
18-031 蛇谷・釣瓶 010518 

◎9：40 登り始めた。小さい流れのあたりにわらびがたくさん出ている、これを見るとおさまらない女性陣、「え

えい オレも取らないと 時間がどんどん経ってしまう」なんてぼやきながら、袋いっぱいにわらびをとった。

目的の山は蛇谷が峰、そこで二手に分かれ、そのまま来た道を帰る組と、オレとどなたかとで釣瓶岳手前から栃

生（とちゅう）まで行く組に分かれる。栃生まで車を回してもらえますか、と厚かましいお願いをおそるおそる

提案した。来る途中に車を走らせながら「これは 遠い 歩けない」と思案していた。 

◎まだスキー場が営業していた 2 月にここを登った。雪のない今日のここは穏やかな山、「なにか ケタイなも

のは ないかなあ」ときょろきょろ歩いた。このあたりは朽木（くつき）という地名、どういう由来かは知らな

いが、太い木が倒れ、枯れ、斜面に横たわって朽ちている。割れ目、裂け目にケタイな奴が潜んでいないかと覗

き込んでみるがおいそれとは見つからない。白い鱗のようなもの、ひょろひょろ苔、どれが生物で、どれがごみ

で、どれが糞なのか、と区別がつかない。こういうきょろきょろもまた愉快な歩みだ。 

◎11：00 蛇谷が峰頂上についた。「え もう頂上・・」あっけないくらい簡単に着いた、「雪の時とは 違うねえ」

少し早いがここで昼食、梅干し入りの玄米ご飯、玉子焼き、野菜炒め。堀井・相澤・増谷さんたちはここから下

って温泉に入るコース、オレと正子さんは釣瓶の手前から栃中に下る。「そんじゃ がんばって」「栃中のバス停 

お願いします」なんて歩き出した。10 分ほど来ると道がない、「あれれ まちがった」こんなしょっぱなから迷

子なんて、と冷や汗をかきながら地図と磁石を出した。少し戻って、「あ 道がある」と歩き出すとみなさんと別

れたところに近づいた。「見つかれば みっともない話」 そっと取って返し、それらしき道を見つけた。 

◎いやあ ここは 標識もないし印もない。ヒトがあまり通らない道かもしれない。やっと「須川峠」の標識が

ある、「これで間違ない いやあ ひと安心」右下の谷に水が流れているが、地図には載っていない。 

◎1：00 横谷峠の標識。左は畑、右は村井（難路）と書いてある。空は薄曇りぼんやりしている、左の畑は東方

向、その向こうに釈迦岳のアンテナが見える。戸数が 30 軒位の村、田んぼの間に家々の屋根、ひとつの区画、

紫がかったピンクの畑が鮮やかに見える。北小松から見えるのはここらあたりだったのだ。 

◎だだっぴろい尾根道、蛇谷・釣瓶は 900M なのに、その間のこの辺りは 700M、なんだか下に降りてきたよう

な錯覚におそわれる。たくさんの種類の木が温かい季節を前に茂りだし始めた。このあたりは下草がない、普通

は草一面のはずなのに、草がない、鹿めが根こそぎ食ってしまったのか、異常だね。 

◎地蔵峠にやってきた。釣瓶まで 3K、蛇谷まで 4.5K、東の方向はやはり畑となっている。石の祠には地蔵さん、

顔もへしゃげて時代を感じさせる、石の屋根、石の壁、なかなか貫禄の祠だ。ここは昔の人たちの通り道、コメ

カイ道、食料品、衣服品、生活用品、炭・・などが行き交ったのかな。 

◎2：00 笹峠。水ようかんをいただいた、縦走路では甘いものが旨い、ほど良い疲れにちょうどいい。水は 1.5L

スポーツドリンクをザックに入れてきた、シャツが濡れる程度に汗をかいている。この三差路からも、栃中の文

字が見えるが、予定通りまっすぐ北に向かってから栃中に折れることにする。これから 200M ぐらいの登りだ。 

◎「ねね あれ あそこ 熊 熊と・・」正子さんの身体が固まっている。「まさか そんな じっとしてるわけ

が・・熊が呼ぶわけが・・」「くまだぞう・・」と大笑い、ただの幻視でした。 

◎「もうすぐ 三差路かな」「このあたりの景色は すごい」「すばらしい」 若々しい青葉、まさに新緑の季節、

白いアジサイの花が木についている。若草色の樹々の中に、もう少し黄色の絵の具を混ぜたような色の木が一本、

向こうの山肌に目立っている。いや待て、あの色は黄色の絵の具を混ぜてはだめだ、白い絵の具を塗ってから、

黄色と緑のフイルムを貼るぐらいの塗り方だねえ。まったりしたうねる尾根道に、樹々が上手く配置されている。 

◎2：30 イクワタ峠に到着。3 月にはここを通って釣瓶まで行ったが、今日はここから栃中に下る、コースタイ

ムでは 90 分になっている。 

◎少し下ると三差路、笹峠と書いてあるがその下に、難路で危険とも書いてある。このあたりも先ほどの笹峠あ

たりも、穏やかな道だけれど、途中がややこしいのかもしれないね、通らなくて正解なり。 

◎栃中で車が待っていた。「いい温泉だったよ」「いい山だったよ」アトリエでお好み焼き反省会なり。 



18-032 民間信仰 070518 

桜井徳太郎著＜民間信仰と現代社会－人間と呪術＞我々は、おびただしく降りかかる火の粉を払いのけて対面した宗

教的経験を通してひとつの信仰を会得する。そしてその会得した信仰・信念を貫いて、この波乱極まりなき人生を強

く生きぬこうとする。そういう動機から宗教へ接近する人は少なくない。宗教の根幹をなす信仰の獲得は、個人の体

験とか、個性によって千差万別であろうけど、その必要を痛感し、それを熱烈に渇仰することから出発する。 

 

