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娘が「春日大社へ行ってみたい」という「ええ、正月ついたちから、奈良へ・・」と唖然とした「今まで正月ついた

ちから動いたことはなかったねえ、案外ついたちは道路も空いているかも知れないねえ、考えてみりゃ、じじさまば

ばさまが健在な頃は、正月の朝に、八尾まで車で行っていたねえ、スイスイ走っていたねえ、ねらいめだ、ただ、早

めに出ないと駐車場がないかも、なんといっても奈良最大の神社、お参りの人だらけかも」と話は決まり朝の 10 時

に出発した。いつもは高畠の駐車場を利用していたが、前回東大寺の駐車場にはいったら近鉄奈良駅にも近く便利だ

った。そこに向かっていると、県庁駐車場の標識「これにしよう」ということで進むとスムーズに駐車できた。普段

は県庁利用者用だと思うが今日は高畠、東大寺と同様、県営駐車場として一日 1000 円で開放しているようだ。道は

予想どうり空いていた、ついたちはねらい目だった、二日三日になると善男善女の初詣がどっと押し寄せる、上手く

いったとほくそ笑んでいたが、我々が駐車してしばらくすると“満車”の札が出ていた、間一髪である。 

レコーダー：今、春日大社本殿の前「しばらくお待ちください、ただ今大変混雑しております」警察官がたくさん立

っている「順次参拝していただきます、係員の指示に従ってその場でお待ちください」警察官とよく似た服装の警備

員もたくさんいる。どこが本殿か見当がつかないが、ずっと先まで人だらけ、止まっている「ええ、こんなに混んで

いるの、いやだねえ」10メートルもあるような太い参道に人がびっしり、前の方まで続いている。冷え冷えとしてい

る、1時間も並んだか、こんな事でもない限り春日大社の参道をしみじみ見渡すことも無い、こんもりしている杜の

中、スギかヒノキの大木、名前がおぼつかない大きな樹、山の中と同じようにツタがくねくね纏わりついている。参

道の両側に無数の石灯篭“常夜灯”と刻まれている、それこそ横の物と引っ付きそうなぐらいの間隔で無数の石灯籠

が林立している、火を入れる窓、その上に屋根が、その上に雪洞（ぼんぼり）が乗っている。全部の灯篭の屋根の

上、雪洞の上は苔むし、草が生え杜の霊気が感じられる。あれだけならんで時間をかけたが、本殿の前に行くと何も

いう事が無い、願いが無い、お礼が無い、ただこの場所、この春日大社の杜に触れられたことが嬉しい、何処まで行

っても社がある、祠が在る、鹿がいる、木は生い茂っている、この大気に包まれたことが素晴らしい。ふと見上げる

と若草山が見える、入り口まで行ってみた、今日は休みだそうだ、此処も何度か上ったことがある、フウフウいって

登った、走り回った、両親と一緒だったこともあった、友人たちとだけ登ったこともあった、子ども時代の思い出。

刈り込んだ草だけの丘、今の季節は枯れ草色、ワラの色だけれどいつもは青々とした綺麗な草の丘、まったりと奈良

の街から見える、これが何ともいえずいい感じに映っている、昔からの子どもの頃からの馴染みの風景だ。 

  

昨日の天気予報では「寒波がやって来る 1日 2日は近畿地方北部では雪模様」奈良に着いた頃の午前中は陽も出て多

少暖か感があったが、徐々に陽が雲に隠れ、薄暗くますます寒さを呼んでくる「山の上を思えばこれぐらい」という

と「山は好き勝手に行くので少々の寒さ平気でしょうが・・もう寒い、帰りましょう・・」ということで、ぐるりと

二月堂を廻って車の処まで帰り着いた。 

帰途は「早く帰りたい」「寒い」といいながらヒーターを入れて温まって来ると「持ってきたおにぎりおやつを食べ

よう」「加茂を通って帰ろう、途中で車を止めて・・」と走り出した。「ここは何処やろうね」といいながら木津川

を見つけ川沿いに走った。木津川は今住んでいる茨木より 10 キロほど京都に近付いた山崎辺りで淀川になる。三川

合流といって桂川・宇治川・木津川が山崎辺りもしくは対岸の八幡辺りで 3本の川が合流する。木津川というと思い

だすのが水泳場、子ども時代に木津川の砂場で泳いだような記憶があるが「これは夢か正夢か、夢幻のごとく」であ

る。調べると源流は三重県の青山高原だとか、あの辺りが分水嶺で、向こうは伊勢湾に流れるとか、これにはびっく

り、まさかの青山辺りから、くにゃくにゃ曲がって伊賀、木津、山城、淀川とやって来るのだそうだ。自然が作る造

形、驚くような曲線「地球の形」という作品をいくつか造った。地面を俯瞰してみる形には驚かされる、啓発され

る、水と陸とが織りなす線の魅力は抗しがたい、とはいえ、いくつかで終わってしまった。 

 

