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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） 

記載：2022 年１月 19日 

４５章 バロット 

 

 前章（44 章/f）で書いたように、私（角茂谷繁）は 2022年１月 3日に宮中で開

催された天孫会中央執行委員会に、父（朝日宮稔）とともに特別ゲストとして参加

した。本会では、徐福の名跡を現在継承しているビー玉猛氏か司会を務めていた。

猛氏は単月世界のビートたけし氏とそっくりであった。 

 さて、本会において徐福（ことビー玉猛氏）は、最初に両陛下と藍子内親王殿下

に新年の慶辞を長々と申し上げた後、会議を始めた。先ず、彼は本会の参加者を紹

介した。参加者は、私共父子の他に、両陛下、藍子内親王殿下、現在の徐福と日巫

女、及び次期の徐福と日巫女の計 9名であった。本会の議題は、本年の 2月 11日に

開催予定の天孫会総会に提出する議案を審議することであった。 

徐福は会議の最初に「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！」とくぎを刺した。私は彼に「私共父子が本会に呼ばれた理由」を質

問したが、彼は「本会の審議に参加すれば、答えは自ずと分かるから、（その答え

は）暫く待って頂戴！」と明言を避けた。そうして、会議は延々と続いたが、その

答えに関連する事項はなかなか審議されなかった。 

 

審議は正午を過ぎて続いた。会議途中に、執事の羊井が突然会場に現れて、かう

言った。 

羊井「皆様！ご審議を中断いたしまして申し訳ございませんが、昼食の用意が出来

ました。今年も南京肺炎の猖獗が収まりませんので、会食は 4名様以下の制限がご

ざいます。そこで、A ルームには、天皇陛下、徐福様、日巫女様、それに茂様にお

越し願います。B ルームには、皇后陛下、藍子様、里崎様、それに桃香様にお越し

願います。朝日宮様には別室にお越し願います。」 

私は会議室から A ルームに移る途中、徐福に小声でかう尋ねた。 

私「A ルームとか B ルームとか言うのは、まるでテレビ番組みたいですね。それは

さておき、羊井はここで何をしているのでせう？」 

徐福「羊井は明治神宮の宮司じゃったが、宮司の仕事は殊の外激務でな。それで、

宮司の定年は 60歳なのじゃ。宮司の退職金は雀の涙で、彼は俺に再就職を頼んでき

たのじゃ。そこで、俺は朝日宮様の執事職を紹介してやったのじゃ。ところが、彼

は『自分は、酒や煙草代がかさむので、宮様から頂く手当では大家族を養えませ

ん』と泣言を言うのじゃ。彼には特技があるけん、天孫会でアルバイトをやらせて

いるのじゃ。」 

私「彼の特技とは何ですか？」 

徐福「それは、もう直ぐに分かるけん、お楽しみにして暫く待って頂戴！」 

私「ハア？」 

http://masaniwa.web.fc2.com/SF5-44.pdf
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 私は、「宮中の昼食にはどんなご馳走が出るのだろうか？」と大いに期待してい

た。所が、出された料理は図１に示すような、まるで禅寺の食事のような質素なも

のであった。そこで、私は徐福にかう言った。 

私「宮中の食事は、ものすごく質素ですね。陛下はいつもこのような食事をされて

おられるのでせうか？」 

徐福「そうだよ！俺の食事もこんなもんだ。ここ（対月世界）では、神戸牛やフォ

アグラのような贅沢なものは食わん。もっとも、松茸はいつでも沢山食べるけん

ど。」 

私「どうして、松茸を沢山食べられるの？」 

徐福「ここでは、松の木々が元気でな。それで、松茸が沢山採れるのじゃ。松茸の

話はどうでもええ。もう直ぐ、御馳走が来るよ！」 

 

 

図１．永平寺の食事 本図は、１）のサイト/より借用。 

 

 徐福がそう言うと、羊井が大きなザルに茹で卵を一杯入れてやって来た。A ルー

ムに居た私以外のお三方は、大きなザルを見て目を輝かせてかう言った。 

お三方「待ちに待った、バロットだ！バロットだ！」 

私「徐福殿、皆様方は何故そんなにお喜びになられるのですか？」 

徐福「バロットは皇室の最高料理でな、外国の賓客をお迎えする時や、皇室の特別

行事の時しか食べられない秘伝の料理じゃ。羊井はバロット作りの大名人で、人間

国宝級なのじゃ。天孫会が結成された時に、明治大帝が大層お悦びになられて、天

孫会の晩餐会と本会（つまり、執行委員会）の開催時にも、バロットを食すること

をお許しになられたのじゃ。ああ、明治大帝は畏くも恵み深き方であられた！！！

所が、南京肺炎猖獗の影響で、昨年の総会はリモート会議になってしもうてな。そ

れ故、バロットを食することが叶わなんだ。」 

https://kinfukuyuyu.com/info/2019/09/03/syoujinryouri/
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 それから、徐福は声を大きくしてかう言った。 

