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この路線のままでいいのか、いまならまだやり直せる
あれから8年後の今、インフラは復興したようだが、
「人口減少」、
「被災地
に戻らない被災者」、
「復興支援需要激減」、
「企業存続危機」、
「除染停滞」、
他方で「内陸部過疎化加速」、どこをとっても良い傾向が見られない

豊】

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。

どんどん表面化してきてい

識に対する怒りに火をつけ

りにも実態と違いすぎる認

ていた被災地なのに、大震

もともと過疎化が進行し

った。

る。非常に残念なことだ。

福島県の話は一旦保留す

災で人口減少に拍車がかか

換言すれば、この八年間

両眼を大きく広げて
事実を直視せよ

災からのインフラ復興は八

の一連の流れは、箱モノ行

るとして、箱モノが整備さ

ることにつながる。

年かけてようやく形が整っ

政の最悪の見本というしか

政府主導で始まった大震

変わらず、毎年この日の前

てきたが、他方で、この八

マスメディアでは、相も

後に特集を組んでいる。

かったし、一時避難場所だ

った場所が、定住の場所と

れても、復興するまでが遅

満八年目を迎えて明ら

年間のトレンドを見たら、

被災地は復興どころかどん

そこでは「絆」、「忘れる

な」という言葉の乱舞、そ

どん衰退しているのが手に

化しているのだから当然で

ある。

一時避難という場合には、

数か月というのが現実の生

ない。

して悲しみを押しつけるよ

表を見ればすぐに分かる

かになってきたこと

そして、復興は進んでい

が、被災地の人口減少は目

取るように分かる。

るという言葉がむなしく響

を覆うばかりである。

そうしたマスメディア特

集にもかかわらず、大震災

くどころか、むしろ、あま

うな演出があふれている。

直後に想定した悪い予想が

国立社会保障・人口問題研究所
（社人研）による２０４５年まで
の岩手、宮城両県沿岸部の人口推計。福島県については市町
村別推計を行っていない。
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活感からする相場だ。
どんなに我慢しても二年
であろう。それ以上の延期
は一時避難とは言わない。

