
14-046 霊仙山 060714 

療養中の澤山さんに「うらやましがらせますが、霊仙に行きます」「うらやましいなあ、ヒルには気を付けて」と返

事か来ていた。少し前の話、オレはその時同道しなかったが、澤山さんやトミちゃんが犬を連れて鈴鹿の山を登った

折、犬にも人にもヒルが取り付き血まみれになったと聞いたことがあった。 

梅雨の最中、雨天中止が 2回続き今回は「何がなんでも決行」としていたが、前日の天気予報は 50％の降水確率、降

ってくれるなと思いながら高速道路を彦根方面へ「ここで降りるのと違うの・・」と追い越し車線走行中に後ろ座席

から声「またやっちゃった」という事で次の米原まで車を走らせながら「アチャチャ、降ってきた」とワイパーを回

すが、すぐに青空が回復した。米原からナビに任せて右へ左へ「おおお、此処は来たことがあるぞ」と見た事のある

風景と人家、何年か前に彦根から河内風穴に向かう道を曲がり損ねてここに来たことがある「どんどん淋しくなって

くるはずなのに・・人家が見え出だし、間違えた」と引き返した道だ、山の中から米原に通じていたのだ。その時に

間違えた曲がり角を通過、河内風穴を通過、見覚えのある建物が見え始め「いよいよですよ」と言いながら 1台止ま

っている車の先に車を止めた。登山口のすぐ上に 5.6 軒の廃屋、道の先数百メーターにも 10 軒ぐらいの廃屋があ

る、山の中の廃村だ。相・垣・前・増・岡の 5人組に山行。人の声がするなと思いながら登山の用意「降りませんよ

うに」と思いながらも空はどんよりしている、「さあ出発」と登山口に向かった。 

 

「ヒルです」「ちょっと登ったら、ヒルだらけ、引っ返してきました」「ここはあきません、気を付けて登ってくだ

さい」夫婦らしき方と上等そうな小犬が 3匹、ご主人は指から血が出ている手を擦りながら我々に言ってくれた。犬

は草に身体を擦りつけて転げまわっている、奥さんは車に入った犬を叱りながら車の中のヒルを発見して騒いでい

る。あの様子だと服の中靴下の中にもヒルがいそう、犬の毛の間にもヒルがいそう、あの手の虫は苦手なオレ、気持

ちが引ける、登る意欲が無くなる「澤山さんが言っていたのはこれか、水の中だけじゃないのか」「・・・」これは

だめだと思いながら「このスプレーはいいですよ」と増さんが出してくれたスプレーを全員に吹きかけた。「・・・

アカン」「此処はやめましょう、山を変えましょう、湖東の山は同じでしょう、ヒルがいるでしょう、湖西は遠い

し・・」「伊吹はどう？赤坂山はどう？」「伊吹が近いかな」伊吹に向かって車を走らせながら後ろの座席から「間

違えて彦根ＩＣでおり損ねたのが幸いした、あの人達より先に着いて歩きだしていたら、今頃、ヒル攻撃で泣いてい

たかも・・」「地面にも草が生えた処にも、鎌首を持ち上げたヒルがうようよいたのを見た」「あの犬かわいそう、

ヒルが取り付いていそう」と車の中の会話。 

 

