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第９回総会を迎えるに当たり 

 

色染物質会の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

会⾧職を仰せつかってから早３年が経とうとしております。 

この 3 年間、色染物質会の今後を見つめ、いかに有意義な楽しい会になればと考えてお

りましたが未だに掴めておりません。役員の皆様はじめ同窓会メンバーの皆様には多大

なるご指導とご協力を頂き、ここに謹んでお礼を申し上げます。 

また、その結果においても至らなさを痛感し、申し訳ございません。 

そして模索中のまま本年 6 月２日（日）に第９回総会を迎えます。 

さて、本年の総会には皆様と共に色染物質会について今後の方向性と各行事について

考えたいと存じますので初めてのご出席も大歓迎でございます。ご出席して頂き、その

後懇親会も予定しております。きっと楽しい会話が弾むことと存じます。 

 

今後の課題におきましても会員増強が大切と考え、いろいろな会員増強の手法を図り

ましたが期待ほどの効果はありませんでした。それを踏まえて今後の課題と致します。 

もう一つの大きな課題と致しましては当会の親睦をどのように進めていくかです。 

本年も以前から行っていますホームページによる広報を通じて、会員の皆様からの投

稿・クラス会の報告・ゴルフコンペ・散策会・新年会及び総会その後の懇親会等がござ

います。 

このような行事に新しいメンバーが多数参加して頂けるかを考えて参りたいと存じま

す。ただ例年各行事において、新しいメンバーの参加者は常に数名でございました。 

ホームページによる情報提供は当会の重要で貴重な媒体です。これからも続けていき

たいと思います。 

 

今後色染物質会の活動におきまして、頑張って参りますので皆様方のご指導とご協力

をお願い申し上げます。 

ならびに皆様方のご健康とご多幸を祈念いたします。 

 

                             平成３１年４月吉日 

                              会⾧ 髙木 恒男 
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中に現在の 300 倍の濃度にまで充満し、温室効果により氷河が崩壊し、大氷河期は

終結した。その後、地球上に初めて多様な多細胞生物が出現した（後述）。 

氷河期の原因、発生機構には諸説あり決定的な理由は判明していない。 

３、光合成微生物の大発生 

３８億年前、海中で最初の生命の兆候が現われる。23～20 億年前、藍藻（シアノ

バクテリア）や植物プランクトンのような酸素発生型光合成微生物が誕生、水と二

酸化炭素を吸収し酸素を発生するようになる。 

6 億 4 千万年前に４回目の大氷河期が終結し、大気中に充満した二酸化炭素の温室

効果により温暖化（－50℃→＋50℃）が進んだ。氷河の移動によって削られた地表

のリンが大量に海中に流れ込み、それが一種の海中富栄養化状態を作り出した結果、

酸素発生型光合成微生物が大繁殖し全地球を覆うばかりになる。その結果、6～5 億

年前には酸素が著しく増え、現在のように大気の 20%を占めるに到る。大気中に充

満していた二酸化炭素は大きく減少する。 

光合成生物は光エネルギーを使って水と空気中の二酸化炭素から炭水化物（糖

類：例えばショ糖やデンプン）を合成した。また光合成生物は水を分解する過程で

生じた酸素を大気中に供給した。光合成＝炭素同化作用の収支式は以下の通りであ

る。 

6 CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2  

高い酸素濃度がコラーゲン繊維（結合組織の重要な構成成分）の合成を可能とし、

細胞同士の接着に利用され、単細胞生物の多細胞化が促進された結果、大型生物が

誕生した。 

酸素発生型単細胞生物の誕生から、硬い骨格を持った多細胞生物が多数現れるま

での期間を「原生代」と呼んでいる。 

４、地球生命の興亡 

５億８千万年前になると爆発的に多様な多細胞生物（エディガラ生物）が出現し

た。海中では三葉虫やシーラカンス、陸上では巨大トンボやゴキブリの全盛時代で

ある。 

２億５千万年前にこれら生物の大量絶滅が起り、実に生物の 90％が消滅した。絶

滅の原因について注目を集めている仮説は次の通り。この頃シベリアで巨大なマン

トルが上昇して膨大な量のマグマが噴出した事実が判明しており、そのマグマ噴出

が多量の二酸化炭素を大気中に放出して温室効果を強め、地表の温度を著しく高め

た。二酸化炭素は雨水に溶け込んで酸性雨を降らして陸上の植物を枯らし、光合成

を妨げた。そのため酸素が欠乏し、陸や海で多数の動物が死に至った。 

ここまでの時代を「古生代」と呼んでいる。 
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古生代 カンブリア紀（約 5 億 5 千万年～5 億年前）の海底 

Crown Publishers Inc. 発行‘DINOSAURS’より転載  

 

海洋が地球上のほぼ全てを覆い尽くし、動物の多様性が一気に増大した。これをカンブリ

ア爆発と呼ぶ。非常に奇異な姿をした生物が多数発生した。この時期の生物群を総称して「カ

ンブリアンモンスター」とも呼ばれる。 

この生物群には、クラゲ状の「ネミアナ」、楕円形をしたパンケーキ状の「ディッキンソ

ニア」をはじめ、直径数十 cm にもおよぶ、かなり大きな多種多様な軟体性の生物が見られ、

地球最古の多細胞生物ではないかと考えられている。 

また三葉虫等の節足動物が繁栄した。多くは腐食生活者であるが、一部の種は捕食者であ

る。１万数千種の三葉虫化石が発見されており群をぬいた多様性である。現在発見されてい

る三葉虫の化石のうち、最も大きいものは全長 60cm もあり、小さいものは 1cm に満たな

い。頭部には複眼が左右に 1 対ある。 
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シーラカンス 

長らくシーラカンス目は全て絶滅したものと考えられていたが、南アフリカの北東海岸の

チャルムナ川沖にて 1938 年、現生種の存在が確認され、学会および世界を騒然とさせた。 

全長が 3m に達する巨大な種も知られている。現生のシーラカンス 2 種はいずれも深海に

生息し、魚やイカを捕食していると考えられている。 

 

 
古生代 カンブリア紀のオパビニア（西田 巌 作画） 

体長５ｃｍ前後、頭部の前面に 5 つもの眼を具えている。前方の一組の眼と 1 つの正中

眼は三角形を作って配置されているが、斜め後方にはさらに 2 つ一組の眼がついている。こ

の特異な後方 2 つの眼の基部には短いながら眼柄がついていて眼を心持ち持ち上げている。
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それによって上方に 360 度近い視野を確保していたように見える。 

また、頭部先端の下面にはゾウの鼻にも似た長くて柔軟な管状の器官を具えている。この

管の先端には、ギザギザのついたカニのハサミまたはトングのような構造体が並んでいて、

物を掴めるかのように見える。しかし、口はそこには無く、管の付け根の後ろに開いている。 

 

この大絶滅でも辛うじて生き残った生物が再び進化をとげ、ご存じの恐竜時代が

到来する。また哺乳類や鳥類の祖先も次々と出現した。6550 万年前に再び生物の大

量絶滅が起こり、恐竜やアンモナイト、そして海洋表層と浅海に棲む動物の大半の

種が絶滅した。 

1980 年、米カリフォルニア大学の地質学者 Ｗ．アルバレスとその父でノーベル賞

受賞者でもある物理学者 Ｌ．アルバレスらが大量絶滅の主原因を「隕石」とする論

文を発表した。アルバレス父子は白亜紀末（約 6550 万年前）の地層（KＴ境界と呼

ばれる）で他の地層と比べ 20 - 160 倍に達する高濃度のイリジウムを検出した。イ

リジウムは、地表では極めて希少な元素（rare metal、希少金属）である反面、隕石

には多く含まれる。その後 KＴ境界は世界各地で発見され、この地層を境に恐竜を

始めとして発見される化石の種類が激変していることが確認された。 

大量絶滅の原因は直径約 15 km の巨大隕石（小惑星）の落下。場所はメキシコ ユ

カタン半島の北西端チクシュルーブで、直径約 200km、深さ 15～25km のチクシュ

ルーブ・クレーターが現存している。落下地点の周辺はマグニチュード 11 規模の地

震と大規模火災が発生し、海に落ちたために生じた津波は高さ300mと推定される。

さらに、衝突で巻き上げられた塵が成層圏に及んで漂い、数ヶ月から数年間太陽光

線を遮り、植物など光合成生物の死滅に端を発し、生物全体の 70％が絶滅したと推

測される。ここまでの時代を「中生代」と呼んでいる。 

その後、ニッチ（niche、生態的地位）は哺乳類と鳥類によって置き換わり、現在

＝「新生代」の生態系が形成された。現地球上には３千万種の生命が存在している。 

 

THE AGE OF REPTILES（爬虫類の時代） Yale 大学 Peabody Museum 壁画より 
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中生代 ジュラ紀（２億年～1 億 4 千万年前）、白亜紀（1 億 4 千万年～6 千 5 百万

年前）の恐竜。巨大化、特殊化が進み環境変化に対し極めて弱体化した。    

左  ：ティラノサウルス － 北米大陸に生存した肉食恐竜、体長約 12m、体重約 5 トン  

右  ：アパトサウルス － 北米大陸に生存した植物食恐竜、体長約 2３m、体重約 30 トン  

右端：ステゴサウルス － 北米大陸に生存した植物食恐竜、体長約９m、体重約 30 トン 

５、巨大隕石（小惑星）衝突と新生代の終末 

月の表面には数多くのクレーターがある。クレーターが隕石衝突でできたことは

今では常識になっているが、アポロ計画によって月面の詳細な探査が行われるほん

の 30 年ほど前までは火山起源説と隕石衝突説が拮抗していた。現在、月面隕石衝突

は３時間に１回の頻度で観測されている。直径 1km 以上のクレーターが 30 万か所

存在する。地球は月の 81 倍の質量、４倍の直径であるため、月面以上の頻度で隕石

が飛来してくるはずである。ところが地球には大気というバリヤーがあり、秒速、

数ｋｍ～数 10ｋｍの速さで落下する隕石は大気との摩擦熱で流星となり、直径 30

ｍ以下の隕石は地表に達するまでに燃え尽きてしまう。また地表の 3/4 は海である

ためクレーターが発見し難い。現存する巨大クレーターは 180 か所、最古のものは

ヨハネスブルグの南西 120km の位置にあるフレデフォート・ドーム。直径は約

190km。20 億 2300 万年前(古原生代。海中に微生物が生息していた時代)に直径 10

～12km の小惑星が秒速約 20kmで衝突したと考えられている。 

太陽系内の惑星より小さな天体を小惑星（Asteroid）と称する。その多くは火星と

木星の間の軌道を公転しているが、地球付近を通過するものも存在する。また、惑

星や衛星のような球形をしているのはケレスなどごく一部の大型の小惑星のみで、

大半は不定形である。ケレスは直径約 1000km であるが、直径 500km をこえるも

のは他に 2 個、直径 250km をこえるものでも十数個しかない。2012 年 5 月現在、

軌道が確定して小惑星番号が付けられた天体は329,243個にのぼる。直径1km程度、

ないしそれ以下の小惑星は未発見のものが数十万個あると推測されている。 地球

付近を通過する可能性のある小惑星は NEA(Near Earth Asteroid, 地球近傍小惑星)

