


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女

Lapizとは
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発行人 片山通夫

読者の皆様、発行以来、貴重な記事や写真をお寄せいただいた皆様へ。

は発行以来、 号を迎えることが出来ました。しかしながら、発行部数（販売部数）の低迷を各氏からご指摘Lapiz 23
を受けておりました。 そこで 年夏号（通算 号）から「読んでもらえる、見てもらえる 」目指して従来か2017 23 Lapiz
らの形態を少しづつ変更してゆきます 。。

具体的には かねてからの懸案を 号から順次、次のように実行に移します。勿論これが最終の形態と言う訳ではあ23
りません。出来る限り皆様のご意見を取り入れてゆく所存です。

色々と検討いたしましたが、先に述べましたように「読んでもらえる、見てもらえる 」を目指します。Lapiz
今後ともご支援いただけますようお願いいたします。

１）販売価格は撤廃して当面は無料とします。⇒ 夏号から実施いたします。2017
２）現在の販売スタンド、 と 経由の読者への 提供は、当面従来通りと致しますが、Amazonkindle DL-Market Lapiz

価格は無料とします。
３） のホームページから全記事を読めるようにいたします。ただ、アップロードなどに若干の時間のずれがLapiz

生じます。 （目次）の順序通りのアップロードとなります。Index
４） は季刊ですので、次回は 秋号で、発行は 年 月 日となります。この間は、様々な写真や記Lapiz 2017 2017 9 1

事（オピニオン）を順次掲載してゆく予定です。これらの記事・写真は、例えば秋号には掲載されません。

夏号のはじめに

2



2017 Summer

IN EXD
Vol.23

表紙の人

撮影 中川眞須良

（ 年生まれ）平井武司 1970

熊本県のコメを扱う 「熊本が好。

きやねん」理由は不明

おかげでくまモンとも仲良しに！

平井米穀店代表取締役

枚方の愉快な仲間たち 会長

信条 社会は人との出会いから、

出会いは偶然から始まり、信頼に

つながり、永遠に続く。

大阪府枚方市在住

99三匹が撮る！ で撮る！GR

140新シリーズ 人物時計 中川眞須良

143思子淵神社に宿る神 片山通夫

151歴史散歩 セミナリヨ 片山通夫

155ライターの横顔

3目次

Lapiz 2はじめに 編集部

4巻頭言 井上脩身
6CoverStory 片山通夫

7編集長が行く 下田に来航したプチャーチン

原発を考える 21
井上脩身 はない みほ

37breath of ITYC 北博文

44宿場町を行く 日野宿
55びえんと

61LapizStyle 中務敦行の撮る四季

66北前船 酒田港

SWC 77の世界 中川眞須良

83無人駅 叡電一乗寺駅 井上脩身

90Opinion
はない みほ 一之瀬明

2017Summer 目次

3



編集長 井上脩身Lapiz

今年３月 『フクシマ６年後 消、
されゆく被害――歪められたチェル
ノブイリ・データ』という本が人文
書院から刊行されました。そのなか
で、ジャーナリストの日野行介氏が
「甲状腺検査に仕組まれた罠」のタ
イトルで、福島県が行っている県民
健康調査の問題点を報告していま
す。ひとことで言えば、調査データ
の評価に当たる検討委員会が、小児
甲状腺がんの発症を原発事故による
被曝ではない、と結論づけようとし
ているというのです。これは一体ど
ういうことなのでしょうか。

日野氏は十数年前に「原発銀座」
といわれる福井県若狭地区の駐在記
者になって以来、原発問題を追い続
け 『福島原発事故 被災者支援政、
策の欺瞞 『原発棄民 フクシマ５』
年後の真実』などの著書を出してい
ます。こうした取材を通して県民健
康調査の在りかたに疑問を持ったと
いいます。

原発事故当時同県内に住んでいた
１８歳までの子ども３６万人（後に
２０１２年４月１日生まれまでに対
象者を拡大し、３８万人になる）を
対象に、県民健康調査の一部として

甲状腺検査が行われています。検査
は１１年１０月、福島県立医大で開
始。避難の遅れなどから初期被曝が
高かったとみられる飯舘村、浪江町
などから始められ、１１月からは同
医大の医師らが公民館に出向く形で
行われました。

１１年度は避難指示区域を中心に
原発に近い１３市町村、１２年度は
福島市、郡山市などの中通りの１２
市町村、１３年度に残るいわき市や
会津若松市で実施され、結局２年半
をかけて県内を一巡、１４年から２
巡目に入っています。

日野氏のレポートによりますと、
調査と並行して、医師や県職員らに
よる検討委員会が開かれ、第８回検
討委員会で初めて甲状腺がん患者が
見つかったことを公表。１６年２月
の第２２回検討委員会では患者数が
１６６人に達したことが報告されま
した。子どもの甲状腺がんの発症は
通常１００万人に１～２人の割とさ
れています。福島の発症率は異常に
高く、同委員会も、全国的な統計に
比べて「数十倍」に上ることを認め
ました。

ところが、検討委員会終了後の記
者会見で 「多発する甲状腺がんは、
事故による被曝の影響ではないの
か」との質問に、同委員会側は「チ
ェルノブイリの知見から被曝の影響
とは考えにくい」と、原発事故との
因果関係を否定。その理由として①
被曝線量がチェルノブイリに比べて
はるかに少ない②被曝からがん発見
までの期間が１～４年と短い③地域
別の発見率に大きな差がない――な
どを挙げました。

こうした検討委員会の判断にもか
かわらず、次々にがん患者が見つか
ると「本当は被曝によるものではな
いか」との声が上がっていたと日野
氏は伝えています。

実際、被曝線量がチェルノブイリ
事故より少ないのに、通常より「数
十倍」も患者が多いのはなぜかとの
疑問に検討委員会は答えていませ
ん。チェルノブイリでは事故の４、
５年後に患者が増加しており 「発、
見まで１～４年と短い」ことは、今
後さらに増加する恐れがある、とみ

。 、るべきでしょう ③の地域差がない
といっても福島県内でのことです。
東京や大阪などと比較したわけでは

巻頭言　編集長　井上脩身
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ありません。そもそも原発事故によ
る被曝データはチェルノブイリしか
ないのですから、チェルノブイリと
異なる結果が出たとしても、ただち
に被曝の影響ではないとは言えない
のです。

このように考えますと、検討委員
会の判断は、多発する甲状腺がんを
被曝とは関係ないとさせる何らかの
政治的圧力によるものと疑わざるを
得ません。表向きは「県民の不安を
なくすため」なのでしょうが、その
内実は「原発事故はがんを引き起こ
す」ことを一般に知られるのが困る
からなのだと思われます。

今年５月１７日、関西電力高浜原
発４号機が再稼働し、運転している
原発は川内原発１、２号機、伊方原
発３号機と合わせて４基になりまし
た。関電はさらに７基の再稼働を目
指すとしています。こうした再稼働
推進路線と、被曝とがんとの関係否
定とは無縁ではないでしょう。原発
推進のための「がん隠し」とみるし
かありません。

今年３月、福島県から群馬県に避
難した住民らが起こした訴訟で、前
橋地裁は「東電は敷地を超える津波
を予見できたのに、対応を怠った」
と過失責任を認めました。その過失
による放射線被曝によって小児甲状
腺がんが引き起こされたならば、東
電には業務上過失傷害罪という重大
な刑事責任があると考えるべきでは

ないでしょうか。実際、東京検察審
査会は１５年７月、東電の事故当時
の幹部３人に対する強制起訴を決
定、東京地裁で刑事裁判が開かれる
運びとなりました。

この強制起訴では、小児甲状腺が
ん発生そのものを犯罪事実に上げて
いるわけではありませんが、東電の
最大の責任は健康な人にがんを患わ
せた点にあると私たちは考えます。
こうした観点に立って、今号では東
電の刑事責任問題を取り上げまし
た。

東京電力福島原発

巻頭言　編集長　井上脩身
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写真・文 片山通夫
「肥後もっこすが作る米 森のくまさん を売る男」" "

平井武司と言
う男がいる。大
阪で親の代から
の米穀店を営ん
でいる。写真で
顔を見る限り、
とても人のよさ
そうな男だ。大
阪に万国博覧会

が来た 年に生まれたというから 歳になる。とこ1970 47
ろが話を聞く限り、なかなかの頑固者のようである。

今から 年前、ある米の卸屋が九州産の米のキャン17
ペーンの一環として、九州産の米の紹介、つまり、田植
ツアーが企画された。

関西は地場の米以外はおおむね新潟や山形、秋田など
東北産が主で名も通っている。九州産なんてと「不評」
だった。そんな時期の「田植ツアー」だ。興味本位で平
井はこのツアーに参加した。ちょろっと田植を見てと思
っていたが、しっかりと田植を「させられた 。それな」
らと持ち前の負けん気で 「熊本の米」に挑むことにし、
た。しかし 「敵もさるもの」で、今度は産地である九、

州・熊本の農家は「大阪の米屋なんて」という、真剣に
相手にしてもらえなかった。それならばと毎年仕事の合
間に３・４日間、年数回は熊本へ通い詰めたという。

3平井が本気だと米の生産農家が理解してくれるのに
年かかった。何も熊本産の米を扱わなくても、従来から
の東北の米は入荷する。関西で、大阪で、熊本産の米を
売る必要性は全くない。あえてそれを売ろうとする姿勢
に熊本の農家も何か感じたのだろう。
今や平井の住む地域のイベントに、あの「くまモン」

が毎年参加している。
そう、熊本県も平井の努力を認めたということだ。

世に「肥後もっこす」と言う言葉がある。
、 。 。気性が激しく へそ曲がり しかも頑固で強情っ張り

「 」 、 、肥後もっこす と言われる性格は 何が何でも反論し
たとえ間違っていても自分の意見を押しとおす。肥後は

。「 」 。熊本 肥後もっこす はそんな熊本県人の気質を指す
今、平井はこの「 肥後もっこす」とともに 「信用を「 、

売る」ことの重要性を身をもって感じている。

平井の扱う米の４０％は熊本産である （敬称略）。

L piza

Cover Story 平井武司さん
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編集長が行く

下田に来航したプチャーチン
―大津波に遭遇したロシア使節―

文、写真 井上脩身

ペリー艦隊が日米和親条約の細目の協議を終え、下田を
出港して半年後の１８５４年１２月、ロシアの遣日使節、
プチャーチンの乗る軍艦ディアナ号が同港に来航した。こ
の６カ月の後れは、日本に開港を迫るアメリカとロシアと
の競争の決定的な差となった。いまペリーは小学生でも知
っている「鎖国を突き破った男」であるのに対し、プチャ
ーチンはほとんどの日本人に知られていない。私は最近、
ペリーに関する書物を読んで、プチャーチンが日露和親条
約の交渉中、下田に大津波が襲来し、町はほぼ壊滅したこ
とを知った。プチャーチンはディアナ号に添乗の医師を上
陸させ、住民の手当てを申し出たという。プチャーチンの
津波遭遇の一件を詳しく知りたくなり、４月半ば、下田を
訪ねた。 プチャーチン（下田開国博物館展示パネルより）

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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ペリー去って半年後に下
田上陸

プチャーチン（１８０３～１８８
３年）は陸軍士官学校出だが、バル
ト海、黒海などで勤務後、海軍少将
になり、トルコ、ペルシャなどに派
遣されて外交的な使命を果たした。
日本に派遣されたときは海軍中将兼
侍従武官長。１８５２年、アメリカ
が日本に遠征隊を送る計画であるこ
とを知ったロシア政府はプチャーチ
ンを日本に派遣することを決定。ペ
リーがミシシッピー号でノーフォー
ク港を出港（１１月２４日）するよ
り約１カ月早い１０月１９日にパル
ラダ号でペテルブルグ（現サンクト
ペテルブルグ）郊外のクロンシュタ
ット港をたった。

翌５３年７月８日、４隻のペリー
艦隊は浦賀に到着し、同１４日、久
里浜に上陸して幕府役人に大統領の
国書を提出。その後、那覇を経て香
港に向かった。プチャーチンも４隻
の軍艦を編成し、８月２２日、長崎
に入港して国書を提出し、上海に向
かった。司馬遼太郎は「ペリーより
わずかに遅れて、ロシアからプチャ
ーチンが長崎にあらわれ、ペリーと
同様の要求を発して、幕府にせまっ
た。日本の地理的環境がロシアとア
メリカの勢力伸長の摩擦点にあたっ
ているという地理的事実が、これほ
ど歴史的事実をもって表現された事

」（『 』 ）件はない 坂の上の雲 文春文庫
、 。と プチャーチン来航の意義を解く
翌５４年１月３日、プチャーチン

は再び４隻を率いて長崎に来航し、
同１８日から西丸留守居役（大目付
格）筒井政憲、勘定奉行川路聖謨ら
と交渉したが、成果を得ることなく
２月５日、長崎を出港し上海に向か
った。