過って見た西部劇映画の中で、パンチで目の周りが黒ずんだガンマンを、歯医者か散髪屋かは朧げだけれど、その黒

ずんだ処にヒルを貼り付け、これで治るとガンマンを椅子に寝かしつけていた画面を思い出す。 

ヒルの事を調べてみた。昔は何処にでもいたようで、田んぼにも溝にも居たような記憶がある。山に居る“ヤマビ

ル”今回の霊仙、お池、藤原の鈴鹿山系も多いそうだ。地面、草むら、木の上に居て、人や動物の呼気、振動、熱、

臭気に反応して身体に取り付き、尺取虫風に進んで皮膚を咬む。咬みつく時に麻酔成分、血液を凝固させない成分を

送り込むので、咬みつかれても吸血されていても痛さは感じない、血液が凝固しないので時間をかけて満腹になるま

で吸血する、満腹になったやつが数匹、身体に付いていたりするのを想像するだけでぞっとする。ヒル被害に遭い続

けた人の身体には抗体ができて、吸血したヒル自体が死んでしまうとか。裸足が一番いい、ヒルがひっつけばすぐに

わかるから、というけど、それは勘弁。登山者、山の測量屋さん、送電線の鉄塔屋さん等の体験談「ぼうっと座って

いたら、にょきにょき鎌首を持ち上げて近付いてくる」「靴の中、シャツの中、背中や腹に引っ付いていた」「服装

を工夫してもだめだ」「全部で十数匹が引っ付いていた」「塩水をぱらぱらスプレー、消毒用アルコールスプレーが

いい」「ヒルの忌避剤もあるそうだが、環境汚染になるかも」 

伊吹山、頂上直下で雨が降り出し降りた。スキー場跡の登山道は、ハイキングコース風で、登山としては物足りな

い。冬に遠くから見る雪を被った雄姿、独立峰に近い堂々とした姿だけど、登ると整備され過ぎてしかも、上まで通

じる有料道路で人がざわめき興ざめだ。と言いながらも山の懐に入り込みその自然はやはり心地いい。 



14-047 カメラの電池 070714 

明日は絵の撮影をしようと思った、絵が何枚出来上がっているかを数えた「ほぼ 10 枚ある」よし明日やろうと思っ

た。翌日近所の電気屋に電池を買いに行った、いつもの電池のコーナーが移動している、お目当ての電池が無い、い

つもはその電池が入っている箱を置いている、カメラを手にするまでは嘗て使った事のない電池“4ＬＲ44”と書か

れたその箱を持って買いに行く、今回は、わかるだろうと棄ててしまったのを覚えているが、電池売り場に並んでい

るお目当ての品物はない。こういうことが嫌なんだ、身体に馴染んでいる行動、オレ自身の動物的行動で何時ものお

目当ての場所に、テリトリーに近付いたら変わっている、きょとんとする「餌が無くなっている」というように自分

を見失ってしまう。お目当ての品物が昨日も今日も明日も同じ棚に並んでいて欲しい「変わらないでほしい、変化は

嫌だ」と叫ぶのは老いか若さの欠乏か。 

 

帰って色々思いめぐらせた、今から思えばネットで少し検索すればよかったが、自分を見失った状態で、無い知恵を

めぐらした。6Ｖ直流電気があればいいのではと引き出しある電池を調べた、字が小さいのでルーペを出して見る

と、単 3電池も単 4電池もすべて 1.5Ｖ、別のカメラに入っているボタン電池は 3Ｖ、これらを繋げたら簡単に 6Ｖが

作れるのでは、電池を繋いで 6Ｖの電気を作ってカメラ本体に繋げばいいのでは、カメラ本体の電池収納スペースに

もプラス・マイナスの接続コードを作ればいいのでは、なら簡単だ。絵具が乾く隙間の時間を使ってこれらを工作し

た。夜になって撮影用のライトを点けて壁に絵を掛けていざシャッター「撮れたぞ」と感激したが 2枚目がうんとも

すんとも動かない、3Ｖボタンｘ2本の電池がヘタってしまった。ならばと 1.5Ｖ：単 3電池を 4本繋いだがこれまた

すぐにへたってしまった。電機は何処に行ってしまった、電気がそんなに簡単に消えてしまうのか、機械が壊れたの

か、電池の相性が合わないのか、電気やら電池やらの事は全くわからない、わからないままにやってしまった大失

敗。中西カメラマンが電池を買って飛んできてくれた、ペンタックス 67 を手に取って「爪楊枝無いか・・」と何処

かを押して電池を入れたら簡単に直った、使えるようになった。「このカメラは電池の消費が速い、どこかがおかし

いかも・・」 

 