といい、2012 年 11 月 1 日現在で 9252 個が確認されている。米、欧、日を中心に

世界に数多くの観測体制が敷かれている。 
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小惑星 Asteroid 

小惑星は主として火星軌道と木星軌道の中間に分布する。このほか木星軌道上の太

陽から見て木星に対して前後60度の位置にトロヤ群と呼ばれる小惑星の集まりが存

在する。 
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小惑星の形と大きさ  

近接探査が行われたガスプラ、エロス、イダ（中段左から中央、左上は拡大したもの）、唯

一地球から肉眼で目視できるベスタ（中央右寄り）、小惑星帯では最大の天体であり、最初

に発見された小惑星でもあったケレス（右）、そして火星（下）。小さな物ほど不規則な形状

になっている。 

ｍｉ（mile）：1km は 0.6214 マイルに相当。ガスプラで 19km、恐竜絶滅時の巨大隕石

（小惑星）直径は約 15 km。 

 

歴史は繰り返す。「新生代」が巨大隕石（小惑星）落下で終末を迎える可能性を否

定することはできない。恐竜帝国は１億４千万年続いたが、我々人類の誕生は２本

の足で歩き始めたアファール猿人からでも 400 万年に過ぎず、例えば恐竜繁栄の期

間を１年と置き換えれば、人類は生まれてまだ 10 日ちょっとということになる。だ

からといって人類も恐竜と同じように１億年以上繁栄できるという保証はない。 

生物大量絶滅を来たす地球への直径 10km 級の巨大隕石（小惑星）の衝突の頻度

は１億年に１度と見なされている。前回、6550 万年前の直径約 15km の巨大隕石衝

突から、次の衝突は確率的には今から 3450 万年後ということにはなる。しかしこれ

会誌NO１０　 P９

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9_(%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AD%E3%82%B9_(%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%80_(%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%BF_(%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F%E5%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AC%E3%82%B9_(%E6%BA%96%E6%83%91%E6%98%9F)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Asteroid_size_comparison.jpg


はあくまで確率の話であり、近未来に巨大隕石が落下する可能性を誰も否定するこ

とはできない。 

「小惑星が地球に近づいた段階で何らかの処置を行っても手遅れ。少なくとも地

球落下の１０年前に軌道修正処置をとる必要がある。ミサイルで迎撃する方法は、

破片の数が増えて被害地域が広がる恐れがあるため現実的ではない」（2013／2／24

読売新聞、宇宙航空研究開発機構、吉川真准教授談）。 

前項で述べたように直径数 10km 以上の小惑星は NASA（アメリカ航空宇宙局）、

ESA（欧州宇宙機関、19 か国が参加）をはじめ世界各国の天文台で常時観測されて

おり、10 年後に地球に衝突する可能性の高い小惑星を特定することはできる。ただ

し小惑星観測が始まったのは 20 年前であり、それ以前に観測できなかった小惑星が

軌道を周回して再び地球周辺に近づく場合は現時点では予測できない。 

 

一方小惑星の衝突を回避する有効手段は現在の科学技術では達成されていない。 

ESA では「ドン・キホーテ計画：現存するロケットを衝突させて軌道を変える方

法」などの回避法が模索されているが、直径 100m 以上の小惑星には効果がないと

考えられている。 

NASAでは、ヤルコフスキー効果と小惑星軌道修正について検証が行われている。

ヤルコフスキー効果は、自転する小惑星の表面が昼間、太陽によって暖められ、夜

間には熱線を放射して冷却することから生じる熱放射量の差が微小な力を発生し、

軌道が変化する現象を指す。表面を「塗装」して反射率を変えたり、太陽の光を小

天体に集めて加熱するなど、ヤルコフスキー効果をつかって地球に衝突する可能性

のある小天体の軌道を変更するというシナリオも考えうる。 

上記のいずれも未だ研究段階にあり効果の大小はわかっていない。今世紀半ばに

は決定的な衝突回避技術が確立されるであろう、というのが大方の科学者の期待を

込めた推測である。 

６、地球の未来、生物の未来 

地球は今から約 50 億年後に消滅する。正確には消滅するのは太陽。太陽の寿命は

およそ 100 億年と考えられ、現在の太陽は生まれてから 50 億年ほど経過している。

つまり残り 50 億年で太陽は寿命を迎えることになる。寿命が近づいた太陽は現在の

800 倍にまで膨張し、次に収縮しながら冷えていき、最期は光を全く放たなくなる。

その過程で地球の大気は無くなり、海は全て蒸発し、遂には膨張する太陽に地球は

飲み込まれ消滅する。 

太陽は 1 億年あたり 1%程度放射力を上げていき、地球では 7 億年後くらいから海

が蒸発によって失われ始め、10～26 億年後の地球は金星のような高圧大気（金星の

大気圧は 90 気圧、地表の平均温度 465℃、金星の大気の 96％は二酸化炭素）の惑

星になると推定される。 

地球の気候と気温は平均化するとほぼ一定に保たれているが、暑くなり過ぎて、
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反転して今度は寒くなり過ぎるという上下振動を繰り返している。寒い方へ寄り過

ぎると「氷期」となって氷河が成長し、暑い方に寄り過ぎると氷河が消えて温暖化

する。数億年の長期スパンでみると寒暖を繰り返しながら平均としては温暖化する。 

現在の地球は氷河期にある。4000 万年前の南極の氷床の成長により始まり、300

万年前から起きた北半球での氷床の発達とともに規模が拡大した。最近の氷期（氷

河期のうち、特に気候が寒冷で氷河が発達・拡大し、世界的に海面低下が生じた時

期）は約 1 万年前に終り、現在は間氷期にある。 

現在の氷河期が終わり（数百万年以上の後か）気温は 7～12℃上昇し、南極など

の氷床、氷河が融けて、中生代のような温帯と熱帯だけの温暖な時期が到来する。

その後さらに地球上の氷床、氷河が全て融けて、水面が上昇し、地球の表面がほと

んど海に覆われ、海洋惑星となる可能性もないとはいえない。 

トンボ、ゴキブリ、シーラカンスは６億年間その体形を保って生き残ってきた。

地球温暖化が進み、海が蒸発し始める 7 億年後まで、人類は幾多の試練を乗り越え

て生き残れる可能性はあるかも知れない。 

未来の地球環境激変―小惑星衝突、大氷河期、海洋惑星化、さらには大気と海の

消滅、地球消滅―にそなえて、人類の子孫は何らかの有効な手段を確立し、絶滅か

ら逃れることができるのであろうか。 

 

＊楽観論： 

将来、生物が生息可能な（水や酸素の存在、光、気温、etc.）太陽系圏外の天体が 

見つかり、人類の子孫が短時日でその天体に移動することが十分に可能な時代が到

来するのか。 

太陽～海王星の距離は太陽～地球の 30 倍、光速で約４時間、宇宙ロケット（１k 

ｍ/秒強）では５５年。ただし宇宙無重力真空空間では、ロケットが噴射する限り、

光速を限度に加速し続けると考えられる。 

宇宙の中で生命が誕生するのに適した環境と考えられる天文学上の領域をハビタ

ブルゾーン (habitable zone) 「生命居住可能領域」と呼ばれる。多様な生物が存在

する地球と類似する環境範囲内にあれば、人類の移住、生命の発生やその後の進化

も可能なのではとの仮説に基づく宇宙空間領域を指す。 

NASA の系外惑星探査衛星「ケプラー」が 8 つのハビタブルゾーンに存在すると

見られる太陽系外の惑星を発見。ケプラー438b（470光年彼方）、ケプラー442b（1100

光年彼方）、ケプラー 452b（1400 光年彼方）、等。しかし地球から移動するには余

りにも遠距離。 

2016 年 5 月、ベルギーのリエージュ大学、天文学者チームの科学誌ネイチャーで

の報告によると、ハビタブル惑星が 40 光年先に 3 つも見つかった。これらの惑星は

太陽より小さく低温の恒星 TRAPPIST-1 の周りを周回しており、大きさや気温など

も地球に近いものとされている。また恒星が小さいことから、生命の存在の可能性

の重要な手がかりとなる大気の成分などより詳しい調査も可能とのことである。 
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＊悲観論、現実論： 

間氷期と氷期は地球誕生以降 10 万年周期で繰り返されてきた。間氷期（温暖期）

1 万年、氷期 9 万年のサイクルである。現在の間氷期が終わり、1 万年ないし 2 万年

の後、再び氷期に入り、厚さ 3km を超える氷床が陸を覆うであろう。世界の大都市

―ロンドン、パリ、ローマ、ニューヨーク、東京、は氷に覆われる。海水が凍り、

海水面は 120m 以上低下する。その後、気温は９万年もの間０℃を下回る。氷に覆

われた陸地では植物が生きられなくなり、食料を失った草食動物が死滅、食物連鎖

につながったあらゆる動物が消滅するであろう。そして何 10 億もの人間が地球から

消えるであろう。赤道に近い地域に限っては緑が残り農作物も育つがその量は限ら

れるので、住民は生き残るために本能的な行動、奪い合い、殺し合いをする可能性

がある。 

文明社会は崩壊し、天体観測、宇宙ロケット開発の進展は望むべくもない。ハビ

タブル惑星への移住は全く不可能。 

若しかしたら、１～2 万年後の氷期到来より以前に、人類は自らが開発した破壊技

術によって自滅するかも知れない。 

 

