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連載「つたえること・つたわるもの」№134
「キエフ」から「キーウ」へ、

ウクライナ大地へのリスペクト

政府は先月末（3月31日）、ウクライナの首

都の呼称を、旧ソ連時代から使われてきたロシ

ア語発音の「キエフ（ロシア語表記Киев・ラ

テン文字転写Kiev）」から、公用語であるウ

クライナ語発音の「キーウ（ウクライナ語表

記 Київ・ラテン文字転写Kyiv）」に変更した。

これにともない、テレビや新聞などが用いる

図解では、ウクライナの地名表記を、キーウ（キ

エフ）」／オデーサ（オデッサ）」／ドニプロ

川（ドニエプル川）／チェルノービリ（チェル

ノブイリ）など、ウクライナ語（ロシア語）併

記の形をとっている。

ロシア語とウクライナ語の文字表記には、ど

ちらもキリル文字（東スラブ語群に属する民族

が用いる言語文字）が使われていることから、

同じ東スラブ語群における地域語（方言）のよ

うなものかもしれないが、ウクライナにおける

公用語はもちろんウクライナ語であり、ロシア

語表記・発音を用いることは、国際的なマナー

に反する。

たとえば、「キーウ」という名称は、ポリャ

ーネ族（かつて 6～9世紀にかけて存在した東

スラブ部族）の公爵「キーイ（Кий）」の名を

冠した「キーイウ（キーイの都市）」に由来す

るという。同じように、ウクライナ南部、黒海

に面した港湾都市「オデーサ」の名称は、この

あたりに古代ギリシアの植民都市オデソス（ギ

リシア神話の英雄、オデッセウスにちなんで名

づけられた）が存在したという誤認（実際のオ

デソスは黒海西部に位置するブルガリアの北

東部にあった）によるものだそうだが、かつて

ギリシア系商人と植民者の誘致を企図してこ

のギリシア風の名前をつけたとも言われてい

る。

ウクライナ（ウクライナ語表記Україна・ラ

テン文字転写Ukrajina）という国名について、

『ロシア・ナショナリズムと隠されていた諸民

族』（ナーディア・デューク、エイドリアン、カ

ラトニツキー著、田中克彦監修、李守、早稲田

みか、大塚隆浩訳、明石書店、1995年）に、地

政学的な解説がある。

「ウクライナ」ということばは、ロシア語と

ウクライナ語で「国境地帯」とか「辺境の地」

の意味を表すオクライナから来ている。ヨーロ

ッパのスラブ系の人びとが定住し国家を築いた

東の果てが、ここウクライナの地なのである。

東と西の勢力がしのぎをけずる辺境の地だった

ため、ウクライナはタタールやモンゴルといっ

た騎馬民族の侵入を受け、中世にはリトアニア

公国、つづいてポーランド、ロシア、ナチスに

占領されるという歴史をたどってきた、しかし

本来、ウクライナは辺境とはほど遠いところだ

った。古代ルーシ人（※ドニプロ川の中流域に

居住した現地民の自称）による豊かで高度に発

展した中世文化がここで生まれたのである。

（『ロシア・ナショナリズムと隠されていた諸民

族』111ページ）

東京都図書館のHPに、「ウクライナ」の国名

と国旗の由来が書かれている。

国名の由来 「ウクライナ」という国名は、ス

ラブ語で、辺境・国境地方を意味する「ウ

クライナ」に由来。4 世紀頃から東スラブ

人が定住していた地に、9 世紀頃にバルト

海地方からノルマン人（ルーシ人）が南下

してキエフ・ルーシ公国を建国したのがは

じまり。

国旗の由来 「独立ウクライナの旗」と呼ば

れ、ソ連邦時代からウクライナ独立（※1991
年 8 月）のシンボルとして使われた。青は

空を、黄は大地を染める小麦と農業を表し

ている。

このように見ていくと、ウクライナ語の国名

である「ウクライナ」にも、「キーウ」「オデー

サ」の地名にも、何世代にもわたって語り継が

れたウクライナの歴史がある。今回の「ウクラ
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イナ侵攻」を奇貨として、日本をはじめ多くの