徐福「さあ、さあ、皆様方！三位一体の神様と明治大帝陛下の有難い御恩に感謝し

て、一年ぶりにバロットを、思う存分食しませう。」 

徐福がそう言うと、お三方は「バロットと呼ばれる茹で卵」を食べ始めた。その卵

の写真を図２に示す。 

 

 

 

図２．バロットの写真 上図は、２）のサイト/3より借用。下図は、３）のサイト

/gより借用。 

  

  

http://premier-cebu.com/?eid=73
https://livedoor.blogimg.jp/biyonse_nm/imgs/c/6/c6e717bb.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/biyonse_nm/imgs/c/6/c6e717bb.jpg
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 私は「不思議な枕」で眠り、今迄にあちらこちらの夢の世界に行って来た。しか

し、夢の世界だから、目が覚めると夢の中での出来事を殆ど憶えていない。私は西

暦四世紀の日本を訪れて、神武東征を手伝ったらしい。しかし、その詳細は思い出

せない。所が、変なことだけは何故かよく覚えている。西暦四世紀の日本に行った

夢では、「雛入りの茹で卵」だけは憶えている。その世界の天孫族の人々は、その

ような卵を喜んで食べていた（29章/fと 30 章/fを参照）。私はそれが気味悪いの

で、どうしても食べることが出来なかった。 

 私はその事を思い出すと、今回もバロットを食べることが出来なかった。それを

目敏く見つけた日巫女が私にかう言った。 

日巫女「アラ、茂さん！どうしたの？バロットは我国が誇る極上の料理なのに、貴

方は召し上がらないの？この茹で卵は美味な上に、栄養満点なの。特に、スープが

美味しいのよ。」 

私「日巫女さん！私は陛下とご一緒にお食事を初めてさせていただき、私の心は感

激の涙で一杯です。そのため、このような山海の珍味を前にいたしましても、胸に

つかえて喉に通りません。」 

 

図３．名曲「わたしの心に」を歌う中山千夏、本図は、４）のサイト/gより借用。

なお、本曲は、５）のサイト/8で視聴できます。 

 

 私の答えを聞いて、日巫女はかう言った。 

日巫女「オヤオヤ、茂さん。陛下もご心配のご様子ですわ。次の機会には是非頂け

るように、練習をしておいてね。」 

私「ハイ、承知しました！極力、努力をいたします。」 

徐福「この茹で卵を外国の賓客にお出しすると、外見を見て食べられない人もいる

のじゃ。そこで、最初は細かく切って、外見が分からないようにしてお出しするの

じゃ。そうすると、誰も美味い美味いと言って食べていただける。中には、お代わ

りをされる方もおられる。２度目からは、この卵を皆様が喜んで所望して下さるの

じゃ。考えてみれば、黄身の状態の卵は普通に食べているし、成鳥の肉も美味しく

http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-29.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-30.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s9lbAUMW0Lg
https://www.youtube.com/watch?v=YeSeUcxaY38
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食べるじゃないか。それなら、雛入りの茹で卵も同じじゃ。茂君も、一度食べると

病みつきになるよ。羊井に、微塵切りにして持って来させようか？」 

私「実物を見てしまったので、今回は謹んで辞退申し上げます。次の機会には、頑

張りますので。」 

 

