
絶対文感【昔日篇】 

 

 第十七章 椋 鳩十                     陽羅 義光 

 

 このごろの日本の政治状況を望見すると、三つのことをおもう。 

 

 一つは、猪瀬直樹、舛添要一の東京都知事連続辞任である。 

 直接的には金がらみが失脚の原因だが、石原慎太郎から受け継いだ、両者の傲岸

不遜な態度と性格にあると、わたしは見ている。 

 猪瀬、舛添には、ある会で会ったこともあるが、そのときに、傲岸不遜とまでは

おもわなくとも、驕れる者であると直感した。 

 よって「驕れる者は久しからず」である。 

 

 二つは、（何よりも顔が）ヒトラーに似てきた安倍総理の独裁政権による不穏な

政策である。 

 日本もしだいに、新しい戦争に近づいている。 

 各種新法に就いても、憲法改正に就いても、わたしは表向き大反対ではあるが、

内心はやりたきゃやれということである。 

 なぜなら敵が突出すればするほど、作家たるもの（特に無名であればあるほど）

やりがいがあるからである。 

 

「構想」の編集後記に主宰者の崎村裕が、 

「言論自由の制限は作家にとって死活問題である」 

 と書いているけれども、「死活問題」くらいにならないと、いまの作家の助平根

性はなおらんであろう。 

 わたしも作家の端くれだが、言論自由の制限なぞへっちゃらである。 

 言論自由の制限はいつの時代でも在って、大手マスコミも大手出版もそれに気を

使ってきているのだが、大手嫌いというか、大手に縁のないわたしは、そんなこと

に気を使ったことはない。 

 つまり、言論自由の制限に対抗できるのは、反対反対、困った困った、弱った弱

ったの声ではなく、へっちゃらの志なのである。 

 

 大正十五年に、正宗白鳥の小説が、検閲にあって、一行削られた。 

 そのときの正宗白鳥の述懐はこういうものである。 

 

【由来、人間は自分に反対する者の言論の圧迫を好むもので、強者は必ず弱者の自

由な振舞を好まない。歴史を顧るまでもなく、現今の日常生活に於いて、我々は絶

えずその実例を見ている】 



 

【しかし、明治政府の手で禁止されたことは西鶴に取って不幸ではなかった。西鶴

に限らず「国禁の本を読む」ということは、私などには興味になっている。大ぴら

の恋人よりも人目を忍んだ恋に面白味があるようなものだ】 

 われわれはこれくらい図太くならないと、現政権にも、むろん反政権の共産党あ

たりにも、翻弄され利用されるのがオチであるな。 

 

 なお先日、全作家協会の橋てつとから「憲法第９条うちわ」が送られてきて、あ

らためて目を通したが、万一こんな立派なものを変えるなんてことになったら、日

本国民すべからく愚民ということになり、愚民対策をかんがえねばならぬという使

命が、生き甲斐が、新たにうまれる。 

 

 かつて軍国少年で、海軍兵学校出身の小沢昭一がこういっている。 

「これは人にもらった時計なんですけど、とってもいい時計。なんだか私に気持ち

が合う。人にもらったものでもいいものはいいんだよ。アメリカがくれた憲法だっ

ていいものはいい。そういうことですよ。だから時計も憲法も同じですよ」 

 

 しかし「平和」という言葉は要注意。 

『愛国行進曲』の歌詞には、 

「正しき平和を打ちたてむ」とあり、 

『露営の歌』の歌詞には、 

「東洋平和のためならば」とある。 

 つまり、「平和」のために、敵をやっつけろ敵を殺せ、「平和」のためなら、命

を惜しむな、死ね死ね、と歌う。 

 そういえば、戦国時代の武将は、 

「天下統一し、戦争のない世にするためには、ともかく戦争じゃ、なによりも戦争

じゃ」 

 とわめいて戦争をやり続けたものである。 

 