ＧＯＤ ＯＮＬＹ ＫＮＯＷＳ ！ 

 

 

引用文献： 

「地球の教科書」   井田喜明     岩波書店   2004-11-27 

引用インターネット情報： 

① http://contest.japias.jp/tqj1998/10098/noframe/1.html 

「The Miracle Earth 奇跡の星～地球～」 

② https://ja.wikipedia.org/wiki/P-T%E5%A2%83%E7%95%8C 

「ＰＴ境界」 

③ https://ja.wikipedia.org/wiki/K-Pg%E5%A2%83%E7%95%8C 

「K-Pg 境界」 

④ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%83%91%E6%98%9F 

「小惑星」 

その他、多数のインターネット情報から引用した。 

 

Ｓ３５年卒 松岡謙一郎 
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京都 法金剛院と女御 待賢門院 

京都市右京区花園扇野町（ＪＲ嵯峨野線、花園駅から丸太町通りを西へ約 500ｍ、

北側）に現存する法金剛院は、平安初期の貴族・清原夏野（782～837 年）の山荘が

あり、夏野の死後、山荘を寺に改めたものが当寺の前身であるという。その後、寺

運は衰えたようだが、3 世紀ほど経た平安末期（1130 年）、待賢門院（1101～1145

年）により再興された。待賢門院は藤原氏の出身で、鳥羽天皇の中宮であり、崇徳

天皇、後白河天皇の母である。 

最盛期の法金剛院には九体阿弥陀堂、丈六阿弥陀堂、待賢門院の御所などが立ち

並んでいたというが、度重なる災害により、壮観だった当時の面影はない。なお、

平安末期の浄土式庭園の遺構が 1968 年に発掘・復元されている。「蓮の寺」と呼ば

れ、７～８月には池一面に白い大きな花が咲き誠に美しい庭園である。 

我々は中高校で「保元、平治の乱」について学んだが、その中身は全く覚えていないので、

女御、待賢門院と「保元、平治の乱」について纏めてみることにする。 

白河法皇は、愛妾祇園女御の連れ子（養女）であった璋子（たまこ、後の待賢門

院）を 5 才の時から自分の元で育てかわいがり溺愛した。璋子は美しく成長し、10

代半ばになると、還暦を過ぎた法皇との良からぬ噂が宮中で広がった。いつまでも

璋子を自分のそばに置いてはおけないと思った法皇は、璋子が 17 才のとき、法皇の

孫で 15 才の鳥羽天皇に入内（じゅだい、中宮になること）させた。2 才姉さん女房

であった璋子と鳥羽天皇は仲睦まじく、２人の間に 7 人の子供が誕生した。長男の

後の崇徳天皇（第 75 代）、さらに四男の後白河天皇（第 77 代）と、璋子は常に皇子、

皇女達に囲まれて暮らしていた。 

ここに、璋子より 16 才若く、美人の誉れも高かった藤原得子（なりこ、後の美福

門院）は 17 才の時、鳥羽天皇に見染められ入内した。鳥羽天皇は、皇位を璋子の長

男の崇徳天皇に譲位すると上皇となり、鳥羽院に引きこもり得子を寵愛した。目の

上のたんこぶであった祖父、白河法皇が崩御すると、鳥羽上皇は自分が譲位した崇

徳天皇を今度は無理やり退位させ、得子との間に生まれた 2 才の近衛天皇を即位さ

せた。ところが近衛天皇は生まれつき病弱で 17 才で病死した。後継天皇を決める議

定が開かれ、崇徳上皇の皇子、重仁親王が有力であったが、結局、雅仁親王（崇徳

天皇の弟、後白河天皇）が即位することになった。 

翌年、鳥羽法皇が崩御すると皇位を巡って朝廷が後白河天皇方と崇徳上皇方に分

裂し、保元の乱（1156 年）が起こる。この乱で活躍したのが、後白河天皇方につい
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た源頼朝の父義朝である。平清盛は義朝とともに戦っている。義朝の父為義と弟為

朝は崇徳上皇方について戦っている。 

 崇徳上皇方は、為朝が自慢の強弓で奮戦するが、義朝の作戦に従った後白河天皇

方は、崇徳上皇の白河殿を襲撃して勝利をおさめた。崇徳上皇は讃岐（香川県）に

流され、為義は斬首、為朝は伊豆大島に流された。以上が保元の乱の経緯である。 

なお、これに続く「平治の乱」（1160 年）では、源義朝、平清盛は敵味方に分か

れ、清盛が勝者となり平家一門の隆盛が到来した。 

 璋子は、崇徳、後白河の二人の息子の骨肉の争いを見て、悲観にくれたであろう

ことは想像に余りある。璋子は法金剛院を再建しここで晩年を過ごし、44 才で逝去

した。当時、北面武士（鳥羽帝の警護にあたる近衛兵）であり天才歌人と誉れ高い

佐藤義清（後の西行）は、絶代の美貌を謳われ、信仰心も深かった璋子を慕ったと

いう。西行は 72 才で没するまで、畿内（吉野山・高野山）・東北（奥州）・四国を乞

食行脚しながら和歌（うた）を詠み、京に還るたびに法金剛院に眠る璋子の墓参に

訪れたという。 

ところで保元の乱にて讃岐に流罪となった崇徳上皇については後日談がある。 

保元物語によれば、崇徳は讃岐で五部大乗経を写本し反省の証に朝廷に差し出した。 

しかし後白河は受け取りを拒否し写本を送り返してきた。崇徳はこれに激怒して、

自分の舌を噛み切り、その血で送り返された写本に次のように書き込んだ。  

「日本国の大魔縁となり、この経を魔道に回向（えこう）す。」  

「皇を取って民とし民を皇となさん」と。  

そして爪や髪を伸ばし続け、夜叉のような姿になった。  

 1164 年崇徳は４６才で崩御し、讃岐、白峯御陵に埋葬された。火葬の煙は都の方

角にたなびいたという。 

慶応 4 年（1868 年）、明治天皇は即位に先立ち、勅使を讃岐に遣わし、現地に崇

徳上皇の社殿を造営した。そして崇徳院の魂をお迎えして京都御所のすぐ近くに白

峯神宮（京都市上京区、堀川通りと今出川通りの北東角）を創設した。これは父で

ある先帝、孝明天皇の遺志を受け継いだものと言われている。あれほど都へ帰るこ

とを願いながら亡くなった崇徳院の実に 700 年ぶりの帰京となった。 

余談となるが、御所のまわりの広大な緑地はもともと宮家や公家の住まいがあっ

たが、東京への遷都により宮家や公家も京都を離れ、公家町は荒廃したと伝えられ

ている。これを嘆かれた明治帝は自身のお手許金４千円（現在の金額に換算して１

億６千万円以上）を京都府に対し 12 年間にわたり下賜し、御所の保全を命じた。こ
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のため京都府は土地を買収して建物を撤去し、周囲に土塁を設けて植樹などを行い、

門を設置した。そしてこの地に「御所に付随する苑地」と言う意味の「京都御苑」

という名称を付けた。明治帝は皇太子の頃に欧米を視察し、何れの都市にも広大で

美しい市民の公園があることに感銘を受けたことによるとも言われている。 

Ｓ３５年卒 松岡謙一郎                                          
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法金剛院の蓮 2017-8-15 撮影 

 待賢門院像（法金剛院蔵） 
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安岡正篤（やすおかまさひろ 1898～1983）の処世訓 

 古今東西に処世訓は多いが東大に法学を学び、卒業後は陽明学者として、また思想家とし

て大成し、終戦の詔勅草案にも大きく関与された氏が示す処世訓「六中観」は輻輳する今日

の世界にあって,殊更に高齢者にとっては指標にも似た珠玉の言葉として映る。         

この正月に図書館にこの関係書 4冊借り受けて読む。なお理解し難い多くを残すが氏の人

間性やその鋭い指摘や論理には大いに感銘を受けるものがあった。米寿を迎えた私の記念と

報恩の一端として当会誌に「六中観」の概要のみを記載させて頂きたい。            

 

「六中観」      

１「忙中閑あり」   注 本当の閑を指す        

２「苦中楽あり」   〃 本当の楽を指す  

３「死中活あり」   〃 身を捨ててこそ浮かぶ瀬あり 

４「壺中天あり」   〃 心休める自分の世界を持つ 

５「意中人あり」   〃 心の中に尊敬の師を持つ 

６「腹中書あり」   〃 座右の銘を持つ        

 この処世訓を一口に云えば、心の豊かさの上にこそ豊かな生活が得られると云う。その心

の豊かさは心のゆとり（１、2、3 項）と自らの世界（4 項）そして向上心（5, 6 項）に依

って得られると云う。   

 心のゆとりは厳しい環境にあってこそ得られることを１,２,３項は述べている。  

 自らの世界とは、マイホーム 家族 友人 健康 信心 教養趣味などを指すのであろう。 

                             昭２８年卒 西川三郎                                                                   
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米寿を詠む 
 

この 2月に米寿を迎えます。永い道のりに思いを馳せながら元気に歩んでいます。 

 

 
酷寒のソウルの幼稚舎ひな祭    

迎いに見えし母のぬくもり 

 

 

 

うつせみの吾にしあれど残る道  

なおも学びて夢を追わなむ 

 

 

 

寒き空 雪を残せる老梅に     

吾が風雪の来し方偲びぬ 

 

 

           （色染昭 28年卒） 西川三郎 
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私本・古代史   

            （色染昭和 31年卒  安田 功） 

私が生まれたのは奈良盆地の東南、秀麗な三輪山の麓で、将に古代史の舞台の真直中、邪

馬台国畿内説の学者が、卑弥呼の墓としている箸墓古墳を朝晩眺めながら育った。少年期は

戦時中の事とて皇国史観一色、不自然な歴史に疑念を挟む余地はなかった。古代史の本を読

み漁る時間が出来たのは定年後で、科学に準拠した事象、発掘された事実、合理的で納得で

きる論説だけをサマリーにして保存してきた。20 年を閲し、これを点綴して「私本・古代

史(日本の始まりから律令国家の成立まで)」に纏めた。450頁に膨らみ、今回、本稿の限ら

れた紙幅には纏め難いが、編集子の要請もあり、粗筋を紹介したい。 

 

