
徒然の記 
 

 このところの我々を取り巻く自然のこと、人の世のことなど、尋常でないことがあまりに多く、われ

もまた先人の思いしごとく「徒然なるままに・・・」と、己の思いを綴ってみようと筆を執った。 思

いのままに、思いしときに、書き綴るものであれば、他愛もないこととして、読み流してもらえれば尚

良し。 

 然れども、この一葉を読みし者よ、思いあらば、彼の思い聞かせ給へ。空ろに散じてしまうメールと

いうものが良かろう、以下に散らせ給え。   macoto@mtg.biglobe.ne.jp 
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２０２１年３月 11 日 

 今日は東北震災が起こって 10 年目となる。ちょうどいいのでこの日私が経験したことを 

残しておこうと思う。東北の状況に比べれば大した状況ではなかった。 

 私はこの日どこへ行こうと思ったのかは覚えていないが、ちょうど地震が起こったころ京王線で、 

新宿に向かっていた。私の電車が明大前に停車した時である。2 時 26 分過ぎ、あの地震に襲われた。

電車はタイミングよく駅に停車していたものの最初少し揺れたかと思うと、いきなり横に揺れだした。

まるで少し波のある海で、船に揺られているような感じ。外を見ると電柱やら、街路灯やらが、横に揺

れていた。ドアが開いていたので、急いで飛び出そうと、経験したことのない揺れであったので、慌て

て飛び出しても何があるからないと思い、倒れそうな電車の中にとどまった。電車が横に倒れるのでは

ないかと思って倒れてもいいように、やや身構えた。揺れが収まってから外に出て状況を見渡した。こ

の時点では震源など全く分からず東京付近かと思い、どこかで被害が出ているのではないかと思った。

とくに周りで被害は見られなかったためゆっくりと明大前駅から外に出てみようとした。すでに電車は

止まっておそらくすぐには動かないとの放送があった。改札口は開いていて自由に通過することが出来

た。ただおそらく長丁場になると思い。駅のすし屋で稲荷ずしを少し購入した。すぐに皆がさっとうす

る前だったので余裕で購入できた。 

 駅の外に出ると甲州街道はすでに人が帰宅するため歩いている人でいっぱいだった。私もあるいて調

布まで戻ろうかと思ったが、電車が動くのを待つことにした。駅前の電気屋か、パチンコ屋の前にＴＶ

がおいてあり地震のニュースをやっていた。この時東北の海沿いが震源であることを知った。かなり大

きな地震とのことだった。まもなくＴＶにはあの津波の様子が映し出され、本当かと思ってしばらく見

ていた。すごいことが起こっているとすぐに判った。明大前で電車が復旧したのはよる７時過ぎ、ここ

で５時間くらいＴＶ等を見ながら過ごしていた。 

７時過ぎに電車が復旧したとの放送があった。ただ一番電車はおそらく混雑しているだろうと思い乗

らなかった。案の定２番電車もまもなく到着したが、かなりすいていた。もちろんすぐに家に向かった

のだが。電車が動き始めたのを確認して腹も空いたし稲荷ずしを食べた。2 番電車に乗って割と苦も無

く家までつくことが出来た。改めて調布府まで歩かないでよかったと感じた。明大前で５時間ほど待っ

たがその甲斐があったというものだった。割と京王線の復旧速度を信頼していたので、やたら動き回ら

ず良かったのを覚えている。家に帰ってからは津波の放送をずっと見ていたのを記憶している。また翌

日には福島の原発の爆発の方度があり確かに、１回目は水素爆発かもしれないが２回目は素人目に見て

も核爆発じゃないかと思った。幸い東京は風上であったので、助かったが、風下では放射能のチリが飛

び散っただろうことは、すぐに判った。もし東京が風下になっていたら、東京の全員避難となっていた

ろうとゾッとした。勿論福島の放射能が反対でよかったと思っているわけではないのだが、東京住民が

全員避難となったら避難地域も含め大混乱となっただろう。いわゆる日本壊滅の様相を示したはずだ。 

原子力委員会を含めの当時の東電の幹部たちがいまだにノホホンとしていることが気に入らない。 

 

２０２１年２月 16 日 

 ジェンダーについて一言。 

 このところ JOC 会長であった森氏の女性蔑視の発言に対してオリンピックの精神に反するとして 

世界中から非難をされ、先日会長を辞任した。JOCの会長の立場での女性差別の発言は論外であり、会

長辞任も遅きに失した感もある。当然のことだろう。 

ただこのところのマスコミ報道は可笑しい。なんでもかんでも女性差別は撤廃すべきだと騒いでいる。

今度の JOC会長は女性にすべきだとか！なんとも女性差別をさらに助長しているようで、やや不満だ。

確かにここで女性を会長にすれば世界に対して、日本は女性差別をしていないということを宣伝するか

のようである。しかし本当にいいのだろうか、かえって女性差別をことさら助長しているように見える。

冷静に考えれば JOC 会長としてふさわしい能力のある人を選ぶべきだろう！女性、男性の区別はなし

にして。外面を繕うだけの女性採用などしてはいけない。 

 女性と男性は本来違うものだ。社会的にも体の構造からしても、それぞれの役割があり、まずはそれ

を基本にこの差別問題は考える必要がある。女性は子供を産んで育てることがまず必要であり。男性は

そうした女性の生活を支え、守ることが重要である。これは人間の歴史を通じて連綿と受け継がれてき



たことである。何もすべて女性も不男性も同等である必要はない。もちろん女性は可能な限り社会進出

すべきであり、男性はそれを男性の特権をいいことに妨げてはならないのは当然である。しかし先に述

べた原則は尊重すべきことと思う。これをわきまえたうえで性差別を可能な限りなくすべきだろう！勿

論、私は子供を産まないで社会進出を優先するという女性もいるかもしれない、しかしこれをすべての

女性が行えば、人類は滅びる。まあ人間は絶滅危惧種とも言えなくはないので、それも一つの選択では

あるが！ 

 要はそれぞれ女性が何も制約されることなく自分の権利が行使される環境を作ることが社会的に必

要なことと思われる。なんでもかんでも女性差別として面白おかしく取り上げるマスコミが最も性差別

を助長している様に見える。これに単純に乗ってくる社会も低能なのだと思うが！やはり我々は冷静に

何が差別かを考えるべきだろう。JOCの会長は女性ありきの論調は愚の骨頂だろう。馬鹿なマスゴミに

のらないようにしなければ！ 

 

２０２１年１月２５日 

 村の復活を考える。 

これは村ができる程度の人口を持つ集団を作ることである。現在先の見えない、袋小路にはまったよ

うな社会情勢を解決するために、かっての村を復活することが重要かもしれないと考えている。 

 発端は人口減少を止めることができない社会は何が必要なのかという点である。昔の村社会というも 

のは子供も村の共有物として子供を村全体で育てた。女性も村全体の共有物という見方もあったかもし

れない。つまり男性には常に夜這いの習慣があり、女性の子どもが誰の子か明確でないこともあったろ

う。子供を産むのは女性であるため一義的には女性が子供を育てることになる。しかしながら夫はだれ

かわからない状況であったのだろう。こうなると子育ては女性がするにしても、経済的には生計を立て

ることが困難になってくる。また常に子供の面倒をみることもできないため村を存続させるということ

からも、近所の人が共同で母子の面倒をみざるを得なくなる。村としても子供が少なくなると村そのも

のが壊滅する危機に陥る。夜這いという習慣もこうしたことから必然的に生じてきたのだろう。いずれ

にしても村は、将来村の重要な構成員となる子供を増やさなければ消滅してしまうのだから！この様子

は現在とほぼ同じである。都会人は現在夫婦で子供を産んでも育てられない。教育費なり、生活費を稼

ぐための時間が取れない。こうなると現在の都市では子供を設けることにより生活水準が相当低下し、

家庭貧困や子供の貧困が伴い将来にわたって、子供はできるだけ減らすことになる。一昔前は現在と違

って何世代かが同居して暮らしていたため子育てを行うにしても爺ちゃん婆ちゃんが面倒を見ていた

これにより両親は生活するための糧を得ることが可能になった。裕福な暮らしはできないにしても子供

を何人か育てることができた。私の時代、昭和の頃はまだ周りに一代、二代の家族がおり、また周りに

は親戚の方たちが住んでいた。このため我が家は３人兄弟であり、特に珍しい家族構成ではなかった。

が現在はほとんどが核家族化してしまい、これが不可能になってきた。こうしたことから、現代で子供

の減少を食い止めることはほぼ不可能である。昔の村というものは子供を増やすために夜這いも含めて

村全体で子供の面倒を見てきたと思われる。決して夜這いの習慣も復活しろということではないが、以

前の村単位の子育て機関を充実させないと人口減少は食い止められないのだろう。また政治も村単位の

レベルで行うことが最も充実した行政を行えるのではないかと思われる。しかしながら大規模な財政出

動も必要となることから村単位の行動を各村間の調整が必要となることも考える必要があると思われ

る。こうした村程度の規模の集団を近年再度検討してもいいかもしれないと思う。肥大化してしまった

国、都市というものを再度村単位のレベルから構築しなおす必要がありそうだ。村単位でさえ人口減少

が起こり先に述べた夜這いという習慣が必要であったのだろう。また同族婚による障害を防ぐため、よ

その地域からくる旅人をもてなす夜伽という習慣も必然的に起こり、最悪、場合によっては別の村を襲

撃して女性を略奪してくるような習慣もあったのだろうと思われる。こうしたことにより村の血統に新

しい血を迎えていたのかもしれない。こうしたことも村レベルの組織を構築するときには必然的に検討

していく必要のあるものかもしれない。全くそのままの形である必要はないが！ 

 これはエネルギー政策でも同じことは言える。以前示したことがあるかもしれないが、エネルギーの

供給と需要の単位も村レベルで考えることが良いのではないかと思っている。いわゆる大規模発電所を

作るのではなく、１０００～２０００戸単位で供給基地を作り、その地域でエネルギーを消費する方式



だ。このため小規模発電所を各地に作る必要があるものの、原発の様な大規模な発電所はいらない。特

に福島の原発の電力の大部分が東京に供給されており、危険な原発が福島にあり直接福島に関係ない事

故を起こした。小規模発電所では、その地域で消費できる規模の発電所を作ればいい。もちろん自然エ

ネルギーを優先活用すればいい。特に日本は自然エネルギーが豊富である。もちろん一種類だけの発電

方式ではなくエネルギはミックスして活用すればよい。もちろん石油エネルギーも使うことを考えても

よいと思う。この場合は大気汚染を十分考慮しなければならないが！原発には頼らないことが前提だ。

原発は人間の制御能力を超えている。またその地域の発電所が故障した場合でも現在のネットワークと

同様な方式を導入することは必要だが、特にインターネット方式等のよい例がある。エネルギーにおい

ても地産地消方式が有効と思われる。その地域に使うエネルギーは土地の供給も含めその地域で負担す

ることが必要となる。このエネルギーの地産地消をおこなえる規模も、先に述べた村レベルの規模が適

当ではないかと考える。 

 こうしたことから再度村の復興を考えるべきではないかと思われる。全ての行政単位を村レベルで考 

えることである。もちろん村落間の行政にまたがる、いろいろな問題もあると思うが解決できる問題で

はないかと思う。人口減少問題、エネルギー供給問題を考えるうえで、昔の村の概念を今一度考えてみ

る価値があるのではないだろうか？多分村を基軸とした連合社会の必要性を考えるべきだろう！勿論

現代では多国間に対応する必要があるため、アメリカ型の合衆国制も参考に、必ずしも理想とは思えな

いが、村の連合をどう考えるかということも重要である。 

 

２０２０年１1 月 2 日 

 前回冒頭に、これから世界は最悪の食糧不足の時代が来ると書いた。今年のヨーロッパ、アメリカは

近年にない寒波に襲われ、オーストラリアを含め各地で異常気象が続いている。この状況は世界的に人

間が食べる穀物だけではなく、牛や羊、鶏のエサも不足することを示している。さらに自然災害って言

ってもいいのか蝗害の発生も見られ、東南アジア、南部中国も相当な被害に襲われている。忠義区では

さらに洪水委の被害が大きく中国の穀物地帯も大きな打撃を受けており。中国では既に備蓄食料の買い

付けを全世界でおこなっているといわれている。翻って日本はどうなのだろうか？多分何もしていない。

ろくでもない政治闘争に明け暮れしている。大手マスコミもヨーロッパ、アメリカの寒波などどこも伝

えていない。まして近い将来食糧不足が顕在化するなど、どこでも述べていない。温暖化と騒いでいた

連中なので寒波が襲来していることを少しも報道したくないかの様。少なくとも寒冷化に関することは

少しも言えない。しかしながら冒頭で述べたように世界的な食糧不足が控えていることを伝えてほしい。 

この食糧不足はお金を積んでも食糧が手に入らないというレベルのものだ。日本は食糧をどうやって調

達していくのだろうか？休耕田を再度利用しても食糧が得られるのに、どんなに頑張っても 2~3 年はか

かるだろうし、うまくいって今の状況では国民すべてが食える状況は作れない。これから顕在化する未

曾有の減少をどうしのいでいくのか見当もつかない。繰り返すが、今度の食糧不足はお金を出せば何と

かなるというような代物ではないはずだ。 

２０２０年１０月７日 

 前回述べたように、これから世界は最悪の食糧不足の時代を迎えると思われる。この話はまた別の機

会に述べるとして、前述したように日本はまもなく極楽あるいは楽園のような状況になって行くと思う。

日本国民は働かなくても最低限の暮らしができる状態になるだろう。つまり働かなくとも最低限生きて

いける食事は国が保証する。食べ物が全国民に只で配給される。お金がなくても餓死することはないと

いう程度だが！私のように怠惰なものにとっては無理に働かなくても飯が食える。あるいは最近取りざ

たされているベーシックインカム、国が最低限生きていけるだけの金を国民全員に支給する。 

もちろん働いてもっといい暮らしもできるだろう。日本国憲法では最低限の暮らしを保証しているため、

国はこうしたことを行はなければならない。怠惰な人間にとっては仕事をしなくても生きていけるのだ。

多分医療にしても今の日本にとっては治らない病気は徐々になくなっていくだろうと考えられる。つま

り過去に存在した楽園の出現だ。私が今回提示するのは、こうした世界になったとき人間は何をするの

だろうかということだ。仕事をしなくて済む分、趣味に生きるという人がいるかもしれない。しかしな

がら皆が趣味を持っている訳でもないし、たとえ趣味があってもそれだけで生きていけるものだろう

か？何か希望を持てるものが我々の世界に残るのだろうか？多分キリスト教の楽園であっても、仏教の



極楽であっても何か希望がなくては生きていけないのだろう！もしかしたらキリスト教の神は人間が

こうしたものであることを知ってしまうことを恐れて、人間が知恵を持つことを悪としたのかもしれな

い。 

 これまで人間は欲をもってなるべくいい暮らしをしようという希望をもって生きてきた。しかし今後

人間社会では何不自由なく皆が生きられる社会が遠くない将来実現されると思われる。人間はこうした

状態で何をするのであろうか！過去にアメリカ大陸がコロンブスによって発見された時には、ヨーロッ

パ人はこぞって新大陸に進出して、原住民を蹂躙しつつ大陸を、金を求めて西海岸まで進出した。こう

したいわゆるフロンティアがアメリカにはあった。でも今は何もない。あなたはどうしますか？残念な

がらいい対策は見つからない。唯一フロンティアとして残っているものは宇宙かもしれない。今後人間

は地球上でやることがなくなったら、宇宙に進出するのかもしれない。過去のアメリカのように、まず

先駆者、冒険者が宇宙に進出し地球に戻らない、これを支える科学技術者が一緒になって宇宙に進出す

るのだろう！どこかで宇宙人に遭遇すれば、かってアメリカ原住民にしたように、彼らを征服して宇宙

を占領していくことになると思われる。残念ながら今後の我々にはそれしか進む道はないのかもしれな

い。宇宙への進出は人類の存亡をかけたものとなるだろう。そういう時代になりつつあるのかもしれな

い。聖書にあるように人類は知恵を持つべきではないのかと思う。人類の未来はあまりいいものではな

さそうだ。やはり人類も滅亡のときを迎えるのかもしれない。あなたはどうする？ 

 

 

