇気のいることで
す。関係者がいますので。非常に苦しかったんですが、
自分の娘のことを考えたから、描くことができたんじゃ
ないかなと思います。

加藤譲さんのことをもう少し話します。

加藤さんの頭には、グリコ・森永事件の犯人を抜くこ

とが常にあって、94年３月に紙面で勝負に出たんです。
詳しい話は私が、講談社のサイト「現代ビジネス」で
つか

からということで、ずっと私に話しませんでしたが、最
と言いました。詳細はサイトを読んでください。

実際、犯人グループの構成要件を一つ一つ確認してい

くと、人前では言えないこともたくさんあります。やっ
ぱり闇深い事件だったんだなと改めて思いました。

できたとたん「大手術が必要」
そういう取材をして、小説を連載３カ月で書きまし

た。講談社が今年の３月18日、最初の事件が発生した日
に発売したいというので、朝から晩まで続けて、何とか
書きました。昨年末、戸井さんが京都の私のところへ来
てくれました。ところが、浮かない顔をしているんで

す。「いやあ、3.18は楽しみですね」と言ったら、「塩

「『かい人21面相』の影を掴んだ、執念の男の告白』」

田さん、あれは８月にしませんか」という返事が返って

さんにインタビューした資料をもとにしています。

す。

という記事に書きました。フィクションではなく、加藤
以前、大阪府警が調べていて立ち消えになった、ある

きました。「原稿、大手術が必要です」と言われるんで
「ウッソー」ですよね。本人はすごく乗って書いてい

筋が一つあって、それを再度、滋賀県警が調べている。

ますから、大幅な改稿が必要なんて、まったく予想して

店の店員、印刷業者、被害企業の取引会社が、グループ

は「歴代担当者三人が１部ずつ鉛筆を入れて送ります。

大阪市内の飲食店に出入りしているグループです。その
のフローチャートをつくったときに出てきます。

加藤さんは、この筋が浮上する前に、その内の一人に

いませんでした。険悪な雰囲気になりました。戸井さん
それで判断してもらえませんか」と言いました。

そして、送られてきた３部を見ると、確かに鋭い指摘
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が入っていました。あのドイツ人なんて「これって、面
白いの？」なんて鉛筆を入れています。そう言われると
なるほど面白くない。考えが甘い。もう少し詰めたらも

グリコ・森永事件の主な経過
（朝日新聞の紙面から）

1984年３月18日

っと面白くなるというところを鉛筆は指摘して、全部で

を把握するだけで２週間かかります」と言うと……。
戸井
塩田

それは「できれば」ということで（笑）。

出版社の怖いのは、「できれば」と言って、本

当にできへんかったら仕事が来ないというところです。
私も身構えました。そして、彼らが何を言っているのか

３月21日
４月10日
４月12日
４月16日
４月24日

をよく考えた結果、曽根俊也のパートについての指摘が
多いので、そこを一から表にしました。

５月26日

して、プロットより多いんですが、並べて、三人が何を

６月２日

曽根俊也の心理描写、入手する情報を節ごとに抜き出

言っているのか共通項を見つけ、そこからまとめ上げま
した。まとめているうちに口内炎が三つできて、治らな
いんです。すごいストレスでした。

６月22日

三人が何を言っているのか、やっとわかったのが９日

目です。そこから４日で改稿原稿を書き、計13日で返し
ました。そうしたら、向こうもプレッシャーを感じてい

７月６日
９月12日

たんでしょうね。夜中に送ったら、明け方の４時には
「よかったです」という返信がありました。

小説というのは最終的に全部、私が書くんですが、編

集者の力が本当に大きいです。ですから、私はこの作品
を一人で書いたとは、とても思えないです。取材に協力
してくれたたくさんの人もおられますし、何と言っても

のがあります。そういうときに戸井さんが「書ける、書
ける」と言って盛り立ててくれ、同時に厳しいことも言
ってくれたからできたんです。

８月２日の発売になりましたが、その前日に二人でお

酒を飲んで「怖いね。でも、もう、やれることは何もな
いよね」と話をしました。娘との会話もノンフィクショ
ンで、そのまま入れています。自分の中のものを全部出
したので、これ以上のものは書けないです。そういう風
にして、やっとこの作品ができ上がりました。おかげさ
まで非常に大きな反響をいただきまして、現在もありが

求する脅迫状見つかる

監禁先から江崎社長が自力で脱出
江崎グリコ本社などが放火される
警察庁114号事件に指定

大阪府茨木市内で濃塩酸入りポリ容器が
見つかる

犯人側が指定した大阪府豊中市のレスト
ランに女性の声で電話。国鉄高槻駅の指
定場所に犯人現れず

江崎グリコに犯人側が現金受け渡しを指
定したが、犯人現れず

江崎グリコに犯人側が現金受け渡しを指
定。大阪府寝屋川市でアベックが襲われ
る

丸大食品に脅迫状が届く。28日に現金受
け渡しを指定。電車内で捜査員が「キツ
ネ目の男」を目撃

丸大食品に２度目の現金受け渡しを指定
森永製菓に脅迫状。現金受け渡しを18日
に指定、大阪府守口市のレストランに子
どもの声で電話

京阪神と名古屋市で青酸ソーダ入り

10月７～９日

の森永製品が放置される

10月15日
11月７日
11月14日

編集の鉛筆。特に戸井さんは最初から最後まで支えてく
れました。こういう作品を書くのは、精神的に厳しいも

市の自宅から誘拐される。19日に大阪府
高槻市の電話ボックスで10億円などを要

1000カ所以上あります。戸井さんは、それを２週間で返
してくれと言うんです。「無理です。何を書いているか

江崎勝久・江崎グリコ社長が兵庫県西宮

「ビデオの男」公開

ハウス食品に１億円要求

ハウス食品との取引指定日。滋賀県栗東

町で警官がライトバンに乗った男に接触
しようとしたところ男は逃走

12月７日
1985年１月10日
１月16日

不二家に１億円要求の脅迫状

「キツネ目の男」の似顔絵公開

読売新聞大阪本社前に青酸ソーダ入りの
森永製品が放置される

２月12～13日
２月27日
３月６日
８月７日
８月12日

たいことに版を重ねて部数が伸びています。もちろん、

東京都、名古屋市で青酸ソーダ入り

の５社の菓子が放置される

森永製菓に対する「休戦状」が大阪府茨
木市の派出所で見つかる

駿河屋に脅迫状。受け渡しを８日に指定
滋賀県警前本部長が焼身自殺
「くいもんの

会社

いびるの

もお

やめや」という「終結宣言」が新聞社に
届く

初めての経験です。

1994年３月21日

届いたことがうれしいです。社会派という挑戦したいジ

1999年10月７～９日

京阪神と名古屋市の青酸菓子放置事

2000年２月12～13日

東京都、名古屋市の青酸菓子放置事

大人の読者に向けて背伸びをして書いたので、それが

ャンルでもあるので、これで一つ大きな土台ができたと
思っています。これからも背伸びしながら挑戦していき
たいなと思っております。
６
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江崎社長誘拐事件が時効

寝屋川市のアベック襲撃事件が時効
件が時効
件が時効
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中之島どくしょ会の後半では、会場から寄せら