国々の政府機関やマスメディアが、これまで用

いてきたロシア語の地名表記からウクライナ語

の発音に近い地名（国名）表記を採用したこと

は、ウクライナの文化の真の復権を意味するも

のだと思う。

ところで、ロシア語表記・ウクライナ語表記

の説明で（）内に示した「ラテン文字転写」と

は、英語、フランス語、イタリア語、スペイン

語、ドイツ語などラテン文字のアルファベット

を使用する言語で、ラテン文字以外の文字体系

を用いる言語（※たとえばキリル文字を用いる

ロシア語・ウクライナ語など）の発音をラテン

文字（※abc……）で表記することをいう。これ

は、「音写（ある言語の語音を、他の言語の文字

を用いて書き写すこと）」と呼ばれる表記法のひ

とつである。

たとえば、インドのことば（パーリ語、サン

スクリット語）で書かれた仏典を、中国の漢字

に「意訳＋漢字の音写（音韻をあてて書き写す）」

によって中国語に漢訳（翻訳）した「漢文の仏

典」もまた、「漢字文字転写」と呼べるものであ

る。

同じように、日本語である「日本」（漢字）や

「にほん」（ひらがな）を nihonまたはnipponの
ように、日本語発音をローマ字（※abc……）に

変換する「ローマ字表記」も、「ラテン文字転写」

に近い表記法である。かつて、文字（書きこと

ば）をもたなかった上古代の日本人にとって、

コミュニケーションの手段は会話（話しことば）

のみだったが、4～5世紀ごろ、朝鮮半島経由で

「漢字」が伝えられると、「やまとことば（和語）」

の音韻（発音）に「漢字」の音韻と文字を借り

て「万葉仮名」がつくられた。

その後も、漢字は真名（正式の文字）、ひらが

なは仮名（仮の文字）と呼ばれ、現在の日本語

（漢字かな交じり文）となった。明治時代、文

明開化にともなう欧米文化の流入に対処するた

めに、国名（地名）など欧米のことばをウクラ

イナ（烏克蘭）、ロシア（露西亜）のように漢

字とカタカナで表記した。また、北海道におけ

るアイヌ語の地名や沖縄における琉球語の地名

は、漢字の音韻をあてて書かれるようになった。

「地名は保守性が強い言語記録で、簡単には

消えにくい」とは、民族研究者の筒井功さんの

ことばである。

自著『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』

（河出書房新書、2017年）のなかで、現代の日

本には北海道・東北北部地方に漢字の音韻をあ

てたアイヌ語の地名が、沖縄地方に漢字の音韻

をあてた琉球語の地名がある。筒井さんは、日

本の先史時代の民族移動、近代の和人（本州人）

の北海道進出について解説している。

北海道の地名がもとは、すべてアイヌ語であ

ることは、多くの人が気づかれていると思う。

稚内（わっかない）、紋別（もんべつ）、留萌（る

もい）、網走（あばしり）、釧路（くしろ）、歌志内

（うたしない）、札幌（さっぽろ）、長万部（おし

ゃまんべ）、（中略）いちいち例を挙げるまでもあ

るまい。

われわれ日本人の先祖が現在の列島へやって

きたルートは、北方のサハリン（樺太）、北海道

経由、西方の朝鮮半島、対馬経由、南方の琉球

列島経由の三つがあったろうとする考え方が、

ほぼ定説になりつつある。いまから四万年前（三

万八〇〇〇年前とする説もある）～二万五、六

〇〇〇年くらい前のことらしい。

（『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』「南限

線の存在と日本人が来た道」18ページ）

ただし、本土の日本人すなわち和人が早くか

ら進出していた道南部などには千歳とか福島と

いった日本語による地名も江戸時代からあるに

はあった。（中略）

明治新政府が成立し、本州以南からの入植・

開拓が本格化して一五〇年ばかりが過ぎた今日

でも、右の事情は大きくは変わっていない。ア

イヌ語が日常語としてはすでに死語にひとしく

なった現在でも、地名に関するかぎり北海道は

依然としてアイヌ語の大地なのである。
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（『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』「はじ

