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映画『涌谷7000年の歴史』撮影終了
【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】
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もかもが初挑戦であり、撮

るあらゆることを含め、何

デュースから、撮影に関す

この映画は、企画・プロ

撮影ができるのかどうか非

ど真ん中の来襲予定となり、 はスムーズに、スケジュー

まさに撮影スケジュールの

が発生し、進路予想では、

たら、今度は台風二十五号

過ごして、ひと安心してい

なんとか二十四号をやり

影地を通り過ぎていった。

り、スピードを上げて、撮

れる。

生する可能性は当然予想さ

なれば、大混乱が幾度も発

素人監督が采配を振るうと

全員が素人であり、そこに

ぎり変更はむずかしい。ス

目途はつくが、企画・プロ

経験があれば、おおよその

撮影についても、何度か

であった。

臨したとしか思えないほど

ここにも幸運の女神が来

砂金採りで砂金が出た！

4000 年前の貝塚

たのか、結果的には、撮影
ル通りに進行して終了した。

ケジュール調整をやり直す

デュースから、撮影に関す

いくような奇妙な感覚に何

涌谷城跡

奇跡的な天候回復で
の撮影

影が無事終了したことは奇

トラブルというトラブル
は起きなかった。
企画段階から町の全面的
な協力が得られたことは大
きい。

ならば、それも大変な作業

るあらゆることを含め、何

度も遭遇した。

涌谷歴史遺産からの出土物

しかし、何がどう作用し

跡としか言いようがないと
跡的に、コースを逸れて、

あらためていま思っている。 常に不安だったが、次も奇
まず、八月にこの映画の撮
なおかつ秋とは思えない
ような快晴に恵まれた。

影スケジュールを決めては
まさに連続台風来襲を奇

また、出演者のみなさま
も、この映画のために入念
に準備してくださった。
当然ながら、最初は戸惑

となる。強行突破しかない

もかもが未体験で、初挑戦

撮影に没入していくと、
筆者をはじめ関係者が、古
短い映像経験はあるが、映
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みたものの、九月末には大
型の台風二十四号が来襲す

跡的に潜り抜けた撮影とな

撮影初采配、素人出演

った。

るという予想があった。
撮影スタッフのスケジュ
ール、出演者とのスケジュ
ール等を調整したものなの

った場面もあったが、すぐ

と決め、なんとか台風が弱

であり、何もかもが皆目見

者ばかりという無謀

まり、雨天程度ならば仕方

当がつかない。それは撮影

に慣れた。

ないと、雨天の場合の撮影

も同じであった。

で、よほどのことがないか

場所を確保して対応するこ

歴史の重みをより深
く実感

とを決めた。

画撮影は初めて、出演者は

加えて、撮影スタッフも、 代の歴史のなかに没入して
風二十四号は、撮影地に近

ところが、幸運にも、台
づくと、熱帯低気圧に変わ

宮城県生まれ、65 歳、経営
コンサルタント、趣味は縄
文研究、今年 1 月に『東北先
史時代学』を提唱、東北から
日本を変えることを標榜。
また縄文遺跡保存活動とし
て郷里の涌谷町の『長根貝
塚保存活動』開始。映像プ
ロデュース事業にも進出。

台風連続来襲のなか奇跡的な快晴での撮影
東北先史時代学の実践プロジェクト⑤
豊】
【砂越
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それとともに、ずっしり
て、出演者一同が驚く。

を飛び越える感覚に遭遇し

た。

そんな場面が何度もあっ

と歴史の重みを実感する場
面が何度もあった。
涌谷伊達家の現在の当主
の撮影においてもそれを感

砂金と砂鉄の涌谷
しかし、何と言っても、

じた。この方は、関係者の
間ではいまでも「殿様」と
この撮影の中心は、日本初

いや、古代だけではなく、
何らかのきっかけになっ

この映画で誇りを取り戻し

て欲しい、この映画で町の

て欲しい、などなど、さま

先史時代から、この地は重
地理的には、朝廷軍事拠

魅力を再発見して欲しい、

点であった多賀城の北部、
ざまな気持ちが湧き上がっ

要な役割を担っていた。

朝廷と蝦夷の対峙する場所
てきた。

そこでの話の中心は、や

者と懇親会を開催した。

撮影終了日に、町の関係

再活性化はどこから？

であった。
地理的な位置以上に、奈
良時代には、より朝廷寄り
の政治的立ち位置であった。

の砂金の産出である。
また、それ以前の縄文時

呼ばれていて、涌谷伊達家
このことにより、古代の
代にも、この地は、重要な
の活性化の話題中心であっ

日本の歴史が大きく変わっ

た。それほどに状況は緊迫

たことが撮影を通してより
この地には、現在判明し
していると感じた。

はり映画の話ではなく、町

ているだけでも、いまから

地域であった。

また、単に鉱物資源とし
七千年前から約四七〇〇年

強烈に認識できた。

の関連行事を進めるには、
この方の同意が不可欠なの
である。
こうしたことから、涌谷

ての金が出ただけにとどま

町が城下町であり、その伝

らず、それがきっかけで仏
間もの間、人が暮していた。
で、

・

の甚大な被害は

受けなかったが、地震の被

部の被災地の方が活性化し

るが、ある意味では、沿岸

好対照の現実が存在する。

過去の歴史の華々しさと

むしろこれからどう関わる

と段落という気分よりも、

今は、撮影を終了してひ

くってはいけないと思う。

の消滅という結論で締めく

筆者もこのギャップには

かというテーマに主題が移

映画だけで町が活性化す
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統が脈々と流れていること
また、箟岳にある箟峯寺
教が東北に広まり、さらに
こんなに長期間に亘り、

