
「魔法の島アヴァロン」として知ら

れるグラストンベリーは、イングラ

ンド南西部サマーセット州の、人口

約1万人の町である。

この一帯からは、6000年前の木道

や紀元前3―2世紀の集落跡が出土

しており、当時から断続的ながら人

が暮らしていたとされている。1世

紀頃のローマ帝国への併合と、その

後のケルト系ブリトン人の部族王国

の乱立を経て、7世紀末には大陸か

らやってきたアングロ ＝サクソン人

の支配下に入った。その頃には既に、

アイルランドやウェールズからケル

ト化されたキリスト教が伝来してい

たらしい。後にローマからカトリッ

クが伝来し、カトリックの修道院が

建設されても、この町はケルトとカ

トリックの交流地点であり続けた。

12世紀、修道院の敷地内から、ケ

ルト伝説の英雄アーサー王のものと

される骨が見つかり、グラストンベ

リーこそがアーサー王が復活の時を

待っているアヴァロン島だという伝

説が広まる。この一帯は海抜が低い

ため、冬には町の周囲の低地に海水

が浸水し、町の外れの丘が湖に浮か

ぶ島のように見えていた。その神秘

的な風景がアヴァロン島伝説の信憑

性に一層の拍車をかけたと考えられ

ている。また、13世紀半ばまでには、

キリストの大おじのアリマテアのヨ

セフが、キリストが最後の晩餐で用

いた聖杯とともにグラストンベリー

を訪れ、イングランドで最初の教会

をつくったという伝説が広まる。

この2つの伝説は、歴史的事実で

はなく、12世紀の大火事で経済的苦

境に陥った修道院による創出だとさ

れている。しかし、そのおかげで、

グラストンベリー修道院の威信が高

まり、繁栄がもたらされたのは事実

である。14世紀までにはイングラ

ンドで2番目に裕福な修道院となり、

町も巡礼地として栄えていた。

16世紀前半のイングランド王ヘ

ンリー8世による宗教改革の際に、

修道院は解散させられ、町は急速に

衰退したのだが、その後もオカルト

や神秘主義に関心をもつ人たちは、

132 グラストンベリー
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グラストンベリーに関心を寄せ続け