 

 



15-002 明けまして 060115 

「明けましておめでとう」「何が、何処が、めでたい？」なんて常套句はさておき、安威川の河川敷に居る。今日は

妙に温かい、こういう天気はなんていうのだろう、薄ぼんやりと晴れている、曇ってはいない、陽の光はある、影が

ちゃんと出ている、オレの影が追いかけてくるが、少し霞んでいる、空も向こうの景色も霞んでいる、陽の光も、照

る光の影も霞んでいる、霞んではいるが寒くはない、風がない、妙に温かい冬の一日だ。いつもの風景でぼうっとし

てみているが、ススキの穂、もう綿毛になった白い穂が無数に立っている。河川敷の平らな処、水が流れている処の

あちこちに中洲がある、中洲の上は草茫々“ボウボウ”と歌えそうな音が聞こえるか。暑い季節になると、モンスタ

ーの張りぼて状に草が生い茂り、あちこちが盛り上がり視線を遮る、暑い風、植物の緑の饗宴、まさに生い茂り葉を

広げ所狭しと競い合う。そんな中で何時の間にやらススキが幅を利かせて茂っている、どんどん背を伸ばし縦に横に

緑を撒き散らす、その横で葛の蔦が這いまわる。秋になるとススキの穂がいっせいに開く、箒のような穂が開く、そ

の穂がもう 2か月も 3か月も経って散りもせず綿のように揺れている、ススキの枝も葉も枯れている、その下の草も

枯れ褐色のふわふわの上の、ひょろりと枝が伸び その枝も褐色だけれど、その上の白い綿のようなススキの穂が揺

れる。河川敷の中州、土の上には冬になっても青々とした草が茂っている、冬の今、傍の河川の水が時々凍るような

冷気の中、緑色の草が生えている。今日は温かい事もあって 10 人ぐらいの人と行き違った、自転車で釣り場に出勤

するおっさん、彼らはほとんど毎日のように、おっさんが集まっているポイントに、上の方から下の方から自転車に

乗って集まってくる、其処の場所に着いたら仕事でもするように半日も魚を釣っている、もちろんこの安威川、多少

は水も澄んできて綺麗になったとはいえ、高度成長期のヘドロの川が底の底まで綺麗になるわけでもなく、一旦底を

掻き混ぜれば、往年の化学物質、汚染物質がドロドロ溶け出してたちまち安威川を汚してしまう、そんな安威川の澄

んだ水に棲む魚を料理して食おうという輩はいない、此処で釣った魚はすぐの水に返すのか、魚籠（びく）に入れて

帰る時にリリースするのか、いずれにしても持って帰って食卓のおかずのなることは無い。次に出会うのは走る人歩

く人達、ゆっくり歩く人、これでもかと腕を振り歩幅の回転早く疾風のように歩く人。走る人もたくさんいる、よく

会う人も居る、最近の若者のスポーツスタイルなかなかお洒落でいい、赤い靴に緑の靴紐、カラフルな靴、あれだけ

で 1万円はするのでというような靴に、タイツ半ズボン、女の人は巻きスカート、上着も色をあしらったワンポイン

ト模様、帽子をかぶり、耳にはイヤフォンのコード、今風の音楽を聴き、颯爽と駆け抜けていく。駆け抜けていくが

スピードはそう速くない「こいつはすごい」「これは選手の走り」というような若者を何人か見た、河川敷の近所に

スポーツ系の摂津高校がある、其処の生徒の走りは綺麗、早い、無口にさっと駆け抜けていく、そんな彼ら、彼女ら

も、その世界に行けばまだまだの“ヒヨッコ”かも知れない。今日は空が青い、霞んでいるとはいえ、ほとんど雲も

無い、上の方のこの蒼さ、雲も無い、だけど霞んでいる。ベンチの在る処、折り返し点で、体操とストレッチ。河口

の方を見る、海のある方角、西の方角にいつも飛行機が見える。飛行機は八尾辺りで着陸態勢に入り大阪駅付近を通

過して伊丹空港に着陸する。見えるのは左の土手から右の土手まで、大阪城辺りから新大阪付近まで、絶え間なく飛

行機がやって来る、お馴染みのでっかい飛行機、400 人ぐらいが乗せられる大きなものから、10 人 20 人乗りの小型

機まで 5分おきぐらいに通過していく。「今日はこの霞、見えないかも」と目を凝らすとでっかいやつが右に向かっ

て消えかけている。 

今朝は 正月明けの月曜日、おそらく世間は“初”が付く仕事の日「子供を迎えに来て」「朝の 8時前に来て」と娘

の声に、80分前に家を出た。普段は 60 分足らずで行ける、空いていれば 30 分、混んでいても 1時間強、８０分も見

ていれは充分だろうと車を走らせた、最初の１分は、窓ガラスの曇りで苦労した、出る前に車のフロントガラスを見

ると「凍っている？」と思ったが、ワイパーで擦ればすぐに取れたが曇って来た「これはやばい」と前の曇りを取る