れた質問に塩田武士さんが答えた。
Ｑ

（抄録）

本作には新聞記者時代の経験が生きていると思

います。塩田さんはどんな記者さんだったのですか。
塩田

一言で言うと、三流記者です。事件のときに

は、読売と朝日によく抜かれました。きょうは非常に
複雑な気持ちでここにおります。

「事件記者になるんじゃなかった」と思ったのが、

阪神総局での最初の泊まり勤務日でした。朝、「暴力
団の何々組でカチコミや！」と社から電話が入りまし
た。組事務所のガレージに銃弾が撃ち込まれた。幸
い、けが人はいないという。なら現場に行かんでもえ
えと思ったら、教育係のサブデスクに「大事件やない
か。すぐに行かんかい」とどなられ、現場へ行きまし
た。すると、そっち系の人15人ぐらいが、携帯電話を
手にめっちゃ怒っているんです。それでもガレージの
写真を撮らないといけない。どうしようと思っていた
ら、一瞬、その人たちがどこかへ消えたんです。

「今だ」。デジタルカメラを持ってパシャパシャ。

そのとき後ろから、肩をばっとつかまれました。白ジ
ャージのフェニックス柄、ひげを生やしたスキンヘッ
ドが立っているんです。「終わったんか」。私もジャ
ーナリストの端くれですから、ひるんではいけない。
カッと見返して「多分、載らないと思います」と言っ
たら、「ご苦労はん」。決死の覚悟で撮った写真を送

って、サブデスクに「撮れました」と電話したら、
「あ、いらんわ」と言って切られました。
Ｑ

作中のイギリスのくだりは臨場感があります。

実際に取材したのですか。
塩田

行きました。単身、自費で。前８作が売れな

かったので、そういう作家に出版社は非常に冷たいで
す。海外に行きたいなんて「どの口が言う」と。
戸井
塩田

言ってないです（笑）。

主人公の阿久津は英検準１級で、私は登場人

物になりきって取材するので、連載中に実際に英検準

１級を取得しました。1,850ぐらい単語を覚えないと
いけないんです。戸井さんから「執筆はどうですか」
と問い合わせ電話が入ると「うまいこといってます」
と言って切って、単語帳を開いて単語を覚えて。結
果、あまり話せないことが判明しました。ロンドン、
シェフィールド、ヨーク。阿久津になりきって取材し
たので、あの臨場感になっているということです。
Ｑ

作中、グリコと森永が、ギンガと萬堂という仮

カチコミ取材で冷や汗／英検準１級を取り英国取材／「社会」と向き合って書くことを決意

■ 質問に答えて ■

名になっています。その理由を教えてください。
塩田

被害企業６社のイニシャルをすべて合わせて

います。小説はあくまでもフィクションであることを
明確にしなければならないと思って仮名にしました。
Ｑ

グリコ・森永事件を題材にした小説に高村薫さ

んの「レディ・ジョーカー」がありますが、意識して
執筆したのでしょうか。
塩田

何回読み返したでしょうか。最初は大学生の

ときに読みました。グリコ・森永事件をモデルにした
傑作です。あれがあるから、ほかの作家が軽々に手を
出せなかったところはあると思います。ただ、高村さ
んはビール会社というフィクションにされています。
私はフィクションとノンフィクションの境目をあいま
いにし、挑戦状、脅迫状の文言や犯行日時、場所をそ
のまま使いました。基礎を事実で固めたのは、実際に
こういう悲しい人生を背負った子どもたちがいること
を書きたかったからです。「レディ・ジョーカー」の
重圧は、頭の中から外して書きました。
Ｑ

これまでの８作と作風ががらりと変わった印象

があります。何か理由があるのでしょうか。
塩田

本作から「社会」と向き合って書いていくよ

うに決意しました。準備に時間がかかります。考えも
深めていかないといけません。入り口からまったく違
うので、作風が変わったんじゃないでしょうか。
Ｑ

新聞記者にならなくても小説家になったと思い

ますか。子どもが小説家を目指しています。何が必要
か、どういう勉強をすればいいかアドバイスを。
塩田

本当に、記者時代の経験が生きています。10

年間の記者生活で書いたノートを100冊ぐらい、すべ

て保存しています。１年生の最初から、何の取材であ
るかと日付を全取材に入れています。この話、あの取
材は面白かったなということが、すぐ引けるようにし
ているんです。新聞記者をしていなかったら、こんな
に早くデビューできていなかったのは、間違いないと
思います。

お子さんが小説家を目指しておられる。希望があっ

て、うれしいんですけれども、私がデビューした2011

年からたった５年で、年々、逆風がひどくなって、初
版部数はどんどん下がっています。

小説家は基本的に、文芸誌等に連載して原稿料をい

ただき、出版して印税をいただき、文庫化して印税を
いただきます。原稿料が給料で、印税が一時金、ボー
ナスという感じです。でも、今は文芸誌が廃刊、休刊
になっています。大御所とか人気作家に優先的に原稿
が流れますので、私たちになかなか回ってきません。
ボーナスも、ある程度刷ってくれたら生活が成り立つ
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文庫は売り上げが、２年前は前年比6.2％減、去年

は前年比６％減と、どんどん落ちています。文庫化し
てくれないという現象が起きています。どんどん実入
りがなくなってきている。切実な問題で、出版社も何
とか打開しようとしています。

では、電子書籍はどうかというと、市場規模は紙の

10分の１です。とても生きていけません。電子で売れ
ているものは、ほとんどがコミックです。

まず我々の環境を整えないとだめなんですが、日本

国内だけでおさまる話ではないというのも一つです

し、ジャーナリズム、情報伝達の問題にも関わってき
ます。講談社で講演を聴いたんですが、アメリカでニ
ュース配信が変わってきています。フェイスブックは
怪物で、すべてが食べられるんじゃないかと今、言わ
れています。確かに、ものすごい機能を付けていま
す。小説も含め、情報を発信する職業に就きたいのな
ら、情報伝達の流れをつかんでおかないと、ついてい
けません。みなさんがどういう風にニュースを入手し
ているかを、見ておかなければなりません。

現在の日本のネットは、少し前のデータですけれど

も、85％の人がYA H O Oでニュースを見ています。先
進国では特異な状況です。ほかの国では、いろんな媒
体がもっと競っています。

この前は、ホームページという概念もなくなるとい

う話をしていました。自分のＳＮＳでログインした個
人が、プラットフォームですべてのニュースを消化し
ていく。フェイスブックにニュースを載せてもらえな
かったらお金が入ってこないということで、アメリカ
のニュース会社は頭を痛めている。ニューヨークタイ
ムスとか、全部そうらしいです。
Ｑ

いつも情報をどのように得ているのですか。

塩田

基本的には新聞です。新聞を読んで、ネット

で収集して、あと、これという雑誌、書籍を読む。あ
るいは、面白いことを書くなという人がツイッターと
かフェイスブックをしていたら、その人が更新してい
る情報をチェックします。その人が海外の面白いニュ
ースを張り付けてくれていて、だいたい訳されている
ものが多いので、そこから得ます。自分が知りたい情
報を最先端でとっている人が、どのＳＮＳを使ってい
るかをチェックします。

あとは対面ですね。会って、ニュースに流れていな

いことを教えてもらうことも大事だと思います。
戸井
塩田

小学６年生には、難しいかと思いますが。

６年生ですか。情報収集の仕方は、我々の世

代よりずっと便利になっていると思いますね。
８
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情報伝達の流れをつかめ／たくさん本読み文章にまとめよう／「お金」の書き下ろし構想中