た。特に20世紀初めには、アーサー

王やアリマテアのヨセフ、聖杯の伝

説にひかれた芸術家や知識人が集ま

り、小規模な文化サロンが形成され

ていたようである。しかし、表面的

には、農業を主な産業とし、定期市

の日には近隣の町村の住人が買い物

に集まってくる田舎町だった。

そんなのどかな町の様子が一変し

たのは、1967年の夏のことである。

アメリカで始まった対抗文化運動か

ら生まれたヒッピーが、グラストン

ベリーの伝説にひかれて、やってき

たのだ。その後数年間にわたって、

多くのヒッピーがこの小さな田舎町

に押し寄せてきた。これには、1970

年から近郊の村で始まった、野外ロ

ック・フェスティヴァル（後のグラ

ストンベリー・フェスティヴァル）の影

響も大きかった。

彼らは20世紀初めに集まった

人々による伝説の再解釈にも影響を

受けながら、キリスト教の枠組みに

とどまらない新しい視点でグラスト

ンベリーを捉えていた。たとえば、

英国（あるいは世界）で最も聖なる場

所、レイラインが交差するエネルギ

ーの高い場所、宇宙人と交信できる

地点などと考えたのである。

グラストンベリーには、以前から

風変わりな考え方をする人たちがい

たので、地元の人々はこのような考

え方自体を否定することはそれほど

なかったようである。しかし、空き

地に許可なく野宿し、仕事もせずに

夜中まで歌って踊って騒ぎ続けると

いう行動には腹を立て、汚らしい格

好のヒッピーは商店やパブから締め

出された。しかし、ヒッピーの大半

は、じきにこのような生活に飽きて

いき、1975年頃までには帰宅したた

め、問題はとりあえず終息した。

ところが、1980年頃からトラベラ

ー、つまりバスなどの乗り物で生活

するホームレスがやってきて、さら

に大きな問題を引き起こした。彼ら

は、上流・中流階級の出身者が主体

だったヒッピーとは異なり、サッチ

ャー改革のあおりを受けて生まれた、

貧しい人々だった。住人のなかには

同情する声もあったが、彼らが集ま

っていた農場で衛生面での問題が発

生したこともあり、最後には法的手

段に訴えて、追い出した。

トラベラーが町を騒がせていた頃、

スピリチュアルな事柄に関心をもつ、

中流階級出身で高学歴の人々も移住

してくるようになった。そのなかに

は、かつてヒッピーとして町を訪れ

第4章 消費と聖地
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ていた者も少なくなかった。

当時この地域では、主要産業が衰退

し、経済が悪化していた。新住人の

なかには、政府の起業支援政策を利

用しながら、空き店舗が目立ち始め

ていた町の中心部に、いわゆるニュ

ーエイジの商品や書籍を扱う店を開

いたり、代替療法のセンターや宿泊

施設を始めたりする者も出てきた。

また、町の伝説や地形、先人の解釈

を基にして、グラストンベリーを新

たな視点で解釈し、それを書物とし

て出版したり、催し物やワークショ

ップを企画したりした新住人もいた。

このような活動が、スピリチュアル

な事柄に関心のある人々を、英国や

ヨーロッパ、北米からひきつけ、町

は活気を取り戻し始めた。

現在町の中心部には、ヒーリン

グ・センターや、タロットやパワー

ストーンを売る店が軒を連ねている。

魔女グッズ専門店では、薬草やまじ

ないなど、イギリスの古い知識に精

通した魔女に出会えることもある。

年8回のケルト暦の祝祭の時期には、

様々な催し物が開かれているが、近

年注目されているのは、8月初めの

女神の大祝祭である。これは女神運

動、つまりフェミニズムと、ヨーロ

ッパの古い信仰の復興運動であるネ

オペイガニズムの融合から生まれた

宗教的な実践にかかわる人々が運営

している。彼らは独自の視点でアー

サー王伝説を解釈し、現実の世界

「グラストンベリー」と重なり合って

いるとされる、神秘の世界「アヴァ

ロン」を女神の聖地とみなしている

ため、毎夏の大祝祭はアヴァロンへ

の巡礼と位置付けられている。参加

者は、町の宿泊施設に泊まり、店で

かなりの買い物をすることから、ス

ピリチュアル産業に従事する人にと

って、この時期はかきいれどきとな

っている。

現在の訪問者の大半は、新住人と

同じく、スピリチュアリティに関心

をもつ「スピリチュアル観光客」で

ある。つまり、ホストもゲストも、

外から来た人々であり、地元民は恩

恵を受けていないようにみえる。し

かし、宿泊施設に食料を卸したり、

所有物件を店舗として貸したりして、

間接的に利益を得ている者もいる。

また、自分の故郷が有名になったこ

と、町に活気があることを喜ぶ声が

聞かれる。一方で、中心部が観光客

向けの店で占められていて、日常の

買い物が不便だという不満もある。

1990年代、スピリチュアル産業の

発展について、議員の意見は分かれ

ていた。「美しいイングランドの田

舎町」として観光化を推進する動き
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もあったが、同様の特徴をもつ町は