 よく明治時代から今日までの戦争に於いて、文学者は何もできなかった、渋々迎

合するか、こっそり背を向けるか、黙秘権を行使するか、それだけだったといわれ

る。 

 文学者だって一般市民と変わりはしないのだから、そんなこと当たり前だが、む

かしはともあれ、これからは、戦争や戦争の予兆と闘ってこそ、真性の文学者（作

家とか詩人といいかえてもよい）だといえよう。 

 

 オバマ大統領が広島に来て、スピーチしたのには感銘したけれども、それは白人

じゃないからできたのだとかんがえているけれども、そうしてあれだけじゃいかん

とおもっているけれども、こちらの期待とは裏腹に、アメリカ国民の大半の心の底



には、民族差別、人種差別がいまだに蟠っている。 

 沖縄での事件だって、ケネディ大使が口先だけで謝罪しているのは、ミエミエで

ある。 

 もはや戦争大国アメリカに対して、卑屈な姿勢をとるのは、やめにしてもらいた

い。 

 

 三つは、政治家がいくら頑張っても、死者が減るわけではないという結果、むし

ろ政治家が頑張れば頑張るほど、死者が増えてくるという現実である。 

 いまの政治家は病人を治せない、自殺志願者を癒せない、大事故や大災害を防げ

ない、テロを終焉させられない、自然環境破壊をくい止められない。 

 

 政治家たるもの、国民のためと力説するなら、とにかく日日死者（特に幼い者や

若い者）の数を減らして、国民全員が大往生する世の中を作らねばなるまい。 

 そのためにはまず、「歴史と人間」「自然と人間」を問い直す（洗い直す）必要

があると、（権力者はむろんのこと）人間嫌いで、（近代文明はむろんのこと）現

代文明嫌いのわたしなぞはかんがえている。 

 

 もしそれらを政治家ができないのなら、文学者がそれをやらねばならない。 

 しかも、毒をもって毒を制する方法でなければ、偽善者の戯れ言に過ぎなくなる。 

 これからの文学は、呑気な娯楽では意味が無い、人間内部の謎の究明だけでは物

足り無い、奇抜な表象主義では情け無い。 

 

 おおむかしから「文学は役に立たないから素晴らしい」といわれてきたし、わた

しも長くそうおもって、長くそう口走ってもきたが、それはむかしの文学者が意気

地なしで、その自己弁護のためにいわれてきたということに、わたしは半世紀以上

経って、ようやく気づいたのである。 

「ペンは剣よりも強し」 

 その実践を、〈週間文春〉にばかりまかせておいてはいけない。 

 

 例えばわたしは、タチアナ・ド・ロネの書いた小説『サラの鍵』を思い出してい

る。 

 これは戦中、フランス政権が行った（ナチスに迎合した）ユダヤ人狩り（パリの

ユダヤ人一斉検挙をやってアウシュビッツに送った）の大蛮行による悲劇を扱って、

読者に衝撃と感動を与えている。 

（だれもいわないからあえていうが）歴史を検証すると、後世に誇れる大国家はひ

とつもない。 

 例えばわたしは、マリオ・バルガス・リョサの書いた小説『密林の語り部』を思

い出している。 

（だれもいわないからあえていうが）大企業は、いや人間はといっていいだろう、



人間はがんばればがんばるほど、自然をだいなしにしつづける。 

 

 独裁国家は「人民大衆は愚かである」という前提に立っていて、民主主義は「人

民大衆は賢い」という前提に立っているといわれる。 

 だが、日本の民主主義にあって、人民大衆は愚かであり続けた。 

 それはテレビやネットの世界を一望すれば明白であるが、愚かな者たちは自分が

愚かであることにとうぜん気づかない。 

 それでトックヴィルがいうゴネドクの世の中、それでヒラがいう逆転の世の中に

なってしまう。 

 逆転の世の中とは、くだらないものほどもてはやされ、ばかばかしいものほどち

やほやされ、くだらないやつほど金持ちになり、ばかばかしいやつほど人気者にな

る世の中である。 

 現代に於いて、金持ちや人気者の顔を見てみなさい、みんなくだらない、ばかば

かしい顔をしているよね。 

 真の芸術を志向する人間に、生きる場所はない、とはいえ、死ぬわけにもいかな

いから、場末でへこたれ、しょぼくれ、のたうちまわっている。 

 