 日本列島に人の足跡が見られ出すのは、4万年前。3万年前頃からその数が増え出し、北

方から寒冷順応した人種、南方から海洋適応した人種が住むようになり、混じり合いながら、

BC1 万数千年から BC4 百年までの縄文時代に、特に BC9 千年頃の急な温暖化の後、列島

が孤立、閉鎖された社会で、狩猟、漁労とクリ、アワ等の植物性食料の栽培も含めて豊かな

生活をし、ある程度均一化してきた。 

 この生活を一変させるのが、水耕栽培の稲の渡来である。BC10世紀後半に中国江南から、

或は朝鮮半島を経由して九州北部に入って来た水田稲作は、BC7～6世紀には近畿、BC4世

紀初めには青森まで広がる。渡来人は人数的には少ないながら豊かな食糧自給で人口爆発

を起こし、本州人の形質に影響を及ぼした。この変化から取り残された沖縄や北海道のアイ

ヌとは差が出来、日本人の二重構造を形成することになる。東アジア人の DNA 分析では、

大局的には当然類縁性が高いが、日本人は朝鮮、中国と可成り異なる要素も持っている。陸

続きの中国、朝鮮では、孤立した列島とは異なり、当然異民族との混血が進んだことがその

原因の一つである。その上、人間の形質・性格、行動を決める要因として、遺伝子の寄与度

は存外低く 40%、環境要素が 60％位と見られている。孤立した環境で、日本人は独自の形

質を形成したと見られる。中国、朝鮮半島との交流は古代から結構あったが、島国の日本は、

陸続きの国と違い、激しい民族間の抗争も少ないので、扶余族の本質を温存し、勤勉でお人

好し、大陸の胆汁質とは異なり、潔しさを美徳とし、誠実、礼節を重んじる形質が形成され

て行ったと見られる。外敵の侵略が少ない反面、自然災害が多く、その度毎に神を怖れ、八

百万の神を信仰し、互いに助け合う優しさが形成されたと見られる。是が中国、朝鮮と形質

に差を作った。渡来人も逐次この環境に馴化させられることになる。 

それにしても、古代から中国、朝鮮半島との交流は、存外に密なものがあったようで、中

国、朝鮮での争乱の度毎に、押し出されるように、政治亡命や難民が波状的に渡来している。

一度の人数は少ないものの間断なく渡来している。彼らは先進の技術、材料、統治のノウハ

ウを持ち込み、政治勢力に大きい影響を及ぼした。特に鉄製の武器は、圧倒的な威力を示し

た。渡来ルートは、中国半島から北九州へ、もう一つのルートは半島東部から出雲地域へで

あった。当時の倭国は、各地に豪族勢力が多数蟠踞し、水耕稲作の発展の結果、所領域を巡

る争いが起って来ていた。その中で有力なものは、出雲が中心となる、丹波、北陸、近江、

東海まで及ぶ山陰勢力、北九州には諸勢力が鎬を削って蟠踞し、九州南部にも別の勢力があ

り、吉備、大和にも、一定の勢力が形成されていった。 

九州の各地の神社等に伝わる伝承によると、2世紀の中頃、出雲勢力の須佐之男が、九州

にその影響力を広め、その子・饒速日命は大和へも進出している。北九州では、主として中

国南部からの渡来人を中心に、邪馬台国が成立する。記紀の記載は不自然、不合理で、天照

会誌NO１０　 P１９



と須佐之男は姉弟だったのではなく、須佐之男が卑弥呼を現地妻としたと見ている。同じ頃

大和でも出雲、吉備勢の主導で、東海の勢力を糾合して、祭祀中心の纏向遺跡が営まれる。

大和は、大和湖の干上がりが進み広大な農地が増えた。農業生産が何処よりも豊かになり、

東西の交流の要衝を占めている事、三輪山信仰の求心力で繁栄を始める。その豊かさを求め

て、九州勢力から、自然発生的に勢力が少しずつ大和に移動し、大和の勢力が革新され、増

え続けた。 

 邪馬台国論争は不毛である。倭国は九州にあり地政学的に、また、外交能力面でも、中国

の権威を背景にして権威を誇示することを狙って通交していて、それが魏志倭人伝の記録

として、偶々残った。邪馬台国だけが日本の唯一の国で、代表という存在では決してなかっ

た。畿内勢力の外交はずっと後の推古朝辺りからのことになる。 また、邪馬台国が組織的

に、畿内へ東征或は東遷したというものでもなかった。自然発生的に少しずつ大和に移って

行ったものと見ている。半島からも有力者の渡来がこのルートに乗って大和入りする。 

3世紀初めの神武東遷では、その勢力から見て、一気に大和を征服する実力はなく、数多

いる豪族の中の一豪族として、有力な三輪族と縁組して漸く地歩を確保していったのでは

なかろうか。九州の卑弥呼は 247,248 年と続く九州地方の皆既日食を予言できず、権威が

失墜して葬られ、国が乱れた後、台与が立つ。 

4 世紀初めから中頃にかけ、伽耶に縁のある崇神が乗り込み、神武系皇族と血縁を作り、

三輪の祭祀権を手にして、諸豪族の中で頭一つ抜け出して、大和王権の基礎を作り上げた。 

折しも、長年に及ぶ気候変動期で、各地に飢饉、洪水、疫病の流行が広まり、大和の地理

的優位性、農業生産力と祭祀を頼って勢力が集まってくる。中国では西晋が長続きせず、4

世紀に入ると五胡十六国時代と統一のない時代に入る。その煽りを受け、長年半島を監視し

ていた帯方、楽浪の二郡が高句麗に滅ぼされ、北からの圧力が強まる。4世紀末、倭は、百

済と組んで新羅への干渉を強め、高句麗・新羅連合に対して二極対立構図を呈していた。こ

れを反映して、日本から中国へは 266 年台与の朝貢を最後に 413 年の東晋への遣使迄 150

年の空白時代を迎え、中国の記録に残らなくなる。空白の四世紀と呼ばれる所以で、この間

は好太王碑等の金石文字の記録、半島の三国史記だけが参考資料になる。この間、弁韓と九

州倭国の交易の他、弁韓と出雲、近江の交易ルートが出来ていて、近江の息長氏らに大きい

隆盛を齎していたが、帯方郡の消滅で経路が断たれることになる。この情勢の中、崇神勢系

の仲哀と、近江勢の神功皇后が呉越同舟状況で、九州遠征に出かけたが、葛藤が表面化する。

折しも高句麗から圧力を受けていた弁韓系の金管伽耶から、有力な勢力が逃げるように渡

来して来て、近江勢はこれを受け入れる。仲哀は謀略で消し去られ、神功と深く交流してい

た伽耶の有力者、例えば武内宿禰に擬される有力者との間に出来た子供(応神)を擁立して、

近江勢が崇神の大和勢に対抗する戦略に転じたと見られる。これが応神の東征で、当座幼い

応神に代わって神功が実質的な皇位に就いていたと見られる。 

応神は河内に宮を設け近江と共に大和を包囲する体勢となり、その後 6 世紀まで応神系

王朝が続く。倭の五王の時代には中国の冊封を受け、東アジアでの覇権を目指すが、末期・

雄略の頃から、冊封体制からの離脱、治天下大王の確立を志向するようになる。特に国政の

実務能力に長けた、渡来氏族は大きい力となった。しかし、天皇家の血筋を尊重する考えは

かなり強かった模様である。大和王権は半島から入手した人と物を独占し、強大な倭王朝を

築き、地方支配を強め、畿内に次々と壮大な前方後円墳が出現する。第 15代応神から始ま

った王朝も第 25代武烈で後継が亡くなり、そして応神の末裔とは言うものの縁の薄い継体
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に、難渋の末に引継がれる。半島への出兵を巡り九州の磐井が乱を起こし抵抗したので制圧