 以上のような経緯で、天孫会中央執行委員会の昼食会は終了した。昼食後の本会

の審議は短時間で終わってしまった。本会の終了後、私は徐福にかう尋ねた。 

私「本日は、本会にお呼びいただきまして、誠に有難たくぞんじました。両陛下と

藍子様がご臨席の会議に、私は初めて参加させていただき、私の心は感涙で一杯で

す。本会の最初に私は徐福殿に、私を本会にお呼びいただいた理由を質問しまし

た。貴殿は、審議に参加すれば分かるよ、と言われました。しかし、審議が終わっ

た今になっても、その理由が分かりません。」 

徐福「そうかね。君が以前にいた世界（単月世界）の皇室がどうなっているかは知

らないが、この世界（対月世界）では、大問題を抱えているのじゃ。」 

私「大問題とは？」 

徐福「後継ぎの問題じゃ。先帝陛下には二人の親王様がお生まれになられた。言う

までもないが、今上陛下と弟君の冬篠宮殿下じゃ。所が、このお二人のお子様は内

親王様ばかりなのじゃ。陛下のお子様は藍子様だけで、政子様は随分肩身が狭く思

召しておられる。冬篠宮殿下には四人のお子様がおられるが、みなさま内親王様じ

ゃ。」 

私「他に男子の皇族の方はおられないのですか？」 

徐福「先帝陛下には、弟君がお二人おられるが、上のお方は独身で、下の方のお子

様も内親王様ばかりじゃ。」 

私「どうして、親王様がお生まれにならないのでしょうか？」 

徐福「どうしてかのう。俺には理由が分からぬ。神のみぞ知るじゃ。もっとも、明

治大帝までは側室がおられたが、今はそういう訳にはいかないのじゃ。」 

私「こちらの皇室では、英国王室のように女帝陛下はおられないのですか？」 

徐福「実は、江戸時代までは女帝がおられた。所が、明治維新からは国粋主義者ど

もが、天皇陛下は万世一系の男系と決めてしまったのじゃ。そのせいで、ただ今は

男系の後継ぎがおられなくなって、困ってしまったのじゃ。そこで、コチコチの国

粋主義者であった山本早苗首相もとうとう折れてな、女性天皇を渋々認めたのじ

ゃ。」 

私「それは、良かったじゃないですか。日本の皇室も国際基準並みの長子継承にな

ったのだから、欧米かぶれの方々もご満足でせう。」 

徐福「じゃが、山本総理は『どこの馬の骨かわからない輩が内親王様と結婚するよ

うな事態が起これば、そやつの子孫が天皇陛下になるのは絶対に困る！』と言い張

ったのじゃ。そこで、陛下と総理との間で密約が出来たのじゃ。」 

私「密約とは？」 

徐福「それは、かうじゃ。内親王様が神武天皇の血統を引く方とご結婚なさると、

皇室にお残りいただく。そうでない方とご結婚される内親王様には、皇籍を離脱し
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ていただく。藍子様は昨年末に 18歳になられ、成人皇族としてのご公務を始められ

たのじゃ。そこで、陛下は今回の会議に、朝日宮様の御曹司であられる茂君をご招

待されたのじゃ。」 

私「ハイハイ、成程。」 

徐福「これは、宮様の電話番号じゃ。今日のご様子では、宮様はお待ちのようじ

ゃ。」 

 

 私は、上記の徐福の説明を聞いて、何となく理由が分かったような気持ちになっ

た。次に、私は徐福にかう尋ねた。 

私「昨年末、陛下は我家に不思議な枕を下賜され、私に『大晦日の夜にはこの枕で

眠るように』と仰せになられました。どうしてでしょうか？」 

徐福「それはな、かう言う事情があったからじゃ。さっき、君に言ったように、陛

下は皇室の将来に大層ご心痛なのじゃ。藍子様のご誕生日のパーティーの時、俺と

日巫女をお呼びになられて、『三位一体の神様に相談して欲しい』と仰せられたの

じゃ。そこで、二人は伊勢神宮に籠って、神託を聞いたのじゃ。」 

 

 

図４．古代ギリシャ最高の聖地デルフィ、本図は、６）のサイト/より借用。 

 

 

 

https://allabout.co.jp/gm/gc/470972/
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私「どのようにして、神託を聞かれたのでせう？」 

徐福「ここだけの話じゃが、天孫族は古代イスラエルの失われた十支族の末裔でな

（26章/fを参照）、神託の方法はデルフィ方式を模倣しているのじゃ。つまり、日

巫女が薬草を燃やした煙を吸ってトランス状態に入ると、神様が彼女に憑依して、

彼女の口から神託を述べるのじゃ。」 

私「それで、どんな神託が下りました？」 

徐福「日巫女に下りた神託を言う前に、基礎知識として、「皇室の真相」を話して

やろう。これは、日本書紀や古事記には書いてない真相じゃ。代々の徐福にのみ伝

えられているので、他言は無用じゃよ。」 

 