ある企業も大きく影響を受

シャッター通りどころか、
大震災時の地震で破壊され

べきである。
だから休業や廃業を決断

たまま放置されている箇所

他所の人々が、あの大震
グラフを見ると、大震災
する気持ちを理解する必要

想像すべきである。

災を忘れていると嘆いては
直後は倒産件数が多く、時

ける。当然の成り行きであ
いけない。人は忘れるもの

る。

が非常に多い。売出し物件
もなんでもなく、メインス

ちの財政も非常にきびしい。

トリートの廃墟化が進行し

続いていくことだろう。

も多い。その結果、誇張で

間経過とともに休廃業件数
が増加していく。
地場の新聞の分析によれ
ば、後継者問題によるもの
だということである。

そしてこの傾向はさらに

がある。

ればならない。

別の方策を編み出さなけ

だ。仕方がない。

飲食業や生活に密着した
い。消費地が被災地とかぶ

被災者も働き、そこに住み、 産業は特にその影響が大き
暮らしていくのだ。一時的
るからである。

このまま、この箱モノ復

つい最近、財政の非常事

れば雇用に影響が出る。
この八年間、わき見もせず

ん後継者問題もあろうが、

進んでいって何らかの展望

るさまざまな施策に沿って

り、県内で有名になった。

態宣言を出したばかりであ

当然ながら、そうしたま

経営者たちはもう疲れ果

興路線ないしそれに付随す

人口が減少すれば消費額

な住まい、暮らしは耐え難

ている。

も減少する。企業として立
被災地が消費地でない企
てたのではないか。もちろ

い。定住して落ち着きたい。

まだ引き返せる、そ
の勇気を持て

結果、最初は一時避難場所
ち行かなくなるのは当然す
業にしても、人口が減少す

はたしてそうだろうか。

だった場所が定住の場所と
ぎるくらい当然である。

事業承継問題で休廃
業？

変化していく。当然の成り
その他にもさまざまなネ

また、大震災直後は「復
興支援需要」というものが

が拓けるだろうか。

復興の方向転換の話の前

いうことである。

であきらめてはならないと

強く言いたいのは、ここ

となどである。

具体的には、道路整備や

いのだ。そうなる前に何と

城県の北部にある涌谷町と

筆者の生まれ故郷は、宮

間にすぐ起きるのである。

めだ。高齢者の生きている

関係ないと思っていてはだ

は、自分の生前にはあまり

衰退していくので、高齢者

政負担で行っていたサービ

また、従来は市町村の財

ることがある。

者のいない市町村が増加す

むずかしい時代なので、医

ビスの減少、医者の確保が

具体例としては、医療サー

い。自力更生しかない。

助成金などはあてにならな

えない。放置するしかない。

が多数出現したら、国も救

これからこうした市町村

提供に変化していく。

己負担あるいは無償の作業

さなければならないのであ

ならぬ「東北再興」を目指

国を頼らず、自力で復興

災からの復興路線とは別に、

主張しているように、大震

また、当新聞が以前から

かしなくてはならない。

いう小さな城下町である。

あきらめた先に展開する

る。

なくてはならない。
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行きである。
そうやって、被災地は箱
に復興へとまっしぐらに突

こうしたことは、涌谷町

ガティブな影響があるはず

に限ったことではなく、第

あった。全国から復興支援

二、第三の夕張市がいつ出

モノが空しく残って、人が

答えは否である。

現してもおかしくない状況

き進んできたのだ。

八年間もトライしてみて

である。

心身ともにボロボロだろ

の結果を見れば明らかだと

である。

者が被災地に集まり、そこ

う。人生の大半のエネルギ

筆者は言いたいが、それで

大震災後の被災地の企業
の動向を見るのに、これま

ーを使い切ってしまったの

で消費してくれた。
しかし八年も経過したい
では倒産企業数のみに注目

三陸沿岸部の被災地と、

ま、「 復 興 支 援 需 要 」 が 続

こうした内陸の過疎化が進

であろう。もう残されたエ

ると誰か言うだろうか。否

する傾向が強かったが、休
業・廃業企業数にも注目す

ネルギーは非常に少ないと

くと考えるわけにはいかな
い。

み悲惨な状況を迎えている

もまだやってみる価値があ

大きく減少する場所となっ
た。

人口が減れば、その地に

定する人はほとんどいない

市町村とが別物とは思えな
同じ方向性のなかで解決

いのだ。

だろう。
では、どこに進んでいく

策を考える必要があるので

か。どの方向に転換してい
くか。

復興から再興へ
に、被災地だけでない視点

り、住民へのサービスの徹

あきらめるとどうなるか
も具体的に考えてみたらよ

底した削減・廃止であり、

最近頻繁に訪問している

状況は悲惨であり、すぐに

だからあきらめてはならな

他方、住民の負担増である。 公共建物の補修などが、自

が、一番のにぎわいを呈す

スが、住民自身によるボラ

そうした市町村は徐々に

い。

るはずのメイン道路脇にあ

訪れる悲惨な状況である。

大震災以前の衰退とも戦わ

ったはずの商店街は惨憺た

ンティア作業に変化するこ

る状況である。

のことである。

倒産企業数だけに注目してはならないー図は東京商工リサーチ東北支社
それは市町村の破綻であ

疎化が進行している内陸部

ている内陸部ではなく、過

それは一部の活況を呈し

指摘しておきたい。

も欠かすことはできないと

はないか。

過疎化が進む内陸部
にも注目せよ

「国立社会保障・人口問題研究所
（社人研）による２０４５年までの岩
手、宮城両県沿岸部の人口推計

人口減少がもたらす
悪影響
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第55回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

《牡蠣フライ》
いまが旬の牡蠣の
旨味を包み込んだ
牡蠣フライ
郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 カキフライ (2 人分 ) — 牡蠣 200 グラム 、塩 少々、小麦粉、

粉、
とき卵 、
あげ油

『作り方』

パン

① 牡蠣は、塩水で洗うか、小麦粉をまぶして洗う。
② 洗ったら、キッチンペーパーで水気をとります。
③ 180 度の油できつね色になるまで、揚げます。

ー 8 年前からの牡蠣復興物語ー
【筆者コメント】：8 年前の大津波では、三陸沿岸の牡蠣棚が壊滅した。そこから 2 年、3 年をか
けて何とか復興したが、流通市場への供給量不足問題で、結局のところ、ネットによる直接販売
に切り替えざるを得なくなったということがあった。その次のトラブルは、松島湾などで発生
した、夏に海水温が上昇し、牡蠣収穫量が大きく落ち込んだということもあった。大震災後、幾
多の災害・トラブルに見舞われた牡蠣は復活した。美味しくいただきましょう！