めに」11ページ）

また、筒井さんの孫引き――『地名アイヌ語

辞典』（知里真志保著、北海道出版企画センター、

1956年）――であるが、アイヌ語の「nayなィ」

について、次のような説明がある。

〈川、谷川、沢。アイヌ語に川を表わす語が

二つあるpetと nayと。北海道の南西部では pet
を普通の川に用い、nayは谷間を流れて来る小

さな川の意に限定している。（中略）

この二つの内 petは本来のアイヌ語で、nay
の方は外来らしい。川を古朝鮮語でナリ、或は

現代語方言でナイといっているのと関係があ

るのかもしれない（読点や区切りの記号を一般

的なものに変えてある＝引用者）〉。（中略）

日本語は典型的な開音節系の言語で、あらゆ

る音節が母音で終わる。例えば「ありません」

の最後の「ん」でさえ、もともとは n音ではな

くnuであった。あ・り・ま・せの各音は、昔も

いまも語尾は母音で終わる。

こういう言語を使用している民族は、子音を

単独で発音するのが苦手である。英語の petには、

原語にない母音を付加してpettoと発音している

ことは周知のとおりである。そんな具合だから、

アイヌ語のペッの聞取りと文字への変換には苦

労することになる。

日本人はこれに対して二つの方法で臨んでき

た。一つは英語のときと同じように、本来はな

い母音を付加することである。その場合、最も

普通にはベッとした。言い遅れたが、アイヌ語

には半濁音と濁音の区別がない。つまりペッで

もベッでもよいのである。古代のある時期以後

の日本語は半濁音（パ行の音）を嫌ったので、

ペッではなくベッとなっているのである。ペッ

をベチとした例も見られる。そうして、漢字で

は「別」とか「淵（べち）」と書くのである。青

森県八戸市で太平洋にそそぐ馬淵（まべち）川

は、後者の例として知られている。

もう一つの対処法は、発音しない子音を無視

することである。すなわち、単に「ペ」とする

のである。この場合には「辺」とか「部」とか

の字を宛てることが多い。その際やっかいな問

題が生じる。日本語の地形語として、ごく普通

に見られる山辺、川辺、池辺、沼辺」などの「べ」

との区別が困難になることである。

（『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』

「「ナイ」と「ペッ」」23～27ページ）

『アイヌ語よりみた日本地名新研究』（菱沼右

一著、第一書房、1982年）に、北海道の地名の

解説がある。（※旧字体漢字はそのまま引用）

石狩（イシカリ 原名「イシカラベツ」雄大に

曲がれる川）／札幌（サッポロ 原名「サツポロ」

乾燥廣大の地）／紋別（モンベツ 元名「モぺツ」

靜川）／稚内（ワッカナイ 「ヤムワクカナイ」

冷水の澤）／釧路（クシロ 原名「クッチヤロ」

咽喉の義）／留萌（ルモイ 「ルルモッペ」靜潮

水。ルルは潮汐、モは靜、ぺは水なり）／網走（ア

バシリ 元名「チパシリ」吾人發見したる土地の義）

（『アイヌ語よりみた日本地名新研究』

「北海道地名」249～256ページより抜粋）

『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』で引

用（11ページ）した、二つのアイヌ語地名をweb
検索で調べてみると、歌志内（ウタシナイ）は

「ウタ（砂）＋シ（あるところ）＋ナイ（川）」、

長万部（オシャマンベ）は「オ（川尻・河口）

＋シャマム（横になっている）＋ペッ（川）」と

説明されていた。

ちなみに、120年前まではハワイ王国であった

米国（亜米利加）ハワイ（布哇）州の地名も、

もとはポリネシア語であったが、のちに英語の

アルファベットで表記されるようになった。ハ

ワイ（州）はHawaii＝ha（生命）＋wai（水）＋

i（魂）、ホノルル（市）は、Honolulu＝hono（湾、

入江）＋lulu（穏やかな、守られた）、ワイキキ

（ビーチ）はWaikiki＝wai（水）＋kiki（吹き出

す、ほとばしる）の意である。

ウクライナ語で書かれた地名にも、漢字で書
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かれたアイヌ語の地名にも、英語で書かれたポ