スイッチ、このスイッチの名前はなんといったのか、とにかくなんとかいう恰好のいい名前、車を運転する人なら即

座に出てくる固有名詞、そのボタンを押したら何とか曇りが晴れた、車はスイスイ進み１０分もすると中央環状線に

出る「何と此処も車が無い」スイスイ進み目的地のマンションに前に着いたのは約束の 45 分前だった。いくらなん

でも早すぎる、服部緑地の馬場へ、久し振りに見る馬に乗った人、軽やかに走る馬を見た。カミの話をするつもり

が、オレの日常の話になってしまった。神はまた明日だ。 



15-003 カミサマ  070115 

またまた加藤秀俊著＜メディアの発生＞より：私の分類によれば、およそ世界には「宗教文化圏」と「信仰文化圏」

とがあり、人類の多くは後者に属しているのである。我々は自らを取り巻く環境のあれこれを「カミ」として「信

仰」はするが、それを「宗教」とい窮屈で面倒くさいものに仕立て上げはしなかった。かってヒュームが＜宗教の自

然史＞の中で、「宗教」を「多神教」から「一神教」に進化したと仮定しながらも、なお、その優劣について判断を

ためらったのは、後世の民族学者などに比べるとはるかに立派だった、と私は思っている。いやもっと極端にいうな

らば、かって多くの「カミ」がおおらかに活動していたゲルマン世界はローマ帝国に征服され、キリスト教という名

のブルトーザーのごとき「宗教」によって、完膚なきまで蹂躙されてしまったのである。＜略＞だが人類史的に見れ

ば、砂漠に生まれた「宗教」はあまりにも非妥協的であった故に、中世以来「宗教戦争」は今日の中東戦争にまでつ

ながっている。その点このすさまじい「宗教」によって制圧されることの少なかった東アジアは幸福であった。そこ

では「カミ」がいたるところでおおらかに活躍することができ、その伝統は今もちゃんと継承されているのである。 

 

ここまで生きてきて「苦しい時の神頼み」で「カミサマ」「ホトケサマ」と口では唱えている。「何も欲しいものは

無し」「どんなふうにもなりたくない」「カミサマこそお幸せですか」とあちこちの神を愛でている。以前アメリカ

の大統領が「さあ今からアメリカ合衆国は戦争をする、某国を攻撃する、アーメン」と宣言していた。宣戦布告にも

キリスト教が絡むのか、日本人が「良心に誓って、真実を申し述べます」というが、キリスト教も、良心も「迷惑

だ」といわないものかね、いい加減なものだねと苦笑する。先生がいう「砂漠に生まれた宗教」というのが何なの

か、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の三つを指しているのか、イスラム教を指しているのか。 

 

読んでいて、遠敷川（おにゅう）という単語を見つけた。去年 11 月末に登った百里ヶ岳の出発点がおにゅう峠、木

地峠まで尾根道を歩き福井県側に下った処の村が、根来（ねごり）、百里ヶ岳辺りを源流とした遠敷川が根来村を通

過して小浜から海に向かって流れる。その川の名が本の中に出てきた。遠敷川沿いに「若狭神宮寺」がある、境内に

「若狭井」という井戸があり、毎年 3月 2日その水を汲んで「鵜の瀬」という河原に流される。その水が地底の神秘

のパイプを通じて、奈良・東大寺・二月堂の「若狭の井」から「お水取り」行事でその水が汲みあげられる。仏教寺

院が神事に基づいて行をする、修験者と僧侶が行をする、寺院の中心の薬師如来、その前身の遠敷明神という神様が

ある。このように「カミ・ホトケ」の同居は我々の身辺にいくつも転がっている。 

 

本の内容から脱線するが、半年前に奈良国博でこの二月堂の展覧会を見たが、お水取りと若狭の関係がよくわからな

かった。お水取りの何日か前に、若狭の井戸から聖水を汲み、河原にたらす。その聖水が奈良二月堂の井戸にやって

来る。その聖水で奈良二月堂のお水取りが行われるらしい。この聖水がどのような方法や通路で、若狭から奈良ま

で、自然にやって来ることの説明はなかったが、これは壮大なロマンな話ですねえ。「カミ・ホトケ」そんなことな

ら、「わたしもしっている」「わたしも使い分けている」「わたしには、ＯＯとＯＯの大事な神様がいる」というよ

うにどんどん出てきそうだ。「くよくよしなさんな」「そんな事は一晩寝てしまえば、消えてしまうよ」「そんなこ

と、悩むことはなし、解決しない時は、死ねば済む」皆さん豪快に生きている。 

 