徐福が話した「皇室の真相」を以下に記載する。 

①西暦紀元前 995年に、ダビデ王はイスラエルの 12支族を統一して、イスラエル王

国を築いた。しかし、紀元前 922年に、イスラエル王国は南のユダ王国と北のイス

ラエル王国に分裂した（26章/fを参照）。 

②北イスラエル王国は紀元前 722年にアッシリア帝国に滅ぼされたので、北の十支

族は契約の箱（アーク）を持て東方に逃亡した。その後、十支族はシナ地域の山東

半島に到り、民族名をヤマト族に改名した。 

③紀元前 221 年には秦王・政がシナを始めて統一して秦帝国を築き、始皇帝と名乗

った。ヤマト族の神官・徐福は始皇帝を騙し、五艘の大船と人材財宝（男女五百

人、五穀の種、百工、及び金銀財宝）を得て、日本に移住した。 

④九州の宇佐に移住したヤマト族は、倭国連合の依頼を受け、巫女のヒミコを倭国

女王に即位させた。しかし、南九州の狗奴国が北九州まで進出したので、ヤマト族

は居場所を失い、西暦紀元後 267年に阿波に逃亡した（ここまで、26章/f）。 

⑤ところが、紀元 301 年の 5月 4日の早朝、阿讃山脈と淡路島を結ぶ中央構造線上

で、震度 9.5 の巨大地震が発生した。そのため、阿波、淡路、和歌山、大阪、およ

び奈良地域が壊滅的な被害を被った（ここからは、27章/fを参照）。 

⑥幸いなことに、大地震の前日に、一人の若者が阿波に現れ、大地震発生を予言し

て、阿波の住民に早期避難を促した。彼のお陰で、阿波では大地震やそれに続いて

発生した巨大津波にも、人的被害だけは極めて少なくすんだ。それに反して、淡

路、大阪、奈良、および和歌山地域では不意の大地震と大津波により、夥しい死者

が出た。実は、この若者は大天使ガブリエル様の化身であった（以後、彼を大天使

様と書く）。 

⑦大地震の直後、当時の徐福は「我がヤマト族は、神のお導きにより、東方のこん

な辺地まで遥々と逃げて来た。しかし、このような前代未聞の巨大地震と巨大津波

に遭遇して、我が民族のお先は真っ暗だ。神は我らをここで見捨てられるお積りな

のか？」と弱音を吐いた。すると、大天使様が「災いを転じて福となす、という諺

がある。ここは、ヤマト族と地元民が協力して新しい国を建設するよい機会であ

る」と、徐福達を励ました。 

⑧大天使様の指導に従って、ヤマト族は阿波の地元民と協力して、復興事業を速や

かに成功させた（ここまでは、27章/fを参照）。 

http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-26.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-26.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-26.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-27.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-27.pdf
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⑨紀元 302 年の 5月 5日に、天孫族（地震後に、ヤマト族から改名）の軍勢は阿波

の地元軍と連合して、三艘の大船に乗り込み、大阪に進出した。その後、天孫族は

奈良、および和歌山地域も従え、紀元 310年 5月 4日に大和朝廷が成立した（ここ

からは、30 章/fを参照）。 

⑩大和朝廷の成立直後、大天使様は「これで、我の任務は無事終了じゃ。我は天に

帰る。これは、我が作成した不思議な枕じゃ。将来、皇室が困難に直面した時、こ

の枕を使え。さすれば、我は再臨して汝らを助けるであろう」と言われて、昇天さ

れた。 

 

 

図５．ムハンマドに天啓を授ける大天使ガブリエル、本図は、ウィキペディアより

借用。 

 

 上記（①－⑩）のような「皇室の真相」を聞いて、私は徐福にかう言った。 

私「真相はそうだったのですか。驚きだなあ。皇室は阿波から東征したのですね。

それで、徐福や日巫女の襲名者は阿波出身の人なのですか」 

徐福「まあ、そういう事じゃ。」 

私「それで、どんな神託が下りました？」 

徐福「今年の大晦日の夜、朝日宮の長男は不思議な枕で眠るべし！」 

私「それで、私が大晦日の夜に不思議な枕で眠ったのですか？」 

徐福「まあ、そういう事じゃ。」 

http://masaniwa.web.fc2.com/SF3-30.pdf
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私「徐福殿から皇室の真相を伺って、皇室と阿波との深い関係を理解できました。

それで、皇太子殿下は 1991年に阿南市の八桙神社へ行啓されたのでせうか？」 

徐福「まあ、そういう事じゃ。」 

私「なぜ、八桙神社なのですか？」 

徐福「それには、深い訳があるのじゃ。しかし、私は老人だから今日の会議で疲れ

果てた。後日、話してやるけん、天孫会の事務所において。」 

私「事務所はどこにありますか？」 

徐福「明治神宮の宝物殿１階便所の隣室じゃ。受付の爺さんが暗号を問うけん、そ

れに正解すれば入室可能じゃ。」 

私「どんな暗号ですか？」 

私「爺さんが『アーメン・ソーメン』と言ったら、『ヒヤソーメン』と答えなさ

い。次に、爺さんが『かごめかごめ 籠の中の鳥は いついつ出やる』と聞いたら、 

『夜明けの晩に』と答えなさい。最後に、爺さんが『最初は 4本足、次は 2本足、

最後に 3本足になる動物は？」と聞いたら、『人間』と答えなさい。これは、事務

所の電話番号じゃ。金曜日はいつもおるけん。」 

私「分かりました。」 

（次章に続く） 

 

 

図６．徳島県阿南市の八桙神社ある「皇太子殿下行啓記念碑」、本図は、７）のサ

イト/より借用。 
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