話を読んで、この先生の前書き文章をちょっともじれば、オレにとって、絵は、絵を描くことは、信仰でも宗教でも

ないけれど、話の筋がスラスラ読める、都合がつくと苦笑した。「じゃあ 言ってみましょうか」なんて思ったが、「や

はりくだらネエ 今や 悟りきったオレには 俗っぽ過ぎる話 だ」がはは・・。この歳になって、「なぜ描くの？」

「何が君を駆り立てるの？」なんて考えてみることも答えることもなくなった。「普段通りに起きて寝 、喰って歩い

て その隙間の描いているぞ」なんて言うと何ともありがたみのない話。アーティストはもう少し、恰好をつけない

と、嘘でもいいから、人生の指針、芸術に対するコンセプト、なんてことを語らねば、とは思うのですが・・。 

 

信仰とか宗教ということを言われると、「いやあ オレは そんなものは 持ち合わせて いないねえ」と思ってし

まう。まわりにいる何人かの知り合いが、何かの宗教、熱心な信仰をしている人がいる。それらの善男善女の方々と接

して、「みなさん幸せそうだ」「オレに対して 親切で 優しい」というようなことをいつも感じている。集会に参加し

ませんかとか、話を聞いてみませんか、という誘いは断っているが、皆さんそれぞれ、活動に時間を割き、お金を寄付

する、話を聞き感動し涙する、そんな喜びに浸っておられる。 

 

日本人のほとんどが、中世以降、「仏教徒になるべし」というお上のお達しがあったとか、そんな規則があったから

か、民衆もお寺も、仏教行事に参加するだけの仏教信者になってしまい、お寺も行事の主催者に、寺院という器の経営

者になってしまったような気がする。先生たくさんの話を載せておられる中から、興味のある所だけを書きだした。

ただこの、「民間信仰」の話、まじないや、言いつたえ、風習、因習、と現代まで続き、これらは興味がなかった。 

 

◎古代人に大きな領域を占める、自然崇拝と自然の脅威。自分の屋敷やそのまわりの山や田、雨や太陽に対する崇拝。

地震、雷、火事、風、雨、それらの災害の脅威を避けるために、自然の霊威に期待する。精霊信仰だ。 

 

◎真っ暗闇の恐怖、神秘感。鬼気（きき）を感じる不気味な雰囲気、そういう時に人は宗教や呪術を求める。 

 

◎山伏・修験者は山中を回峰し異常な修行を積み、霊妙な呪術を体得する。そのうえ仏教、密教の経典にも明るく、そ

の神秘性から、民衆から深い尊敬の念と厚い信頼を得ている。人々が苦しむ病気や災害を起こす悪霊を鎮圧、駆除を

目的の加持祈祷をおこなう。 

 