一方ペリーは１月１４日、９隻の
編成で香港を出港し２月１３日、再
度浦賀に到着。３月８日、横浜村に
上陸し 同３１日 日米和親条約 神、 、 （
奈川条約）の締結に成功した。鎖国
を堅持したい幕府と息の長い交渉を

していたプチャーチンに対し、ペリ
ーは幕府を威圧して電撃的に交渉を

、 。まとめ 鎖国の壁をこじあけたのだ
同条約によって下田と箱館が開港

することになり、ペリーは４月１４
日、下田を訪問。いったん箱館に向
かった後、６月７日、下田に帰着。
冒頭に述べたように条約の細目を協
議、箱館の遊歩範囲（アメリカ人が
自由に行ける範囲）を５里（下田は
７里）と決定。同２８日、下田を去
った。

ペリーに完全に先を越されたプチ
ャーチン。４月２０日、３隻を率い
て長崎に来航したが、クリミア戦争
が勃発したため５日後、長崎を出て
沿海州のインペラトール湾に入港
し、艦隊を解散。新鋭艦のディアナ
号に乗り換え、同艦１隻だけで１０
月１５日に出港。箱館港を経て１１
月８日、大坂港を入ったが、大坂城
代に「長崎か下田に回るよう」と言
われ、１２月４日、下田港に入港し
た。

下田港はすでに開港されており、
３月のペリー艦隊入港以来、米商船
レディー・ピアス号、ペリー艦隊の
戦艦サスケハナ号、サザンンプトン

、 。 、号 ミシシッピー号が入港 奉行所
水先案内、警備などの外国船入港受

下田港と町並み。安政の大地震でほぼ全壊した

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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け入れ体制は一応整っていた。
幕府はプチャーチンとの交渉役と

して前年の長崎での交渉と同様、筒
、 。 、井 川路を任命 応接場所を福泉寺

休息所を了泉寺とした。了泉寺はペ
リーに休息所としてあてがわれた寺
だ。
１２月２０日、プチャーチンは鼻

黒と呼ばれる波止場から上陸。６０
人の軍楽隊を先頭に行進し、了泉寺
に入った。一休みした後、プチャー
チンら５、６人が福泉寺に入り、筒
井、川路と使節プチャーチン、副官
ポシェット、艦長リソフスキーの５
人で会食。翌日、ディアナ号で返礼
の宴がもたれた。
１２月２２日、福泉寺で第１回の

交渉が始まった。幕府側は筒井、川
路ら７人、ロシア側はプチャーチン

ら４人。プチャーチンは「日米和親
条約が結ばれたので、ロシアとの間
でも通商を始めるよう」要求 「通。
商が開始されるなら、エトロフ島を
日本領として認める」と述べた。幕

「 、府側は アメリカに認めたのは薪水
食糧、石炭など船の航行に必要なも
のの供給であって、通商ではない」
として通商条約の締結を拒否した。

プチャーチンは箱館と大坂を開港
すること、開港場にロシア役人を置
くことの２点も要求。幕府は大坂を
認めず、アメリカ同様、下田と箱館
を開港すると答えた。ロシアの役人
駐在など開港場の問題について次回
（２日後）にさらに検討することと
して第１回の会談は終了した。

翌日、下田は地の底から激しく揺
。 「 」れた 後の世にいう 安政の大地震

である。

全滅の町に医師差し向ける

安政の大地震は１８５４年１２月
２３日に起きた安政東海地震、翌２
４日の安政南海地震、５５年１１月
１１日発生の安政江戸地震の総称
だ。東海地震はその５カ月前に発生
し、１０００人以上が犠牲になった
伊賀上野地震の記憶がまだ新しいと

きに起きたもので、駿府や袋井宿で
それぞれ２００人が亡くなるなど東
海道筋を中心に１１００人以上が死
亡。南海地震では大坂で数千人が流
されたといわれている。江戸地震で
は１万人以上の死者が出た、との記
録がある。さらに５６年８月２３日
に八戸沖地震、５７年１０月１２日
に芸予地震、５８年４月９日に飛越
地震が起きており、一連の地震が黒
船来航以来の世情不安をますますあ
おった。

プチャーチンが見舞われた地震は
安政東海地震。駿河湾から紀伊半島
まで津波に襲われ、熊野で高さ１１
メートル、志摩で高さ１０メートル
に達し、下田でも６～９メートルの
高さだった。

『伊勢町旧記』によると、下田町
の家屋８７５軒中、流失全壊８４１
軒、半壊３０軒。土蔵１８８棟中１
７３棟が流失した。住民３８５１人
のうち男５３人、女４６人、人別外
２３人の計１２２人が流されて死
亡。隣の岡方村では９６軒、柿崎村
で７５軒が流失した。要するに、下
田はこの津波で全滅状態に陥った。

プチャーチンが下田で津波に遭っ

モジャイスキーが撮影した下田を襲った大津波
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たことを知ったのは、最近読んだ三
『 』谷博・東大名誉教授の ペリー来航

（吉川弘文館）によってである。同
書には次のように記されている。
地震に続いて大津波が下田を襲

い （日露の）交渉は中断を余儀な、
くされた。三度も大波が押し寄せ、
下田の町並みは、日本側全権や下田
奉行たちが宿泊していた数個の寺院
を除いて、潰れたり、引き流されて
影も形もなくなってしまった。ディ
ヤーナも大きな損傷を被り、島にぶ
つかって沈没することはかろうじて

、 、 、免れたが 舵を失い 竜骨を痛めて
大洋の航行は不可能となった。大修
理を施さない限り、帰国もおぼつか

なくなったのである （中略）この。
災厄に際してプチャーチンらが示し
た落ち着きと胆力には驚くべきもの
があった。プチャーチンはディヤー
ナの状態を見極めると、添乗の医師
を上陸させて下田住民の手当てを申
し出た （原文のまま）。

この記述によると、津波が襲って
きたとき、プチャーチン一行はディ
アナ号内にいたのだ。ペリーが自ら
の艦船を宿舎としていたように、プ
チャーチンも幕府官僚との交渉で上
陸するとき以外はディアナ号に寝泊
まりしていたようだ。

私はスペインの探検家ビスカイノ
を思い出した。

１６０９年、フィリピン前総督ド
ン・ドロリゴー一行を乗せたサン・
フランシス号が帰還のためメキシコ
のアカプルコに向けて航行中、台風
に遭って上総国岩田村（現御宿村）
田尻の浜で難破し、住民に救助され
た。その答礼使として１６１１年、
ビスカイノがヌエバ・エスパーニャ
副王から派遣された。その際、ビス
カイノがサン・フランシスコ号で奥
州沿岸の測量をしていたところ、気
仙郡越喜来村で慶長三陸大津波に遭
遇。海上にいたため被害はなく測量
を続行。帰国しようとした際に暴風

雨に遭い、船が破損。浦賀に戻って
幕府に船の建造費の申し立てを願い
出たが断られ、１６１３年、伊達正
宗が派遣した支倉常長らの慶長遣欧
使節団が乗り込んだサン・ファン・
バウティスタ号に同乗して帰国し
た。

ビスカイノが正宗に泣きついたと
ころ、正宗に「船は造るからスペイ
ンまで使節団を送れ」と命じられた
との異説もある。この大津波によっ
て三陸は甚大な被害を受けたとされ
る。結果として、正宗はスペインと
の通商交渉を目的とする使節団を派
遣することに成功した。ブスカイノ
とプチャーチン。もちろん何の関係
もない。だが、津波に遭った二人に
不思議な縁のようなものを感じなが
ら、熱海で伊豆急下田行きの電車に
乗った。

観光名所のペリー艦隊上
陸碑

下田駅構内の観光案内所でもらっ
たガイドマップを頼りに、まずペリ
ー艦隊上陸の碑に向かった。漁船が
ずらりと並ぶ下田港の岸壁沿いの道
を行くと、途中「踊り子が学生を待

ディアナ号の模型（下田開国記念館展示）

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン

10



っていた乗船場」のキャプションが
ついた大正中期の写真が刷り込まれ
た看板があった。ここが川端康成の
初期の名作『伊豆の踊子』の舞台の
一つというのだ。興味深いが今回の
テーマではない。先を急いだ。

ペリー上陸の碑はその３００メー

トル先、下田公園のそばにあった。
高さ２・５メートルの四角い台座に
ペリーの胸像がのっている。２００
４年、日米和親条約調印１５０周年
を記念して建てられたもので 「今、
日、日米両国はゆるぎない関係とパ
ートナーシップを確立し、平和と繁
栄を促進している」とのブッシュ大
統領（当時）のメッセージが台座に
刻まれている。

ペリー来航が現在の日米関係の原
点かどうかは議論のあるところだろ
う。それよりも私が注目したのはこ
の碑の説明文の次の部分だ 「条約。
締結により即時開港となった下田
に、ペリー艦隊が次々と入港した。
ペリー艦隊の乗組員が上陸したの

、 」が 下田公園下の鼻黒の地であった
プチャーチンは「鼻黒」から上陸

したと前に述べた。このペリー上陸
地点辺りからプチャーチンも上陸し
たわけだ。ということは、ディアナ
号はこの沖合に停泊していたという
ことだろう。ペリーと違ってプチャ
ーチンの上陸地を示すものは何もな
い。

下田公園は標高１００メートル足
らずの丘を中心に整備されている。
丘に上がった。その中腹に１９５４
年、開国１００周年を記念して建て

「 」 、られた 開国記念碑 が建っていて
その後ろの壁にペリーとハリスのレ
リーフが埋め込まれている。ハリス
は１８５８年、日米修好通商条約を
締結した初代駐日公使だ。その年、
プチャーチンも日露修好通商条約の
調印にこぎつけたが、ここでもプチ
ャーチンに関するものは何一つな
い。

丘の頂上に「伝灯台跡」の小さな
広場があった 下田は江戸時代 出。 、「
船入船三千艘」と言われるほどに廻
船が出入りし、幕府が船改め番所を
設けた重要な港だ。港の先の丘に灯
台が設けられたのは当然だろう。ペ
リーはすでに水深などの調査をして
いたが、手探り状態で下田に入るプ
チャーチンにとって、灯台の明かり
は貴重だったはずだ。

その「伝灯台跡」から港外の海を
望むと、そこは直径約３００メート
ルの池形をなしている。沖合から下
田港を目指す船はこの池形の湾を経
て９０度右折する形で入港するの
だ。ペリー艦隊上陸碑は湾と港の接
点のところにある。湾内に停泊した
船から上陸するのに最も近い地点で
もあるのだ。プチャーチンのディア
ナ号もこの池形湾の小さな島のそば
に錨を下ろしただろう。そう思って

ペリー艦隊上陸記念碑
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目を凝らすと、手前の岸壁に巡視艇
が係留されていた。その少し沖合に
ディアナ号は停泊していたと思われ
る。
船内にいたプチャーチンに大津波

はどう見えただろうか。
下田港は稲生沢川の河口にあり、

幅は５０メートもない。町は川に沿
って作られている。外洋から池形湾
に入りこんできた高さ１０メートル

の津波は、狭い河口に集中し、津波
と津波がもみあうように町を襲っ
た。津波は家々を一気に流し去った
のだ。

港から約１００メートル西に入っ

ディアナ号が停泊した池形の湾
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たところに「七軒町」という地名標
識が立っている。そのやや高台に長
楽寺（後述するが日露和親条約が締
結された寺）がある。住職の奥さん
の話では町から寺に上がる２５段の
石段の４段目まで津波がきて家々が
流され、７軒だけが残ったという。
あいにく港は池形湾と９０度の角

度をもって折れ曲がっているため、
町の住民からは津波が見えない。気
が付けばもう目前に迫っていただろ
う。逃げ遅れた多くの人たちが津波
にのまれ、引き波に流されたことは
東日本大震災の例からみて間違いな
い。東日本大震災では沖合にいた漁
船が、流されていく人々を目撃して
いる。プチャーチンも下田の人々が
家々とともに流されていくのを目に
したはずだ。狂気の海の悪魔のよう
な暴走に、なすすべもなかっただろ
う。

西伊豆沖でディアナ号
沈没

プチャーチンが医師に手当てさせ
ると申し出たことは触れた。そのと
きの状況を知りたいと思い下田開国
博物館を訪ねた。

ペリーやハリス、さらにペリー艦
隊に舟でこぎつけ「アメリカまで連

」 、れて行ってほしい と頼んで断られ
幕府役人に捕まった吉田松陰に関す
る史料などが展示されている。プチ
ャーチンコーナーもあり、ディアナ
号の模型などが展示されている。

ディアナ号の津波遭遇について、
説明パネルに「 船は）大破し、死（
者も出ました」とある。ディアナ号
も犠牲者があったというのだ。この
記述だけではがよくわからない。係
員に尋ねると、冊子状の本を紹介し
てくれた。下田郷土史家、尾形征己

