私達の教育改革通信

私達の教育改革通信が今後どう発展するか、皆で育てる方式がよい日本文化に成
長することが望まれます。
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平面から立体へ
―デジタル化が開く新聞の新世界(1)

数の新聞が創刊されていった。それらは大（おお）新
聞と呼ばれる“高級紙”と、小（こ）新聞と呼ばれる
校條諭

◇新聞の登場と発展

“大衆紙”にわかれていた。大新聞の代表例は東京日
日新聞（のちの毎日新聞東京本社）や郵便報知新聞で

渋沢栄一を主人公とする NHK の大河ドラマは、先

ある。政府寄りの立場だった東京日日は 1874 年（明

日、明治新政府が廃藩置県を断行したことを取り上げ

治７年）の台湾出兵に際して、岸田吟香を従軍記者と

ていた。旧暦明治 4 年 7 月 14 日
（1871 年 8 月 29 日）
、

して派遣した。一方、自由民権運動の推進論を掲げる

政府は東京にいる旧藩主を呼んで通告した。ドラマで

新聞が郵便報知をはじめ多数登場し、政論新聞と呼ば

は当時のニューヨーク・タイムズの 10 月 17 日付けの

れた。小新聞としては、読売新聞や朝日新聞がこの頃

記 事を 写しだ して いた。 記事 の冒頭 に は original

創刊され、今日まで残っている。

corespondent とある。自社の特派員を日本に派遣して

朝日が小新聞だった

いたようだ。

とは意外かもしれない
が、明治後半になると、
大新聞と小新聞の区分
けは次第に不鮮明にな
っていった。大新聞も
大衆的話題を取り入れ、
対する小新聞も政治を

世界で最初の日刊新聞は 1650 年にドイツのライプ

扱ったり社説を載せる

チヒで創刊された「ライプチガー･ツァイトゥング

ようになった。その中

(Leipziger Zeitung)」と言われているが、西欧で一般

で、大阪で創刊された大阪朝日新聞と大阪毎日新聞が

大衆にまで広く新聞が読まれるようになったのは 19

戦争報道などを原動力に群を抜いて発展し、1924（大

世紀に入ってからである。高級紙と呼ばれるニューヨ

正 13）年には、共に 100 万部達成を宣言した。朝日は

ーク・タイムズが創刊されたのは 1851 年だった。

すでに東京朝日新聞を傘下に持ち、毎日は東京日日新

さて、日本で最初の日刊新聞「横浜毎日新聞」は、
大政奉還の前年の旧暦明治 3 年 12 月 8 日（1871 年 1
月 28 日）の創刊である。日本にも活版印刷の日刊紙
が登場したことになる。
横浜毎日に続いて、明治初期には、次から次へと多

聞をのちに買収して、朝毎二大紙時代が昭和の戦争後
まで続いた。
朝毎の 100 万部達成宣言の翌年(1925 年）ラジオ放
送が始まった。1931 年(昭和 6 年）に起きた満州事変
の速報を契機にニュース報道の一翼を担うようにな
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っていった。当時、新聞の普及率は全国で 60%半ば、

テレビも新聞も、高度経済成長のもと、広告媒体と

東京はほぼ 100%、ラジオは全国 10 数%、東京 30％

して大きく発展した。ただし、接触時間で見ると、テ

強だった。敗戦を伝える玉音放送が流れた当時も全国

レビの方が圧倒的に多く平日に 3 時間 5 分(1971 年)

のラジオ普及率は実は 40％に達してなかった。

となっており、新聞はどの家庭もとるのがあたりまえ
だったが、閲読時間は 19 分に過ぎなかった（NHK の

◇マスメディア全盛 テレビと新聞の時代

国民生活時間調査による）
。

大戦前は新聞中心のマスメディア時代だったが、戦後

今日の新聞の退潮の原因はもっぱらインターネッ

はテレビが登場してマスメディアの王者になる。ただ

トの普及という要因が言われるが、実は、それ以前か

し、テレビ時代の前に、ラジオが全盛時代を迎えた。

ら虫食いのように個人の新聞離れが生じていた。新聞

NHK のラジオドラマ「鐘の鳴る丘」(1947 年)や「君

はどこの家にもある世帯メディアだったが、個々の成

の名は」(1952 年)は国民的な番組となった。1951 年

員を見ると、新聞をじっくり読む人は限られていた。

（昭和 26 年）には民間放送も登場し、1955 年（昭和

新聞社は販売店の向こう側にいる読者ひとりひとり

30 年）には SONY がトランジスタラジオを発売した。

とつながろうとはしてこなかった。それが、後年

トランジスタラジオの登場はメディア史で大きく取

Yahoo!ニュースのような、個々人とのつながりに強み

り上げられることは通常ない。しかし、今日のスマー

を持つプラットフォームの“下請け”に新聞社が甘ん

トフォンという個人メディアにつながる「メディア利

じるもとになった。

用の個人化」のさきがけとして重要なできごとだと筆
者は考える。受信機が小さくて簡単に持ち運びできる
ので、ラジオを自分の部屋で個人的に聞くことができ
るようになったのである。

◇マスメディアも多様なメディアと横並びに
1995 年はインターネット元年と呼ばれる。それ以
前から学術分野で使われていたが、この年に商用接続
サービスが登場して、一般に広がり始めた。インター
ネットは、誰もが自由意志で発信することを可能にし
て「総表現社会」をもたらした。トランプ大統領が自
らツイッターで発信し、ある時期世界の 2000 万人も
のフォロワーを獲得していたのは、数こそ極端な例だ
が、個人が発信するという点では典型的な事例だった。
自由に発信できて、人と人の双方向のつながりを可能