しいのかどうか、またご批

比較の対象としてふさわ

に感じた。

目することが必要だと痛切

人が住みついていた縄文遺
この町の七千年間の連綿

く変化したことを実感でき

を実感した。
貫主さんのお話をお聞きし
は朝廷と蝦夷の関係も大き

東北の太平洋側の内陸部

ていると、この寺がいまで

と続く歴史を通して、この

害は受けた町の様子にも注

しかし、砂金の陰に隠れ
地は重要であり続けたのだ。

跡を筆者は知らない。

てはいるが、砂金が出る場

た。

所にはほとんどのケースで

も天皇家と深いつながりが

産出する砂鉄の存在も忘れ

のために非常に格式が高い
また、江戸時代に起きた

これだけの歴史を持ちな

判も覚悟の上での比較であ

がら、現在の町は、人口減

ことも実感した。
岩手の三閉伊一揆の関係者
てはならない。
鉄は、往時、現在のダイ

再活性化の糸口を発見す

ヤモンド以上に貴重な鉱物

るのも困難であり、道のり

げ込んで、いまでもそこで

及ばず、町のメインストリ

暮らしているという話を聞

ートは、シャッター通りを

ている現実がある。

まずは、鉄を応用した農

も厳しそうである。

少と急激な高齢化は言うに

具が農作地開墾に非常に大

通り越して、櫛の歯が抜け

であった。

きな役割を果たしたし、そ

まざと浮かび上がってくる
あるいは、横穴古墳の内

落ちたような酷い状況とな

のだった。
れによる税収増加も朝廷に

っている。

七千年という歴史を、町

部に入っての撮影では、最
もたらした。

何度もめまいを起こしそう

ることで、より殺傷能力が

べんがら塗布の跡も分かり、 強化され、戦争による被害

になったのも事実だ。

ミの跡もくっきりしている

者数も拡大したという影響

し、壁の一部には、往時の

も見逃せない。

んとかしなければならない
このように涌谷という地

るわけではないのは百も承

と何度も思った。

出しになっていて、それが

は、古代の歴史で非常に重

涌谷は古代の歴史で
重要な役割を担った

四千年も前のものであると

要な役割を担ったのである。 知である。

ったと感じている。

古代の歴史の手触り感が得
あるいは、長根貝塚石碑
の近くの畑には今もたくさ

教えられると、一挙に時空

んの貝殻や土器破片が剥き

撮影の進行とともに、な

られた。

さらには、武器に応用す

奥部の玄室を彫り込んだノ

くと、かつての歴史がまざ

いまはさびれた町

が、かつての寺の領内に逃

あることを実感したし、そ

11

未発掘の長根窯跡

3/24 の上映予定会場

3

何が出現するかツナギの沢貝塚

かわいい仁王様

箟峯寺貫主
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第50回

水産業再興のための料理レシピ紹介
《さんまのおろしぽん酢 》
今回号も、北海道地震被害が
まだ完全に収束していないな
か、函館在住の松本さんにご
寄稿いただきました。ほんと
うにありがとうございまし
た。また、地震で被災された
みなさま、お見舞い申し上げ
ます。（編集長）
郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 さ
 んま一匹、醤油 18CC 、お酒 18CC 、おろし生姜 2 ｇ、片栗粉

適量、大根 おろし 100 ｇ、大葉 一枚 、柚子適量

『作り方』 ①

秋刀魚を三枚におろします ② 醤油、お酒で秋刀魚に下味を
つけます ③ 片栗粉をまぶし、油で狐色にあげます。 ④ さんまを盛り付
け、大根おろしを添えぽん酢でいただきます。柚子があれば絞ってかけます。
秋の魚といえば秋刀魚ですが、今年は、不漁だった昨年とは比較にならないく
らいの豊漁で、価格もお手頃のようです。（編集長）
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写真でお伝えする
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東北の風景（紅葉の栗駒山） 写真撮影 尾崎匠
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東北には住みたくない？

