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ＳＦ小説 「不思議な枕」第５部：南京肺炎 

 
著者：角茂谷 繁 （かくもだに・しげる） 

 

４４章 徐福 

 

 前章（43章/f）で書いたように、私（角茂谷繁）は「不思議な枕」でウトウトと

眠ったために、2013 年 5月 3日のある病室（単月世界の鳴門市）から、2022年 1月

1日午前 5時の朝日宮邸（対月世界の東京広尾）に移動してしまった。あまつさ

え、身長が 230cmに拡大していたので、着ていた寝巻がちんちくりんになってい

た。日出の時には、当家では元旦の儀式を執り行う習わしになっているそうなの

で、執事の羊井は急に大きくなった私のために、急いで特大の褌と貫頭衣を作るこ

ととなった。 

 

図１．左：「こどもちゃれんじ」しまじろうシリーズに登場する執事のヒツジイ 

本図は、１）のサイト/lより借用。本小説の執事の羊井は彼をモデルにしている。 

右：貫頭衣の簡単な作り方 本図は、２）のサイトより借用。 

 

http://masaniwa.web.fc2.com/SF5-43.pdf
https://sumapo.com/image/169406.html
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 私は寝室で全裸のままでしばらく待っていると、執事の羊井が褌と大きな貫頭衣

を抱えて現れて、私にかう言った。 

羊井「お坊ちゃま、お待たせいたしました。急いで、褌と貫頭衣を作って参りまし

た。褌は多少小さくても大丈夫ですので、普通の褌に紐だけを長くしました。貫頭

衣の下着はシーツを２枚重ねて作りました。上着は毛布を２枚重ねて作りました。

直ぐに儀式が始まりますので、急いでお召しになって下さい。」 

 

 図１右のような貫頭衣を２枚頭から被って紐を締めると、意外と暖かかった。執

事の羊井も彼の貫頭衣に着替えて、二人で元旦儀式の場所（屋上のルーフバルコニ

ー）に行った。そこには、父の朝日宮稔が同様な貫頭衣姿で待っていた。 

父「そろそろ、日出の時刻だ。元旦の儀式をいつも通りに始めようか。皆の者、褌

一丁になれ！」 

 父と羊井が貫頭衣を脱いで褌一丁になったので、私も仕方なく褌一丁になった。

そこで、父は私にかう言った。 

父「日出の太陽に手を合わせて、三位一体の神様に、陛下と国民の安寧を祈念しよ

う。さあ、羊井！いつものように、聖水を二人にかけてくれ！」 

 そのように言われた羊井は、二つの大きな桶に入った水を、父と私の頭から裸体

にたっぷりと振りかけた。又、二人は大量の聖水を飲んだ。水が大変冷たかったの

で、よく見ると、桶には氷が多量入っていた。 

 

この儀式の後、三人は屋上の一角にある小屋に入った。そこは、サウナ室になっ

ていて、大変暖かかった。その中で、私は父にかう言った。 

私「お父様（おもうさま）、私は今日からあなたの息子に成らせていただくことに

なりました。何卒、宜しくお願い申し上げます。」 

父「こちらこそ」 

私「お父様は、儀式の前に聖水とおっしゃられましたが、どのような聖水でござい

ませうか？」 

父「この聖水は、徳島県吉野川支流の祖谷川最上流で採取された清らかな水だ。陛

下も祖谷川の聖水をお飲みになられたり、お浴びになられて、元旦の儀式をなさら

れるのだよ。」 

私「なぜ、聖水に祖谷川の水を使うのですか？」 

父「わしは、その理由を知らぬ。ともかく、大和朝廷の時代から現在まで、元旦の

聖水には祖谷川の水を使う慣わしになっておるのじゃ。」 

私「陛下も同じように冷水をお浴びになられるそうで、さぞお寒いでしょう」 

父「そうなんだ。陛下が日本国象徴として国民の為になさられる儀式は色々と複雑

多岐に渡らせられるので、陛下のお仕事は想像以上に過酷なのじゃ。そのため、先

帝陛下はお年をお召しになられた故、これらの儀式を恙なく執り行う体力がおなく

なりになられた。それで、先帝陛下は皇太子殿下に譲位されたのじゃ。」 
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私「成程、先帝陛下のご退位には、そのようなご事情があらせられたのですか。そ