アミニズムというよりは「八百万（やおよろず）の神」何でもかんでもが「カミサマ」だという方がわかりやすい、

親しみやすい。「宗教文化圏」よりも「信仰文化圏」の方が親しみやすい暮らしやすい、「宗教なんて面倒くさい」

「宗教なんて窮屈だ」宇宙やら空やらのカミサマ、「太陽」「月」「星」目の前の大きなカミサマ「山」「岩」

「川」「海」天然自然のカミサマ「樹」「石ころ」「草」「虫」考えてみれば何でもある、どうにでもなる、嬉しく

楽しくカミサマと接しよう、お付き合いしよう。 

 

ここまでくれば人生賛歌、人生これでよし。 



15-004 赤坂山 080115 

雪の山に行きたい、登りたいと去年の暮れから思っていた「明日、行こう」ということになり車を走らせた。前の晩

にメールを開いた、同道予定のキヌさんから「たっぷり飲んで、もう寝る、明日は 4時に起きる」「明日の為に、ス

ノーシュー、ワカン、ビール、コンロ、鍋、白菜を積んだ・・」「ええ、4時、うっとこへは、6：30 じゃなかった

のかな・・」「白菜、ビール、おかしいねえ、日帰りだよなあ・・」不思議に思いながらも「オレも、寝るか」と布

団にもぐりこんだが、「4時に起きて、朝飯も食わない、といっていた、まさか 5時頃に迎えに来てくれるんじゃな

かろうか・・」と考え始め、寝付けない、頭が冴えてくる、寝なければと思うが何時もの事、早起きしなければと思

うと帰って寝つけない、明日の事が気になって、子どもが明日が気になって寝つけない状態、大人になっても同じよ

うに寝つけない、羊が何匹も通過する。5：30 の目覚まし時計が鳴るまでに 3度も目覚めてしまった。 

 