んですが、部数がどんどん底割れしています。

今は、とにかくたくさんの本を読んでください。そ

れが基本です。インプットとアウトプットのバランス
をとることが大事。インプットしたものは考えるとい
う形で、文章にまとめることを繰り返してください。
とても役に立つと思います。
Ｑ

塩田さんの取材で新しい事実が判明して、実際

に警察が動くことはないでしょうか。
塩田

私が期待しているのは、この録音テープの子

どもが出てきてくれることです。どんな形でも、その
人がどんな人生を歩んできたのかを本当に聞きたいの
で、出てきてもらえたらありがたいですね。
Ｑ

塩田

次に書きたいテーマは何ですか。

完成している原稿は１本あるんですが、その

前に講談社で書き下ろしを１本やる予定です。『罪の
声』で一定の評価をしていただけ、「次が大事やで」
というプレッシャーがかかっております。

一つ気になっているのは「お金」です。グリコ・森

永事件が終わってから、サラ金の話がやたら多いんで
すね。放火事件の原因を突き詰めたらサラ金に借金が

あったとか、85年6月には豊田商事の会長が刺殺され
ましたし、その翌日には投資ジャーナルの会長が逮捕
されるといった形で、拝金主義者たちが闊歩する時代
に入っていきます。

そしてプラザ合意があって、為替相場をコントロー

ルしていって、公定歩合を引き下げていく。さらに、
バブル期に入っていく。いろんな闇紳士みたいな人が
出てきて、関西でもそうですけれども、アングラマー
ケットが出てきています。

そういったところに興味はありまして、書きたいも

のがあったんですが、最近、詳しいノンフィクション
が出てしまって、小説にはできないなというのもあっ
て……。いろいろな経済事件が出ていて、お金に関す
ることなので、もちろん株もそうですけれども、詐欺
というところも注目して見ています。その辺りの時系
列を整え、登場人物を誰にするのかというところも考
えていかないといけないので、どうお金を切り取るか
ということで困っているのが現状です。
戸井
塩田

（出版は）来年ぐらいですね。

プレッシャーがすごいんですが、書き下ろし

なので、集中的に原稿を書く感じになると思います。
Ｑ

塩田

これからも関西弁で書いていくのですか。

もちろん。私は関西に住み続けます。関西は

面白いところがたくさんあります。文化も多様です。
人が面白くて好きなので、関西の物語を書いていきま
す。私にとっての標準語は関西弁なので、それで書く
のが一番楽ですし、基本だと思っています。

持ち帰れます。
ドングリアート

「となりのトトロ」をイメージしたミニこけ

阪神工場からは、兵庫県のほぼ全域に、朝日

し＝写真。朝日新聞阪神工場（〒663-8142 兵庫

新聞の朝夕刊をお届けしています。2006年夏に

係が、工場の周りに植わったマテバシイのドン

ともに歩む」をモットーに、読者参加のさまざ

県西宮市鳴尾浜3-9-5 ☎ 0798-45-1043）の見学
グリを拾ってつくりました。目や口を油性マー
カーで描き、木の葉の形に切った色紙をおでこ
に張り付けてできあがり。一つずつ形や表情が
違います。同工場を見学に訪れた人たちに、記
念に自由に持ち帰っていただいています。

完成して今年、10周年を迎えました。「地域と
まな催しを企画し、これまでに９万人を超す見
学者を受け入れてきました。全国に27ある朝日
新聞を印刷する工場の中でトップ級です。

手づくりの小さなアートにも、そうした読者

ファーストの思いを込めています。

花を

訪ねて

街でこんなに拾えたよ

ドングリいろいろ

ブナ科

花言葉：永遠の愛 も･てなし 他

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

子ども心に帰ってドングリ（団栗）拾いをした。

少し難しく言うと、ブナ科のコナラ属、シイ属、マ
テバシイ属などの実の総称。身近にある公園や街路

いる。朽ち葉色の殻に入ったまま落ちることが多い
ので、なかなか見つけにくい。クリに似た味がして
食用になる。丸い実のツブラジイ⑥もたまにある。
マテバシイ⑦はスダジイをそのまま大きくしたよ

を歩くだけで、いろんな種類に出会えた。

うな形で、明るい褐色。暖地性で葉も大きい。

落葉性で葉の色形も樹形も似ているが、実の形で見

丸く、先がわずかにとがっている。⑧はアラカシ。

身。ナラガシワ④はコナラに似て、やや丸く大型。

だけでは、ほとんど見分けがつかない。木が備長炭

クヌギ①とコナラ③は、雑木林の代表的な木だ。

分けがつく。アベマキ②はクヌギに似て、やや細
ただしどちらも、個体差があって見分けにくい。

以下は常緑樹。スダジイ⑤は小粒で先がとがって

カシ類の実は、秋が深まってから落ちる。小粒で

シラカシ、アカガシ、ウラジロガシも似ていて、実
びんちょう

の原料になるウバメガシ⑨は粒が少し大きく、ラグ
ビーボールのような楕円形をしている。
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大阪府豊中市・服部緑地公園ほかで採集

今月は花をお休みして、木の実の話。

９

できたよ!本の帯
小学生が児童書の表紙に巻く「帯」をデザインする第
12回大阪こども「本の帯創作コンクール」（大阪読書推
進会、朝日新聞大阪本社主催）の表彰式が11月12日、大
阪市中央区のエル・おおさか（大阪府立労働センター）
であり、その様子を13日付の朝日新聞朝刊社会面と大阪
地域面で紹介しました。

今年は全国14都府県の265小学校から１万1394点もの

創作コンクール優秀作を表彰
応募があり、表彰式には入賞者103人のうち96人と家族

が出席。審査を担当した大阪読書推進会長の宮川健郎・
武蔵野大学文学部教授が「帯には皆さんが本から受け取
った面白さやメッセージが絵や言葉で表されていた。楽
しく選ばせていただいた」とあいさつ。受賞者を代表

し、大阪府知事賞（課題図書・高学年）を受賞した大阪
府茨木市立沢池小５年の山本凛桜さんが「本屋さんで本

●
大阪府知事賞

低学年の部＝春名咲良さん

▶課題図書『やだやだベティ』（鈴木出版）

中学年の部＝古沢啓子さん

▶課題図書『フランシスさん、森をえがく』（くもん出版）

●
高学年の部＝山本凜桜さん

▶課題図書『巣のはなし くふういっぱいの､いきものたちのいえ』（ほるぷ出版）

▶課題図書『だいすきなパパへ』（あすなろ書房）

朝日新聞社賞

中学年の部＝明松
瞳さん ▶課題図
書『ルイージとい
じわるなへいたい
さん』 徳(間書店 )

●

低学年の部＝門田結衣花さん

●
高学年の部＝小林史人さん
１０ 2016.12

▶課題図書『神々と戦士たちⅠ
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青銅の短剣』（あすなろ書房）