少なくなく、鉄道が通っていないな

ど、地の利が悪いグラストンベリー

では成功しなかった。そのため

2000年代に入ってからは、スピリチ

ュアル産業を容認するようになり、

そのような催し物で町長が挨拶する

ことも珍しくなくなってきている。

しかし、スピリチュアリティと称さ

れる事柄を胡散臭く思う人もいるし、

かつてのヒッピーやトラベラーの悪

夢から外部の人々の積極的な受け入

れには気が進まない人もいるので、

行政がスピリチュアル産業を盛り上

げて、町おこしにつなげようとする

姿勢はあまりみられない。

1967年以降の地元民と外部の

人々との関係の変化から新住人の果

たした役割を考えてみよう。ヒッピ

ーやトラベラーと地元民の間には、

いわゆるホスト／ゲスト関係は成立

していなかった。彼らはゲストでは

なく、地元民の生活を脅かす厄介な

他者にすぎなかった。その後、移住

してきたスピリチュアリティに関心

をもつ新住人は、同じ志向をもつス

ピリチュアルな観光客を町に呼び込

む役割を果たしたため、新住人も観

光客も、外部の人ではあるが、町の

経済を活性化する存在として地元民

に受け入れられた。観光客は新住人

からサービスを受けたため、直接の

ホスト／ゲスト関係はこの両者の間

に生じたが、スピリチュアル産業に

携わる新住人を通して、間接的にホ

ストとなる地元民もいた。

つまり、スピリチュアリティに関

心がある人のうち、住人として町で

暮らし始めた人々が、観光客と地元

民の緩衝役になったと考えられる。

中世、アリマテアのヨセフが国全

体を象徴する聖人へと祀り上げられ

たことで、グラストンベリーは、イ

ングランド随一のキリスト教の聖地

になったといわれている。制度的な

キリスト教が衰退し、いわゆるスピ

リチュアリティへの関心が欧米各地

で高まるなかで、教会制度ができる

前のキリスト教と結びつくアリマテ

アのヨセフの伝説や、ヨーロッパ土

着の信仰とされるペイガニズムと関

係が深いケルト文化と結びつくアー

サー王の伝説を有するグラストンベ

リーは、現代の人々をひきつけてい

ると考えられる。現在のグラストン

ベリーは、イングランドのキリスト

教の聖地から、欧米全体のスピリチ

ュアリティの聖地へと変貌を遂げた

といえよう。 （河西瑛里子）

参考文献
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Ground:Pilgrims and Politics at
Glastonbury and Sedona, Blooming-
ton:IndianaUniversityPress,2001.
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ew Age in Glastonbury: he Con-
structiono eligious ovements, ew
ork:BerghanBooks,2000.
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1945年8月6日午前8時15分、

アメリカのB29爆撃機エノラ・ゲイ

号が投下したウラン型原子爆弾リト

ル･ボーイは、広島市の中心部細工

町のおよそ580m上空で炸裂した。

その地域は瀟洒なデザインの広島県

産業奨励館をランドマークとする広

島市随一の繁華街であり、大田川の

デルタ地帯に広がる街並みには会社

や商店、そして住宅が密集していた。

その真上で目も眩むような閃光と共

に放出された膨大な量の放射線と熱

線、そして爆風が広島のすべてを焼

き尽くし、およそ14万余の人命が一

瞬にして奪い去られてしまったので

ある。それは人類がその歴史上にお

いてはじめて体験する「原爆死」

（AtomicDeath）という異常な死が、大
量にもたらされた残酷で恥ずべき瞬

間であった。こうして広島は世界の

ヒロシマとなった。

そして過ちは3日後に再び繰り返

された。1945年8月9日午前11時

2分、B29爆撃機ボックス・カーが

投下したプルトニウム型原子爆弾フ

ァット・マンは長崎市松山町のおよ

そ500m上空で炸裂した。リトル･

ボーイの約1.4倍の爆発力をもつフ

ァット・マンは当初の標的であった

長崎市中心部が厚い雲に覆われてい

たため、急きょ東西を山に挟まれた

浦上川流域の狭隘な地域に投下され

た。計り知れない量の熱線・放射線・

爆風がかつて潜伏キリシタンの里で

あった浦上地区を集中的に破壊し尽

くし、7万数千余の生命を一瞬のう

ちに奪い去った。こうして長崎は、

ヒロシマと共に世界が記憶すべきナ

ガサキとなったのである。

今日、ヒロシマ・ナガサキは単に

日本の地方都市の呼称であるのみな

らず、世界に平和の尊さを訴える記

号として機能しており、爆心地を中

心として整備された公園は「平和」

の名を冠した聖地となっている。そ

れは突然に原爆死を余儀なくされた

無数の犠牲者を慰霊するための場所

であると同時に、未来世代に向けて

平和希求のメッセージを送り続ける

発信源ともなっている。しかし、こ
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の2つの都市が平和の聖地として成