されるが、完全制圧するほどの圧倒的な勢力はなかったので、大部分の勢力は残された。 

継体は強力な政治を行えず、後継問題も混乱する。6年程の不安定な時期を経て、二代後

540年になって宣化の娘に欽明が入り婿することで、体勢が整えられる。欽明は伽耶に出向

いていた皇族か、或は伽耶の重鎮の子弟と見られる。欽明の後押しをしたのが、伽耶出身で、

代々大和の政治に深くコミットして成長して来た蘇我氏で、特に稲目が権勢を奮って欽明

を押し上げた。当時の百済、伽耶、倭は扶余系民族として、緊密な関係で結ばれ、思いの他

往来は多く、日常化していた。欽明の代では、屯倉、国造制が進み、官僚組織も整備されて

くる。欽明は出自の任那救援に力を注ぐが、任那は 562 年には新羅に滅ぼされる。欽明擁

立の主役を担った蘇我氏は、子女を皇室に入内させ、欽明以後も敏達、用明朝を牛耳る。欽

明朝に仏教の導入を廻って、物部と蘇我が対立し、古代から最大の権力を維持してきた物部

はその主力が滅ぼされる。そして蘇我が権力を増し、飛鳥で仏教文化の華を開かせることに

なる。 

6世紀末には隋が中国を統一し、東南アジア情勢も慌しくなる。崇峻の後、馬子は数多い

る後継者を全て蹴落とし、敏達の妃だった孫の推古を立て、支配力を強める。推古の政治統

治の補佐に、伽耶辺りから九州に渡来して来ていたテクノクラート、当時 20歳位の厩戸王

子を、多分九州から連れて来て、太子として処遇して当たらせた。太子は馬飼い集団に生ま

れ、学問、外交の素養を教育された青年で、中国、半島の事情にも明るかったので用明に重

用された。厩戸は聖徳太子で、十七条の憲法制定とか、経典の注釈、遣隋使の派遣等大和王

権としては九州の倭国と同様の外交にも力を尽くす。後世に、聖徳の尊称を付けられ、太子

信仰が盛り上がることになる。 

7世紀初頭には小野妹子らを隋に遣わし、有名な「日出処の天子」の書を送り、それに応

えて裴世清が筑紫に来て、序でに大和も訪問して、倭国以外に近畿に大国があることに驚い

ている様子が記されている。隋はこの時点で、九州の倭国の他に畿内に日本国という大きい

勢力がある事を初めて認識し、記録を残している。このことからも邪馬台国畿内説は極めて

不利である。 

馬子、推古亡き後は、皇位は近江系の舒明、皇極に移るが、安定しなかった。この頃、伽

耶は百済に反抗して新羅に取り込まれていたが、それに反抗する伽耶の重臣が沢山渡来し

て近江に入っていたと見られる。半島情勢は高句麗・百済勢と唐・新羅勢の対立する体制に

なっていて、大和は親唐・新羅に傾きかけていた。国内でも非蘇我派はこれに反対しており、

この対立を深めた。百済は大和が唐・新羅体勢に入るのを牽制して、643年二人の皇子を日

本に人質として送り込んで親交を深める政策に出た。長男の豊璋(後の鎌足)と禅広である。

蝦夷・入鹿の専横に対して、段々反対勢力が増えて来ている中で、反新羅の山背大兄を盛り

立てる動きが出、蘇我はそれを放置できず上宮王家を殲滅して、入鹿は更に人気を落とす。

この機会を捉え、百済から派遣されていた余豊璋(鎌足)が、反蘇我の動きを強め、中大兄(舒

明と宝皇女の子)を取込み、反百済の蘇我打倒の計画を練る。その結果が、645 年、飛鳥板

葺宮大極殿での入鹿斬殺の乙巳の変である。 

乙巳の変の後、中大兄は自ら皇太子、鎌足は内大臣となり、叔父の孝徳を立て、「改新の

詔」を出し政治改革を始めるが、蘇我時代からの挙国体制、中央集権の方向は続けられた。

対外交渉の便から難波に宮を移すが、外交路線の対立が表面化し、鎌足の百済偏重派が孝徳

を難波に置去り、大和に遷る。この時点では誰が考えても、唐側に加担することの方が、国

の在り方として正解であったであろう。事実主流はそう考えていたが、鎌足の中大兄への働
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きで、偏向路線を歩むことになる。記録ではこの時点で、大海人皇子が初めて日本書記に登

場してくる。大海人皇子は、記紀では中大兄(天智)の弟として記録されているが、他の記録

など参照すると、4歳も歳上で、天智の娘を 4人も娶っていて納得できない。大海人は、そ

の取り巻きが海人族で九州に繋がる事項が多い。九州の王族の子弟、或は九州から尾張に移

動してきた人物でなかろうか。天智としては、九州海人族を引き込み、半島との交渉で渡海

の利便を確保したかったと見るのが分かり易い。又、バランス上、親新羅の勢力を政治中枢

に送り込んだ一種の妥協との説も捨てがたい。因みに、天皇家の菩提寺とされる泉涌寺では

天武(大海人)系は皇族として扱われていない事でもこの辺のことが窺える。やがて大和王権

が九州の倭国を併合し、漸く日本を代表する勢力が、固まることになる。天智称制の頃で、

大海人の起用が条件であったかもしれない。しかし、東南アジアの情勢を見誤って、百済と

の偏執的好みが災いして、白村江の大敗に繋がる。そして敗残の派遣軍は、百済の官人・遺

民らと帰国することになる。 

唐・新羅軍はその後、全力で高句麗攻略を急ぎ、倭国に対しては本格的追討の余裕がなく、

百済派遣軍の郭務悰を派遣して帰順を促すが、称制・天智は唐の正式勅使に非ずとし、直接

交渉を避けた。敗戦の危機感と諸豪族からの非難を避けるため、中国、朝鮮の状況をよく見

ながら、664年「甲子の詔」を出し、国内的に挙国体制の整備を進めると共に、翌年になっ

て対馬から筑紫にかけて守りを固めた。唐も高句麗を攻めあぐねていて、倭への本格的攻勢

の余裕はないものと半島情勢を的確に見極めてのことと見る。その翌年、唐の正式の使節・

劉徳高の渡来に対しては遣唐使を派遣して協力を示したと見られる。しかし、高句麗も 668

年に征討されてしまう。唐・新羅両軍の倭国への侵入の危険性が高まり、この機に博多湾岸

にあった大宰府を内陸に移し、防塁と水城を築き、更にその後も長期に亘り筑紫、長門、讃

岐、備中、大和等に 30もの朝鮮式山城を築城している。又、668年に大津に遷都した。防

衛の目的だけでなく、百済遺民が多く、高句麗との交流に恵まれていた為である。唯、大変

幸運なことに、その直後、唐は吐蕃の侵入を受け、高句麗の反抗、更には同盟していた新羅

の反旗もあって、唐の目論見は失敗し、倭国へは征討よりも同盟を求めている。669～702

年までは遣唐使を送らず、専ら新羅との交流で文明を吸収し、一方新羅は倭に朝貢して唐か

らの圧迫に対抗しようとしていた。 

 この間、「甲子の詔」に続いて「近江令」を出し、庚午年籍の整備など、海外からの脅威

に慄くだけでなく国内整備も着実に行っている。律令制度への着実な歩みを始めたのであ

る。その中で 669 年には鎌足が、671 年には天智が崩御する。大海人は皇太子であったの

に、天智の晩年から嫡子・大友皇子に重点が移り、大海人の吉野への逃亡、壬申の乱へと移

る。この乱の背景には、天智—鎌足の異常すぎる百済への偏りと、百済遺民の大量の受け入

れに対する反発、その挙句の白村江の大敗に対する反発、更に唐が新羅牽制の為百済に傀儡

政権を復活させようとする動きをしたため、親百済派が親唐派に一変する中、新羅が日本に

親唐派が優勢になることを極度に警戒して工作した事、日本内に唐への服属を逃れて自立

しようとする動きが起こるなどが複雑に絡んでいだ。大海人に元来備わった霊威・権威に加

え、その的確で迅速な戦略、東海豪族や西国の大宰の味方があって、この古代最大の内乱は

1ケ月で大海人が勝利する。 

壬申の乱に勝利した大海人は飛鳥浄御原宮を造営し、673年に天武として即位する。皇后
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には天智の娘・鸕野讃良皇女を立てる。天武の治世 14年間は大臣を用いず、官人を登用し

天皇自ら政治を掌握し、徹底して皇族中心の皇親政治を行った。近江令の官制を基本的に継

承し、官人の登用、公戸への課税や出挙など、それを規定する諸法令を整備する。これは、

単なる法整備だけでなく旧豪族達の土地や民の利権を放棄させる社会大改革であり、天武

のような強力な指導者でなければやりきれない大鉈であった。更に 681 年に律令制定の詔

を発布し、飛鳥浄御原令を作る。唯、その完成は天武の死後、689年「令 22巻」を施行し、

更にその路線は 701 年になって大宝律令として完成するまで懸った。天武の皇親政治で一

気に革新が進み、予ての構想の律令制度が発足することになるが、借り物の制度でその後も

改正、補充が進められてゆく。対外的に「日本国」を名乗り、「天皇」号を称するのも天武

朝であった。高祖に倣って絳旗を用い、日本最初の銅銭「富本銭」を鋳造した。そればかり

でなく飛鳥池遺跡発掘物を見ると、諸金属素材の装飾品や仏具、工具や建築用金具或は武具、

玉類の工房跡が出ていて、革新的開明的な政治を行った事が解る。天照大神に繋がる神統思

想と共に仏教も重視した。古事記の編纂も命じている。天武はまた藤原京の建造も構想して

いて、薬師寺の建造はその設計図に基づいて造られている。 

天武は志半ばで、686年崩御する。後は、高市皇子や状貌魁悟・器宇峻遠と褒め称えられ

る大津皇子の登用を考えていたようだが、皇后が強引に即位して持統となってからは、自分

の子供への継承へ大きく舵を切る。だが、期待した草壁皇子が夭逝するとその子・軽皇子(文

武)への継承を専らに、鎌足の子・不比等の入れ知恵を用いながら、形振り構わず有力皇族

を排除してゆく。それでも、天武の遺志であった藤原京の建設と律令整備で、飛鳥浄御原令

の施行、大宝律令の制定は忠実に推進する。更に、平城京の建設や養老律令の編纂で 8世紀

初めに律令国家の骨格が整った。これは律令国家の完成というより、日本型律令制構築への

新しい出発点と位置付けられる。 

不比等は天武朝では逼塞していたがその復権を狙っていて、持統とベクトルが合ってい

た。不比等には天智の落胤の噂もあり、とすると持統とは兄妹になる。不比等の野望の第一

歩として、律令を支配することで、権力の基盤を固めて行く事になる。不比等は持統を巧み

に利用しながら、行政のトップまで上り詰める。持統も不比等を利用して、自分の血筋を専

一に不比等と独断専行を極めることになる。その為の権威づけに、伊勢の神を男の太陽神か

ら女性の太陽神に替え、自らを高天原の天照になぞらえ、権威づけをした。持統は天武の皇

后の立場から、天智の娘に蘇り、不比等と共に天智—鎌足朝を復活させた。694年藤原宮へ

の遷都、701年の大宝律令の完成で、天武の遺志は完成される。不比等の野心は自分の娘だ

けを皇室に入内させ、長期計画で藤原氏が確実に皇室の外戚になる謀略であった。不比等は

藤原京建設、平城京の建設、大宝律令制定、養老律令制定、日本書紀編纂に関与し歴史に冠

たるモニュメントを推進したスケールの大きい、業績の秀でた人物であったが、時期的に蘇

我が律令の制定に情熱を燃やし、天武が強力に推進し、最後の華だけを持っていったという

評価もある。そして遂に、娘・宮子を入内させていた文武との間の皇子・首皇子に、同年生

まれの不比等の娘・光明子を入内させ、その野望の第一段階を達成する。 

この頃の日本の指導者たちは、東アジアの中で大唐は別格として、東夷の中の中華である

ことを強く意識していた。702年持統が崩御し、文武も 707年崩じ、傀儡の元明朝になり、

平城遷都される。不比等はトロイカ方式の政府審議官の中でも一人実権を欲しい儘にし、律
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令支配で豪族達の力を削いでいった。日本書紀編纂も主導していたが、完成終末の 720 年