本の帯創作コンクール

▲表彰式に集った入賞者と家族のみなさん＝

の帯を見ているとどれも読みたい気分になる。これから
もたくさんの本と出会って、いっぱい感動したいです」
と感謝の言葉を述べました。

した高齢女性もおられ、売る方も買う方も笑顔でした。
入賞者には、表彰前に撮った全員の写真を掲載した朝

「フランシスさん、森をえがく」で大阪府知事賞（課

日新聞号外も２部ずつ持ち帰っていただいたほか、上位

さんは「想像をふくらませながら描くのが楽しかった」

の贈り物」として学校に５部ずつ郵送しました。府知事

題図書・中学年）を受賞した関西創価小３年の古沢啓子
と取材に話してくれました。

課題図書部門の府知事賞、朝日新聞社賞、大阪国際児

童文学振興財団賞の計９点は印刷されて本に巻かれ、府
書店商業組合加盟店に並びました。表彰式当日は入賞作
品が展示されたエル・おおさか10階別室前でも販売さ

入賞者には個別の表彰写真入り特別号外も「サプライズ
賞の古沢啓子さんから「また賞がとれるようにたくさん
本を読んで頑張ります！」と電話があり、お母様からも
丁寧なお礼の言葉をいただきました。こちらが驚き、感
激しました。

（朝日新聞大阪本社社会部 大阪版編集長

鎌内 勇樹）

受賞されたみなさん （▽は課題図書部門、▼は自由図書部門。原則として朝日新聞の字体で表記しました）

月

11

日、大阪市中央区

12

れ、「どれも素晴らしい。全種類買うわ」と９冊を購入

【大阪府知事賞】▽大阪市立焼野小２年 春名咲良▽関西創価小３
古沢啓子▽茨木市立沢池小５年 山本凜桜▼大阪市立関目東小１
加藤壮亮
【朝日新聞社賞】▽大阪聖母学院小２年 門田結衣花▽泉佐野市立
日根野小４年 明松瞳▽茨木市立太田小６年 小林史人▼河内長野市
立高向小６年 曽和煌篤
【大阪国際児童文学振興財団賞】▽枚方市立東香里小２年 丹治歩
美▽島本町立第一小３年 矢野冬真▽島本町立第三小５年 平田響花
▼大阪信愛女学院小３年 舟越杏
【大阪出版協会賞】▽守口市立寺方小２年 石田姫菜▽追手門学院
小３年 沢田健▽吹田市立吹田南小５年 油田英之▼阪南市立朝日小
６年 須藤綾音
【大阪府書店商業組合賞】▽豊中市立西丘小２年 長優乃▽枚方市
立樟葉小４年 久保田絢▽羽曳野市立古市小６年 岡崎沙良▼大教大
付属天王寺小６年 加藤貴士
【大阪市長賞】▽大教大付属天王寺小１年 中島康貴▽市立扇町小
４年 但馬あかね▽大教大付属天王寺小５年 木下紗綾▼市立大桐小
４年 笹山青葉 【堺市長賞】▽賢明学院小２年 小久江桜子▽市立
浜寺小４年 隅野理子▽市立御池台小６年 大石遼平▼賢明学院小３
年 高坂凜 【豊中市教委賞】▽市立西丘小２年 藤本葵衣▽同小
４年 桜井元揮▽同小６年 杉浦慈佳▼市立緑地小６年 原田寧花
【池田市長賞】▽市立神田小４年 柏原有花 【箕面市長賞】▽市立
北小５年 寺本光希 【豊能町長賞】▽町立東能勢小５年 嵯峨山恭
平 【吹田市長賞】▽市立山手小１年 市冨陽向▽同小４年 市冨悠
生▽市立片山小５年 中尾彰太郎▼市立吹田第六小５年 服部つぐみ
【摂津市長賞】▼市立千里丘小６年 村沢美羽 【茨木市長賞】▽市
立天王小２年 根川結衣▽市立西小４年 浮田藍子▽同小５年 浅田
詩子▼市立春日小４年 神吉彩花 【高槻市長賞】▽市立桃園小１年
峯本芽生▽市立桜台小４年 奥井咲来▽同小５年 宇井麻央 【島本
町長賞】▽町立第一小１年 矢野陽介▽同小６年 谷地杏▼町立第三
小４年 植つぐみ 【守口市長賞】▽市立守口小１年 毛田遙怜▽市
立よつば小３年 武久茉由▽市立佐太小６年 山本颯太▼市立さつき
学園６年 八田早恵 【寝屋川市長賞】▽大阪聖母学院小２年 松宮
詩珠▽同小４年 石川愛里▽市立成美小６年 禰占彩絵▼大阪聖母学
年
年

院小３年 三宅百合子 【枚方市長賞】▽市立東香里小２年 岡本琉
聖▽関西創価小３年 森七華▽市立春日小５年 池口心優▼関西創価
小３年 波多美空 【四條畷市長賞】▽市立くすのき小２年 村山稔
貴▽市立四條畷小４年 田村夏香▼市立田原小５年 ウールト・チェ
ンベ 【東大阪市長賞】▽市立玉串小５年 田中宏樹 【羽曳野市長
賞】▽市立古市小６年 岡崎まりん▼市立白鳥小３年 安藤亨 【河
内長野市長賞】▽市立美加の台小２年 岸部佑哉▽市立長野小３年
小沢未來▽同小６年 小沢永朋▼市立川上小３年 中野真理子 【和
泉市教委賞】▽市立光明台南小４年 桑原侑愛▽同小５年 田辺陽帆
▼市立南横山小４年 塩田南風 【高石市長賞】▽市立加茂小６年
松村紗知 【岸和田市長賞】▽市立東光小２年 寺内花菜子▽同小５
年 大前和輝▼同小６年 村上楓果 【泉佐野市長賞】▽市立日根野
小５年 梶野友貴 【阪南市長賞】▽市立西鳥取小５年 礒部結唯▼
市立朝日小２年 北出瑞花
【あすなろ書房賞】大阪市立焼野小６年 外尾直人 【金の星社
賞】堺市立五箇荘東小６年 寺井愛海 【くもん出版賞】大阪市立関
目東小１年 相原陽真 【小峰書店賞】豊中市立緑地小１年 佐々木
つかさ 【小学館賞】大阪市立九条南小３年 森海統 【新日本出版
社賞】茨木市立茨木小４年 宮下慶大 【鈴木出版賞】大阪市立三
国小２年 北野友里華 【汐文社賞】守口市立佐太小５年 田中海
羽 【徳間書店賞】大教大付属天王寺小４年 水谷玲大 【ＢＬ出版
賞】寝屋川市立和光小６年 橋本春菜 【ほるぷ出版賞】大教大付属
天王寺小５年 井上ゆら 【理論社賞】大阪市立神津小５年 堺萌子
【童心社賞】大教大付属天王寺小１年 古川結菜 【東京書籍賞】大
阪市立焼野小４年 西井奏穂
【朝日新聞神戸総局長賞】兵庫県尼崎市立園田南小３年 真野恵理
菜 【朝日新聞横浜総局長賞】横浜市立六つ川小３年 松本さくら
【朝日新聞大津総局長賞】滋賀県草津市立草津第二小４年 岡本真優
【朝日新聞和歌山総局長賞】和歌山県岩出市立上岩出小３年 渡辺敦
紀 【朝日新聞静岡総局長賞】静岡市立番町小５年 小森美愛 【朝
日新聞東京総局長賞】東京都国分寺市立第四小４年 永島栞花 【朝
日新聞岐阜総局長賞】岐阜市立島小５年 藤岡妃奈乃 【朝日新聞さ
いたま総局長賞】埼玉県朝霞市立朝霞第四小６年 会田桃子 【朝日
新聞熊本総局長賞】熊本県合志市立西合志東小３年 小河百合
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会員・読者からの寄稿