２０２０年８月１２日 

 天国という概念は多分キリスト教的な考え方と思える。天国は神と天使が住むところと言うものだろ

うか？人間が住める最高な場所は楽園というものだろうか？キリスト教では人間が死んで楽園に行く

という考え方はない。もともと人間は楽園に住んでいたが、神より禁止されていた知恵の実を「蛇」に

そそのかされて、食べてしまい、人間が知恵を持ってしまったため、神により楽園を追放されてしまっ

た。このことで人間の寿命は短くなり、病気等現在人間が苦しんでいる諸々のことが生じたといわれて

いる。ただこのことは私にとっては疑問の残るところである。なぜかというと人間は楽園で何も考えな

いで生きていくことが良しとされ、人間は神に反抗する、というより世界に擬問を持つことが罪悪とさ

れていることである。本来人間は何の疑問を持たず楽園で快楽を謳歌することがよしとされ、現在の人

間の姿は忌むべきものとされている。人間はこうした原罪というのだろうか、もともと罪深きものなの

で常に悔い改めた生き方をしなさい、と説いている。本当に人間は何も考えずに生きることがいいのだ

ろうか？ 一方仏教はどうだろうか！キリスト教の楽園にあたるものは、極楽浄土なのかもしれない。

ただこの極楽に行くには人間は死んでからしか行けない。また普通は一般の人間でも仏教でいう輪廻転

生を解脱できたものしか行けないといわれている。ただこの極楽浄土では人間も行ける場所であると同

時さらに修行を重ねるとキリスト教の天国にあたる仏国土に行くことができるところともいわれてい

る。つまり極楽浄土は人間も住んでいるし、修行僧も住んでいるところである。輪廻転生を続ける人間

にとっての最高の住まいは来世の天道という場所と思えるが、これはまだキリスト教の楽園からは程遠

い。楽園に近いのはやはり極楽浄土となるのだが、人間にとって解脱できることが条件となりなかなか

難しい。ただキリスト教と違って人間はもともと煩悩を持ったものであるといわれており、キリスト教

でいう原罪を持ったものではない。いわば人間が煩悩を持つことは肯定されている。できる限りこの煩

悩を克服することが求められていることで、日々の生き方を悔い改めることを求められていることは、

キリスト教と似ているが、先に言ったように人間が煩悩を持った存在であることを肯定している点が、

キリスト教の最初から人間は罪を持った生き物であるという点が違うのではないかと思われる。 

 

 今回取り上げたのは、こうしたキリスト教と仏教の違いを述べたかったわけではない。すなわちこう

した楽園、あるいは極楽というイメージは現在の人間社会でも可能なのではないかと思っている。とい

うのは例えば衣食住に限って言えば、人間は働かなくても食糧が得られ、着るもの、住まいも手に入れ

られる状況になりつつあるということである。日本国憲法では人間は最低限の暮らしができることが保

証され、国はこれを実行することが求められている。多分今年は世界的な天候不順により、食糧委不足

が差し迫った問題となるだろう。今日コロナ問題で騒いでいるが、世界的な食糧不足がもっと重要な事



柄になって行くと思う。世界各地の食糧供給地が不作となっており、日本は食糧の大半を輸入で賄って

いるが、今は多分金を払っても食糧を入手できない状況が差し迫っていると思われる。今政府は何も考

えていないがどうするのだろう。輸入だよりではなく国内で自給することを考えるだろうが、多分無理

だろう、可能としても今の人口を養うため、農地の増加、作業人口の増加等を見込んでも、ここ数十年

はかかるだろう。今の人口を支えるのはすでに無理なのかもしれない。当然穀物を飼料にしている畜産

も不可能となるだろう。ただこれも時間はかかるが、穀物の工場生産、人工肉の開発など、日本の科学

技術力をもってすれば可能かもしれない。これとても時間がかかる。天候に左右されない穀物生産等は 

今後の重要な課題となるだろう。こうしたことで人間にとって働かなくとも必要最小限の食糧が得られ

ることは可能となるのではないかと思える。水の豊富な日本でも水不足に備えて海水の真水化も可能で

あろうし、衣食住はほぼすべて働かなくとも手に入れることは近い将来可能となるだろう。またこうし

た技術は重要な日本の輸出資源にもなり、まさにこれこそが日本が世界に貢献できる最も重要な事項と

なると思われる。世界には現在でも食糧不足、水不足な国は多い。多分武器を開発するよりも、世界貢

献ができる手段と考えられる。このことを、国を挙げて考えなければならないのに多分政府は何も考え

ていない。食糧不足は差し迫っていると思えるのに！ 

 一方で、実はこれが本題なのだが、人間は働かなくても生きられる状況になったら何をするのだろう

か？多分科学技術が進んで AI を中心とした社会が形成されていく中で、我々は何をすればいいのだろ

うか？過去にはヨーロッパ人はアメリカ大陸を発見して、アメリカの開拓ブームがあり、先住民族の迫

害なども交え、アメリカはこれに邁進した。多分こうした人類にとっての大きなイベントは、今は宇宙

開発しかないのかもしれない。今回は少し長くなったので、こうした問題提起をしてとりあえず筆を置

く。次回はさらに我々は今後どういう生き方をすればいいのかという問題に直面するのだろう。 

 

 

２０２０年７月２１日 

 私がよくみているブログ InDeep 氏の記事に北アメリカに最初に定住したのはクロービス文化といわ

れている文化を持った人種といわれているが、このほどその文化よりも１000 年以上も前の１万４００

０年以前にすでに磨製石器を持った先住民がいたのではないかという最近アメリカで話題となった記

事を載せていた。しかもそこで使われている磨製石器が日本の古代縄文時代に使われているものによく

似ている。すなわち北アメリカの最初の定住者は古代縄文人ではないかという説が浮かび上がってきた

というのだ。日本での磨製石器の時代すなわち新石器時代といわれる時代は２万 4000 年～2 万 9000 年

前といわれている。日本ではこのころから、いわゆる打製石器を加工して磨製石器を作る文化を持った

人々が定住していたといわれる。最も古いものでは沼津、長野、で 4 万年前に作られた磨製石器が発見

されており、またこれらの石器が船で 60Kｍほど離れた八丈島でも発見され、古代縄文人は外洋を航海

する技術もすでに持っていたのではないかといわれている。こうしたことから、縄文人が磨製石器を携

えて大平様を渡った可能性もあるのではないかといわれる。また今から 1 万５000 年以上前に作られた

世界で最も古い縄文土器が青森県の大平山元Ⅰ遺跡で発見されており、この縄文土器が南米のエクアド

ルで発掘されたということも言われており、縄文人がかなり以前から海外とも交流があったとみられて

いる。丁度約 2 万年前ごろは小氷河期にもあたり海面が 180ｍほど低下していた時期でもあり、縄文人

が世界中と交流を行っていたのではないかといわれている。まだまだ仮説の話もあり教科書には載って

いないが私は仮説と断りながらも最近の古代史をもっと若い人に教えるべきではないかと思う。 

 縄文時代はよく言われるようにおよそ１万 6000年～１万 7000年くらいまえから 2500年くらい前ま

で約 1 万年以上続いた時代でありこうした文化は世界を見渡してもほとんど見受けられないと思う。し

かも縄文時代は狩猟採取文化といわれるが、どちらかというと三内丸山遺跡でも見られるように農耕文

化も発達しており、縄文文化は農耕文化の時代だったと思われる。縄文人はどちらかというととこうし

た農耕民族であり、小名木先生の言うように農耕民族では定住民族間の大きな争いは起こらなかったと

いわれており、海面低下時には大陸棚を渡って中国大陸にも進出していたのではないかといわれている。

すなわち中国 4000 年の歴史の前に世界の４大文明の発祥は日本から広まったのではないかともいわれ

ている。中国において縄文農耕民族は、戦闘ではコーカソイド系の狩猟民族と戦って勝てなかったと思

われるが、中国の黄河文明発祥地帯や揚子江流域では農耕民族であるが故の災害対応力が勝って縄文文



化が根付いたのではないだろうか？少なくとも黄河文明以前に定住した縄文文化が黄河文明の下地を

作ったのではないかと思う。当然中国は認めないだろうが！もしかすると他の文明も縄文文化の影響を

受けていたとしてもおかしくはないのではないかと思う。日本の古文書として竹内文書というものがあ

り、考古学では偽書とされているが、あながち縄文文化のことを考えると再考してみる必要があるので

はないかとも思われる。そこでは日本の天皇が世界を統率していたと書かれているため全くのウソでは

ないかといわれている。 

また九州の平立神宮には五色人の面が奉納されており、古代から世界各地からそれぞれ五色人の代表

が 5 年に一度平立神宮に集まり催事を行っているとされている。つまり古代では日本が世界の文化の中

心ではないかという考えも根強く残っているが、縄文文化という立場から再考してもいいのではないか

と思われる。もちろん公式の学会では見向きもされない！ 

前述したように縄文文化というものが今のところ世界で最も古い文化であり。この縄文農耕文化が 

狩猟採取民族に比べ、治水灌漑事業を多人数で行わなければならなかったため、内部での争いが 

非常に少なくまた大規模な戦闘にはならない文化といわれる。中国の黄河文明でも恐らく縄文人の農耕

文化広まり、黄河文明より先に定住民族の文明が発達したのだろう。日本人はこの遺伝子を引きつでい

るとみられ他民族に比べ戦闘的な民族ではなかったと思われる。今日日本が世界の行き詰まりの中で注

目されているのはこの縄文文化、もしくは縄文文明の特質を色濃く残しているためと思う。このことに

関してはさらに検討していきたい。 

 

 

２０２０年７月 5 日 

 この頃よく西洋人が日本の文化について言及することが多くなったように思う。日本文化といっても 

かなり幅が広いので、最近私が感じていることを少しまとめておきたいと考える。工業化された社会が 

進歩してきた中で、環境破壊という言葉がいろいろなところで聞かれる。西洋人の日本文化の見方は、

もとより日本的な自然観を異色なものとして見ている。多分彼らはこの異色ということに、ひかれてい

るのかもしれない。ただ単に異色と見ことにより、近代工業化された文明の行き詰まり感が日本的な自

然観の中に突破口を見出せるのではないかと感じ始めたのだと思う。これまで西洋人は西洋的な自然観

を土台に現在の文明を進歩させてきた。この西洋的自然観が最近地球環境の破壊を作り出し、強いては

文明の行き詰まり感を感じさせているのではないかと思う。では西洋的自然観とはどういうものだろう

か？ 私のような日本的自然観とどう違うのだろうかということを、最近考えるようになった。西洋的

自然観というものは、特にキリスト教圏で考えられてきた自然観と思われる。こう言うと聖書を信奉し

ている方々には反論があると思われるのだが、西洋的自然観は、まさに聖書の創世記で述べられている

天地創造にあるのではないかと思う。エホバ神が最後に人間を創ったとき、なんとおっしゃたかと言う

と、アダムに自然を管理するように言われた。まさにこれが西洋人の自然観の基ではないかと思う。こ

の時から自然は人によって管理されるべきものとなったのだ。やや極端だが、自然を人の好きなように

使ってもよいということだ。自然は人が管理すべきもの、人の支配下にあるということなのかもしれな

い。ところが日本では、ほぼアニミズムの世界であり、自然の中で暮らすことにより、自然は恐ろしい

もの、このため自然を畏れ多いものとして、自然の中に神を見出してきたと思われる。クマの神様、フ

クロウの神様、風の神様、雷の神様等、さまざまのものに神様を見出し、畏れ、敬ってきた。いわゆる、

日本人にとって自然は共存すべきものとして扱ってきた。決して支配しようと考えたことはなかった。 

つまりキリスト教精神と違って自然は人間が管理できるものではないと考えてきたことが、西洋人と日

本人の違いに表れてきている最大のポイントと思われる。神道は教義もなければエホバのような開祖も

いない由縁だろう。自然を支配すべき対象と考えると、残念ながら自然はすべてが人によって理解され

るほど単純ではないため、人が自然をいじくりまわすと手痛いしっぺ返しをこうむることになる！西洋

人はこうした考え方が西洋文明の行き詰まり感を醸し出していることを最近ようやく判ってきたのだ

と思う。ただ間違えないでほしいのは日本人が自然と共存することを考えているとはいえ、過去に比べ

西洋思想にかぶれてきてしまったため、残念ながらこうした自然観を自覚していない人が多い。必ずし

も現在の環境破壊を防止する手段を考えていない。西洋人は、異色な思想ということで、日本を見てい

るのだと思う。ただ、日本の思想を取り込むことで、現在の文明の行き詰まりを突破できるのではない



かと考え始めたのだろう。一方日本人は日本文化について何も考えていない。この分では西洋人が文明

の行き詰まり感を先に払拭してしまうのではないかと懸念している。それでもいいのだが、日本人がこ

れまで習慣的に考えていた自然との共存という考え方をもっと自覚してほしい。今の文明にもっと日本

人観を取り入れることができるのは、当の日本人ではないかと思う。神社神道というものはまさにこう

した自然との共存を具現化してきたものであり、仏教はこの考え方と近い考え方を持っていたため日本

文化に自然と取り入れられたのではないかと思う。逆にキリスト教が日本に浸透しなかったのは、まさ

にこうした考え方の違いにあるのではないだろうか！キリスト教が今後日本に浸透するためには、こう

した根本的な考え方から見直していく必要がありそうだ。最も日本にキリスト教が浸透するときには、

仏教と同じで、処世訓のような教義ではなく、人本来の姿はどういうものかという命題から考えていか

ねばならないと思う。最もそうなると仏教と同じようにいわゆる神様仏様ということになりかねないが、

しょせん宗教というものは、似たり寄ったりなものなのだろう。日本人が、よく自分は無宗教ですとい

うのは、基本的な考え方が日本的な自然観に基づいており、宗教の違いなどは、乱暴な言い方だが、ど

うでもいいと思っている人が大半と思える。どれに重きを置くかなど、単に好みの問題と考えているの

だろう。私はそれでいいのだと思う。 

 

 

２０２０年６月２３日 

 最近今回のコロナ騒ぎの対応についていろいろ検証が行われている。われらのボンクラ首相とボンク

ラ専門家委員会の面々はこうした検証をまじめにやっているのか心配である。私もこの期に一つだけぜ

ひ検証の項目に入れていただきたいと思っていることがあるので、述べておく。なかなか意見を言う場

がないので自分のホームページに示すことにした。気が付いた方で、今回の出来事の検証を行っている

方がいたらぜひ次のことを検証項目に入れていただきたい。 

 コロナ騒ぎの最初も頃、クルーズ船ダイアモンドプリンセスの集団感染の対応についてだ。この船の

感染者は最初の感染者が出てから毎日のように 10 人、20 人と感染者が出続けた。当時この感染者が立

て続けに出たことについて乗客、乗員を部屋に隔離して感染拡大を防いでいる、と言っているにも関か

わらず毎日のように感染者が出続けた。これをなんでだろうと疑う人がいなかったのだろうか？挙句の

果て後から乗ってきた検閲官や記録者等からも感染者が出る始末。後から乗り込んだものなど十分に感

染対応をしているはずなのに。私はこの時、エアコンを疑った。こうした大規模施設のエアコンは普通、

室内循環型のエアコンとなっており、省エネのため温まった室内の空気の温度が下がらないように加熱

して循環させているものと思われる。100％、外の空気を入れて換気していないのではないかと思う。

これでは感染者の部屋の空気を取り込んで、感染していない人の部屋にも汚染空気をおくりこんでいる

ようなものだ。コロナウイルスは空気感染しないと当初言われていたが、すぐにエアロゾルとなって空

気中に存在すると長時間空気に漂うことも示唆されていた。こうしたことで暖房のため絶えずエアコン

を稼働していたならば、新たな感染者が毎日のように出てもおかしくないのではと思う。船内で執務し

ていて、特に感染している治具に触れることがなくても感染する。中国武漢でもあるホテルはエアコン

を止めて各部屋に個別に暖房を配置したという。こうしたことを再検証してほしい。当時のエアコンの

循環が１００％外気を吸い込んで暖房していたのだろうか？この辺りを今十分に検証してほしい。今無

症状感染者をホテルに隔離するとしているが、エアコンを改善しない限り、どこかの保菌者の呼気がす

べての部屋の拡散されている状況だろう。煙草を吸う保菌者がいればエアロゾルより多量のウイルスが

拡散されるのではないかと思う。第２波の感染が拡大する前に、こうしたエアコンについても安全性を

検証すべきではないかと思い、ここに示した。今の政府のボンクラ専門委員では基礎研究者ばかりがい

て、こうしたことに気が付かないのではないだろうか？現場関係者を入れてもっと検証すべきかと思う。

先ほどの武漢の状況など全く政府関係者やマスコミからは聞こえてこない。マスコミが要をなさないの

が日本の現状だ。ただただ政府の方だけを見て、現場を見てない。中国の状況など中国政府が発表する

ことなど信じられないのだから、やはり大手の情報集主力に期待したいところだが、現場を見ない。少

し言い過ぎかもしれないが！ 第 2 波に備えるためのこれまでの対応の検証なのだから。もっと謙虚に

ならねばならないだろう。期待している。 

 