明なので、確かにこのよう
るネガティブな見方は概ね

えた場合に、福島県に対す

始めなければならなかった

どころか「まちのこし」から

力の入れ具合が他の都道府

ことに象徴されるように、

量が少なく日照時間が長い

では自らを、県全体で降水

実は宮城県である。今回の

六県の中で一番心配なのは、

ランキングでも上位にラン

に推測するほかはないのだ

ことから「晴れの国おかや

クインし、実際、震災後東

岡山県に次ぐ２位の沖縄

県に比べて際立っているよ

北各県からの移住が増えて

ことが明らかになっている。

解消していることが窺える。 震災後。福島県の人たちは

ま」と呼び、それに則って

の忠実なサンプルとなって
島県はこれまで嫌と言うほ

一原発事故の負の影響に福

東日本大震災に伴う福島第

向けて発信されたというこ

けたくさんの情報が全国に

を集めたが、それはそれだ

悪くも福島県は震災後注目

一生懸命発信した。良くも

てそのことを全国に向けて

に必死の努力をした。そし

地からやってきた移住者と

既に人口の約１割が全国各

あいの村、西粟倉村などは

ば山陰地方との境にある山

すごいところである。例え

でいるのではない。これも

は決して都市部だけで進ん

介したが、岡山県への移住

そして、先ほども少し紹

メージをつくっていくこと

府県が統一された全体のイ

り組みだけではなく、都道

る際に、個々の市町村の取

る。移住・定住促進を考え

しているという構図であ

の市町村が特色ある魅力を

かやま」の下で、それぞれ

ている。その「晴れの国お

今のうちにもっと真剣に考

にどんな魅力があるのか、

除いて考えた場合に宮城県

いうことである。仙台市を

名度頼みの部分が大きいと

宮城県の弱みは仙台市の知

るのである。そしてまた、

いのではないかと危惧され

北の他県よりも危機感が薄

している。それだけに、東

仙台圏を中心に人口が増加

ろ う し、 こ の

上手にイメージづくりをし

いるわけでもないので、あ

ど苦しめられてきた。その

とでもある。故郷のために

その家族で、それによって

もちろん、東北各県は自

が求められる。

県、３位の東京都、４位の
人が
3,714

うに見える。

まり深刻に真に受ける必要

影響はもちろん今も色濃く

粉骨砕身の努力を続ける現

子どもの数が増えてきてい

言わずもがなのことだが、 自分たちの故郷を残すため

もないのかもしれないが、

残ってはいるが、今回の調

地の人々、海の幸、山の幸の

るという。

えた方がよい。そして、仙

統計的に日本全国の全人口

少なくともとある集団が投

査結果からはその負の影響

豊富な恵み、変化に富んだ

然環境の豊かな土地柄では

台市なしでも宮城県の他に

北海道は、他の調査でもた

票した中で、東北六県のう

がそれほど大きくなくなっ

豊かな自然、そうした情報

同村では、周辺自治体との

あるが、それだけにイメー

タウン研究所が「どの

ち４つもの県が下位に沈ん

もちろん、現在でも福島

りに気になる結果ではある。 てきているように見える。

だというのはやはりそれな

第一原発の立地していた大

が他の都道府県に比べて多

合併をしない選択をし、面積

月

年 版・ 都 道
す か？【 2018

２日までの

は今年の１月
したもので、全国の

月

東北の４つの県が

るように見える。

住者の多さにも現れている。 擁する県の強みが現れてい
同研究所の記事の中でも紹
介されているが、山陽新聞
同研究所の記事では上位

も、そのことに頼り過ぎる

ジをつくるといった場合に

う、今のうちから準備して

ない魅力を

年 度 比 919
究所は 2015
年にも同様の
人 増 の 1845 ５ つ と 下 位 ５ つ の 都 道 府
県のみが紹介されている
アンケートを行っているが、 世 帯、 2773
人 で あ り、 こ

3,714 によると、 年度に県外か

日間実施
265

日～

５日に公表した。この調査

ンケート調査の結果を

府 県 別 調 査 】」 と 題 し た ア

都道府県に住んでみたいで
同票数で並んでいるが、こ

残りの２県、宮城県と福

熊町、双葉町は依然帰還困

く発信されたことによって

いてい上位に顔を出す「常
票、
％） 第 ５ 位 が 同 率
2.9
連」の都道府県である。５
で神奈川県と福岡県（
107
位には神奈川県と福岡県が
票、 2.9
％） と い う 結 果 で
の両県はいずれも大都市を