（3・11 と日常喪失の一側面）

【小さなニュース】

日頃の何気ない日常というものは、実に

―—日本酒プロデュース企画開始—

多様で独自の慣習と手順とモノ、その他

『三陸酒海鮮会』を開催して以降、東北地酒の

さまざまな要素が組み合わさって出来て

銘柄だけは大分詳しくなった。それ以前も

いる。卑近な例ではあるが、朝起きて洗

日本酒好きではあったが、それほど詳しかっ

面するということに焦点を当てて考えて

た訳ではない。しかし現在、詳しくなるとい

みても、実に複雑な組み合わせなのであ

うこと以上の思いが募ってきた。それは、新

る。慣れれば無意識で意識することもめ

たな日本酒銘柄作りである。つまり日本酒

ったにない。しかし、それらの巨大で総

プロデュース企画である。自分好みの酒が

合的な複合体である「何気ない日常」が徹

欲しくなったのである。でも地酒をいただ

底的に破壊されたら、あるいは失われた

く方は詳しいが、作るのはまったくの素人で

ら、生きる刻々の瞬間がとてもつらくな

ある。そこでプロの手助けを得て、この企画

る。何事にも意識して行動し、なおかつ

に挑戦しようと考えた。早ければ年内に試

「欠落」を意識する生活は耐え難い。

飲が可能になるかもしれない。
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東北の風景（冬から春へ）
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写真撮影 尾崎匠

