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新年号企画
【東北人とは何か】を問う
【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

前記の具体的な史実とは、
今から千三百年前の陸奥国
北部の「入植」と「移配」

か」というテーマを取り上

以 前、「 東 北 人 と は だ れ

統一を目指して、従わない

制浸透を目指し、また全国

り、朝廷は全国的な律令体

その時代は奈良時代であ

という史実である。

げたことがある。その際は
地域を武力で侵攻しようと

新年号にあたり、
あらためて「東北人
とは何か」を問う

総論的かつ抽象的な話に終
していた時代であった。

始した。
最近、たまたま古代の陸

実に巡り合ったので、新年

あり、興味深い具体的な史
は、すさまじい戦いもあり、

宮城県を中心とした地域で

当時の陸奥国北部、現在の

こうした侵攻のなかでも、

にあたり、あらためてこの

策謀もあり、結果的に、そ

奥国の歴史を調べる機会が

テーマを取り上げることに

た人々で朝廷に反抗したが

れまで陸奥国で暮らしてい

当新聞は「東北復興」を

敗れた人々は全国に強制的

した。
掲げる以上、その原点とも

的に支配し、耕作地を拡大

他方、陸奥国北部を実質

「移配」という。

い う べ き「 東 北 と は 何 か 」、 に移住させられた。これを
「東北人とはだれか」とい
う基本的なテーマは外せな
い。

エミシの大きな恨みを買う

たかに見えたが、他方で、

みは、ある部分では成功し

こうした朝廷の強引な試

を

大の基地である「多賀城」

さく）を、そして、東北最

には山形の出羽柵（ではの

想像力で往時の規模を再現

ここを拠点にして、陸奥

するしかない。たしかに、

国北部を侵攻しようという

敷地周辺にある、あまり

いないのである。

た延喜式内神社、さらには

そこには巨大な朝廷の出先

こうして、もともと「ひ

敷地外に存在する荒脛巾神

ことであり、同時に、この

有名ではないが広大な石畳

とつのくに」であったもの

社も残っている。

を強引に推進しようとした

機関があったのだ。

が、西日本を中心とした中

政庁、寺院、食料貯蔵庫、

の一部や山王遺跡、はたま
そして、最終的には、日

央集権国家と特に東北以北

年に設置した。
724

本で最も長い「三十八年戦

の地域とは完全に別のクニ

ことにもなった。

争」へとつながっていくと

のである。

といわれているが、その規

見てみよう。そこには「霊

初めに、歴史書の記述を

黒川以北十郡、十一郡

また、陸奥国府、鎮守府、 巨大施設を背景にした移植
いう歴史がある。

囲み櫓などがあった。

また、最近発掘された山

またこの間、西日本を中

模も万人単位での規模とい

亀元年

王遺跡は高級官僚の住居群

心とした中央集権、武力を

うことであるが、まだ全容

網も敷かれた。加えて、駅

模は壮大である。収容人員

年に設置された多賀城の規

三年余りを費やして

口規模から考えるとあまり

せるような模型すらないが、 て陸奥に配す」とある。

下野六国の富民千戸を移し

月、 相 模・
(715)5

伴った新国家への急激な変

上総・常陸・上野・武蔵・

馬、伝馬という中央・地方

は常時一万人を超えたとも

多いとは思えないかもしれ

往時の全体規模を想像さ

化を東北の地に住む人々・

とであったのだ。

は今から約千三百年前のこ

に分裂してしまった。それ

律令制度導入
往時の朝廷の律令制度導
入の状況をさらに詳しく再
現してみよう。
大宝 年（ 701
年）、
「大

エミシたちは詳しく知りえ

宝律令」が制定され、地方
は国（こく）、郡（ぐん）、

なかったし、たとえ一部を

は解明されていない。
里（り）という単位に分け

知ったとしても、あまりに

理解することはできなかっ

も変わりすぎたその全容を

た。あるいは、その変貌ぶ

られ、国司、郡司、里長が
国司は都から派遣され、

りを最初は過小評価してい

置かれた。
郡司はその地方の豪族が任

たのかもしれない。
命令系統によって税の取り

命され、里長には有力な農
当時の坂東地域、現在の関
他方、坂東の農民を大量

地に変えようとしたし、エ

間の情報伝達システムも構

多賀城という東北侵
攻の大拠点

民が任命された。こうした
東地方全域から、農民を強

し、税収増を目論む朝廷は、

こにこだわり続けていきた

新聞が継続する限り、そ
いと考える。

立てが組織的に行われた。

ミシ人口の割合を相対的に

築された。それらは軍事用

また都を中心とする交通

に「移植」させることで、
朝廷は、この「移配」に

下げて、住人分布図を塗り

724
より、陸奥国北部以北に暮

替えようとした。

いわれている。

らしていたエミシの力を弱

せた。これを「移植」という。 陸奥国以北を新たに稲作の

制的に陸奥国北部に移住さ

【移植の史実】
・・・歴史書の注目すべき記事
霊亀元年(715)5月、
相模・上総・常陸・上野・武
蔵・下野六国の富民千戸を移して陸奥に配す。
体化させようとした。