 

２０２０年６月１０日 

 このごろ youtube で日本紹介記事を見る機会があった。日本の記事なのでたいていは日本いいねとい

う記事がほとんどである、記事の作者は日本人、外国人（なりすまし日本人かも？）となっている。中

身は日本のいいところが紹介されていて我々日本人が見るといいことばかりなので、誇らしくなる。 

ただ作者はまあ日本のいいことを強調しすぎているようで、政府系の日本宣伝の意図を持った連中が良

いことばかり書いているのではないかと思ってしまう。やや注意して眺めている。 

 ただこれらの記事の中に海外の国で現在親日国になった理由を書いているものもあり、多分内容は信

じてもいい史実なのではないかと思うものを何件か見た。例えば 100 年以上前の日本の統治時代に台湾

の発展の基礎を作った日本人 2～3 人がいた話、ポーランドの子供達と日本の話。ブルネイの発展に貢

献した日本人の話など、いくつかの記事が紹介されている。例えば日本の台湾統治時代（植民値時代）

に、決して日本は台湾を占領して単に日本の領土としていたのではなく、教育をはじめ、台湾のインフ

ラ整備に深く貢献した日本人がいたこと、このことにより多分現在の台湾の経済発展が具現化したこと、

こうした史実が台湾の教科書で現在子供達に教えられていることなどが紹介されていた。多分本当の史

実ではないかと思われる。こうした台湾の発展に寄与した日本人がいたことなど残念ながら、私は知ら

なかった。日本では教えられないし、報道もされたことは少なくとも私がこれまで過ごしてきた中では

なかった。日本は戦時中アジア各国に悪いことばかりをしてきた。台湾でも同じだったかもしれない。

こうしたことは教科書でもマスコミ報道でも伝えられてきた。しかしながらこの youtube 番組を見るま

で私は日本人が台湾のインフラに多く関わってきたことなど知らなかった。台湾が日本の東北震災等で

多大の寄付金や救助隊を派遣してくれたのを見て、なんでだろうともほとんど思わなかった。またポー

ランドと日本の絆についても youtube の記事を見て初めて知った。この年になるまでこうした史実を知

らなかった。先に述べたが教科書で習ったこともなかった。過去に海外の国の発展に貢献した人物がい

たことなど初めて知った。と同時にこうしたことを知らなかったことを大変恥ずかしく思った。日本人

は素晴らしいだろうなどという前に日本の我々の先輩に世界に貢献した素晴らしい人たちがいたから

こそ、日本を信頼してくれる国がいくつもあるのかと感動した。そしてこうした親日国があるのは決し

て現在の日本人が築いた絆ではなくて、過去の先輩方たちなのだということを痛烈に実感した。ポーラ

ンドなどでもポーランドの子供達に過去の日本人がしたことがポーランドの教科書に載っていて、その

恩を忘れるなと説いている。我々の日本の教育とは何なのだろうと改めて思ってしまった。情けない話

だ。もちろん日本人もアジアで悪いこともしてきたし、台湾も日本の植民地であり、随分非道なことも

してきたことも教科書で教えるべきだが、いいこともしてきたことも教えるべきだと思う。ポーランド

の人たちがなんで日本に恩があると思っているのかなど私は何も知らなかった。多分私だけではないだ

ろうと思う。これは逆に恥ずかしいことではないかと思う。我々の戦後の教育で日本がしてきたことの

いい点ももっと教えるべきだと思う。もちろん悪いこともしてきたことも同時にだ。もしかしたら今後

の日本が世界に貢献する方法が見つかるのではないかと思う。決して軍事力で対応しないで済む方法が

あるのではないかと思った。 

 

 私は現在の日本の科学力で最新鋭の防衛兵器の開発を行うべきと考えている。残念ながら日本を取り

巻く多くの国はならず者国家が多い。アメリカもしかりだ。こうした中で他国が日本を攻めてきたら、 

現在我々は日本国民を守るべき手段がない。核ミサイルを１発撃ち込まれれば、何十万人もの人々が死

ぬことになる。もちろん防衛兵器などすぐ攻撃兵に転用されることも判る。どこかの何も考えないオバ

チャンが騒ぐのも判らんでもない。だが隣で家族が殺されるのを黙って見ているだけしかできないこと

など私にはできない。やはり武器は使う人がコントロールできるかが重要である。今の我々のトップに

いるような方達が最も危ない人物であり、こんな方を選ぶ国民自体が問題と思わなければならない。や

はり現在の世界情勢の中では、最も優れた武器を開発しなければならないと思う。だが防衛ということ

では直接的なハードの防衛力も必要だが、やはりソフトな防衛力も必要と思われる。世の中には日本の

外交力が弱すぎで、もっと外交力を高め、話し合いでもめ事を解決すればよいと考えている、いわゆる

能天気なオバチャンもいるが他の国が外交力があるのは背景に強大な軍事力があることと思う。 

私が言うソフトな防衛力とは先に述べた真の親日国をたくさん作ることではないかと考える。これら



の親日国の多くは日本に対してその国の人々が大きな信頼を寄せていることだと思われる。この信頼を

勝ち取ることこそ重要なソフト防衛力なのではないだろうか？多分時間もかかる。 例えば私はこれか

ら寒冷化が進み全世界的な食糧不足の時代が来ると思っている。日本は世界最大の食糧輸入国であるた

め、すぐに食糧不足に見舞われるだろう。世界的な食糧不足なので金を積んでも食糧が輸入できない事

態が来ると思う。こうした中で、今まで放っておいた農地を回復して食糧増産など可能でも何十年かか

るかわからない。こうなると我々は野菜工場等の科学技術力で食糧を賄うくらいのことしかできない。

現在の我々日本なら可能なことと考える。もちろん１億人以上の食糧供給は並大抵のことではできない。

このためにはやはり早くこの問題に着手すべきと思われる。そしてこの技術、食糧供給ということでは

十分に世界に貢献できることと思われる。もちろん輸出して外貨をかせぐことも可能だろうが、何より

も食糧不足に見舞われる国への支援が、先に述べてた日本への信頼を得るもっとも日本らしいやり方だ

と思う。また進行中のことでは、すでに日本が中心となって砂漠緑化等を行っている人々もおり、信頼

される日本のイメージは少しずつ向上していると思われる。今の日本の教育現場で、もっとこうしたソ

フト防衛力とは何かと考えさせる教育を行ってもらいたいものだ。特に小学生教育！ 

 少し長くなってしまったので、禄でもない温暖化論とか。オリンピックにかこつけた「おもてなし」 

を広めよう論とか言いたいことはまだあるが、またの機会にしよう！ 

 

 

２０２０年４月１９日 

 最近歳のせいか、毎日最低１回以上、何かに感動することが必要なのではないかと思うようになった。

特に歳をとったからということではなく、我々は日常感動することが少なくなっているのではないかと

思う。ドラマに出てくるような大げさな感動でなくてもよい。単純に技術がすごく発達したなあとか、

花がきれいだとか、初めてのことに出会って少し興奮したでもいいと思う。大げさに言えば脳が震えた

とか感激してゾクッとしたとか日常の中で、そんなことが少なくなったのではないだろうか！脳が震え

るような感動は、文字通り脳が震え、活性化するように思う。歳をとるとこうした脳が震えるような感

動から遠ざかってしまうため、脳が衰えてしまうのではないかと感じる。感動を覚えるうちはまだ脳を

若く保てるのかなと思う。若い人も含め脳が感動するようなことをしているだろうか?最近の人に対し

てこうした疑問を持っている。一日に一回は感動するようなことをしよう！ 

 私はアニメ好きでもあり、「君の名は」やら「天気の子」やら「バイオレット・エバーガーデン」や

らのアニメを見て感心している。またひところ子供たちの間ではやったパプリカ、特に詞を見て感心し

たりしている。単純なのかもしれないが！パプリカの詞は今子供たちは内容を分からずに歌ったり、踊

ったりしているがそれでいいのだと思う。子供たちは脳も体も使ってパプリカを歌っている。多分あの

詞の意味を知るのはもう少し歳をとってからかもしれないが、それでいい。私の年になると自分の子供

のころを思って感激しているが。さあ若者も、年寄りも、もっと脳を震わそう！ 

 

２０２０年２月 9 日 

 ようやく調布りそな銀行前の沈丁花の花が一つ二つ開き始めた。今日は寒い。香はまだない。 

この頃あるキリスト関係の宗教家さんと聖書の勉強会を開いてもらっている。丁度創世記のアダムと

エバがエデンの園の知恵のみを食べたことが今日の話題だ。賢い神は何でエデンの園に知恵の実とそれ

を食べるようにそそのかす蛇を置いたのだろうか？私は高校生のころから、この聖書の神エホバに興味

を持ていたが決して神を肯定していたわけではなかった。今に至ってもそのころの考え方が変わったわ

けではないので、今日の話もかなり否定的な意見を述べさせてもらった。つまり神に似せて人間を想像

したならば、今日人間はなんと愚かな状態なのだろうと。高校生の頃は、神は完全者と考えていた。こ

のため神に似せて人間を創ったなら、なんでこんな不完全な人間を創ったのだろうかと！そしてまた神

は、人間を不完全と知っていたからこそ自由意思を人間に与えたのではないかと思った。こうして聖書

の話を聞いていると、最近神は完全者ではないのではないかと思えてきた。完全な神が人間を神に似せ

て創ったのなら人間はいまのような状態にはなっていなかっただろう。神も不完全なものであったため、

結局神に似せて創った人間も不完全者になってしまったのかもしれない。つまり神というものは自分が

不完全者であると思っていたのではないだろうか？もしかしたら神は完全者というものがどんなんも



のか判っていなかったのではないかと思う。このため神は人間に知恵の実を多分わざと食べさせ。人間

が今後どういう状態になるか、もしかしたら神の望む完全者というものは実現できるのかもしれないこ

とを確かめたかったのではないだろうか！つまり人間を今後の神の生末を知りたいがために、実験動物

として人間を創ったのだろう！自由意志を持った神のような人間は今後どうなっていくのかを観察す

ることが目的ではないかと思われる。一つ神が間違ったこと？間違ったかはわからないが人間に短い寿

命を与えたことだ。これは神の実験結果を早くわからすためと思われるが、これは間違いではないかと

思われる。後で示すが人間にとっては寿命があることが良かったのかもしれない。ともかく神が人間を

創ったのは、神そのものが今後どうなるのかを知りたいための実験を行ったのではないかと、最近は思

うようになった。神はこれまでもこの実験が失敗だったと思うとノア然りソドムとゴモラも同じだが洪

水等で人間をほぼ絶滅し、やり直しを図った。神というものは何と自分勝手な種族であろうか？いずれ

にしても人間はこうした元に現在を生きている。 

こうしたことから最近話題になっているＡＩというものを考えてみるとこの様子がはっきりわかる。

人間をそろそろリセットしようとしているのかなと？現在人間はＡＩの開発を行っているが、同時にア

ンドロイドの開発も盛んである。いずれアンドロイドはＡＩを搭載、あるいはメインのＡＩと連結して

動くようになるだろう。これは神が人間を創った構図と非常によく似ているのではないだろうか？人間

が神でありＡＩで動くアンドロイドが当時の人間である。とうとう神の創った人間が神と同じことをや

りだした。多分今日のアダムとエバも人間に反乱を起こすことだろう！そして人間は多分こうしたＡＩ

アンドロイドを絶滅させて新たに人間社会を創造していくと思われる。やっと今や創世記の神の段階ま

で人間は進歩したのだ。これから、以前話したように人間がどういう運命をたどるのか、神が望んでい

た実験が真に開始される時期が来たのだろうか？私は人間が絶滅するとしか思えないが、つまり神の世

界も絶滅する運命にあるのだろう！さて神様どうする？ 聖書と同じように、幸いまた人間は絶滅して

実験はリセットすると思うが？ 

 先ほど人間に寿命があることが人間にとって良かったのではないかと述べた。もともと神様は人間に

長い寿命を与えた。そしてだんだんと寿命を短くした。これは取りも直さず実験の結果をはやめるため 

世代交代を早くしたのではないかと思える。ところが人間にとって、短寿命はむしろ良かった。創世記

の初めのころの人間は何百歳も生きた。これだけ生きると一生の中で罪を犯すと死ぬまで、この罪に苛

み続けることになる。今の寿命でしたらこれは早く解消する。仏教のように輪廻転生がある状態なら死

んだあと魂はリセットされた状態（忘れた状態で）次の生が始められる。こうした状態の方が魂の成長

にとってはベターではないかと思われる。寿命を短くすることは神の計画では結果を早く出すことにな

るとして計画されたが、むしろ当初神が意図とした実験の条件を変えてしまったのではないかと思われ

る。短い寿命の中で一生懸命に生きることになり、人間にとってはむしろ良かったのではないだろう

か？聖書の神は、シミュレーションで意図してなかった結果になったかもしれない。 

 いずれにしての人間の現況を見ると遅かれ早かれ人間は絶滅するレッドカードが示された状態なの

ではないだろうか？ 

 

２０１９年６月 10 日 

キリスト教の普及率が世界的に見ると少なくとも３0％以上と言われているが日本では 1％以下とな 

っているようだ。最近キリスト教関係者と聖書の神「エホバ」についていろいろと話を聞いている。日 

本のキリスト教普及率の低さについて最近この原因を考えている。どうもこの原因は一神教と多神教の 

違いではないかと思えてきた。キリスト教の神は世界を神が作ったとされ、自然も神が作り、そこにあ 

る生物も神が最初に作ったとされる。多分他に現れる神も悪魔も結局のところ神が作り、最後の人間も 

神が作ったとされているようだ。ところが日本では確かに最初日本の大地を神が作り、最初の人間も神 

が作ったが、そのあとは成生に任せているように思える。多神教で生まれてくる神は最初の神が作った 

のではなく、人間が作ったのではないかと考える。例えば熊は人間以上の身体能力があり、恐ろしいも 

ののだ、このためこうした人知を超えるものを神として読んでしまった。熊の神様だ。このように人知 

をこえたんものをすべて神として識別し敬ったり、恐れたりする対象としてしまった。すなわち八百万 

の神は殆ど人間作ったものとなった。このようにほとんどの多神教の世界では神は人間が作ったものと 

なっている。ここがキリスト教のような一神教、すなわちすべてが神によって作られた世界と認識して 



いる宗教と、日本のような人間が神を作ったと思える多神教との大きな違いがあるように思える。キリ 

スト教では人間は神が作ったものであるから、神が気に入らなければすべてを滅ぼしてやり直すことに 

なるが、人間作った多神教の世界ではそうはいかない、つまり人間社会を支配する者がいないのだ。こ 

うした考えになじんでいる日本社会に一神教的な神はなじまない。勿論昔から日本人は賢かったことも 

一つの原因かもしれないが根本的なところでは前述した神の認識の違いが大きな影響を与えているの 

だと思う。多分キリスト教圏の人々より、日本人の方が自然を愛する気持ちも強いのだろうと思う。自 

然環境を見て自然の中に人の在り方を考えたりするのもこうした考え方の大きな差があるのではない 

かと思う、キリスト世界では自然は人間がこんとろーるする対象だが、日本人の世界では人は自然に生 

かされているという考えもこうしたキリスト教世界との違いが表れているのではないかと思う。 

まだ以上の考え方がすべてまとまったわけではないのでもっとよく考えていかねばならないと思う 

が、この考えは世界で戦争を遂行する連中はキリスト教的な考えかた、さらに一神教を信じている連中 

が起こしやすいのではないかと思っている。この点ももう少し詰めていきたいと思 

 

 