カメラを使うための電池が無い「なら代用品を手造りしよう」と考えるか「誰か友人にＳＯＳ」と電話をするか、専

門家に相談するか。オレはいつも、何とかしたい、どうにかして自分で何とかしたいと思ってしまう、何とかしなけ

ればいけないと思ってしまう。先日車のエンジンがかからないという時「昔やったことがある電気のショートか」

「バッテリーがへたったか」いろいろ試して「ええいだめだ、専門家だ、車屋に電話だ」と思うまで半日かかった。

パソコンを初めて買ったあの当時は、パソコンがよくフリーズした。それこそ、その当時オレの周りにマックのパソ

コンを持っている奴はいなかった、工学部出身の友人たちも「マック・・だめだ」と即座に断られた。知らない単語

が並ぶ説明書を読んで「ああでもない、こうでもない」とパソコンの練習をするより前に、パソコンを立ち上げるの

に時間を取られた。今でこそパソコンもマックからウインドーズに変え、ボタンひとつで立ち上がり、フリーズする

ことも無くスイスイ動く、作業がはかどる、字を書きレイアウトする、画像を取り入れ編集加工、文章と組み合わせ

て書類を作るなんて作業もごく簡単にお手の物だが。 

 

いまだにカメラの事を、電池の事を考えている、電池の代わりに家庭用コンセントに差し込んで、6Ｖ直流を作る変

圧器を利用したらダメかな、カメラは今は室内で絵の撮影だけに使っている、外での作業は無いので、家庭用コンセ

ントが使えたら、万歳なんだけれど、と思いつつ、こんなことを人に言ったら笑われるかなとも思う。どなたか教え

てください。電気はわからない。電池もわからない。 

 

 

 

 



14-048 雑感  110714 

先日、友人からのメールに「焦っているわけじゃないが寿命を感じます・・」と書いてあった。彼は 7歳くらい年下

なので還暦を迎えたばかりかもしれない。「戒名を自分で考えた・・」とも書いてあった。オレも体力が弱ってきて

いる、去年に比べたら少しづつ弱ってきていると思いだしたのは 2,3 年前からだ。その前は「なんでこんなにだる

い、しんどい・・」と思っていた「そりゃ、毎日毎日酒を食らってたら、飲んでたら」と人からも言われていたが、

毎晩飲んでいた、酒の無い日など考えられなかった、それこそ毎晩飲んでいた。そんな風に毎日飲みだしたのは、三

十歳代からか、四十歳代からか、誰と飲んでいたのか、何処で飲んでいたのか、遥か彼方の話なので忘れてしまっ

た、ましてや酔っぱらっているので覚えているわけもなし。 

 

その酒も少しづつ量が減り、飲まない日が出てきた「一日やめる」「そんな事ができるのか」というように飲まない

夜があってまた一週間飲み続け、十日間飲み続け飲まない夜がある、そんなことが 1年ぐらい経つと、飲まない夜が

あって三日間飲み続け、一週間飲み続け飲まない夜がある、というように時間が少しづつ短くなっていった。とこの

表現は意外と詩的だけれど、簡単な話が、飲まない日が少しづつ増えてきたという話だ。 

酒を毎日飲んでいるとそれは習慣になってしまって夜の 8時頃から野菜やら余り物やらを皿に盛り、日本酒、ウイス

キー、焼酎なんでもよかった、スイーと飲んであてを齧り、絵を描いていた「君は何時も旨そうに飲むねえ」とよく

人に言われた、本当に酒が旨かった、スイーと飲んで酔いを楽しんだ。「旨い、酔った」とすぐに就寝、そんな毎日

が身体にはよくない、当時も今と同じように河川敷に行っていた、走ってはいたが「なんでこんなにだるい」「身体

の調子が悪いのかな」と思うようになった、「行きは、よいよい、帰りは恐い」帰りは歩いた事もあった、走りなが

らもまだ半分も来ていないのに「もうだめだ」とも思った。酒を「旨い」飲めてはいたが、その頃はいつも「こんな

に遠かったか」「こんなに走れなかったか」というように走ることが苦痛になっていた。もっとひどいおっさんで、

「ええあの人が」と過っての姿勢、体力、礼儀を無くしてしまって昼間から飲んでいる人がいる。酒が身体を蝕んで

いると明らかにわかるのに、やめられない友人がいる、「死ぬまで飲むゾウ」の怪気炎が虚しい。 

 