れに反して、英国の女王陛下は海賊のご出身なので、自国民を搾取するだけで、国

民のために骨身を惜しんでの努力はなさらないのですね。」 

羊井「お坊ちゃま、めったなことはおっしゃらないで下さい。壁に耳ありです

よ。」 

 

 私は、「聖水に祖谷川の水を使う」と言う父の話を聞いて、次のエピソードを思

い出した。 

①私が向こうの世界（単月世界）で中学３年生の時、向こうの父・角茂谷稔が私を

連れて、徳島県の最高峰である剣山（つるぎさん）に登山したことがあった。 

 

図２．徳島県剣山の周辺地図 本図は、３）のサイト/lより借用。 

 

②図２は、現在の徳島県剣山の周辺地図である。私が剣山に登ったのは、今から半

世紀以上昔であった。その頃には見の越と西島間にはリフトなどはなく、見の越か

ら剣山山頂までは歩いて登ったものである。しかし、見の越荘は当時でもあり、父

と私は見の越荘に１泊した。 

③図２から分かるように、見の越荘が建っている場所は、祖谷川の最上流である。

見の越荘の周辺は、山深く、ウオーキングに最適であった。そこで、私は見の越荘

から祖谷川沿いに少し下ってみた。すると、川の上に１棟の公衆便所が建ってい

た。丁度、私は大便がしたくなったので、そこの便所に入った。便器の下を覗いて

https://mikiohongo.sakura.ne.jp/2014nentozan/201411-sikokuisidutiturugi/sikokuturugiyama201411.html
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みると、大便は祖谷川に落ちるようになっていた。しかし、水量が少なかったの

で、川べりの小石にも大量の大便が付着していた。それを見て、私は「わー、汚

い！」と悲鳴を上げた。 

④私は便をした後、祖谷川を更に下流に下って行った。すると、件の便所から程遠

くない川べりにキャンプの跡があった。私は「ここでキャンプをした人は、上流に

便所があるのを知らず、この水を清流と思って、飲んだり炊事に使ったりしたので

あろう」と思い胸糞が悪くなった。 

 

 

図３．祖谷川の絶景 本図は、４）のサイト/より借用。  

 

 上記のエピソードは、半世紀も昔の話であり、しかも単月世界での出来事であっ

た。それ故、違う世界（つまり、対月世界）に住む今回の父親にはこの件を報告し

なかった。その次に、私は父にかう尋ねた。 

私「お父様（おもうさま）、羊井から聞いたのですが、私共は 3日に宮中に参内す

るそうですね。私には茂君の衣服は小さすぎるので、どうしませうか？」 

父「そうか、そうか、そこまでは気付かなかった。以前の茂が持っていた燕尾服で

は、そなたには小さ過ぎるなあ。今から燕尾服を注文しても、明後日までにはとて

も間に合わん。どうすれば、良いのであろうか？旧皇族には、陛下に直通するホッ

トラインがあるので、陛下の元旦の儀式が終了される頃合いに、電話をお掛けしよ

う。」 

 

https://rtrp.jp/articles/102248/
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 元旦の午後になって、父は私にかう言われた。 

父「昼過ぎに陛下に電話をして、そなたの服装の件を申し上げたのじゃ。すると、

陛下から『3日の集会には、皆が貫頭衣で集まることにしよう。古代衣装で集まる

のも、正月らしくていいじゃないか』とのお言葉を賜った。羊井には、『明日中に

そなた用の正式な貫頭衣を作るように』と命じておこう。」 

このような経緯で、羊井は私のために立派な貫頭衣を作ってくれた。 

 