２０１９年５月２９日 

最近ある宗教団体の勧誘者と話をしている。特にそうした宗教団体に加わるつもりはない旨の意思表 

示をさせていただいているが、それでもいいということで何度かお会いしている。 

私も聖書がどんなことを言っているのかを宗教というより、一つの考え方としてとらえているため、参 

考とさせていただいている。私が高校生時代から考えてきたことを披露して意見を伺いたいと思ってお 

り、以下のようなことを昔の雑記帳より引き出して整理してみた。テーマは「私の考える世界認識」と 

いうことで、高校生のころから何で人は戦争をしてしまうのだろうかと疑問に思っていた。多分対立す 

る２国の個々人は皆が戦争は無意味だと思っているのだろう。それぞれの国の人がお互いにもっと理解 

しあうことはできないのだろうかと思ったことが、私の考え方の発端となっている。では世界の認識と 

いうものを私はどう考えているのかを以下に示そう。まず世界の構造というものを下記の図１，２，３ 

に示す。これは私が考えている世界観でもある。図１，２，３に分類の１例を示したが分類はもう少し

細かく分けてもよい。 

 この構造はわれわれの意識が以下に示すレベルわけができ、レベルは下がるにつれ我々の深層意識に 

到達すると考える。 

一番最下層には図３に示すサムシンググレートと一般に言われるような我々の考えでは計り知れな

い何かがあると考える。よく言われる神とか無意識の領域である。 

 例えば図１に示すように、私と貴方。これは全く個別の存在であり、基本的には同じ状態になれない。

すなわち分かり合えない、理解できない存在である。しかし分かり合うことはできると考える。このた

めにはお互いがレベルを一段下げて共通する母体の中で考える必要がある。個々の例では同じ日本人同

士、ということだ。逆にこのレベルまで意識を深めないと、分かり合うことなど不可能だ。この共通し

たレベルで理解し合わないと何時迄たっても喧嘩ということになる。 

今世界中で起きている民族紛争は、いわゆる同じ人間じゃないか！というレベルまで意識を深めない

ことにはこの紛争は収まらない。この共通意識まで意識を深めたところで、協調して暮らすことを考え

る必要がある。 

日本人は昔から自然との交歓を行ってきたと言われる。こうしたことも意識レベルを更に深くするこ

とにより成り立つ。小鳥の気持ちがわかる、木と交歓し合える。路上の石とも話が出来る。こうしたこ

とは現実可能なのだと思う。やはりこれらと共通の意識状態。例えば図 2 で示すレベルⅣまたはレベル 

Ⅴまで意識レベルを深めることが必要だ。これはなかなか難しいことで、昔のシャーマンなどは可能で

あったのかもしれない。 

 我々は図 3 に示す最下層のレベル、神とよんだり、私のような無心論者でもサムシンググレートとし

て、最終的に何か偉大なものの存在を持ち出さなければならない状態がある。このことは逆に我々は全

てこのレベルで繋がっていると理解している。 

 この世界の構造は概念的なものではない。いわば物理的に存在しているものと考え、われわれの行動

原理を支配している構造と理解する。 



 私が考えるテレパシー通信もこうした構造の上に成り立っており、他の人とのテレパシー通信はそれ

ぞれの共通意識を介して行われると考えている。そのため旨く共通意識に到達できるかが、テレパシー

が使えるかどうかを決めているのだろう。私はこれをもっと一般的に可能にする手段を見つけるための

開発をしたいと考える。 

 以上は下図の世界観を空間的に説明したが、この世界は時間的にも繋がっていると考えている。すな

わちよく言われるリモートビューイングで未来、過去の様子も見られると言うのも、このような世界構

造が時間軸も含めて存在すると考える。勿論物理的な意味でである。 

 以上のような物理的な意味を持った世界認識を私は持っている。これを元に、社会的、科学的な課題

を考えたいと考えている。超能力も含めこの考え方を、深めたいと思う。 

 こうした考え方は私が学生の頃から持っているイメージであるが、こうした考えが、単に概念、考え

方というより、自然の物理的な構造と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

C

a b

D

E

Level-Ⅰ

Level-Ⅱ

Level-Ⅲ

Level-Ⅰ 個人 Ａ：私 Ｂ：貴方 a：ボブ b：メアリー

Level-Ⅱ 国 Ｃ：日本 Ｄ：アメリカ

Level-Ⅲ Ｅ：人

注 上記は何れの分類も１例。 Ｌｅｂｅｌ は例えばⅠとⅡの間に男女の分類が入っても良い。ＣとＤは他の国
であっても良い。必要に応じて決めればよく、要は上記のような分類とレベルわけで考えると世界の構造が
わかりやすい。

世界の構造例 １



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

C

a b

D

E

Level-Ⅲ

Level-Ⅳ

Level-Ⅴ

Level-Ⅲ 個人 Ａ：人 Ｂ：動物 a：無機物 b：有機物

Level-Ⅳ 国 Ｃ：生物 D：非生物

Level-Ⅴ Ｅ：物質界

注 上記は何れの分類も１例。 Ｌｅｂｅｌ は例えばa、ｂのそれぞれに上に石ころ砂が来ても良い。ａ，ｂは有形物、
無形物であっても良い。Ｃはいわゆる生命体、Ｄは非生命体であっても良い。、水、風のような現象も、ａまた
は ｂのうえに入るかも知れない。必要に応じて決めればよく、要は上記のような分類とレベルわけで考える
と世界の構造がわかりやすい。

世界の構造例 ２



 

 

FG

M

Level-Ⅴ

Level-Ⅵ

Level-Ⅴ F：物質界 Ｇ：非物質界

Level-Ⅵ Ｍ：Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ Ｇｒａｔｅ、神、無意識 等

注 上記は何れの分類も１例。 Ｇ：非物質界（霊魂などのような目に見えない意識） Ｍ：ベースとなるような世界。
宗教者は神とも言う。心理学者は集合意識、無意識とも言う。要は科学的に決められない何かがあると思わ
れる。

世界の構造例 ３

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１９年５月２４日 

 最後に更新してから丁度１年がたってしまい、その間何をしていたのかなと、ふと思う。まあ仕事に

忙しかったとしか言えないのだけど！ ただ世の中はこの１年の間に大分変化した様に思う。 

 今日は、最近調布の事務所に訪ねてきた「エホバの証人」なる宗教関係者とたまに話をさせてもらっ

ている。彼らの目的は入会を勧めていると思うが、わたしは初めから入会はしないという前提で、キリ

スト教の聖書について話をお聞きしている。こうした中で、もともと私はキリスト教の神エホバに関し

て若い（高校生）ころと考え方が変わった。特に宗教関係者のいう神エホバの考え方に感化されたわけ

ではないが、最近この神について、再度考えてみる機会が増えたことにより、若いころ考えていたもの

と神のとらえ方が変わった。高校生の頃は自分が不完全なものであり、完全者になりたいと考えていた。 

そしてこの完全者がキリスト教で言う神なのかもしれないと考えていた。 

 しかしながら聖書の記述には、勿論聖書の原典を見たわけではないし、多分日本語訳の聖書にも神は 

完全者という記述はなかったように思う。確かに神は全知全能のものと言う記述はあったように思うが、

完全なるものという記述ははないのではないだろうか！ 神が完全者でないとすると聖書のいろいろ

なことに納得がいく。まず神が自然を作り、生物を作り、最後に人間を作ったとあるが、何で神はそん

なことをしたのだろうと思っていた。これは単に神が、神一人では寂しかったに過ぎないのではないか

と思える。また人間を神に似せて作ったのも、単に神の話し相手を作ったのだろうと思われ、完全者で

ない神は、人間を含めた自然が単にほしかっただけなのかもしれない。こうした様に神は自分の手で、

遊び相手を作ったのではないかと思う。なんと人間らしいことか！つまり今の人間は神に似せて作られ

ているため、今の人間の性質そのものがもともと神にあったのだろう。例えば神が人間に与えた自由意

志というものも、与えたのではなくもともと神に似せて作ったのだからすでに備わっていたのだろ。人

間が神との約束を破ってエデンの園を追放されたのも納得がいく。人間は神そのものなのだから、神の

持っている性格がそのまま現れ出たに過ぎない。また聖書には神と人間の契約が述べられていると言わ

れている。つまり神のいう事を聞く代わりに、違反すれば天罰を与えると。つまり神と同じになること

を神は恐れたのではないだろうか！聖書では神の意に反して人間は神に近づこうとして神が思っても

いなかったことをし始めた。神はこれらを人間が堕落したと言って天罰を加えた。つまり約束を破った

ため、人間は同じ言語を話せないようにし、ノア一族と一部の生物を残してすべてを滅ぼした。ある意

味神は勝手なことをなさったのではないか？これは神が完全者でないとすると納得のいくことであり、

人間を作るとき神自身が完全者とはなんであるかを理解していなかった。最初から人間を完全者にして

おけば、後々人間に悩まされることはなかっただろう。神がよく考えて人間を作れば、今更汝隣人を愛

せよなどという文言など出てこなかっただろう。簡単に言えば神は何も考えずに人間を神と同じものと

して作ってしまったのだ。その後の天罰など神の身勝手が生んだ代物ではないだろうか！まあ神はたい

そう人間臭いものなのであろう。神の意に沿はないものは天罰として危害を加えるし、彼らの眷属であ

っても堕天使、悪魔扱いをして排除するような性格なのである。すなわち人間社会に戦争、紛争がなく

ならないのは、すべて神の責任であることを自覚していない。聖書も神の責任を追及してもいいのでは

ないだろうか？神を侮辱するなと多方面から言われそうなので、とりあえずこの辺でやめておくが、聖

書、また聖書の神々をこうした考えのもとに見直してもいいのではないだろうか？ただ聖書の中で神あ

るいは彼の眷属の方が言っていることどもは人生訓、一思想としては考えるべき点が多々あり、人生の

教科書として見ていくのはいいことだと思う。ただやはり一神教的な考え方で人間が自然を管理する、

支配するという考え方が強く、私のような日本古来からの多神教的な考え方にはそぐわない。人間は自

然と共生している日本古来からの考え方にそぐわない。一神教的な考え方では今後も自然破壊が続くだ

ろし、多分地球環境の中では忌むべきことではないだろうか？ 

 

２０１8 年５月２3 日 

 どこかで一度書いていたかも知れないが、地球内部のマントル対流が変化してしまったのではないか

と考えている。これまでマントル対流は安定な一状態を保ってきていたと思われる。このためアメリカ 

西海岸近海でマントルの湧きだしが起こり、これを海嶺と言っているようだが、太平洋海底の地殻が日

本海溝に向けて拡大、移動していると言われている。この近くの沈み込む場所が日本近海の海溝、トラ

フであり日本本土の直下に地殻が日本直下に潜り込んでいる。この力のため日本列島では大小の地震が



頻発し、またこの圧力により発生した熱による火山噴火が多発していると言われている。これらは過去 

数百万年以上安定したマントル対流が維持されてきたため日本列島の自然現象がつくられて今日に至

ってると思われる。世界各地を見てもこのマントル対流は安定に推移しており、よく言われる大陸移動

が起こったと言われている。大陸はこうした地球内部の安定したなマントル対流により形成されたと言

われる。しかしながら最近の地球上に起こっている現象を見ると、どうもマントル対流の安定状態が変

化したのではないかと考えられる。こうした安定状態の変化は長い時間をかけて起こるのではなく、た

ぶん突然起こるのだろう。よくガラス容器でお湯を沸かしているときに見られる対流が、しばらく安定

した状態で起こってるが何かの拍子で例えば５か所の対流が６か所の対流に突然変化する。変化が起こ

った後はまた今度は6個の安定した対流が維持される。こうした安定点も変化は突然起こると思われる。

この安定点の変化の原因は今のところよくわからないが、いずれにしても地球内部のマントル対流が 

すでに変化したのではないかと思われる。この変化により生じた地球の歪を解消するために、過去大陸

の移動が起こったりしたのだろう。そして今新たに安定状態が変化した地球ではこれを裏付ける様な傍

証となる現象が多発し始めた。例えば磁極が特に最近速いスピードで移動している言われている。これ

はまさにマントル対流の安定点の変化による是正段階にある現象だろう。また世界のあちらこちらで近

くが隆起したり陥没したりもしている。今後ますます世界中で近く変動が起きるだろうと思われる。こ

れに伴う地震、火山噴火等が活発化していくと思われる。特にこれまで大きな地震が起きなかった場所

とか、火山もこれまで噴火が見られなかった火山の噴火も起こると思われる。このところ海流の温度が

上昇していることも、地球寒冷化に向かっている中で起こっている。これは海底の温度が上がったため

ではないかと思われる。当然海流によって変化する気候の変動も激しさを増すと思う。いずれのしても 

こうした地球の情況を見ていると、しばらく地球内部の歪が解消されない限り続くと思われる。大陸の

変動もあるかもしれない。しばらく要注意だ。今起きている異常事態というものもこうしたマントル対

流の安定点が変化したことによると考えると合点がいくのではないだろうか。こうした観点から今後の

地球の変化を考えていく必要があるのではないだろうか！とりあえず地球の変動の原因について考え

た。 

 

２０１8 年５月２２日 

 このところ徒然の記も更新していない。なかなか仕事の合間を見て、というのは言い訳かもしれない。 

ただ最近の日本の政治情勢、自然現象等を見ていると、非常に変化してきていると思える。政治情勢は 

逆にこんなことを国会で議論していていいのだろうかと思うことだらけで、日本は何をしているのだろ

うかと思ってします。セクハラ追及疑惑やら、公文書改竄問題やら、追及しなければならないとは思う

が、本来国会で議論すべきことはそんな事ではないのではないかと思う。世界情勢しかり、エネルギー

対応しかり、自然災害対応しかり、等々、日本は今後どう対応すべきなのか、もっと国会で議論すべき

ことがいろいろあると思う。いずれも将来の大計を考えねばならぬ状況が逼迫しているにも係わらず、

何も考えていないように思う。 

 ここを借りていくつかのテーマに分けて少しずつ、私の考えを示して今何をすべきなのか書いていき

たいと考える。今日はここまで。次回は日本を含めた世界の自然現象が非常に活発になってきているこ

とについて私見を述べたい。 

 

２０１７年５月 9 日 

 最近話題になっている自衛隊の海外派遣の法制化が阿部氏の強引な採決で決まった。このことにより 

自衛隊は要請に基づき駆けつけ警護やら日本人の救出活動やらで、海外に派遣できることとなった。こ

うした中で日頃より、我々の自衛とは何なんだろうと思っている。よくその辺のおばちゃんの言うよう

に二度と戦争は起こしたくない、このため戦争を起こすきっかけとなる自衛隊に反対する、というよう

な思考をよく耳にする。しかしながら単純に戦争しないということでいいのだろうかとも思う。もちろ

ん戦争は私も反対である。 

 昨今の海外の状況を見ていると、いわゆるならず者国家と言ってもいいような国が、核弾頭をちらつ

かせて核開発を強引に認めろと世界に迫っている。一方で、いつの間にか南シナ海は自分らのものだか

ら勝手に軍事基地作ってしまうようなことも行われている。 



 もしこうしたならず者国家が日本に攻め込んできたら、日本はどうするのだろう？日本が占領されて 

他国の支配下に置かれてしまってもしょうがないかもしれない。しかしもし自分の目の前で近しい人が 

殺されてしまうような目にあっても黙ってみていられるのだろうか？私はそれはできないだろうと思

う。残念ながら歯向かっても勝てないとわかっていても自分の力が及ぶ限り、何でもするだろう。たと

え相手を殺すようなことがあったとしても！ 

 何も考えないおばちゃんたちはそうした事態がおこる前に話し合いで解決すべきだとおっしゃるに

違いない。日本は外交折衝が下手なので、もっと外交交渉力を身に着けるべきだと、おばちゃんがたは 

のんきなことを言うだろう。しかしながら今の北朝鮮と彼らに核開発をやめさせようとしている連中、

アメリカ等はうまく交渉しているとでも思っているのだろうか？交渉するには、相手と互角な交渉力が

必要である。北挑戦ばかりが核兵器で脅しをかけていると思っているのだろうか？これは間違いである。 

アメリカとて即座に航空母艦を日本海に展開して、核実験をすれば北挑戦に攻撃を加えるぞと脅しをか

けているのだ。北朝鮮から見ると韓国、日本との合同演習もしかり、つまり挑発しているのは北朝鮮ば

かりではない、アメリカも十分北緒戦を挑発しており、どちらが先手を打つか見極めているとしか思え

ない。先に手を出したほうが不利な立場に立たされる。アメリカはこうした強大な力のもとに常に外交

を行っている。何もない、日本が単独で北朝鮮と外交交渉をしても途端に敗北する。経済封鎖をもっと 

他国と協力して行えばいいのではといったところで足並みがそろわない。たとえうまくいっても空かさ

ず北朝鮮は韓国、中国、ロシア、日本等に武力で押しかけてくるだろう。何も犯行手段を持たない日本

が最も攻めやすいのだろと思う。世界が行っている、あるいは行ってきた外交交渉とはおおよそこうい

うものだ。いずれも物理的な力を背景に脅しをかける外交をやっているのだと思う。世のおばちゃんが

方いうようにただ話し合えば分かり合える、などと考えるのは歴史を知らない連中の思い上がりではな

いかと思う。私も 2 度と戦争はすべきでないと思っている。 

 では何かいい解決策があるのかというと、残念ながら何も有効策は持っていない。ただ次の２点を 

進めるよう考えている。一点はやはり自衛隊あるいはこれに代わる軍隊を海外に派遣すべきではないこ

と。もちろん攻撃が最大の防御だということも一理あるがだ。もう一点は日本の技術力を持って防衛の

ための武器を開発することだ。これもかのおばちゃんたちは防衛兵器がすぐに攻撃兵器に転用すること

ができるからこれも反対だというだろう。その通りかもしれないが、それでも優れた防衛兵器を開発す

べきかと思う。例えば今アメリカが考えているミサイル迎撃システム、飛んできたミサイルをと途中で 

撃ち落とす、等が必要と思われるが、今のシステムでは多数弾頭を相手にすることはできない。日本の

どこかに核弾頭ミサイルが着弾するだろう。こういう防御システムをもっと力を入れて開発すべきかと

思う。よくアニメであるような防御スクリーンのようなものができればいいのではないか？強力な電磁

波を照射して核弾頭の制御機能を破壊するのでもいいのかもしれない。この場合制御機能を失った核弾

頭をどう無力化するかも考慮する必要があると思うが、レーザー砲に比べると電磁波のほうが標的に当

たりやすい。 

 いずれにしてもおそらく日本は世界の中でも突出した科学技術力を持っていると思われるし、こうし

た防衛技術を開発すべきと考える。 

 いずれにしてもいまのならず者国家が多い中で、丸腰で上手く収まるような交渉などありえないと考

える。我々と同じ考えで相手が行動すると思うことこそ、まったく理解できない考えだ。何しろ文化と

歴史が全く異なると思うことが何よりも重要なことであろう。 

 今の安倍政権がもくろむようにただ自衛隊を強化して必要ならば海外に展開するため、憲法改正を強

引に推し進めようとしていることこそ、戦争勃発の原因になる気がしてならない。なんとも今の雰囲気

は第二次世界大戦が始まる前と似ている気がする。 

戦争が始まるときにはそれぞれの国がそれぞれの理由を掲げている。どれも正当な主張かもしれない。

多分戦争が終わってみないことにはどの選択が正しかったのか説明することはできないだろう。こうし

た意味でなかなか戦争を起こさないいい対策を持っていないのが実情だ。 

日本が全技術力を持って防衛兵器を開発することは、日本と同様な他の国にとってもいい技術の転用

ができるかもしれない。ただ戦争反対を唱えていても何の意味もない。自分だけが死んで済ことになら

ないのだから。やはり自分に近しい人は守りたい。これは本来の生物が持つ本能だと思う。 

なかなか思うことが述べられないが、現状を考えるヒントにしてほしい。ただ戦争反対、外交交渉を



うまくやれでは済まない状況だともう。おばちゃん！ 

 