歩きながらヤッケのフードからプチプチ音がする、雨のようだけれど袖口を見ると小さく硬い雪、こいつが降ると根

雪になる、積もると聞いたことがある。この山は季節が良ければハイキングの山、なだらかな山、勾配もきつくない

「頂上まで 2時間」と登山口の立て看板に書いてあった。今回アルミ製のワカンを買った、今それを付けている、ズ

ボ足に比べたら歩きやすいが雪の無い季節に比べ、時間は倍ぐらいかかりそうだ。関西の雪は湿っている、踏み跡で

もない限り 20 センチ 30 センチは潜ってしまう、油断しているとズボリと足の付け根まで潜ってしまう、引き抜くの

が大事、ズボリと潜る度にどっと体力を消耗する。前を行くキヌさん「スノーシュウを買った、持っていく、履いて

みる」とスイスイ進んでいる、なだらかな雪では快適のようだ、表面積が大きい分、潜り込みも少なそう、それに比

べワカンは潜る、これがズボ足ならラッセル状態かも知れない、ピッケルを杖代わりにエンヤコラ登る。このアルミ

製のワカン、去年使っていた木製のワカンに比べると雲泥の差、赤い紐が靴とワカンを上手く留めてくれる、登山靴

の周りに浮いた状態でワカンがある、靴とワカンが干渉し合わない、しっかり固定している、ずれてこない、上手く

雪の上に接しているという感じ。これがスノーシューなら、スキーで滑るようにスイスイ進め、登る時も潜らないと

いう事かも知れないが、急登、狭い処、下りは使えないかもしれない。ワカンは軽いがスノーシューは多少重いらし

い、ただこれを外して担いで歩くのはつらいらしい。キヌさんが「もうヤダヨ、歩けないよ、雪で木が倒れ、歩きづ

らいよ、もう降りて温泉に入るよ」「オレ、もう 1時間登る、12時になったら折り返す、温泉に入って、ビール飲ん

で、まってて」ということでひとり歩き出した。木が倒れている、雪が深くなりだした、踏み跡は全くない、赤いテ

ープを頼りに右へ左へ登って行くと東屋「おお、見覚えあるなあ」と思いつつ、「確か右で 90 度行くはず」と進

む。左に小川、細い尾根、こんな雪の中で川が流れている、この冷気の中で凍らない川、年じゅう凍らないのかもし

れない。「もう約束の 12 時、戻らないと・・」砂防ダムを超えて左への急登を目の前に時間切れ、ダムの下で弁当

を広げた。鉄塔が見え始めここを一気に登るともう頂上だ。上の方の鉄塔も電線も白い塗料を塗ったように粉を噴い

ている、雪がへばりついているのか凍っているのか冷え冷えとしている。「さあ帰ろう」と歩き出した。先ほどオレ

が付けた踏み跡をたどって下りればスイスイ進む、スイスイとはいえワカンの足跡が 20 センチ 30 セントと掘れてい

る、これがズボ足ならその倍の潜り込み、ひざ下、太ももなんて潜られたときには 10 歩進んでぜいぜいと距離が稼

げない「この雪は、ワカンだ」と叫んでスイスイ通り過ぎた去年のおっさんを思いだす。風が出てきた、雪が舞い始

めた、吹雪とまではいかないが、「フードを被り、ヤッケの前のジッパーを閉め、こうすれば、少々の風や、冷気

や、雪は、なんてこったねえ」「おおお 風が吹き出したよ、来たよ、ごうごう鳴っているよ」「ひとりで歩くのも

楽しい、道に迷ったり、災難にあったりしたときは、ひとりは嫌だけれど、この孤独は楽しい」「踏み跡がよく見え

るので楽しいねえ、これをたどれば間違いなく帰れる、帰れるんだけれども、雪の山、少しでも長く居たい、楽しい

ねえ」もうすぐ登山口という処まで下って来てワカンを外してみた「スイスイ潜りながら歩けるかな」と思ったがこ

れは甘い、やはり関西の雪は湿っている、潜る、ワカンや、スノーシューは必需品なり。「来週は日帰りで比良へい

こう、2ピッチぐらい上がった処でテントを張り、一杯飲みながら鍋でもつつこう」「鍋の材料任せて」「テント任

せて」「ガスと鍋持っていく」「酒は各自」「乾き物は持っていく、酢の物も持っていく」「先日、大根の、キュウ

チャンヅケ作った、これが旨い、持っていく」他愛ない話が帰りの車の中、“酒の山”が即決。 



15-005 堺 140115 

大阪に堺という町、歴史上も有名な町、今でも人口が多い町、そこにやってきた。 

大阪の北の方に住むオレ、天王寺より南は、知らねえよ、とは恥ずかしい言い分だ。 

寒い、潮風がきつい、木造の南蛮船が行き来していた頃からの灯台だそうだ。 

水の中から出ている石組、灯台の土台の石が面白い、ひとめ見て気に入った。 

石工が底の方から組み上げていった、そんな昔、海の中、どうやって石を積んだのか。 

積み上がった石の形、虫のような形になっている。 

なんと不細工な、曲線と直線が織りなして、この不かっこうさがいい。 

石工、考え、工夫し、海の潮に負けることなく、何百年も潰れていない、いくら内海とはいえ。 

妙に下手くそな石組、その上の灯台はつまらない、何処にでもあるその形、木造の灯台、白く塗られた塔。 

いまどきのでかい灯台に比べ、二階建てのこもの、これが百年以上活躍してきた、昔は此処が陸の先っぽだった。 

百年以上、虫の石組が、密やかに、一軒ヤワなそれが 灯台を乗せて、照らしてきた。 

 

竹内街道、あの街道がなんで堺に在るの。 

見知っている竹内街道は、二上山・葛城山を越えていた、難波と奈良を結んでいた。 

大昔の街道、日本最古の官道だとか、本当は堺と明日香を結んでいたとか。 

水越峠は何処だったか、近つ飛鳥博物館は何処だった、頭の中で探し求める。 

地図は、もちろんそうだが、此処がＯＯ，どうでもいいじゃないか、というオレに、それではいけないという声。 

 

町なかで、寺子屋だったという処を見た、小さい机が、10 個ぐらい。 

10 歳ぐらいまでの子どもが、机に向かって、本を読む、墨を磨る、字を書く、そろばんをする。 

その本が見たいな、書かれた字が見たいな、どんな着物を着ていたのかね、先生は何歳ぐらい。 

寺子屋の先生は、なんて呼ぶのかね、師匠かね、先生かね。 

枕より少し高いぐらいの小さい机が眩しい、ちょんまげに、着物姿のはなたれ小僧。 

隣の部屋に、仏像が安置されている、修験道の場だとか。 

神棚があり、槍があり、仏さんがいる。 

 

６５歳以上は無料です、これはラッキー、これがその証明の免許証です。 

冬の寒空、館内は温かい、ちょっと暑すぎる、上等の博物館。 

子どもの頃から聞かされてきた、バスの窓から、あれが仁徳天皇陵です、でも今は大仙古墳ともいう。 

言っている側も、天皇陵といい、だいおうの古墳といい、どういっていいものか迷っている。 

聞いている側も、どっちが本当、昔のは間違っていたのかな。 

先日読んだ本には、戦争後、皇国史観が無くなり、古事記・日本書紀の神話の世界が、否定されることも。 

古墳の中から出てきた、鎧に刀、土器に飾り物、ホンマ物は、美しい。 

1500 年も経って、こんもり山のように盛り上がった、前方後円墳。 

昔は直線と曲線、石ころが乗って、埴輪が乗って、異次元の風景だったとか。 

いずれにしても、近畿に勢力を保っていた、一方の旗頭、彼の墓か。 

廻りの小さいやつも、彼の一族の墓か。 

 