本小説の第１部/l で書いたように、対月世界では石油や石炭などの化石燃料を使

用せず、太陽光、水力、風力、地熱などの自然エネルギーを用いている。そのため

に、自動車（勿論、電気自動車であるが）は殆ど利用されず、市内交通には路面電

車、馬車、人力車などが主に用いられている。普段であれば、広尾の朝日宮邸から

宮中に参内する場合は、路面電車を利用するそうである。しかし、貫頭衣を着て路

面電車に乗ろうとすれば、車掌に「ホームレスの方はダメだ！」と云われて、乗車

拒否に遭う危険性が強い。 

陛下はそのような事情をご賢察になり、3日の集会当日には、我々父子のために

皇室儀礼用の立派な馬車を我家に差し向けて下さった。父と私は貫頭衣を着用し

て、燕尾服姿の羊井を伴って、その馬車で宮中に向かった。宮中のとある一室に、9

名の男女が貫頭衣姿で（勿論、マスクを着用して）集合した。（執事の羊井は、こ

の集会には参加出来ず、別室に控えていた。） 

私は「その内のお三方は、両陛下と内親王殿下だろう」と拝察出来た。何故な

ら、私が鳴門市で片岡熊子に包丁で腹を刺されて意識を失ったのは、2003年 5月 3

日であった。皇太子殿下のご成婚は、1993年 6月 9日であられたので、私は両陛下

のお顔を存じ上げていた。  

 出席者の中で、私が知っていたもう一人の人物は、お笑いタレントのビートたけ

し氏であった。私は彼がこの集会に出席している理由がさっぱり分からなかった。

そのたけし氏が最初に立ち上がって、次のような開会の辞を述べた。 

ビートたけし「それでは、天孫会中央執行委員会を例年通りに只今から開催いたし

ま‐す。」 

それから、たけし氏は両陛下と内親王殿下に長々とした新年の慶辞を述べたが、

その内容は省略する。その次に、彼は出席者全員に向かってかう言った。 

ビートたけし「本日は内輪の会じゃけん、例年通りにざっくばらんにやりませう

や。なお、本会の内容は、皇室の最高機密やけん、絶対に口外してはなりませ

ぬ！」 

 

私は「この集会が内輪の会である理由」が全く分からなかった。特に、「たけし

氏が両陛下と共に本会に参加して、会を牛耳っている事実」が不審であった。彼は

私の不審顔を無視して、話をどんどんと進めて行き、かう言った。 

ビートたけし「では、会議を始めませう。本会は毎年通り、2月 11 日の天孫会総会

に提出する議案を審議します。その前に、本日は特別ゲストがおるけん、皆様のお

名前を紹介しませう。」 

http://masaniwa.web.fc2.com/SF1.html
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 彼はかう言って、紹介を始めた。その内容を以下に記載する。ただし、彼は口で

名前を言っただけなので、それらの漢字は分からなかった。以下に記した漢字は、

私が後で調べた結果である。 

ビートたけし「陛下、皇后政子様、それに藍子内親王殿下はご紹介するまでもござ

いません。藍子様は昨年 18歳になられ、成年皇族としてのご公務を始められまし

た。次に、今回の特別ゲストとしてご出席されている朝日宮稔殿下と御曹司の茂君

をご紹介します。ご存じのように、朝日宮様は旧皇族です。」 

陛下「茂君！暫く見ない間に随分背が伸びたね。身長はいくらあるの？」 

私「ハイ、陛下。元旦に計りました所、230cmございました。」 

全員「ホー、凄いなあ！」 

ビートたけし「こちらの女性は、河内医科大学教授の林令子先生です。先生は、日

巫女の名跡を瀬戸内晴美先生から受け継いでおります。林先生は脳科学の有名な研

究者で、トランス状態の脳研究でノーベル賞の有力候補じゃ。先生の隣におるお嬢

ちゃんは、先生のご長女の林桃香ちゃんじゃ。桃香ちゃんは小学３年生じゃが、微

分積分を駆使される才媛でな。次期の日巫女を襲名することに、昨年の総会で決ま

りました。なお、令子先生は明治時代に徐福を務められた林正枝先生の直系の子孫

じゃ。」 

 