さて、テレビは 1953 年（昭和 28 年）に NHK と民

にする SNS（ツイッターやフェイスブックなど）は、

放局が開局して始まった。1959 年（昭和 34 年）の皇

総体として従来のマスメディアに対抗する勢力とな

太子ご成婚報道がテレビ受像機の家庭への普及を一

った。

挙に押し広げた。
その後、
東京オリンピック
（1964 年）

また、ニュース報道という面でも、ニュースメディ

がカラー受像機の普及をもたらした。同時期に新聞も

アをつくることが容易にできるようになって、ネット

普及を拡大し、一家に一紙があたりまえになった。

上に多数のメディアが誕生した。Yahoo!ニュースやス

1967 年には読売新聞が約 500 万部になり毎日新聞を

マートニュースのような既存のマスメディア（新聞、

抜き、77 年には約 750 万部で朝日新聞を抜いてトッ

雑誌、テレビ、通信社など）から記事の配信を受けて

プに立った。1994 年には 1000 万部達成。日本は世界

流すキュレーションメディアが一群を成しており、

に冠たる新聞王国となった。
（いずれも日本 ABC 協会

JCAST ニュースや弁護士ドットコムのようなオリジ

による数字）

ナルの記事を載せるネットメディアというもう一群
2

がある。これら両群はいずれにしても事実報道のメデ

部以上が消えてきたということになる。

ィアというスタンスだが、一方オピニオンメディアが、
個人が発信するものまで含めて膨大な数にのぼる。

既存のマスメディアのデジタル版（電子版）から新

このように部数では凋落の一途の新聞であるが、新

興のネットメディアや個人の発信するオピニオンメ

聞の価値自体も下落しているのであろうか。新聞紙面

ディアまで、個々の特性はかなり異なり玉石混交なの

をいまいちど手に取って、1 面から最終面まで見渡し

だが、すべてが横並びに見えてしまうのがインターネ

てみる。すると、多岐にわたるテーマの大小の記事が

ット時代のメディアの様相である。

レイアウトされて実にうまくおさまっている。筆者は

そのような趨勢のもと、紙の新聞に決定的に打撃を
与えるようになった要因が、スマートフォン（スマホ）

新聞紙面というのは完成度の高い文化的産物だとさ
え感じて、見惚れてしまう。

の登場によって加速したメディア利用の個人化（パー

紙の新聞は、毎日 1 回ないし 2 回の締め切りに合わ

ソナル化）である。2007 年にアメリカで iPhone が発

せて、ひとまとまりの編集物として印刷されて読者に

売され、翌 2008 年（平成 20 年）には日本でも売られ

届けられる。その紙面に載っている記事の種類を見る

るようになった。SONY のトランジスタラジオ(1955

と、速報的なニュース記事ばかりでなく、連載企画、

年)とウォークマン(79 年)、アップルのパソコン(84 年)、

時事解説、論説、オピニオン、暮らしの話題、人生相

NTT のショルダーホン(携帯電話の先がけ、87 年）と

談、小説、本の紹介・書評、映画や演劇などの紹介・

いうように情報摂取やコミュニケーションのための

批評といった、掲載当日でなく後日に読んでもよい記

パーソナル端末が次々に開発されてきて、スマホがそ

事がたくさんある。順番にページを繰っていくと、こ

の極めつけとして登場した。個人の持つスマホを通じ

れはという記事と出会えるのだ。あるいは、慣れ親し

て手軽にニュースを、しかも無料で見られるようにな

んだ新聞の構成がだいたい頭に入っている個々の読

った。そのため、新聞のライトユーザー、つまり見出

者にとっては、まず 1 面下のコラムから読むとか、オ

し程度ですませる、あるいは事件・事故などの軽い記

ピニオン面の投書から読むといった接触パターンが

事だけを読む読者はなだれを打って新聞から離れて

習慣化していたりする。

いった。
こうして新聞の販売部数は、スマートフォンの普及

◇有料デジタル新聞で勝負をかけたニューヨーク・タ

と反比例するかのように、毎年目に見えて減ってきて、 イムズ
未だどこまで落ちるかも見通せない。スポーツ紙を除

紙の退潮を補う役割を期待して、昨今は新聞社はど

く新聞発行部数は 2008 年に約 4700 万部だったのが、

こでもデジタル版とか電子版と呼ぶサービスを用意

2020 年には 3200 万部まで落ち込んだ。毎年 100 万

している。ただし、その多くは、主要なニュースを選
3

んで箇条書きのように並べているだけである。それに

ジタル版、電子版）は立体であり、量的、時間的、機

対して、紙面イメージをそのまま画面上に表示する紙

能的な制約がきわめて小さくなった。

面ビューアーというサービスを提供する新聞社が増
えている。これは紙面と同じものが読め、適宜文字を
大きくして読めたり、一定期間前までのバックナンバ
ーも簡単に閲覧できるので、それなりのメリットがあ
る。
しかし、せっかくのデジタル技術を活用するのであ
れば、紙の新聞ではとうてい考えられなかった機能や
サービスが開発されてもいいはずだ。現在では、その
ような特徴を持ち、紙とは別の独自価値を持つサービ
スを有料で提供する新聞がいくつか登場している。こ