『 』。氏が著した 日本とロシアの交流
「 」下田・戸田・富士からはじまった
の副題がついている。２００４年、
同博物館から刊行された。

以下は同書からの抜粋である。
津波は朝１０時ころから幾度も押

し寄せ、渦となりディアナ号は３０
分間に４２回も回転し、湾内を右に
左に流され、幾度も傾き、船倉に浸
水。舵が破損し、後部竜骨ももぎ取
られた。水平１人が大砲の下敷きに

、 。なって死亡したほか けが人もでた
同書には７、８隻の大船が陸上に

押し上げられたとあるが、全長５２
メートル、幅１３メートル、約２０
００排水トン、３本マストのディア

ナ号は和船よりはるかに大きく、陸
に打ちあげられるのは免れた。

ディアナ号のロシア兵たちは津波
に流される下田町民を次々助けた。
夕刻、副官ポシェットがディアナ号
の医師を連れて下田奉行支配組頭の

、 。伊佐新次郎を訪ね 治療を申し出た
さらにプチャーチン自身も上陸して
見舞いの言葉を述べた （前掲書）。

ロシア人医師がどこでどのような
治療をしたのかの記録はない。長楽
寺の周囲はまがりなりにも７軒が残
ったのだからここで治療が行われた
可能性もあるが 住職の奥さんは わ、 「
からない」という。

博物館の説明パネルに戻ろう。デ
ィアナ号は修理のため西伊豆海岸の
戸田（へだ）に回送中、激しい風雨
のために沈没した、という。展示パ
ネルだから簡単な記述にとどめてい
るのはやむを得ないだろう。やはり
『日本とロシアの交流』を参照する
しかない。以下はその記述である。

医師による手当を申し入れたディ
アナ号の副官ポシェットは日本側に
「下田は津波再来の危険がある。デ
ィアナ号は応急の修理をすれば航行
は可能。修理のための適当な港を借
りたい」と要望。幕府役人が幕府の
指示を待つ間、昼夜休みなく水をく

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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み出す一方、大砲５２門を８～９日
かけて陸揚げした。
修理地についてはロシア兵に幕府

役人が付き添って伊豆沿岸を調査。
伊豆半島西岸の戸田港が適地と判明
し、幕府はプチャーチンと士官の宿
舎とて民家を提供、水平には小屋を
造ることになった。
１８５５年１月１４日、ディアナ

、 。号は下田を出港し 戸田に向かった
同船の荷物は６００石積の和船に乗
せ、ロシア兵１８人もこの和船に乗
った。途中風雨に巻き込まれ、ディ
アナ号の浸水がひどくなった。仮の
舵も利かなくなり、伊豆半島付け根
に近い宮島村という駿河湾内に投
錨。浸水はますますひどくなり、避
難のため救命用のカッター船でディ
アナ号を曳こうとした。
陸上で宮島村の人たちはロシア兵

たちが難渋しているのを見ていた。
彼らは次々に海に飛び込んだ。村人
たちはディアナ号の負傷者や航海日
誌をカッター船で陸に運ぶなどの救
援活動を行った。数日後、１００隻
の小舟を集めてディアナ号を曳航し
たが、ディアナ号は大きなうねりに
のまれて転覆、沈没した。宮島村人
たちは乗組員に食糧や衣服を与え
た。

わが国初の洋式船の建造

プチャーチンは後に『ディアナ号
下田遭難に関するロシア海軍省記
録』という名でこの一件を記録して
いる。そこに「我々が上陸した宮島
村では、地震に破壊されなかった家
は一軒も残っていないありさまだっ
たが、彼らの人間愛はとうてい称賛
し尽くし難い」と強い感謝の念を表
している。地震の被害を受けたにも
かかわらず、村人たちは惜しみなく
援助をしたというのだ。

その具体的な内容について、ディ
アナ号に乗っていた牧師のマーホフ
が日記に書きとどめている。
「ある人々は雨風を避けるための小
屋を大急ぎで作ってくれ、別の人々
は上等のござや敷物、毛布、綿入れ
の着物や履き物を持ってきた。米、
酒、魚、卵、ミカンを持参した人も
あった。何人かは目の前で上着を脱
ぎ、すっかり体が冷え込んでいる水
兵たちに与えたのは驚くべきことだ
った」

宮島村の人たちの献身的な救難ぶ
りは、この３５年後の１８９０年、
紀伊半島・串本沖で難破したトルコ

の軍艦エルトゥールル号の乗員に対
する串本の人たちの救助活動を彷彿
とさせる。同船は台風に巻き込まれ
て紀伊大島の岩礁に激突し、座礁。
機関部に浸水し、水蒸気爆発を起こ
して沈没、司令官オスマン・パシャ
をはじめ乗員６００人が海に投げ出
された。このうち１０人が島の断崖
をはい上がって灯台にたどりつい
た。

灯台守からの通報を受けた大島村
（現串本町）の住民たちは、台風に
よって出漁できず食糧の備えが十分
でなかったにもかかわらず、浴衣な
どの衣類やサツマイモ、さらに非常

。 、用の鶏まで供出して救護 寺や学校
灯台などに収容された６９人が助か
った。

フィリピン前総督一行を乗せたサ
ン・フランシス号が台風に遭って上
総国岩田村の浜で難破し、住民に救
助されたことはすでに触れた。四方
を海に囲まれた日本人は本来、海で
遭難した人にはできるだけ救助をし
ようとする国民性なのかもしれな
い。

さて、ディアナ号を失ったプチャ
ーチン。２０人乗りの小型船をつく
り、上海に渡って母国からの迎えを
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、 。待つという方針を立て 川路も了承
戸田港で建造することになった。乗
員の所持品のなかに、司令官用のヨ
ットにするためのスクーナー船（７

） 、５トン の設計図があったことから
これを参考に設計された。設計者は

海軍大尉モジャイスキー。彼はディ
アナ号に写真機を持ちこみ、日露交
渉関係の写真を撮影している。下田
開国博物館に展示されている下田を
襲った津波図はモジャイスキーが撮
影し、それを基に描いたものだ。

幕府は造船御用掛として８人を充
て、造船世話掛として大工棟梁の上
田寅吉、緒明嘉吉ら７人を任命。船
大工４０人、作業員１５０人が集め
られた。彼らは洋式造船の経験はな
く、ロシア側に指導されて船造りに

ヘダ号進水模様を描いた絵（下田開国博物館展示パネルより）
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かかった。
洋式の造船はまず竜骨を据えるこ

とから始まる。この竜骨に肋骨材を
はめて梁で固定し、外板、甲板をは
っていく。甲板がないお椀形の和船
とは決定的な差だ。起工して１カ月
半後に完成し、進水した。船は長さ
２４メートル、幅７メートル、竜骨
の長さ１９メートル。４００石積み
程度の大きさで、マストは２本。プ
チャーチンはこの船を、戸田の地名
そのままに「ヘダ号」と名づけた。
同博物館に進水風景を描いた絵の

。 、複製が展示されている 船上には４
５人のロシア人。波止場ではロシア
人や船大工が手を振って見送る。そ
の向こうで正装した５人の幕府役
人。幕府が尽力したことをうかがわ
せる図である。幕府がペリー来航を
機に１８５３年１０月に大型船建造

禁止を解除して後、薩摩藩の「以呂
波丸 、幕府の「鳳凰丸」など洋式」
の帆を持つ船は建造されたが、船体
構造は和船形式だ。ヘダ号は日本最
初の洋式建造船だった。水戸藩から
は蘭学者が船大工４人を連れて建造
の見学にきたほか、佐賀藩からも１
０人が戸田にやってきたとの記録が
残っている。

ヘダ号でプチャーチンら４８人が
帰国の途についたのは１８５５年５
月８日のことだ。ついでながら、そ
の１カ月前の４月１１日、プチャー
チン一行のロシア水兵１５９人がア
メリカ船ラインフート号で、また２
カ月後の７月１４日にやはりアメリ
カ船グレタ号で残る２７８人が帰国
した。

条文に「エトロフは日本
に属す」

ディアナ号に代わる船の建造が決
まると、本題である日露条約交渉が
再開され、ディアナ号遭難から１カ
月半後の１８５５年２月７日、長楽
寺で日露和親条約が調印された。

長楽寺は、港から伸びる幅３メー
トルの運河沿いの「ペリーロード」

と名づけられた道から少し脇に入っ
たところにある。本堂は幅７メート
ル、奥行き５メートル。その奥に本
尊が鎮座している 「日露交渉」と。
いうには余りにも狭い会場だ。住職
の奥さんの話では、本堂は大正時代
に建て替えられており、以前の本堂
はもう少し小さかったという 「下。
田にはお寺以外に建物がなかったか
ら、やむを得なかったのでしょう」
という。

同条約は９条からなるが、最も重
要なのは第２条の国境の設定であろ
う 「今より後、日本とロシアの境。
はエトロフ島とウルップ島との間に
ある。エトロフ全島は日本に属し、
ウルップ全島とそれより北のクリル
諸島はロシアに属す。カラフト島に
いたっては、日本とロシアとの間で
界（境界）を分けず、これまでのし
きたりの通りとする」というもの。
前掲の『ペリー来航』は「日本側の
主張通りエトロフを日本領とし樺太
を分界せぬことが決まった」と述べ
ている。第３条で箱館、下田、長崎
を開港することが定められた。

この調印によってプチャーチンの
下田での任務は終わった。私もいっ
たんプチャーチンへの思いから離
れ、ペリーの足跡をも訪ねることに

日露和親条約が調印された長楽寺

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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した。
ペリーが日米和親条約の細目を下

田で取り決めたことはすでに述べ
た。幕府全権林大学頭との間でその
交渉と締結が行われたのは了仙寺で
ある。プチャーチン一行も上陸後、
行進して入った寺であることはすで

に触れた通りだ。本堂は長楽寺より
一回り大きく、国の史跡に指定され
ている。本堂の前に大きな桜の木が
あり、枝が屋根を覆わんばかりに伸
びていた。

その本堂の正面の軒下に「ペリー
提督黒船陸戦隊調練の図」という、

ペリー艦隊従軍画家ハイネ筆の絵の
コピーがかけられている。縦５０セ
ンチ、横１・５メートルの大きさ。
寺の本堂前の境内で水兵が横に隊列
を組み、幕府役人が見学している様
子が表されている。そのずっと向こ
うに小さく人力車が描かれている。
乗っているのはペリーだろうか。手
前には音楽隊の太鼓が見える。原画
はアメリカ海軍兵学校蔵、石版画は
了泉寺所蔵という。要するにペリー
はこの寺で条約交渉をしていただけ
でなく、調練も怠らなかったという
わけだ。

寺の境内の一画に「ＭｏＢＳ黒船
ミュージアム」という近代的な建物
の展示館があり、ハイネのいくつか
の絵の複製が展示されている。私は
スケッチをする画家（おそらくハイ
ネであろう）のキャンバスを住民が
のぞきこんでいる絵に興味を引い
た。その絵には兵隊と住民が会話し
ているような様子も描かれている。
アメリカの兵隊と住民は打ち融けて
いるように見える。

同ミュージアムでは１０分ものの
動画が３本上映されていた。ハイネ
は見たままを描いたのではなく、こ
うあってほしいとの願望をこめて筆
を運んだ、と解説している。調練の

了仙寺の本堂の軒下の「ペリー提督黒船陸戦隊調練の図」の復製

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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図に本堂前の桜が描かれていないの
は、桜がない方が格好のいい調練に
なるからかもしれない。

プチャーチンは調連をしたのだろ
うか。一行が休憩した福泉寺を訪ね
た。探してみたら下田駅のすぐ近く
だった。本堂の前は２００平方メー
トルの広場になっている。その脇に
５体の地蔵が並んでいる。ここで調
練が行われたらお地蔵さんもさぞ驚

いただろう。もっとも、すぐに津波
に見舞われ、プチャーチンには調練
どころではなかった。

造船界さきがけの船大工

下田開国博物館のヘダ号進水の絵
「 、のキャプションに ヘダ号の建設は

わが国に洋式造船の技術を伝えるこ
とになった。技術を身につけた伊豆
の船大工は、後に日本造船界のさき
がけとして各地で活躍した」という
意味の記載がある。ヘダ号はわが国
初の洋式造船によって完成したこと
はすでに触れた通りだが、そうであ
るならば世界に誇るわが国の造船の
源流といえるのではないか。

調べてみると、幕府がヘダ号の建
造に強く影響されたことがわかっ
た。プチャーチン一行がヘダ号で帰
国のために出港して数日後、幕府は
同型船１隻を造ることを決定。さら
に追加をして結局６隻を造ることに
なり、７カ月後すべて完成。品川に
回航され、幕府に引き渡された。幕
府は戸田の郡名から「君沢型」と呼
ぶことにし、会津、長州に各２隻を
貸与。残り２隻は幕府用にした。