一方で、日本はそうした家
地域の防災力を高めるに、自
時刻の一四時四六分に向け

ある。その傾向は地震発生

何とも落ち着かない気分で

めか、荒浜を訪れる人の数は

今年は雨風が強かったた

れたことになる。次の地震

分で判断・行動できる「災害

例年より随分少なかったが、

に対する備えは着々と進ん

れて一人でも生きていける
弱者にならない事前対応」が

それでも旧浄土寺の慰霊碑

いているような、何か胸に引

社会を追求してきた結果と
て強くなるような気がする

の前や荒浜慈聖観音の前で

者を減らすまちづくり」では、 っかかるものがあるような、

して現在があるという実情
ので、とても平気な顔して仕

は、一心に手を合わせる人の

「健康寿命を延ばして災害弱

震災を体験していない子ど
望まれるとして、高齢者の健

事を続ける気にもなれず、毎

族や地域のしがらみから離

もたちが年々増えている中、
があり、であればだからこそ
康寿命を延伸し、災害弱者を

年この日は午後休みを取っ

八回目の三月一一日

このような子ども向け企画
できることを考え、よい点を
減らすまちづくりの事例が

でいる。

を充実させていくのは防災
紹介された。

仙台防災未来フォー
ラムの意義
震災から丸八年となる前
伸ばすべきとの意見もあっ

姿があった。

た。

て、弟の最期の場所、仙台市

教育の上でとてもいい試み
東北大学工学研究科フィ

の沿岸、荒浜に足を運んでい

であると思う。
各シンポジストの言葉で
ールドデザインセンターと

・大文字の復興
（共通の目標）

ジア地域研究研究所准教授）

西芳実氏（京都大学東南ア

では、普段後手に回りがちな

を日常にインストールする」

ス防災：防災・減災の行動

センターに移されたので、そ

昨年から近くの若林区文化

区役所を訪れる。献花場は、

今年もまず、弟がいた若林

度見事な林が復活すること

年後か、この海沿いにもう一

に植林が進んでいる。何十

うな有様だが、少しずつ新た

い、いまだ櫛の歯が欠けたよ

波でほとんどが倒れてしま

沿岸にあった松林は大津

印象に残った言葉は以下の

日の三月一〇日、仙台国際セ
しまじろう、グッジョブ！
である。
る。

ンターで「仙台防災未来フォ
ーラム二〇一九」が開催され
た。
ＮＴＴサービスエボリュー

東北大学災害科学国際研

ちらに行って献花する。

年のインド洋大津波被災地、
目し、災害に限定せず災害後

なく、被災前からの課題に着

深い取り組みであった。

そのネーミングと共に興味

る試みについて提案された。

まれたような形で提供され

ったであろう道を自転車で

ならず、今年もあの日弟が通

ところだったが、出る気には

も開催されようとしている

会場では仙台市の追悼式

ション研究所による「ステル

ようなものであった。

究所主催の連携シンポジウ

防災を、日常の負担を軽減、

四年前に国連世界防災会

それを契機にその翌年から
と小文字の復興（個別の目

あるいは日常の中に織り込

議が仙台で開催され、
「仙台

年に一度、東日本大震災の経
ム「震災８年シンポジウム～
標）
がある。

震災復興をどう考え
るか

験や教訓を今後の防災につ
東日本大震災教訓の共有と

インドネシアのアチェの復
を考えることが必要。

教訓を伝え続ける
努力
防潮堤に登って見下ろす

支援のあり方とは－」では、

いと地域防災－情報提供・

一〇号、塩釜亘理線は、震災

荒浜の手前を走る県道

日この防潮堤を易々と超え

きが立っているだけで、あの

たが、はるか向こうで波しぶ

て大きな波が打ち寄せてい

が津波を堰き止めることが

ほど東にある仙台東部道路

の地震でもここから二キロ

を示す神社であり、実際今回

普段で歩くことの多い私

しながらこうして飲み食い

べてたことを今も覚えてい

院工学研究科准教授）

障がい者が積極的に周囲と

できるのも、生きていればこ

この日の海は、強い風を受け

・復興に深刻になりすぎな

関係性を構築することによ

だが、この日ばかりはとっと

マリ・エリザベス氏（東北

ことが印象的であった。

可能性について言及された

る側から支援する側に回る

御の一翼を担うべく、高架化

う経験知を活かして、多重防

東部道路が堰き止めたとい

せた一五時五四分に合わせ

この地に大津波が押し寄

べくもない。

この浪分神社に伝わる津波

寄せたに違いない。しかし、

たこの神社の近くまで押し

イベントがあろうと、誰から

震災以来、この日はどんな

と家に帰る。

日が来てくれたなら、またい

とに感謝しつつ、もしまた明

そ。今日生きていられるこ

そのようなことを思い返

大学災害科学国際研究所情

笠原豊氏（東北放送報道部

難タワーとして機能するこ

にはあの時と同じように避

た大津波が、ここで南北に分

江戸時代にこの地を襲っ

った。

ければいけないと改めて思

教訓も、伝える努力を続けな

意味がない。今回の地震の

ころが大好きで、でもケンカ