量的、時間的、機能的な制約の少ない立体であるか

こではそれらを「デジタル新聞」と呼ぶ。その先導役

ら、立体の中身は自由自在につくれる。最新の記事だ

を担ったのが、アメリカのニューヨーク・タイムズで

けでなく、どんどんたまっていく過去記事も読める対

ある。

象となり、アクセスできるはずの記事量は膨大になっ

ニューヨーク・タイムズは、インターネットの普及

ていく。また、デジタルゆえ可能になった機能や表現

が進むにつれ、紙の退潮をカバーすべくデジタル版の

の幅も大きく広がった。それゆえ、立体の編集やデザ

確立に苦闘してきた。いかにして課金するか、また広

インの勝負になると言える。そのかわり読者にとって

告収入を確保するかの試行錯誤を繰り返して、ついに

の立体ならではの“歩き方”
（見回り方）を演出するこ

2010 年、広告をあてにしない有料デジタル新聞路線

とが課題となっている。

を打ち出したのである。いわゆるサブスクリプション
の代表例としてあげられるようになった。そして、

◇深掘り記事で差別化

2025 年には 1000 万部を達成するという目標を掲げ

最近の紙の新聞を見ると、毎日新聞が長い深掘り型

て、現在 760 万部まで来ている（ただし、別売りのク

の記事を重点的に載せているのが目を引く。連日、
「検

ロスワードパズルやクッキングを除くと 570 万部）
。

証」「焦点」
「クローズアップ」という区分で 3000 字

日本でニューヨーク・タイムズ型のデジタル新聞で

級の記事を掲載している。日曜は特別仕立てで、1 面

先行しているのは、
「日経電子版(2010 年開始)」
「朝日

から 3 面に続く 5000 字を超える大型企画「迫る」を

新聞デジタル（朝デジ、2011 年）
」
、
「毎日新聞デジタ

2021 年 7 月から始めた。
「人物の内面を探ったり、出

ル（毎デジ、2015 年）
」の 3 メディアである。これら

来事の背景を掘り下げたりする大型読み物」という位

は紙をとってなくてもデジタルだけを有料購読でき

置づけで、毎週、有名無名さまざまな人を取り上げて

る。それに対して読売の「読売新聞オンライン」は紙

いる。

を購読しないとフルサービスが見られない路線を取
っている。

しかし、紙面ではさすがに記事数や字数の制約があ
る。それに対し、ネットでは長さを気にせず多くの記
事を載せられるという強みがある。各紙とも紙面に載

◇デジタル化で新聞は平面から立体になった
デジタル新聞は従来からの紙の新聞と対比すると、

らないネット独自の記事を増やしている。各種連載記
事のストックをアイキャッチ写真付きの“箱”
（サムネ

「平面」に対して「立体」だと言える。紙の新聞が一

イル）に納めて、その中から好きなテーマを選ばせる

日で古新聞と化す平面だとすると、デジタル新聞（デ

方法は 3 者共通である。毎日の「迫る」のような連載
4

記事のバックナンバーも当該の“箱”を見つけて手軽

も、短い記事に限らず、読み応えのある長い記事を読

に読むことができる。

んでもらえるはずという姿勢を感じる。

毎デジでは、2021 年春のリニューアルにおいて、記
事のタイトルに「深掘り」や「イチオシ」
「スクープ」

朝デジでは、ある記事を載せたときに、それまでの

といったマークを付けたり、冒頭に記事の字数を明記

関連記事をまとめて読める「まとめ読み」へのリンク

するようになった（ただしパソコンの場合）
。字数表示

を入れるようになった。これにより、連載でなくても、

はありがたい。紙の記事と違って、デジタルでは、い

特定のテーマをじっくり学ぶことができる。毎デジで

ったいどのくらいの長さなのか、自分がどのあたりま

も、朝デジの「まとめ読み」と似た機能として、主要

で読み進んだのかわかりにくいことが多いからだ。

記事の末尾に「時系列で見る」が加えられている。こ

組織面に注目すると、毎日新聞では、統合デジタル
取材センター（現デジタル報道センター）という、記

れらは紙ではできない立体のデジタルならではの機
能である。

者クラブに属さずに独自の取材をして、記事を毎デジ
で発表していくグループをつくった。取材手法には
SNS の活用も含まれている。その代表的な報道が「桜

◇速報偏重の見せ方
とはいえ、現在のデジタル新聞のトップページは、

を見る会」の疑惑を追って、毎デジ上で発表してきた

刻々と新しい記事が流れていくフローのイメージが

一連の報道であり、
『汚れた桜』という本にもなってい

強い。それに対して、これまでのさまざまなテーマの

る。

連載記事などが詰まった“箱”がやや後方にさがった

朝デジも「A-stories」というシリーズのように、読

場所(トップページの下の方や別ページ）
に並んでいる。

み応えのある連載を掲載から日がたっても読めるよ

その中には、一定期間トップに出しておく意味のある

うにしている。朝デジの「Premium A」というシリー

記事があり、また、古い記事ながら今を考える新しさ

ズは「失踪村 ベトナム人技能実習生」といったテー

があるものがある。たとえば、過去の企画記事や連載

マをしぼった深掘り記事という点では同じだが、ワイ