遂に亡くなる。しかし、審議官には慣例に反し、不比等の息子を二人も入れている。高市皇

子の息子・長屋王もここで登場して来、不比等の死後右大臣に昇格し、頭角を現す。不比等

の第二の野望であった、文武と宮子の子の首皇子(聖武)に、不比等の娘・光明子を嫁がせ皇

位継承への道を着々と進めている中で、資格において決して劣らない長屋王の存在は大き

い障害であった。その後も無理を重ね、723年、遂に史上初めて、皇族を母に持たない首皇

子を聖武として即位させる。藤原系の皇子の宿願の即位であった。不比等らの努力もあり永

年築いてきた律令国家が一つの到着点に達した時期であり、その蓄積に基づき、奈良時代を

通じて最長の天皇として、自由に動くことが出た最初で最後の天皇となった。 

長屋王と聖武、藤原氏との関係はそれでも当初良好であったが、天皇の母の呼称を巡り藤

原氏と対立してから、不比等の四人の息子達に憎まれ、又、聖武---光明子の子が夭折して、

長屋王の皇位継承順位が上がった事もあり、急に敬遠され険悪となる。そして 729 年、四

兄弟に屋敷を取り囲まれ自殺に追い遣られた。世に言う長屋王の変である。そして、「青に

よし奈良の都は咲く花の匂うが如く今盛りなり」と謡われるまでに藤原四兄弟の「我が世の

春」が実現する。光明子は、史上初めて臣下から正式に聖武の皇后となった。しかし、藤原

の栄華は長続きしなかった。735年、西海道諸国で疫病が流行し、737年には四兄弟が次々

と天然痘に罹り、亡くなった。世間は専ら長屋王の祟りと騒ぎ、聖武もそれを信じ、怖れた。

又、この時代日照りが続き、飢饉が何年も続いた。天変地異と疫病蔓延、盗賊の跋扈はすべ

て為政者・聖武の責任と感じ始め、当初藤原の子としてスタートしたが、徐々に反藤原の政

治に転じ、「天武の末裔」を意識するようになる。745 年からは大仏建立に全てをかける。

又、皇后はこの祟りは聖徳太子の祟りとし、法隆寺伽藍造営や、財物の寄進を盛んにするよ

うになる。天皇、皇后挙げて仏教に帰依し、藤原の行為への懺悔、仏教信仰を通じての救済

を願い、仏像、寺院の建造を行う。施薬院・悲田院を設けて、「積善の藤家」を標榜するよ

うになる。そして、大仏建立、国分寺造営等鎮護国家の体制造りに邁進する。又、伊勢神宮

への奉幣、忌まわしい平城宮から恭仁京への逃避の行動をとる。光明子も私財を投じて、東

大寺の塔を建立し、法華寺が滅罪の寺として完成する。しかし、その後は再度権勢を持ち直

した藤原氏に聖武は疎外され、749 年からは出家し、隠居同然の立場となり、傷心の内に、

752 年未完成のまま、念願の大仏開眼供養に漕ぎつけたが 756 年崩御する。光明子は聖武

追善の為、遺愛の品を東大寺に納め、涙の追討の心境を吐露している。一切経の書写を繰り

返し、760年亡くなった。もう一人、不比等の直系の曾孫・中将姫は、藤原氏の全ての罪を

懺悔し、贖罪するように当麻寺に籠り、蓮糸で大曼荼羅を織り上げ教主弥陀仏に迎えられ、

775年入滅している。 

以上長くなったが、本書の概要を纏めた。他に、時代考察のため、石器時代、縄文時代、

弥生時代の遺跡、主だった古墳について概観した。又、日本語の起源、文字の歴史について

も触れた。 
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平成３０年色染物質会 京都洛東の紅葉散策 

11 月29 日（木）、好天に恵まれ、松岡（S35）、髙木（S47）、小林（同）、角野（同）、田村（同）、

犬伏（S48）の健脚壮年？ 6名が紅葉真盛りの洛東寺院の庭園を散策しました。 

銀閣寺はさすがに拝観者が多かったものの、手入れの行き届いた庭は美し

く、高台からは秋空のもと、国宝の楼閣、吉田山、京都市街が望まれ、こち

らだけでも心地良い1時間余りの散策となりました。 

   

銀閣寺から南行300ｍ、法然院到着。 

尋ねる人は僅かで、参道を登りきると行く手    

に瀟洒な茅葺の山門が現われ、紅葉を背にし  

たその美しい姿かたちに心洗われる思いでした。 

 

法然院から南行300ｍ、安楽寺到着。こちらでは住職が松虫鈴虫姫の悲話（当

会からの案内MAILに記載）を語り、本堂に安置されている両姫の清らかな美し

い坐像に手を合わせました。 

前列 松岡、田村、小林、角野、後列 髙木、犬伏 

 

すぐ隣の霊鑑寺の庭園も、樹齢350年を超えるタカオ

カエデをはじめ紅葉が美しく高台を彩り、ここは歴代の皇女が入寺したこと

から「谷の御所」とも呼ばれ、皇女が起居した書院には狩野永徳、元信の絢

爛な花鳥画、丸山応挙の幽玄な山水の墨絵―いずれも複製ではない―の襖を

間近に見ることができました。 

  

ここまで来るとさすが健脚の諸兄もいささかお疲れで、真如堂への登り道

は何とか頑張ったものの、境内に着くや夕日に映える一面の紅葉の下で石段

に腰を下ろして、1万5千歩とよく歩いたものだなあと暫時休息の時を過ごし

ました。 

 

 タクシーにて平安ホテル着、ここでの植治の手により改築され、鞍馬石

や加茂川石、白川石などが要所に使われた池泉を回遊して、秋の洛東散策を締めくくりました。ホテル

内の「帆舟」での和食膳も美味で、各々しっかりと盃を重ね、ここでも 2 時間余りを歓談、和やかな

亰の晩秋を過ごすことが出来ました。 

                  （文：松岡謙一郎 Ｓ３５年、 写真：角野幹夫 Ｓ４７年） 
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       色染 昭和２８年卆 クラス会 

 
毎年、「２８会」は  １月２８日  と決まっていましたが、今年は色染物質会新年会と重な

り、３月２８日に、四条大宮アークホテルで開催しました。 

丁度、桜が満開で京都は絶好のお花日和でした。  

いつも顔を揃えるメンバーから、当日体調不良で 出原、石橋の諸兄が抜けましたが、  

９名  いつもの顔が揃いました。  

写真、前列左から、名古屋から家久さん､西宮から坂口さんの奥様、市内から太田さ

んの奥様、毎度幹事の萩原さん。 

後列左から稲井さん、西川さん、吉岡、茨木の田尻さん、高槻の亀迫さん。 

米寿・卒寿になって、みんな年相応の顔になりましたが､食事のあと  場所を変えて 

全員！カラオケを楽しみました。 元気なものです。   

                                    (色染昭和２８年卒  吉岡記 ) 
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平成３０年度 ３５会（昭和３５年色染科卒） 

 2018年 11月 21日（水）に京都鷹峯のしょうざん・千寿閣に集合し、1年 2ヶ月ぶりに 35会を開

催しました。 

出席者は昨年より 1名少ない 7名でしたが（京都市地下鉄北大路駅に 11時半厳守で全員集合、京

都市営バスを利用して会場近くの停留所まで行き、そこから徒歩で会場へ）、千寿閣の座敷で会席料

理を楽しみながら歓談しました。健康のためのカラオケ通い、京都植物園での長年のガイド、民謡同

好会での活躍、色染物質会の恒例のゴルフコンペでの活躍状況などなど話が弾み、時間を忘れて楽し

いひと時を過ごしました。 

 その後、快晴の中、しょうざんを出て紙屋川沿いの鏡石通を北上し、次いで急坂を上りつめて光悦

寺に到着、ここは入口の参道の紅葉を見ただけで、すぐに源光庵（曹洞宗）を拝観しました。本堂に

は伏見桃山城の遺構である血天井や有名な悟りの窓と称される「丸窓」と迷いの窓と称される「角窓」

がある。枯山水の本堂庭園は紅葉が見ごろであり印象深かった。 

 来年の幹事は、黒田さん、鈴江さんにお願いすることになりました。 

                           （平成３０年度幹事 安部田、衛藤） 

       前列：鈴江 法貴 林 安部田  後列：坂東 衛藤 黒田 
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平成最後の互和讃会 2018 
  

肌寒い雨模様の１２月２０日、関東からの２人を含めて１２人が今日宿泊する会員制リゾ

－トホテル東急ハーヴェストクラブの送迎バスに京都駅から乗車した。 

今回の互和讃会はいつもの観光、見学等を省略し、ホテルでの夕食宴会そして宿泊という通

常のプランである。先に着いて待っていてくれた人や後から到着した人を含め計１９人（奥

方４人）で、隣接するしょうざんリゾート京都にあるチャイニ－ズレストラン楼蘭で食事を

摂った。チョッと変わったスタイルで、円卓を取り囲んで食事をするのはいわゆる中華風で

はあるが、円卓には料理を乗せず個人個人に料理を配る方式でフカひれス－プ以外は洋式の

中華料理であった。最初に先に亡くなった旧友１３人を偲んで黙祷し食事をスタ－トした。

ビ－ルやワインを飲みながら食事の途中から近況報告。内容は殆どが自分の健康についてで、

それぞれに健康に留意した生活を送っている様子が伺えた。もう一つは趣味を生かして残り

の人生を如何に楽しく生きるかを実践している友人達の話もあった。 

 宴会も終了し、例により一部屋に全員が集まり幹事に準備して貰ったビールや日本酒そし

てつまみで、又その上にそれぞれが持参したアルコ－ル類（日本酒、焼酎、ウィスキ－やブ

ランデ－）と十分な酒で二次会。 

我々のクラスは３２人でその内１３人が既に他界、残っているもの１９人とだんだん寂しく

なってきており、このクラス会もいつまで続けられるかなど話も以前よりは勢いが無くなっ

た様に思った。ただその中でも趣味を楽しみながら残りの人生を有意義に過ごしている友人

達も多く、その中から先ず三崎君が長年学習しているフル

－トで色んなジャンルの曲を披露してくれた。又彼の演奏

会のヴィデオも視聴した。なかなかのものであった。 

 