堺の町に居て、ここは大都会と思うが、今いる茨木も大都会になってきた、たくさんの知らない人が行き交う。 

大阪全部が大都会、維新構想があるが、オレは思う、大阪が全部一緒になればいい。 

茨木も高槻も同じような都市、大阪全部が一緒になればいい、市会議員も少なくていい。 



15-006 雪山  170115 

いつものように北小松駅改札口を出た処に在るベンチで、電車スタイルから山の用意。寒いので雨具のズボンはもう

家を出る時からはいている。いつも感じるのだけれど、冬山は寒い、寒いけれど、一番寒いのは家を出るときとそし

て麓に着いたとき、一旦登り始めると 30 分もすると身体がポカポカ、真冬の雪の中汗まで出てくる「タオルを忘れ

た」と流れる汗を手で拭う、時には汗が目に入り「いてて・・」となる。まず靴の紐を締め直し、と書きながら思い

出したことがある。以前ＴＶを見ている時、ジョギングのコーチが靴の紐の締め方を伝授していた。スポーツの最中

に靴の紐が解けると大変なので、紐を確実に締める、締めた後の紐を下に挟み込む、こうすれば解けないのだ、歩い

ている最中に靴の紐が解けるのは情けないものね。ぼうっとしながら「登山靴の紐の結び方」というのをネットで検

索してみると幾つかの動画が出てきた、皆さんきちんと結んでいる、工夫をして、二重にし「これで私は 10 年間の

山歩きで、靴の紐が途中で解けたことがありません」言いきっている、なるほどこれは知らなかった、ネットさま様

である。話は脱線したが、次はスパッツ。スパッツも山に登るまでは知らなかったが、靴の中に異物が入るのを防い

でくれる、雪もゴミも石ころもいったん靴の中に入ると、歩けない、不快、その度に紐を緩め、靴を脱いで異物を取

り出し、もう一度履き直さなくてはならない、これは時間の浪費、という具合にスパッツは便利なものだ。ここでま

た話は脱線、ジッパーの話。スパッツはあたりが悪いのか、先代も今使っているものも、ジッパーがスルリと上がら

ない、これは嫌だねえ、ジッパーなんて意識しなくてもスルリと上がるのが当たり前と思っていたが、何度も入れ、

外しを繰り返して何度目かに上がるようになる、この不具合は山の道具、ヤッケや雨具や、スパッツに多い。高級メ

ーカー品でもこれはいえる、確実に動いてくれる服もある、この日に着て行った雪用ヤッケが聞いたことも無いメー

カーながらデザイン以外は気に入っている、機能的にも完璧だ、それに比べスパッツのジッパーがいつものように 3

回 4回と入らなかった。ぼやきながらもスパッツ、今に季節、積雪の季節は絶対といえる必需品、お世話になりま

す。防寒具とセーターを脱ぎリュックに納め、毛糸の手袋とオーバー手袋、ワカンはすぐに使えるようにリュックに

ひっかけ、ピッケルは背中に付きさす。「さあ出発」 

 

駅舎から外を見ると陽の光「おお、晴れてきた、これはいい、雪の中、陽の光、最高の雪山日和・・」今日は雪見酒

登山、リュックには、テント、鍋の材料、ビールのロングカン、ウイスキーが入っている。いつもの峠まで登って休

憩、雪山の所為か 20 分ほど余分に時間がかかっている。「おお、あの樹だ」枯れた木が去年のままに立っている

「少し痩せたかな」「ここらあたりでテントを張ろう」「テントを張って、荷を軽くして、もう少し上まで行こう」

もうこの辺り、50 センチぐらいは積もっている、靴がズボズボ潜っていく、二人で踏み固めてそこにテントを張って

荷を置き、ワカンを着けて再び出発。「3時間行動した、今日はこれでおしまい、下ろう」ということで下り始め

た。上の方は眩しいぐらいに遠い、もう少し行くといよいよ急斜面になる、潜る雪でラッセル状態、それが面白いの

だけれど、雪まみれが楽しいのだけれど、お楽しみは次回に残しておこう。スノーシューのキヌさん、下りは手こず

っている、歩きにくそう、スノーシュウはなだらかな処専用のようである、その点ワカンはかかとが使える、爪もあ

るのでスルリとは滑らない、このように湿った軟らかい雪にはいいようである。 

 

「さあ乾杯」コンロの下敷きが無いのでひっくり返りそう「仕方がないね、外でコンロを焚こう」ということで、奥

に入ってグビリ「旨い」雪のこの寒い中でもビールが旨い、少ないとはいえ、3時間汗を出した後だから、まさかと

思うぐらいにゴクゴク飲んでしまう「旨い」予報道うりに午後から曇りだし空も暗くなってきた、空気もヒヤリとし

てきた。 

 