島県であるが、記事中では

難区域である。避難指示が

岡山県の人気ぶりは、移

ら岡山県に移住した人は前

が、逆に住んでみたい都道

どこにランクインしている

あった。

人が回答した。なお、同研

れは３年連続で増加してい

府県のワーストを見てみる

の約 ％を占める森林を「誇

これは朗報に違いない。

その時の調査期間と今回の
るとのことである。

他地域の人たちの福島県に

福島県の奮闘ぶり

調査期間は異なっており、

解除された自治体でも住民

していけるよ

票、 か不明だったので、得票数
のデータを基に、全都道府

の帰還が思うように進んで

対する親近感が増し、それ

れる財産」と位置付けて、森

おくべきである。

位が和歌山県（

きらいがある。それはそれ

と、第

として当然

岡山県への移住が多い理

に興味を持つ人の移住を募

はあるが、それ以外の魅力

由については、県内の各市

が「住みたい」という票の上

った。移住者の多くは村内

を

回答を寄せた人数も全く異

いない現実も厳然としてあ

で起業し、地域内にお金を

なっているため、今回は前

県のランキングを表にして

積みにつながったのではな

落とす仕組みも回り始めた。

票、

る。にもかかわらず、福島

いかと思われるのである。

％）、第 位が同率で青
0.6

県に「住みたい」と推す票

％）、第 位が同率で秋
0.5

森県、岩手県、群馬県（

みた。その結果、宮城県は

は、全都道府県の中で中位

町村窓口が転入者向けに行

位、福島県

することが必要である。 ではない。宮城県でも東京

をこまねいて見ているわけ

当然ながら、宮城県も手
京都府と並ぶ

していく必要
は新潟県、徳島県と並んで

票、 0.5
％）

今回の調査で、住んでみ
山市にだけ移住者が偏るの

のは、県庁所在地である岡

たという。また、特徴的な

いう残念な結果になってい

県がランクインしていると

５県の中に何と、東北の４

ンしている理由は、その前

宮城県が上位にランクイ

ったと言えることである。

とだけは今回の調査でよか

だったが、この福島県のこ

県が下位に沈んだのは残念

山県はもちろん、岡山市、

から来るだけではない。岡

害が少ない」といった理由

の 多 さ は 決 し て、「 自 然 災

になる。岡山県への移住者

岡山県の取り組みも参考

東北各県でも大いに参考に

同様の山間地を多く抱える

このような取り組みは、

う循環もできてきた。

希望する人に訴求するとい

信することでさらに移住を

そのような情報を全国に発

肯定率も全国一高い。また、 移住・定住推進広報パンフ

の調査では小中学生の自己

する常連県である。

位も含め上位にランクイン

学校の全国学力テストで１

られていることだが、小中

例えば、秋田県はよく知

にもリンクも張っている。

県内各市町村の該当ページ

っている。県のサイトでは、

検討している人の相談に乗

センターを設置し、移住を

都内にみやぎ移住サポート

強みを持ち県が人気を集め

都市を擁する府県であると

れも政令指定都市という大

であろう。すなわち、いず

圏と最も近い距離にあると

ていて、東北の中でも首都

最南端で、関東地方に接し

ちろん、福島県は東北では

いる。岡山県は東京都内の

のページがかなり充実して

サイトでも移住・定住支援

和気町など県内の自治体の

はり基本は自分たちの地域

れてきたことであるが、や

れる。この連載で何度も触

できるのではないかと思わ

中最も低い。こうしたこと

などはいずれも全都道府県

認知件数、性犯罪認知件数

刑法犯認知件数や重要犯罪

ズ が、「 す べ て に『 ち ょ う

ただ、そのキャッチフレー

ドブックも作成している。

レットや移住定住支援ハン

ことが分かった。

にあるのである。東北の４

たい都道府県の第１位とな

るのである。これはいった

後に京都府や兵庫県や愛知

では、何が福島県と他の

位にランクインしている

ったのは岡山県で、全体の
ではなく、他の都市にも分

いどうしたことだろうか。

４県の間を分けたのか。も
る一方、都心からの近さや

いうことである。

どいい』と感じられる」い

交通アクセスの便利が『住

位に入ってい

いう「地の利」はあるに違い
福島県が

みならず大阪市内にも「 IJU の強みは何か、魅力は何か、 から、秋田県は安心して子
な 要 因 な の か も し れ な い 」、

（いじゅう）アドバイザ

うことでの「ちょうどいい、
ー」という専門の相談員を

宮 城 県。」 で は イ ン パ ク ト

ない。しかし、それだけで

育てができる、しかも子ど
原発事故による負のイメー

もの学力を伸ばせる県だと

るのは、東北の他の４県が

を探し、見つけ、磨いて、
最下位周辺にある中で健闘

ことである。

それを果敢に発信していく