 

２０１６年４月１８日 

 熊本地震について少し感ずるところを記しておこう。この地震は九州の中央部を横切る断層帯で起き

た地震であり、どれが本震、どれが前震で、どれが余震などと言っていても始まらないものであると思

う。最初に起こった地震で断層帯の歪が変化し、断層帯に沿って力が変化したために起こるのであって、

すべてが本心であると思ったほうがいい。気象等では過去に例がない地震だといっているが、このよう

なことは、素人でも断層帯を力の変化が伝わり、断層が通る地域に震源が拡大してもおかしくないと感

ずる。視聴者を心配させないための気象庁の方便だとも思うが、かえって問題だ。余震などというから

１回目の地震の後、まだ健在な家に必需品を取りに行ったかたがたが２度目の強い地震で家の下敷きに

なってしまった例が多いのではないかと思う。余震ではなく本震が拡大するから気をつけろといったほ

うがよっぽど注意が図られたのではないかと思う。それでも家に物を取りに戻る人はいただろうけど！ 

 この地震でやはり重要なのは歪が安定状態になるまで、破戒しやすい地層の断層帯にさらに拡がると

見たほうがいいと思う。特にこの断層帯野南には川内原発があり、今のところ震度が小さいから運転中

だそうで停止させるつもりはないらしい。しかしながら先に述べたように余震などというものではなく、 

震源が川内原発直下、あるいは近くで起こってもおかしくない状況にあると思う。このことからしても

原発をすぐに停止させるべきだと考える。ここの状況で稼動させるなど狂気の沙汰である。また面子に

こだわっているのだろうが！ただ原発は停止させたからといって安全ではない。燃料棒が原発に残され

たままなので原発が破壊されれば放射性物質がやはり飛び散る。九州の断層帯は日本の大断層帯である

中央構造線の南端に位置している。このため地震活動はこの断層帯にそって拡大してもおかしくない。

大分県に震源が移っていったのもこの断層帯に沿っている。今後歪の力が安定状態になるまで、震源が

拡大するものと思われ、四国、果ては関西、長野県まで拡大するかもしれない。力の伝達はほぼ瞬時に

伝わるため、中央構造線のどこで地震が起こってもおかしくない。四国で気になるのはやはり中央構想

線の直上にある伊方原発だ。この原発はまだ停止中であるものの燃料棒は原発内か近くのプールに保管

されているはずだ。しかも絶えず冷却しながら。このため停止中の原発であっても冷却が泊まる程度の

地震で臨界状態になり、破壊されれば放射能をばら撒く。原発というものは稼動しようが、停止してい

ようが、問題が起これば結果はほぼ同じになる。川内原発にしても伊方原発にしても放射能漏れが起き

れば、せっかく福島原発から離れていて、放射性物質が比較的に少なかった関西地区もほぼ壊滅である。 

 今回の地震を関係者は甘く見ているのではないか！というより何らかの利権がらみで、こうして報道

をさせない状況にあるのではないかと思う。九州はこの断層帯だけでなく他の断層も要注意である。断

層に掛かっている力が変化したので、九州全土の弱い断層はいつ破壊してもおかしくない状態になって

いる。うまく力が緩和されればよいが要注意である。博多にも限界原発があり、これまた問題である。 

 いずれにしても原発は即刻廃炉にすべきであり、燃料棒を水冷しなくても問題ない状態に粉砕して臨

界の起こらない状態にすべきと考える。原発をベース電源にしてはいけない。 

 ともかく今後注意すべきはどこまで震源域が拡大するかであり、人為的にとめられない以上、何とか

地殻の歪が解消するように祈るばかりである。 

 

２０１６年３月８日 

 私は自宅から最寄の橋本駅まで５０ｃｃで通勤している。毎年この時期になると、いつもわくわくす

る。いつも同じ場所で春の草木が見られるからだ、しかも春先から初夏まで順に花が咲いていく。 

 このところ、すでに満開の馬酔木の花が見られた。あまり目立たない花だが、花の少ないこの時期に

ひっそりと、だがたくさんの細かい花をつける。今日は数日前から咲き始めた、しだれ梅も見ることが

出来た。もう満開になっている。梅は咲き始めが良い。真室川音頭じゃないけれど、つぼみも混じって

咲いている様は、なんともかわいい。桃の花ももうすぐだ。桜もつぼみが膨らみ始めた。そうこうして

いると、すぐ青葉の季節になる。５月が青葉の季節と言うのはあまりにも固定観念となってしまってい

るが、実際には４月に入ると私の通り道では、市立北体育館地殻の林がうっすらと黄緑色に変わってく

る。今の季節はもう一つ香りが気になる。沈丁花の花の香りが夕方歩いているときなど、どこからとも



なく漂ってくる。この香りがするといつもあたりを見回して探してしまう。近くで香りをかぐとかなり

強いにおいなのでむせてしまうが、春の宵、風の穏やかな日にどこからともなく漂ってくると。冷たい

風の中で春が来たなと思ってしまう。秋は金木犀がこの役目だ。この次期はいつものところ、にいつも

の花が咲いているのを確認して、ほっとする、と同時にやや切なくなる。今年もしだれ梅がこの家で咲

き始めたかと思うと、今年も見られて良かったと思ってしまう。そして来年も見られると良いな、と。

やはり歳を取ったせいなのかと、やや切なくなってしまう。いつまでこれらの光景を見ることができる

のだろうかと。このため毎年いつもの時期に、いつもの場所で、いつもの花が咲いていることを確認で

きることが、いとおしい。 

 やや感傷的になってしまったが、本日は直径３０mほどの小惑が地球から５００００００Km 付近を

通過すると言われている。国際宇宙ステーションが４００Km、月３６００００Km なため、月のすぐ

先を通過する。少しでも軌道に外乱が加われば地球と衝突になりかねない。心していたほうがよさそう

だ。どうにもならないからしょうがないかと言ってあきらめよう。また相変わらず地球では異常気象が

続いており。現在は世界 7 カ国で大旱魃となっているようだ。この旱魃は広がりを見せており、また食

糧問題がクローズアップされそう。 

 先日提起したマントル対流の変化の是正もさらに深刻化してきているように思える。あちこちで地割

れ騒ぎ、また地殻変動に関わると思われる事象も顕在化してきているように思える。さらに月。火星で

はこのところ探査機の写した写真の中にこれまで隠蔽されていた生物の存在や、古代文明の遺物？等が

発見されており、NASA も隠蔽しきれなくなっているようだ。今後どんな展開を見せるやら。注目した

い。 

 最近はアニメもさらに凝っているし、アニメのテーマ曲の歌詞にも感動をしている。最近の歌謡曲。

ましてシンガーソングライターとかいうど素人の曲と違ってアニメはこのテーマ曲がよくないと見向

きもされなくなってします。中でも歌詞はなおさらだ。アニメの曲のほうが真剣勝負のような気がして、

すばらしいと思う。アニメの中身も大変良い。最も私の気に入らないものも多々あるのだが、最近のテ

レビの三文ドラマなどと較べると格段に良い。最近のドラマや禄でもないバラエティー番組を見るのだ

ったらアニメのほうがましだ。アニメも丁寧に作られたものほど中身もよさそうである。またに機会が

あれば紹介したい。 

 本日は取りとめもなく最近の私の近況を書いてしまった。ご容赦を！ 

 

２０１６年 1 月 5 日 

 前述したように地球内部のマントル対流の安定点が、すでに大きく変化してしまったのではないかと 

思っております。この結果として最近特に磁極の移動が大きいと言われており、当然のことながら、陸

上部の移動が伴い、大陸移動のため大きなストレスが大陸に掛かり各地で地割れ、シンクホールなどの

現象が起きているのではないかと思っております。当然昨年は海洋底の隆起とか沈降も多々報じられた

のではないかと思います。気候の変化もエルニーニョの影響と報じられておりますが、マントル対流の

位置が変わったことにより地熱の変化もあると見られ、海洋の温度変化等も起きていると思われます。

決して CO2 による温暖化等の影響ではないと考えます。エルニーニョの拡大さえこの地熱変動によっ

ているのではないでしょうか？ 今年 2016 年もこの影響は続くと思われ、各地で地殻異常、気象異常

が前年より顕著に見えてくるのではないかと思います。まさに日本沈没までは至らないものの同等レベ

ルの現象が日本にもたらされると思います。 

 

 話は変わりますが、前回、考古学者の大島直行先生に素人の私が、メールにて先生のご意見を求めて

しまいました。まことに恐縮していた次第で、メールの返信も期待しておりませんでした。ところが先

日、先生から小包が届き、中に先生の御本「月と蛇と縄文文化」が先生のサイン入りで、しかも私宛の

名前入りで小包に入っておりました。また先生の直筆の手紙と、幾つかの雑誌のコピーが同封されてお

りました。大変驚き、恐縮した次第です。素人の戯言と聞き流されても仕方ないと思っていた矢先でし

た。申し訳ないのですが先生の手紙は字があまりうまいとは言えず、一度パソコンに書き直してから再

度読ませていただきました。見れば、日本の考古学会の問題点を遺物分類主義に偏っていて唯物的過ぎ

ることを嘆いていらっしゃり、現代人の思考方法と違う縄文人の考え方を踏まえて、もっと精神文化に



力点をおかないと縄文文化は理解できないと仰っており、また私が素人の分際で指摘した海外との文化

の交流を検討し始めたところだと言う内容を書かれており、決して素人に対しても丁寧に対応していた

だき、幾つかの雑誌のコピーを同封していただき、大変恐縮した次第です。私のような考古学素人に対

しても丁寧な返事を頂、また先生の縄文文化の考え方を理解し、先生の人柄がわかりました。感謝です。

頂いてから早速先生の御本とコピーを読み始めました。お知り合いになれて（と言っても顔なじみとい

うわけではありませんが）、良かったと感謝しております。あまりしつこくにはならない程度にご意見

を伺いたいと思っております。 

 