記事、スクープ記事、これまでの新聞協会賞受賞作品

ドな写真などデジタル表現を駆使しているという特

などがあげられる。
これは、新聞社が長年つちかってきた資源を生かす

徴がある。
日経電子版は、
「チャートは語る」という図表を駆使

ことであり、スマホ画面で競合する多くのメディアの

した特集記事に代

中で独自の存在感を発揮することにもつながるので

表されるような深

はないだろうか。深い取材や調査にもとづく読み応え

掘り型の記事をや

のあるすぐれた記事を、一過性の配信の流れにまかせ

はり増やしている。

るのでなく、できるだけ前面に出して一定期間アピー

日経は「連載」では

ルするようにしてほしい。

なく「ストーリー」

私は、一日中新しいニュースを追いかけるような生

という名称でまと

活を送ろうとは思わない。それがいいことだとも思わ

めており、特に、ス

ない。朝、朝刊をざっと見て、晩に夕刊とともにじっ

マホの場合、下段に

くり読むという、かつてしていたような生活の方が望

並べた 4 つの大き

ましいと思っている。そのくらいの落ち着きをもって

なメニューの一つ

デジタル新聞にも接したいというのが率直なところ

に置いているのが

だ。（めんじょうさとし）

目を引く。スマホで

（続く）
5

北海道の小さなまちの「水」と「人」

したのは、全国の高校生が北海道の小さなまちで青春
佐々木 聖

写真甲子園のまち

の炎を燃やす写真甲子園が始まってからにほかなら
ない。

2017 年に公開された『写真甲子園 0.5 秒の夏』
（菅
原浩志監督）という映画がある。
「写真甲子園」とは、

筆者は 2020 年 11 月に東川町を雑誌の取材で訪れる
機会があった。この独特のまちを今回は紹介したい。

北海道東川町が 1994 年から開催している、全国の高
校の写真部が日本一を競う「全国高等学校写真選手権

地下水で暮らすまち

大会」のこと。参加する高校生たちの挑戦と成長の物

東川町は北海道のほぼ中央に位置し旭川市に隣接

語だ。主人公の高校生や教師を俳優が演じる劇映画だ

する。旭川空

が、大会のプロセスは実際の通りに描かれる。

港から車で 10

初戦は高校ごとに３人１チームの選手が６〜８枚の

分ほど。東京

組写真を提出する。審査会を通過すると全国ブロック

から行くと札

審査会へ。そこで選手たちが初戦応募作品の制作意図

幌より近い。

やねらいをプレゼンテーションする。
勝ち残った 18 校

“地下水で暮らすま

が夏の東川町に１週間滞在し、町内外で撮影した自然

ち”を潤す「大雪旭

や風物の写真で本戦に挑み、全国一をめざす。

岳源水」

この映画には、実際の大会でも審査員を務める写真

35 年以上前から「写真」を基軸にまちおこしを続け

家の立木義浩氏、竹田津実氏らによる公開審査の光景

るのも比類ないが、東川町が全国でも珍しいのは、各

がドキュメンタリーでとらえられている。立木氏の辛

戸ごとに電動ポンプで汲み上げる自前の井戸による

辣ながらも愛情あふれる講評が印象深い。いかにもプ

地下水で約 8,300 人の町民が暮らしていること。美し

ロふうに決めた構図や画角の、一見完成度の高い写真

く雄大な大雪山連峰の雪解け水が長い歳月をかけて

には手厳しく、たとえ技術は未熟でも、撮り手の想い

地中に浸み込み、まちを巡って水田を潤し、生活用水

や心情と被写体の魅力が重なり合い、そのことが熱く

となる。まちの南端を流れる石狩川水系の忠別川で多

伝わってくる写真にこそ、高い評価を与える。

目的ダムの工事が進んだ昭和の時代、まち全域に上水

東川町を象徴する絶景「鏡面水田」（写真提供：東川町）

道を張り巡らす議論もあったが、水質検査でも全く異
本戦期間
中、高校生

常がなく、約８割が「いま上水道の敷設は不要」とア
ンケート回答した町民の意思が尊重された。

たちは東川

美味しい水に魅かれて東川町に移住し、カフェや飲

町の住民宅

食店を開く人も多い。岐阜県で 143 年続いた酒造会社

にホームス

が 2020 年 11 月、東川の水、米、気候、人に惚れ込み、

テイし、ま

日本では数少ない公設民営型の酒蔵として東川町に

ちの人たち

移転した。地域団体登録商標「東川米」は公式に地域

と触れ合い、 ブランドとして認められた北海道米の第一号だ。定年
ときにカメラを向ける。映画でもその様子が描かれる。 退職後に奈良県から移住した夫妻も「どこで飲んだ水
東川町は 1985 年から「写真の町」宣言で観光振興を図

より間違いなく美味しい。お米と水がいいから、お昼

り、国内外の写真家の作品を表彰する「東川町国際写

ごはんなど、おにぎりだけで充分」と話していた。

真フェスティバル」を開催してきた。しかし、町民が

東川町の人口は、写真甲子園が始まった 1994 年に

「写真の町」を身近に感じ、ボランティアで協力しだ

7,000 人を切って底を打ち、移住者が増えて 2014 年に
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目標値の 8,000 人に回復した。東川町は移住促進に向