 以上まあ、そんなことをおもうのである。 

 おもいつつ、頭に浮かぶのは、石川啄木、与謝野晶子、広津和郎、黒島伝治、小

林多喜二、葉山嘉樹、大岡昇平、五味川純平、峠三吉、永山一郎、深沢七郎、吉本

隆明、松本清張、井上ひさし、大江健三郎、郷静子、石牟礼道子などの文学者であ

り、そのなかに、椋鳩十もいる。 

 

 椋鳩十（むく・はとじゅう／１９０５～１９８７）は、長野県に生まれる。法政

大学国文科卒業。鹿児島県で高校教諭、 図書館長、短大教授などを歴任。詩作・

「山窩小説」を経て、児童文学の世界にはいり、動物 文学に新生面をひらいた。 

 

 戦争で殺されなければならなかった飼い犬と、子どもとの心の交流を描いた『マ

ヤの 一生』、子グマを助けようと滝つぼにとびおりた、母グマの勇気と愛情を描

いた『月の輪 グマ』、追っていた人間を助ける『片耳の大シカ』などが代表作か。 

 

 わたしは宮沢賢治に次ぐ童話作家として、椋鳩十をかんがえてきたが、ここでは

いわゆる「山窩小説」なるものにスポットを当てたい。 

 

【山窩（サンカ）】とは、村里に定住せずに、山中や河原などで野営しながら漂泊

の生活を送っていたとされる人びとで、主として箕（みの）作りや竹細工・杓子（し

ゃくし）作り、川漁などを生業（なりわい）とし、村びとと交易した。 

 

 ついでにいうと、【山窩】に似ている【河原者】とは、中世、河原に住み、卑賤



視された雑役や下級遊芸などに従った者で、河原は当時穢れを捨てる場所と考えら

れていて、江戸時代には歌舞伎役者の賤称。 

 

 今井照容は、【山窩は地べたに生まれ、地べたに死ぬのである】といっている。 

【日露戦争の時代、文学は戦争に向き合わなかった。文学は戦争から逃げたといっ

てもよいだろう。文学は人間に閉じこもってしまう】ともいっている。 

 

 堺利彦は『山窩の夢』でこう書いている。 

 

【彼等はもとより劣敗者である。しかし彼等はその劣敗の故を以て、優勝者の奴隷

となり手足（しゅそく）となるを肯（がえ）んぜぬ者共である。彼等は猶ある特殊

の天地において独立不羈の生活を続けんとする者である。そこに彼等のけなげさが

あり、美しさがあり、尊さがある】 

 

 かなり主観的且つ同情的な見方あるいは持論であって、より客観的に作品として

書いている作家もいる。 

 

 田山花袋の短篇『帰国』より。 

 これは山窩を描いた初めての小説といわれる。 

 柳田国男から聞いた話を小説化したものといわれるが、検証してみれば、柳田国

男の書いたもののなかには山窩ものが沢山ありそうである。 

 