２０１５年１２月２１日 

 先日の金曜日夜に｢アイヌ文化に縄文文化との接点はあるのか？｣と言うテーマの講演会を聞きに行

ってきた。大島直行という札幌医大客員教授で北海道考古学会会長をやっている方が講師をしていた。 

 この講演会はアイヌ文化を紹介しているアイヌ民族主催の講演会であったが、私は特に縄文時代を含

めた日本民族の古代史に興味を持っていたため参加させて頂いた。講演の内容はアイヌ文化の精神史に

縄文文化の精神史が影響を与えているかをテーマに扱ったものだが、大島先生の考え方は非常に面白く、

また有意義であり大変参考になった。縄文文化を共生シンボリズムと捉えこれに続く弥生文化をアニミ

ズム（シャーマニズム）ととらえて、こうした文化がどういう風に確立されてきたかを御自分の考え方

とともに語りアイヌ文化の｢送り｣の考え方にどういう影響を与えたかを話しておられた。大変ユニーク

な考え方をしておられ興味を持ちました。 

 私は日本民族の成り立ちを素人ではありますが、以下のように考えておりましたが、精神文化につい

てはあまり考えておりませんでした。縄文時代をはじめ精神文化の変遷は日本民族を理解する上で重要

であることを考えさせられました。 

 私はもともと日本民族が、教科書で習ったような、決して単一民族であるとは思っておりません。最

近のミトコンドリア遺伝子の研究から、日本人は日本列島が陸続きであった頃から、海で隔てられてか

らも民族移動の只中にさらされていたと思っております。北方シベリア地方からは今のアイヌ民族の祖

先が樺太経由で日本列島に渡ってきており、1 万年に及ぶ縄文時代を通じて、今の関西から、九州に拡

散していったと考えております。当時は多分少人数で部族を作って浸透して行ったのではないかと思い

ます。この頃はまだ日本列島には他の民族も少なく大きな争いもなく進んでいったと考えられます。ま

た朝鮮半島経由で日本の関西地方、北陸地方に入ってきた民族、中国からは中国南部の民族が海を渡っ

て流入して九州から中国地方に渡ってきたのではないかと思います。また南方ポリネシア地方の民族も

台湾、琉球経由で九州地方に流入してきていると思われます。これらの南方系の民族も逆に日本の東北

地方、多分北海道まで移住して行ったのでしょう。この辺はＤＮＡレベルで検証していく必要があるか

と思います。いずれにしても日本の 1 万年以上昔、旧石器時代以前から日本列島には多くの民族が流入

し、縄文時代、弥生時代以降にわたって民族の混交が行なわれていたと思われます。こうしたことから

日本民族は単一民族ではなく他民族が入り混じった民族と思われます。こうした観点で見ると、今の他

外国のほうが混血度は低いのではないかと考えられます。当時まだ国家と言うものはなかったと思いま

すが日本は多民族国家ではなかったのではないでしょうか？ 

 中国の魏志倭人伝に記されているという卑弥呼が和国統一を行なう前（といっても関西地方までと思

いますが）丁度縄文期から弥生期にかけて和国騒乱の時代と言うのは、こうした多部族がそれぞれじぶ

んの領地と言うより居場所争って小国と言うより部族間騒乱が多発していた時代かと思います。 

 そして卑弥呼が九州から関西地方にかけて緩やかな統一をして耶馬大国が出来たのが、この部族抗争

を収めたことではないまと思います。耶馬大国とはこうした緩やかな今で言う連合国であったのかもし

れません。さすがに卑弥呼はどこにいたかは未だに議論の的となってはおりますが！ 

 そしていよいよ多分大陸の騎馬民族かと思いますが、天孫降臨の時代となり九州を中心に今の天皇家

の祖先が日本列島に砦というようなものを作って九州を支配下に置いたのでしょう。さてそこから神武

東征の時代になり、徐々に瀬戸内を支配下におさめながら今の和歌山県奈良地方に大和朝廷を作り、関

西九州を統一したと思われます。このときに九州関西地方にいたアイヌ民族は徐々に北方、東北地方に

追いやられ、熊襲民族は南方に追いやられていったのではないかと思います。熊襲は琉球に吸収され、

アイヌ民族はさらに今の北海道に追いやられたと思います。実は東北には縄文早期、８０００年位前に



すでに三内丸山遺跡で知られる東北文化圏とでもいうべき民族が国を作っていたと思われ、アイヌ民族

はこの地にも定住できなかったと思われます。つまり縄文初期には三内円山地方はすでに定住民族がい

てアイヌのような採取狩猟民族は定住することが出来なかったのでしょう。 

 こうして弥生時代、古墳時代、大和奈良時代になると日本列島は関西文化圏、東北文化圏、アイヌ文

化圏というような区分けが出来たと思います。われわれの教科書では天皇直系の歴史しか残っていませ

んので東北文化圏も大和朝廷から見た程度しか歴史は残されていません。アイヌも恐らく北海道文化圏

を作っていたと思いますが、アイヌは国家機構を作らなかったため、さらに歴史上では何も語られてい

ないのでしょう。 

 先に示しましたように縄文時代早期でもすでに三内円山では大きな定住集落を形成していたと思わ

れます。最近の発掘では例えば黒曜石のナイフを製造する専門職人がいたことや、稲作ではありません

がどんぐりのような植物を栽培して食料を備蓄していた等の遺構が残されており、職業の分業等がすで

に行なわれていたと見られています。こうした組織的な活動をするためには、当然定住して職業経験、

伝授が行なわれていたと考えられ、国家組織等が発達していたと見るべきかと思います。また黒曜石は

海を渡ってロシアの海岸地区からも発掘されていると見られ、三内丸山文化は縄文初期から日本国外と

も交流が盛んにあったと見るべきです。決して縄文時代は交通手段がなく日本国内だけで人々は活動し

ていたのではないと思われ、もっと活発に海外との交流があったと見られます。教科書の示すように狩

猟採取経済で細々と国内をうろついていたわけではないのではないかと思います。今から８０００年前

と言うと文明発祥の地エジプトより古い、中国４０００年の歴史より古いといっても良いかもしれませ

ん。 

さらに最近では中米のエルサドバトルでも1万３０００年前の縄文式土器が発見されているなどの話も

伝わってきたのを考えると、古代はもっと活発に海外との交流が行なわれていたのではないかと思われ、

決して日本列島の中だけで閉じていた文化ではないのではないかと思います。 

 こうしたことから教科書は時間軸に沿って記述されているけれども、近代はともかくもっと古代から

水平軸に沿って記述すべきかと思います。試験勉強のような年代暗記型の教育ではなく古代から世界と

の交流があったことを伝えるべきであり、物、人の移動に伴って必ず日本の精神文化も移動していると

思われ、さらにこうした痕跡を世界に確証を探してみるのも面白いと思われます。先に紹介した大島先

生など日本文化の精神史を研究されている方々には、特に日本の精神文化の広がりを世界に求めてもら

えないかと思います。1 万３０００年近くの縄文土器が発掘されているということは、定住生活をして

何らかの組織だった集団がいたことになり、すでに文明と呼べる状態であったとすると、もしかしたら

世界の四大文明よりも早い時期に日本の文明があったことになり世界の歴史認識が大きく変わると思

います。私自身こういった観点から、証拠を探しを含め、縄文文化またそれ以前の旧石器文化の勉強を

したいと考えております。 

 実は昨日、先の大島先生に日本の精神文化が海外に広まっているのではないか、先生のお考えを伺い

たいとのメールを送ってしまいました。多分この素人が何をかいわんやで、返事もないかもしれないと

思いながらですが！ 

 

 

２０１５年１２月７日 

 マントル対流が変化してしまったと言うことを先日来書いているが、これの傍証と思われる事件が続

いている。アメリカ、カリフォルニア州のサンタクラリタというところを通る道路が数時間で見てる間

に隆起、あるいは陥没したと言う事件が起きている。これもマントル対流が変化したためこの対流に乗

っている陸地、すなわちアメリカ大陸に歪が蓄積し、地面が耐え切れなくなり歪緩和のため変形したと

思われる。こうした類の地殻の隆起。陥没はここ数年、世界のあちこちに起こっている。恐らく大陸移

動が始まったのではないだろうか？これからもマントル対流の変化した地域の地殻変動が多発すると

思われる。日本列島も東側に移動していると言われており、これが巨大地震の引き金となりそう。多分

火山活動もこの一環で、マントル対流が変化し始めてから、地磁気の磁極が動き始めてから１００年以

上経過していると思われ、各大陸にストレスが蓄積されてきていると思われ、世界各地でこの地殻変動

に伴う事件がさらに多発すると思われる。世界の気象異常も多発しているが、これらもこのマントル対



流の変化が原因で海水温の異常高温がすすんでいるためと思われ、決してＣＯ２による地球温暖化のた

めではない。ＣＯＰ２１等でいつまでもＣＯ２削減策など議論している場合ではないと思う。もっと現

状を把握して無駄な削減策などやめたほうが良く、逆に寒冷化対策に注力すべきで、寒冷化に伴う気象

異常の影響のほうがはるかに深刻な食料不足等の問題に陥りやすいと思われる。これまで述べたように 

磁極の移動がなぜ起こったのかを調査することが先決と思う。すでに 100 年前から起こっていると言わ

れており、私の言うようにマントル対流が変化したとなると今後の地球環境にとって大きな問題と考え

る。 

 

２０１５年１０月 7 日 

 昨日、マントル対流の変化についての記事を書きましたが、同じく昨日、日本の梶田氏がノーベル物

理学賞に選ばれたとニュースで伝えておりました。彼の受賞テーマはニュートリノが質量を持つという

ことを、初めて実証したこととされております。これは昨日述べたマントル対流の変化の起点として重

要かもしれません。ニュートリノは地球に 60 億個／秒・cm2？降り注いでいると聞いております。こ

れらのニュートリノが質量を持つと言うことは地球の重力に束縛されるものがあると言うことになり

ます。60 億個すべてが地球に捕らわれるわけではないとしても、数％それ以下でも長時間の地球時間に

おいては地球質量を変化させる質量となることを意味していると思われます。その大部分がマントルに

吸収されるのではないだろうか！マントルの全体質量が変化すれば、何万年あるいは何百万年か後にマ

ントル対流の安定サイクルが変化することも考えられます。地球の地形の変化が何百万年に一度の割合

で変化することが考えられるのではないかと思います。もう少し数量的な解析が出来ると思いますが、

どういう検討をすればいいかを、少し考えてみようかと思います。いずれにしてもこのニュートリノに

も質量があると言うことは地球環境にとっても重要だと思われます。 

 

２０１５年１０月６日 

 

 ９月７日に述べたように、最近の世界の異常現象は、どうも地球内部のマントル対流の変化によるも

のではないかと言う記事を書いたが、この考えを裏付ける方法がないものかと思う。マントル対流の変

化により海洋の地殻表面の温度が上がったのではないかと考えている。これを検証するには近く表面の

温度が測定できればいいのかもしれない。ただ表面の温度では太陽光に暖められたことによる影響が出

易いので、地下数メートルあたりの温度を測定することが望ましい。これは全世界で測定点を決めて経

時変化を観察すればよいが、これはかなり大規模な観測網を作ることが必要であり、なかなか難しい。

人工衛星を使って赤外線放射線により観測は出来ないだろうか？海水をとうしての温度測定となるた

め、一工夫が必要かもしれないが、絶対温度よりも相対温度差が必要のため、可能なのではないかと思

える。恐らくマントルの湧出点では温度が高く、沈降点では温度が低いと思われ、マントル対流の変化

が見られるのではないかと思える。 

 ただすでにマントル対流の安定点は変化してしまっており、その歪を解消する方向に地球の、特に地

表の変化が多発しているかもしれない。ただ例えば日本付近に限るとアメリカ西海岸付近に地殻の湧出

点があり、この地殻が沈み込む点が日本海溝とすると、現在の湧出点を探せば、マントル対流が変化し

たかがわかるのではないかと思う。この地殻の温度変化をトレースすることは、いずれにしても重要と

考えるので、衛星、または地表実測定により経時変化をトレースすることは重要かと思える。 

 いずれにしても昨今の異常現象がＣＯ２による温暖化のせいなどと府抜けたことを行ってないで、地

球内部の変化と捉える必要があり、これに対する今後の予測。対応を考えるべきと思う。今後気象異常

ばかりでなく、地殻変動も大きくなり、地震、火山活動も活発化するであろうと思う。場合によっては

過去に起きた大陸移動のような自体も起こりうる。地球表面温度が上がったことをもっと良く調べるこ

とが急務ではないだろうか？今後打ち上げられる地球観測衛星にこうした地表温度を測定できる観測

器具を搭載できないだろうか？ 

 

 

２０１５年 ９月７日 



 

 最近異常気象が続発している、と言われる。またこの原因が地球温暖化による海洋と大気の変化が 

激しく変化するようになったと言われ、CO2 削減にさらに励めと TV、公報では声高に唱えられている。

果てはこのためにクリーンな原発を早く再稼働せよと政府はおっしゃる。異常気象なのは判るがその後

の原因がおかしい。まずは CO2 による温暖化が進んでいることが疑問である。むしろ地球は寒冷化に

向かっていると言われている。極地の氷が南極、北極との増加している。一時は北極の氷がとけたとい

って、北極熊が氷から海に落ちるような映像を流して、温暖化が進んでいると宣伝をしていたが、むし

ろ極冠の面積は広がっていると言われている。太陽活動の低下により逆に寒冷化に地球は向かっている

と言われており、CO2 排出による温暖化の影響は少ないと言われている。これまで地球は何度も寒冷化

を迎えており。太陽活動との因果関係が大きいとされている。国をあげて CO2 削減を唱え、このため

に原発再稼働を急いでいる理由がわからない。多分原発利権のために政府は動いているのだろう。九電

の川内原発が国の基準に合格したとして再稼働を始めたが、この基準そのものが再稼働できるような基

準のためこの基準に合格したから安全性は確保されたといい加減なことをいって、再稼働にいたった。

また事故を起こすと思われる。 

 先ほど寒冷化が進んでいるといったが、一つ理屈に合わない現象がある、それは海洋の温暖化である。 

これが異常気象の元凶と思われるが、何故寒冷化に向かっているのに海洋温度が高いのだろうか？海洋

の温度が上がる原因として温暖化の影響と言われているが、これが影響するよりもさらに海洋の高温化

が進んでいると言われている。海洋温度を上げている原因としてもう一つ考えられるのではないかと私

は考えている。それは地球そのものが高温化している、すなわち地球内部の活動が増加しているのでは

ないかと思える。この活動の増加によりマグマ等の熱源が海洋の温度を上げているのではないかと思え

る。この地球内部の活動が活発化していると思われる現象が幾つか起こっている。まずは磁極の移動が

大きくなった。磁北極はすでに大きくずれてきた。磁極の逆転が起こるのではないかと言われている。 

磁極は地球内部のマグマの動きと関連していると言われ、このことからも地球内部の変化がおおきくな

っていると思われる。また最近シッンクホールがいたるところで発生している。フィリッピン近くの海

底が１～２日で上昇した。ドイツや南アメリカで海岸が隆起した。メキシコでは地割れが相当な距離に

発生した。日本では西の島の噴火が収まらず新島が成長し続けており、きわめて珍しいと言われている。

また世界各地で、火山噴火、地震が頻発している。こうしたことからやはり地球内部の活動がおおきく

変化しているのではないかと思える。これは昔、大陸を移動させた力が働いているのではなかろうか？ 

 いつまでも CO2 などと、腑抜けた議論をしていないで、もっと地球内部の状況をつぶさに調べるこ

とが重要と思える。マグマの対流は一定の安定状態の中にあり、これがたとえばアメリカ西海岸で地盤

が生成され、日本まで動いてきており、日本列島の近辺で地球内部に沈み込むと言う、プレートテクト

ニクスがモデル化されているようだが、この地殻の上昇点、沈降点が今までは定常状態にあった。だが

これがマグマの対流の定常状態とすると、現在この定常状態が変化しようとしているのではないかと思

える。世界各地でこの定常状態が変化するタイミングは多分一瞬で、次の定常状態に移行するものと思

われ、すでにこの状況が始まっていると思われる。この現れが海流の温暖化にも影響し、海水温が下が

らないのではないかと思う。今後この影響がさらに顕在化して、我が日本列島も今の形のままでいられ

るのだろうか？いずれにしてもこのような地球内部の変化が起きていることをもう少し真剣に調査し

てもらええないかと思う。過去に何度か伝えられている、いるいわゆる文明崩壊に繋がる事態かもしれ

ない。これからますます火山活動、地震の活発化、異常気象が激増していくと思われる。 

 

 

２０１５年 ９月２日 

 

 このところ仕事にかまけて、あまり考え事をしていない。やはり一日一度は、感動、あるいは感激と

か感心することが重要だ。アニメなどもその度に感動することが多い。 

 この８月２９日、３０日、二日続けてよさこい踊りを見物に行ってきた。２９日は原宿表参道よさこ

い、３０日は調布よさこい、を見た。表参道よさこいは３０日が表参道での演舞だったが調布と重なる

ため２９日のＮＨＫ前の道路で行なわれたものを見た。表参道よさこいはメジャーな大会で、調布よさ



こいはローカル色の濃いものであった。それぞれ特徴があり面白かった。表参道よさこいは、その筋で

は有名どころのチームが参加しており、なんと言っても構成メンバーが若い。このためよさこいの演舞

もかなり激しいもの、衣装も派手なものが多く、よさこいの特徴である、自由さが現れていて面白かっ

た。小雨の中ではあったが、演舞者に敬意を表して私も傘をささずに撮影させてもらった。 

替わって翌日の調布よさこいは近隣のよさこいチームが出席しており、なんと言っても年取った連中が

多かった。このため、あまり激しい動きはなく、また衣装も表参道と較べると穏やかな雰囲気であった。    

よさこいは、もともと高知県の商店会の盆踊りとして始まったと言われる。こうした意味では、盆踊

りの延長のような調布よさこいのほうが盆踊りの性格が強いのかもしれない。盆踊りと言うものが本来、 

お盆に帰ってきた先祖を送り出す行事として始まったと言われており、調布よさこいが盆踊りの延長上

にあり老人、子供の参加が多いのも頷ける。鳴子を鳴らしながら道路を進んでいく盆踊りと言ってもよ

いかもしれない。一方で表参道のようなエネルギッシュなものも、よさこいの特徴があって面白い。こ

れはアニメで知ったのだが、よさこいは振り付けも自由、演舞曲も自由、と言われており、鳴子を持た

ないでも踊っているものもいる。ただ各よさこいにより鳴子は必須のとこもあるようだが、また曲も著

作権のあるものは、断りを入れて使う必要があるようだが、基本的には何でもありと言ったところ。 

こうしたことが、そこら辺のストリートダンサーを巻き込んで、各地でもようされている原因と思われ

る。阿波踊りのような決まりきった踊り方などないため、自分らで曲にあった踊り方を工夫すれば良い

と言うようなところが、昨今の目立ちたがり屋が増えたことと相まって人気があるのかもしれない。決

して泡お踊りのような伝統色の高いものが悪いと言うわけではないが、若者も老人も敷居の低いところ

が良いのではないだろうか！ 昨年からよさこい見物を始めたが、今年はじめに見た湘南よさこい等、

また今年も見られたかと思うと、なんとなく感激してしまい涙ぐんでしまった。 

もし興味があれば、アニメのハナヤマタというＤＶＤを見てみることを薦める。これはアメリカから

の転校生が日本の中学で、小さい頃日本で見たよさこいに感激して、日本の中学でよさこい部を作るた

めに奔走し、よさこいに参加する話だが、その中でよさこいのルール等の説明も出てくる。昨年このア

ニメを見た後、よさこい見物をしてみたいと思っていたところ、たまたま坂戸よさこい 2014 を見る機

会があり、アニメの雰囲気を思い出しながら見たのがきっかけであった。この坂戸よさこいも割りとメ

ジャーな大会なのかもしれない。駅前のメインストリートを全て封鎖して町中でお祭り騒ぎであった。 

ある意味町挙げての行事といったところで、京都の葵祭りのような町ぐるみの祭りの雰囲気がした。各 

地域の雰囲気、特徴がさらに出せれば、定着した文化になっていくのかもしれない。こうした若者を巻

き込んだ文化の始まりに立ち会っているようでワクワクしてくる。 

 

 

２０１５年 ４月１５日 

 