今？「がはは、聞いてください我が家のオムロン体重計 45 歳ですぞ」これはカラクリがあるぞと信用はしていない

が、毎晩の酒の回数が減ると、夜のあてを食わなくなる、アルコールの糖分摂取が減る、というような理由と思われ

るが、体重が 5キロほど減った、74キロ.75 キロあった体重が 70 キロになってしまった。体重が減った事と運動量

が足りているので体脂肪率が少ないそんなことを計算して、オムロン氏が 45 歳と算出するが、本当の 45 歳はもっと

はつらつとしている、精力的だ。そういえば、力はない、精力はない、勢いもない、ガッツも無い、てなことは大き

な声では言えないねえ。河川敷でも誰にも負けないくらいに遅くなった、山も荷が軽ければ歩けるが、重い荷を担ぐ

とすぐにばててしまう。バトミントンもほかの用事もあるが今年度は中止、歩くのも遅くなった「こらあ！そんな弱

気でどうする、ろくじゅう、ななじゅうは、まだまだはなたれ小僧じゃ」と怪気炎の九十歳代の爺さんの喝が飛んで

きそうだ。 

 

寿命の話から酒、体力の話「まだまだ頑張るぞ、描くぞ」と掛け声をかけながら、絵を前にして考えた。先日から永

らく積んでいた、30 年前の絵の写真を整理している。35 ミリ：リバーサルの写真のたばがある、それをスキャナー

にかけ、パソコンに取り込んでいる。たくさんある物だと感心している、駄作がいっぱいだと悲観もしている。 

 

図版は 1988 年の水彩画 

この絵は「ピアノを弾く人」だろうね。自分の絵ながらも、テーマが何、題名が何、そんなもんなのです。 

え！41 歳。いやや、懐かしいですねえ、上の子供も下の子供もまだ小学生。可愛かったねえ。オレは飲んでいました

ねえ。展覧会もしましたねえ。ぼちぼち山も行き始めましたねえ・・。  

 



14-049 東京の思い出  160714 

山仲間の“トミちゃん”からメールが来ました。先日来“ヒル”の話で闘病中の澤山さん、キヌチャンを含め 4人の

やり取りの後のメール。母上と弟君が同じく入院、母上は白内障、弟君は緊急股関節、二人が手術という事で「家族

の大事」と手伝いに上京したが、二人とも順調に回復気味、ならばと、久しぶりの東京見物とスライドショー付きの

メールです。都電と早稲田駅の写真。 

これを見てほぼ半世紀前、東京の事を思い出す、新宿駅界隈が一番印象に残っている、同年代の若者が駅の花壇に腰

掛け、袋にシンナーを入れてずらりと何十人もが座って袋を吸っていた、白いかん袋、ビニール袋を口に当てている

群衆姿は異常だった。とある日デッサンが終わって美術研究所から帰る途中、新宿駅東口界隈が異常な雰囲気でとて

も近づけない「デモが荒れたのか」と隣の駅まで歩いて帰った。それが新宿騒乱罪だった。 

 

ジャーナリスト：岩垂弘＜新宿騒乱事件の背後にもベトナム＞を読みながらぼやいた。 

1968 年 10 月 21 日オレ：この日、駅の近所を歩いていたのが午後 10 時頃のような気がするが定かではない。季節も

日時も忘れていた、いつも鞄を下げ帰り道を歩いた神社の森の中ぽつりと灯が見えた。あれは状況劇場だと教えられ

た。まだまだ有名になる前夜の灯りだった。デッサンが終わったのが 9時なら 9時過ぎかも知れない、その時間には

デモは終わっていたが、きな臭い匂い、学生が投げた火炎瓶、石ころ、機動隊が放水した水、目つぶし弾、そんなこ

んなの残骸だったのか、車道にも歩道にも散乱して車は走っていなかったような気がする。警察車両があちこちに止

まっていたような気がする。走り回り逃げ回る人の姿はなかった。 

 