「

常駐させ、岡山県内への移

位までには大阪府や埼
玉県、千葉県もあることか

ジを乗り越えることは不可

に欠ける感がある。もちろ
と言ってよいのではないか

住を検討している人に対し

た県の役割の大きさ

移住・定住促進に向け

することもできよう。こ
ら、自身の就業状況を踏ま

能だったに違いない。福島

てフェイストゥフェイスで

ん、情報発信はやりながら、
と思う。そして、この結果

相談に乗っている。移住・

のように、様々なデータか
えた現実的な考えから、大

県にあったのは、これ以上

反応を見ながらブラッシュ
からは、少なくとも今回投

アップしていくべきもので
票した

ら、他の都道府県にない魅
都市の近郊を選択した読者

力を抽出することはまだま
が多かったのかもしれな

みたい』と思わせる大き

年度

散しているということであ

県や埼玉県千葉県がランク

票を獲
245

インしているのと同じ理由

https://www.facebook.com/
kouhei.ootomo

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

位 が 東 京 都（
敷 市 に も 307
票、
人、 井 原 市
115
3.1
％）、第４位が北海道（ 109 に も 217
人が移住している

執筆者紹介
大友浩平
（おおともこうへい）
奥州仙臺の住人。普段は出
版社に勤務。東北の人と自
然と文化が大好き。趣味は
自転車と歌と旅。
「東北ブログ」

加えて、県の役割も重要

その意味で言うと、東北

ある。

あるわけで、今後に期待で
定住に関するイベントも定

であると思われる。岡山県

だ可能なはずである。

という限定付きではあるが、 く具体的なアクションだっ

期的に開催している。この
「住みたい」都道府県を考

人 の 中 で は、 ない危機意識とそれに基づ
3,714
い」と分析している。回答

た の だ ろ う。「ま ち お こ し 」
人の属性は不
3,714

28

％に当たる
6.6

得してダントツの一位だっ

同 記 事 で は、「 沖 縄 県 や

っ た ア ン ケ ー ト で は、「 災
というものであった、下位

田県と山形県（

回の調査結果との比較はし

ないことにする。
害が少ない」や「気候が温

PR

暖」を挙げる回答が多かっ

22

19

北海道といった自然環境で

46

る。 転 入 者 数 は 岡 山 市 が

18

た。次いで、第２位が沖縄

住みたい都道府県の上位は

42

人 で 最 も 多 い が、 倉
396

岡山県の取り組みに学ぶ

PR

10

10

県（ 188
票、 5.1
％）、第３

13

43

95

16

11

PR

PR

PR

10

した
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は何なのだろうか。

日本中を巻き込むその要因
珍しい食や蒸し風呂を楽し

をして、大きな宿泊施設で

少女たちだけで隣村まで旅
習指導要領の改訂という事

「ゆとり教育」に伴なう学

た事が思い出される。

り、何やらややこしい事に

く正反対の「陰謀論」もあ

しかし調べていくと、全

る陰謀論である。

たのだ・・という、いわゆ

倒錯が見られるのである。

の捉え方による民族意識の

ここには要するに、縄文

いい迷惑ではないだろうか。

だが、当の縄文にとっては

＊
で、最も古い時代の記述は

になっていて、今年の始め
発掘のアルバイトをしてい

学生時代は岩手県内で遺跡

事」と規定されたのである。 主義を標榜）によれば―

国土の統一の様子がわかる

手県生まれの女性。なんと、 いて調べ、大和朝廷による

う方のブログ（自身は共産

なっている。紙屋高雪とい

鮮側にとっては、縄文は日

つまり、問題とされる朝

縄文ブームで東北が
覚醒するか否かという事
「農耕の始まり・古墳につ

み

などなど目白押し。これら
に遂にネット通販で購入し
たという変わった経歴があ

作者である高室弓生は岩

き

むなどの話が面白い。

そういえば、数年前から

新参の華やかな書籍群を、
その名も『縄文物語』。

た、ある一冊の本がある。

何かのきっかけで知って気
仙台の、ある行きつけの
『縄文人になる！』

こうせつ

書店に行くと必ずふらりと
『月と蛇と縄文人』
行されたものの、二〇〇七

なんと、一九九〇年に刊
界を練り上げていったらし

の観察・調査から本作の世

り、その体験を元に、独自

っている事への疑問を提示

日本史が弥生時代から始ま

一人の小学校教諭から、

が日本考古学協会だった。

しかしそれに反発したの

「天皇への理解と敬愛の念

における指導要領には、

の土台である八九年の改訂

河原彰氏曰く、九八年改訂

文化財保存協議会の勅使

なのだ。朝鮮の人々にして

り、消してしまいたい過去