◎東北地方や琉球列島などでは、死んだ霊を招き寄せ、その死霊の口語りを霊媒するシャーマンが存在した。青森県

の恐山は霊媒者が活躍する霊場として有名である。まず祭文を唱えながら神の降臨を求め、神がかりになった状態で

信者の身内死者の霊を呼び出し、その言葉を語る。奄美大島や沖縄群島に見られるシャーマン＜ユタ＞の口寄せがあ

る。東北のイタコが少女期に師匠の下で修業し職業的シャーマンになるのに対して、奄美大島や沖縄群島のユタは、

ある日突然、神の啓示を受け、異様な言動、非常な行動をするようになり、まわりの人々が、「あの人は ユタ にな

った」といい、本人もユタになったことを自覚し、先輩のユタの所に行って、巫術を伝授してもらう。 

沖永良部島では初七日にユタを招き口寄せを行う。真っ暗な座敷の中でユタが経文を読み、神拝みを繰り返すうち

にまわりの人たちが神がかりの状態になる。ユタは仏の死後の世界を語り、死の悲痛を遺族、縁者、知友に話しかけ

る。その姿のあまりにもの生々しく、人々は嗚咽し、やがて満座が悲涙のるつぼとなる。 



18-033 福井の山-Ⅰ 080518 

◎おなじみ、いつもの山メンバー（相澤・前川・増谷・岡村）で、福井県勝山市：東山いこいの森へやってきた。3月

ごろから、馬場島に行きましょうかと考えていたが、「屋根のある方がいい」という希望があり、もしやまだ予約が取

れるかと電話を入れたら、GW ながら空いているということで、1 泊 3500 円の小屋を 2 泊予約した。4 日朝 7 時、我が

車で、阪急茨木、JR 茨木、吹田を回って、吹田 IC から高速道路に乗った。 

◎またまたやっちゃった、高速道路を降り損ねた、注意散漫、トホホである。GW の真っ 中、天王山あたりから菩提

寺 PA まで渋滞していた、「いやだねえ 進まないねえ」とぼやいていたがその後スイスイ走り出した。「飯はどこで食

おう？杉津（すいず）？」「尼御前？」「尼御前にしよう」なんて話ははずんでいた。ナビはいれていたが、一般道優先

設定になっていたらしく高速出口があるたびに、「出口です」という言葉が耳についていた。「福井北でおりるのとち

がうの？」と後ろの座席から声が来た時には出口は真横だった。「もうちょい 早く言って」と出口を横目で見て、6K

先の丸岡まで行った。不足の食料品を買うためにスーパーを検索して立ち寄った。次はレストランと探すにもどこも

満員、再度スーパーによって弁当を購入、東山いこいの森に向かった。人がいっぱいというようなことは見たことが

ないこのキャンプ場も、さすがに GW の真っ 中、子どもの声があちこちから聞こえる。買ってきたすしで昼食、「ま

あ 半分ぐらい よろしいでしょう」とコップ半分のビールをいただいた。 

◎2：50 取立山登山口。5.6 台の車には帰り支度の人たちがいた。「雪解けでドロドロ」「上には雪が残ってるよ」なん

て声が聞こえる。時計回りの方向はまだ入山禁止、反時計回りに歩き出した。まわりの山々、北斜面には雪が残ってい

るが、ハイキングコースのようなこの登山道、快晴に近い今、春というより初夏を思わせる。 近まで大雪がかぶさっ

ていたのだろう、そのせいか、木の幹がいまだに歪み倒れ、大きな落石が所々にある。ハクモクレン、桜、ツツジがあ

ちこち咲いている。ワラビやシダの新芽がにょきり、この形が面白い、ぐるぐるバネがほつれるように湧き出ている

さまだ。大阪より一ヶ月ぐらい遅い気候かな。 

◎ほとんど休憩もなく頂上に着いた。雪解けの水が流れ、道がぬかるんでいる。明日のために靴が濡れるのは嫌だな、 

もうひとつの靴を履いて来ればよかった、なるべく靴が濡れないように歩いた。もう少しで標識のある場所、てっぺ

んだと、そのとき目の前に白山が見えた。すごい、まだまだ真っ白だ、まったり横たわっている、白山もまだまだ登り

たい山だ。歓声を上げている間に雲行きが怪しくなってきた、空がどんどん薄暗くなってきた。記念撮影をしましょ

うと、標識のてっぺんにカメラを置き、タイマー撮影をしているところで、パラパラ降ってきた。「雪だ」 

◎慌ててダウンを着こみ、「さあ降りよう」と下りだした。「こんな季節に 低い山でも 雪がちらつくんだね」「びっ

くりだね」 今日は肩慣らしのハイキング、もう少し進んで水芭蕉の群生地、避難小屋までいけばよかったが、この天

気ではね、「さあ 帰ってビールが待っている」帰って早速旨い鍋、ビール、酒、ウイスキー、焼酎。 

◎一昨年の 10 月、同じメンバーでここへ来て、そのときは反時計回りに下った。翌日は経ヶ岳に登った。一日目の反

時計回りで左ひざに違和感が走ったが、そのまま帰って酒を楽しみ、翌日は痛み止めを飲んで普通に経ヶ岳山頂を踏

んだ。それから何カ月もひざいたに苦しんだ。今ではもう復活しているが、ここまで復活できるとは、頑丈な身体君に

感謝である。「膝も腰も 温めるに限る」これがオレの教訓なり。 

◎五日前に湖西の山をおおいに歩いた、筋肉痛がやっとおさまりかけたところ、軽い登りは心地いい。右側に雪がま

だらに残った山が見える、取立山から、赤兎まで縦走できるらしい。見えているのはその縦走路、鉢伏山から大長山を

経て赤兎山に至る。WEB で調べると去年の 3月、晴れた日に、東山いこいの森の下の道路に駐車して赤兎までピストン

した強者がいる。10 時間以上かかったそうだが、ほとんど一人でのラッセルはすごい。 

◎かつてこの縦走路で遭難があった有名な話。関学のワンダーフォーゲル部の学生 14 人が、2 月に取立山から赤兎山

まで縦走予定だったらしい。天気予報では、風雪・雷の注意、警報が出ていたらしい。上記の強者は、何度も冬山を経

験し、この縦走路も以前から歩いていたのだろう。それに比べ、悪天候の中、経験不足の一年生がいる 14 人、しかも

前もって調査の縦走もした人がいない、ということが遭難の原因だと指摘されている。入山して何日目か、大長山の

付近で動けなくなり、5M の積雪のなか雪洞を掘ってビバーグし、無線機で SOS を飛ばしていた。たまたまそれを傍受

した人が警察に通報、自衛隊の救助隊が全員を無事救助した。＜誤報があればゴメン＞ 



18-034 福井の山-Ⅱ 090518 

◎荒島岳：勝原コースの登山口にやってきた。人気がある山らしく駐車場は満杯、なんとかすみっこを見つけ、駐車し