 最後に、ビートたけし氏は次のような自己紹介を行った。 

ビートたけし「私は、徐福の名跡を継承いたしておりますビー玉・猛と申す。本名

は喜多猛（きた・たけし）じゃ。先々代の徐福を務められました三木元首相から

『わしの次の徐福の名跡は、板東君に継いでもらうけんど、その次は君がやれ！』

と言われました。私の横に控えているのは、里崎君じゃ。皆さまもご存じのよう

に、彼はプロ野球選手時代に第１回世界野球選手権大会（ＷＢＣ）で日本が優勝し

た時の正捕手じゃ。彼は現役を引退して、今は野球解説を生業にしているが、次期

の徐福じゃ。」 

私は上記の発言を聞いて「この対月世界では、彼はビートたけしではなくて、ビ

ー玉・猛なのだ。秦の始皇帝の時代に、皇帝を騙して日本に集団移住した徐福の名

跡が現在まで受け継がれているのは、魔訶不思議だなあ！」と思い、彼にかう尋ね

た。 

私「猛先生、イヤ徐福殿！どうして現在でも徐福や日巫女の名跡が続いているので

せうか？そうして、何故あなたが徐福に選ばれたのですか？」 

徐福（猛）「茂君、流石に核心を突いた良い質問じゃ。答えは次の通りじゃ。日本

書紀や古事記に書いてある通り、神武東征は天孫族が中心になって行われた。ここ

だけの話じゃが、天孫族のルーツは、初代の徐福に率いられて秦帝国（現在の秦国

ではないぞ！）から日本に集団移住した一団じゃ。神武東征時の天孫族は、族長、

神官の徐福、及びシャーマンの日巫女がリーダーであった（27章/f を参照）。大和

朝廷の成立後は、族長が天皇になり、日巫女は伊勢神宮の巫女となった（なお、斎

主は内親王が務めた）。徐福名跡の継承者は陰で皇室を支えて、現在に至ってお

る。私にも理由が分からんが、徐福と日巫女の名跡は阿波国（現在は、徳島県）の

出身者やその子孫が継承する慣わしになっておる。私の先祖は、徳島市通町２丁目

で粉屋を営んでいたのじゃ。東京での私の活躍を見た三木元首相が、私を板東先生

http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-27.pdf
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の次の徐福に選んだのだ。明治時代になって、皇室を支える目的で、天孫族の後裔

が集まって天孫会を結成したのじゃ。本会は天孫会の中央執行委員会で、メンバー

は天皇ご一家、徐福と日巫女の継承者と次期継承者で構成されており、毎年 1月 3

日に当室に集まって会議を開催する慣わしなのじゃ。」 

私「徐福と日巫女の名跡の件はよく分かりました。しかし、父と私は無関係でせ

う。なのに、どうして本会に呼ばれたのですか？」 

徐福「これまた良い質問じゃ。じゃが、本会の審議に参加すれば、答えは自ずと分

かるから、暫く待って頂戴！」 

  