【かれ等は昼間は普通の人間と少しも変らぬようにして里へ出て、ささら（細かく

割った竹を束ねたもので食器などを洗うのに用いた。田植囃しなどで使ったりもす

るが、ごく簡単には前者であろう。竹細工といってもそう緻密なものや芸術的なも

のを作るのではない）や椀の木地や蜂の巣などを売った。「ささら入りまへんか。」

こう言って、かれ等は農家の軒から軒へと歩いた。それは大抵山に添ったり谷に臨

んだりしているような村里で、それから一二里と隔てた町や都会へは、かれ等は滅

多に出て行かなかった。老人が留守を守っている農家、鶏犬の声の穏やかにきこえ

る村落、売るものがなくなるとかれ等は平気で乞食になった。時に馬鈴薯の一桶や

甘藷の一包を盗むこと位はかれ等は何とも思っていなかった。 

「また、山窩奴（め）が来やがったんべ。」 

 村の人達は、常に馴れて知っているので、別に怪しみもしなかった。 

 鋸、鉈、鉋（かんな）、小刀、小鋏、そういうものをかれ等は皆な一人一人持っ

ていた。それも普通里で大工が使うような大きなものではなく、屈折自由な、それ

でいて切味の非常に鋭利なものであった。かれ等は売るものがなくなると、官林で

あろうが、民有林であろうが、そういうことには頓着なく、自分に都合の好い木材

を切り倒して、必要な部分だけを切り取って、そしてさっさと山から山へと移って

行った。 



 かれ等は材料のあるところをよく知っていた。見事な竹で蔽われている谷、美し

い樹木の青々と繁っている谷、そういうところでかれ等は三日四日費やした。ある

里に近い山では、男は宿泊地に残って、木地を拵えたりささらを造ったりしている

間に、女は二人三人揃って、それを持って、近いあたりの里を売って歩いた】 

 

【白い服を着た人達（警官か）も、要領を得ないかれ等種族を何（ど）うすること

も出来なかった。徳川幕府の潰れたのも、明治の維新になったのも、京都から東京

へ都が遷ったのも、日清戦役があったのも、日露戦争があったのも、軍艦が出来た

のも、飛行機が出来たのも、何も彼も知らないようなかれ等の種族には、何を言っ

て聞かせても効がなかった。後には、警官達も持余して、唯一刻も早く、自分の受

持つ管内からかれ等を立去らしめることをのみ心がけた】  

  

 岡本綺堂の短篇『山の秘密』より。 

 

【山窩というものに就て、関井さんは説明してくれました。それは山の中に小屋や

洞穴などを作って棲んでいる下等人種で、ときどきに里に出て、乞食をする、盗み

を働く、人殺しなども平気で遣るという、始末に負えない浮浪者の群で、この山の

なかにも二三十人ほどは巣を作っているのだそうです。あまり悪いことをすると、

巡査が隊を組んで山狩を始めるのですが、そういう徒ですから、どこへか素早く逃

げ隠れてしまって、なかなか狩り尽すというわけには行かないそうです。この山林

には桐の木が多いので、山窩の群は時々にそれを伐り出して盗んでゆく。それを監

視するのは矢はりこの小林区署の役目で、盗伐者を見つけると取押えなければなら

ないのですが、相手が例の山窩ですから、まことに始末が悪いということです。そ

ればかりでなく、山窩の或者はここらの官舎へも食物などを貰いに来て、こちらが

油断していると、そこらにあるものを手あたり次第に掻っ攫って行くそうです】 

 

 国枝史郎の短篇『山窩の恋』より。 

 

【事件というのは部落に近く、大きな村がありましたが、その村の若い美しい娘が、

部落に近い河原の上で、見るも無惨な有様に、撲殺されて居りましたので、村の人

達は騒ぎ立ち、山窩の仕業と目星をつけ、部落を引き払って他所へ行くように、厳

談に人が来たことで、もしも部落を引き払わなければ、警察官の立合の上で、焼き

払って了うと云うのです】 

 

 さらに、主観も客観も超越した傑作として、椋鳩十の短篇『盲目の春』がある。 

 

 これは、山窩のこどもの眼から、春という、盲目で美しい肉体を持つ娘を描いて

いる。 

 こどもたちはいつも春をいじめる。 



 春は毎夜山窩のおとなたちに身体を提供して、一日の食糧を得ている。 

 春のともだちは一疋のリスだけである。 

 そうして『盲目の春』の末尾。 

 