  久しぶりに書き込みをする。今日、仕事で外出した折り、根津にある弥生美術館に行ってきた。 

東大の裏にある小さい美術館で、企画展示で橘小夢展をやっていたからだ。隣接する竹久夢二美術館も 

訪ねた。と言っても同じ入場券で両方入館できるからだ。 

 これらを見たかったのは日本美人画の流れを汲んでおり、挿絵画として日本画の画風を受け継いでい

ると思われためだ。元来私の主張である日本アニメの原点が美人画と思われ上村松園、鏑木清方等の本

格的な美人画の流れを汲んでいるのが日本アニメのキャラクターの描き方ではないかと思ってきた。 

 ほとんどの感情表現が何れも顔の表情、目や口の表情で表されており、日本アニメのポイントはこれ

を受け継いでいるのではないかと思っている。本日鑑賞した、橘小夢、高畠華宵、竹久夢二の挿絵、画

風が丁度、本格的な美人画からアニメに移行する中間携帯ではないかと思い、これを確認したいと考え

ていたことによる。やはり日本画、美人画の流れが日本アニメに受け継がれていったと考えて良さそう

である。鏑木清方は本格的な美人画家ではあるが、一般に清方漫画と呼ばれるものがあり、これも日本

アニメの元ではないかと思っている。日本アニメが外国のアニメと決定的に違っていると思われるのは、

こうした顔の表情でその人物の内面を表そうとしている点にあり。顔の表情も目と口元、顔の運びで全

てを表している点ではないかと思う。けして外国の絵画のようにゴテゴテと顔の形状、凹凸を描かない

でも、目と口元等で表情を良く表していると思われる。日本アニメは美人画と違い目が大きくなっては



来ているが、その目でさえ感情を書き込んで書き込む辺り、美人画の描き方を受け継いでいると思われ

る。目の大きさも清方漫画から挿絵として有名となった高畠、竹久にもこの傾向は見られ今回特に鏑木。

上松等の古来の美人画から日本アニメの移行傾向が見られる。竹久夢二、高畠華宵、等には少女をとり

あげたものも多く、やはり日本アニメの原点になっていると思われる。 

 日本アニメが海外でも一目置かれてる点はこうした西洋画の写実的な人の描き方と異なり、相当単純

化された目元、口元の変化だけで、シンプルに表情、ひいてはキャラクターの内面まで表す技法が、海

外に受け入れられたのだと思われる。シンプルな線で表せるために顔の動きなどさらに多くの情報を我

見に表現で着ることが特徴なのではないだろうか？ 

 

 話は変わるが世の中、自然も社会も騒がしくなってきている。自然としてはまず宇宙だが、太陽の動

きが慌ただしい。黒点数の変化が大きく変動しており０になったかと思うと２週間ほどで２００近くま

で増加したりしている。磁気嵐の影響も地球にたびたび影響を及ぼしていると思われる。また彗星、地

球に接近する小惑星の数がこのところ極端に多い。幸い地球をかすめていくものがほとんどだが、地球

衝突コースを進むものも現れる可能性も大きい。ただ質量は小さい方なので、小さな隕石として落下し

てくる状態で済んでいる。いつ大きいものがつっこんでくるか判らない。比較的小さいものが発見され

るのは地球にかなり近づいてからと言われている。今年になって発見された小惑星がかなり増加してい

る。 天候不順に関しても、かなり極端に変動している。これを全て温暖化、CO2 のせいにしてしまう 

風潮が強いが、そもそも地球が温暖化に向かっていることさえ疑問があると言われている。産業革命以

降 CO2 の増加で気温が上昇しているデータさえも COOPのねつ造ではないかと言われている。むしろ

南極の氷床面積も近年の最大に達していると言われている。先日南極の気温が高いと話題になったが、 

測定された場所が、南極の南アメリカに近い突端部の気温で、マスコミの地球温暖化の方向に考えを強

引に向かわせようとする意志が感じられてしょうがない。北極のシロクマの映像などもヤラセではない

かと疑われている始末。地球は寒冷化に向かっているかもしれない。温暖化と騒いでる内に対応が遅れ

ることが気にかかる。ただ海流の温度が上がっていると言われ、これも温暖化のためではと言われてい

るが、海水温の上昇はむしろ地球の内部の活動が活発になっているためと考えた方がいいかもしれない。

近年あちこちで、栃の陥没（シンクホールではなく）や隆起が報告され、火山活動も活発化してきてい

ると言われている。どうも地球が活動期に入ったのではないかと言われている。地磁気の北極の移動も

大きくなっており、時局の半天も起こりうることかもしれない。これに伴うと思われる地磁気の減少も

見られ遠からず時局の半天が起こるのではないかと言われる。また回転軸の移動も噂されており、イヌ

イットたちが太陽の昇る位置、星の位置が変わってきたと報告している。こうした一連の変動が、地球

の活動期の減少を示しており、近年の地表変化の原因となっているのではないかと思われる。海流の温

度上昇も地表の熱の上昇を反映しているのかもしれない。こうしたことから地球は変動期を迎えている

と言われている。CO2 の上昇で温暖化進むと考えている間に全く原因の異なる事態が進んでいて対応を

間違えるのではと思う。CO2 原因説などは一部の利権を持っている連中の誘導に過ぎないと思われる。

日本では原発推進派の根拠となっており再稼働などと馬鹿なことを進めている。原発についてはまたど

こかで意見を述べたい。これも大きな、深刻な問題と考える。いまが丁度エネルギー政策の転換を試み

るチャンスなのだが、原発推進派の思惑で、馬鹿なことに原発をベースロード電源と位置づけてしまっ

た。せっかくの電源供給の革新となるべき時期なのにマスコミも含め原発利権に絡む人たちの思惑に乗

ってしまっている。誠に残念な事だ。一寸長くなったので一端ここで打ち切ろう。 

 世の中慌ただしい中にも季節は確実に変化して、今は緑の季節になってきた。この季節の変化が今後

も続くといいのだが！ 

 

 

２０１４年１０月２１日 

 

  暫くここに自分の考えを書くこと休んでいた。その間にも世界各地で天変地異、災害、病気の蔓延、

等立て続けに起こっている。また民族紛争、と言うより大国の代理戦争に巻き込まれている国々が後を

絶たない。日本国内では政治が少しも進まない。安倍内閣の経済政策も有効な手が打てないまま、景気



に明るさが見えない。最も自分では緩やかに景気が回復していると自賛しているが！三本の矢と称して

景気対策を繰り広げてきたが三本目の最も重要な矢が何処に行ったのか判らない。このため上に向けて

はなった矢が自分めがけて戻ってきたような感さえある。むろんマスゴミは不都合な真実など話題にも

しない。御嶽山の噴火による被害が大きかったにもかかわらず、噴火の警報すら出せなかった気象庁、

噴火予知連の予知は難しいの一言で、本来は避難警報が出せたにもかかわらず誰も攻めない。政府の対

応でさえ問題ではないかと思われる。 

 国会はと言えば選挙資金の不明朗会計を糾弾することに時間を費やしてばかりで、本来の議論など何

もないような感じさえする。特殊情報保護法や集団自衛権の議論も聞かれず。現況の景気の先行きさえ

緩やかに上向いているから良いでしょう等とお茶を濁す一方で、結局物価急上昇に歯止めがかからない。 

 マスゴミもこうした報道を避けているものだから、危機感を持つ人が少ない。フクシマ原発の後始末

も結局遅遅として進まず、放射能の飛散が続くばかり、巷では東京もチェルノブイリの放射能仮区域と

言われているのに。フクシマ原発の報道ではドイツ、アメリカを始め海外の報道の方が的を得て詳しい。 

オリンピックどころではなくなるかもしれない。誰が自国の選手を放射能の高い国に派遣するのだろう

か。大きな問題でもこれ以外にいくつもあるが、議論に上らず、ろくでもない選挙資金問題に明け暮れ

ている。こんな問題裁判に掛けて警察権力で事実関係をつまびらかにして裁判に掛ければいいことだ。

国会で尋問などと馬鹿ではないかと思う。 

 おおざっぱなことしか述べられず、別途少しずつ私の意見を述べていこうと思う。 

 

 

 

２０１３年１０月１１日 

 

  今日も１０月だと言うのに暑さが厳しく、多分気温が３０℃を超えるような場所がありそう。日本

は猛暑で辟易と言ったところですが、世界各地で洪水、低温、旱魃、等の異常気候が続いている。ここ

では今アメリカに異常事態が起こっている事を示しておこう。 

 アメリカの今年の夏は異常低温といわれ、特に中部を中心に低温災害が発生していた。また１０月に

入ってからは、ワイオミング等では雪嵐による積雪があり、やはり近年にない異常気象となっておるよ

うです。このほかに南西部では乾燥による山火事の発生、等アメリカは今こうした異常気象のオンパレ

ードのようです。恐らく穀物類の生産状況も思わしくなくなると思われ、日本を始め食料の不足も顕著

になるのではないかと思われます。 

 また自然現象ではイエローストーン公園のイエローストーン火山の様子がどうやら活発化してきて

いると言われており、一部では土地の隆起やら群発地震やら不穏な状況が続いている様子。イエロース

トン火山は超火山と言われており、これが噴火するとアメリカの２／３が居住不可能と言われており、

世界的にも火山灰による寒冷化が起こるといわれています。世界を見ますとカムチャッカ半島のクリチ

ェフスキー火山が噴火して６０００ｍの噴煙を上げているとか、パキスタンやドイツでの島の隆起とか、

世界各地での地面の陥没とか地球の活動が活発化しており、イエローストンの火山も噴火も近いのかも

しれません。 

 アメリカでは一方で社会不安も広まっているようです。アメリカの補正予算が採決されず、公共機関

の閉鎖が続いており、貧困者対策のフードスタンプ等の発行も滞っているとのこと。また１７日には債

務超過法案が決まらないとデフォルトを起こす状況にもなっている様子。アメリカではこれらの不測の

事態に備えて、暴動防止対策としてＦＥＡＭ等の機関が鎮圧体制に入ったとか、国内の社会的な緊迫状

態になっているとのこと。中東の暴動よりも自国の暴動を警戒している模様。ここ数日アメリカの様子

に目が放せないといったところか見知れません。アメリカがおかしくなれば日本は当然大混乱となるし、

中国は崩壊の危機に立たされることになりそうです。 

 暫く要警戒ですね。 

 

 

２０１３年９月０９日 



 

    今日は夏の暑さも漸く一息つき始めたように感じる日になりました。この暑さも地球温暖化の影響

だと感じられるかも知れませんが、世界はどちらかと言うと寒冷化の傾向にあるように思われます。 

別のファイル世界気候、自然異常ファイルに示したように、今年はアメリカでの平均気温が例年より低

く、このため竜巻の発生件数も減少していると言われております。過去にＩＰＣＣによる地球温暖化が 

騒がれておりましたが、このＩＰＣＣの温暖化に関するデータが捏造だったとか、ＩＰＣＣが人為的な

ＣＯ２増加説をでっち上げたのは、利権がらみの陰謀たったとか噂される中、一時は北極、南極の氷床

が減少あるいは消失したなどと騒がれて、やはり温暖化に向かっている証拠と騒がれていましたが、２

０１３年の南極、北極の氷床面積は過去最大に達していると言われております。また太陽活動も弱まり、

このことから、地球は寒冷化に向かっている、温暖化の原因はＣＯ２ではないことがいわれています。 

 ただ日本は今年は確かに暑かったし、日本を取り巻く海洋の温度が上がっているとも言われており、

温暖化に向かっているように見えますが、世界は上記のようにむしろ寒冷化、小氷河期に入ったとも言

われております。恐らく日本の暑さは一時的な、日本周辺の気圧配置がたまたま日本に温風、湿気を送

り込むようになったためと思われ、今後中国の真夏に雪を降らせた寒気が優勢になると、一気に寒くな

るのではないかと思われます。 

 ＣＯ２増加を人為的とみなされたのは、利権が絡む連中が温暖仮説を振りまき、本来真偽をただすた

めのマスゴミがやはり利権がらみの状況の中で、情報隠蔽やら積極的に調査しない状況になっていると

思われます。インターネット上のブログがどこまで正確な情報を流しているか疑わしいこともあります

が、今のマスゴミ、政府広報をそのまま信ずべきではないかと思います。世界はもっと劇的に変化して

います。 

  オリンピック招致が成功したようです。首相の汚染水質疑応答が良かったなどという意見もありま

すが、とても首相が言ったような状況にはないとおもわれます。現状では手の施し様がない状況です。

マスゴミは少しもこうした危機感を報道しません。今原発は非常に微妙な状況で、場合によっては福島

だけではなく関東地方の住民全員避難という状況になりかねません。他国のマスコミの方が的確に福島

の現状を報道していると思います。ＩＯＣ総会で約束となった、汚染水の安全対策だけでも解決できる

かわからない状況だと思います。この問題に加え、日本はこれから益々問題が多発するのではないかと

思います。オリンピック招致で日本が抱える問題はまだあります。一つは関東、及び東南海地震の発生、

富士山の噴火、経済破綻、と懸念材料は山積みです。これらは今後７年以内に起こる可能性が大きく、

２０２０年オリンピック中ということもありえます。オリンピック開催は日本に希望と夢を運んでくる

ことは歓迎するものの、これから起こることが懸念されます。それ以上にマスゴミ、政府が情報を隠蔽

してることが何より問題かもしれません。 

  一方門私の周りでは電通大体育館前の桜の古木がいつの間にか切り倒されてしまったことがくや

まれました。例年ほかの染井吉野に比べ１週間以上早く咲いていたのに誠に残念です。何が目的か判り

ませんでしたが、最近また体育館脇の木々が全てきりたおされてしまい、無残に切り株だけが残ってお

ります。推測ですが体育館の立替をやるために邪魔となるのかもしれません。ですがもう少し考えて欲

しかった。単に人間のエゴだけで切り倒してしまった様子。少し金は掛かりますが移植するとか、どこ

かに残すとかして欲しかったと思います。大学と言うものがこの程度のものかと情けなくなり、また今

の大学教育も然りと思い至ったものです。 

  最近「宮崎アニメの暗号」という新書を読みましたが、ここに述べられていた人と自然の対称性が

崩れ、最近は非対称、それも人が自然を支配しているようになってしまったと述べられており、このこ

とが我々の社会の行き詰まり感を増大させていると思われました。世界の文化も古代は人と自然が対称

的であったといわれていますが、ローマ帝国、それに伴う、偽キリスト教の蔓延のため世界はいち早く

非対称化してしまったことに比べると、日本は今に至るまで対称的な自然を育んでこられた状況と思わ

れます。世界が日本に注目するのは正にこの部分であり、彼らの文化が後戻りできなくなった状況に対

してであると思われます。宮崎アニメのテーマは実にこうした日本文化の真情を見事に表現したことに

あり、宮崎アニメが世界に賞賛される文化となったことにあると思います。 

 世界が求めているのは人と自然が非対称かしてしまい、行き詰まり感のある中で、日本が世界を先導

する役割を与えられているのかも知れません。今の制御しきれなくなった原発を初め、日本の今後のあ



り方を今一度考え直してもいいのではないかと思います。 

  一アニメ好きの私としては、いいアニメは宮崎アニメに限らず、こうした人と自然のかかわりを見

据えているものも多々あります。今の学校教育で禄でもない教科書を使って、ゆとり教育は失敗だった

などと言う役人とか、禄でもない教師が教育を行うくらいだったら、こうしたいいアニメを教材にした

教育をしてもらいたいものです。今のＴＶ番組と比べたら雲泥の差があると思われ、これからの子供た

ちに人と自然のかかわり方を考えさせる事でも有益だと思います。 

  幾つかのテーマを取りとめもなく並べてしましましたが、長くなるので一旦ここで筆を置きます。 

個々のテーマはまた後日詳しくということで。 

 

 