立する経緯は、それぞれの歴史的背

景を踏まえて相異なるものであった。

原爆後の広島の復興については、

1946年（昭和21年）の段階で既に

「被爆死した人々の霊を慰める」と同

時に、「史上初めての被爆都市を平

和のモニュメントとして残す」とい

う2つの基本方針が確認されていた。

その基本方針に基づいて1949年（昭

和24年）8月6日に「広島平和記念

都市建設法」が公布され、爆心地近

くの中島地区に平和記念公園

（HiroshimaPeaceMemorialPark）を建設
し、これを平和記念都市としての広

島復興の根幹にすることが決定され

た。平和記念都市という都市復興の

理念は、世界で初めて原爆の惨禍に

見舞われた広島であるからこそ世界

のピースセンターになり得るし、ま

たそうならなければならないという

市民の篤い思いが凝縮されたもので

あった。そうしたなかでまず、爆心

地近くの旧広島県産業奨励館の遺構

が「原爆ドーム」として永久保存さ

れることになった。かつてのランド

マークは、今また変わり果てた廃墟

の姿のままで、平和記念都市ヒロシ

マの象徴となったのである。そして、

平和記念公園は当時新進気鋭の建築

家であった丹下健三やイサム・ノグ

チのデザインによって着工され、

1954年（昭和29年）に完成した。

平和大通り（通称、百メートル通り）

に面した公園南側の正門に当たる位

置には広壮な平和記念資料館（Peace
MemorialMuseum）があり、被爆者の
遺品や被爆の惨状を示す諸資料が収

集・展示されている。しかし、平和

記念公園においてもっとも重要な意

味を担っているのは原爆死没者慰霊

碑と、2002年（平成14年）に開設さ

れた国立広島原爆死没者追悼平和祈

念館である。はるかに原爆ドームを

臨む位置に建てられた原爆死没者慰

霊碑は文字通り、慰霊施設としての

平和記念公園の中核であり、その前

で毎年8月6日に平和記念式典が挙

行される。この碑に刻まれている

「安らかに眠って下さい／過ちは繰

返しませぬから」という文言をめぐ

っては、誰が過ちを繰り返さない主

語･主体なのかが不明確だとの批判

も寄せられたが、死没者への慰霊を

平和希求へと昇華させようという意

志が込められている。また、国立広

島原爆死没者追悼平和祈念館は「死

没者を静かに追悼し、平和について

考える場所」として新たに設けられ

た空間であり、慰霊という宗教的動

機を全面に打ち出したものとなって

いる。広島ではそれまで英語のメモ

リアル（memorial）に対応する語とし
て「記念」を用いてきたが、ここで

は「祈念」が採用されており、追悼・

慰霊の場という性格がより顕著にな

っている。

このように広島における戦後復興

の道標は、原爆犠牲者を「慰霊」す

ることと、原爆の惨禍をあえて「平

和のモニュメント」とすることであ

り続けた。平和記念都市という理念

第8章 戦争と聖地



にはその意図が明確に示されており、

その意味では必ずしもツーリズムを

念頭に置いた街づくりではなかった。

他方、長崎の戦後復興は国際文化

都市の建設を標榜して推進された。

同じように原子爆弾の惨禍を被りな

がら、なぜ長崎は平和記念ではなく

国際文化という理念を打ち出すこと

になったのであろうか。それを理解

するためには、長崎という港湾都市

の歴史的変遷とツーリズムの関係、

さらに爆心地・浦上の長崎における

位置付けを考慮しなければならない。

1571年（元亀2年）にポルトガル船

寄港地として開港されて以来、長崎

は江戸幕府による鎖国の時代にも海

外に開かれた日本で唯一の港として

繁栄したが、幕末に横浜、神戸が開

港されて以後は急速に衰退し、貿易

における重要度を下落させていった。

そのため長崎は、明治期以降には造

船業を中心とする軍需産業都市へと

性格を変えざるを得なかったが、同

時にまたオランダ、中国という東西

の文化が邂逅し、融合した港町とし

てのエキゾチックな魅力によって早

くから観光をも基幹産業としてきた。

なおかつ、爆心地が浦上というかつ

ての潜伏キリシタンの里で、長崎市