に用いられて強力な武器と
徐々に整備されていった

ないが、千三百年前の総体

現代の一億二千万人の人
大和中央集権国家は、いよ

人口は少ないし、まして陸

なっていった。

いよ東北の地に「城柵」を

奥国の人口を考えたとき、

一万人という規模がどれほ

建設して、国家の版図を拡
年に新潟の
647

大していった。
最初は

加えて、あまりにも巨大

てみればよい。

淳足柵（ぬたりのさく）を、 どのものだったかを想像し
年に同じく新
648

すぎた多賀城の全容は現在

潟に磐舟柵（いわふねのさ

続いて

く）を、七世紀後半には福

でもその大きさが判明して

【東北復興】掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

発行 2019 年（平成 31 年）1 月 16 日 水曜日

ｕｐ

1

島 の 郡 山 遺 跡 を、 709
年

【移植の史実】
・・・今から1300 年前の陸奥国北部・黒川以北の郡名・
郷名と坂東の郡名・郷名との関係

水 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 1 9 年 （ 平 成 3 1 年 ） 1 月 16 日

Ｒｉｓｉｎｇ
〒 207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2
http://www.yumuyu.com/
e-mail:yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

今から千三百年前の
陸奥国北部の「入植」
と「移配」を考える
前記の具体的な史実とは、

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。

奈良時代の陸奥国北部、黒川以北の「移植」
連載企画
【東北先史時代学】 ⑬
豊】
【砂越

第 80 号

株式会社遊無有
発行所

第 80 号 http://tohoku-fukko.jp/
2019 年（平成 31 年）1 月 16 日（水曜日）

）千戸移
霊亀２年（ 716
千戸移民とはどれく
民によって黒川以北十郡が
らいの比重であった
成立したとの見方ができる。
か
黒川以北十郡とは、黒川

郷であるから千戸は二十郷
にあたる。

それでも植民者の数は足
りなかったというのが朝廷
の見立てのようだった。
したがって、さらに移植

川以北十郡だったが、後に

らく小田郡か新田郡を分割

に「十郡」の或る郡、おそ

ていたら、突然「黒川」と

ここまで原稿をしたため

黒と白と川と河

黒川以北十一郡となるとき

エミシたちが、陸奥国北部

「白河」が重なって見えて

それが水田農耕地帯の田

そして後に、この元反抗

が構築されたのである。

して反抗蝦夷を強制移住さ

のエミシ鎮圧、日本初の産

にのぼった。

（二面の地図参照）

に作られた「遠田郡」だけ

金、鉄資源開発、さらに岩

黒川十郡の南方にどっし

せ村を建てたのである。

きた。東北の歴史で重要な

当時の遠田郡（今の遠田

は例外だった。

りと構える多賀城、そして

手県南部への朝廷の侵攻な

「 黒 川 」、 忘 れ て は な ら な

夷村という村だった。これ

それはまた、朝廷による

城柵群はさらに強固となり、 郡ではない）だけは、先ほ

元反抗エミシだったとい

地 名 で あ る「 白 河 」、 そ し
はすべて「公民」であり他

い地名である。 （続く）

どを支えていくことになる

それに守られた移植民は、

の地域からの入植者で税金

反抗エミシ懐柔作戦が成功

どの流れとは別で、他の郡

エミシたちを尻目に、さら

うことで、負い目のあった

った。

てそれに千年以上先行する

に活発に入植活動を開始し

も納めていた人たちだった

人もの数
561

その改姓人数は、田夷遠

て、受理されている。

でに「遠田郡」の名を得た。 のである。

たであろう。

していくということでもあ

唯一の例外だった遠田

が、遠田郡だけは別だった。 彼らは、後に改姓を申し出

が 天 平 九 年（ 737
年）ま

は推進されていっただろう。 陸奥国北部に再構築された

宮城北部の地名の由
来と移植者と遠田郡
さらに興味深い事実があ
る。
陸奥国北部の黒川以北十
郡、現在の宮城県北部の地

「海道蝦夷の反乱」とい

田郡人合計
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う大きな蝦夷の反乱が集結
年）
724

陸奥国北部の郡の分布状況

郡、反抗エミシの郡

し た 神 亀 初 年（

「海道蝦夷（かいどうエミシ）の反乱」という大きな蝦夷の
反乱が集結した神亀初年（724年）に、反抗蝦夷を強制移
住させ村を建てた。それが水田農耕地帯の田夷村という
村だった。これが天平9年（737年）
までに「遠田郡」の名
を得た。