た。同道の増谷さんはかつて登ったことがあるらしいが、あまりに若いころで、なにがなにやら記憶がないそうだ。オ

レは、荒島岳は何年か前から知っていただけ、「登ってみたい」と思っていたが、今回初めての山、しかもみなさんを

案内しなくてはならないとネットで時間をかけて調べた、何日も前から検索した。登山口はいくつかあり、四月末に

登った人の話などを検討して、勝原コースに決めた。元スキー場があったところ、JR 勝原駅のそば、広い駐車場があ

る、トイレがある、東山いこいの森から 1時間で来られる、帰りの風呂は、一昨年も行った水芭蕉の湯がある。地図に

行程に参加者名簿にと何度もコピーを焼きにコンビニに走った。 

◎8：20 スタート。元スキー場を思わせる広々した斜面、ひょろり頼りない木がいくつも植樹はされているが、まだま

だ草原のまま、斜面に一本の舗装の道が、スキー場メンテ用の道がまっすぐ上に伸びている。そこを何人かの人たち

が登っている。たくさんの人が入っているようだ。山の天気予報では、「山登りには適さない」となっていたが、雲ひ

とつない青空、しかも暖かい、これは顔が焼けるぞと思わせる青空、昨日の雪はなんだったのか、あれは幻想だ。 

◎登山口は標高が低く 350M しかない、昨日の取立山の登山口はすでに 900M もあるのに比べ相当低いので、草や木が

見慣れたヤツらばかりだ。タンポポの黄色い花と白い綿、山桜がある、スミレがある、あとは知らない草木がたくさん

あるとしか言えない。50 分でリフト終点地点、ここが正式の荒島岳登山口らしい。草も木々も初夏の様子。先日来、

ケタイな生き物を見つけるぞ、探検するぞ、と決めている、昨日も岩陰で、葉っぱのような苔のような見たことがない

ヤツを見つけた。ワラビ、シダの新芽もゼンマイ状で面白い、腐った木の膚には、キノコ類、触手を伸ばした菌類、ボ

タンのようなヤツ、サルノコシカケの大小さまざま君たち、ケタイ君あるもんだねえ。 

◎荒島岳は深田久弥が言うところの、日本百名山のひとつらしい。昭和時代の美文調、荒島岳賛歌が目に浮かぶが内

容は知らない。深田久弥の日本百名山は、標高 1500M 以上の山で、品格・歴史・個性を考慮して日本の中から百座を選

んだそうだ。澤山さんが、「百名山か に百名山か 走破中 あと ニ三座」と言って、名も知らない山、だれもが行

かない隙間の山を付き合わされたが、今となっては懐かしい想い出なり。 

◎深谷の頭 1015M の標識、大きな看板に、「ブナの木を育てています」と書いてある。 

◎11：00 シャクナゲ平に到着。ここで、中出コースと合流する。「途中の花で ピンク系 四方八方に開いた・・」「あ

あ あれ ショウジョウバカマ かな」と休憩していた若い女性の弁。今の季節は、コイン大の花があちらこちらに、

イワカガミ、カタクリ・・。圧巻だったのはここまでの登りの森の中、ブナが全開だった、斜面に山膚にどこまでも続

いている。「ここのブナはすごい 感激だ 今まで見たうちで いちばんすごい 太いヤツもたくさん 若く元気なヤ

ツも こぶこぶのヤツも くねり歪んだヤツも・・」 

◎11：15 シャクナゲ平を出発。少し下っていよいよ 後の急斜面。前方にもこりと丸い形、半分雪をかぶった立派な

山、堂々とした姿、百名山と言われなくても感じのいい山だ。ここまで来ると、あんな高いところまで登るのかと思っ

てしまうが、ワンピッチもあればてっぺんに着くものだ、とはいつもの経験。階段を登ったところに標識があり、左折

して頂上に向かうようだ。この山はいい感じだ、とはいえ一昨年の経ヶ岳もよかった、もう一度登ってみたい。 

◎荒島岳頂上 1253M。人が多い、ちょうど昼時なので皆さん車座になって弁当を広げている。祠がある、一等三角点が

ある、広いてっぺんの半分は雪で覆われている、ここでも白山が堂々と威張っている。360 度まる見えの山また山、丸

い円盤の上には、その名前が書いてある、おなじみの山がある、知らない山がある、ほんとうに絵に描いたような 360

度まる見えのてっぺんだ。一週間前にここに登った人のブログには、まだまだ雪がある、なんとかズボ足で登れた、と

出ていたが、今日の陽気、初夏を思わせる春の暖かさ、てっぺんでもシャツ一枚で快適だ。 

◎駐車場に下ってきた時には、車はもう 2,3 台しかなかった。まだまだ陽が高いがみなさん朝起きのようだ。「さあ 

ガソリンと 風呂」ガソリンスタンドでは窓ガラスを拭いてもらったおかげで、別世界の感だ、と笑いが漏れる。水芭

蕉の湯、600 円なり。小屋に帰り着いたのは暗くなった 8時ころ、もちろん、酒である、1時まで続いた。 

◎取立山は滝から上までがいい、ゆったり草原。赤兎山は尾根道から上がいい、昔、六呂師から入った。経ヶ岳は登る

につれ次々面白い風景がいい、赤兎まで歩いてみたい。今回の荒島岳は、ブナの森がいい、てっぺんがいい。 
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吹春俊光著＜きのこの下には死体が眠る＞先生は菌類・キノコの専門家のようだが、本の題名が、売らんかな風、新

聞見出し風、なのはなぜか。普通の花や果物の本なら、「りんご」とか「桜の木」とすなおに書けばいいが、地面にい

る、じめっとしたところにいる、にんきのない、興味がわかない、「きのこ」「菌」の話、ちょっとでも目をひこう、少

しは興味を持ってもらおうということかな。補助用語として、「死体」「精霊」なんて言葉がつけばオレは飛びつくが、

ほかの人はいかがなものか。知人のデザイナー、「僕の職業は グラフィックデザイナーの中の 編集-エディトリア

ルデザイン かな・・」と聞き、そんな学問、職業があったのかと初めて知った。考えてみれば、ひとつの書類を纏め

るのに、今までの編集者ならば、資料の専門知識に文章知識、売れるか売れないかの予想経済知識ぐらいで事足りた

が、プラスして、美的感覚、製本知識、写真や絵やデザイン技術、目をひく見出し、などが加われば、パワーアップの

職業だとわかった。話は飛んだが、オレが先日らい求めている、ケタイな生物の書架には、先ほどからいっている類の

見出しが目についた。「森を食べる植物」「粘菌生活のすすめ」「きのこの下には死体が眠る」愉快だねえ。 

 