 後日、私はビー玉・猛氏から歴代の徐福継承者の氏名を教わった。その中の主な

人物を以下に記載する。 

武内宿禰：私が 29章/f で書いたように、神武東征時に当時の徐福が武内宿禰に改名した。 

西光法師（さいこう、？－1177年 6月 30日））：平安時代後期の官人・僧侶。俗名は藤原 

師光（ふじわら の もろみつ）。阿波国の豪族・麻植為光の子。後白河法皇の近臣として平

清盛に対抗したが、最後には清盛に捕まって惨殺された。（清盛が西光を厳しく尋問して

いる場面を、８ページの図４左に示す。） 

三好 長慶（みよし・ながよし、1522年 3月 10日－1564年 8月 10日）：戦国時代の武将。

畿内・阿波国の戦国大名。足利将軍の横暴から皇室を守った。 

林正枝（はやし・まさえ、1863 年‐1891 年 5月 30日）：徳島藩士・林重十郎の長男。

1887 年、工部大学校卒業後、直ちに東京農林学校教授に就任するも、肺結核で早世。天孫

会の創成者。 

鳥居 龍蔵（とりい・りゅうぞう、1870年 5月 4日 - 1953年 1月 14日）：人類学者、考

古学者、民族学者、民俗学者。シナやモンゴルを探検し、天孫族のルーツを研究。 

賀川 豊彦（1888年 7 月 10日 - 1960年 4月 23日）：大正・昭和期のキリスト教社会運動

家・社会改良家。敗戦後、占領軍の横暴から皇室を護った 

三木 武夫（1907年 3月 17日 - 1988年 11月 14日）：元総理大臣。悪徳政治家達を懲らし

め、日本国家の品格を守った。 

板東 英二（1940年 4月 5日 - ）：徳島商業在学中に甲子園のヒーローとなる。後にプロ野

球選手で活躍。（板東投手の雄姿を、８ページの図４右に示す。） 

里崎 智也（さとざき・ともや、1976年 5月 20日 - ）：鳴門工業高校出身の元プロ野球選

手。第１回世界野球選手権大会に、日本チームの正捕手として出場し、日本優勝の原動力

となった。（里崎捕手の雄姿を、９ページの図５に示す。） 

（次章に続く） 
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https://www.suberbtpc.co/%E8%B2%AB%E9%A0%AD%E8%A1%A3-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E-%E3%80%8E%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D%E3%80%8F%E3%82%92%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E8%AA%AD%E3%82%80%EF%BC%88%E5%80%AD/
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３）のサイト：https://mikiohongo.sakura.ne.jp/2014nentozan/201411-

sikokuisidutiturugi/sikokuturugiyama201411.html 

４）のサイト：https://rtrp.jp/articles/102248/ 

５）のサイト： 

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class

=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25

AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&it

itle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B

1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=r

esult&trace=detail&lstart=6030&did=1122777 

６）のサイト：https://www.chunichi.co.jp/article/47450  

７）のサイト：https://number.bunshun.jp/articles/-/828507  

８）のサイト：https://www.asahi.com/articles/ASK2P1DRNK2NUEHF00X.html 

 

  

図４．左：鹿ヶ谷の陰謀が発覚し、平清盛（7 代目松本幸四郎）が西光法師（2 代

目市川左團次）を捕らえて厳しく尋問している場面（1920 年 3月、新富座）、 

本図は、５）のサイトより借用。 

右：徳島商業時代の板東英二って実は凄い球児だった。 

本図は、６）のサイト/0より借用。なお、この記事は、７）のサイト/7を参照。 

https://mikiohongo.sakura.ne.jp/2014nentozan/201411-sikokuisidutiturugi/sikokuturugiyama201411.html
https://mikiohongo.sakura.ne.jp/2014nentozan/201411-sikokuisidutiturugi/sikokuturugiyama201411.html
https://rtrp.jp/articles/102248/
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=collections&class=bromide&type=prog&ikana=%25E3%2581%2597%25E3%2581%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%2584%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2593%25E3%2581%25B0&ititle=%25E5%259B%259B%25E5%25AD%25A3%25E3%2581%25AE%25E5%25B1%25B1%25E5%25A7%25A5&istart=all&iselect=%25E3%2581%2597&mid=345&seq=0&trace=result&trace=detail&lstart=6030&did=1122777
https://www.chunichi.co.jp/article/47450
https://number.bunshun.jp/articles/-/828507
https://www.asahi.com/articles/ASK2P1DRNK2NUEHF00X.html
https://www.chunichi.co.jp/article/47450
https://number.bunshun.jp/articles/-/828507
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図５．第１回ＷＢＣ決勝のキューバ戦で、最後の打者を三振にとりマウンドに駆け

寄る里崎捕手、本図は、８）のサイト/lより借用。 

 

https://www.asahi.com/articles/ASK2P1DRNK2NUEHF00X.html