名は、当然、昔からあって、

こうした経緯で出来た黒

反抗エミシを集めて作った【遠田郡】

土地にちなむ何らかの理由
でつけられた地名だと思わ
れている方がほとんどであ
ろう。ところが、実状はま
まったく別の場所にある

ったく違う。
地名が移植者とともに移動
して来たのであり、そのこ
とはあまり知られていない。
それを具体的に示してみよ

注）現在の遠田郡ではない

う。
一面の対比表にあるよう
に、当時の坂東地方、現在
の関東地方の地名がそっく
りそのまま「移住」してい
るのである。

多賀城と城柵に守ら
れた移植民
大量の移民の入植により、
耕作地を奪われ、どんどん
追い詰められていくエミシ

後の九世紀に、この「黒
川以北十郡」の地域は

たちもついに立ち上がる。
年）の
720
エミシの反乱である。

養 老 ４ 年（

三十二郷であるから、千戸
の植民はその約 ％に当た

年）の
715

千戸移民というのは、一体

るという見方もできる。

霊 亀 元 年（

どのくらいの割合、規模の

郡、志太郡、賀美郡、色麻
郡、新田郡、小田郡、牡鹿

しかし、その反乱で打撃
養老六年の改革によって、

該当する地域の過半数が
況を想像すると、もともと

大崎平野の東西に３～１３

を受けはしたが、二年後の
～

の住民であるエミシたちが

年代に設置された
720

が、それは大量の「和人」

どういう気持ちになったか

置され、十郡を守る防衛線

ｋｍ間隔で城柵型郡家が設

の植民によってなされたわ

は容易に想像できる。

710 移民で占められるという状

63
けだが、当時は五十戸＝一

「黒川以北十郡」は

植民であろうか。
年

郡、玉造郡、長岡郡、富田

古代陸奥国北部の城柵と官衙跡
（東北歴史博物館 前今泉館長講座資料）
郡の十郡である。
また、遅くとも天平

が成立

(

の 正 月 ま で に は、”
(742)

11

黒川郡以北の十一郡 ”

十郡プラス遠田郡
していたようだ。

)
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クジラを食す
日本酒は浦霞
（金ラベル・生酒）

ホヤも旨い
三陸海鮮の店

新宿樽一

新宿

樽一
クジラの刺身

飲みやすい浦霞金ラベル

スパークリング生酒

ホヤの酢の物

第53回

水産業再興のための
料理レシピ紹介

《大根で作る
タラコの子和え》
昔からの冬だから味
わえるタラの和えも
のです
（松本談）
日本酒のあてに最高！

郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 大根 200 ｇ、生タラコ 150 ｇ、出し汁 100CC、酒 大 1 、みりん大 1 、

砂糖 大 1、醤油 大 、
油大1
『作り方』 ①

大根は千切りにします。
② 生タラコは、皮から出します。
③ 大根を油で炒め、出し汁、調味料を入れ、10 分程煮ます。
④ そこへ、生タラコを入れ混ぜます。火が通ったら出来上がりです。
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写真でお伝えする
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東北の風景（新年）
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写真撮影 尾崎匠