２０１３年５月１日 

  今朝のＴＶのモーニングバードで玉川氏が担当しているタマペディアと言うコーナーで自民党が

推進する憲法改正の実態についてやっていた。このコーナーは最近のＴＶでは珍しく世間の問題を掘り

起こして実態を伝える番組であり、参考になる。今日は憲法改正についての意見を述べていた。概ね私

も同意見であり、憲法改正は充分議論して改正するのはいいとしてももっと重大な点が改正に必要な賛

成票の数である。現憲法では議員の２／３の賛成がなければ、憲法改正は出来ないとされているが、自

民党はこれではなかなか憲法改正が出来ないとして、過半数の賛成があれば改正できるようにこの憲法

の改変事項を修正することを先に行うとしている。この動きは全くの暴挙としか考えられない。何のた

めにわざわざ全議席の２／３としたかといえば、正に簡単に憲法を改正できないようにしたはずのもの

だ。 

 これを変えてしまったら政権与党のやりたい放題となってしまう。自民党自身が国民の総意の元に憲

法改正を行おうとしていると言い放っているのに、過半数で改憲などしたら、兎も角選挙で議員の過半

数を取ったものが勝ちと言う構図になってしまい、国民の総意などとんでもないことのなってしまう。

もともと憲法は改選しにくいようにしてあるはずなのに何の意味もなくなってしまうのではないか！ 

 もっと悪いことに憲法改正の是非を決める国民投票法案もいつの間にか有権者数の過半数から、有効

投票数の過半数で可能となる法案が既に可決されているとのこと。投票率が低いと実際の有権者、国民

総数の数％でも可決してしまう。国民が投票しないのが悪いのだで片付けられてしまうことになる。 

 これを防ぐためにも２／３法案は固辞する必要がある。 

 しかしながら現在の自民政権は余りにも危険な政権ではないかと思える。憲法改正の項目にはもちろ

ん９条云々の件もあるが、非常に問題なのは個人の権限の制限と言われている。つまりこれまでは個人

の権利が優先されていたが、改正案では公益、公の障害になると認めた場合には個人の権限が制限され

る。例えばデモが公益を害する（当然政権担当者が決めることになる）となればデモを禁止でき違反す

れば刑事告訴される。つまり気に入らないものは逮捕処罰できると言うことだ。今の自民党の憲法改正

は非常に問題だ。と言っても今の民主党は当てにならないから、今度行われる参院選でも自民とを阻止

できないとなると憲法改正が簡単化され、自民の思惑が憲法に簡単に反映されてしまう。これは阻止し

たいところだ。 

 ちなみにタマペディアで示されていたが、他国の憲法改正に必要な議員数は現在でも２／３以上とな

っているところがほとんどということだそうだ。この憲法改正に伴う手続きの簡素化は何とか阻止すべ

きことと思う。どうしたらいいのだろうか今のところ判らない。 

 話は変わるが先日来書いている宇宙並びに地球が騒がしくなっている件は更に加速しているようだ。 

地球の寒冷化の状況、地殻活動の活発化、また宇宙では土星の北極で起きている嵐が異常に大きいこと、 

太陽、及び太陽周辺の異常がさらに起きていること、カシオペアザのペテルギウスが既に超新星爆発を

起こしたのではないかということ等々。最近の自然界の異常は尋常ではないかもしれない。と言っても

これについては何の対策も出来ないためただ状況を見守る今年か出来ないが、地球の問題は我々の被害

を最小限にすることはできるかもしれない。福島の原発事故の後始末はまだまだ収束はしないだろうし、

日本の政府はろくでもないことをしている余裕はないはずなのに。もっと地道な動きをしないと何のた

めの政府なのかわかない。自分で国会議員にでもなって何かをしなければならないのか！・・・・・ 

  福島県の放射能状況調査の結果。少し古いがドイツの福島放射線物質に関する報道などもこのイン



タネットディスクにアップロードしておいた。この手のことは日本のマスゴミでは全く報道しない。多

分日本国民より海外の人のほうが現状を良く知っている。オリンピック日本招致など出来るはずがない。 

猪瀬知事の発言よりもっと重大だ。わざわざ自国のトップ選手を放射線にさらしてまでオリンピックに

出場させないだろうに。 

 

 

２０１３年４月１７日 

  調布の天神通り入り口付近にあるおもちゃ屋は七不思議に一つになりそうな店だ。昔からの町のお

もちゃ屋らしく、沢山のおもちゃが店一杯に並んでいるが、客が入っているところをほとんど見たこと

がない。今年の正月３が日の３日の日に仕事で店の前を通りがかった時に、恐らく調布に来るようにな

ってから１０年近くなるが初めて子供づれの爺さんが店から出てくるのを見た。初めてである。毎日、

休日も店は開いているが品揃えは変わったことはなく入り口付近にプラスチックのボーリングセット、

店の奥にキューピー人形が置いてあり、替わったのを見たことがない。良く店を屋っていけるなと思う

ほどだ。どこかの学校にでもまとめて卸しているのかもしれないが、普通では既にシャッターが下りた

店になっているだろう。 

 調布にはまだ不思議な店がある、私の行きつけのコーヒー屋なのだが路地裏に入り口があるのだが、

看板と言えば１０Ｘ２０ｃｍ程度の店名だけが書いてあるもの一つで、多分誰の目に留まることもない

ようなところ。でも何時行ってもかなり広い店内はオバチャンらしき客が一杯となっている。隠れ家的

な場所なので私もよく言っているのだが、口コミで伝わらないと客は来られない店である。付近にある

コーヒー屋など客がまばらなのと比べると良く入っているものだと驚く。 

 調布にはまだ七不思議に入りそうな場所が沢山ありそう。観覧自由と書いてあるお寺の庭だが、いつ

も入り口が閉じていて入れないところとか。少し調布七不思議でも作ってみようかと思う。気がついた

方は紹介して欲しい。 

 突然ＴＰＰの話になるが、阿部がアメリカでＴＰＰ参加に関してアメリカ側と約束してきたときの記

者会見の内容と英語で表記された交渉時の文章との相違がかなりあることが最近伝えられている。当然

記者会見は国民向けにいいことばかり、後で日本の要求が盛り込まれるようなことを行っているが、約

即時の英文取り交わし内容は全く違っているようだ。もともと後から加わった国が、既に決められたこ

とを覆して自分の思うように出来るはずはないと思うが、多分その通りで農産物の自由化阻止など出来

るはずがない。日本はＴＰＰで農産物に対する不利益ばかりを話題にしているが、ＴＰＰのもっと問題

になるところはそんなことではなく、生命保険、貯金、サービス業、等をはじめとする、いわゆる非関

税項目が同取り扱われることではないかと思う。要は他国の企業が、例えば保険会社が日本は皆保険精

度があり、参入できないと騒げば、国際法廷で問題となれば、国内法律を変えてでもこの皆保険を無く

さなければならなくなるかもしれない。こうした非関税障壁となっている事項を海外、主にアメリカの

企業の言いなりになって精度変更を迫られることになると思われる。この方が農産物の自由化などより

もっと問題と思われるが、マスゴミをはじめ関係者は農産物ばかりを争点にして、最重要課題を何も言

わない。農産物は確かに当初は大変だが、日本は多分こうした問題はクリアしてしまうと思っている。 

しかし問題はありながらも日本は皆保険精度があるため、アメリカのように貧者は病気になっても医師

に掛かれないといった事態は起こらない。救急車はたらいまわしが問題となっているが、ただで適当な

病院まで運んで早期の治療が出来る。こうした仕組みが恐らくアメリカのようになってしまい、さらに 

格差が広がるのではないかと思われる。他の行政サービスについても大きく変更されることになるだろ

う。こうした問題をマスゴミは一切取り上げない。他の問題でもマスコミの本来の機能が停止しまって

いる状態で、何とかならないものだろうか? こうした話題にならない問題がＴＰＰでは重要な問題な

ので注意をしていく必要がある。今からではどうにもならないのかもしれなく、まんまとアメリカの罠

にはまったのだろう。阿部ノミックスで浮かれている場合ではないだろう。これもやがてこんなはずで

はなかった、ということになりかねない状況と思うが・・・・。世も末じゃ。 

 

２０１３年４月１６日 

  宇宙がなにやら騒がしい様子。２月にロシア上空で隕石が爆発して被害を出したが丁度その日の夜、 



DA14 という小惑星が地球をかすめていったが気づいただろうか？ これが通り過ぎた距離は地球から

わずか 17000Km のところを通過した様子。ずいぶん離れているじゃないかと思うが、月と地球の距離

がおよそ 384000Km あるが、これよりもずっと地球よりを通り過ぎて行ったとされている。まさに衝

突寸前だったと言われている。最近ＮＡＳＡはこうした小惑星の動きを事前につかむことは困難と言っ

て、衝突しないよう「祈ってください」といったそうな。 

  実際、右図の黄色い点で示したのが小惑星、 

白い矢印が彗星だそうで、これを全て監視することは 

不可能とのこと。そこで祈りのメッセージとなったと 

言われています。宇宙も数百年ごとに静穏期と活動期が 

あるようで、今はその活動期にあり、これから益々、 

色々な事件がおきるのではないかといわれています。 

 ここのところ太陽活動も不穏な状況となっています。 

黒点の数から見ると太陽活動が減衰したと言われてい 

ますが、一方では異常な状況が起こりやすくなったとも 

言われております。数日前にも地球から見て太陽の裏に 

当たる面で大爆発が起こった様子が太陽観測衛星ＳＯＨＯ 

より送られてきたということです。太陽の裏なので地球に 

直接影響はないといわれていますが、暫くは要注意かもし    小惑星帯及び彗星 

れません。宇宙はここ暫く騒がしくなりそうなので注意し 

てください。と言っても何も出来ないのでただ静観するば 

かりですが。 まあ地球も活動期とのことこちらの方が 

なお心配かもしれませんが、まだ対応の仕様があるかもし 

れません。 更に悪いことに福島の原発事故も収束すると 

は思えない状況です。多分こちらは手のつけようがないの 

かもしれません。どこかのブログにありましたが、この福 

島原発事故だけで太平洋全体が放射性物質で汚染されてし 

まうといわれております。 

 最近宇宙戦艦ヤマトのリメーク版アニメが放映されてい 

ますが、今の世にはイスカンダルのスターシアもいません。 

まして宇宙戦艦ヤマトもありません。自分らの手でコスモ 

クリーナを作らないと、地球は住めなくなってしまうので    太陽の裏側での爆発の様子 

はないかと思っています。この地球の活動期を控えて、何の     左側の黒い部分が 

意味もない原発規制法をクリアしたと言って、これから       太陽（太陽面カバー） 

原発の稼動が加速すると思いますが、また第二の原発事故 

が繰り返されるとしか思えません。福島でさえ収束できないのに。日本ばかりではないので、やはり地

球は宇宙戦艦ヤマトを必要とする状況になってしまうのでしょうか? コスモクリーナは作ってみたい

と思っておりますが！ 

 

 

２０１３年３月６日 

  今日は大分春めいて暖かい、東京は意外と花が多く、梅の花は勿論、万作、馬酔木、等の庭木もそ

こかしこで咲き始めた。このまま春が深くなっていくといいのだが、東京はこれから環の戻りとともに

雪の多い日もあり気を許せない。暖かい日が続いた後、まだ寒い冬の夜に沈丁花の香りがどこからとも

なく漂ってくるのも懐かしい。４月半ばに入ると一気に青葉の季節になりそうだ。 

 ところで２０２０年のオリンピック開催地検討するためのＩＯＣ審査員が東京の検証に来ているら

しい、連日マスゴミでは行く先先の様子を伝えている。彼らが成田に降り立った時の様子も伝えていた

が、小学生を数十人集めて旗を降らせて歓迎している様子を報道していた。何となく違和感を感じた。

小学生を動員して、彼らにとってはアイドルでもなんでもないおじさんに旗を降らせて、つまりヤラセ



を演出して何になるのだろうかと思った。元オリンピックに出場した選手がパフォーマンスを演じて友

好的なところを見せ、ＩＯＣ委員には好評だったと報じている。まあ競技施設と交通の便のいい東京を

オリンピックの会場として使うのは理にかなっていると思うが、開催予定地に指定されるか疑問を持つ。 

 これは東京が放射能で汚染されていることを彼らの方が良く知っているからだ。放射能のために落選

するのではないかと思う。日本国民には政府は勿論、マスコミでさえ放射能の現状を報道していない。

多分外国メディアの方が詳しく福島原発の状況を包み隠さず報道しているのではないかと見られる。 

東京はチェルノブイリの基準で言うと放射線管理区域となると言われ、避難対象になるような状況と言

われている。こうした中で各国のトップの選手を集めて競技させることが出来るのかがポイントになる

のではないだろうか? 一度放射性物質を体内に取り込むと、遅かれ早かれ放射性障害が生じると言わ

れている。福島の現状は２年経って大分人体への影響が増え始めている様子。これらは日本では報道さ

れない。今後日本よりまともな海外メディアの報道も検討対象に入ると思われるため、東京でのオリン

ピック誘致は今回も失敗に終わるのではないかと思う。たとえ誘致に成功したとしてもオリンピックに

参加しない選手が続出するのではないかと思われる。ＩＯＣの選考委員会は環境問題も考慮対象となる

みたいだから。もしこのことが理由で落選したら、東電をはじめ、日本政府、マスゴミはどう言い訳す

るのだろうか？ 下手なパフォーマンスなどしているより、よほど放射能対策をどうするのか検討すべ

きではないかと思われる。多分このことが選考の話題になると思われるから。オリンピックではテロ対

策に匹敵する問題として検討されるのだろう。案外トルコ辺りが選ばれるのではないだろうか! 

 

 

２０１３年２月９日 

 前回は宇宙の様子が騒がしくなってきたことを述べたが、それに劣らず地球の様子も騒がしくなって

きた。マスゴミは少しも伝えないので、少し下記に条項を示す。 

 まず気になるところでは、以前挙げたと思うが、地球の活動が活発化していると見られる。一つはオ

ーストラリアプレート境界のマレーシア付近で海底が１日で４００ｍの隆起があったのではないかと

いう知らせである。実際にはこの付近の津波観測所での水深測定で明らかになったと言うことだが、ゆ

っくりと海底が上昇したようだ。またこのところ環太平洋火山帯の火山の噴火が増えている。最近では

カムチャッカ半島の３つの火山が同時に噴火した。この地域での大型地震も増加している。つい先日も

ソロモン諸島でＭ８の地震があったばかりだ。 

 一方で気象異常の知らせは毎日のように入ってくる。中国では各地で異常寒波と豪雪の被害。フィリ

ピンでは洪水。ヨーロッパ各地も寒波と豪雪の被害が出ている。イスラエルの嵐と洪水。オーストラリ

アの異常高温、南極の異常高温による氷床の融解、アメリカ西部の低温と旱魃、ここ数日でも、今度は

アメリカ北東部で冬の嵐、マサチューセッツ州ではこのため非常事態宣言が出され、車の走行禁止令等

が今も出されているそうだ。地球全体としては温暖化よりも寒冷化の兆候。イギリスの気象庁でも温暖

化は１６年前に終了したとの報告がなされたとか！前回の太陽活動の異変とあわせると１７００年前

後のマウンダー小氷期と似ている状況といわれている。このときはイギリスのテムズ川が凍り、日本で

も飢饉が発生した次期である。また中国をはじめ突然シンクホールが発生したとかの報道も多くなって

いる。地球の変化については磁極の移動が大きくなっており、同時に地磁気が減少していると言われて

いる。磁極の移動は十数年前から始まっており、その移動速度が年々速くなっていると言われ、過去に

起こった磁極の反転が起こるのではないかと言われている。ポールシフト等で検索してみると様子がわ

かると思われる。 

 いずれにしても宇宙の活動、特に太陽活動と切り離せない事項でもあるため、前回と合わせて様子を

見ていくことになりそう。２０１３年は忙しい年となりそう。 

 備えあれば憂いなしとあちこちのブログで話題となっている。非常食等の情報が（正しい情報を探す

ブログ等に載っていたので参考に。 

 

 

２０１３年２月６日 

 暫く更新が途絶えて居りました。やや仕事が忙しく更新する余裕がありませんでしたが、宇宙の様子



がやや騒がしくなってきております。 

 やはり In Deep 氏のブログに月面基地（エイリアン?）の話題が載っておりました。米議会でこの問

題が取り上げられ、今までＮＡＳＡによって改竄されてきた月面の異常現象が次々に明るみに出てきた

と言う記事、また中国も彼らの月探査衛星の写真を数ヶ月以内に公開すると話していると言う記事が載

っておりました。InDeep 氏のＨＰは下記にあります。また InDeep 氏のブログでは火星に水があるの

ではという火星探査機キュリオシティーの写真を載せています。 

  http://oka-jp.seesaa.net/article/313452144.html    月面 

  http://119110.seesaa.net/category/14768348-1.html   火星 

 

 これまで隠されていた月面の異常現象、ＵＦＯなどが公開されるのではないかと期待してます。そう

いえば日本の月観測衛星（かぐや）の映像もほとんど公開されていないのでは思っています。高額の税

金を投入しているのだから公開すべきと思いますが、ＮＡＳＡに牛耳られているのでしょうか？ 

 次は太陽の話題です。先の InDeep 氏のメモにも載せられていますが、天文学特に太陽に関して詳し

い常田佐久と言う方の本を最近読みました。新書版ですが最近の太陽の異常を伝えるとともに、日本の 

太陽観測衛星、ようこう、ひので が世界でもトップの観測衛星であり、これによる最近の太陽観測に

より、次々とこれまでにない異常と基礎データを伝えてきており、この分野は今、日本が独創している

とのこと。この影響により地球は今後小氷河期に向かうかもしれないことが伝えられています。 

 

 また小惑星が２／１５頃地球に再接近することも話題になっております。今まで予測されていた軌道

が太陽圏に入ってからすこしずづずれてきているとのこと。またこの小惑星についてはこれまで話題に

なっている、太陽の第１０番惑星 プラネットＸ、あるいはゼカリアシッチンにより述べられたニビル

と言う惑星ではないかとも言われております。この小惑星については暫く目が離せないかもしれません。 

 

 やはり日本のメディアでは何も紹介されませんが、今宇宙はいろいろの話題で賑わっている状況です。

何れも地球に影響を与える話題なので要注意です。 

 取りあえず本日はここまで紹介です。 