◎岩垂弘＜思わず息をのんだ、まるで廃墟のようなすさまじい光景だった。国鉄新宿駅構内、各線のホームには瓦礫

のような大小の石が無数転がり、砕かれたガラス片が散らかっていた。無人の電車の窓ガラスが潰されていた。新宿

駅東口広場は大群衆で埋め尽くされ、その中心の辺りを学生の集団がジグザグデモを繰り返す。機動隊が学生集団や

群衆の排除と検挙にかかった。無警察状態の騒動と混乱が未明まで続いた。＞ 

◎オレ：これが大騒動であった事、友人の吉谷君が現場で走り回っていたらしいこと、その友人が警察に捕まり、20

日ほど拘留されたことなどを後から聞いた。 

◎岩垂弘＜何故 10 月 21 日なのか、何故新宿駅なのか。1年前、新宿駅付近でガソリンを満載した貨物列車が爆発炎

上した。何故引火点がたった 50 度Ｃのガソリンを大都会の真ん中新宿経由で貨物列車が運んでいたのか。国鉄によ

る米軍ジェット機用ガソリンを運んでいた。日米安保条約による地位協定に基づいて横浜米軍貯油施設から、横田・

立川米軍基地に運ばれていた。米軍によるベトナムへの爆撃の頻度が増し毎日のように輸送されていた。日本を後方

拠点としてベトナムと戦う米軍。米軍に加担する日本国そして国鉄。一方「ベトナム反戦」を唱えるべ平連、反代々

木系学生が新宿駅に向かった。日本労働組合総評議会（総評・連合の前身）が米国政府に対してベトナム戦争反対の

抗議の声を上げ、10 月 21 日にベトナム反戦統一ストを行い、10月 21 日を国際反戦デーとした。＞ 

◎オレ：ベトナム戦争の話で新聞は賑わっていた。調べると、アメリカを中心とする資本主義陣営（韓国・タイ・フ

ィリピン・オーストラリア・ニュージーランド）とソビエトを中心とする共産主義陣営（中華人民共和国・北朝鮮）

の代理戦争。ドイツの東西、朝鮮半島の南北、ベトナムの南北、これは同じ構図なのか、違うのか。 

 

“ホーチミン”率いるベトナム民主共和国（北ベトナム）は南ベトナムをアメリカの傀儡政権と決めつけ、共産主義

イデオロギーを背景に、“ベトナム人によるベトナム国家統一、植民地解放のための戦争”とした。 

 

◎オレ：世界の警察と言いながら何時でも何処でも戦争を続けているアメリカ。 

戦争というカードを外すと、箍（たが）が緩む。アメリカのタガとは何。経済というパワーかな、常の持っていなけ

ればいけない義務感、緊張感なのかな、軍隊を常時戦闘状態にしておく必要からかな。 
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世間で騒がれている“集団的自衛権”とは何だと考えた、 “ニュースは生もの”という事では、半年一年遅れてい