文化ジャーナリスト

キルギスタンの発掘現場に設けられたキャンプでの加

藤九祚さん（前列中央。左隣は筆者）＝１９９７年

発掘地での最期、まさに本懐

半世紀経てなほシベリア想いつつ熱砂の下に仏跡掘る日々

加藤九祚一人雑誌『アイハヌム２００１』の「中央アジア雑感」より

加藤九祚さんの偉業を偲ぶ

白鳥 正夫

シルクロードの要衝の地、ウズベキスタンで遺跡の発掘調査を続けていた考古学者で
きゅうぞう

文化人類学者の加藤九祚さんが、発掘のため訪れていた南部・テルメズの病院で日本時
間の９月12日未明、亡くなった。94歳だった。1976年に『天の蛇
おさらぎ

ニコライ・ネフスキ

みなかた

ーの生涯』で大佛次郎賞を、99年に長年にわたるシルクロードなどの幅広い研究で南方

くまぐす

熊楠賞を受賞。さらに日本との友好交流への尽力が評価され、2002年にはウズベキスタ
のこ

ン共和国政府から「ドストリク」（友好）勲章を受けた。数々の業績を遺された加藤さ
こう

ぎ

しの

んに、私は20年来の厚誼をいただき、多くの教示を得た。「加藤九祚先生を偲ぶ会」が
11月３日、東京・新宿のＪＩＣＡ地球ひろばで催されたので駆けつけた。心から哀悼の
意を捧げ、生前の画像や思い出を紹介するとともに、その偉業の足跡を記す。

人柄懐かしみ、400人以上集う
今年90歳になった奥さんの定子さんをお迎えしての偲

ぶ会では、加藤さんが所属や関係の深かった国立民族学

ウズベキスタン共和国特命全権大使のほか、小池百合子
・東京都知事や中山恭子・日本のこころを大切にする党
代表ら各界から400人以上の方が集った。後方には立た
きゅうきょ

れている方もいて、急遽第二会場が用意された。多くの

博物館はじめ相愛大学、創価大学、立正大学や薬師寺な

人から愛された加藤さんの人柄が偲ばれる会だった。

教授が務めた。会場にはファルフ・トゥルスノフ・駐日

瓶を持つ笑顔の加藤さんの写真が飾られていた。平凡社

どの関係者が発起人となり、代表は前田耕作和光大名誉

会場正面には、2011年の翻訳出版記念会でウォッカの
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偲ぶ会に参加した人たち。

月３日、筆者撮影

１２ 2016.12

小池百合子・東京都知事の

姿も＝
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の編集部時代、国立民族学博物館時代の仲間や、出版さ

し、陸軍工兵学校を経て、兵科見習士官として関東軍混

った多彩な人々が思い出を語った。中でも加藤さんと一

属し、45年８月に派遣先の旧満州東南部の敦化で敗戦を

れた書籍の関係者、ウズベキスタンの代表者ら交流のあ
緒にシベリアに抑留されていた92歳の方が、当時の思い
出を披露し印象深かった。いずれの方も、底抜けに明る
く笑顔の絶えない加藤さんの人柄を懐かしんでいた。

私が初めて加藤さんとお会いしたのは1997年６月だっ

た。朝日新聞社創刊120周年記念の「シルクロード

三

蔵法師の道」プロジェクトの学術調査団の派遣を控え、
中央アジアの情勢などについて教えを請うために訪れ
た。現地での豊富な経験と人脈を持つ加

成第101連隊に、次いで第１方面軍139師団工兵大隊に所
とん か

迎え、ソ連軍の捕虜となった。抑留され、東部シベリア
（主としてイルクーツク州）の収容所を転々とし、50年
４月17日、引き揚げ船の明優丸で帰国するまで、ほぼ５
年近くの拘束生活を余儀なくされた。

人生にとってもっとも活動的といえる23歳から28歳に

かけて抑留されたが、加藤さんは自分の置かれている状
況を知りたいと、ハルピンで入手した捕虜尋問用の『日
露対訳会話集 ロシア語』やロシア語の

藤さんから、受け入れ研究機関や遺跡な

教科書などをテキストに猛勉強し、徐々

どの適切な情報を教えていただいた。

にロシア語を習得した。自由な時間を活

その１カ月半後に、キルギスのビシケ

用しての独学だ。まさに加藤さんの真骨

クとトクマクの間に位置するクラスナヤ

頂であるプラス思考で、シベリア抑留生

レーチカにある仏教遺跡の発掘現場で再

活を「国費留学」と受け止め、逆に体験
を生かそううと考えたのだ。こうした厳

会した。私は調査団員の一人としてこの

しい体験を通して、弱者への思いやり

地に赴き、加藤さんから発掘した遺構の

きずな

案内や出土物の説明をしていただいた。

や、人との縁や絆を大切にする人間とし

加藤さんは、自弁で発掘に当たってい

ての生き方にまで影響したといえるので

日中35度を超えていた。こんなに日本か

帰国後の53年、アルバイトをしながら

た。この時、75歳だった。現地の気温は

はなかろうか。

ら離れた異境の地で地道な発掘作業を続
けている姿に心を打たれた。この遺跡で

上智大学文学部ドイツ文学科を卒業し平

は、私たちが見たのとは別の場所で、大

2002年に贈られたウズベキ

発見されていた。だが、こうした発見に

た加藤九祚さん＝2008年､

ね はん

涅槃像を有する仏教寺院址や壁画などが

遭遇することは稀で、ほとんど毎日が土
と向き合う孤独な闘いだ。

スタンの勲章を胸に正装し
奥野浩司さん撮影

日本からの久々の客人たちということで、現地の学者

凡社に勤務する。上智大学の非常勤講師
などを経て75年から86年まで国立民族学
博物館教授として、シベリアの歴史と文
化の研究に携わる。定年後さらに98年ま
で相愛大学と創価大学でシベリアや中央
アジアの文化史の研究を重ねる。

創価大学では、加藤さんの提案によってシルクロード

らとも交歓でき、テントの中でスイカをごちそうになっ

の学術研究調査に乗り出すことになった。ソ連の支配下

という「あざみの歌」を歌ってくれた。「山には山の愁

いた。89年にウズベク共和国ハムザ記念芸術学研究所と

た＝前ページの写真参照。別れ際に加藤さんは、十八番
いあり

海には海の悲しみや……秘めたる夢をひとすじ

に……あざみに深きわが想い」。歌声はとても味わいが
あり、ロマンあふれる老学者の姿に私は酔いしれた。

抑留体験を生かし研究と実践
加藤さんの旧ソ連邦下のフィールド活動には、運命的

ともいえる４年８カ月に及んだシベリア抑留体験が密接
につながっている。1922年に韓国慶尚北道で生まれた加
藤さんは、日本で働いていた兄を頼って山口県宇部市立
上宇部小学校へ。私立長門工業学校を卒業後、宇部鉄工

にあったウズベキスタンに調査すべき仏教遺跡が残って
の間に協定を結び、遺跡調査を開始した。

北方ユーラシア民族学が専門の加藤さんは、図らずも

日本側の調査団長として中央アジアで遺跡の発掘にかか
わることになったのだ。「考古学こそ、新しい発見の実
践」が加藤さんの持論であったからだ。65歳を過ぎてか
らの思い切った転進だった。98年３月、創価大学を定年
退職したが、現地に踏みとどまった。考古学は息の長い
仕事で、ますますのめり込み、ライフワークとなったわ
けで、長い老後の大きな目標でもあった。