し、老若男女問わず、いろん

なし、病気や障害のあるな

医療や介護の資格のある

みの人は五百円、アルコー

提供し、ソフトドリンクの

う。こちらからは飲み物を

の「想い」を持ち寄ってもら

人には、食べ物一品と自分

台が会場である。参加する

公共施設、エル・パーク仙

市の中心部、一番町にある

曜日の午後七時から、仙台

ェ」を始めた。毎月第三火

昨年四月から「せんカフ

生命の危機に関わる疾病を

なっている診療所で行い、

まず地域のかかりつけ医と

会費として支払ってもらう。 うになった。日常の医療は

ル類も飲む人は千五百円を

発症した場合はそこから紹

結型の医療が進められるよ

て医療を提供する、地域完

療をそれぞれ担い、連携し

や回復期、慢性期などの医

院の強みを活かして急性期

にあるそれぞれの病院が自

効率が悪い。それで、地域

て完治して退院、という流

院して治療してリハビリし

供されていた。つまり、入

の場合、一病院完結型で提

一昔前まで、医療は多く

地域連携がテーマである。

わせる機会をつくることが

にしていくか、まず顔を合

どのようにして連携を密

が進んだ。

護連携」のための取り組み

になった。そこで「医療介

介護事業者との連携も必要

介護が必要な患者も増加し、

解決しない。高齢化に伴い、

それだけでは患者の問題は

医療の連携が密になっても、

の医療を担う病院に移れ

期を脱した患者が円滑に次

院同士の連携だった。急性

の 連 携 だ っ た。「病 診 連 携 」

け医となっている診療所と

のは地域で患者のかかりつ

その連携室がまず手掛けた

は 比 較 的 新 し い 部 署 だ が、

のようなわけで病院の中で

った名称の部署だった。そ

域連携室、医療連携室、とい

うための部署で、それが地

台市内で介護職が集まって

である。彼女とは最初、仙

女史こそが言い出しっぺ

共同代表を務める荒井裕江

で、一緒に「せんカフェ」の

ーに勤める介護支援専門員

ない。地域包括支援センタ

い出しっぺ」は、実は私では

さて、「せんカフェ」の「言

そうした流れの中で捉える

で あ る。「 せ ん カ フ ェ」 も

へと駒を進めつつあるわけ

限らない地域全体との連携

る程度出来上がってくると、 は、今や医療や介護領域に

と言われる。病診連携があ

の飲み会で普通に名刺交換

るための「病病連携」である。 ことが可能である。

病院もそのような体制だと、 次の課題は機能の異なる病

れだった。しかし、どこの

有効である。そのようなわ

をしたのだが、その後小学

医療と介護へと進んだ連携

ぶ研究者もいる。

い連携を「社会連携」と呼

うした専門職同士に依らな

と明確に区別するためにこ

とも言えるが、従来の連携

来の意味での「地域連携」

になってきたのである。本

る必要性が指摘されるよう

十一月初めには「もちより

りたい！」と思ったようで、

みて「仙台でも同じ場を作

年の九月下旬。実際に見て

に参加した。それが、一昨

取り、実際に「せたカフェ」

澤まゆみ氏にコンタクトを

フィクションライターの中

フェ」を主宰しているノン

聞くや否や、彼女は「せたカ

院の医師、木佐貫篤氏から

営していた宮崎県立日南病

なんもちよりカフェ」を運

本に宮崎の日南市で「にち

やはり「せたカフェ」をお手

にはお手本がある。東京の

動 力 で あ る。「せ ん カ フ ェ」

違うのは、そこからの行

実感していたのだろう。

がつながることの重要性を

を通して、やはり関係職種

彼女は彼女で、普段の仕事

する中で強く感じていた。

だと、様々な事例を見聞き

ながりをつくることが重要

間でお互いの顔が見えるつ

り立たせるためには関係者

彼女は会場もみんなが集

お見事というほかない。

あ る。 そ の パ ワ ー た る や、

と決意して帰ってきたので

軽 に 集 え る 場 を つ く る！」

して、「仙台にもみんなが気

はあっという間に行動に移

ないでいたところに、彼女

のバタバタに追われて行け

もいただいていたが、日々

せたカフェに、とのお誘い

し、中澤氏からはぜひ一度

は私もよく存じ上げている

木佐貫氏や中澤氏のこと

なったのである。

賛成して一緒にやることに

カフェ」である。その情報を、 ったので、もろ手を挙げて

世田谷でやっている「せた

いうことで中心部、少ない

い？」と連絡が来た。彼女は、 まりやすいところがいいと

カフェ、仙台でも開催しな

予算でやりくりするので公

女からそのような相談があ

う考えていたところに、彼

も必要なのではないか、そ

めには、地域に開かれた場

取り組みが地域に見えるた

た。専門職同士の熱意ある

では不十分だとも感じてい

専門職同士がつながるだけ

全体のことを考えた時に、

階を迎えつつある中で地域

を取り巻く連携が新たな段

先述のように、医療や介護

いただいた。そして具体的

開催という部分は通させて

とも考えられたので、毎月

したい人が迷ったりするこ

フェがある月かどうか参加

の開催だとその月はせんカ

う場を作りたかった。隔月

ば必ずみんながいる、とい

月決まった日にそこに来れ

ったのだが、私としては毎

にした方がという意見もあ

などを考慮して隔月の開催

となるので、準備の大変さ

持ちながら手弁当での運営

ことであった。皆、仕事を

催するようにしたいという

えば、毎月決まった日に開

私がこだわったことと言

をスタートすることができ

ずか半年後に「せんカフェ」

「せたカフェ」の視察からわ

に 動 き 回 っ た。 そ の 結 果、

く周りを巻き込んで精力的

募ったりするなど、とにか

に協力してもらえる仲間を

な人たちに声を掛けて運営

賛同して協力してくれそう

るよう依頼したり、趣旨に

に足を運んで置いてもらえ

して、仙台市内の公共施設

を依頼し、必要部数を印刷

り合いにリーフレット作成

また、デザインに強い知

連携の会も多くある。ただ、 もらえた。

話をしたか発表してもらう

定めないし、もちろんどんな

ークではないので、テーマも