るかも知れないが、タイムリーな話かも、というのは、今日の暑い昼間窓を開けていた「日本共産党の宣伝カーで

す」と言ってひとしきり廻った後に、何軒か先に軽のミニバンを停め、老人の弁士がシワガレ声、滑舌はよくない、

時々詰まる、と愛らしくも「安倍政権が集団的自衛権の国会決議を・・」「日本共産党は断固反対、若者を戦場

に・・」と話し始めてぽつりと切れ、鴬嬢の声になり宣伝カーは何処かえ行ってしまった。どこかのおっさんが「じ

ゃかましい」とでも言ったのかな。ところでこの“集団的自衛権”について「お前はどうなんだ」「お前はどう決め

ているのだ」と詰問されたら、二十歳のころの“ノンポリ”だ、考えが定まらない、ぼおーっとしているうちに流さ

れてしまっている、情けないねえ、と思いつつ、 “ノンポリ”という言葉のお返しに「お前らの持っているポリシ

ーは、10 年も持たなかったんじゃねえか」とも言いたい。 

巷でおっさん連が「自国を自国の軍隊が守るのは当然」「中国が日本近海を暴れまわる、北朝鮮が人さらいや、ミサ

イルやらとややこしい」「日本は軍隊を派遣して・・」「日本の平和主義を何故壊す」賛成する人も反対する人も、

皆さん威勢がいい、喧（かまびす）しい。 

 

◎自衛権：この言葉は 1837 年“カロライン号事件”で、英国が初めて用いた。イギリス領カナダで起きた反乱で、

反乱軍がアメリカ合衆国船籍のカロライン号を用いて人員・物資を運搬した。イギリス海軍がアメリカ領でカロライ

ン号を破壊した。この時にイギリスは自衛権を主張した。 

オレ：<攻撃されたので反撃するとか、宣戦布告後に攻撃するではなく、敵が攻撃の準備をしている段階で攻撃する

ことが認められる、ということか。やくざ映画の設定なら、敵がねじり鉢巻きで酒樽開けて握り飯を食っている処へ

殴りこんでもいいぞ、それは許されるぞ、自衛権の範疇だぞという事だ。＞ 

◎国連憲章 51 条：自衛権：国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際平和及び

安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではない。急追で違法

な攻撃に対して自衛する。国を護衛する手段は自衛しかない。必要な限度に留めるが、先制的自衛も可。 

◎集団的自衛権：国連憲章 51 条：1945 年に認められた権利：個別的自衛権（自国を防衛する権利）に対し、他国が

武力行使された場合、自国が攻撃されていなくても、共同で防衛を行う権利。 

◎国連憲章：加盟国の武力行使の原則禁止。侵略行為があれば経済制裁、安全保障理事会の決定により武力行使があ

るが、その間、何もできないので、個別的自衛権、集団的自衛権が認められた。：国際連合：UN(united nations) 

◎日本国憲法：日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による

威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2項：前項の目的を達するた

め、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

◎1981 年政府見解：日本が国際法上集団的自衛権を有しているのは、主権国家として当然だが、憲法九条下で容認さ

れている自衛権の行使には、集団的自衛権は含まれない。自衛権行使の 3要件。1）急追不正の侵害がある 2）排除す

るためには自衛しかない 3）必要最小限の実力行使 

◎「片務（へんむ）」：日米安全保障条約でアメリカは日本を守ることになっているが、日本はアメリカを守らな

い。これは片務だという意見と、日本はアメリカ軍基地を提供している、資金を提供している「片務」ではないとい

う意見も。 

◎日本にも集団的自衛権はあるが日本国憲法 9条で行使できない、としてきたが、今年 2014 年、解釈の変更が閣議

決定。例えば同盟国アメリカが攻撃された場合、日本が攻撃されていなくても反撃する権利。この権利を日本はどう

使う、どのように使う、という事を盛んに議論しているのだ。 

オレ：やくざ映画の抗争事件「中のいい組が攻撃されかけている」その組の助っ人として馳せ参じるか、少し待つ

か、そのままほおっておくか、思案のしどころだと悩んでいる俳優の顔が目に浮かぶ。 

映画と違うのは、国の戦争の話だ、戦争に参加する話だ。参加しないとどうなるという話だ 
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集団的自衛権の問題を話す時に「僕の友人が目の前で殴られている、僕はどうすればいい、規則で手が出せないとい

う事ではなく、とっさに友人を助けるために・・」とか「やくざ映画の中、主人公の俳優が敬愛する親分がやくざ間

の抗争で襲撃されそうだという話を聞いて「助っ人に馳せ参じるべきか、じっと我慢をするべきか、その選択に苦悩

する・・」というような卑近なたとえ話で説明するようなことは控えよう。 

 