自費でキルギスの発掘に取り組んでいた時、親密なウ

所の工員や小学校の代用教員を務める。

ズベク人学者からカラテパ遺跡で共同発掘調査を、との

予科を仮卒業、翌年１月、工兵第２連隊（仙台）に入隊

ダリヤ川右岸のほとりに所在し、仏教伝来ルートで西ト

高等学校入学者検定試験を経て、43年12月に上智大学

声がかった。カラテパはアフガンとの国境を流れるアム

Asahi Kansai Square

2016.12

１３

視点／私点

このチャンスを生かさないわけにはいきませ
ん。資金のことは二の次でした」と述懐する。
現地ではテルメズ2500年祭を控え、考古新発見
への機運が高まっていた。

98年３月末、加藤さんはついにカラテパで10
数メートルを超える方形の巨大なストゥーパ
（仏塔）を掘り当てた。「幸運でした。発掘開
始から３日目に、ストゥーパの一部が確認でき
たのです」と誇らしげに語った。４世紀前後に

築造された主塔で、７世紀にこの地を通過した玄奘三蔵

加藤さんらが発掘したウズベキス

「せっかく白羽の矢を立てられたのですから、

タン、カラテパ遺跡のストゥーパ

基壇＝２００１年、筆者撮影

ルキスタン最大の寺院址だった。加藤さんは、

５年間かけて発掘した文物を中心とする105点は、文

も仰ぎ見、立ち寄った可能性が高い一大発見だった。

字どおり本邦初公開だった。加藤さんは「こうした仏像

報道で、加藤さんは今後の発掘に期待を込めて語ってい

群の破片と考えられます。自分が掘り出したもので、展

「今度ばかりは学界に貢献できそうだ」。当時の新聞

る。資料の乏しい中央アジアの仏教遺跡解明に大きく寄
与し、さらに周辺部の発掘調査の継続が望まれた。しか
し退職後は援助してくれる企業や機関は見つからず、自
費でやりくりするほかなかった。

は仏陀の生涯のある場面を表現する柱頭に飾られた彫刻
覧会ができるなんて、めったにあることではありませ

ん」と手放しで喜んだ。私にとっても、加藤さんの願い
をかなえられたことは忘れられない思い出となった。

生前の加藤さんと最後にお会いしたのは昨年11月末、

そんな話を聞きつけた奈良の薬師寺が支援に乗り出し

天理大学だった。創立90周年記念の特別展示「悲劇の天

の遺跡であることが決め手となった。資金集めのための

ストに招かれ、ネフスキーの思い出と自らの人生も振り

た。玄奘と縁の深い薬師寺にとって、玄奘が旅した途上
後援会をつくり、事務局を寺内に設置した。

98年11月には、「テルメズ（中央アジア）仏跡発掘調

才言語学者ネフスキー」にちなんでの講演会だった。ゲ
返り話した。

加藤さんは、ネフスキーの生涯を調べようと思い立っ

査後援会」が発足した。会長は作家の井上靖さんの夫人

た動機について、『天の蛇

られた。外国での仏教遺跡調査をこのような草の根の募

もできない有為転変、さらには20世紀前半の人類の多く

ふみさんが、靖さんと加藤さんの交流もあって引き受け
金によって支援しようという例は、極めて稀なことだ。
初年度には予想を上回る約1300万円の寄付が集まった。
会員も500人を上回っていた。経費は発掘の状況によっ

て１回の調査に300～350万円かかる時もあれば、100万
円に満たない時もある。発足後15年を経てなお会員数は
約350人で、調査はその募金でまかなわれてきた。

2014年、立正大学法華経文化研究所が発掘に乗り出す
ことになり、ウズベキスタンと５年契約を結んだ。橋渡
しの加藤さんは顧問に就き、薬師寺の基金も引き継がれ

た。加藤さんは今年も８月17日にウズベキスタンを訪
れ、９月３日に同大学の学術調査隊顧問として現地入り
したが、体調を崩し、７日から入院していたのだった。

非業の親日学者の生涯に共感
私は加藤さんの悲願ともいえた発掘成果の展覧会の開

ニコライ・ネフスキーの生

涯』の「はしがき」に、《個人の意志ではどうすること
が経験せざるをえなかった悲劇の一典型を見た》と書き
留めていた。戦争が終わっても理不尽な捕虜となり、シ
ベリアに抑留された体験を持つ加藤さんは、戦時下の軍
部の弾圧によって非業の死を遂げた親日学者ネフスキー
に共感しつつ関心を抱き続けたのであろう。

私はこうした加藤さんの生き方について、『シルクロ

ードの現代日本人列伝』（三五館）で取り上げた。その
取材で14年２月、東京・吉祥寺の加藤さんの仕事場を訪
れた。深夜、二人で一升瓶を飲み干しての別れ際、加藤
さんに今後の調査のことを聞いた。「先のことは分かり
ません。この年になると、今年も行けるかな。それだけ
ですよ。来年も、次の年も、そう言えれば幸せですね」
と淡々と語り、握手を求められた。老学者の熱い胸のう
ちが伝わってくる思いがした。

冒頭に紹介した短歌一首に込められた信条は、中央ア

催を企画し、薬師寺と朝日新聞社の主催で実現にこぎつ

ジアでの発掘に携わり、そこに自分の骨を埋めてもの心

から12月にかけて、副題に「加藤九祚のシルクロード」

とって、発掘の地での死は、まさに本懐であったのでは

けた。「ウズベキスタン考古学新発見展」は2002年９月
と銘打って、東京・奈良・福岡の３都市を巡回した。
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意気が感じられる。そうした生き方を貫いた加藤さんに
なかろうか。

イベント・出版等の情報

日、京都市南区

自宅の書院造り床の間に掛けた山水画を見学者に説明する伊藤

月

22

正人さん（右端）。このように毎年春と秋、コレクションの江

戸絵画や人形を飾って公開している＝
10

京町家に暮らす愉しさを本にしました
大阪市立大学名誉教授

伊藤 正人さんから

昭和初期建築の京町家を京都市景観・まちづくりセン

ター（まちセン）の助成を受けて改修

験した町家の取得から再生、そして暮らしまでをまとめ
たものであり、建築を人との関わりとして捉える新たな
アプローチ、行動建築学の一つの実践でもある。

本書では、町家再生を実践する中で明

し、住みだしてから約５年が経過した。

らかになる、町家の再生にまつわる光と

るが、毎年1,000軒ほどが解体され、消

視点を提示している。また、現代では忘

町家は、市内に約48,000軒あるといわれ
滅しているのが現状である。京都市も町
家の保全に力を入れるようにはなった

が、問題解決の妙案はないようである。
こうした現状に対して、これまで幾度

か関西スクエア会報において、京都の景
観の一翼を担う京町家の再生と保存の意
義を述べてきた（「住んでこその価値と

魅力：京町家を楽しむ」＝2014年９月

号、「次々に解体される町家：京都の景

影の部分にも言及し、町家再生の新たな
れられがちな、四季の移ろいを肌で感じ
る日本人の感性のすばらしさを町家暮ら
しの中に見いだし、それらを愉しむこと
を通して、住んでこその町家の魅力と価
値を実感できることを示している。暮ら
すことこそが最良の町家の保全であると
いう視点からの、町家の再生と暮らしの
ガイドブックとなっている。