何人かが登って行ったが、皆さん 2時間 3時間コースが多いようで、雪山トレッキング、雪を楽しんでいる「ピーク

ハントなんて」となだらかな辺りから引き返す人が多い。深酒もせず 2時間ぐらいで終了、テントをたたんだ。食

料、飲みものが無くなったが、テントが濡れた分、重くなった、嵩が増えた。スパッツとワカンは大いに役に立った

が、ピッケルを使うような処は無く、ずっと背中に刺さったままだった。 



15-007 鬼 210115 

鬼といわれ、知っているようで知らない「鬼のような奴め」「おまえは鬼だ 情け容赦がない」と被害者の言葉、鬼

女<般若>、怨念、敵愾心を秘めた奴、といじめ抜かれた者の言葉、「福は内」のお面でお馴染み角と牙、赤や青の

顔、このようなことぐらいしか知らない。異形異風なモノ、畏れ、蔑み、憐憫、尊敬といろんな感情で語られる。 

 

＜常陸の国風土記＞あまねく土窟（つちむろ）を掘りおきて、常に穴に居、人くれば穴に入り隠れ、その人さればま

た、のに出て遊ぶ。狼の性、フクロウの情、ひそかにうかかひ、かすめ盗む、招（を）き 慰（こしら）へらるるこ

となく、弥（いよよ）風俗（ふりしわざ）阻（へだ）てき。 

土蜘蛛・八束脛（やつかはぎ）と称せられ、山野を駆け巡り、言葉も習慣も違う人たち、農民がそういう人たちに遭

遇して、比べものにならない身体能力、荒々しい振舞を見て鬼ではないかと疑った。 

 

＜古今著聞集＞承安元年 1171 年：伊豆国奥島（おきしま）の浜に、一艘の船が着いた。島人らが、難風に吹き寄せ

られただと思っていってみると、陸地から百メートルばかり離れたところに船を停め、鬼が縄をおろし、海底の石に

四方をつないだ後、八人の鬼が船から降り、海に入って、しばらくして岸に上がった。島人が栗酒を恵んでやると、

馬のように飲み食いした。鬼はものを言わなかった。その身の丈三メートル足らず、髪は夜叉のようであった。身体

は赤黒い色で、目は丸く、猿のような眼であった。みな裸で身体には毛が生えず、蒲の草を編んで腰に巻いていた。

身体には色々なものを入墨していた。それぞれ二メートルあまりの杖を持っていた。島人の中に弓矢を持っていたも

のがいた。鬼はそれを呉とせがんだが、島人がそれを惜しむと、鬼はトキの声を上げながら、杖でまず弓を持ったも

のを打ち殺した。居合わせた村人は次々打たれ九人のうち五人は死に、四人は手傷を負って逃げた。その後鬼は脇か

ら火をだした。島人は皆殺しにされるかも知れないと思い、神前に捧げていた弓矢を持って鬼に向かったら、鬼は海

に入って船に乗り、風に向かって走り去った。 

 

木の上に棲む鬼、雲の上に棲む鬼、山の奥に棲む鬼、人の居ない島に棲む鬼、鉄のカナボウを持ち、怪力で粗暴な

鬼、農耕民族、農家の人にとっては敵だったのか、カミだったのか。仙人やら、妖怪やらと混在しそうな世界、今昔

物語にもおかしな鬼の話が幾つかあったのを思い出す。 

 

鬼の話を考えながら、暴力的なモノ、征圧的なモノ、異形なモノ、大きいモノ、自分と違うモノ、自分に相対するモ

ノ、そういう恐ろしさの反面、苦悩、屈辱、恨み、復讐という面も見えてくる。暗黒、暗闇、バケモノといった魅力

的なモノが潜んでいる。暗黒という言葉を聞いて、絵画の事を考えてみた。近代・現代の絵画の事を考えた、印象主

義のあとにやってきた表現主義(Expressionism)、抽象表現主義。感情表現を中心に、既存の秩序と対立、伝統の破

壊、内面の表現。こういうのもある、アバンギャルド＜Avantgarde-仏語-軍隊の前衛部隊＞アートの世界で、前衛芸

術の事に使われる。鬼の話から、オレの絵の話になった。 

絵画の流れ、たった百年の間に絵画の世界はドンドン変わっていった。半世紀前の中高生時代、日本では大阪では、

具体運動が盛んだった、映画館のニュースに、スイカを割る人、走りながらふすまに突っ込む人というような映像が

印象に残っている「あれが絵画表現」「あんなものが芸術」と人は騒いでいた。その後アメリカの画家の作品がどん

どん紹介された、芸術表現がどんどん変わっていった、今は鉄腕アトム風の人形が流行っている。 

 