を“開かれたまち”にしているのかもしれない。

けて宅地造成し、施主と景観緑化協定を結んで、ゆっ

印象的なのは、東川町の職員たちが身にまとってい

たりした敷地に広い庭と植栽の緑が映える住宅街を

る、気さくで親しみやすい雰囲気だ。東川町国際写真

形成している。短期の移住体験ツアーや長期のお試し

フェスティバルや写真甲子園などの事業を委託して

移住の仕組みもある。子育て世代の移住者が目立つの

いた札幌の企画会社が 2005 年に倒産し、関連業務を

は、４つの小学校と 1 つの中学校を維持し、幼保一元

町の職員が直接、手がけるようになった。民間企業や

化や子育て支援センター、15 歳までの医療費全額助成

内外のクリエイターなどとの人脈が広がり、外に開か

など、育児・教育環境が充実しているからだ。

れた役場を生んだ。そして大きいのは、2003 年に市町

しかし、基幹産業である農業とのバランスをとるた

村合併しない公約を掲げ町民に選ばれた松岡市郎町

め、農地の宅地転用を伴う定住人口のやみくもな増加

長が、独立独歩と進取の気性を貫き通していること。

をめざしてはいない。住民が互いに近しく顔の見える

「公務員はよく“断り上手”と言われます。前例が

関係で、なおかつ一定の行政サービスの水準を保てる

ない、よそでやってない、予算がない。しかし、だか

8,000 人規模を「適疎」と称し、維持し続けている。

らこそ挑戦しがいがあり、本当に将来のためになる良
い事業なら補正予算を組んで実行すべき。失敗したら

よそもの扱いしないまち

またやり直せばいいんです」との言葉が力強い。
辺地対策事業債や交付金、補助金、企業版ふるさと

中国茶とおかゆと点心の店「奥泉」のおかゆセット

東川町で出会

納税、
「ひがしかわ株主制度」
（寄付を投資と位置付け、

い、千葉と神奈

個人のふるさと納税を東川町ではこう呼び換えてお

川から移住して、 り、株主総数は直近５年間で約６倍に）など、住民負
大自然の中で２

担を軽減するために使える財源をフル活用している。

児を育てる若夫

東川町は木工家具のまちとしての顔も持つ。建築家

婦からこんな話

の隈研吾氏とコラボし、
“
「隈研吾＆東川町」ＫＡＧＵ

を聞いた。

デザインコンペ”を 2021 年に実施した。東川町に惚れ

ある日、家の前に大きな袋が置いてあった。トウモ

込んだ隈氏は、ワーケーションスタイルのサテライト

ロコシが 20 本。心当たりの知人に電話したが、誰かわ

オフィスを 2022 年に開設する予定という。コロナ禍

からない。数日後、
「あのトウキビ、うまかった？」と

でのリモートワークがゆくりなくも、都市への一極集

声をかけられた。
「あ、おじいちゃんだったんだ！ あ

中から地方への分散を促すとすれば、
「適疎」を標榜す

りがとうございます！」と、やっと礼が言えた。

る東川町は、ますます注目を集めるだろう。

移住者は異口同音にいう。「よそもの扱いされたこ

写真甲子園は残念ながら２年続けてオンライン開

とはない」と。老いも若きも持ちつ持たれつ、同じま

催となった。2022 年の夏こそ、筆者も東川町を再訪し、

ちに住んでいる同士、分け隔てしない。そんな暮らし

『写真甲子園 0.5 秒の夏』で描かれた高校生たちのク

ぶりが東川ふうなのだろう。生まれ育ちが東川ではな

リエイティブな熱闘を目の当たりにしたい。

い人を「移住者」と呼ぶなら、すでに全人口の 55％を
超えている。開拓民の歴史をもつ土地柄とはいえ、北

天岩戸神話から見えてくる「光と生命力の再生」

海道のどのまちも、よそものにあたたかいわけではな

左合 勉

かろう。田んぼに満々と水をたたえた豊かな稲作地帯

天岩戸神話について天宇受賣命（アメノウズメ）に注

ならではのおおらかさ。
「写真のまち」のイベントで町

目し、天照大神（アマテラス）の光と生命力の再生が

外との交流を続けてきたこと。そうした要因が東川町

いかに成されたのか見ていきたい。前回、精神文化の
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源泉天体・月と太陽では光の再生について次のように