二人とも特に皮のついたと

たやきとりの缶詰である。

弟と一緒におやつに食べて
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防災枠組」が採択されたが、

なげるために開催されてい
継承を考える～」
では、 2004 ・復興だけを考えるのでは

今回は防災に携わる七四
興も参考にしながら東北の

ある。

団体が出展し、市民など四、
復興を考えるという興味深

い方がいい。語るトーンを

なかったら、津波は恐らくま

一路荒浜に向かった。

い企画であった。
アチェはまさに震災復興

優しく、違う角度からも見て

ていった大津波とは比べる

東北福祉大学主催の「障が

〇〇〇人超の参加があった

の先輩であり、私もかつて自

の大津波を高速道路の仙台

本江正茂氏（東北大学大学

そうで、震災から八年が経と

うとしているこの時期でも
分のブログでそのことを書

って、災害発生時に支援され

る。

それだけの参加があるとい

みる。面白がってやる。

あの日を思い起こす
一日

うのはいいことだと思う。
いたことがある。
シンポジウムでは、仙台の

報管理・社会連携部門准教

今年は「しまじろうスペシ

ャルステージ」など子ども
復興公営住宅での社会的孤

つもの一日を送りたいと思

立と、アチェの個人の力では

お誘いがあろうと、家に帰っ

向けの企画もいくつかあっ

に関する伝承は、残念ながら

て、親子連れもたくさん参加

て、今年も弟の遺体が見つか

授）

が進んでいる。周囲の景色

なく家族の力を活かした再

この先もきっと、毎年この

う。

日はそのような一日となり

てあの日を思い起こしなが

明治になって一旦別の神社

続けるのだろう。

この地域に広く知られては
これで何がどうなるとい

に合祀されて移転したとい

った南長沼に赴いて手を合
仙台平野はいざ津波とい

うことでもないが、今や自分

う事情もあるのだろうが、ど

も様変わりしつつあった。
う時に逃れることのできる

の中では毎年の恒例行事で

八回目の三月一一日
翌日八回目の三月一一日

高台が存在しない。そこで、

ある。

らお気に入りのビールを飲
は朝から強い風と雨であっ

沿岸部には津波避難タワー

む日にしている。
た。この八年で雨の日は初

が一三箇所整備された。震

いなかったそうである。そ

めてだろう。あの日、地震に

の理由としては、この神社が

追い打ちをかけるように雪

わせる。

ディレクター）

ない。

・冷静に考え、検証する段階

災遺構として整備された旧
八年経っても、この日だけ

かれたと伝えられている。

神社」
に寄った。
は何かいつもと違う心持ち

とになっているので、合わせ

つまみは必ず、子どもの頃、
まで降ってきたことを思い

荒浜小学校もいざという時

になる。

せずに仲良く分け合って食
つまり、過去の津波到達地点

心の中が何となくざわつ

て一四箇所の高台が設けら

んな教訓も、伝わらなければ
に来ている。その部分でメ

出す。
要。
他 の セ ッ シ ョ ン で は、
（アイネスト）主催の
AiNest

帰りに、霞目にある「浪分
ディアと研究者の連携は重

るべき。復興には終わりは

していた。震災から８年が

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

・復興と防災を一緒に考え

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

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」

執筆者紹介

経過して、震災後に生まれた、 建が対比されていました。

津波に対する備え

だろう。

る仙台市主催のイベントで
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えそうではあるが。

因となった南部信直や津軽

歴史好きの人間にとって、 ャラクター作り、また進歩
いるのだろう。以来、直江

最もふさわしい事を示して

スタイルが歴史を語るのに

り一年を通して描くという

である事を考えると、やは

次々に平定していき、その

夷始め粛慎など異民族を

を率いて日本海に勇躍、蝦

飛鳥時代、朝廷の命で水軍

比羅夫がいる。時は七世紀

上気になる人物には阿部

私個人的に、東北の歴史

家とともに北朝側と戦い、

の如く短すぎる。例えば顕

し、顕家はその人生が彗星

少なく想像部分が多くなる

かぶが、蝦夷関連は史料が

北朝期の北畠顕家も思い浮

夷や平泉藤原氏、それに南

いえば、アテルイなどの蝦

激烈に生きた東北の人物と

ほぼ植民地化していたとも

領土を有していた南部氏の、

戦国期に北東北の広大な

人なのである。

のきっかけを作っている二

「津軽と南部の仲の悪さ」

実は現代に至るまで続く

ま一つスター性に乏しいが、

ラマの主役に据えるにはい