は、縄文は「黒歴史」であ

所謂天皇側の人々にとって

明であるが、当の日本の、

本の基礎であり、優れた文

立ち寄ってしまう「郷土関

年に復刻された、という、
い。既存の概念に捉われな

知れない。

が過ぎており、店頭にはも

る。復刻からも既に一〇年

背景にあったのかと納得な

生まれた秘密は、こうした

い、斬新な縄文イメージが

はその実態に驚愕したと言

を設置、多くの総会参加者

され、教科書問題小委員会

の強制と合わせて小学校の

とあって、日の丸・君が代

を深めるようにする事」

ちらにあるのか？」と。

ティティは縄文、天孫のど

「一体、日本人のアイデン

うに夢中になる背景には、

ンティティと捉えるかのよ

が今、縄文を自らのアイデ

みれば理解に苦しむだろう。 うのである。日本中の人々

東北人として「彼ら」を眺

まずは日本人としてより

ちは思考実験としてでも、

けれども、東北に住む私た

と、他人事のように書く

誌らしき『縄文
はやよほどのマニアックな

段階で国民の思想統合を図

しかし、一方でこうも思

手に取ると、なんでも昨年

われている。二〇〇七年に

＊

がわらあきら

これはどういう現象かと

関連」の本たちが並べられ、 などの名著重鎮が支える。
やや大きめのコミックであ

し

連」の書棚の隣に、ほぼひ
『縄文とケルト』

店の名物コーナーのように
思い、特に気になる新興雑

て

と棚全て覆うほどの「縄文

迫力と魅力を放っている。

辺りから、東北よりもむし

のだが、高室は寡作な漫画

った、政府の意図が見えて

主なものを挙げてみると

『はじめての土偶』
店でもなかなか見かける事

中央教育審議会が文科相に

』を
ZINE

『ときめく縄文図鑑』
ろ東京の方からやけに縄文

答申し、二〇一一年度には

それにしても、現在では

「その際、神話・伝承を調

子がわかる事」の後には、

ーム」の中で掘り起こされ、 が甦る事となったのだった。 「大和朝廷による統一の様

前出の学習指導要領の、

「縄文こそは日本の基礎で

考えるとされるように、

いて、縄文が朝鮮の人々が

あるという現在の日本にお

どころか、ブームの只中に

縄文が教科書に復活した

ジョンに対する強い反発が

っぺりした、つまらないビ

崇め従う民族だのというの

する、稲作民だの、天皇を

てその代わりに彼らが提示

者への無意識の怒り、そし

実を無いもののように扱う

確かに自分の基盤にある真

人も、○○藩士である東北

ば、天皇の臣民である東北

っ た か。 よ り 正 確 に い え

ィティそのものではなか

もない、元々のアイデンテ

はそもそも倒錯するまで

東北人にとって、縄文と

むべきかを、考えてみよう。

自らの新たな「縄文」に臨

『ジャズる縄文人』

家であり、縄文テーマの作

考えてみると、貧しく原

あらためて注目されている

べ、国の形成に関する考え

あり、優れた文明なのだ」

あるのではないか、と。

日教組にしろ、政府にしろ、 望し、東北は東北でいかに

のできないレア本なのだ。

始的な生活という、日本人

様子は特に見られないのが、

（否、当時としても）信じ

方などに関心を持つこと」

と捉えられている事は論を

が盛り上がり始め、今や縄

の長年の縄文時代イメージ

難い文部省の判断である。

とあるという。

『縄文人に相談だ』

くる、との事である。

かってきた。というより、
を覆した、かの青森県三内

何とも残念である。

特に、縄文時代が見直され

北東北にあるのだから、全

時代の中心地とも言うべき

当然ながら、遠野は縄文

リエイターとして復活して

て縄文の先駆け且つ代表ク

文世界を創出し、あらため

文物語』で更なる驚異の縄

室弓生には『新（真？）縄

手県遠野市に当たる地域だ。 替えられている。是非、高

っていて、日本が朝鮮半島

れは在日朝鮮人が深く関わ

は「日教組」だといい、こ

述を教科書から抹消したの

一部では、縄文時代の記

う歴史観を形成する」

『天皇』が常にいた、とい

人は歴史の始まりからコメ

解し、現在もそのエッセン

のが、政府の究極の狙いだ、 ものであり、最も縄文を理

人も少なくなかったはずだ。 を作り祭を営み、そこには

北が否定された、と感じた

という訳である。

北の素晴らしさにつながる

晴らしさは、どこよりも東

しかしながら、縄文の素

が起きるのも頷ける。

族」としての概念を再構築

これまでとは違う「大和民

てきた既存のアイデンティ

日本人はこれまで与えられ

が、東北人のアイデンティ

天皇を否定しないながらも、 ができる、自由な精神こそ

ティを見直し、その多くは

ティ。

よりも素直に立ち戻る事

その原点に、どの日本人

た、人間という存在なのだ。

る実態が明らかになる事で、 ない」この列島に辿り着い

ようやく教科書に縄文時代