【或る日、彼女の美しい肉体に、黴毒が、バラ色の花を体一面に咲かした。そうし

て関節と云う関節をその病気は釘づけのように固くとじ合わした。そして、彼女は

腰が立たなくなってしまった。 

 吾々が、天幕をたたんで、向うの山にうつる日になっても、彼女は動けなかった。

鋭い耳で、彼女は吾々の仕事の音を聞いていた。 

 彼女が動けなくなったのを発見すると、後に残して行く人間に対する礼儀として、

吾々は落葉の床を作ってやった。 

 陽をあびて光っている紫の山が吾々を呼んでいる。 

ーアバヨ！ 

 彼女を憎んだ女達も、吾々子供達も、昔のことは忘れてしまって、親しみをもっ

て、こう去りぎわの挨拶をした。 

 すると彼女から答えが来た。 

ーうせやがれ！ アンポンタン野郎め！ 

 それから、彼女の懐から、リスが這い出して来て、彼女の胸の上に両足と尻尾と

で立ち上がりながら、白い歯をむき出して、 

ーキチキチキチ。 

 と、吾々に向って鳴きたてた。 

 この声の中には、動物の一徹な、もえるような憎しみがふくまれているようであ

った】 

 

 この絶対文感は、まさに毒をもって毒を制するもので、葉山嘉樹の『淫売婦』と

同じ種類の衝撃を与える作品である。 

 柳田国男の『遠野物語』と同じ種類の感銘を与える作品である。 

「山窩小説」というのみならず、日本の短篇のなかでも、傑作中の傑作であるとお

もわれる。 

 

「釘づけのように」と「もえるような」という、わたしのきらいな月並な形容があ

るが、さりげないから許せる範囲内である。 

 

 最近、大庭みな子の『三匹の蟹』を再読したが、いまだに評判の高いこの短篇に

はあたまが痛い。 

 その冒頭。 

 

【海は乳色の霧の中でまだ静かな寝息を立てていた。藺草のような丈の高い水草の

間では、それでももう水鳥が目を醒ましていて、羽ばたいたり、きいきいとガラス



をこするような啼声を立てていた。灰色の汚れた雪のような鴎はオレンジ色のビイ

玉のような眼をじっとこちらに向けて 

横柄に脚で砂を掻いてはぷい、と横を向いた。 

 歩いていると、霧が流れてくるようであった】 

 

 一見一読、名文だとかんちがいする類の文章である。 

 じっさいそういっている、無能な文芸評論家や作家がたくさんおる。 

 これだけの文章に「ような」「ようで」が五つもあったのでは、名文どころか駄

文である。 

「霧が流れてくるようで」の「ようで」は「霧」にかかるのか「流れ」にかかるの

か不確かである。 

 もし「霧」にかかるのなら、一行目に「霧の中」と書いているのだから、「霧が

流れてきた」でいい。 

「ガラスをこするような」はさりげないから許せるし、「藺草のような」はどうで

もいいから許せるが、「灰色の汚れた雪のような」や「オレンジ色のビイ玉のよう

な」は、どうにもいただけない。 

 作者は気の利いた形容をしたつもりだろうが、大切なはずの「鴎」や「眼」より

も、「灰色の雪」や「オレンジ色のビイ玉」が、読者の脳裏に確実に残ってしまう。 

 この『三匹の蟹』には、そんな「ような」ものが、吐きたいくらいに出てくる。 

 日本語を莫迦にしているとしかおもわれない。 

 本人はこれでいいと勘違いしているだろうから仕方ないとして、こういう作品を

持ち上げる編集者や文学賞の選考委員や文芸評論家がいけない。 

 

 わたしはこんなことを長年いいつづけているが、ほんとうはもうやめたいのであ

る。 

  

 西村賢太の『落ちぶれて袖に涙のふりかかる』を読んでいたら、文芸評論家に就

いて、やけくそ気味ながらも見事な見解を述べているので、それを引用してやめに

する。 

 

【勝ち馬になりそうな対象のみキョロキョロ見回し、編集者から便利屋的に使われ

ている〈文芸評論家〉なぞは、いくらいっとき、底の見えてる井の中においてした

り気なゴタクを並べたところで、所詮吹けば飛ぶような存在であることに昔も今も

大差はないようだ】 

 