町家の保全には、町家をレストランや

観の危機的状況」＝2016年４月号）が、このほど、この

カフェ、あるいは宿泊施設として再生することも一案で

科「人文選書」の一冊として出版することが出来た。

改修を行い、所有者が住み続けることこそが町家保全の

ような思いを本にまとめ、大阪市立大学大学院文学研究
たの

『京町家を愉しむ：行動建築学から見る町家の再生と暮

らし』（和泉書院、2016年、1,200円＋税、四六判、114
㌻、ISBN978-4-7576-0814-6）＝写真。これは、私が体

はあるが、現代生活に適合しつつも町家の風情を残した
基本であると思う。本書を通して、町家暮らしの中に見
いだす四季の移ろいを肌で感じる感性のすばらしさを再
発見する機会になればと願っている。
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とぴっく・ナウ

『高校古文 こういう話』
知的シゲキBooks ２冊目です
「これで勉強すればよかったかも〜〜。

ごめんなさ

い。これは参考書や教材ではありません、『高校で習う
古文のお話はこんな内容です』って、わかりやすく紹介
しようと、著者がブログに書きためた漫画とコラムを１
冊の本にまとめました。さ

税、Ｂ６判、192㌻、ISBN：978-4-908717-01-７。（雅）

魅力を最大限に生かす装いと
優雅な中国茶会
中国茶教室「茶遊サロン」代表

前田 久美子さんから

初めてファッション＆中国茶のコラボレーションセミナー

あ、素敵な古文の世界をご

を開催します。私らしさを大事に個々の魅力を引き出すファ

一 緒 に！」（ 本 の 帯 の コ

ッションセミナーと、五感を磨く若返り春美人の台湾茶・中

ピーより）。

国茶を楽しみましょう。カラー講座はいち早く2017年のトレ

個人指導塾の講師とイラ

ンドをお教えします。

ストレーターをしていた著

中国茶講座は初めて飲

者の柴田純子さんは、生徒

む方のために茶の歴史

から「試験範囲の古文が、

や茶器や楽しみ方、お
い

現代語訳を読んでも内容が

いしい中国茶の淹 れ方

わからない」と相談を受け

実践も取り交ぜたいと

た。「この作品はこういう

話だよ」と漫画に描いて配ったところ、思った以上の反
響があった。2007年からは本と同タイトルのブログを始
めて原稿に描き直し、出版の構想を温めたという。
ちご

「児 のそら寝」（宇治拾遺物語）、「うつくしきも
こうみょう

思っています。

◇講師

前田久美子

稲浜恵美（パ

ーソナルスタイリス
ト）

の」（枕草子）、「高 名の木登り」（徒然草）、「芥

◇とき

れた古典文学から、古語と現代語の表現や意味の違い

◇ところ

川」（伊勢物語）、「競べ弓」（大鏡）……。よく知ら
や、説話の意味するところなどを、ときに男女の仲の機
微を交えて解説している。高校生だけでなく、「今さら

2017年１月27

日（金）13時～15時半

リーガロイヤルホテル・ゴールデンルーム

（ウエストウイング２階
之 島5-3-68）

〒530-0005 大阪市北区中

※京阪中之島線中之島駅すぐ

人に聞けない」大人も楽しめる読み物だ。

◇受講料

藤弘樹著）に続くケイエスティープロダクション（時岡

◇お申し込み、お問い合わせ先

本誌10月号（No.185）で紹介した『賢人の雑学』（佐

伸行・代表取締役

〒604-0866 京都市中京区両替町通

丸太町下ル西方寺町160-2

☎ 075-708-5304

FAX 075-

708-5314）の「知的シゲキBooks」の２冊目。1,200円＋

左右のページを見開きで
本誌をさらに読みやすく
本誌は毎号、関西スクエアのホームページ http://

www.kansai-square.com に載せて公開しています。ブ
ラウザ・ソフトでページにアクセスし、各号の記事

下にある「詳細はコチラ」「ＰＤＦをダウンロー
ド」のボタンを順にクイックするとご覧いただけま
す。このファイルをパソコンに保存し、次のように
すると、より読みやすく楽しんでいただけます。
１６ 2016.12
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7,000円（中国茶とお菓子付・テキスト・税

・サービス料込）

リーガロイヤルホテル

エコール ド ロイヤル（☎ 06-6441-2938＝直通
06-6448-0903

受付時間９時半～17時、日祝休）

FAX

インターネット予約 http://www.rihga.co.jp/osaka/culture
スマートフォンやタブレットでも読めますが、で

きるだけワイド画面のパソコンをご用意ください。
アクロバット

保存したファイルを A crobat 等のＰＤＦ表示ソフト

で開きます。画面の上にある「表示」メニューから
「ページ表示」を開き、「見開きページ」と「見開
きページ表示で表紙を表示」の欄にチェックを入れ
ます。会報の偶数ページが左、奇数ページが右に表
示され、ワイド展開した記事や写真がつながり、紙
の雑誌を開いたように自然な感じでお読みいただけ
るようになります。Ａ３判両面印刷に対応したプリ
ンターで、冊子として印刷することもできます。

とぴっく・ナウ

「21世紀の茶室」入選作品を展示しております
同志社大学教授・同大学茶文化研究センター長

佐伯 順子さんから

同志社大学京都と茶文化研究センターは、校租・新島

～17時（入館16時

をいかし、京都の行政、茶に関わる産業、メディアな

日＝月曜＆祝日、

襄の妻・八重が、明治期、女性に茶を広めた歴史的背景

半まで） ※閉館

ど、産学官の積極的な連携を図りながら、京都から日本

12月４日（日）、

の茶文化を発信するべく、活動を続けてまいりました。

25日（日）、12月

このたび、その節目となる企画といたしまして、京

29日（木）～１月

りゅうれい

都を発祥の地とする「立礼」のための茶室デザインの国
際コンペティション「21世紀の茶室」を実施いたしまし
たところ、国内外から多数の斬新な作品がよせられ、こ
のたび、そのうちの入選作20点を展示しております。

５日（木）、１月
８日（日）

◇ところ

学今出川キャンパス内

会期中の12月10日（土）には、上位６作品の順位を

文化の、伝統と革新を融合した新たな可能性を、日本の
茶文化を通じて感じていただければ幸いでございます。
◇とき

都市上京区今出川通烏丸東入 ☎ 075-251-2716 http:/

harris.doshisha.ac.jp）

本展を通じて、グローバル化する京都のおもてなし

◇入場無料
◇主催

時半まで）

同志社大学 京都と茶文化研究センター

世紀の茶室』」の記事を掲載しました。

朝日カルチャーセンター
6222-5222

※地下鉄烏丸線今出川駅すぐ

◆本誌10月号（No.185）に「国際コンペティション『21

11月10日（木）～2017年１月14日（土）、各10

朝日カルチャーセンター中之島教室

ハリス理化学館同志社ギャラ

リー１階常設展示室「同志社の今」（〒602-8580 京

決定するプレゼンテーションと公開審査を実施し、2017
年には東京展も開催いたします（２月20～25日）。

同志社大

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
休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

☎ 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。

欧州におけるテロリズムと移民・難民問題
立命館大学国際関係学部教授

末近 浩太

フランス、ベルギー、ドイツなど、欧州各国でのテロ

リズムの拡散がとまりません。その背景には、中東から
の大量の移民・難民の流入や過激派組織「イスラーム国
（ＩＳ）」の勢力拡大がありますが、他方で、イスラー
ム教徒への偏見や差別がテロリズムを助長している現実