そもそもの火付け役という

九〇年代以降、その民族

た事で長年の劣等意識が覆

というのは関東や信州にか

く不思議ではない設定なの

ほしいものである。

より先に優れた文明を有し

い。元は誰もが「何者でも

東京国立博物館では先月

だが、意外にも遠野は縄文

＊

みである。今回の「縄文ブ

『別冊太陽・縄文』
のが当の雑誌らしく、縄文

丸山遺跡が知られるように

構成の多彩さ、稲作や遠洋

けて人口も多く文化も成熟

文の当たり年とまで言われ

『東京人・東京縄文散歩』

なったのは一九九四年以降。

航海技術などの存在が研究

「神話・伝承と絡ませなが

したので、東京からブーム

る状況なのだという事がわ

『ディスカバー・ジャパン
をネタに様々な視点からの

この作品はそれ以前のも

ら、コメ作りを歴史の始ま

雑誌としても、

・縄文人はどう生きたか』
思考実験的記事、例えば縄

のだが、描かれた縄文の世

ったといっても過言ではな

りと印象づける事で、日本

『縄文力で生き残れ』

『ユリイカ総特集・縄文』
文的価値観から現代のビジ

によって明らかになり、縄

かった我が東北にとっては

まで『縄文・一万年の美の

のイメージを観光の売りに

ところで、縄文時代にま

縄文時代の記述を抹消し、 待たないだろう。縄文時代

ネスの矛盾を捉えたり、現

界は極めて魅力的である。

まさに暴挙であり、再び東

人も、全て後付けに過ぎな

代の遺物が未来で発掘され

文のイメージは次々に塗り

鼓動』と称した特別展が盛

はしていない。あくまでも、

縄文時代の、想像を超え
舞台はなんと、現在の岩

況のようだったし、巷では

『遠野物語』の遠野なのだ。
には『縄文にハマる人々』

野盆地の周囲にある集落の

物語は、当時湖だった遠

の歴史が弥生時代から始ま

代の記述が無くなり、日本

の歴史の教科書から縄文時

うと、二〇〇二年に小学校

つわる近年のニュースとい

いう図式を確立させたかっ

恵によって日本が始まると

ち朝鮮半島からの文化の恩

稲作・農耕を始める事、即

文を抹殺したのだという。

本を磐石にしたい者らが縄

い、片や天皇中心国家・日

記述を抹殺する事によって、 連中が縄文を抹殺したと言

ていた事を示す縄文時代の

もう、どっちでもいいの

片や日本を貶めようという

これは、一体何だろう。

覚がないとも言えないかも

る、という歯痒いような感

られていい様に弄ばれてい

縄文という名声を東京に取

ている東北人にとっては、

・そういう思いを胸に秘め

現できるのは東北である・

スを内包して、いつでも体

るばかりである。

として在り続ける事を、祈

より強靭にして柔軟な民族

統合工作などに惑わされぬ、

なっているか。国家の思想

が去った時、日本人がどう

ブームという一時の流れ

しつつあるのではないか。

容になっている。

こけしを愛でるように土偶

なる映画まで公開されるな

娘たちを主人公に、季節ご

ったかのよう書き換えられ

女性が増えているとか、更

只ならぬ様相を呈している。 との生活や祭式を描写しな

ど、「縄文熱」は明らかに

がら進む。特に、冬の間、
一体この縄文ブーム、今

のではないだろうか。

それが、私たちの縄文な
を求める「土偶女子」なる

したりと、遊び心満載の内

たらどう解釈されるか考察

おう う えつげんぞう

奥羽越現像氏紹介
一九七〇年山形県鶴岡
市 生。 札 幌、 東 京 を 経
て、仙台に移住。市内の
ケルト音楽サークルに所
属し、あちこち出没し演
奏する。フィドル（ヴァ
イオリン）担当。
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縄文の見直しを先取りした斬新
なデザイン『縄文物語』

品は他に一冊描いているの
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今年の夏は、天候激変と
台風と地震とが次々に起き、
落ち着く暇もなく、あわた
気がつくと、いつの間に

だしく過ぎてしまった。

雲海に斜陽

か、すっかり秋のすずしさ

リンドウ

が定着していて、とても奇

ヒガンバナ

このまま静かなままでい

スイレン

妙な感覚がある。
て欲しいものだ。
＊
さて、遠野もすっかり秋
に変わったようだ。
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雲も、もう夏の雲ではな
い。朝日も夕日の光も同様
だ。あの激しい夏の陽はど
こかへ行ってしまった。
アキアカネ、秋の夕暮れ、
花々もすっかり秋を告げて
いて、秋の景色に変わった。
少しさびしい秋だが、じ
っくり味わいたい。

夕焼け

朝日とススキ
アキアカネ
高清水からの夕景
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の寒露」
遠野 1000 景より