自衛権も集団的自衛権もどこの国も持っている。日本も集団的自衛権を持っている。日本は持っているが行使できな

い、何故ならば、日本国憲法九条があるから。ならば憲法を変更するか、憲法を拡大解釈するか、という事で集団的

自衛権は「今、是非日本に必要だ」という現在の安倍政権の動き。「そうだ、それには賛成だ。そうすべきだったの

だ」と大いに旗を振る人たちとマスメディア。「何を血迷っている、絶対反対、それこそ戦争に巻き込まれる」とこ

れまた、大いに反対の旗を振る人たちとマスメディア。 

 

◎自衛隊を海外に派遣し、武力行使をする。外国人を殺し、また殺される。 

◎集団的自衛権が行使できるという事で、近隣各国から歓迎され、むしろ戦争の抑止力になる。 

◎日本は平和外交の国。抑制的な専守防衛だけの国。 

◎中国の軍事力増強などの安全保障の環境変化のさなか、日本の防衛戦略の幅が広がる。 

◎軍隊を持たず、武力行使を否定する。国際的にそういう憲法を持った国だと信頼され、世界平和が保たれている。 

◎万が一の時に「助けあおう」というカードを持つことで同盟の輪が広がり、外交的な抑止力が広がる。 

◎戦争と平和の問題を、経済的損失と同列に語ってはいけない。 

◎いくつかの同盟国が武力行使をすることで、経済的コストが抑えられる。 

◎侵略国は、やって来る。＜自国の戦力強化＞＜同盟国の戦力強化の支援＞＜同盟国を増やす＞これに努めよう。 

◎日本は世界に冠たる平和国家だ。 

 

軍事評論家の田岡俊次氏がびっくりするような意見。職業柄、戦争、戦略だが好きな好戦的な方だと思っていた

が・・。＜安全保障は軍事力だけでなく、外交、情報、経済、信頼等の多くの要素が加わり確保される、軍事力だけ

ではない＞＜軍事力を増強すれば、他国も同じように軍事力を増強し、軍備競争になる。安全性は高まらずむしろ危

険だ＞これだけしか読めないので（パスワードが要る）本当の中身はわからないが、国と国との接し方、外交は、人

と人との接し方と基本的に同じではないのかと改めて思った。人が他の人と接する場合、話す、理解する、敵対する

気持ちを棄て理解する気持ちを込めて話しかける、人権問題の中でよく言われる事だ。国という事になると、力・民

族・宗教がそれぞれ違う。力とは貧富、教育、気候と様々な要素が入ってくる。民俗種族の違いは、諍いを呼ぶ。宗

教の違いで殺し合う場面はたくさんある。国と国とが諍（いさか）う要素、いがみ合う原因を話し合い、調整し合

い、外交し合い戦いを避ける努力が大事だ。 

 

もう一月になるのがアメリカの事、アメリカは太平洋戦争以降、何時でも何処かで戦争をしている。アメリカは何故

そういつもいつも戦争を続けるのか、自国民が戦死する、軍資金がいる、敵国やその同盟国から嫌われる。世界の警

察、正義の味方ではなく「すぐに手を挙げる、狂犬のようなやつ・・」ではないのか。アメリカ在住の画家のＮ君か

ら“軍産複合体”という話を聞いた。アメリカには巨大な軍需産業がある。そこの顧客はアメリカ政府。アメリカ軍

は政府の命令によって動く。軍需産業は巨大な資金力、多くの票で政府に大きな影響力を持っている。軍需産業にと

って戦争は得意先なのか。 

此処まで来て 考えた。まず集団的自衛権はいらない。個別的自衛権もいらないぐらいだ。 

他国との関係、仲の良くない国、中国、韓国、北朝鮮、ロシアといかに接していくか、仲よくしていくか、政治家も

役人も、しっかりせよ。 
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キヌチャンが「デモに行った、久し振りのデモ、原発反対のデモ・・」還暦過ぎた彼の満足げな顔を見ながら「行動