話してもらう。グループワ

み物を飲みながら自由に対

た食べ物を食べ、用意した飲

れている。その後、持ち寄っ

回実に多彩な話題が提供さ

強になる。その意図通り、毎

ていただくことはとても勉

分かる。その一端を披歴し

ウンドを持っていることが

ると実に多様なバックグラ

参加者一人ひとり、話してみ

「話題提供」をしていただく。

しておいた参加者お一人に

上げた後、あらかじめお願い

きたい「三つの約束」を読み

明し、参加者に守っていただ

会ではまず、会の趣旨を説

とてもよかった。

ているので、その意味でも

と常々荒井氏とは話し合っ

ーワードは「ごちゃまぜ」だ

「せんカフェ」の最重要のキ

った人や家族に障害を持っ

門職はもちろん、障害を持

だいたが、医療や介護の専

五十名の方に参加していた

た。会場の定員ぎりぎりの

んカフェ」開催にこぎつけ

一七日（火）に、第一回の「せ

か半年足らずの昨年四月

に、着実に「せんカフェ」を

定着するよう、今後も地道

カフェ』の日」ということが

「毎月第三火曜日は『せん

と私も思う。

そのような場であればよい

参加してくれる人にとって

さ な 取 り 組 み で は あ る が、

ね」とも。「せんカフェ」は小

過ごせる会が出来たらいい

えたり。ホッとした時間を

えたり、繋がる事で力を貰

来て、志が一緒の方々に会

れた時でもフラっと参加出

よね」と。また、「仕事で疲

しないと地域は変わらない

だから、その人たちと話を

役、と言うか、当事者のわけ

地域に住んでいる人が主

どうにもできなくて、その

療介護の専門職だけじゃ

よ、地域共生社会にせよ、医

地域包括ケアシステムにせ

な人に集まっていただけた。 名として、毎回自己紹介タ

た人がいる人も含めて様々

続けていきたいと考えてい

回以降は、定員自体を四十

考えてのことである。第七

とを知ることができればと

て参加しているお互いのこ

イムを設けた。それによっ

一人一分以内の自己紹介タ

ち着いてきた第四回以降は、

参加者数が四十名前後に落

あったのでできなかったが、

ようこそ
「せんカフェ」
へ

な人が「ごちゃまぜ」で自分
介されて急性期の病院に入

けで、全国各地に医療職同

校の時に同じクラスだった

医療介護の壁を超えて、一

共の施設ということでエ

こともしない。一人ひとり

食べ物と「想い」を
持ち寄るカフェ

たちの地域の医療や福祉や
院、生命の危機を脱した後

士や医療職と介護職が交流

ことに気づいた。また、彼

般の人も気兼ねなく集える

ル・パーク仙台をリストア

にいつがいいか検討した結

「地域連携」の変遷
私が仕事で担当してい

る雑誌は、医療側から見た

執筆者紹介

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

「せんカフェ」の「言
い出しっぺ」のこと

ともあれ、医療同士から

由に語らう集いの場である。 は回復期の病院に移ってリ

まちづくりなどについて自
ハビリなどを進め、さらに

できる場ができた。それに

女とは目指す方向性に似通

ろんな人をつなぎたい、と

ったところがあった。要は、 会をつくりたい、そこでい

ップし、出掛けていって会

る。もし関心のある人がい

荒 井 女 史 は 言 う。「結 局、

れば、ぜひ毎月第三火曜日

んあるはずである。

【東北復興】掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

イムを設けている。

今回はこの「せんカフェ」に
療養が必要な患者は慢性期

大いに進んだし、それによ

つながることの重要性、つ

考えたのである。

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

が自由に食べ、飲み、話し、そ
私は私で、仕事柄、地域

の結果今までつながってい
の中での専門職同士のつな

果、毎月第三火曜日夜七時
重要性への認識が共通して

からの開催ということにな
いたのである。それでそれ

の趣旨を説明して協力を依
病診連携、病病連携、医

頼 し た。 そ う し た と こ ろ、
療介護連携と進んできた連

ロッカーやメールボックス

夜七時にエル・パーク仙台
がる場ができて、実際にそ

なかった人とつながり、あわ
以降、医療や介護の関係者

が使用できて、会場も一般

ったわけである。
携は現在、もう一ステップ

こで得たつながりが医療介

五階の「創作アトリエ＆食

が集まれるイベントごとを

よくばそこからまた新たな
先に行きつつある。医療や

のアトリエ」に来ていただ

毎月第三火曜日は
「せんカフェ」の日

ければと思う。そこにはい

の貸出開始日よりも前に予

何かが生まれれば、と考えて
約することができる「ロッ

第一回から第三回までは

護の現場でも活かされてい

そのようにして、「せたカ

毎回定員ぎりぎりの参加が

ることも見てきた。仙台市

カー・ワークステーション

フェ」を視察してからわず

一緒に企画する機会が多く

内はもとより、東北の各地

利用団体」として認定して

あった。
私は先述のように、仕事

域でも活発に活動している

介護の専門職ではない、地
地元の自治会、民生委員、

柄、地域の医療や介護を成

域の様々な構成員、例えば
商工会、学校などと連携す

つも笑顔での対話がたくさ

いる。

た。

ついて紹介したい。
の病院に移る、といった流

って医療や介護が必要な人

そこで必要になったのが、 よって医療や介護の連携は

れに変わった。

にとっても大いにメリット

ながれる場をつくることの

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」

h t t p : / / b l o g . l i v e d o o r. j p /
anagma5/

病院内で対外的な調整を行

が あ っ た に 違 い な い。
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「王なき国」としての
東北の事