 話を戻す。 

 わたしはこどものころからこんにちまで、山窩そのものになりたいと夢見ている

が、もちろん山窩になったとたんに、生涯病気持ちのわたしはくたばってしまうで

あろうが、そうして政治なんて関係ないとほざいている文学者は、山窩になるべき



とかんがえているが、現在山窩は居るのであろうか。 

 井伏鱒二のエッセイを読むと、山窩は、明治は遠くなりにけりではあっても、敗

戦直後くらいまでは居たらしい。 

 あれこれ調べてみたら、山窩に関しては、『三角寛サンカ選集／全１５巻』をも

つサンカ研究家三角寛が詳しいとのことであるから、これから図書館に行って探し

てみようかな。 

 

 というわけで、ようやくサンカものを読み始めている。 

 サンカというと、乞食とか非人とか、あるいはその仲間とかおもっている人が多

いらしいが、じつは違って、忍者とか間者とかの子孫であるという。 

 粗衣粗食でありながら、健康で足が早く身が軽い。 

 情義に固く、信義に厚く、規律を守る。 

 けれどもいいことばかりではなく、厳しい状況の際には盗みをはたらいたり、人

殺しをすることもあるから、山近くで殺人事件があると、サンカのせいにされるこ

ともある。 

 三角寛の本を読むと、盲目の娘が出てくるから、椋鳩十の『盲目の春』も何かそ

ういう資料を基に創作したものであろう。 

  

 なお、以下はネットからの借用であるが、前半は好奇心をそそる歴史的事実であ

り、後半はいささか眉唾的な文学的真実である。 

 