申し、天手力男神が戸の脇に隠れ立った。天宇受賣命

記した。「朔から蘇る三ヶ月の光りは天にある暗い穴

は天の香山の日影（ひかげのかずら）をたすきに繋げ、

（闇）からの再生の光りと見ることもできるだろう。

まさきの葛（つるまさき）を鬘とし、天の香山の小竹

このことが明瞭となるのが月食と日食ではないだろ

葉を手に結び、天の岩屋戸の前で槽（からっぽの入れ

うか。月食では満月が突然天にある暗く丸い穴に入っ

物）を伏せて踏み轟かし神懸りし、胸乳をかき出して

て光りを失っていく。皆既月食では光りを失った赤い

裳緒（もひも）を女陰に押し垂らした。ここに高天の

月が出現し、やがて丸い穴を通過することで月は新た

原動みて、八百万の神共に咲いき。ここに天照大神怪

な光りを取り戻す。また、日食は明るい太陽が、突然

しと思われ天岩屋戸を細めに開きて……」高天原、葦

天にある丸い穴によって欠け始め、皆既日食では丸い

原中国では様々な悪事が起こった。アマテラスは天岩

穴に全体が入り暗闇となる。その後太陽は再生する。

屋戸に籠った。このことはアマテラス（光）の死を意

このようにして再生された日、月の光りは神聖なもの

味していて、高天原葦原中国ともに闇くなり、よろず

として、生と死の境界をも超えることのできる生命の

の妖が起こった。それで神々が集い、長鳴鳥を鳴かせ、

源とされたのではないだろうか。

天の香山の真賢木の上枝に御統の珠を、中枝に八尺鏡

記紀神話ではアマテラスが岩屋へ隠ってしまい世

を、下枝に白和幣、青和幣を取り着けた。天兒屋命が

界が闇に包まれ、光りを失った世界をとり戻すためア

祝福の祝詞を申し、天手力男神が戸の脇に隠れ立った。

メノウズメなどの神々が活躍し、アマテラスを岩屋か

アメノウズメはひかげのかずらを手すきにかけ、つる

ら連れ出すことができたとされている。この岩屋はす

まさきを鬘とし、天の香山の小竹葉を手にして、
（これ

なわち穴であり、この神話は日食、月食と同様、創造

らの植物はいずれも常緑植物で生命力と再生の象徴）

的な穴によって光とこの世界が再生する物語りと思

天岩屋戸の前で槽を伏せトントントンと踏み轟かし

われる。
」また曽利遺跡出土（中期）の香炉形土器は女

て踊り、大地（女神）の生命力を呼び起こした。この

神の胎内に火を宿し、女陰（ほと）から生命の光りが

時アメノウズメは神懸りして、胸乳をかき出し、裳緒

放たれるものであることを紹介した。

（もひも）を女陰に押し垂らした。これにより大地を
古事記では

踏み轟かすステップと共にその女陰（ほと、穴）に宿

天岩戸神話を

る生命の火から霊光が発せられた。これを見た八百万

次のように記

の神々は感激と興奮でどよめいた。このさわぎを聞き、

している。（参

アマテラスはついに天岩屋戸を少し開き、何由にアメ

考文献：古事記

ノウズメは舞い八百万の神々は楽しそうにしてるの

岩波文庫

倉

かと問い、アメノウズメは汝命に益して貴い神(生命の

野憲司校注）

火と光)がいらっしゃるからですと答えた。この間に天

「天の岩屋戸

手力男が戸を開きアマテラスが再生し世界が光と生

ここに天照大

命力に満ち溢れるものとなった。なお、真賢木の上枝

神は天岩屋戸を開いて籠った。高天原、葦原中国とも

に取り着けた御統の珠（みすまるのたま）は美しい堅

に闇くなり、よろずの妖が起こった。八百万の神が天

い石に丸い穴を空けそれらを紐で束ねたもので、穴の

安河原に集い、思金神に考えさせ、常世の長鳴鳥を集

再生信仰が見られる。中枝に着けた鏡は光を反射する

めて鳴かさせ、鏡を作らせ、勾玉（まがたま）５００

もので、その像は左右逆転することから生と死などの

個で御統の珠を作らせ、天の香山の真賢木の上枝に取

対位世界の境界を超越するための神具と思われる。下

り着け、中枝に八尺鏡を取り繋げ、下枝に白和幣（綿）

枝に着けた綿と麻の幣は織物が神聖なものであった

青和幣（麻）を取り垂した。天兒屋命が祝福の祝詞を

ことを伺わせる。
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またこの場面を日本書紀では次のように記してい

へ行ったが、間もなく文王は死に、太子の武王は諸侯

る。
（参考文献：日本書紀 日本古典文学大系 岩波書

に呼びかけ 100 日以内に殷の紂王討伐の軍を起こす。

店）
「天鈿女命（アメノウズメノミコト）手に茅巻の矛

武王が父の位牌を車に乗せているのを見た伯夷、叔斉

を持ち、天岩戸の前に立ち功に作俳優す。天香山の真

は「父王の祀りも十分にすまさないで戦を起こすのは

坂樹を鬘にし、ひかげを手すきにして、火處焼き、槽

不幸ではあるまいか」と諫めるが入れられない。幕僚

を覆置き、神懸りす。
」
「功に作俳優す」は功に演じる

が出陣の血祭りにしようとしたが、太公望呂尚の進言

こと。アメノウズメは天岩戸の前で槽を伏せその上で

で救われた。よろよろと立ち去る２人を太公望は「あ

ステップを踏んで神懸りし、手に男性器を象徴する茅

あ、義人なるかな！」と見送った。

巻の矛を持ち火處（ほと、女陰）を焼いた。すなわち

周は殷に代わって天下を治めるが、２人は周のアワ

胎内に宿る生命の炎を燃やした。これによりアメノウ

を喰うことを潔しとせず、首陽山でワラビを取って露

ズメの火處（ほと、女陰）からは霊光が発せられた。

命をつないだが餓死する。その寸前に彼らが作ったと

この光が言わば種火となってアマテラスは光と生命

いうのが「采薇の歌」である。

力をとり戻し再生した。その結果高天原葦原中国とも
に光と生命力が満ち溢れるものとなった。このように

かの西山に登り その薇をとる

記紀にある天岩戸神話はアマテラスが岩屋（穴）に籠
ることで光が死を迎え、女陰（穴）に宿る生命の火に
よって再び輝きをとり戻す神話と言えるだろう。縄文
時代を含む神話時代の精神文化では光と生命は相互