ジを持つことだろう。その

つろわぬ民』というイメー

わず叛乱を繰り返した『ま
邪馬台国が瀬戸内海の吉備

よれば九州にあったという

たかというと、まず関説に
のような雄略、継体ら実力

祭王からの脱却を図ったか

それ以前の天皇とは、司

の五百年も後の徳川時代の

ではなかった。南北朝時代

ところが、それで終わり

しば同一視されるアテルイ、

「悪路王」または彼としば

王と称された人物といえば、

氏、そして支配は一時的に

平泉を中心に東北全域を支

南東北のかなり広い範囲に

末期、またも天皇が二人並
戊辰の東北戦争である。

達し、その策略と武力、そ

立する時がやってきたのだ。 配したと言われる奥州藤原
奥羽越列藩同盟は「東武

して飽くなき野心によって

行使型の王に始まり推古や
る。彼らを背後から支えた

皇帝」としてもう一人の天

内のヤマトの連合軍と戦い、 聖徳太子に連なる流れであ
出雲のトヨ（神功皇后）に

のが蘇我氏であり、そして

皇を擁立し、薩長軍の掲げ

・日本海の出雲・そして畿

よって滅ぼされる。しかし

しかし後の天智天皇と中

東国・東北の蝦夷だった。

系譜は、戊辰戦争にて、
「賊
ながらもどこか「上等だ！
邪馬台国を乗っ取り力をつ

軍」の烙印を不当に押され
甘んじてその汚名受けよう
ける出雲を怖れた吉備が、

である。
ぞ」というような、もはや

新たな年が明けたが、巷

体質的に「まつろわぬ」様

していたある日、天皇の崩

代は私が十八歳の冬を過ご

思えば前元号・昭和の時

いだろうか。

じている人も多いのではな

特別な区切りの年越しと感

るというだけあって、一種

という一大国家事業を控え

翌年には東京オリンピック

の存在を知り、交渉と軋轢

国など古代から日本と天皇

知れない。一方で韓国や中

る神秘的な存在と映るかも

こか踏み込み難い領域のあ

を持たない国にとってはど

湧くだろうし、米国など王

通点が見出されて親近感が

王を戴く国々にとっては共

くるものだ。英国をはじめ

れば、蝦夷は始めの時代、

夷たちの謎 東北編』によ

代史謎解き紀行

・関裕二氏の著作『新・古

介した独学の古代史研究家

出会った。以前、拙稿で紹

を全く覆してしまう論説に

ところが、近年この概念

る。

く、因果な地域性とも言え

が板についてしまうまで続

疫病であったろうとし、こ

的には、ヤマトに蔓延した

この祟りというのは具体

顛末である。

として迎え入れた、という

孫を司祭王、即ち後の天皇

がて祟りを怖れてトヨの子

ヤマトに君臨した吉備はや

九州南部に落ち延びるが、

った、というのだ。トヨは

今度はトヨを抹殺しに掛か

マトの王は完全に東北の敵

強制移住させ、処刑するヤ

を代表として蝦夷を侵略し、

ある。それ以後、桓武天皇

の思い描く、歴史の真相で

てしまった・・それが関氏

あり、討伐の対象に変わっ

原一族にとって蝦夷は敵で

政権、特に鎌足の子孫・藤

て政局はひっくり返り、新

臣鎌足のクーデターによっ

のではなく、むしろ内奥に

単純に敵方の大将というも

東北人にとって天皇とは

意味するのだろうか。

見られる東北の動向は何を

これら歴史の節目節目に

いないが）。

は異論あり定説にはなって

る（ただし、これについて

の御旗」に対抗したのであ

る、こちらも急拵えの「錦

身に徹した姿は到底王者の

すら天下人にへつらって保

伊達政宗に至っては「ひた

藤原氏においては「独立国

ダーとは言えない」、奥州

関しては「東北全域のリー

か。おそらく、アテルイに

を揮った伊達政宗であろう

自他共に「奥州王」の異名

様であり、稀代の英傑以っ

群雄割拠し政治も文化も多

くまで朝廷の臣下だった」、 ・葛西・最上ら強豪武家が

家を敷いた訳ではなく、あ

てしても単独でひとまとめ

の時代も東北は津軽・南部

ていない、と言える。政宗

二十代後半の頃に学んだ

なき国」になったのだ、と

失ってからは、東北は「王

た平泉藤原氏という王を

身の力で実現しようとし

まず第一に、それを東北自

それにしても、天皇とい

では平成最後と同時に新元
る感情や捉え方が変わって

号最初の年である事に加え、 う存在は立場によって対す

御により突然に終わった。
を繰り返してきた隣国にと

退位が決まっており、平成
っては複雑な愛憎の感情と
少ない味方だった」という

上に、天皇にとっての「数

「天皇に信頼されていた」

ヨの末裔を迎えよ」という

輪山の大物主神による「ト

れが出雲神である奈良・三

は天皇を再び自らの王とし

では一体いつから東北人

となったはずであった。

だからこそ、天皇が二人

う意識を絶やせずにいた。

「天皇は我らのもの」とい

きるだろう。しかし藤原氏

いくらでも否定する事はで

名にふさわしくない」と、

と、覚悟していた事だろう。 実 は 当 初 は 天 皇 と 蝦 夷 が

にするなど途方もない事だ

か ら で あ る。 そ れ は 今 回、

消えた蝦

今回は一年以上前に生前

天皇は「上皇」へと転身す
ともに、得体の知れなさへ

信頼関係にあり、蝦夷は天

の不安を抱かせる存在なの

南北朝時代以来の時を超

るという、現在生きている

皇を自らの王と認めてい

世代は誰も見た事のない、

え、歴史の表舞台に返り咲
て受け入れるようになった

や伊達氏の去就は、表立っ
託宣とされたのだとする。

しても変わる事はない。い

になったり、中央政府では

のである。一体、どういう

かに天皇が東北を巡幸し

た、という仮説を正しいと

しその概念は、明治政府が