一方、ヘダ号建造に携わった棟梁

や船大工らによって江戸石川島造船
所で君沢型船４隻が造られたのを皮
切りに、造船世話掛になった７人の
棟梁は各地でその技術を発揮し始め
た。

上田寅吉は長崎海軍伝習所に派遣
された後、石川島造船所で幕府軍艦

。 、の建造に従事 オランダにも留学し
明治維新後、横須賀造船所に迎え入
れられ、数多くの艦船の建造にかか
わった。緒明嘉吉は戸田にとどまっ
たが、息子菊三郎は東京で造船業、
海運業を興す。石原藤蔵、堤藤吉、
佐山太郎兵衛は石川島造船所で君沢
型船の建造に従事。鈴木七助は長崎
伝習所に派遣。渡辺金右衛門も石川
島造船所で君沢型船の建造に従事し
たが、子息は神奈川でドックを開い
た。

このほか、ヘダ号建造にかかわっ
た伊豆半島・河津出身の鈴木長吉
は、１８６０年の咸臨丸の渡米に際
して大工頭として乗り込み、明治に
なって工部省の造船技師として政府
に仕えた。

ここでたびたび登場する石川島造
船所は１８５３年、幕府の肝煎りで
徳川斉昭が隅田川河口に創設したわ
が国初の洋式造船所だ。幕末に帆船
４隻、蒸気砲艦１隻を建造。明治維

下田の古い街並みを通るペリーロード（右側）

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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新になり兵部省所管から海軍省に移
管された。わが国最大手造船会社の

、 、一つＩＨＩの元であり その意味で
ヘダ号建造はわが国の洋式造船の草
分けであったことはまぎれもない。

さて当のヘダ号。１８５６年１１
月８日、日露和親条約批准の交換の
ため、使節ポシェットがオリブァツ
ア号で下田に来航した。プチャーチ
ンの副官だったあのポシェットであ
る。オリブァツア号はスクーナー船
をともなっていた。ヘダ号だった。
ポシェットはヘダ号返還の任務も負
っていたのだ。さらにもう一つ、津
波に遭って降ろされたディアナ号の
５２門の大砲を「数々の恩恵に対す
るお礼」として日本側に贈呈する役

目もあった。
批准交換は１８５６年１２月７

日、下田奉行所で行われた。下田に
滞在中だったアメリカ総領事のハリ
スはヘダ号に乗ったり、ディアナ号
の大砲を見に行ったといい、日記に
「 批准）交換が終了した後、提督（
と日本委員は大砲のある場所におも
むいた。大砲はきれいに磨きあげら
れていた。ロシア人と日本人の２人
の儀仗兵がその上にのっていたそう
だ」としたためた （ 日本とロシア。『
の交流 ）』

ヘダ号のその後。アメリカから帰
って来た中浜万次郎が１８５９年、
捕鯨船を仕立てて小笠原方面に向か
う途中、激しい台風に遭ってかろう
じて下田に逃げこみ、修理のうえ品
川に帰った。その捕鯨船はヘダ号を
改装したとの言い伝えがある（中浜
東一郎『中浜万次郎伝 。榎本武揚』）
が箱館戦争でヘダ号を運搬船として
使ったともいわれる。また１８７２
年、ポシェットがロシア第３皇子ア
レクサンドルの訪日の随員として来
日した際、函館港で廃船になってい
るヘダ号を見て、保存を勧めたが、
結局朽ち果てたとも伝えられてい
る。

ヘダ号のその後は茫漠としている
が、いずれにせよ、きちんと保存さ
れなかったようである。

日露友好の印の桜の木

、 、プチャーチンは帰国後 海軍大将
１８７２年には元帥にまで昇りつめ
たが、打倒ツアーリズムの波が寄せ
るなか、祖国を離れ、パリで余生を
送った。１８８１年、日本政府は勲
一等旭日章を贈呈。幕末に日本にや
ってきた外国人のなかで勲章が贈ら
れたのはプチャーチンだけだった。

だが、いまプチャーチンという使
節が来たことを知る人は少ない。こ
の下田でも、博物館以外では長楽寺
の説明板に「ロシア使節海軍中将プ
チャーチンとの数回の交渉の結果、
日露和親条約が締結された」とある
以外に、プチャーチンの名前すら見
かけない。

長楽寺の梵鐘のそばに１本の桜の
木が植えられている。高さ２・５メ
ートルのまだ若い千島桜だ。根元に
縦４０センチ、長さ１・５メートル
の標識が立っている 「日魯通好条。
約署名１５０年記念植樹」とあり、

プチャーチン一行が休憩した福泉寺

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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北方四島在住ロシア人訪問団、北方
領土返還要求静岡県民会議など４団

「 」体の連名で 平成１７年４月２４日
に植樹されたとある。２００５年、
日露和親協約締結１５０年を記念し
て植えられた桜。満開が過ぎたこと
もあるが、心なしかどこか寂しげで
ある。

北方領土問題に関しては昨年１２

月、安倍晋三首相とプーチン大統領
との間で「共同経済活動に取り組む
ことを交渉」することで一致した。
安倍首相は和平条約締結に向けての
第一歩と位置付けているが、そう簡
単ではないことは、下田でのペリー
とプチャーチンとの扱いの余りの大
きな差をみれば明らかだろう。おそ
らく安倍首相はプチャーチンの名前
すら知るまい。仮に知っていたとし
ても、ディアナ号にまつわるロシア
の水兵と住民たちの交流までは知ら
ないだろう。

プチャーチンは和親条約締結の使
節として「エトロフは日本領」と述
べ、条約にそう記されたのは歴史的
事実である。北方領土が日本固有の
領土である、といえる有力な材料で
あることはいうまでもない。だから
こそ、もっとプチャーチンは評価さ
れるべきではないのか。

せめてペリー上陸の碑の近くに、
プチャーチン上陸地点を示す何らか
の標識を立てても悪くはあるまい。
そんな小さなこともできなくて北方
領土問題が解決するはずはない、と
私は思う。下田駅に戻る途中、もう
一度港から沖合を見つめた。ペリー
が光ならプチャーチンは影であろう
か。プチャーチンの苦難の海は暮れ

なずみ青黒く沈んでいた。

L piza

日露和親条約調印１５０年記念の千島桜

編集長が行く　下田に来航したプチャーチン
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文、写真 井上脩身

～強制起訴後２年も開かれぬ公判～
福島第１原発事故から６年後の今年３月１７日、福島県から群馬県に避難した住

民らが国と東電に約１５億円の損害賠償を求めた訴訟（原発避難者訴訟）で、前橋
地裁の原美智子裁判長は「東電は２００２年以降、敷地を超える津波を予見できた
のに、対応を怠った」として東電の過失責任を認めるとともに、国の賠償責任を初
めて認め、原告６２人に総額３８５５万円を支払うよう命じた。住民の中には健康
を損なった人も少なくない。事故を予見し、かつ結果回避を怠ったなら刑事責任も
発生するはずだ。実際、２０１５年７月７日、事故当時東電のトップだった３人が
業務上過失致死傷で強制起訴された。今年４月２８日、福島原発刑事訴訟支援団が
東京地裁前で公判開始を求める要請行動を行った。強制起訴から１年９カ月がたつ
のに初公判すら開かれないことに危機感を抱いたからだ。６月末に初公判の運びと
なったが、裁判所の消極的な姿勢をみると、原発ムラからの何らかの外圧が働いて
いるのでは、と私は疑う。

原発を考える　問われる東電の刑事責任
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過失責任認めた前橋地裁

前橋地裁が判断のポイントとした
２００２年というのは、同年７月、
政府の地震調査研究推進本部が「長
期評価」を公表、福島県沖を含む日
本海溝で「マグニチュード（Ｍ）８
級の津波地震が起きる可能性があ
る」と指摘したことを指す。東電は
この長期評価を基に０８年、福島第
１原発に到来が予想される津波を最
大１５・７メートルと試算した。と
ころが東電は電力会社の研究者や大
学教授らでつくる「土木学会」が策
定した津波の計算式である「津波評
価技術」に基づき、想定津波を６・
１メートルとして対策を実施した。
（３月１８日付毎日新聞）

原裁判長は、長期評価が公表され
て数カ月後には大津波を予見でき
た、と判断したうえで「非常用電源
の高所配置など比較的容易な対策も
あったのに怠った」と指摘。国に対
しても「東電に津波対策を求める機
会が多くありながら、行わなかった
のは違法」と判示した。

原発避難者訴訟の判決要旨は以下
の通りである。
[事故原因]

津波が到来し、６号機を除く各タ
ービン建屋地下に設置された配電盤
が浸水して、冷却機能を喪失したこ
とが原因。
[予見可能性]

東電が予見できた津波の高さが、
原発の敷地地盤面を超えると言うこ
とができれば、予見可能性を肯定で
きる。

東電は１９９１年の溢水事故で非
常用ディーゼル発電機（ＤＧ）と非
常用配電盤が水に対して脆弱である
と認識していた。

国の地震調査研究推進本部が策定
・公表する長期評価は、最も起こり
やすそうな状況を予測したものだ。
０２年７月３１日に策定された長期
評価は、三陸沖北部から房総沖の日
本海溝で、Ｍ８クラスの地震が３０
年以内に約２０％、５０年以内に約
３０％の確立で発生すると推定。こ
れは原発の津波対策として考慮しな
ければならない合理的なもので、公
表から数カ月後には想定津波の計算
が可能だった。東電が０８年５月ご

、「 」ろ 敷地内部で１５・７メートル
と試算した結果に照らし、敷地地盤
面を優に超える計算結果になったと
認められる。

東電は、非常用電源設備を浸水さ

せる津波の到来を、遅くとも数カ月
後には予見可能でき、０８年５月ご
ろには実際に予見していた。
[結果回避可能性]

配電盤の浸水は、給気口から侵入
した津波によるもの。①給気口の位
置を上げる②配電盤と空冷式非常用
ＤＧを上階か西側の高台に設置する
――などのいずれかを確保していれ
ば事故は発生せず、期間や費用の点
からも容易だった。
[侵害利益]

原告が請求の根拠とする平穏生活
権は①放射性物質で汚染されていな
い環境で生活し、被曝の恐怖と不安
にさらされない利益②人格発達権③
居住移転と職業選択の自由④内心の
静穏な感情を害されない利益――を
包括する利益。
[慰謝料算定の考慮要素]

原発施設は一度炉心損傷になる
と、取り返しのつかない被害が多数
の住民に生じる性質がある。

東電は①経済合理性を安全性に優
先させたと評されてもやむを得ない
ような対応だった②津波対策を取る
のは容易だったのに、約１年間で実
施可能な電源車の高台配備やケーブ
ルの敷設という暫定的な対策さえ行
わなかった③規制当局から炉心損傷

原発を考える　問われる東電の刑事責任
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に至る危険の指摘を受けながら、長
期評価に基づく対策を怠った。

東電には特に非難に値する事実が
あり、非難の程度は慰謝料増額の考
慮要素になる。

予見可能性を検察審査会
が認定

０２年の長期評価で１５・７メー
トルの津波が予測されていたことが
客観的事実である以上、東電がその
ことを予見できたことも客観的事実
といえるだろう。実際、東日本大震
災のよる同原発敷地への津波高は１
５・５メートルだった。民事責任が
あるからといってただちに刑事責任
があるわけではないが、前橋地裁が
「東電に特に非難に値する事実があ
る」とまで踏み込んでいる判決要旨
をみれば、刑事責任もあるとみるの
が自然だろう。

ここで刑事責任追及の流れを見て
おきたい。

福島原発事故の刑事責任を求めて
最初に動いたのは作家、広瀬隆とル
ポライター、明石昇二郎の２氏。事
故から４カ月後の１１年７月、刑事
告発をした。広瀬氏は著書『福島

原発と人びと （岩波新書）の中で』
「東電と政府は事故の状況を隠そう
とした （中略）こうした大事故の。

、 、場合は 生じる責任に対する保身が
組織や人の判断をゆがめる」と、東
電や官僚の保身体質を指弾してい
る。

翌１２年３月、福島県民らによっ
て「福島原発告訴団」が結成され、
告訴宣言が採択された その中で 原。 「
発事故によって地域社会の分断とい
う重荷を背負い、いつ終わるともし
れない苦難のなかにいる」としたう
えで 「未曾有の事故が起きてなお、
想定外の津波のせいにして責任逃れ
をする東電の責任は重大 とし 生」 、「
命や財産、日常生活、健康で文化的
な最低限度の生活さえ奪われた今、
それを奪った者への怒りを込めて、
彼らの責任を追及し、その罪を認め
させなければならない」と、原発事
故被害者としての強い決意を示し
た。

告訴団は福島県民１３２４人で編
、 。成され 同年６月に集団告訴をした

告訴されたのは東電の勝俣恒久会
長、武黒一郎前副社長原子力・立地
本部長、武藤栄副社長原子力・立地
本部長（役職は事故当時 。）

１３年９月、東京地検が不起訴を

決定。告訴団が「不起訴不当」とし
て審査を申し立てたことを受けて、
東京検察審査会は１４年７月 「起、
訴相当」と決議。これに対し、東京
地検は１５年１月、再度不起訴に。
同年７月 東京第５検察審査会が 起、 「
訴すべき」との議決をし、ようやく
強制起訴に至った。