きのこと言っても以前から知っていたのは、旨い、毒がある、ぐらいのことで、山の中に入って、「おお ケタイな 

色と形」と感動するとか、「これは旨い 持って帰ろう」と聞いても、「やめておきましょう あたれば大変」と今まで

慎重だった。あたる、という表現、これは鉄砲から来ているのか。鉄砲にあたると、大変。フグの毒もきのこの毒もあ

たれば大変。またもや WEB で新知識。「がんばのがね炊き」とは、九州のフグ料理で、がんば（棺桶）を用意してでも

食いたいほど旨い、というしろもの。サッカーのガンバはこの単語知っているのかね、がははである。何年か前から山

を歩きながら、今日はキノコに焦点をあてようなんて、いくつかの写真を撮って歩いた。ただ写真撮影の技術がまず

過ぎて、暗い地面の黒い物体なので、鮮やかな斑点なのに、と言い訳ばかりだけれどいい写真が撮れたためしがない。

中西プロのレタッチ薫陶が功を奏してきつつあるので、これからは多少ましな、「ケタイ」が撮れるかもしれないが、

撮れてからほざいてみます。「へええ 知らなかった」というフレーズを並べて見ます。 

 

◎きのこ、あのにょきり、ぽこりのきのこは、きのこ全体の単なる生殖塔、ペニスでもバギナでもないけれど、ひとは

あれを旨い綺麗とありがたかるけれど、きのこの本体は地中深くに、どっさり絡み合って細いやつ、小さいやつ、がい

るそうだ。胞子をつくるために形成する繁殖機関が「きのこ」であり、「子どもを実らせる体」という意味で「子実体」

と呼ばれる。 

 

◎カビやキノコの、「菌類」は植物の仲間と考えられていた。花を咲かせず、胞子で増えるので、植物の中でも下等に

位置づけされていた、 近まで、「隠花植物」と言われてきた。「隠れて結婚する」「日陰者のイメージ」 ところが、

1969 年ホイタッカー先生が、「植物」「動物」「菌類」にわけた、きのこに陽が当たった。菌類の特徴は動かず、酵素を

出してじっくりまわりのものを溶かし、栄養を吸収する。 

 

◎菌糸はカビの姿をしている、あの下等なカビが、分解と吸収をするすごい装置なのである。菌糸は動物にたとえる

と手足や嗅覚器のようなもの、微生物（敵）だらけの土の中、倒木の中をどしどし進み、勢力範囲を広げ栄養分を吸収

する。菌糸束（そく）はきのこが持つ、エサ探索装置であり、住居拡大装置なのである。 

 

◎きのこはモノを腐らせて栄養を吸収する「腐生」だが、マツタケなどある種は、植物と共生関係で栄養のやり取りを

する「菌根共生」である。 

 

◎きのこは森の掃除屋、森の中の落ち葉や倒木は、なかなか分解しないが、きのこは酵素を出して分解する。 

 

◎粘菌-変形菌類はきのこではない。原生生物だそうだ。 
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◎驚いたことに、きのこの毒は、まだまだ分からないことが多いらしい。即効性がないため、「動物に食べられない為

の毒」という説明がつかない。毒の成分分析や動物実験ではわからない。人が食べた実録のみ。ワライタケの実録-大

正6年-石川県：一家4人で食べたところ女房は丸裸で踊るやら跳ねるやら、果ては三味線を取り出し弾く真似をして、

ギャラギャラ笑い大騒ぎ。子もまた同様に狂うようになり、亭主も続いて狂態を極めて乱舞した。 

 

◎麻薬取締法で阿片やコカインとともに、ワライタケやシビレタケなどいくつかのきのこ類が追加された。 

 

◎根粒：微生物の共生という点で菌根と間違われやすいが、根粒は植物と原核生物であるバクテリアとの共生現象で、

菌根とは全く違うものである。この話、教科書で習ったことがある、田んぼの肥しの話。冬の間、田んぼにマメ科の草

を植えておくと、草の根に着いた瘤のおかげで栄養いっぱいになる、なんてことを習った覚えがある。マメ科の植物

の根に着く瘤。この瘤は細菌で、菌根同様、植物から栄養をもらい、細菌は植物に、植物が造れない物質を与えるとい

う共生生活をしている。 

 

◎菌根：この言葉も、この話も知らなかった、なんだか次から次へと面白い話が出てくる。菌という言葉は病気のイメ

ージが強く、一般には、「菌」「カビ」ごときに、高等な植物がその生存を頼みにしているとは、日常の感覚ではとても

思えない。しかし現在の陸上の維管束植物はほとんど菌根を作り菌類と共生している。 

 

◎菌根はなぜ必要か：太古の昔、生物にとって空白の未知の空間であった陸上に、生物が次々上陸した時代があった。

化石によれば 4億年前ということになっている。それ以前は淡水・海水という液体の環境では、生育に必要な養分は、

身体全体から吸収し排出する。しかし陸上ではそうはいかない。植物にとって陸上という新空間に進出するには、重

力及び乾燥というストレスを克服する必要があった。そのために根から水分と養分を強力に吸い上げる装置を工夫し

た。つまり分解と吸収する能力が植物よりはるかに強力な菌類と、根の部分で同盟を結んだのだ。見返りに植物は光

合成した有機物で菌を養う、これが菌根の始まりである。 

 

◎植物と菌根は、互いに細胞膜を隔てて接し、栄養や水分のやり取りをしている。「互いの細胞の構造を破壊しない」

というのが菌根菌の約束事であり、植物を病気にする病原菌とは異なるところである。 

 