しなければ・・」と思う一方、この年まで何もしなかった、したくなかった昔を振り返り「あれは何だった、あの頃

のエネルギーは何だった」と今頃になって調べたい、オレが関わらなかったあの息吹は何だったのか、我ながら、今

さらながら、不思議な行動だとも思っているが知りたい。 

原発は？と今聞かれたら「動かしてはいけない」と即座に答えられる。原発を含めた核の問題、人類は発電所なり爆

弾なりを使って利用できるようになったが、未だにその火を消す技術が無い。福島の原発事故の時に「水をかけ続け

るしかない、冷たい水をいつまでもずっと・・」と聞いて、核の制御とはそういうものかと驚きあきれた。核爆発が

起きてしまうと、どうにもできないらしい。「それでも、経済と絡めて・・」という人が多い、核爆発の危険性と、

経済の話を同列にしてはいけない。日本では今現在全ての原子力発電所が停止している、日本の不思議な現実だと思

っている。「原子力発電を稼働しないなら、化石燃料による発電に頼らなければいけない、環境に経済に問題が出て

くる」という声も聞く。 

 

集団的自衛権を調べていて、「本当か・・？」「おかしいんじゃない・・」「違うんじゃない・・」色々な事がわか

ってきた、今の日本はどちらの方向に進んでいるのか、それでいいのか、説明の裏に何があるのか、「国民の安全と

幸せのため」「人間的な教育のため」「世界平和のため」というような枕言葉に惑わされてはいけない。いかなる悪

代官も、独裁者も、弱腰の政治家も皆さん同じ枕詞を使う 

 

中国の軍拡が凄い、軍備費が毎年二桁の伸び率、世界でアメリカに次いで 2番目の軍事大国だそうだ。日本の尖閣問

題、ベトナム、フィリピンと問題を起こしている、というようなニュースが報じられているが、日本の軍事費も、自

衛隊もすごい。 

◎早期警戒機（Ｅ2Ｃ）飛行隊を那覇に置いた。：「法の支配を脅かす力による現状変更の試みが継続されており、

不測の事態を招きかねない、危険な状況になっている」大臣談話。 

◎那覇の戦闘部隊が現在の一個飛行隊（Ｆ15 戦闘機 15 機）が二個飛行隊になった。 

◎与名国島に沿岸監視部隊とレーダーが設置された。これは北海道でロシアに対峙してきた隊がモデル。：先島諸島

防衛強化にとって大きな一歩。中国を刺激しなければ、攻めて来ないという考え方は間違っている。無策だと調子に

乗って攻めてくる。150 人の隊員、300 人の家族がやってくれば大きな需要が期待できる。住民談話。 

◎米軍将校が自衛隊の訓練を見て「既に、事実上の海兵隊が仕上がりつつある」：日本には海兵隊はいらない。海兵

隊は敵陣に進攻し、上陸、占領が任務の隊、自衛という意味で攻めの部隊は必要ないのでは・・。 

 

このような勇ましい話がネットに載っている。中国の軍備が凄いと言いつつ、日本の軍備も着々と進んでいるこのよ

うな状態が、本当にいいのか。ますます近隣国との緊張が高まっているのではないのか。 

日本は何処に行くのだろう。自衛隊という名の立派な軍隊を持つ国、近隣と緊張関係を持ち続ける国、戦争・警察国

家、監視社会・格差社会に少しづつ近づいているのでは。 

 

国家主義・軍国主義・市場主義・拝金主義、と嫌な言葉が浮上してくる。 

 

図版はアトリエ定点観測の前に立たせてもらった。裸で失礼します。とにかく暑い。アトリエは冬涼しく夏暖かい。

2か月ほどは裸で過ごすのがいつもの事、改めて失礼。絵はどんどん描ける、描けるようになった。次の一手が浮か

んでくる、使った一手が命中するという場面が増えてきた。絵が出来上がる、いい絵が出来上がる。たくさんの絵は

どうなるのか、とは考えないでおこう。 

 