議決によって被害者とされたのは
①水素爆発で負傷した東電関係者や
自衛官ら１３人②避難の際の病状悪
化によって死亡した双葉病院の患者
４４人。

起訴相当とした犯罪事実は次の通
り。

勝俣会長ら東電の３人には、いつ
か発生する可能性のある大規模地震
に起因する大規模津波によって福島
第１原発が浸水し、炉心損傷などの
重大事故が発生することを未然に防
止する注意義務がある。しかしこの
義務を怠り、必要な対策を講じるこ
となく、運転を停止することもない
まま漫然と原発を運転した結果、全
電源喪失した。非常用電源設備や冷
却設備の機能が喪失し、炉心損傷の
重大事故が発生して大量の放射性物
質を排出させた結果、上記５７人を
死亡させた。

議決理由書には検察審査会の議決
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理由だけでなく地検の不起訴理由も
記載されている。検察、検察審査会
の判断、見解をみておこう。

検察側不起訴処分要旨
[予見可能性]

長期評価に基づく最大の試算結果
や貞観地震に関する知見などを踏ま
えても、海面から１０メートルの敷
地（１０メートル盤）を大きく超え
る津波が発生し、原発の主要機器が
浸水する危険性を認識すべき状況に
あったとは認め難い。

東電は土木学会に長期評価に関す
る検討を委託したが、これは安全性
の積み増しや信頼性の向上を図る目
的でなされたもので、議決が指摘す
る「採用を回避する目論み」と認め
ることは困難。
[ ]結果回避可能性

最大試算結果に対応して原発敷地
の南側に防潮堤を建設しても、今回
の津波は東側の海岸線から越流して
おり、浸水を阻止して結果を回避で
きたとは認められない。

さらに浸水を前提とした対策につ
いて独立した審査指針はなく抽象的
な基準が示されていたに過ぎない。
したがって浸水を前提とした対策を
講じておく必要性が一般に認識され

ていたとは認められない。仮にこう
した対策をとるとしても、その工事
や原子炉設置変更許可の手続きを経
る必要があり、地震までに対策をと
り終えていることができたとは認め
難い。

切迫した時期に津波がくる可能性
を示す情報や知見がなく、あらかじ
め原発を停止すべきであったとは認
め難い。

検察審査会の判断
[予見可能性]

０６年９月、原子力安全委員会が
原子力発電所の耐震基準に関し、耐
震設計審査指針を改訂した際、地震
随伴事象に対する考慮として「極め
てまれであるが発生する可能性があ
ると想定することが適切な津波によ
っても、施設の安全機能が重大な影
響を受けるおそれがないこと を 十」「
分考慮したうえで設計されなければ
ならない」とされた。これを受けて
原子力安全・保安院（当時）が電力
事業者に対し、耐震安全性の評価の
実施と報告を求める「耐震バックチ
ェック」を指示。その際、既往の津
波だけでなく最新の知見も考慮する
こととした。

東電が０７年に東電設計と打ち合

わせた際、耐震バックチェックでは
長期評価を取り込む方針が示され
た。研究者から「福島県沖海溝で大
地震が発生することは否定できな
い」との指摘を受けたことも含め、
０８年３月、同設計は長期評価を用
いて試算。津波最大値は敷地南部で
１５・７メートルとなるとの結果が
出た。これによって、当時の想定津
波（５・４～５・７メートル）を大
幅に超え、タービン建屋が設置され
た１０メートル盤を大きく超えて浸
水することが明らかになった。東電
の原子力設備管理部中越沖地震対策
センター土木調査グループは０８年
６月、武藤常務（当時）に試算結果
を報告した。

この１５・７メートルという試算
結果は原子力発電に関わる者として
は絶対に無視できないものであっ
て、１０メートル盤を大きく超える
巨大津波が発生することについての
具体的予見可能性があったというべ
きだ。そして最悪の場合、浸水事故
による炉心損傷によって放射性物質
の大量排出をまねく重大で過酷な事
故につながることについても具体的
な予見可能性があった。
[結果回避可能性]

土木調査グループは武藤常務への
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報告の際、１０メートル盤の上に１
０メートルの防潮堤を設置する必要
性を説明した。しかし武藤常務は０
８年７月、耐震バックチェックに際
し、長期評価を取り入れず、従来通
りの評価技術に基づいて実施するこ
ととした。原発の安全対策のために
発生する数百億円以上の支出を避
け、安全対策より経済合理性を優先
して先送りしたとみられるが 「万、
が一にも 「まれにではあるが」発」
生する津波にも備えておくべきであ
った。

結局、長期評価に基づく試算結果
を取り入れて適切な安全対策を検討
し、その間だけでも原発運転の停止
を含むあらゆる合理的で適切な津波
対策が講じられていれば、いつ地震
と津波が発生しても大事故、過酷事
故の発生を十分に回避することがで
きた。結果回避可能性があり、結果
回避義務が認められる。
[検察側主張について]

原発の運転停止を含めた対策を講
じることはできなかったとの（検察
側の）主張は、津波によりひとたび
重大事故が発生すると、放射性物質
の大量排出による周辺地域への放射
能汚染を招き、ついには人類の種の
保存にも悪影響を及ぼしかねない事

態に至ってしまうという事態の重大
さを忘れた誤った考えに基づくもの
だ。

東電 津波対策いったん
決定

東電トップが強制起訴されたこと
を受けて、１５年８月と９月、東京
と郡山で議決内容を分析、解説する
講演会が開かれた 講演したのは 原。 『
発訴訟 （岩波新書）の著書のある』
海渡雄一弁護士。この講演内容は１
６年２月に彩流社から刊行されたブ
ックレット『市民が明らかにした福
島原発事故の真実――東電と国は何
を隠ぺいしたか （福島原発告訴団』
監修、海渡弁護士著）に収録されて
いる。

海渡弁護士は冒頭 「弁護士がみ、
ても驚くべき議定書。事件の筋書き
が変わってしまった と述べた 東」 。「
電は敷地の高さを超える津波を事前
に予測していたし、これに対する対
策を立て、実行する計画だったが、
途中でこの計画を放棄していたこと
がわかった」というのだ。その具体
的な内容について海渡弁護士は次の
ように解説した。

議決が最大のポイントに挙げたの
は０７年１２月時点で、東電が、政
府が公表した長期評価を取り入れる
方針を決め、０９年６月には地震バ
ックチェックを終える計画だったと
している点だ。東電はそのころには
津波対策工事も完了させる方針を決
めていたということだ。政府事故調
の報告書にも検察の不起訴理由説明
書にも書いてないことが、この議決
書に書いてあり、裏付ける証拠もち
ゃんとあると書いてある。武藤氏は
津波対策を取るか取らないかを迷っ
た末に先送りされたと思い込まされ
ていたが、そうではなくて武藤氏は
いったん決まっていた社の方針を大
転換したのだ。０９年までに終えな
くてはならないバックチェックを先
送りし、１５年以降まで延ばすとい
うとんでもないことをやった。

海渡弁護士は以上のように議決の
ポイントを説明した後 「東電幹部、
は長期評価に基づく対策が不可避で
あることを完全に認識していた。し
かしまもなく寿命を終える原子炉の
ために多額の費用のかかる工事を決
断できず、やるべき対策を何年も延
ばした。その結果の成れの果てが福
島事故、彼らの有罪判決は当然」と
語り、検察審査会の強制起訴相当と
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いう議決に至った論理構成を次のよ
うに紹介している （カッコ内は海。
渡弁護士の評価）
１）東電幹部の注意義務に関し「原
発に関わる責任ある地位にある者
は、重大事故を発生させる可能性の
ある津波が「万が一」にも「まれで
はあるが」発生する場合があるとい
うことまで考慮して備えておかなけ
ればならない高度な注意義務を負っ
ていた。大規模地震の発生について
の長期評価は極めて重く、決して無
視することができないと考える高度
な注意義務を負っていた。
（議決は原発事故の重大性を的確に
とらえている）
２）事故当時の東電は原発の安全よ
りもコストを優先する判断を行って
いたが、コストよりも安全対策を第
一とするという、あるべき姿に基づ
いて判断すべきものだ。
（検察官の判断には原発を通常の技
術と同列に論ずる致命的欠陥があっ
たが、議決は原子力技術の特性を正
確に把握して、これを根底から批判
している）
３）検察官は今回の地震について、
長期評価をも上回る想定外のもの
で、ここまでの津波についての具体
的な予見可能性はなかったと考えて

いるようだが、過失を認定するため
の予見可能性とは結果回避のための
対策を講じる動機づけとなるもので
あれば足りる。少なくとも１０メー
トル盤を大きく超える何らかの津波
対策を講じる必要のある津波の発生
についての予見可能性があればよ
い。
（我々が主張してきた高い注意義務
を、無理のない理論的根拠をもとに
認めた）

｢責任あり｣が市民感覚

検察審査会は選挙権を有する国民
の中からくじで選ばれた１１人の検
察審査員で構成される。犯罪の嫌疑
を受けていながら不起訴とした検察
の判断の是非を審査する機関で、裁
判にかけるのが良いかどうかの判断
を市民の目に委ねようというもの
だ。１１人中８人以上の賛成を得て
「起訴相当」の議決になるという高
いハードルが敷かれている。そうし
たなか、市民感覚が「東電のトップ
が刑事責任を問われないのはおかし
い」との結論を下したわけだ。

検察審査会が「起訴相当」の根拠
としたのは「土木調査グループは武

藤常務への報告の際、１０メートル
盤の上に１０メートルの防潮堤を設
置する必要性を説明した。しかし武
藤常務は０８年７月、耐震バックチ
ェックに際し、長期評価を取り入れ
ず、従来通りの評価技術に基づいて
実施することとした」点にある。東
電幹部は津波対策をしなければなら
ないことを認識しながら、結局対策
をとらないことにしたというのであ
る。つまり結果を予見しながら結果
回避策をとらなかった、ということ
だ。ならば過失は明白だ。

海渡弁護士は「一般市民がメンバ
ーの検察審査会の委員がこういうも
のをよく本当にみつけてくれた」と
感謝したうえで、次のように審査会
の努力を称賛した。

私たちが努力して見つけたいろい
ろな資料を出し続けてきた。二度目
の不起訴の後だけでも６通の上申書
を出したが、残念ながら検察の持っ
ている資料を見ることができない。
おそらく検察審査会の審査のなかで
「これはどうもおかしい。検察は何
か重要資料を隠しているのではない
か 「全部、資料を持ってきてくだ」
さい、私たちが自分で見ますから」
という展開になったとしか思えな
い。徹底的にしらみつぶしに検察が

原発を考える　問われる東電の刑事責任

26



集めた資料を読み解く中で、こうし
た資料を次々に見つけてくれた。
法曹のプロの海渡弁護士が市民に

脱帽したのだ。
検察審査会は当然のことながら検

察の判断について検討に検討を重ね
たはずだ。既に述べたように、検察
は「長期評価に基づく最大の試算結
果や貞観地震に関する知見などを踏
まえても、１０メートルの敷地を大
きく超える津波が発生し、原発の主
要機器が浸水する危険性を認識すべ
き状況にあったとは認め難い」など
と、木を鼻でくくったかのように起
訴の求めを一蹴。はなから起訴をす
る気がなかったのは歴然としてい
る。
原発告訴団の一員でもある河合弘

之弁護士は、原発事故後に政府内に
設置された政府事故調査委員会（委
員長・畑村洋太郎東大名誉教授）の
事務方を検察が引き受けていたとい
う。以下は河合弁護士の著書『原発

』（ ）訴訟が社会を変える 集英社新書
からの引用である。
政府事故調として行った関係者の

事情聴取も検事らがチームを組んで
行っていた。政府事故調を読むと、
途中までは大変熱心に事情聴取を行
い、関係者らをかなり厳しく追及し

ている。そのままの調子で関係者の
、 、聴取が進められていれば 刑事告訴

告発を待つまでもなく原発事故が刑
事事件として立件されていたとして
も不思議ではなかった。調書を見る
限り、当初から東電関係者を免責す
るつもりで検事が取り調べに臨んで
いたとは思えない。

ところがある時期を境に、事情聴
取の“責任追及”のトーンが緩み、
結局、責任追及作業を中途半端な形
でやめる “責任追及モード”から。
“緩いモード”へと変わるのは野田
佳彦首相の登場と軌を一にしてい
る。野田氏は１２年６月に関電大飯
原発３、４号機を政治判断で再稼働
させている。私は民主党（当時）の
一部と自民党を含む原子力ムラが、
原発事故の刑事責任化をしないこと
を決め、政治権力の意向を重んじる
検察トップが下部に黙示的にサイン
を出したのだと思う。