一年で学ぶ 奈良時代
阪南大学教授
『奈良時代一周

もあります。どうしたらこの悪循環を
とめることができるのでしょうか。欧
州と中東を文字通り「地続きの空間」
と捉えながら、この問題を考えてみた
いと思います。
◇とき

◇受講料

2017年１月21日（土）16時～17時半
カルチャー会員 2,808円、一般 3,240円

～歴史、人物、文化を知る
きたむら

た

か

し

来村 多加史

まほろばを歩く』（ＮＨＫ出版）

を著した講師が、奈良時代の歴史やエピソードを語り

ます。710年の平城京遷都以降、長屋王の変、東大寺建

立、恵美押勝の乱、宇佐八幡宮神託事件、そして、長岡
京への遷都など、波乱に富んだ75年間の歴史に加え、当

時の文化、貴族と庶民の生活、代表的な人物と文学など

も解説します。2017年１月から始まる
１年間コースです。
◇とき・テーマ

各回10時半～12時

・１月24日（火）藤原京から平城京へ
・２月28日（火）遣唐使たちの渡航と
帰国

・３月28日（火）藤原不比等の登場と光明皇后の誕生
◇受講料

カルチャー会員 8,748円、一般 9,720円
Asahi Kansai Square
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一般社団法人 大阪倶楽部

（代）
6231-8361

osaka-club.or.jpホームページ

大阪市中央区今橋４ ４- - ☎ 06： jimukyoku@
E-mail

FAX 06-6231-8365

http://www.osaka-club.or.jp
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都会にたたずむ親密な
「居場所」
大阪倶楽部
会員制の社交クラブなんて、自分

には無縁な高根の花と思っていた。
この建物に入ってみるまでは。

場コーナー、新刊書や新聞・雑誌を
読める図書室、談話室……。
じゅうたん

赤絨毯と木目調の内装は、虚飾を

渋い色の素焼きタイルの外壁。正

排して重厚・簡素。ステンドグラス

石柱と、イスラム風アーチが並ぶ。

な仕掛けは何もない。ただ、ほっこ

面にトーテムポール風装飾を施した
人々が三三五五、楽しげに語らいな
がら出入りする。その前を通りかか
るたび、気にはなっていた。

――中には何があるのだろう。
く

ら

ぶ

大阪倶楽部と関西スクエア両方の

会員である人の案内でこのほど、初
めて見学させてもらった。
どうきゅう

から、柔らかい光が差し込む。奇抜

クリート地上４階、地下１階。安井
武雄が設計して24年に完成。文化庁
の登録有形文化財などに指定されて
いる。ホームページに沿革が詳しく
載っているので参照されたい。

会員は約1200人。創立時の伝統を

りと静か。それでいて、友と集って

今も守って、男性に限っている。謡

十分なものがちゃんとある。

会がある。各界のエキスパートを招

知的なひとときを過ごすのに、必要
岸本さんが続けた。「人・組織と

建物・設備の両方がそろっているの
が、当倶楽部の特徴です」

曲、俳句、短歌、絵画など20の同好
いて毎週水曜日に開く講演会は、52
年から始まって3000回を超した。
インティメート

ちょっとぜいたくで、親密な雰囲

創立は1912（大正元）年。住友第

気をたたえ、都会にたたずむ、なん

って企画した。趣意書で「大阪市ニ

利用するにはもちろん、お金がか

ま

さ

や

１階奥に撞球（ビリヤード）場。

三代総理事、鈴木馬左也が中心にな

やコンサートを楽しめるホール。

アリテ社交ト称セラルルモノハ旧套

かる。「でも、よそで酒を飲んでゴ

コブル狭少ナリ」と当時の世情を嘆

になりますよ」。私を案内した人が

２階に洋食の食堂。４階にはダンス
「この三つを備えることが、かつて
紳士の社交場に必須とされた条件で
した」。同倶楽部事務局長の岸本晴
夫さんが説明してくれた。

さらに、囲碁・将棋室、喫茶・酒

１８ 2016.12
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ヲ脱セザルト共ニソノ範囲モマタス
き、お茶屋・料亭とまったく違う欧
米型クラブを目指した。

現在の建物は二代目だ。鉄筋コン

ともうらやましい「居場所」。

ルフをするより、安くてずっと勉強
勧めてくれた。なるほど。それなら
入会させてほしいなぁ、と真剣に思
った。

（黒沢 雅善）

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼ヨガをしています。男のヨガは、まだまだ少数派。私

れたそうです。会場はシェルターの隣の「新居場所」と

はなく、トイレで着替えます。習っているのは女性ばか

「驚きました。僕の考えが甘かった。言葉が出ません。

が通うスタジオは男を受け入れてくれるものの、更衣室
り。男は私だけのときもあり、居心地が悪い。

２年前、ヨガ発祥地インド・リシケシに行ったとき、

道場の教師がこんなことを言っていました。「ヨガは弱
い男の心身を鍛えるためつくられた。元々強い女性はや
る必要がない。それなのに、日本では女性ばかりがして
いる。どんどん女性が強くなって、どうするのだ」。

報道によると、日本の男女格差は世界111位でＧ７最

下位。生きにくい社会で疲弊した女性たちがヨガに癒や
しを求めているのかもしれませんね。

（湯浅）

よう

▼大阪・釜ヶ崎で11月１日、ヘーデンボルク・洋さんの

呼ばれる質素な部屋。その前に実際に街を見た洋さんは
今の気持ちをピアノに託します」と語り、ショパンの練
習曲やバッハのシャコンヌを弾きました。私は度肝を抜
かれました。鍵盤を強打するたびに揺れる古びたアップ
ライトピアノが、信じられぬ響きで部屋を満たしたので
す。魂を激しく揺さぶり、あるいはそっと優しく寄り添
うように。弘法筆を選ばずと言いますが、芸術は道具や
ない。心意気だ――と改めて思い知りました。（黒沢）
▼昨年４月にスタートした白井聡さんがホスト役を務め
る対談・対論イベント「中之島クロストーク」。次回第
11回のゲストは社会学者の上野千鶴子さんです。いつも

無料コンサートを聴きました。国際舞台で活躍する26歳

多くの方から申し込みをいただきますが、今回は過去最

い人たちの所で演奏したい」とツアーの合間を割いて訪

で、これまでと違った雰囲気になりそうです。（平野）

の新進ピアニスト。「クラシックホールに行くことのな

多の千人を超える応募がありました。珍しく大半が女性

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿をお待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究のご報告、時

事問題への感想・提言、身辺雑記などで、800字を目処に。「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ
・案内で、できるだけ簡潔に。写真・図付きを歓迎。郵便またはファクス、Ｅメールで朝日新聞関西スクエア事
務局へ。次は2017年１＆２月号となります。掲載をご希望される分は、12月16日（金）必着でお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

FAX：06-6232-2347

なつ こ

朝日新聞大阪本社編集局内

E-mail：square.k@asahi.com

会報編集スタッフ：湯浅 好範、黒沢 雅善、平野 邦字

URL：http://www.kansai-square.com

バックナンバーも、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

見学者通算３万人を達成しました
お申し込み・お問い合わせは

☎ 06-6454-3636

朝日新聞 大阪工場
〒 553-0001

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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展覧会公式サイト
Asahi Kansai Square

http://www.dino2016.jp/