リネシア語の地名にも、その大地で暮らす人び

とを育んできた、世界にひとつずつ存在する「た

ましいの物語」がある。

連載「つたえること・つたわるもの」№135
アイヌ語、沖縄語、やまとことば。

「地名」に込めた大地の「祈り」

ロシアによるウクライナ侵攻から 3カ月目

の現在も、いまだに停戦交渉再開への見通しは

立っていない。

そのドサクサに紛れて、4月7日、ロシア下

院議会の有力議員が「北海道の全権はロシアに

ある」として、その根拠を「ロシア人開拓者が

交易のために開発、植民地化を行い、利用して

いた。そこ（北海道）にはアイヌ民族が住んで

いた。サハリンやウラジオストク近郊、カムチ

ャッカの南部に住んでいるのと同じ民族で、ロ

シアの民族のひとつだ」と発言し、そう遠くな

い将来、ロシアが北海道に侵攻する可能性をほ

のめかした。

また、日本の領海である沖縄県の尖閣諸島付

近では、中国海警局などの艦船による領海侵犯

が常態化しているが、尖閣諸島の領有権のみに

とどまらず、「沖縄（琉球王国）もかつては中

国の領域（朝貢を行っていた属国）だった」と

して、中国メディアの一部は「沖縄（琉球）の

主権は中国に帰属すべきだ」と主張している。

日本の北方からの脅威（大陸から渡来したア

イヌ人は、ロシア人と同じ系統の民族であると

主張するロシア）と、南方からの脅威（琉球は

もともと中国の属国であったと主張する中国）

は、今回、ロシアによる一方的なウクライナ侵

攻が起こった 21世紀のいま、少なからず現実

味を帯びはじめているようにもみえる。

『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』（筒

井功著、河出書房新書、2017年）の解説がと

ても興味深い。

ホモ・サピエンス（現生人類）は、いまから

二〇万年ほど前のアフリカで誕生した。六万年

前に「出（しゅつ）アフリカ」と人類学者が呼

ぶアフリカからの拡散が始まり、それがアジア

に達したのは五万年前であった。この数字には

研究者によって多少の違いはあるが、シナリオ

そのものは現今の通説となっている。

ホモ・サピエンスが日本列島に渡ってきたル

ートは三つある。北からサハリン・北海道ルー

ト、朝鮮半島・対馬ルート、台湾・沖縄ルート

である。これも現在、通説とされている。その

時期は対馬か沖縄のいずれかが最も早く、三万

八〇〇〇年前～二万六〇〇〇年ばかり前のこ

とらしい。いちばん遅かったのは北海道ルート

で、二万六〇〇〇年ばかり前のことらしい。

・（『アイヌ語地名と日本列島人が来た道』227
ページ）

ロシアは「北海道」を、中国は「沖縄」を、

本来は自国の領土だと強弁するが、人類の起源

（ホモ・サピエンス）がアフリカでの誕生だと

すれば、世界の国々は全てアフリカの「領土」

であるということになる。

しかし、前回のコラム№134の末尾に書いたよ

うに、それぞれアイヌ語や沖縄（琉球）語、や

まとことば（原縄文語）などのことばで発音さ

れ、文字に記された地名には、その大地で暮ら

す人々を見守ってきた「たましいの物語」があ

る。

地名に込められた物語は「もの（その人の身

の上、土地で起こった事象・出来事を）＋かた

り（ことばというカタチを借りて伝える）」の重

要な手がかりであり、それは古代の語り部たち

が話して聞かせるアイヌや沖縄の「民話」とな

り、それらを統合した物語はやがて「神話」と

呼ばれるようになった。

去る 4月23日午後、観光船「KAZUI（カズワ

ン）」が知床半島沖で遭難した。観光コースの名

所、「カシュニの滝」はアイヌ語で「カシ（狩小

屋）＋ュニ（のある）＋イ（ところ）」、もう一

つの名所、「カムイワッカの滝」はやはりアイヌ

語で「カムイ（神の）＋ワッカ（水）」であり、
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狩猟と漁撈を生業としていたアイヌ人にとって、