以上の河合弁護士の見方と関連し
て、海渡弁護士の判断にも触れてお
きたい。前掲の『原発訴訟』のなか
で、政府事故調の調査によって、東
電が０８年にＭ８・３の明治三陸地
震規模の地震が発生した場合の津波
高を試算したところ、福島第１原発
の取水口で高さ８・４～１０・２メ

ートル、１～４号機では１５・７メ
ートルにまで遡上すると予想してい
たことを示したうえで 「東電が十、
分な津波対策を講じなかったこと
は、刑事上の犯罪を構成する可能性
も検討しなければならないほどの深
刻で重大なもの」としている。

原発推進については安倍晋三首相
の姿勢は野田氏の比ではない。しか
も安倍一強のなかでの「起訴相当」
である。検察審査会の人たちの勇気
にはいくら称賛してもし過ぎること
はないだろう。

公判開始要請行動で怒り
爆発

検察審査会が強制起訴をしたのは
すでに触れたように１５年７月であ
る。１年９カ月たっても公判が開か
れないのは、裁判官が裁判をしたく
ないからではないか、と東電を告訴
した人たちが疑心暗鬼にかられるの
は当然だろう。４月２８日、東京地
裁前で開かれた公判開始要請行動に
は、福島から駆け付けた人ら約３０
０人が集まった。
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「福島原発刑事訴訟支援団 「福」
島原発告訴団」などの約１０本のの
ぼりが立つ中、全員が「東電福島第
一原発事故強制起訴事件――一日も
早い裁判を」と刷られたＡ３判の紙
を同地裁が入るビルに突き出し、抗
議の姿勢を表す。

同訴訟支援団の人たちが次つぎに
マイクを握って訴えた 「国会は我。
々をいじめている。裁判以外に頼る
ところがない 「裁判官、早く目を」
覚まして裁判を開け 「もうこれ以」
上待てない 。悲痛な叫びが官庁街」
に響き渡る。各省庁の官僚らは無表
情のまま通り過ぎた。

途中、海渡弁護士が加わり、マイ
クを手に「裁判開始が遅れているの
は、この裁判が国の原発推進政策に
影響すると考えているからだろう。
だが、検察審査会によって犯罪の決
定的証拠が出ている。責任をとるべ
き者には責任をとらさねばならな
い。もう６年も待たされた。裁判所
は公判期日を決めて公表すべきだ」

、 。と述べた後 地裁内に入って行った
公判前の整理手続きを進めるため
だ。

福島原発告訴団の武藤類子団長は
前掲の 福島原発事故の真実 に よ『 』 「
うやくスタートラインに立った」と

の一文を寄せた。そのなかで「国も
電力会社も原子力の推進をやめよう
とはしません。しかし起きてしまっ
たことから学ばなければ、悲劇は何
度でも繰り返されます。犠牲になっ
た人々の怒りとその底に横たわる悲
しみを慰められません。だれもが安
心して暮らせる社会を作ることはで
きません」としたためた。悲劇を二
度と繰り返さないための刑事訴追と
武藤さんは考えるのだ。

河合弁護士は『原発訴訟が社会を
変える』の中で 「福島事故によっ、

」 。 、て裁判官も変わった という 事実
前橋地裁の原裁判長のように、東電
の責任を厳しく問う裁判官が出てき
た。この刑事裁判も公判段階に入っ

、 。たが 問題は有罪に持ち込めるかだ
東電側というより国側は、安倍一強
の威をかりて、強引に無罪にするよ
う圧力をかけるに違いない。その厚

、「 」い壁を打ち破り 東電トップ有罪
という当然の結論に至るには、国民
全体の市民感覚の結集しかない。

渡海弁護士は「強制起訴が決まっ
たとき、１面に取り上げた新聞は朝
日と毎日だけだ」という。マスコミ
のこの冷淡さが結果として福島の人
たちを孤立無援状態にする。東電幹
部が刑事訴追から逃げ切れるなら

士「犯罪の証拠は出ている」と訴える海渡雄一弁護
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ば、マスコミの責任もまた重い。

井上脩身 （いのうえ おさみ） 年、大1944
阪府生まれ。 年、毎日新聞社入社、鳥取支70
、 、 。 、局 奈良支局 大阪本社社会部 徳島支局長

文化事業部長を経て、財団法人毎日書道会関
西支部長。２０１０年、同会退職。

マイクを手に「一刻も早い公判を」と訴える福島の住民

「１日も早い裁判を」と書いた紙を手にする参加者

東京地裁前の公判開始要請行動
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文・写真 はない みほ

３・１１後の日本の声 ２０１１年３月１２日の福島第一原
子力発電所の事故から６年と３ヶ月
が経った。
（写真・２０１１年３月１１日１４時４６分の

河津桜 静岡にて）

あの時私たちは原発事故の恐怖と
向き合った。福島の現状は、映像と
ともに流れた。民主党の枝野幸男官
房長官が言った「直ちに影響はあり
ません の言葉に誰もが疑った そ」 。「
んなわけないだろう！？」と口々に
声を出して「おかしい！」を連発し
た。その流れは当時、パソコン上に
ある数々の から見て感じる事Blog
ができる。各々が「おかしい！」を

言い切っていた。そして拡散希望で
みんながみんなの情報を共有でき
た。福島も声を上げ、実体を伝え訴

。 、 、えた人も多かった 双葉町 浪江町
、 、 、 、楢葉町 大熊町 広野町 南相馬市

飯館村などいろんな圧力がありなが
らも「おかしい！」の声をもって動
いていた。菅直人前総理大臣は、世
界一危ないと言われる浜岡原発を停
止した。皆が声を上げれば、そこに

。 、人があつまり抗議した その勢いは
大飯原発再稼働阻止の運動にも播種
し国会前には２０万人の人が押し寄
せ原発再稼働反対を訴えた。日本中
の目が福井県の大飯町に向かった。
大飯原発の近くの公園に人々は集ま
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り、集会を開いた。その後、一人一
人のつながりが大きなうねりを作
り、公園から大飯町大島に通ずる全
長７４３メートルの青戸の大橋を渡
る多数のシュプレヒコールの波は、
大飯原発の入り口にまで押し寄せ

。 。た 時には原発前で寝転ぶ人もいた
小さな子どもをおんぶして参加した
母もいた。この空気は日本に勇気を
もたらした。しかし、野田前総理大
臣は、その声を聞かずして、２０１
２年７月５日に大飯原発を稼働させ
た。その行為や、ベトナムへの原発
輸出等、野田政権の民衆への裏切り
は大きく、今までの民主党党首が行
った行政とは真逆に、現安倍政権と
同じく、経済連の利の為に強引に事
を推し進めた政治を行った。その核
ありきの政治に異を唱えた国民は、

野田政権を抑えに、２０１２年１２
月に安倍政権を発足させてしまっ
た。それは、今の日本の取り返しの
つかない過ちであった。

見え見えのアンダーコン
トロールの嘘

２０１３年９月、安倍晋三内閣総
理大臣は、オリンピック誘致のため
に行った演説で、福島第一原子力発
電所の事故における放射能漏れにつ
いて『アンダーコントロール』とい
う言葉を使って、世界に日本の安全
性をアピールした。この言葉を福島
の方はどのように受け止めただろう
か。その言葉は、他府県にいる者に
とっては “嘘をいえ！？”と思っ、
ただろうが、福島県や近隣の人たち
にとってはその言葉を信じていたい
心情にかられる。放射能汚染による
危険性は、広島や長崎の原爆でも明
らかになっている事実がある以上、
消せぬ現実が予測される。しかしそ
の予測から安心は得られず、大丈夫
と事なきを得たと考える方が精神的
に安定し、なかった事にできればな
おさら。さらに福島県民へ、県内の

大学病院や県政が一緒になって情報
開示せず、放射能専門家の医師とい
う肩書きで動く山下教授が “大丈、
夫”と県内をニコニコ笑いながら講
演活動する様に翻弄され、学校、保
健所、さらには市民が個々の発する
不安を危険視し、バッシングする。
ここにおいて福島は被害を被ったう
えに、戦時中の日本のように個人の
自由を奪い、言うに言えない負を背
負わせてしまっている。福島のこん
な惨事を国や事故を起こした東電
が、なんの償いもせず、今現在まで
きている事をとってみても、日本は
嘘とはったりと脅しで抑圧された国
となってしまった。

この不思議な違和感。当たり前が
通らない社会がある。言葉が通じな
い社会がある。今までの価値観が一
瞬のうちに返還されてしまう社会が

大飯原発再稼働前入口 １２年６月２３日撮影

朝日新聞広告より
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ある。そのうち大臣が大臣の役割を
果たさず、大学の重要役職に就く専
門家が無責任な見解を拡散する。御
用学者、御用新聞、御用云々という
使いっ走りのアクターが私たち市民
の前に堂々と現れ、嘘を重ねる。原
子力発電所が電力供給をまかない、
エコで、安全などということが、原
発神話だった事がわかった。その神
話さえ、正されず、神話を演じ続け
ている。各々のアクターたちは、も
う物語の中にどっぷり浸り、抜け出
す事さえ辞めたようだ。この事実を
私たち市民は“滑稽な猿芝居だ”と
あざけ笑ってアクターたちを見下し
ている。その意識だけに満足しきっ
ている私たちの内面にはヘイトスピ
ーチが存在してはいないか。原発事
故は私たちに日本国のあり方を問う
ている。

大きな出来事の裏に動く
再稼働

２０１７年６月２９日現在、日本
の原発は４基動いている。原発事故
後、すべての原発は止まっていた。
しかし野田政権が２０１２年７月５

写真 雨の中の国会前の集団的自衛権反対・
の抗議行動 年９月１７日撮影2015

日、福井県の大飯原発を稼働した。
ただいろいろ原子炉のトラブルが生
じ、トラブルの原因追求に余儀なく
され、運転停止している。しかし政
府は原発再稼働の政策をゆるめるこ
となく、２０１５年１０月１５日鹿
児島県の川内原発を再稼働した。こ
の川内原発再稼働に際して、２０１
５年７月、熊本の大地震が起こり、
原発立地近隣にある桜島の噴火も頻
繁に起こっている。断層の危険性も
ある。自然遺産に登録されている屋
久島にも影響を及ぼす可能性が高
い。様々な危険性をはらんだ川内原
発だったが、あれよあれよと再稼働
に至った。再稼働を睨みつけていた
日本国民だったのだが、その再稼働

前には日本を大きく揺るがす出来事
が起こっていた。

『集団的自衛権』の決定である。
集団的自衛権の閣議決定が２０１５
年７月１５日に起こった。戦争をし
ない国を戦後７０年貫いた日本だっ
たゆえに、この『集団的自衛権』へ
の阻止運動で皆が国会に押し寄せ、
抗議した。様々な団体が生まれた。
ＳＥＡ Ｄ という学生たちが先頭L s
を切って“戦争反対！”を訴えた。
学者たちも立ち上がり抗議した。こ
の渦は人々の目線を九州から東京へ
向けた。２０１５年９月１９日、自
民党のかまくら戦法によりごり押し
で『集団的自衛権』は通過した。今
まで運動やデモをしない日本国民に
とって、この“集団的自衛権反対！
”の運動は大変エネルギッシュであ
ったが、それでも安倍政権のごり押
しして行く様に皆エネルギーを使い
果たし、落胆し、無気力の最中にい
ただろう。その一ヶ月後、テレビ、
ラジオでは情報は流れないように消
され、原発に日々目をやっていない
市民にとっては知らぬ間に、あっけ
らかんと川内原発は再稼働した 集。『
団的自衛権』の時のかまくら戦法を
機に、ごり押し、騙くらかしが通用
すると確信した現政権は、ひたすら
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この戦法を使う。
その動きに便乗し、２０１６年１

月２９日、福井県の高浜原発の３号
機が再稼働した。これに対して福井
県の原発反対の住民や、その近隣の
県の住民が様々な勉強会を開き、福
井県民を支える会を発足させ、孤立
させないように連携を組んだ。２０
１３年福井県の高浜原発再稼働に対
して滋賀県の住民２９名が起こした
裁判で、２０１６年３月９日大津地
裁で高浜原発３号機、４号機の運転
差し止め仮処分が決定された。これ
は市民の勝利だとうれしい空気が世
を包んだに違いなかった。司法に自
分をもつ人がいた。しかし、政府は
御用学者や御用新聞、メディア、あ
らゆる情報を閉じさせた社会を作り
出し、自分たちの作った物語の中に
国民を閉じ込める戦法を続ける。政
府とその政府を作り出した経済連
は、司法も我が手においてねじ伏せ
動かす。

２０１６年８月１２日、愛媛県の
伊方原発が再稼働した。この伊方原
発はＭＯ 燃料を使った原子力発X
電で、一度ウランを燃して生み出さ
れるプルトニウムを原料にして動か
し、大変危険度の高い原発である。