次は学生時代から続けていて現在も大学ＯＢ会でも活躍中とのことであるが、謡曲を岩坪君

が披露してくれた。演目は「海士 玉の段」。さすがに謡曲独特の節回し、声の大きさ、響

きなど我々凡人には真似 様も無い見事なもので皆聴き入った。

他にも謡曲を続けている 友人が２，３人いるとのことである。 

 

 

 

全員で「ボケます小唄」を歌う 

三崎君のフル－ト演奏 

岩坪君の謡曲 

平成３０年１２月２０～２１日 
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最後は新雪を滑る川崎君のヴィデオ鑑賞である。腰までありそうな新雪を見事に滑っていく

のは川崎君本人であるが、それを撮影、ヴィデオの監修はプロの人だそうである。夏はゴル

フ、冬はスキ－を今でも実践しているさすが川崎君である。 

真夜中まで飲み、喋り合い酔いも手伝って爆睡した。 

早朝食事前に大浴場で朝風呂、ビュッフェスタイルの朝食を摂った。自家用車、タクシ－

そして残りはホテル送迎バスで京都駅へとそれぞれに帰宅の途に、平成最後の互和讃会は終

了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             レストランでの集合写真 

   後列左から 宮脇 池田 中西 阪口 川崎 山中 宮崎 三崎 福西 

         柴田 岩坪 奥山 斉藤 

   前列左から 筆者 高井 山中夫人 泉夫人 高井夫人 岩坪夫人 

以上   

（色染昭３７年卒 山崎 治忠 記） 
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色染昭４５年卒クラス会 
平成 30 年 1 月 3 日に恒例の 45 年卒の色染クラス会を開催しました。場所は祇園花

見小路「割烹しんざん」です。http//gion-shinzan.com/ 場所は四条通り一筋北のいい

場所です。今まで幹事だった山本君の親戚が主人です。(前日までの予約制) 

出席者は 6名でした。今回は常任幹事の山本宗雄君が昨年亡くなり、ご冥福を祈り献

杯から始めました。今回から幹事役は堀田君が担当してくれました。開始時間を主人が

1時間遅く間違っていて、ついたら店の扉が閉まっていたというハプニングがありまし

た。 

山本君の思い出話から始まり続いて同級生の消息を紹介しました。松原真二君は東京

での写真や年賀状からだいぶ回復したようでした。横浜の石塚令子さんは今年も日経新

聞に短歌の年間の秀作に掲載されて活躍の様子を紹介しました。クラス会の案内に対す

る返信が珍しい人より来ていたが、返信の無い人もいて残念なことです。 

料理は①先付け②刺身③炭火焼ふぐ④クエ鍋⑤ステーキ⑥おじやとフルコースでし

た。飲み放題で料金はいつも毎年一緒の値段でした。 

話題はみんな豊富に持っていて話が尽きませんでした。山田君は今が人生の一番いい

時期のゴールデンエイジなので健康に留意して楽しむことだという話に納得でした。今

回出席のメンバーは元気であり、何等か社会につながって活躍しており、認知症になる

傾向がないのは確かでした。西村君は年間 60 日海外に指導、坂本君は踊りと会社、嶋

田も技術士センターで技術支援活動をしています。山田君は息子には食べ物だけはおい

しいものわかるように仕込んでいるようです。 

繊維業界としては本町や船場付近がさびしくなり、帝人が中之島に移転し、東レ、旭

化成と集中し、伊藤忠や丸紅も梅田、堂島に移動したとのことでした。 

4時半から 7時半まであっという間に過ぎました。今年中に関東地区と合同のクラス

会を開催するように約束して別れました。 

  

焼きふぐ  (坂本、八木)        左から八木、山田、西村、嶋田、堀田 

                          (坂本氏は早めに帰宅) 

                     (色染昭 45年 西村元廣、嶋田幸二郎) 
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色染昭４５年卒合同クラス会 
平成30年9月26日関東と関西の合同クラス会を9年ぶりに開催した。前回は東

京の新橋で開催し14名の参加だったが、今回の参加者は異なるが人数は同じく

14名となった。関東からは3名の参加だった。  (飯塚、下村、後藤) 

毎年京都の祇園で行うクラス会を一度合同で行いたいという希望がいつも出

ていたが幹事のおかげでやっと念願がかなった。(幹事堀田、八木、山田、下村) 

 今回の最大のイベントは母校の訪問である。１時半に地下鉄松ヶ崎に集合し

た。本部の事務所の方に最近の学内の紹介をしてもらった後、昔の本部の3号館

からぶらぶら歩いて学内を回った。卒業以来47-48年ぶりの訪問という人もいた。

昔のバス停付近の西門の芝生はなく自転車置き場に変わり、生協やプールの面

影がなくなっており建物が新しくなっていて驚いた様子であった。途中雨が降

り出してKITハウスで休憩した。 

 昔4回生や大学院のときの化学棟の研究室を楠川先生に案内してもらった。名

称色染工芸科はなく、物質工学科と変わっていた。研究室内の汚れた実験机は

そのままであったが昔のように学生が実験することは少なくなり指導教官の指

導の下でやるようだ。薬品購入は厳しくなり安全面は注意しているようである。 

 そのあと大学を出て4時半から四条に出てホテル日航プリンセス京都の嵯峨

野に場所を移した。そこで竹中、二口両氏と合流して全員で14名となった。 

日本料理を食べながらそれぞれの近況の紹介をした。70歳を境に病気の体験の

紹介が多くガン、心筋梗塞、脳梗塞、腰痛、原因不明のめまいなどいろいろで

ある。健康診断は受けないという強者もいる(山田)。大学の非常勤講師(後藤、

嶋田)や日本舞踊を披露している現役(坂本)もいる。 

食事が終わりすぐ隣のカラオケに移動して飲み直した。次回は不明であるが元

気で再会できることを期待したい。 

 

旧本部前にて撮影         全員そろって会食 

          後列左から 山田、角南、二口、竹中、飯塚、後藤、堀田、長谷川 

           前列左から  坂本、佐藤、南、嶋田、八木、下村 

                           (色染 昭４５・嶋田幸二郎) 
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昭和４７年度卒 クラス会 
 

平成３０年１２月１４日 京都美濃吉において開催しました。 

８名出席と人数は少なかったですが昔話に盛り上がりました。 

出席者の熨斗君がグリー部であったことから校歌を披露していただき 

皆で懐かしく聞き入りました。約 3時間の会食の後散会となりました。 

 

 

 

左側 奥から 熨斗 神間 高木 瀧本                 

右側 奥から 田村 角野 福澤 小林 

 

                           （色染昭４７年卒 小林繁夫） 
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会員名簿 会員数：２１７名 7期：H29.4～H30.3
8期：H30.4～H31.3

メール欄にマークの無い方でアドレスをお持ちの方は、事務局までご連絡ください。

卒業年度 氏名 メール ７期会費 ８期会費 卒業年度 氏名 メール ７期会費 ８期会費

1 Ｓ19 小原 究 55 Ｓ35 園田 英雄 ○ ◎ ◎
2 Ｓ19 宮永 正夫 ◎ ◎ 56 Ｓ35 中村 準市 ▲ ◎
3 Ｓ20 小黒 清明 ◎ ◎ 57 Ｓ35 林 　俊郎 ▲ ◎ ◎
4 Ｓ23 勝田 房治 ◎ ◎ 58 Ｓ35 坂東 久平 ○ ◎ ◎
5 Ｓ23 中川 益男 ○ ◎ ◎ 59 Ｓ35 法貴 英夫 ○ ◎ ◎
6 Ｓ26 水谷 昌史 ○ ◎ ◎ 60 Ｓ35 松岡 謙一郎 ○ ◎ ◎
7 Ｓ28 稲井 新郎 ◎ 61 Ｓ35 松本 繁男

8 Ｓ28 田尻 弘 ◎ 62 Ｓ35 山田 英二 ○ ◎ ◎
9 Ｓ28 西川 三郎 ○ ◎ 63 Ｓ36 市原 　守 ◎
10 Ｓ28 萩原 理一 ○ ◎ ◎ 64 Ｓ36 奥　 正夫 ○ ◎
11 Ｓ28 吉岡 悠 ○ ◎ ◎ 65 Ｓ36 加藤 維希夫 ○ ◎
12 Ｓ29 梅本　顕 ◎ 66 Ｓ36 松本 光之助 ○
13 Ｓ29 時岡嘉一郎 ○ ◎ 67 Ｓ36 横山 　隆 ◎ ◎
14 Ｓ30 井上 治彦 ○ 68 Ｓ37 池田 晴充 ◎
15 Ｓ31 井尻 三郎 ◎ 69 Ｓ37 市川喜代始 ○ ◎
16 Ｓ31 岡野 志郎 ◎ ◎ 70 Ｓ37 岩坪 正光 ▲ ◎
17 Ｓ31 小倉　昭 71 Ｓ37 奥山 正夫 ◎ ◎
18 Ｓ31 北川 全應 72 Ｓ37 川崎 登也