か

暴をもって暴に 易 え
じんのう ぐ

その非を知らず

か こつえん

いず

神農 虞 夏 忽焉 として没す 我れ 安 くにか適帰せ

に関連する緊密なものであったことが伺われる。

ん

神さん古来夢（コラム）5 ―喪中はがき

于嗟 徂 かん 命の衰えたるかな

あ

あ

ゆ

（世が謳歌している周の行動は、殷の暴虐を新たな暴
神倉 力
11 月下旬から 12 月上旬にかけて喪中はがきがくる。

力で倒したものではないか。神話時代の理想的国家で
あれる神農、虞、夏の時のような禅譲の香りはなくな

「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げま

った。周は住むべき国ではなくなった。首陽山でワラ

す」というものだ。文章は多少違っていても、年賀状

ビをとって露命をつないだが、死ぬべき時が来た）と

を出しませんというお断り。私はこれが腑に落ちない。

いう意味。
2 人の行動に感動した漢の司馬遷は歴史書「史記」

「采薇の歌」

の列伝 69 の筆頭に伯夷列伝を掲げた

服喪で思い出すのは「采薇の歌」である。約３千年
昔の中国。殷の時代に遼東の孤竹という小国に３人の

服喪してるの

息子がいた。父は末子の叔斉を溺愛し、家督を相続さ

服喪中は親族の死を悼んで派手なことや祝い事な

せようと思っていた。父の死後、叔斉は長兄を差し置

どを避け身を慎む。昔はそうだったが、現代社会では

いて位を継ぐのは人倫にもとると長兄に譲ろうとし

実態的に喪に服している人はほとんどおらず、形骸化

た。しかし、長兄伯夷は父の遺志に背くことこそ人倫

している。秋篠宮妃紀子さまの父川嶋辰彦氏が 11 月

にもとるとして受けない。
「自分がいたのでは…」と伯

4 日に死去されたのに伴う服喪は秋篠宮が 7 日間、紀

夷が出国。叔斉も兄の後を追い、家督は次男が継いだ。

子さまが 90 日間、佳子さまと悠仁さまが 30 日間だっ

出国した２人は、人徳の聞こえ高い文王を慕って周

た。現代ではそんなものだろう。だから、半年以前に
9

亡くなった親族の服喪のため年賀状を出さないなん

名な自然風物、ゆかりの有名人や人気漫画家のキャラ

てナンセンスだ。それも父母や子、配偶者、兄弟なら

クターなどが、きれいにカラー塗装されたマンホール

いざ知らず、義理の父母や兄弟となると、喪に服して

の蓋である。昨年 3 月の 259 号で旧式の丸型郵便ポス

いる人なんていないだろう。普段は交流もない人も多

トが今全国で大流行しているという話を書いたが、そ

く、内心は「逝ってくれてよかった」なんて思ってい

れと同じようなことが実は足元の道路上でも密かに

るのに、
「喪中につき」とは、どんな心境ではがきを出

進行しているらしいのである。

すのか。

インターネットで検索すると実に多種多様多彩な

しかも、故人を全く知らない人が年賀状を出そうと

ご当地カラーマンホールが出ていて、マンホールの旅

いう矢先に「うちは喪中だから年賀状は受け取らない

とか路上文化遺産データベースなどという HP も多数

よ」と断るなんて傲慢としか言いようがない。

ある。レトロポストと同様、物好きな輩（マンホーラ

私は 17 年前に父を 102 歳で亡くした。私の知人は

ーと言うらしい）が少なからず存在していることは間

父の存在さえ知らないから、約 300 人には年賀状を出

違いない。しかも、こちらの場合はポストと違って、

した。親戚以外で父の生存を知っている人はいないか

自治体が率先してご当地のマンホール蓋を印刷した

ら、私が喪に服していることを喧伝する必要はない。

「マンホールカード」なるものを作成して無料配布し

「あまのじゃく」と言われるかもしれないが、喪に服

ているようで、配布自治体の一覧リストまでネットに

すことは自分がひっそりとやればいい。人に「喪に服

まとめられている。

しています」と宣伝するものではあるまい。まして人
に強制するものではない。

マンホールカードとは、国土交通省水管理・国土保
全局（担当：下水道部下水道企画課）が、下水道の価
値を伝えるとともに、これからの下水道をみんなで考

鎌倉暮らし 19 鎌倉の路上文化財

えていく全国ネットワークの構築と情報交流・連携を

大築立志
読者の皆様はデザインマンホールとかご当地マン
ホールなどと言われる物をご存知だろうか。

目指して(国土交通省 HP)、2012 年度に立ち上げた「下
水道広報プラットフォーム（GKP）
」という組織を使っ
て、実際の下水道管理を行う自治体と共同で作成して
いるほぼ名刺大（6.3×8.8 cm）のカードで、デザイン
マンホール蓋の写真と設置場所等の情報が記載され
ている。GKP のホームページにある全国マンホールカ
ード一覧リストには、2016 年 4 月 1 日に東京 23 区及
び北は札幌市から南は福岡市に至る 26 市 1 町で第１
弾 30 種類が発行されてから、最新の 2021 年 8 月 17
日(コロナのため東京の配布日は 11 月 5 日)の第 15 弾
20 自治体 22 種類まで、総計 580 自治体 780 種が掲載
されている。そのリストには鎌倉市は掲載されていな
かったので、鎌倉市ではそのようなサービスはなされ
ていないようである。
マンホールカードと同じようなカードとしては、マ
ンホールカードよりずっと前の 2007 年から、国土交

鹿と桜（ナラノヤエザクラ）

奈良市のマンホール蓋

今では日本各地にあって、その土地の名産特産、著

通省水管理・国土保全局（担当：治水課）と独立行政
法人水資源機構の管理する全国各地のダムで見学者
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に無料配布されている「ダムカード」という、ダムの

ボルトがその日本人妻楠本滝の名前を otaksa という学

写真と情報が記載されたカードがあり、ダムマニアと

名にしてヨーロッパに紹介した市の花アジサイ、奈良

呼ばれるダム愛好家の人気を集めている。マンホール

には国指定天然記念物奈良公園の鹿と市の花ナラノ

カードはその人気にあやかってダムカードと同じ規

ヤエザクラ、白鷺城とも呼ばれる姫路城のある姫路市

格で作られたものである。
私が初めてご当地マンホールというものを意識し
たのは、レトロポストに注目し始めたのとほぼ同じ頃、
つまり鎌倉に引っ越してきた 2009 年より後のことで
ある。大体、道を歩く時は、車や人にぶつからないよ
うに、そして景色に心を奪われて穴ぼこに足を取られ
て転んだり捻挫したりしないように、しっかり背筋を
伸ばして進行方向に注意を払いつつサッサッと歩く
習慣が付いているので、間近に来なければよく見えな
いマンホールの蓋などにいちいち首を曲げてまで注
目することなどまずなかった。
だが、2012 年のある日、神奈川県足柄上郡大井町に
あるＪＲ御殿場線上大井駅付近で入り組んだ細い路
地に迷い込んだ時に、何やら絵のような模様が描かれ
ている見慣れないマンホールが目に留まった。よく見
るとそれはカラーではないが一羽の鳥と灌木のよう
な木の絵で、へりのところに、
「おおい」
「おすい」と
いう文字が書かれていた。ちょうど上大井から少し小
田原寄りの下曽我駅付近にある曽我梅林という県内