福島第一原子力発電所で、原発事故
OXの大きな危険を及ぼしたのはＭ

X燃料で動く３号機だった。ＭＯ
燃料はプルトニウムであり、そのプ
ルトニウムは長崎に落とされたプル
トニウム爆弾のプルトニウムであ
り、広島に落とされたウラン爆弾よ
り大きな破壊力を持つ。つまりプル
トニウムはウランを爆発させてでき
る二次的に生み出されるエネルギー
である。そのエネルギーを使って原
子炉を動かす必要とは何であろう
か。この伊方原発は、愛媛県の突端
に位置し、対岸には山口県が存在す
る。伊方原発は伊方原発を中心にし
て 度に及んで３０キロ圏内に住360
民が住んでいる。伊方原発が立地す
る佐田岬半島には５０００人の住民
が住んでおり、事故が万が一起こっ
た時、その人たちが避難する場合、
原発を通過して避難しなければなら
ず、その点についても何の対策も立
てていない。さらには日本最大級の
中央構造線断層帯あり、南には活発
で地震発生源の南海トラフが走る。
中央構造線断層帯は、２０１５年に
起こった熊本地震の原因とされる断
層である。その危険極まりない原発
が再稼働した前には、リオオリンピ
ックが開催されていた。日本国民は

昼夜流れるテレビ中継に寝不足を抱
えながら熱狂した。スポーツの祭典
に人々は“平和”を掴み喜んだ。そ
の“平和”を謳う祭典は “平和”、
を殺した福島第一原子力発電所の事
故や長崎、広島の原爆の悲劇をも消
してしまった。

その動きは止まらず、森友学園問
題や加計学園問題の国有財産の私物
化。安倍政権のスキャンダルで国民
は怒り心頭。その拡散される情報で
安倍政権への怒りをガスぬきのよう
に興奮する市民の後ろで、高浜原発
は大阪地裁の判決で、２０１７年６
月６日、３号機、４号機の再稼働決
定が促された。この３号機、４号機
も伊方原発と同じく、ＭＯ 燃料X
をつかった原発である。高浜原発の
周りにも活断層や京都、滋賀県が３
０キロ〜５０キロ圏内に位置し、滋
賀には京都、大阪の住民の水を確保
するびわ湖がある。びわ湖の汚染を
考えればどんな危険をあたえるか。
ただこの水の問題を４月に通過した
水道の民営化が支える？と少し頭を
かすったのだが、こんな利権を私物
化し、日本国民を壊し続ける政府の
存在や経済界の存在は何処を見て何
処に住んでいるのかと思えてならな
い。
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静岡県知事選の争点

２０１７年６月２５日、静岡県知
事選挙があった。出馬していたのは
三期を目指す川勝平太現知事と、静
岡文化芸術大学教授で、オリンピッ
ク銀メダリストの溝口紀子氏であっ
た。得票は８３３３８９票と５６３
３１６票で、川勝知事の再選となっ
た。その選挙の争点は、何だったの
だろうか。川勝知事は民進党と静岡
連合からの推薦で、溝口氏は、自民
党の推薦であったという。溝口氏は
その自民党の推薦を否定したが、４
５歳の彼女が格闘家でオリンピック
銀メダリストで、教育に携わる位置
にいる。自民党とオリンピック、森
友学園問題と日本会議の問題含め、
国体意識を煽る駒が動いているよう
に思えてしまう。静岡県浜松市や磐
田市など、市議会では、日本会議に
関係する倫理研究会に所属する議員
が多く、この意識は現政権と同じく
する要素を持ち合わせている。さら
に湖西市出身の城内実氏は、自民党
の創生「日本」平成２４年度の集会
で 「日本で大事なものは皇室であ、
り、国体である」と言う発言をして
いる。そのような国体意識を支える

空気に同調する事は、私たち市民に
とってたいへん危ういと感じる。

その点で、国体意識を煽る政権と
距離を置く事が選挙の争点とも言え
る。

また静岡県は世界一危ないと言わ
れる浜岡原発を持ち合わせている。
浜岡原発は御前崎市にある。その下
には糸魚川 静岡構造線断層が存在-
し、このプレートのずれが南海トラ
フ地震の引き金になるとしている。
２０１１年当時の総理大臣の菅直人
氏は、この浜岡原発を事故後早急に
止めた。浜岡原発がいかに日本中に
大きな被害を与えるかを伝える行為
と言える。しかし、中部電力側は、
この浜岡原発再稼働に向けて危険リ
スクをなくすとし、海岸線に１６０
０㎞、高さ８ メートルの防波堤m
を建設し、南海トラフ地震による津
波の被害は免れたとしてる。３・１
１の時、私は一番被害が大きかった
宮城県石巻市、女川町に支援に入っ
た。女川の町一面が廃墟となした。
３階、 階建ての建物が横になって4
倒れていた。各々の家屋は言うまで
もなく、跡形もなく流されていた。
大きな船は山の上に乗り上げてい
る。何処まで連れて行かれるかわか

らない地震と津波の威力は、人間の
産物を無意味なものだと伝え、打ち
のめした。そのような記憶をもちつ
つ、我が家から５０キロ圏に位置す
る浜岡原発の安全対策のうさんくさ
さが見えてしまう。

このような危険な原発を語らない
溝口氏は県民にとって、どうだろう
か。５月に掛川市長選が行われた。
現職松井三郎市長と山間地出身の平
出隆敏氏。平出氏は、地元の応援で
過疎化が進む村に豊かさをもたらす
公約を掲げた。浜岡原発から少し離
れた山間地の住民にとって、今目の
前にある暮らしの改善に彼を押す。

、 、しかし 彼は原発再稼働については
これは後から考える問題であると主
張し、原発について多くを語らなか
った。勝敗は原発反対を言い続けた
現市長が再選。知事選も同じく、原
発反対をいい、ここ４年は再稼働さ
せない！と言い切った川勝氏が勝利
した。知事選に立候補した二人は、
少子化問題を公約に掲げていたが、
なぜ少子化かと言えば、この経済中
心で企業有利の社会体制が、格差社
会を助長し、市民の安全や健康を度
外視した行政があり、そこに無償の
教育がなされない現実がある以上、

原発を考える　安全神話は所詮神話だ
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子を産む環境が整っていないからで
ある。さらには 『集団的自衛権』、
を通し、戦争する国を肯定すれば、
こんな世に誰が子を生み、支える事
ができようか。この問題に耳を傾け
る行政を行う自分をもつ政治家がど
れだけいるかである。そして市民が
自分をもち、さらには自分をもち続
けられる政治家を支え、育てる事だ
ろう。再選した川勝知事が、政治圧
力や経済連の圧力に屈しない、足下
を見る政治家として存在していても
らいたい。

覚醒する意識を

原発は現時点で４基再稼働した。
福島第一原子力発電所の事故がまだ
収束していない現状であるのに、動
いた。さらにＭＯ 燃料の原発がX
二カ所で動いている。原発が危険な
事は、 に投稿させていただいLapiz
てからずっと書き綴ってきた事であ
る。時間がたったとしても変わるも
のではない。さらに時間が経っても
収束できない現状が続き、もはや問
題定義しても問題解決なされない現

、 、実と さらには政府が情報を封鎖し

写真・沖縄県東村 ヤンバルの森 ２０１６

年９月２１日撮影

マスメディアから消してしまった。
答えはこれである。

現実をなかった事にする。あって
も、あり続けても消す。ただ、消す
のは情報だけで危険な現実はあり続
けている。私たちは目に見える所を
見て、これを日常とし、今とする。
見えぬものは、消える。そうする事
で私たちは生きている。戦時中も戦
後も同じ。今までの情報は新聞であ
り、テレビあり、ラジオであり、雑
誌であった。今、その動きにデジタ
ルがある。これは画期的に人々に情
報を拡散した。しかし、そのパソコ
ンやスマートフォンなどの情報ツー
ルはまた権力により操作されている

ことも然り。ネット管理する人事事
業をサポートし、情報を拡散抑圧す
る作業さえ仕事のうちとなる。職業
選択の自由である。しかし誰の為に
何をもたらす仕事なのかもわからぬ
仕事が出来上がっている。自分の首
までしめる事になりえる仕事を選ん
でいる。そして権力はその仕事を平
然と提供している。

こういううさんくさい社会を知る
。 。と放置したくなる 諦めたくもなる

この無気力が今の日本を覆ってい
る。その無気力が現政権をなにがあ
ろうとも勢い付けている。あっちこ
っちに意識を向ければエネルギーは
疲弊する。疲弊すれば自分の足下さ
え見えなくなる。今一度、３・１１
からの日本の姿、政治の行方、政党
の有り様、嘘の横行を振り返り、パ
ターンを知る事である。そのパター
ンは、３・１１と言わず、もっと昔
から面々と続いた戦略である。今、
なぜ日本会議が動き、全体主義的意
識をいうのか。日本とはどういう国
民性をもつ人種なのか。今はびこる
国民性は、何処からくるのか。

私は『自己犠牲』を美徳とする国
民性を日本人に感じる。この『自己
犠牲』は封建社会からあったのだろ

原発を考える　安全神話は所詮神話だ
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うが、強いて万人の日本人に入り込
んだのは、明治の世。大日本帝国が
できあがり、大日本帝国憲法によっ

。 『 』て教育させられた その 自己犠牲
は広島を作り、長崎をつくり、福島
を作ってしまった。犠牲を犠牲と言
えない。黙る方法で救われると自ら
が自らを静止する。それを利用する

。 。権力がいる それではもう救われぬ
救われるには、我大事。身体大事と
する意識を各々がもつ。身体あって
生をもつ。大事にする個は、本当に

。 、大事にする意味を知る ならば原発
戦争を肯定する事がいかに我を毒す
るかが知れる。集団意識を煽る権力
は、あっちにこっちに情報拡散し、
人々を疲弊させる。掛川新幹線の降
り口には浜岡原発の情報がモニター
に流れ続ける。安心安全神話は、モ
ニター画像で流れ続ける。安全神話
の中に私はいない。そういい続ける
各々が覚醒を呼び覚ましていく。企
業はもはや日本国民に牙を剥いてい
ることに気づくときである。

L izap
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breath of CITY
写真 北博文

めぐりめく変化する都市光景を一期一会として感じるままに

ファンインダーのフルフレームで切り撮っています。

人間が利便性を探求して作り上げた都市が今や独自に生きる術を

得たかのように朝・昼・晩と表情を変えながら人の心を揺さぶり

その反応を眺めているかの様な虚実的な都市の空気感を撮らえて

行きたいと思っています。

北 博文
、 。神戸生まれ現在 兵庫県小野市在住

神戸市外国語大学卒業。
建 築 士 、 フ ォ ト グ ラ フ ァ ー 。
http://tefteff.com/index.html

breath of CITY 北博文
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L piza

breath of CITY 北博文
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文、写真 井上脩身

―八王子千人同心が影映す―
「 」 。２００４年に放映されたＮＨＫの大河ドラマ 新選組 は高い視聴率を誇った

京都・新京極の土産物店では「誠」と染め抜いた新選組の法被が修学旅行生らの
お目当ての一つだという。私（筆者）からみれば、新選組は時代を読めぬ幕府の
お先棒集団でしかない。だが、幕府が解体して１５０年がたつ今なお、新選組は
お年寄りから若者まで男女を問わず、根強い人気なのだ。実際、新選組局長近藤
勇、同副長土方歳三の名を知らない人はいない。二人とも甲州街道の日野宿（東
京都日野市）辺りの出身。武州・多摩で生まれた剣術「天然理心流」の門人とし
て剣の技を磨いたという。幕末、新選組が生まれた要因を日野宿のなかに見いだ
せるのではないだろうか。日野市の宿場跡を訪ねた。

甲
州
街
道

日
野
宿

宿場町を行く　甲州街道日野宿
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ＪＲ中央線日野駅で降りて南にし
ばらく歩くと「日野宿交流館」と名
づけられた観光案内所があった 日。「
野宿のことを知りたいのですが」と
尋ねると、男性係員が冊子を差し出
した 『日野宿いろは』とある。Ａ。
４判２６ページ。２０１１年に日野
市が作ったもので「ひののむかしの
基礎知識」の副題がついている。

以下は同書による日野宿の概要で
ある。

甲州街道は東海道、中山道などの
五街道の一つ。１６０３年、家康の
命で日本橋から、中山道と合流する
下諏訪までの整備が始まり、３８の

。 、「 」宿場が置かれた 当初 甲州海道
と呼ばれたが１７１６年に「甲州道
中」と改められた。
（同書は「甲州道中」と呼んでいる
が、本稿では通称名の「甲州街道」
を使う）

日野宿は府中宿と横山（八王子）
宿の間の、日本橋から数えて５番目
の宿場。府中宿と日野宿の間に多摩
川が流れており、江戸から西に向か

う旅人は日野の渡しで船に乗らねば
ならなかった。多摩川を渡ると日野
宿である。

ほかの宿場と同様、日野宿でも参
勤交代の大名一行が宿泊や休憩をす
る本陣、脇本陣が設けられた。だが
ここを通るのは信州の飯田藩・堀家
２万石 諏訪高島藩・諏訪家 ３（ ）、 （