19 Ｓ31 上妻 喜久男 ○ 73 Ｓ37 阪口 文雄 ○ ◎ ◎
20 Ｓ31 小阪 能一 ○ 74 Ｓ37 佐原 肇 ○ ◎
21 Ｓ31 中山 茂 ◎ ◎ 75 Ｓ37 柴田 二三男 ○ ◎
22 Ｓ31 安田 　功 ○ ◎ ◎ 76 Ｓ37 高井 禎之 ○ ◎ ◎
23 Ｓ31 湯川 謙吉 ◎ ◎ 77 Ｓ37 福西 興至 ○
24 Ｓ31 米長 　粲 ○ 78 Ｓ37 三崎 　歩 ○ ◎ ◎
25 Ｓ31 和田　 弘 ○ ◎ ◎ 79 Ｓ37 山崎 治忠 ○ ◎ ◎
26 Ｓ32 太田 迪夫 ○ ◎ 80 Ｓ37 山中 寛城 ○
27 Ｓ32 坂井 武司 ○ ◎ ◎ 81 Ｓ38 伊東 慶明 ○
28 Ｓ32 阪田 昭藏 ○ ◎ ◎ 82 Ｓ38 小畠   堯 ○ ◎ ◎
29 Ｓ32 塩路　 貴 ◎ 83 Ｓ38 小柳 健一 ○
30 Ｓ32 原 　　栄 ○ ◎ ◎１８期まで前納 84 Ｓ38 中東 弘三 ○
31 Ｓ33 阿部　弘 ◎ ◎ 85 Ｓ38 橋本 清 ○ ◎
32 Ｓ33 井上 雅雄 ○ ◎ ◎ 86 Ｓ38 早貸 正幸 ○ ◎ ◎
33 Ｓ33 佐々木 晶一 ○ ◎ ◎ 87 Ｓ38 廣瀬 良樹 ○
34 Ｓ33 佐々木 忠夫 ◎ ◎ 88 Ｓ38 三河 明義 ○
35 Ｓ33 白須 勝明 ○ 89 Ｓ38 森本 國宏 ○ ◎
36 Ｓ33 平井 雅夫 ○ ◎ ◎ 90 Ｓ38 渡辺 勝彦 ○
37 Ｓ33 菱田 三郎 91 Ｓ39 浅井 敬造 ○
38 Ｓ33 福田 雍弘 ◎ ◎ 92 Ｓ39 雨宮 邦夫 ○ ◎ ◎
39 Ｓ34 大多和 正己 93 Ｓ39 今田 邦彦 ○ ◎ ◎
40 Ｓ34 後藤 芳弘 ○ ◎ ◎ 94 Ｓ39 田中 邦雄 ○
41 Ｓ34 佐藤 忠孝 ○ ◎ ◎ 95 Ｓ39 森下 公雄 ▲ ◎ ◎
42 Ｓ34 高瀬 　進 96 Ｓ40 鈴木 允子

43 Ｓ34 萩原 章司 ◎ ◎ 97 Ｓ40 田中 興一 ○ ◎ ◎
44 Ｓ34 間　 照夫 ◎ ◎ 98 Ｓ40 内藤　 隆 ○ ◎ ◎
45 Ｓ34 藤井 敏昭 ○ 99 Ｓ40 安田 恵一 ○ ◎
46 Ｓ34 甫天 正靖 ○ 100 Ｓ41 梶原 俊明 ○ ◎
47 Ｓ34 松本 哲哉 101 Ｓ41 中尾 脩一

48 Ｓ34 吉岡 泰男 ○ 102 Ｓ41 西岡 靖之 ○
49 Ｓ35 安部田 貞治 ○ ◎ ◎ 103 Ｓ41 吉岡 　啓 ○ ◎ ◎
50 Ｓ35 石部 信行 ○ ◎ ◎ 104 Ｓ41 和田 明紘 ○ ◎ ◎
51 Ｓ35 衛藤 嘉孝 ○ ◎ ◎ 105 Ｓ42 梅木 弘道 ○ ◎ ◎
52 Ｓ35 大西 雄一 ○ ◎ ◎ 106 Ｓ42 北尾 三冶 ◎ ◎
53 Ｓ35 黒田 亘哉 ○ 107 Ｓ42 高井 貢 ○ ◎ ◎
54 Ｓ35 鈴江　 登 ○ ◎ ◎ 108 Ｓ42 坂井 勝也

平成31年3月31日
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会員名簿

卒業年度 氏名 メール ７期会費 ８期会費 卒業年度 氏名 メール ７期会費 ８期会費

109 Ｓ42 早藤 隆生 ◎ ◎ 164 Ｓ50 柴岡 　浩 〇 ◎ ◎

110 Ｓ42 松原 昭夫 〇 165 Ｓ50 高野　良 〇

111 Ｓ42 横山 彰夫 〇 ◎ 166 Ｓ50 寺澤 通隆 〇 ◎ ◎

112 Ｓ43 今井 洋爾 〇 ◎ ◎ 167 Ｓ50 中川 順之 〇 ◎

113 Ｓ43 鈴木 嘉樹 〇 168 Ｓ50 橋本 浩三 〇 ◎

114 Ｓ43 西村 悌二郎 〇 ◎ ◎ 169 Ｓ50 濱田 澄郎 〇

115 Ｓ44 小谷 正夫 〇 ◎ 170 Ｓ50 松永　実 〇

116 Ｓ44 藤本 昌則 〇 ◎ ◎ 171 Ｓ50 松原 美砂子 〇 ◎ ◎

117 Ｓ44 山平 知伸 ◎ ◎ 172 Ｓ50 松本　博 〇 ◎ ◎

118 Ｓ44 吉井 康浩 173 Ｓ50 水野 庸子 ◎ ◎

119 Ｓ45 飯塚 志保 〇 ◎ ◎ 174 Ｓ51 秋丸光嗣 ◎ ◎

120 Ｓ45 上田 善治 〇 175 Ｓ52 白井 文朗 〇 ◎ ◎

121 Ｓ45 後藤 幸平 〇 ◎ ◎ 176 Ｓ53 伊山 正三 〇 ◎ ９期前納

122 Ｓ45 佐藤和秀 ◎ 177 Ｓ53 高橋 伸和 〇 ◎

123 Ｓ45 竿山 重夫 178 Ｓ53 長井 寛彰

124 Ｓ45 坂本 修三 〇 ◎ ◎ 179 Ｓ53 西村 千佳子 〇

125 Ｓ45 嶋田 幸二郎 〇 ◎ ◎ 180 Ｓ53 藤村 知男 〇 ◎

126 Ｓ45 西村 元廣 〇 ◎ ◎ 181 Ｓ53 宮崎 義也 〇

127 Ｓ45 堀田 英志 〇 ◎ ◎ 182 Ｓ53 森川　滋明

128 Ｓ45 堀口 祐司 〇 ◎ 183 Ｓ53 山田 衛 〇

129 Ｓ45 米本公一 ◎ ◎ 184 Ｓ54 柏原 俊博 〇 ◎

130 Ｓ46 北尾 好隆 〇 185 Ｓ54 清水 多佳子 〇

131 Ｓ46 桑原 正樹 〇 ◎ ◎ 186 Ｓ54 清水 穂積 ◎

132 Ｓ46 小柴 雅昭 〇 ◎ ◎ 187 Ｓ54 土井 謙吾

133 Ｓ46 成見 和也 〇 188 Ｓ55 荒木 泰博 〇

134 Ｓ46 樋口 郁雄 〇 ◎ ◎ 189 Ｓ55 芝  泰清

135 Ｓ46 米田 久夫 〇 ◎ 190 Ｓ56 中野 峰夫 〇

136 Ｓ47 大塚 滋 〇 191 Ｓ57 荻野  毅 〇

137 Ｓ47 菊井 順一 〇 ◎ ◎ 192 Ｓ57 神野 友香子 〇 ◎

138 Ｓ47 小島 將春 〇 193 Ｓ57　　徳永 純子　　 ◎ ◎

139 Ｓ47 小林 繁夫 〇 ◎ ◎ 194 Ｓ57 森　誠一 ◎

140 Ｓ47 角野 幹夫 〇 ◎ ◎ 195 Ｓ57 山根　純子 ◎ ◎

141 Ｓ47 高木 恒男 〇 ◎ ◎ 196 Ｓ58 青木 伸治

142 Ｓ47 瀧本 哲雄 〇 ◎ ◎ 197 Ｓ58 岡 修也 〇

143 Ｓ47 田村 善弘 〇 ◎ ◎ 198 Ｓ59 垣田 直彦 〇 ◎ ◎

144 Ｓ47 福澤 佳計 〇 ◎ ◎ 199 Ｓ59 姫野 貴司 〇 ◎

145 Ｓ47 中村 妙子 〇 ◎ ◎ 200 Ｓ59 藤上 和久 〇 ◎ ◎

146 Ｓ47 山口 繁雄 〇 201 Ｓ59 宮原 雅彦 〇

147 Ｓ48 石田 泰和 〇 ◎ ◎ 202 Ｓ59 穴迫 康之 〇

148 Ｓ48 犬伏 康郎 〇 ◎ ◎ 203 Ｓ59 島田 太朗 〇

149 Ｓ48 丹羽   章 〇 204 Ｓ59 月縄賢一 ◎ ◎

150 Ｓ48 橋本 清保 〇 ◎ ◎ 205 Ｓ60 西内  誠

151 Ｓ48 服部 和正 〇 ◎ ◎ 206 Ｓ62 木村 由和

152 Ｓ48 山本　 博 〇 ◎ ◎ 207 Ｓ62 藤川 達志 〇

153 Ｓ48 和田 有功 208 Ｓ63   井藤 晶基　 〇

154 Ｓ49 大萩 成男 〇 ◎ 209 Ｓ63 川端 利香 〇

155 Ｓ49 西島 洋美 〇 ◎ ◎ 210 Ｓ63 原  彰宏 〇

156 Ｓ49 吉田 理郎 〇 211 ＴS1　　赤谷 宜樹　　 〇 ◎

157 Ｓ50 阿久根隆行 〇 ◎ ◎ 212 ＴS1 池上  俊

158 Ｓ50 石田 俊平 〇 ◎ ◎ 213 ＴS1  貝増 匡俊 〇

159 Ｓ50 伊藤 青史 〇 214 ＴS2 阪上 智子 〇

160 Ｓ50 小沢 七洋 〇 215 ＴS4 中谷 昭彦 〇

161 Ｓ50 木下 修治 〇 ◎ ◎ 216 ＴS5 中村 誠一 〇 ◎ ◎

162 Ｓ50 熊見 孝彦 〇 ◎ ◎ 217 ＴS6 東光 勝也 〇

163 Ｓ50 後藤 康博 〇 ◎ ◎

会費納入にご協力の程、よろしくお願いいたします。
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編集後記 

   平成最後となります色染物質会会誌第 10 号をお届け致します。 

過ぎゆく時代・来るべき新しい時代への皆様の想いはどの様なものでしょうか。 

皆様からのご投稿をお待ちしております。 

投稿された原稿は、時期が前後することもありますが、これからも順次掲載 

していきます。引き続き会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 

京都工芸繊維大学色染物質会事務局 

〒569-1042 高槻市南平台 5-66-1 

TEL   072-681-6571 

MAIL  tsuntsun@tcn.zaq.ne.jp 

URL   http:/www.matugasaki.com 

色染物質会 会長 髙木 恒男 

 