◎匂いマツタケ味シメジ：自宅に持ち帰ってホイル焼きにする。塩で味わう。口いっぱいに広がる強く深く滋味深い

味わい、素晴らしい。先生、「専門家の私でも 驚きの旨さを しめじを 味わった」 

 

◎昭和 30 年ころまで、マツタケもホンシメジも人里の裏山で普通に採れた。そのころまでは人々は、薪・炭用に定期

的に木を伐採していた。毎日の燃料、焚き付け用に落ち葉や枯れ枝を集め持ち帰った。森の中は掃除をしたかのよう

にきれいになる、その結果有機物の少ない貧栄養の林床が何百年間も続いた。きのこにとって貧栄養は棲みやすい環

境になり、つられて松も安定した。 

 

◎マツは元来、岩ゴツゴツの尾根に、貧栄養の地に育っていた。人がいる里山が貧栄養状態になったから、マツも里山

に育ち始めた。山の人は、「ツガのマツタケは出るよ」マツタケがツガの木の下に出るとは知らなかった。 

 

◎腐生植物：「おお オレも見たことがある」先日書いた、ギンリュウソウ、無葉緑の透き通った土筆のような花。菌

に居候するのだ。無葉緑の植物は物質的循環系が健全に機能している森でないと生きていけない。とても美しく、き

のこも多い健全な森でないといけない、とはおっしゃるが、健全な森、きれいな森とはどんな森なのか・・？ 
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「京都こころ会議」著＜心はどこから来て、どこへ行くのか＞図書館で友人が読んでいた本を探し求めていると、哲

学書の横、心理学へ迷い込み、「こころ」という単語が目についた。こころの話なら面白そうだと読み始めたが、難解

と衝撃、何から手を付けたらよいのやら、どこをどうわかればよいのやらと思いつつ、「わからないままに わからな

い所を 抜き出してみるか」とこれを書きだした。絵を描くということに立ち戻って、「こころは必要か そらあ 絶

対必要である」「おまえは こころを大事にしているか」そう問われれば、「こころは 根本だ」と叫びつつ、今のオレ

は、こころなんてそんなものを、感じていない、大事にしていない自分がいる。「どこが根本で 何故大事にしない」

「今はもうオレには 大事なものは無い」などとひらきなおった答えをいうのはちと照れくさいが、こころなんてそ

んなものはどうでもいい、というのが今の心境。この本読み終わって、わからないままに面白いと感動。 

 