この両者いずれも大河ド

に悩まされた過去があった

した映像技術や脚本を凝り
兼継や真田幸村の好敵手と
活動域は一説には樺太まで

主の死後も転戦を続けた伊

今や人々の印象に残るのは

すぎて往年のファンはつい
しての重要な脇役始め様々
及んだという極めてダイナ

平安から徳川の時代まで、 為信はどうであろうか。

様々な時代のシーンを切り
ていけないなど、毎年何か
な登場の仕方で数々の俳優
ミックな人物である。彼は

ようなのだ。

取って再現し観せてくれる
しら課題を抱えるのが常の
が演じてきた政宗だが、他

ほとんど大河ドラマの政宗

映画やドラマといった映像
枠であるが、例えば震災後
には平安期の平泉藤原氏、

大河ドラマの主役にして
みたい東北人たちの事

媒体の存在は有難く、常に
の東北の人々の心を掴んだ

いえる津軽地方を様々な策

挑むかが大河ドラマの命題

暗部にも目を背けずいかに

事ではないだろうか。

の発展にとって意義のある

の枠を超えてしまうくら

という背景も大河ドラマ

その人生も、世界への航海

達氏十代・行朝を主人公に

略を用いて独立に導いたの

みるのもまた、今後の東北

蝦夷の神を祀り、蝦夷と酒

据えて描くのも面白いか

といえるかも知れない。

あったはずで、そういった

特に源義経に関係の深い三
を飲み交わし懐柔しながら

が、津軽為信である。彼は

ふ

心ときめかせてくれるもの
『八重の桜』のように、知
られていなかった人物や歴
代秀衡ぐらいで、東北関連

南部宗家を継いだ信直の実

ら

だ。しかし劇場映画の分野
ても、近年なかなか満足の
史に光を当てる力、それを

もしれない。この時は、奥

ひ

では資金は投入できるとし
いく出来の作品はなく、テ

羽北部の南部師行や現在の

だがもしかすると、最も

北上したという単なる侵略

いにドラマチックである。

者の枠に収まらない魅力を

翻って、南東北に目を移

で重要に扱われてきた人物

してみれば、鎌倉期から酒

はあまり思い浮かばない。

よくよく考えてみると、

大勢の人の心に印象づける

大河ドラマ化が急がれね

力は今や劇場映画をも大き

ばならぬのが、彼かも知れ

レビでも民放局は随分長く

井氏入部までの長きに渡り

な い。 そ の 理 由 は、 建 造

まともな歴史劇というもの

これらの延々と続く確執劇

庄内を支配した大宝寺氏こ

されて三十年が経とうと

父を殺害していた為、元よ

と武藤氏の存在があり、特

福島県南部を領した結城宗

は源頼朝が平泉を滅ぼし、

に十七代・義氏は一旦弱体

持っており、彼の活躍を描

り仲が良くなろうはずもな

親族や家臣の血族が奥羽一

東北には他に一年を通し

広も含めて東北の主だった

円に領土を割り振られた事

く凌駕するものだと言える

く事で現在裏日本と呼ばれ

かった。当時天下統一に動

は制作していないようであ
て描かれるべき歴史的人物

いていた豊臣秀吉に、南部

だろう。

武将たちが力を合わせ戦っ

ン・バウティスタ号の存在

た、ある意味夢の共演とい

にある。

る日本海域に脚光を当て、

闘した豪傑にして、未だほ

新たな歴史観を大衆に提案

とんど映像化された事のな

本稿ではいつもながら筆

争いである。平泉の世界的

は存在しないのだろうか？

にも誇れる平和思想が広く

そういえば、このところ

としてのお墨付きを得る。

何年も東北関連の人物が大

南部氏といえば、東北北

だったと言えるはずである。 石田三成を通して独立大名

震災時の大津波による

や伝統として安定した歴史

しかしながら、歴代大河

い人物である。その宿敵で

劇を毎年一本提供し続けて
者の趣味的な話題として筆

ドラマの舞台となる時代の

認識された今、あらためて

損傷、年月による腐食など

している復元船サン・ファ

を進めつつ、大河ドラマを

謂わば巨大すぎて鈍重に

あ っ た 内 陸 の 猛 将・ 最 上

化した大宝寺家の再興に奮

河ドラマの主要な役回りで
通して現代の東北にアクシ

部に群雄割拠した武将の存

その後にこの地を席巻した

に始まった果て無き縄張り

くれている
二〇一六年の『真田丸』

登場していない気がする。

最古記録は、平将門の平安

なってしまった南部の裏を

とは別のルートで接近し、

ラマにしかない、という事
ョンを促せる可能性につい

在は気になるところだ。こ

できる可能性も秘めている。 うのか、相当に面白い時代

になろうか。昔に比べると
にて脇を固めた伊達政宗以

ても想いを巡らせてみたい。 中期である。かつて大化の

の大河ド
NHK

戦闘シーンの劣化がひどい
来、主人公は井伊直虎、西

べき時代とは古代のいつ頃

ピックに託けた近現代劇で、 は、大河ドラマで描かれる

一九年は来年の東京オリン

から、近代のいつ頃までか

リティを出すのが難しくな

分が大きくなり過ぎ、リア

に昔の事になると想像の部

れた事があったが、あまり

改新が

やすい）ストーリーを持っ