歴史はひとつじゃない、多様性が理解できた

⑩ 【東北先史時代学】

連載企画

認識も共有できないことは、

それこそが歴史の醍醐味
かつての日本にあった異

こうした見方を東北の古
分たちの祖先であるとの姿

めるような姿勢であり、自

端の流れを部外者として眺

代の歴史に当てはめてみる
この理由のひとつは、縄

勢はとても汲み取れない。

であると思う。

と、東北の歴史も例外では

大した困難もなく理解でき

なく、より立体的で、生々
文文化を、ヨーロッパ流の

るだろう。

現代がそうであって、過
しい歴史が立ち上がってく
考古学から無理やり解釈し

しかし、だれもが受ける
というものは、朝廷サイド

これまでは、東北の歴史

じではないか。

ならば、昔のことでも同

去がそうではないというの
るのではないだろうか。

学校の歴史教育はそうは教
の歴史観が中心であったよ
目の前にあるものをその

と考えている。

ようとするからではないか

は明らかな矛盾である。

えない。だから、歴史はひ
ざわざ遠く迂回して、まっ

まま受け容れられずに、わ

そこで、朝廷と対峙した

能性が高いし、歴史の定説

新たな歴史が蘇ってくる可
か。

る試みは許されないだろう

と「たら」を復活させてみ

もっとストレートに、縄

というユニークな文化の核

関係である。

いうのだ。しかも現代にお

日本の仏教というものはひ

この一事から考えるに、

そうになった。

驚きのあまり腰を抜かし

務め、格式を誇ってきたと

心に迫っていこうというこ

それは天台宗と天皇家の

らずに立ち止まっているの
るが、そもそも人間に確実

ではないか。

文人の文化、縄文人の心に

に理解できることなどあり

いてもそうだという。
はしないのだ。そして、蓋

つの星をあし

としている。

らった紋（三諦章）を宗章

菊の中央に

台宗のものであるが、十六

涌谷町の箟峯寺の紋章は天

迫っていくことは出来ない

ら巨大な自然災害の多い地

特に、日本列島は大昔か

とである。
のだろうか。

然性を頼りにする学問はす
べて廃止にしなければなら
なくなる。

文化形成に多大な影響を与

これらを併せて考えると、 域であり、それが縄文人の

新たな日本縄文考古
学樹立を！
縄文人は分からない
と言い続ける専門家

筆者が考える縄文考古学が

ているということである。

結果、すべては懐疑のな

とくくりでは収まり切れな

どちらが先なのだろうか

やはり歴史は多様性を必

い事実があちこちに転がっ

震学、地殻学、気象学、植

と疑問に思ったが、箟峯寺

あるいは、縄文考古学の

写真でみると一見して天

物学等の自然科学をフルに

貫主が明快に答えてくれた。 要としていると実感した。

皇家の紋章に似ている。

動員する日本独自の縄文考

そうなると、火山学、地

えたことは確実である。

解できないのではないのだ。 であり、もうひとつは、縄

古学を構築して欲しいもの

ひとつは、西欧流の解釈

導き出される。

文人の心の核心に直線的に

かにあるという懐疑主義に

迫って行くということであ

専門家のひとりで、縄文人
いから、いろいろな想像を

そこまで確実なポイントに

家が後であると。

不自然であり、事実にも反

していると言わざるをえな

い。
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とつという幻想を抱くのだ。 うに思える。
明らかな誤りを教えてい

現代が西欧流の経済に支

するように思えてならない。

たくの異文化の網を無理や

負け続けの東北の歴史に

側からの歴史を再発掘する

関する記述は、歴史の潮流

るのであり、時の政権の思
も恣意的に捻じ曲げられ、

配されているからといって、

りくぐらせて理解しようと

統一された歴史認識を、義
からすれば、負けることが

縄文文化まで、西欧流の枠

ことを推奨したい。

務教育その他歴史教育のあ
自然な流れであったように

組みを通して理解しなけれ

惑によって、誤った、しか

らゆる場面を通して教える
語られる場面が多いように

支持サイドからは新たな歴

ばならない道理はない。

ことも可能なのだ。

は存在しないというが、東

歴史に「もし」と「たら」

であっただろうか。

しかし、ほんとうにそう

こうした観点からすれば、 感じる。
自発的で個人的興味から開
始される歴史の掘り起し作
業は非常に有意義な作業と
なる。

昔のある時代に生きた
史認識が出現する可能性は

なぜなら掘り起しの都度、 北に限って、その「もし」

人々は数多く存在し、さま
非常に小さいからである。

最近の縄文ブームにもか

膨らませてものを言っては

固執するならば、縄文考古

縄文文化解釈への疑問

ざまな立場を持ち、一様で

かわらず、縄文文化の中心

理屈をこねるようだが、

いけないという人がいた。

に頼りすぎないということ
部に切り込んでいくような

だから、縄文人だけが理

なのに、そうした人々が

新解釈が見当たらない。

だ。

さえ異なる。

大胆に言わせてもらえる

る。

驚きである。しかも驚き

はそれにとどまらない。

無理やり一本化するのは

なら、歴史の多様性とは、

学はただちに止めにすべき

天台宗が先であり、天皇

同じ歴史観を持ち、同じ歴

現代人である他人の心の中

珍しい文物を外国の文物

よと言っているわけではな

東北の古代史にはどんな
い。

京都にある青蓮院という
たのか分かるはずはないし、

何も、現代科学も遠ざけ

こうした歴史の再発掘作業

限定すべきである。

史認識を共有しているなど

火炎土器の形状について

断面が潜んでいるのだろう

誤解を恐れずにいえば、

史上の人物が何を考えてい

であり、発掘の事実のみに

い。

目に付く。

天台宗の寺院があり、開基

ドから、別々の歴史認識が

むしろ積極的に取り込ん

か。探索が楽しみである。

それぞれの立場からの歴

ましてや縄文をや、である。 日本考古学が、縄文時代を

は伝教大師最澄で、多くの

驚くとか、土偶は何のため

法親王・入道親王（皇族出

示され、それらを対峙させ

ところで、今般の映画撮

史観があり、歴史認識があ

で、キリスト教的な歴史認
そういうことになれば、

識に左右されない観点から、 影で新たな仏教史の断面が

に作られたのかという地点

土器分類にのみ縛りつけて
で立ち止まっており、そこ

身で親王の称号を与えられ

ることで、より立体的で、

見えたような気がしたこと

生々しく、まるで歴史が活

これは、現代という時代

先史時代のひとつの文化の
きない。確実なこと以外は

きたそもそもの考え方がそ
から先の切り込みが見られ

そして縄文人の文化に迫

こにあるのではないか。

きているかのように蘇る可

言ってはならないことにな

た僧侶）が門主（住職）を
ないのは残念である。

がある。
能性が広がると思う。

可能性、つまり日本の縄文

って当然ではないか。
にも当然あてはまる。
現代観、現代についての

今回の映画撮影で見
つけた日本仏教史の
別の断面

さえ理解できないのに、歴

陥る。

箟峯寺の紋章は天台宗の紋章であるが、
天皇家の紋章に似ている

からもたらされると考える。 のように眺める視点だけが

の心は現代人には分からな

縄文文化を後代の文化であるヨーロッパ流で解釈するのは
そろそろ止めよう！

ということは幻想にすぎな

宗教も、みな異なる。民族

はない。思想も考え方も、

思うようになってきた。

ひとつではなくてもよいと

最近、歴史というものは

歴史はひとつではな
くて良い？

歴史の多様性の新発見

人は生きていくことさえで

利害が反している両サイ

東北の歴史の多様性
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