中沢新一＜もの と こころ の 統一へ＞ 

分子生物学や神経科学が、「こころ」の活動を分子過程にまで還元して理解しようとする探求を深めている。「人文系」

の学問が古くから発展させてきた、「こころ」の学というものが存在しています。この両者は統一的な理解にたどり着

くには程遠い状態です。私の話は、この両者をつないで、真に統一された、「こころ」の学を生み出すには、どういう

視点でとらえなければならないか、その見取り図を示そうとするものです。 

◎この世の心理と考えられたものを原語で表現しようとする。人文学は、人間のこころは言葉によってつくられる。

◎これでは近代主義（モダニズム）の限界を突破できない。近代主義は、自然に束縛されない、自然の拘束から自由に

なった文化の構築に、高い価値を与えてきました。脳内に生まれた思考や想像を自由に表現するのが、近代主義の理

想です。 

◎人文学は、自然過程に属する「もの」と、人間の脳内過程から生み出される「こころ」をつなぐ回路をふさいでしま

った。言語学をモデルにする構造主義は「こころ」の向こうに広がる「もの」の領域に踏み込んでいない。 

◎自然は自前の材料を用いて、時間をかけ人類の脳を生み出してきました。ニューロンの中で電位変化が起こり、イ

オンの出し入れがおこなわれ、シナプスから伝達物質が放出されている。 

◎脳＜理研 WEB より＞脳は 1400 グラム足らず。魚類・両生類・爬虫類では反射や餌をとる、交尾をする。鳥類や哺乳

類になると、感覚野、運動野が加わってくる。霊長類はより高度な認知、行動が加わる。脳の進化は基本構造に新機能

が加わり進化してきた。脳を構成する主役は、「神経細胞」である。神経細胞は電気信号を発して情報をやり取りする

特殊な細胞だ、千数百億個にもなる。それぞれの神経細胞は、別の神経細胞とつながりあい、複雑で巨大なネットワー

クを形成している。ニューロンはその一つの単位。脳は認知、運動、感情、記憶、学習といった情報処理をしている。

シナプスとは、電気信号を化学物質の信号に変え次の神経細胞に情報を伝達している。シナプスとは何かな？ 

◎かつて、フロイトやユングの精神分析学で、「抑圧」「抑鬱」を取り扱ってきた問題が、神経科学では脳内の物質過程

として捉えることができるかもしれない。研究によって、鬱病はある種の脳内物質の分泌が阻害されていることがわ

かり、薬の投与による治療が開発された。 

◎ブリコラージュ「野生の思考」で有名になった話。器用人（ブリコラージュ）は多種多様な仕事ができる。エンジニ

アは計画に即した材料や器具がなければ手が下せない。ニューロ系もこころ系もブリコラージュによっている。ふた

つの系は、古道具の再利用というやり方で、進化や想像を実現してきました。 

◎ 後に仏教について、語らざるをえなくなりました。仏教は 2500 年前にすべての意識作用（こころ）を持つ存在を、

「有情うじょう」と呼び本質を、「空」として捉えてきました。あらゆる有情のこころは空である。「ゼロ」と「空」に

は共通性がありますが、仏教思想は、ニューロ系とこころ系の本質的違いにも鋭く注目しています。「何も生まない空」

と「生産性を持った空」です。「何も生まない空」はデジタルのゼロのように、情報を流したり遮断したりするシナプ

スの働きの中に、ゼロを見つけます。「生産性を持った空」では、人間のこころにおいて浮上する空が、情報どうしが

交差、結合によって第三の意味が生まれる。こころ系のゼロ空間は巨大な広がりと複雑な結びつきが生まれる。 

◎今、ゼロの概念に基づいて、「もの」と「こころ」を統一していく新しいサイエンスが生まれなければいけない。 
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◎8：20 北小松駅を出発。同じ歳の山田さんから、「比良山に 行きませんか」と誘いを受け、二つ返事で、「おお 行

きますよ」天気予報を睨みながら今日に決めた。コースはオレがいつも行っているコース、北小松駅→涼峠→ヤケオ

山→釈迦岳→北比良峠→イン谷口→比良駅である。 

◎「今日は 歩荷訓練に 荷を重くした」山の会に入っている山田さんの言葉。オレは荷の重いのはこたえる、身体に

きつい、なるべく重い荷は持つまい、担ぐなら短時間で着ける所と決めている。去年、春の大峰、夏の赤岳を思い出

す。大峰は吉野から小屋まで半日、赤岳は赤岳鉱泉までの 2 時間、20 キロを超える荷を背負って歩いた。山に登るよ

り歩荷の方がこたえるし、はなはだ楽しくはない。食事は乾燥物を用意、美味いという質を落とし、なるべく小屋で買

うようにする。ベースキャンプまで、バスやケーブルを利用して歩荷時間を短くする、なんて色々と考えているが、時

として荷を背負うはめになって後悔している。翌日の登山はデイザックの軽装で登る、水と弁当、雨具と非常食かな。 

◎天気予報では日中は暑く 25 度ぐらいになると言っていたが、5 月のここは樹々の葉が茂りだし木漏れ日の量もすこ

し、まだまだ朝の冷気が残っているのか長そでシャツの重ね着でちょうどいい感じである。 

◎9：25 涼峠を出発。「雲が・・ひとつある ピーカンではない 濁った青空だ」「熱いけれども 暑くない」「緑が青々

してきた 松が 一二本枯れている」「キノコは コケは カビは・・格好いいハンサムボーイは まだ見ないねえ」 

◎10：10 ヤケ山出発。昨日、行動用パンを買わなければと思ったが、「そうだ カロリーメイトを 食ってしまわなけ

れば」と先ほどからワンピッチの度に口にしている。4年前、衣川さんと大峰奥駆道に行く折、たくさん買ったものが

いまだに残っている、常にザックに入っていたので形が崩れ粉になっている、これを消費しなければと粉薬を飲むよ

うに口にほおりこんでいる。形が崩れているだけで、まだまだ味もモノも劣化していない、それなりに美味い、腹もふ

くれる。女性陣との山行では、休憩の都度パンに饅頭に飴が出てきて、「ちと弁当の量を減らさなければ」という状態

だけれども、今日の粉末非常食とスポーツ飲料も腹に効いている。 

◎ヤケオ山への痩せ尾根、「木に咲く小さい花 藤の紫 ピンク 白」雪の季節は何度かここらあたりで引き返した。 

◎11：00 ヤケオ山到着。琵琶湖が見える、先日行った蛇谷が峰・釣瓶岳・武奈ヶ岳が見える。 

◎11：40 釈迦岳到着、なんと 3時間 20 分で登ってこられた、じじいパワーだね。「さあ めしにしましょう」。今日は

訓練ということでとっとこ登ってきた、まわりを眺め、ケタイなものはないかなときょろきょろ覗きも少なかった、

IC レコーダーも言葉少なめだ。雪の時にはブナの木がどっしり立っているように見えたが、今日はやさしく葉を広げ

ている。熱いけれども、暑くはない、日陰に入ると涼しい風、上着はいらない、汗も少ない。 

◎登りはここまで、北比良峠まではだらだらの上り下り。先日ここで道を間違えたという所、雪がなければ 90 度に右

に折れているのがごく自然だけれど、一面雪が覆って、踏み跡も見えにくい状態だった。登山道も見えず、雪の上、こ

こより 5 メーターぐらいずれた所を歩き、そのまままっすぐ行ってしまったようだ。ひとりの時は磁石と地図を手に

持って歩いている。同道の山田さんは建築という職業柄、地図の読み方、等高線、尾根やら谷やら一目でわかるよう

だ。「地図が読めるように」「天気図が書け 読めるように」昔言われたことがあるねえ。 

◎元ケーブルの山頂駅、宿泊の小屋もありそれなりに賑わっていたのが嘘のようにひとっこ一人いない。2メートルぐ

らいのケルンが立っている、ケルンで思いだすのは硫黄岳ですね。駅の跡地か、庭木のような五葉の松が昔からあっ

たような気がするが、今は立ち枯れている。ケーブルがなくなり、スキー場がなくなって何年かねえ。下を見れば田が

見える、田植えは終わっているようだけれどまだまだ水田が光っている。家も増えたねえ、どんどん人口が増えてい

るんじゃないかなあ。琵琶湖が琵琶湖大橋が湖東が見える。山肌には針葉樹の濃い色、広葉樹の広がり、それらがモコ

モコ上に向かって昇ってきている、たった千メートルぐらいの山だけれど、好きな山だ。 

◎半分ぐらい下ってきたところ、ちょろちょろ水の音、まわりがなんだかしっとり湿ってきた谷筋、カエルの声がし

だした。「くぇくぇくぇ」いやあ盛んに鳴いている、この谷で聞くのは珍しい、「ひょっとして きゃつらめ 交尾のシ

ーズンかな」パイプから水、「うまい」2リットルお持ち帰りなり。 

◎青ガレとの合流地点、「ここで ウイスキーに しましょう」川の水で身体を拭き着替え、「さあコップ」山田さんが

持参のジン、チーズやらオカキやらのかわきもの、「おつかれさん」ハイパワーのじじい山行でした。 
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6 月に北海道に行く、「ふらふらペインティングの旅北海道Ⅱ」その出発日が 2 週間を切った。前回の北海道の旅か