いた天皇という存在。しか

近代国家創設に利用するた

た抵抗を続ければ結局は滅

ぼされる事を、アテルイや

なく天皇自身が困窮した時

奥州安倍氏の結末に学んで

のだろうか。

に放っておけなかったりす

これにより出雲の末裔はヤ

る歴史が続いてきたのでは

事なのだろうか？

思い起こされるのは、南
マトの実権なき王となった

北朝時代の、北畠顕家に従
が、本来は敵であった領域

そもそも、天皇とは一体

その気持ちは一様・一枚岩

天皇と先住の勢力、つまり

同様先住民側の、九州の隼

だと単純に考えていたので、 側に置いた。それが出雲と

遣された中央貴族・顕家の

勢力維持のために奥羽へ派

り東北の人々に敬われ慕わ

天皇が蝦夷と信頼関係にあ

例え、大化の改新以前の

であった証ではないだろう

彼らがここ奥羽東北の王者

防ごうという覇気こそは、

外敵からの侵攻を徹底的に

した戦争をも乗り越えて、

の概念や存在自体を危うく

校教育と社会的流布が、そ

五十年という長きに渡る学

想郷を作ろうという心意気、 た間違いない事である。百

決してないのだ。

「東北の象徴」になる事は

本の象徴」であるとしても

事は、そして現在彼が「日

も、天皇が東北の王になる

何者だったのか。

そもそも東北人にとって

とは到底言えないだろう。

れていたとしても、天皇が

だからこれからの東北

打倒足利のための出撃で、

人は、天皇に敬意を表しな

何故東北人は困難極める強

がらも、東北という国の象

人であり、東国・奥羽の蝦

の愛着あるいは執着へと国

徴は自ら決め、そして王が

夷であった、という事なの

民の多くを根付かせている

蝦夷を含む土着の人々とは

戦い続けた故・翁長雄志氏

というのは驚くべき影響力

始めから対立していたのだ

やその遺志を継ぐ玉城デニ

なくとも復興してみせる

つくづく論じ難いテーマ

ー氏も、まさに現代の琉球

という他ない。

ではあるが、当新聞紙面だ

王と言えるかも知れない。

う。それが骨の髄まで『ま

現代にも続く天皇・皇室へ
んどない。スコットランド

さてしかし、現代の東北

か。その意味では、沖縄で
国王ジェームス六世がイン

には六県範囲全域の視野を

行軍に二度も参戦したのか。 東北に居住した過去はほと
鍵はその時代、南朝・北

王ジェームス一世になった

した事にあるかも知れない。 グランドに迎えられ、英国

朝という二人の天皇が存在

事がスコットランド人を失

つろわぬ民』と成り果て

だ。荒唐無稽な創作のよう

東北の人々の運命の分か

望させたように、東北に居

示すリーダーは見当たらず、 渡り天皇を「隣の王様」と

た、蝦夷の末裔の心意気で

と思い込んでいた。

れ目は、天皇を称する者が

考えてきた。東北人として

みたい。

っての天皇について考えて

な年明けの機会に東北にと

系つまり先住民側の出身で

天皇の祖はもともと出雲

では辻褄が合わない、とす

あり、このような背景なし

思いもかけぬ展開を見せる。 を警護に置いたのは事実で

ていたのだろうか。

関氏によれば、朝廷の蝦

るのも頷ける。
えみし

一般に、東北といえば「

＊

あり、出雲を下し制圧した

だが、初期の天皇が蝦夷達

二人存在する瞬間。東北人

住していなければ東北の王

王とまで呼べる人物は非常

ところが、関氏の説では

の心の深層に、政権の入れ

とは言えないのである。

ろうと判断して、この特別

替わった古代の記憶が残っ
改新」直後からだという。

の立場から、東北の繁栄を

ある。

私個人としては、長年に

に長い年月に渡って存在し

のだと高らかに宣言しよ
え入れられて天皇になった、 夷への対応がガラリと変わ

側である「大和政権」に迎

ったのが世に言う「大化の
なぜこのような事になっ

＊
蝦夷」であり、少し歴史を

という事らしいのだ。
ら「天皇を戴く国家」に従

その意味でかつて東北の

かじった人間ならば古代か

からこそ書ける事もあるだ

も同様だ。アイヌ民族や沖

って畿内まで進軍した奥州

「王」とは何であろうか。

その民草を愛しても、東北
勢（一度目・五万人、二度

めに脚色し、演出してきた
に単独で赴く破目になった

目・十万人）である。南朝

の事ではなかったろうか。

かつて私は天皇の始祖が

彼は古くから信用のおける

なかったか。

縄の人々はもちろん、古来

存在を身辺の警護役として

の人々が彼を敬い慕って
大陸より渡来して、先住の

ものであるというのも、ま

より直接の臣民であるはず

彼らの、自らの地元に理

の「大和民族」の間ですら、 出雲系勢力を屈服させたの

列島に住む私たちであって

それは古くから同じ日本

かも知れない。

位」を目の当たりにする訳

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、
全国の旅の末、仙台に移
住。どの本屋に入っても、
とりあえず郷土本の棚に
向かって立ち読みを始め
る東北好きである。
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天皇の意外な正体に迫る！
関裕二『消えた蝦夷たちの謎』

約 二 百 年 ぶ り の「 天 皇 譲
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明けましておめでとうございます
冬の稲荷社
石塔（蠶霊塔）
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の小寒」
遠野 1000 景より