【明治以降明らかにされた時点では、川筋伝いに村から村へと渡り歩き、主に蓑つ

くり、笊（ザル）つくりなど竹を主原料とする製品を作り、農家で穀物と交換する、

といったことで生計を支える、関東以南から九州までをテリトリーとする漂白集団

だった。定住しないため、テントをもって移住し、一夫婦と子供で一家族六～七人、

五家族くらいの単位で共同歩調をとった。 

サンカの語源はいろいろあるが、サンケチ（三つの職掌区分）からきたとする説も

ある。サンカ自身は自分たちをセブリ、（テントの意味、一セブリ＝同居する家族）

セブリモノなどと呼ぶといわれる。 

 ミツクリの一（カミ）（蓑つくりの総領） 

 フキタカの一（笛つくりの総領） 

 エラギの一（遊芸の総領） 

 サンカは徹底的な秘密集団組織として生きてきた。外部の者にはけっして自分た

ちのことを話さず、特殊な隠語を用いて話し、他の仲間への連絡には、特別の符合

で書かれたアブリ出しを地面に埋めるなどして行う。その結束は固く、独自の行

政・裁判法をもち、一般の倭人とは異なる習慣、信仰、伝承を維持し、しっかりと

した相互扶助システムをもって全体の生活を安定させている。そして古くから戸籍

を持たず、昭和期に至ってもなお届出を行わない者たちが多かった。 

 いわば、国家の中にあって国家権力の枠の外にある、完璧に自立した漂白共同自



活集団とでもいうべき存在なのだ。かつてそのように生きる人たちがたくさんいた。

その多くは遊芸者であり、神の女として春の恵みを売る巫女たちであり、木工製

造・鍛冶・狩猟・沿岸漁業・川漁などにたずさわる人たちであり、呪術的宗教者で

あり、渡り商人たちであった。 

 巨大組織サンカの強固な組織連帯性の中核にあるのが純潔の保持である。サンカ

は決してサンカ以外の者たちと混血する事はなかった。 

 サンカには有名な伝承の蝮部伝承がある。蝮（タジヒ）とはマムシの事であり、

このマムシを捕って生活の害を除き、精力剤を作る職業が蝮部という古代の職業で

あり、かつてのサンカの主要な職掌の一つだった。古伝承によるとサンカの祖は火

明で、隼人（ハヤト）の一派がサンカの系統につながっている、となる。 

 五木寛之の小説「戒厳令の夜」「風の王国」は、明治維新以後現在に至るおよそ

一二○年間に、公的権力に組み入れられることによって、まるで風のように姿を消

してしまった漂白の人々が、どこへ行ったわけでもなく、実は私たちの身近な日常

性の中にとけこんで実在しているという想像から展開されている、といってよいだ

ろう。 

 延々と独自のコンミューンを保ち生き続けてきたサンカが、現在どのような形で

この高度資本主義社会にトケこんでいるのか。 

 一説によると現在一般の”非占領社会”にまぎれこんでいる彼らの数は、人口の一

五パーセント以上、およそ二○○○万人以上に達するとみられている（１９８６年） 

 昭和三年、官憲のサンカ対策が目立ってきたため、東京のクズシリ（頭）隅田川

一を長として東京一円を中心にシノガラ（忍びのヤカラ）と名付けられるサンカ秘

密結社が結成されたという。シノガラは外面的には社会での職業生活を送りながら

も、サンカ一族の堅固な結束を維持する重要な役割を負って生み出されたものだ。 

 このシノガラが中心となり、表の顔として財団法人全国蓑製作者組合が昭和二四

年に組織され、まるで欧米のフリーメーソンのような形態をサンカ一族はとるよう

になっていった。時代のすう勢からこれまでサンカ一族が出しあってつくられた相

互扶助のための基金を、全額アングラ・マネーとして積んでおくわけにはいかなく

なったからでもあったからか。そのため一部を組合基金として浮上させたのである。 

 この共同基金の金額は、昭和三六年の時点で実に二億四九万一○一一円となって

いる。当時の大学初任給は二万円にも満たなかったから現在でいえば一五億円くら

いに相当するが実際の額の一○分の一という見方もある。この基金はシノガラの手

によって年一割二分の利回りで運用されているという。現在では基金の年々の増加

と運用上の増加を考えれば、莫大な金額になっていることが予想される。また昭和

五七年の時点で各自が最低一○○○円以上を収入に応じてシノガラに収めており、

総額は五兆円を越すものとされている。サンカ一族はこの資金をフルに活用し、シ

ノガラが日本の根幹として根を張りめぐらし日本の中枢を握ることを目的として

いる。（すでに達成されたものと考えられる）少なくとも昭和三六年の時点でシノ

ガラの三分の一は官公史、次いで学会人、財界人が多数を成した。ある銀行の幹部



がシノガラに独占され、組合から「逆差別」だといわれたエピソードなど、体制化・

権力化への道をたどっていると指摘されている。 

（資料とさせて頂いた１９８６年出版の本は現在、絶版となり入手不可能。）】 

 

 だれにも奨めることのできない本ばかり出している池澤夏樹が、めずらしくお奨

めしたくなる『オキナワなんでも事典』を編纂している。 

 わたしは日本人たるもの、とくに本州に住んでいるものが、骨身を惜しんで研究

しなければならぬのは、オキナワ、アイヌ、そしてサンカだとかんがえている。 

 

 最後におまけ。 

 アイヌを取り上げたときに、いくつかアイヌ語を紹介したので、サンカ語もいく

つか紹介することにする。 

 

 あかいぬ／あかうま＝火事 

 あまり／あわず＝男／女 

 いた＝酒 

 おしゃか＝裸 

 おばさん＝犬 

 おまる＝お尻 

 おめん＝顔 

 かか＝母 

 がんきねえ＝不承知／残念 

 きゃはん＝女房 

 きたかぜ＝刑事  

 さんま＝巡査 

 せぶらせる＝眠らせる／殺す 

 たれこみ＝密告 

 なま＝現金 

 にく＝美人／女 

 にくい＝可愛い／美しい 

 びく＝子供／赤ん坊 

 ひで＝男／亭主 

 ふける＝逃げる 

 やばい＝危ない／恐い 

 

 なお、これからの『絶対文感』は、いささか長めになるはずである。 

 それは、その章の作家を身贔屓しているからではなく、いままで書いてきた章の

数々が、その章の作家なのか、作品なのか、それともわたし自身が書いてきた文章

なのか、それは解らぬまでも、それらがわたしをあれこれ唆し、嚇し、励ますから



である。 

  

 