らもう 20 年以上経ってしまった。今回は 10 日間の北海道、全日程を車中泊と決めている、「70 歳を過ぎたら 疲れま

すよ 宿に 泊まった方がいい」と同道の衣川さんが言う。 初は彼の一台で宿泊、自然の中ではテントの予定だっ

たが、「絵が描きたい 描かねば」と気持ちが昂ぶり、絵の道具、寝具、調理用具と計画も荷も膨らみ、「オレも車を出

す」と決めた。自然を楽しむ、自然の中に身を置きたいとはいえ、テントは身体が疲れる、「夜中に 熊君が来ると い

やだもんね」と考えての車中泊である。予定もたてず行ったとこ勝負の旅の感があります。 

 

今、安威川左岸を海に向かって走っている、ここは久しぶり、一年以上は来ていない。向かい側で橋の工事をやって

いるのでこのあたりは右岸が通行禁止になっている。そんなわけで左右に関わらずこのあたりには近づかなかったが、

「ひょっとして 左岸の河川敷は 通れるのでは」とガードマンに聞くと、「どうぞ」ということで今ここにいる。「な

んで右岸だけ？」とあたりに見ると、右岸側の工事だけを進めている。この橋は土手に直接取りつく橋らしく、その取

り付け部工事も基礎ができ、まわりの土を整備している。右岸寄りの柱はすでに完成している。「なんで右岸工事のみ 

なんで 橋全体を 一度に 進めないのかな」と不思議に思うが、事情は知らない。 

 

今日は蒸し暑い、午後から快晴になるという予報だったが、空全体が白濁している、青い空はまったく見えないが

それでも曇りではない、快晴でないだけの晴れた日だ。太陽もあそこらあたりにあるのでは思えるようにうすぼんや

りと明るい。草がどんどん伸びている、オレの背丈をはるかに超え、2～3 メートルを謳歌している。今が草の一番背

が高い時期かもしれない、というのはこれから、雨やら風やらの自然が背の高い草を倒し捻じ曲げていくからだ。真

夏に向かって背丈の倍ぐらいのススキやらヨシやらにつるが絡まり、「どこの国の怪獣だ」という風景があちらこちら

に出現する。あの旺盛な繁殖力のつるが、「葛」だとは 近まで知らなかった、あれが葛かと我ながら驚きだった。こ

の草ぼうぼうの中にはたくさんの生き物が蠢いているのだろうが、さっぱり姿は見せない。せいぜい蝶や蛾、小さい

虫が飛び交っているだけ。蛇も安威川ではまだ見ていない。先日の比良山、釈迦岳あたりを歩いていたら、しゅるり素

早く元気な奴が逃げていった。シマヘビのタイプと思ったが、少々色が青っぽかった。 

 

絵の話ととんで恐縮ですが、 近のオレは、「絵が描ける どんどん描ける その都度 いいのができた いい絵が

描けた」とにやりほくそ笑んでいる。こんな時がやって来るとは、「永らくえかきをやっていて よかったねえ」とは、

自分で言うのもなんであるが・・と、くちごもってしまうが、照れくさいかぎりだけれど、素直にいい絵が描けるよう

になってきた、自然と筆が走る。昔から白いキャンバスに色を入れ始めた何回目かに、「おお いいねえ」と思うこと

が何度もあったが、今から思うと、その時点で、「やめときゃよかった 完成だ としておけばよかった」と今は悔や

むが、その当時は、「これから 描きこんで いくぞお」と次の筆、また次の筆と重ねてしまった。そのてん今は白い

キャンバスに色を入れ始めた何回目かに、「おお いいねえ」と思う時点で、「よし これでよし」と筆をおいている。

「ちょっと まだ もの足りないかな」と思うやつには、細い色を一筋二筋とか、太い筆で絵の具の色を一つおき二

つおきとか、そんな作業で、「よしこれでよくなった」と筆をおいている。 

 

今日は土手に建っている防災倉庫の点検日なのか、同じ制服・ヘルメットの人たちが、倉庫の扉を開けなにやら作

業をしているが、みなさん地元の有志やら百姓屋さんのようだ。河川敷の横からゴイサギがぼとぼと羽ばたきふわり

上昇、少し進んでまた水の中に立った。びっくりしたなと思ったが、びっくりしたのは彼のほうで、あんなジジイでは

怖くもないと舞い戻ったのかな、鳥に聞いてみないとわからない。先日、上西さんが、猛禽のツミを見たという、そん

な名前も存在も聞いたことがなかったが、都市型の猛禽類でハトぐらいの大きさらしい。それ以来ハトのような大き

さを見かけると、眺めるようにしているが、オレの目にはハトしか区別がつかない。ハトにカラス、日本在住のカモ

類、サギ類、モズもよくみかける。 