今回は、遠野の年末年始
の風景からお届けします。
昨年は、世界中で既存の
枠組みが壊れて、何もかも
が流動化して、あちこちで
争いも多発して、とても落
ち着かない気分が長く続い
そうした昨年を振り返り、

ておりました。
今年を展望するとき、遠野
の落ち着いた風景を見ると、
生きていくには、いつも

穏やかな気分になります。
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４日月

朝日を浴びる二郷山

冬のタンポポ

初冬の堤にて

自分がどこにいるのかを確
認できる状況が必要です。
それが確認できないと前
進力も気力も湧いてこない
のです。
筆者の場合には、遠野の
風景群がそのひとつとなっ
ています。今年もよろしく
お願いいたします。

赤い鳥居

縄文と名の付くセミ
ナーはキャンセル待
ちの大人気
昨年のクリスマスイブ開

当日、会場に行くと、た
することになったと。
土偶展のときもそうだった。

まだある。縄文の土器・

知り合い同士が多いらし
なんでこんなに長蛇の列

くさんの受講者がいた。
く、筆者は妙な孤立感を抱
になるのかとても不思議だ
会場内では、あまりの人

った。

で顔見知りの参加者が多か
だかりで、めったに一堂に

さまざまな縄文イベント

いた。

める『先住民族と縄文人』
ったようだ。交わされる言

催予定で、知人が講師を務
というセミナーに十一月に

いほどの『縄文ブーム』が

うした状況は予想さえでき

ほんの少し前までは、こ

なのだろう。

これがブームということ

ができなかった。

器・土偶を満足に見ること

会することのない国宝の土

てしまった。

事前に申し込もうとしたら、 葉も、別世界の如くに感じ
なんとすでに満席というこ

いま日本中に湧きおこって

そんなことで、おそろし

開催まで一か月以上ある

とだった。
というのに満席とは、正直
いるのを感じた。
そういえばと思い出すこ

縄文が趣味というだけで

なかった。
変わり者扱いされていたの

上野の博物館で、縄文に

とがあった。
関する映画を上映したとき

はほんの少し前のことだ。

人とみなされているのかも

この縄文ブームを支える一

しかし、かくいう筆者も、

もそうだった。
受付するまで長蛇の列で、
一時間以上待った。
映画開催側のあいさつで

しれない。

縄文研究者が違和感を

なにも筆者だけが驚いて
いるのではない。
一番驚いているのは、縄
文研究者たちであろう。
現に、縄文研究者であり、
いまも発掘調査をしている

前記のセミナー講師も言っ

だと決めつけるのは好まし

ろう。

ていったかを学ぶことであ

そうすることで、縄文人

くないとも言っていた。

縄文集落があるというのだ。

後世の現代人は、この集

落が一時期に、一挙に出来

縄文時代の文化や遺物等の

ばよいのだと思う。

くためのヒントを得られれ

ずかな知識を拡大応用して、 この混迷した時代を生き抜

忘れている。

れてきたものであることを

は何世代にも亘って形成さ

の末裔である現代日本人が、 たと思い込んでいるが、実

すべてを理解したかのよう

また、筆者なりの解釈で

たかのように、家を建てる

が建てる家の場所を予測し

現代人の短すぎる時間軸

場所を迷いなく建てている

を大いに反省しなければな

はあるが、縄文人と言われ

って生きたのではなく、環

らないと思った次第である。

る人々は、伝統という伝統

境や状況に合わせて、変え

というのだ。

こうした中にあって、縄

て良いものはどんどん変え

の何もかもを後生大事に守

かじめ、未来の集落構成員

の家しか作らないが、あら

世代に、集落に一つか二つ

つまりは、縄文人は、一

に言うときの決まり文句を

ある。

家が多数出現するのが常で

ブームには、にわか専門

連想してしまう。

変えてよいものと変
わらぬもの、未来を
想定した生き方

文ブーマー」が、ほんのわ

確かに、にわか作りの「縄

ていた。
いまの「縄文ブーム」に
違和感があると…
それに続けて、遠慮がち
に、縄文とはこうだ、ああ

大勢のセミナー受講者

文から何を学べばよいのだ

ろうか。

縄文について、あまり決め

ものは長期間に亘って変え

逆に、変えてはならない

講師が言っていたように、 ていく。

つけをせずに、かつて縄文

ない。

そのひとつの例として、

人がどう生きたか、厳しい

環境のなかでどう生き抜い
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なところ、非常に驚いてし
まった。
こんなセミナーなどめっ
たにお目にかからない。
あとでよくよく考えてみ
たら、今は「縄文」と名が
つくだけで大人気になると
いうことであり、そのため
の満席だったのかと何とか

も、こんなに観客が集まる
会場のせいぜい三分の一も

覚えるほどのブーム

と は 思 っ て い な か っ た、

っていたら、定員を五割以

埋まればいいと思っていた

キャンセル待ちにして待

納得した。

上増やしての開催で受講資

が、急遽、後ろの席も用意

ふたりの講師

縄文から何を学べば
よいのか

『先住民族と縄文人』というセミナー看板

格が取れた。

縄文土偶
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「縄文」を単なるブームで
終わらせて良いのか？