の方は今年のドラマの場合、 いうわかりやすい（説明し

るのも事実だ。一方、近代

た政実の去就は充分にドラ

下人・秀吉に盾突いた」と

くい南部一族の中で、「天

本来複雑な関係でわかりに

の辺りというと高橋克彦の

主人公にした大河ドラマな

な人物である。恐らく彼を

かった為信はこれも魅力的

下になっても決して忘れな

吉や三成への恩を徳川政権

・九戸政実が思い浮かぶが、 方で独立を認めてくれた秀

小説『天を衝く』の主人公

どは、盛岡を中心とする南

な津軽という印象だが、一

掻き続けた実に機敏で狡猾

や街の姿を遺した、九戸政

いは生き延びて現在まで城

き方を見据え、滅び、ある

内紛の中からそれぞれの生

あり、その主人公は南部の

の一つは戦国期の北東北で

挙すべき大河ドラマの舞台

ならば次代に東北から推

ではないだろうか。

について想いを巡らすべき

源氏の呪われた爪痕の意義

渡った支倉常長もまた、強

長遣欧使節を率いて欧州へ

伊達政宗の家臣であり、慶

き人物と言えよう。

的な側面が描き直されるべ

道と人情家で知られた魅力

で、あらためてその文武両

が定着してしまっているの

風に描かれて以来イメージ

り、『 独 眼 竜 政 宗 』 で 悪 役

義光は伊達家の宿敵でもあ

な船の話になってしまい

最後に、前稿と同じよう

でこの船の凄さ、存在意義

為には、やはり大河ドラマ

金調達などを成功させる

る声も高い。ネット上の資

れるなど修理・保存を求め

ファンディングが提案さ

されている一方、クラウド

から、数年後の解体が検討

よしあき

主人公は西南戦争後の熊本

という事だろう。現在オリ

かなり無名の人物を扱って

部地方の人々は観もしない

実や南部信直、そして津軽

でドラマ化さ
NHK

県生まれである金栗四三な

ンピックを題材に近代劇が

いるせいもあっての低調で

だろうし、例えば戊辰戦争

為信ら三つ巴の「三国志」

恐 縮 だ が、 大 河 ド ラ マ が、

＊

ので昨年の続きのようでも

放送中で、脚本がかの「伝

マティックであると言えよ

時に奥羽越同盟を裏切り、

く推したい候補として最後

そして東北の知られざる
は政宗はそれまでも戦前戦

元内外で語り草である。実

た『独眼竜政宗』が今も地

年、伊達政宗が主役となっ

ては何といっても一九八七

大河ドラマの主人公とし

そうな状況である。

ポットを浴びる機会はなさ

当分大河ドラマで東北がス

は明智光秀という具合で、

眼竜政宗』以前にも近現代

の よ う で あ る。 実 際、『 独

物」を求めている事は明白

視聴者が明治以前の「戦記

事で、工夫があって面白い

県出身の宮藤官九郎という

ちゃん』を生み出した宮城

（仙台市出身）などどうし

（鶴岡市出身）や甘糟正彦

文学者ではなく、石原莞爾

聴率に喘いでいる事からも、 宮澤賢治や太宰治といった

にもかかわらず空前の低視

ても政治や戦争に絡んだ人

はずである。ただ、例えば

受け入れられるものになる

は明治から昭和期でも充分

では、九戸が蜂起する原

相反するものではないが）。

えれば大河と悲劇的結末は

（平清盛と平氏の末路を考

いうのも正直なところだが

材にはいかがなものか、と

のなさ故、大河ドラマの題

末路のあまりの悲惨・救い

の遺恨を売った地域や層が

にも、秀吉、家康にも同様

ある。もちろん、伊達政宗

田藩と同様の後味の悪さが

するなどした津軽藩には秋

めに降伏後の南部藩を攻撃

の無意味さについて考えて

今に続く津軽・南部の喧嘩

そして南部と津軽の領土

船乗りとしてだけではなく

がそもそも誰のものなのか、 知られた人物ではあるが、

争いを見ながら、この大地

武勇も認められていたなど、 したい。

の可能性を信じて、結びと

の東北を動かしていくそ

歴史そのものが、これから

地元宮城では比較的よく

だろう。

しかし南東北でいうなら、 で 示 す 以 上 の 名 案 は な い

を全国、あるいは世界にま

後を通じて、何度か劇場映

物が大河向きという事は言

＊

画の主人公になっていたが、 劇が続いており、低視聴率

まず考えねばならないの

ある。そして来年の主人公

説的朝ドラ」である『あま

あって、扱う人物によって

う。とはいえ、九戸一族の

新政府軍への忠誠を示すた

的北奥羽史、と言えよう。

に挙げておこう。

郷隆盛と続いて、今年二〇

とか、変な配役や余計なキ

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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支倉とサンファン号が主役となる日
は来るか？（サンファン館HPより）

る。そうなると、希望は今
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シリーズ 遠野の自然
遠野 1000 景より