中心部の繁華街でなく、中心部に集

中する歴史的・文化的な史蹟がほぼ

原爆による破壊を免れたことも重要

な意味を有していた。このような歴

史的背景のゆえに長崎は戦後の復興

でも、原爆をツーリズムの視点から

捉えるという独自の展開を見せるこ

とになったのであり、そのことを端

的に表現したのが国際文化都市とい

う理念にほかならなかった。東西文

化の融合地・長崎が平和産業として

のツーリズムによって国際観光客の

誘致を目指すからこそ、国際文化都

市という自己規定が要請されたので

ある。長崎復興計画の策定に携わっ

た当時の関係者たちは皆、「原子戦

災地」であることを貴重なもう一つ

の観光資源として認識していた。

そして、1949年8月9日に公布さ

れた「長崎国際文化都市建設法」に

基づく長崎復興の営みは、爆心地に

国際文化に相応しい公園や施設を建

設するというかたちで推進された。

原爆落下中心地が整備されると共に、

隣接する丘上の旧長崎刑務所浦上支

所の跡地に「平和公園」（PeacePark）
が建設され、その至聖所とも言うべ

き場所には彫刻家・北村西望による

巨大な「平和祈念像」が屹立するこ

とになった。一見して忘れ難い独特

の姿態によって原爆の恐怖と平和の

尊さを示すとされるこの塑像は、慰

霊を目的とするものであったが、当
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初から作者自身も観光資源となり得

ることを企図していた。また平和公

園は原爆資料館を含む国際文化会館

や隣接する松山町の運動公園群をも

含み、さらに国際文化都市の構成要

素としては郊外の長崎水族館も含ま

れていた。結果的に長崎の平和公園

を構成するこうした諸施設の配置は、

広島平和記念公園が主要施設を一直

線に並べた伽藍配置のような構造に

なっているのに比して、相互に独立

して存立するというかたちになって

いる。

長崎平和公園は原爆犠牲者の慰霊

を目的としており、そのことは慰霊

のシステムとして構築されている

諸々のモニュメントや残骸が強烈に

物語っている。しかし、長崎の爆心

地に広がる平和公園は、必ずしも被

爆者の原爆体験における絶対的な中

心点となっている訳ではない。原爆

の残酷さを雄弁に物語る浦上天主堂

の廃墟が撤去され、わずかにその一

部がモニュメントとして原爆落下中

心碑の近くに移転させられているこ

とも、慰霊の要素が後退しているよ

うな印象を与える。長崎にも2004

年（平成16年）に国立長崎原爆死没

者追悼平和祈念館が設立されたが、

平和公園がもつツーリズムへの積極

的な関与の方向性に変化はない。

一般に「怒りのヒロシマ・祈りの

ナガサキ」と対比的に語られること

が多い。いずれの都市も原爆の惨禍

を世界に告発し、死没者を慰霊する

聖地であるが、反核・平和運動のあ

り方や爆心地の意味付けには相違が

あった。平和記念都市を掲げた広島

ではツーリズムは必ずしも積極的に

語られなかったのに対して、国際文

化都市を掲げた長崎では積極的にツ

ーリズムを聖なる圏域のなかに招致

し、慰霊空間とリラクゼーションと

の両立を語り続けた。原爆が産み出

したこれら2つの平和の聖地が現在

置かれている状況は、高齢化によっ

て原爆の実体験者が年々減少し被爆

体験が風化していくなかで、慰霊の

ための公園が否応無く両都市の代表

的な観光資源、観光目的地となって

いるという現実である。それによっ

て平和の発信がなされ続ければ、被

爆地としての聖性はやはり有力な説

得力を有し続けるであろう。しかし

そうした発信力が低下すれば、世界

に2つしかない被爆都市としての聖

性は形骸化し、いずれはリラクゼー

ションを主眼とするツーリズムの潮

流のなかに埋没してしまうことにな

りかねない。ツーリズムを契機とし

て、そこを訪れる多くの人々に慰霊

と平和希求との力強い発信を継続し

ていくことが可能かどうかについて

は、今後の広島・長崎の取組みを見

守るしかないであろう。（木村勝彦）
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