それぞれ神聖な場所を表す地名である。

また、観光船の母港があるウトロ（宇登呂）

は、「ウトゥ（その間を）＋チ（我等が）＋ク

（通行する）シ（所）」に由来し、岩と岩との間

に細道を通って集落から浜へ往来するところ。

知床半島の知床（シレトコ）は、「シ （大地）＋

エト （突き出たところ）」に由来し、土地の突端

部分、岬を表す地名である。ここかしこにたく

さんのアイヌ神話（民話・伝説）がある。

ことしは沖縄の本土復帰 50年（1972年 5月
15日）という節目の年で、NHK朝の連続テレビ

小説の舞台に「沖縄」をとりあげた『ちむどん

どん』が放映されている。

タイトルの「ちむどんどん」は、沖縄語の「チ

ム（胆＝心胸・心）＋ドンドン（心が高鳴る様

子を表すオノマトペ）する」から、「胸（心）が

ドキドキする」となる。また、沖縄語の「チム

＋グスイ（胆薬）」は、肝臓の薬ではなく、心（胆）

に沁みる言葉（薬）の「チム（胆）」である。チ

ム（胆）は「肝に銘ず（強く心に留め、決して

忘れない）」の「胆（ハート）」である。

ちなみに、ドラマの舞台である山原（ヤンバ

ル）村のモデルは、沖縄本島北部の山原地区に

ある東村（ヒガシソン）、国頭村（クニガミソン）、

大宜味村（オホギミソン）あたりらしい。もし

かすると、主人公・比嘉暢子の名字「比嘉」が

「東」を意味することから、「東村（ヒガシソン）」

がそのモデルではなかろうか。

沖縄語の発音で「東西南北」の方角を、それ

ぞれ東（アガリ）、西（イリ）、南（へー、フェ

ー）、北（ニシ）というが、ドラマのヒロインの

名字はおそらく比嘉（ヒガ）という地名からと

ったものではないだろうか。

『沖縄地名考』（宮城真治著、沖縄出版、1992
年）に、「比嘉（ヒガ）」「東江（アガリエ）」と

いう地名の由来が載っている。引用文中の（※）

は現在の地名、漢字のルビはカッコ内にカタカ

ナ表記した。（以下同）

「比嘉は東方の義」

（※沖縄県）勝連村（※旧中頭郡・現うるま

市に統合）の離島に字（あざ）比嘉（ヒガ）が

ある。これをヒヂャと読み、浜比嘉と併称され

て、比嘉は（※沖縄本島の）東部に位している。

ヒヂャは沖縄語で東のことで、もと光を意味し、

日本語のぴかぴかが光を修飾するのと同系の語

である。東は旭光の発する所であるのに基づく

ものである。仲里村（※旧仲里村・現久米島町）

に字（あざ）比嘉がある。山城（ヤマグスク）

と相対し、比嘉は東に、山城は西にある。これ

も東の義であることが明らかである。／東江（ア

ガリエ）は（※名護市）名護町の元の字名でア

ガリと読み、（中略）沖縄語アガリもまた東の義

で、朝日のあがる方である。／東（ヒガシ）村

は国頭郡の属村で、大正十二年久志村（クシソ

ン、※現名護市東部）より分立したものである。

久志村を俗に東原（ヒヂャバラ）もしくは東方

（ヒヂャカタ）と称えるに基づいて命名したも

のである。

（『沖縄地名考』「位置による地名」70～71ペー

ジ）

たとえば、地名の大字（おおあざ）は地域共

同体（昔の町名・村名） が単位であるのに対し

て、字（あざ）や小字（こあざ）は大字よりも

小さい田畑のような耕地、山林、採草地など経

済的な土地のまとまりを単位としている。

したがって、昔の一般庶民は「名字」など持

っていなかったから、○○村に住んでいる誰そ

れ、誰それの息子（娘）と呼ぶときに、より詳

細な地域名（大字→字・小字）を「名字」代わ

りに命名したものだったのではないか。

それが現在の「姓（名字・苗字）」のルーツで

あり、先祖代々の土地につけた地名（大地の言

霊）に、子孫の健康、繁栄を見守り、いつまで

も幸せであるように願う「祈り（思い）」を込め

た。

ここまでアイヌ語発音が残る北海道・東北北

部の地名、沖縄語発音である沖縄諸島の地名を
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見てきたが、「やまとことば」のルーツ、原初の