た心身を思い切り伸ばす季

間に亘り寒さに収縮してい

虫だけでなく人も、長期

て来るのが「啓蟄」である。

げ、春の気配が色濃くなっ

長い長い冬が終わりを告

「遠野の啓蟄」

そして遠野にも春を告げ

節の到来である。
る催しがやって来た。それ
は国指定重要無形文化財の
年

岩手県宮古市の黒森神楽の
度、今年も遠野にやっ

南廻りの巡行であり、
に

2
から春が飛び出して来た。

コケの花や冬のヤマユリ

もいい。見に行きたかった。

「ひょっとこ」も「大蛇退治」

「跳躍」もすごい。おどけた

い面がたまらない。画像の

の神」が大好きである。赤

筆者は何と言っても「山

て来た。

1

山の神舞い２
大蛇退治（おろちたいじ）
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コケの花

黒森神楽巡行 「ひょっとこ」

冬のヤマユリ

ゴンゲン様
山の神舞い
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当 新 聞 が 企 画・ プ ロ デ
塚とは驚いた。当然即座に

演もめずらしいが、縄文貝
ことにもったいない。

もし本格発掘されたら、

＊
講演者は考古学者として

解が広まったのだという。

この姿勢での出産が一般的

根貝塚であったことである。

遺跡発掘の経験が、この長

思わず手を挙げて「賛成」

筆者は、その呼びかけに

あった。

だった。祈りというよりも

それだけに強い印象を持

と叫びたくなった。放置状

態は納得しがたい。何とか

たれているようだ。

縄文趣味でもなく、観光

続けている。

そして、まだまだ遺物が

＊

りませんかとの呼びかけが

ならないかといまでも思い

岡村氏にとって最初の古代

講演の副題にもあったが、 眠っているので、一緒に掘

たものというのだ。

出産時の意気む姿を表現し

“ 祈り ” ではなく “ 座産 ” とする土偶

著名な岡村道雄氏。それも、
地元涌谷に居住する佐々木
茂楨氏が岡村氏の恩師とい
う間柄と聞いた。そのご縁
佐々木茂楨氏とは昨年二

での長根貝塚の講演だった。

度お会いして、考古学につ

いて、涌谷町の武家社会に
ついていろいろご教授いた
だいたご縁がある。
＊
岡村氏の講演で印象に残
最初は、縄文時代の竪穴

ったのは何点かある。

ひょっとしたらすごいもの

現在では、有名な静岡県

ュ ー ス し た 映 画 の『 涌 谷
参加を決めた。

が出現して、考古学会に大

の弥生・登呂遺跡の住居な

住居の仕様である。

＊

きなニュースを提供するの

年の歴史』でも取り
7000

上げた『長根貝塚』を焦点
この貝塚は宮城県涌谷町

そうした貝塚は国内でもめ

盛った形式であり、これは

年前の貝塚である。

小里地区にある今から七千

とした講演があると聞いた
のは先月だった。
その映画上映が今月

ったにないのである。まし

ではないか、何せ四千七百
かつて、建築界の重鎮が
どが「かやぶき屋根」であ
年間も使われた貝塚であり、
提示したかやぶき形式の竪
る
が
、
あ
れ
は
誤
り
だ
と
い
う
。
穴住居を採用したため、誤

映画の中でも訴えが、こ

てや国指定の史跡にもなっ

二十四日で、それにわずか

の貝塚が非常に貴重な貝塚

正しいのは、屋根に土を

なのにもかかわらず、これ

に先行する形での思わぬタ

こ れ は、「 座 産 」 の 姿 だ

もうひとつは拝む土偶。

イミングであり、何かしら

ユーラシア北部、シベリア

まで三回の試掘程度の発掘

ている。放置状態は不思議

強いご縁を感じた。

という。かつての日本でも

などでも見られる共通の形
というよりほかはない。

長根貝塚発掘の遮光器土偶類似土偶

しかされていないのは、ま

式だという。

資源開発でもなく、純粋に

縄文時代に脚光を浴びさせ

たいという思いであり、縄

文文化は閉塞日本を打破す

る何かを有していると信じ

ているからである。

＊

縄文文化はまだまだ誤解

勇気づけられた。

専門家の誤りを、アマチ

ュアの研究家が正していく

方向がしっかり見えてきた。
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岡村道雄氏
長根貝塚発掘の発掘物一覧

冬の竪穴住居想像図

だらけであるとの指摘には

長根貝塚発掘の貝類

涌谷町での古代遺跡の講

土盛りの竪穴住居
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縄文時代のイメージに誤り多い
岡村道雄氏による長根貝塚講演

宮城県涌谷町の長根貝塚はやはり重要な貝塚、試し発掘のみ
とはまことにもったいないー東北縄文にさらなる光を！