青い波線と白いサギソウの花

姫路市マンホール蓋

には空を飛ぶ白鷺のように美しい蘭の花で市の花に
なっているサギソウ、合併してさいたま市になる前の
浦和市の花でその自生地田島ヶ原が国の特別天然記
念物に指定されているサクラソウ（下写真）などなど。
もちろん、地元鎌倉及び鎌倉と境を接する藤沢、横

屈指の梅林を見た帰りだったので、その時は梅に鶯と
はなかなか風流だな、と思った程度だったのだが、よ
く考えると曽我梅林は隣の小田原市で、大井町にはさ
したる梅林は無いので、メモ代わりに撮った写真をも
う一度よく見て一応大井町の HP を確認したところ、
鳥はウグイスではなく町の鳥メジロ、木はウメではな
く町の木キンモクセイであった。
その日以来、各所に出かけるとそれとなく路上のマ
ンホールに目を向けるようになり、珍しいデザインに
出合うと旅の記念に写真に撮るようになった。例えば
高松市には屋島の源平合戦で海上に揺れる平家の軍
船に立てられた竿の先

浜、逗子三市のマンホールも改めて観察してみたこと

の扇を岸辺から見事に射落とした弓の名手那須の与

は言うまでもない。しかし、私の探索した範囲では、

一、サザンオールスターズの桑田佳祐の生地茅ヶ崎市

横浜市の横浜港ベイブリッジ、藤沢市の花フジ、逗子

には、歌にも出てくる烏帽子岩と鷗、長崎市にはシー

市の花ツバキと海の波など、一応デザインマンホール
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と言える物を確認することはできたものの、どれもカ

ールが設置された後でバス乗り場が改修されたこと

ラーではなく、肝腎の我が町鎌倉市となると、印鑑の

によって、折角のデザインマンホールが激しく踏みつ

ように丸く成形した「鎌」の字や笹の葉と竜胆(リンド

けられるような位置になってしまったことと、もとも

ウ)の花を組み合わせた市の紋章を細かい幾何学地紋

と塗装の技術が悪かったことが重なったためだと思

で囲んだごく平凡な、しかもマルチカラーではなく単

われるが、何よりも観光都市鎌倉の玄関口を飾るべき

色か鉄色のものばかりで、特別な絵柄が描かれたもの

美しいカラーマンホールを駅前改修に際して補修移

はついぞ見当たらなかった。

転させるとか、これらを避けてバス乗り場を設置する

ところが３、４年前だったろうか、駅前の東急スト
アにいつものように買い物に出かけたとき、対向歩行

などの保護措置を取ることはできなかったのであろ
うか。

者を避けようと横に足を踏み出したのか、靴紐を結び

悪いことは重なるもので、2020 年のオリンピック東

直そうとしたのか全く覚えていないが、とにかく目の

京大会を控えて駅前の混雑を緩和するためと称して、

前にカラーマンホールが見えたのである。そこはちょ

2019 年 5 月から今年 2021 年 2 月にかけて駅前広場の

うど駅前に並んだバス乗り場の端の辺りで、そのマン

歩行者用スペースの拡幅と敷石交換工事が行われた

ホールには市の木ヤマザクラと市の花リンドウ、鎌倉

結果、これらのカラーマンホールのうち、バス乗り場

駅舎の時計塔が描かれていて、まさしくカラーデザイ

にあった３個が跡形もなく消滅し、残ったのはバス乗

ンマンホールに違いなかった。

り場を外れていた１個のみになってしまった。それが
本稿の写真である。生物で言えばまさに、国際自然保
護連合（IUCN）の定める「絶滅の恐れのある生物種レ
ッドリスト」の最上位である CR (Critically endangered:
環境省呼称「絶滅危惧 IA 類」)に相当する、今後の生
存は風前のともし火の激レア絶滅危惧種である。
道路上には、下水道マンホール蓋の他にも、ガス・
水道・電話などの保守孔の蓋、国土地理院の計測点標
や、東京日本橋の路面中央にある「日本道路元標」や、
歩道上に埋め込まれた観光プレート、近づくと立体的
に見える３D だまし絵など、様々な「路上文化財」が
ある。国土交通省が、その HP で「日本のマンホール蓋

鎌倉駅前のマンホール蓋

は、全国各地デザインが違うご当地もの。その土地に

ただ、残念なことにカラー塗装は大半が剥落し、色

ゆかりのある名所や名物品、スポーツ、キャラクター

も原色とは思えないほど褪色している。駅前一帯をく

な ど が 描 か れ た 世 界 に 誇 れ る 文 化 物 で す 。」

まなく探すと、他にも少なくとも 3 つの同じマンホー

(H30.12.10 報道発表資料)と、ダムと共にコレクショ

ルが見つかったのだが、それらのうちの 2 つはバス乗

ンカードまで使って公共インフラの観光的価値を高

り場のバス乗降口に当たる路上ともう一つはバス待

めることで SDGs に貢献しようとしているのに、SDGs

ち客用のベンチの下になっていて、残る一つはバス乗

観光立市を謳っている筈の鎌倉市の駅前カラーマン

り場からは外れていて、その分最も残存部が多いもの

ホール蓋に対する扱いは真逆ではないか。市当局には、

のやはり剥落褪色は激しく、どう見ても他都市のカラ

是非とも今一度足元をよーく見て、地に足の着いた文

ーマンホールのように大切に扱われているとは言い

化行政を推進してほしいものである。

難い状態であった。察するに、これらのカラーマンホ

（編集 茂木）
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