日本語（原縄文語）の地名も調べてみよう。

すでに、本コラム№21（琉球方言、東北方言

という「フルコト」、もの・かたり文化。）でも

とりあげたが、沖縄語は「やまとことば」を産

んだ「原縄文語」の流れを汲む言語である。コ

ラムの一部を再録してみる。

『日本語教室』（井上ひさし著、新潮新書、2011
年）にある井上説によれば、原初の日本語（原

縄文語）は、前期九州縄文語を起点に①九州全

域に広まると後期縄文語→九州方言に、②南下

して琉球縄文語→琉球諸方言（沖縄・奄美諸島）

に、東へ向かった一つは③表日本ルート縄文語

→山陽・東海方言を経て関東方言に入り、もう

一つは④裏日本ルート縄文語→北陸・東北方言

を経てやはり関東方言に影響を与えた、という

四つの流れがあるという。ここで注目すべきは、

中央からはるかに遠い、琉球諸方言と東北方言、

そして出雲方言に「原縄文語」が色濃く残って

いることである。

（「つたえること・つたわるもの」№21）

「やまとことば（上古代の日本語）」の音韻

（素語）からその成り立ちを研究している野村

玄良さんは、自著『日本語の意味の構造』（文

芸社、2001年）で、「地名」の素語について述

べている。（太字表記は原山）

地名の「津」は「港・船着場・船の渡し場」

の意で使われたが「港」の意は津に比べれば新

しい使われ方で、本来「ツ」は「穏やかな水域」

の意で、波静かな河口の内側にある入り江や、

浦なども「ツ・津」と呼んだのである。この「ツ・

津」は限られた一定の水域の意である。

佐渡の「両津」の地名は、内側に封鎖された

内海と外洋を分ける細長い陸地にこの地名が

付けられた。だから「ツ」は明らかに一定の水

域を意味している。「高津」は「高潮」の意で、

時々水面下になる地点である。

「大津」は大きな港の意もあるが、本来は大

きな水面・水域から長じて大きな湖の意で「琵

琶湖」を指す言葉である。「津波」は、港だけ

に来る波ではなく、突然海岸に押し寄せる波長

の長い高波で、この「ツ」は巨大な水塊を意味

する。

ちなみに「海」は「ウ・∩形」＋「ミヅ・水

＝ミ・霊妙・霊的＋ツ・津・液体」で、決して

「生み出す」の意はない。山の上や、岬・海岸

や島の高みから海を眺めると、水平線は明瞭に

∩形に湾曲をしていることが確認出来る。また

古来より船で海を渡る人々は、水平線の下から

島影や船影がだんだん浮かび上がってくるの

を目の当たりにしてきた体験を持っている。海

原の果てが湾曲していることは周知の事実だ

ったのである。

（『日本語の意味の構造』181～182ページ）

｢瀬｣は｢狭く突き出た場所｣で、人がうつ伏せ

た｢背中（狭い場所の意）｣から。海や川にある

のは｢瀬｣で、田んぼにあるのは｢畔・アゼ｣。海

の瀬は｢浅瀬｣もあれば「沖津瀬」もある。昔か

ら船が瀬に乗り上げると難破するので恐れら

れている。「瀬戸際」はこの「瀬」のことであ

る。

（『日本語の意味の構造』155ページ）

「岬・ミサキ」＝「ミ・湾曲した突き出た形

で、耳形」＋「サキ・先」である。岬のあたり

は岩礁地帯で船の運行にきわめて危険な地帯で

あるから、海神の支配を感じ取ったのは海の民

である。（中略）海岸から少し飛び出した地形の

呼称は「○○鼻」の地名が無数に存在する。鼻

も耳も突き出た形であり、人体語を当てて命名

されていることは誰にでも分かる。

（『日本語の意味の構造』238ページ）

「ナニハ・難波」は「ナ・軟弱」＋「ニ・泥

土」＋「ハ・端・へり」＝陸地のへりが、泥状

になっているところの意。昔は「難波潟・ナニ

ハガタ」と呼ばれたところ。淀川の河口一帯は

葦の茂る入り江で、泥状の湿地帯には、いく筋

もの水路が複雑に交差するところで、「ナニハ

ヅ・難波津」と呼ばれる入江は船の出入りが多

く交易の場所となっていた。

（『日本語の意味の構造』242ページ）
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北海道・東北北部のアイヌ語地名、奄美群島

から琉球諸島に息づく沖縄語地名、九州・四国・

本州のあらゆる地域に点在するやまとことば

（原初の日本語・原縄文語）の「地名」には、

その土地に祀られた八百万の神々による「ここ

に暮らす人々よ、幸（さき）くあれ」という「願

い」、大地の「祈り」が込められている。