色々並べたてながら、こんな事で振り回されては大変だ、オレが無くなってしまう、オレはオレの仕事しかできな

い、オレの仕事をする、えらそうなことを言っているが、なかなか気にするなとは言い難い、気にしてしまうが、捨

てておこう、前を見て、その道だけを歩こう。もう「古い、新しい」と大きな声で論じる時ではない「たかが 50

年、ほんの 100 年の話、そんな一瞬のような時間を気にするな」気にしないで生きていこう、描いていこう、自戒を

込めて。 



15-008 石器時代  260115 

堤隆著＜旧石器時代＞この本の中に“死の観念と心”という項がある。オレ 50 歳の頃、東北での考古学発掘捏造事

件の時に「石器時代人のマインド」「死に対するマインドがあったのだ」「仲間、身内が亡くなった時の、葬送や悲

しみのマインドが・・」というような事を聞いたように思う。捏造先生が「日本列島には大陸と同様相当古い時代か

らヒトが住んでいた、その人たちが死者を葬り祀るための石を積んでいた」というような事を聞いたような気がす

る。堤先生の本を読む分には、日本の石器時代は二万五千年より以前は不明というように書いてある。藤村捏造先生

の説は不明だと書いてある。 

 

堤先生：旧石器時代の考古学は、ことに日本では、一万年以上前に堆積した赤土をただひたすら掘ることから始ま

る。そこから出てくるのは、銅鐸でも鏡でも光り輝く副葬品でもなく石ばかりだ。多用されていたであろう木や骨

は、一万年と言う気の遠くなる時間が、その姿すら消し去ってしまっている。わたしたちは、ほぼ石という手がかり

のみから、過去の人間や社会の姿を描かなければならない。この時代の主人公は、ヒミコでもワカタケル大王でもな

く、名も無き人々だ。狩猟採集民（ハンターギャザラー）であり、遊動民（ノマド）でもあった。土器さえ持ってい

ない、そして人々は、過酷な氷期の中で確実に生きていた。 

 

石器時代で知っているのが洞窟の壁画、四万年前に描かれたスペインやフランスの壁画、バイソンやライオンが駆け

めぐる絵だ。博物館のジオラマで、獣の皮を纏った人が、棒や槍を持って獣を追いかける、やっつけた獣を解体して

食う、火が何時の時代からあったのか、その洞窟には住んでいたのか、ちょっとの間の仮住まいだったのか。そのち

ょっとの間に、石を刻み、色の着いた泥を擦り付けたのが、四万年という時間を経て崩壊せずに残っていたのか。先

生たちは「であるからである」と論理的な説明がつかないとなかなか説明が付きにくいかもしれないが、門外漢のオ

レには無責任に想像してほくそ笑むのは許される。ヒトの衣食住を想像する。おそらく最初は動物同様裸で歩いてい

た、二本足で歩いていた、身体全体が毛で覆われていた。獣の毛皮を纏うと暖かく便利だが、と毛皮の加工技術を考

え出した。毛皮を纏っているうちに体毛が無くなった。食料の獣たちは敏捷だが、穴に落ちたら簡単に獲れる、石を

棒を投げ大人数で囲んだ。弓や槍は何時ごろから使われ出したのだろう。住まいは猿同様、あちらこちらと移動し

て、草や葉を敷いて寝ていた。穴を掘る、洞窟を見つける、草を屋根代わりに使うというようになるのは何時の頃か

らなのか。いずれにしても 1万年 2万年というようなとてつもない長い時間をかけて、ちょっとずつ知能が付いてき

たということだろう。 

 

先生：ホモ・サピエンスは「死の観念」を創世した「あの世」というものは数ある生物の中でもホモ・サピエンスに

しか見えないものらしい。つまるところそれは、ヒトが「心」というものを持ったことに由来する。 

ヒトというものは「心の理論」すなわち「相手の気持ちを察し、相手が自分とは違う信念を持つことを理解する」能

力を有していた事が大きな特徴のようだ。“社会的知能”（他人と関係し心を読む）：“博物的知能”（暮らしに必

要な自然界を理解する）：“技術的知能”（道具を作り使う）という三つの知能領域に統合が生じ、言語、宗教、芸

術、科学など多様な文化が爆発的に開花した。この統合こそが現代人の心の表出にほかならないというのである。 

二万八千年前の後期旧石器人 モスクワで赤色土に包まれ多量のビーズを纏い、ヤリなどが副葬された二対の遺体の

墓が発見された。ロシアでも死者に赤色土を散布するという埋葬方法が広くみられるようである。北海道でも真っ赤

な土の撒かれた特殊な穴が発見された。人骨こそ出ないが日本列島の後期旧石器時代において、もっとも墓の確証性

の高い事例である。 

この学問、石ころを眺め、検証する学問、よほど熟練者でないと、ただの石ころか、人が道具として造った物か、見

ただけでは見分けがつかない。歓喜、怒り以外の考える、感じるというような曖昧な感情、少しでも現代人に近い感

情が石器人に感じ取れれば、これは面白い学問だ。 

 