万石 、高遠藩・内藤家（３万３千）
石）の３小大名しかなく、対象はも
っぱら江戸を行き来する交代寄合の
旗本だ。こうしたことから日野宿で

は荷物を継ぎ送りする問屋場の方が
重要だった。問屋場の長である問屋
は、日野本郷（日野宿がある村）の
名主、上佐藤家と下佐藤家が兼ね、
両家がそれぞれ交互に問屋業務を担
当。その居宅が本陣、脇本陣でもあ
った。

上佐藤家に伝わる１７０３年に書
かれた「挨拶目録」には、後北条氏
の時代である１６世紀後半、この地
にばっこしていた野武士を同家の先
祖、佐藤隼人が駆逐した功により、
日野の地の支配を認められ、日野用
水の開削などの開発を始めたとあ
る。

私はこの日野の旅に、司馬遼太郎
の『街道をゆく （朝日文芸文庫）』
シリーズの第１巻を携えていた。そ
こに「甲州街道」が所収されている
からだ。司馬はそのなかで「北条氏
なども、結局はいくじがない」とい
う。北条氏が関八州の西隅の小田原
に城を置いたことについて「箱根大
山麓を後ろ楯にして城を堅固に設
け、その天嶮にかくれつつ、へっぴ

ＪＲ日野駅近くの日野宿問屋場高札場跡

宿場町を行く　甲州街道日野宿
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り腰で関東に手をのばしては経営し
ていたような印象がある」となじる
のだ。

司馬の見方にしたがうならば へ、「
っぴり腰」の結果、農村を荒らす野
武士が横行、結果として佐藤家が力
をつけることにつながったわけだ。

上佐藤家の記録に「日野用水の開
削を始めた」とあると先述したが、
事実はそうではなかったらしい。近
年の発掘によって寛永通宝など江戸
時代の遺物が出土、家康の入部以降
に開発が始まったことが判明した
（ 日野宿いろは ）のだ 「挨拶目『 』 。

録」は、佐藤家の先祖を偉くみせよ
うとした虚飾なのだろう。

多摩には「草分け百姓」といわれ
る層があったといわれる。戦国時代
に主君を失った武士のうち、江戸の
初めに土地を開墾して名主になった
豪族を指す。おそらく佐藤隼人は草
分け百姓の成りあがりだろう。佐藤
家が戦国の世から徳川の世へと移る
に際し、うまく時流に乗ったことは
紛れもない。日野と東隣の府中とは
５キロ、西隣の八王子とは６キロし
か離れていない。にもかかわらず日
野に宿場が置かれた背景に佐藤家の

存在があったのかもしれない。

『日野宿いろは』にざっと目を通し
た後、司馬の「甲州街道」のへっぴ
り腰北条のくだりの後を読んだ。次
のように書いてある。

小田原北条氏は関八州２８５万
石、士卒７万、この勢力の瓦解は、
関東の村々で大混乱をおこしたであ
ろう。７月（１５９０年）に落城し
て、家康はその動揺のなかを江戸へ
入ったわけである。北条の落武者が
在所在所にかくれたり、盗賊や乞食

僧になったりして物情はかならずし
も鎮まらなかったにちがいない。

それらの落武者やら浮浪人やら
が、武蔵の西のはしの八王子あたり
にあつまり、小屋がけして住みつい
た。

――なぜその連中が八王子にあつ
まるのか。

ということを、家康は調べたにち
がいない。
（中略）

日野宿本陣 （脇本陣跡）の正門「 」

宿場町を行く　甲州街道日野宿
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家康は関東に入って身代が大きく
なったため、新規に人を召しかかえ
ねばならない。かれらを放逐して治
安をわるくするより、むしろ召しか
かえて徳川家臣団のなかに組入れて
しまうほうが一挙両得であるとおも
ったにちがいない 『落穂集』によ。
ると「家康公が江戸御入場のとき、
武州八王子にてあらたに五百人ばか
り召しかかえられた」と、ある。

「八王子千人同心」といわれる特
殊な徳川直臣団は、このようにして
できた。

少し長い引用
になった。私は
「八王子千人同
心」という存在
が気になった。
先に触れたよう
に八王子と日野
は６キロ、歩け
ば１時間半で行
ける距離だ。日
野宿を考える上

、で無視できない
というより日野
宿に大きな影響
を与えたのでは
ないか、と思っ
た。

もう一度『日野宿いろは』を手に
取った 「千人同心」の項に「八王。
子には、武田遺臣団を中心に半士半
農の郷士集団 八王子五百人同心 後、 （
に千人同心）を配置した」とある。
同書によると、八王子千人同心は、
八王子の西の小仏峠で西からの敵を
防ぐために組織されたものだが、大
坂の陣で豊臣家が滅亡すると軍事的
な役割が薄れ、日光東照宮の防火番
である「日光勤番」が主な任務にな
った。

ここまでなら、八王子千人同心と

日野宿とは直接関係はなさそうだ。
と思いながらページを繰っている
と 「宿場の暮らし」の項ではこう、
記述されている。
「１８世紀後半になると、江戸文化
が爛熟期を迎え、江戸から遠くない
多摩地方でも最新流行の文化的活動
が盛んに行われるようになった。そ
の中心になったのは八王子千人同心
や宿内の富裕層であった」

軍事組織から日光の防火組織にな
った八王子千人同心は、日野宿の文
化活動にも貢献したというのだ。そ
れだけ八王子千人同心も経済力をつ
けてきたことを意味する。当然、日
野宿の問屋である上佐藤家、下佐藤
家とも付き合いが深まったに違いな
い。

『日野宿いろは』には、下佐藤家
は「日野宿本陣」として現存してい
る、とある。なんのことはない、日
野宿交流館の目と鼻の先に「日野宿
本陣跡」があるではないか。

日野宿脇本陣の入母屋造りの玄関

宿場町を行く　甲州街道日野宿
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「 」 。 、日野宿本陣跡 を訪ねた だが
その紹介の前に日野宿の概略を記し
ておこう。
日野宿は甲州街道沿いに約１キロ

にわたってつくられた宿場町。江戸
時代後期には２０軒の旅籠のほか、
７軒の質屋、１２軒の居酒屋、２０
軒の食べ物屋など８０軒の店が並ん
でいた。しかし繁華街は形成されな
かった（ 日野宿いろは ）というか『 』
ら、地味な宿場だったようだ。

この宿場のほぼ中央に本陣と脇本
陣が軒を並べていた。西が本陣の佐
藤隼人家（通称上佐藤家 、東が脇）
本陣の佐藤彦左衛門家（通称下佐藤

家 １８４９ 嘉）。 （
永２）年、宿場

、で火災が発生し
本陣、脇本陣を
含む十数軒が焼
失。下佐藤家当
主、佐藤彦五郎
が脇本陣の再建
にかかり、１８

６４（元治元）年に完成した。
脇本陣は現在都内に残る江戸時代

に建てられたただ一つの本陣建物
だ。２０１０年、都から「日野宿脇
本陣跡」として史跡指定された。脇
本陣跡でありながら 「本陣」と呼、
ばれているのでややこしい その 日。 「
野宿本陣」と書かれた旧脇本陣の門
をくぐると、時代劇にでてくる上級
武士の居宅のような式台のある入母
屋屋根の玄関が正面に見える。これ
が母屋。見学者は土間の入り口から
入る。部屋は４・５畳から１０畳ま
で８室ある。一番奥の８畳の間が上
段の間。床の間は奥行きが半間しか
ない。欄間も特に豪勢というわけで

はない。脇本陣とはいえ、上段の間
としては質素な造りだ。その２間先
の部屋には「及武及文」と書かれた
扁額がかかっている。

庭に回ってみた。高さ約２・５メ
ートルの大理石の石碑が建ってい
る 「天然理心流佐藤道場跡」と刻。
まれている。佐藤彦五郎はここを道
場にしたというのだ。一体どういう
ことなのだろう 「日野宿本陣」の。
ガイドに尋ねた。

ガイドの話では、大火をきっかけ
に彦五郎は自衛の必要性を痛感、八
王子千人同心の井上松五郎の仲介で
天然理心流の近藤周助に入門。彦五
郎はあっという間に腕を上げ、４年
後には免許皆伝を得て、自宅に道場
を開いたという。

前に触れたように八王子千人同心
は防火番だ。天然理心流とどうつな
がるのだろう。そもそも近藤周助と
は何者なのだろうか。私は頭の中で
もつれた糸をほぐしにかからねばな
らない。

写真紀行家、平野勝氏の『多摩・

日野宿脇本陣にかけられている「及武及文」の書
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新選組紀聞 （東京新聞出版局）に』
よると、天然理心流は寛政年間（１
７８９～１８０１年）に遠江国出の
剣客近藤長裕が、江戸・両国の薬研
堀（墨田区）に道場を開いたのが起
こり、という。長裕の指導法は木刀
をひたすら振るうという地味なもの
で、江戸ではうけなかった。弟子獲
得のため多摩方面に出げいこに行く
ことが多くなり、八王子の名主、坂
本三助と出会う。三助はやがて長裕
から指南免許を受け、八王子に道場

を開設。１８０４年に長裕が死亡す
、 、ると 天然理心流宗家二代目となり

姓を近藤に改めた。
三助は八王子千人同心を中心に１

５００人の門弟を集めたという。そ
の三助の後を継いで三代目になった
のが近藤周助だ。周助は江戸・牛込
に道場「試衛館」を開いたが 「い、
も剣法」などとやゆされ、多摩に出
げいこに行って生活の糧にしてい
た。その周助の目にとまったのが井
上松五郎と源三郎の兄弟だった。

ようやくわかってきた。八王子千
人同心は元はといえば武田の遺臣
だ。日光勤番をしながらも、腕はう
ずうずしていた。幕府の力が少しず
つ衰えるなか 「出番近し」を本能、
として感じ取ったに違いない。しか
し江戸まで修業に行く余裕はない。
日野に道場ができれば、それは願っ
たりかなったりだった。

佐藤彦五郎が自宅である日野宿脇
本陣につくった天然理心流の道場。
そこで近藤勇らが剣の修業を積んだ
ことを、私は司馬遼太郎の『竜馬が
ゆく』で知っていた。この道場は日
野宿―八王子千人同心―新選組を結
ぶ接点ではなかったか。それはどの
ような形で作られていったのだろ
う。日野宿観光ガイドマップに記さ
れた「新選組のふるさと歴史館」が

目に留まった。手掛かりがつかめる
。 、かもしれない そんな期待を込めて

同歴史館を訪ねた。
「日野宿本陣」から歩いて約１５

分。だらだらと長い坂を上り切った
ところに歴史館は建っている。薄茶
色のしょうしゃな近代的ビルだ。同
館の名前の通り、新選組の歴史が解
説パネルで展示されている。その一
つに「１８世紀末、八王子千人同心

の間で武術ブームが起きた」と書か
れている 「腕がうずうずしていた。
のだろう」という私の想像は当たっ
ていたようだ。

出口に新選組に関する数点の資料
が置いてあった。いずれもＡ３用紙
の一枚もの。そのひとつ「佐藤彦五
郎と新選組」に興味をひいた。彦五
郎は丹念に日記をつけていて、１８
５７（安政４）年から１８６９（明
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治２）年までのものが確認されてい
るという。そのうち主なものが掲載
されている。以下は、私が注目した
ポイントである。
ペリー来航４年後の１８５７年５

月６日、近藤勇が来て、日野宿で稽
。 、 。古 ７日も稽古し ８日江戸に帰る

その年、近藤勇は８、９、１２月に
も稽古に来ている。５８年（日米修

）、 、好通商条約調印 近藤勇５回来て
３回泊まる。安政の大獄の年である
５９年の４月と６月、近藤周助が来
て泊まる。９月、近藤勇が稽古。６

０年（桜田門外の変）３月、近藤勇
方に婚礼祝儀を述べに立ち寄る。５
月、石田歳蔵（土方歳三）を同道し
八王子へ行く。６月、井上松五郎を
同道し八王子へ。６１年１月、近藤
勇、沖田惣次郎（総司 、山南啓助）
（ ） 、 。敬助 ら４人が来て泊まり 稽古

１８６１年２月～６４年１０月の
間の日記は確認されていない。

１８６５年４月、土方歳三が京都
から急用で帰るとの連絡。４日後、
歳三乗馬で帰宅。６６年４月、京都
から新選組の大石鍬次郎、供１人連
れて来る。７月、京都・本願寺の近

。 （ ）藤勇に書状出す ６７年 大政奉還
９月、土方歳三と井上源三郎が江戸
に到着。１０月、歳三、源三郎が乗
馬で来る。同２７日、大政奉還は新
選組に別条なしの情報入る。近藤周
斎（周助）先生死亡の知らせ。

１８６８年（明治維新）１月、近
藤、土方歳三ら品川宿に着船。近藤
が御殿医、松本良順方に滞在との連
絡あり、訪問すると土方が居合わせ
る。同２５日、元込筒２０挺を６０
０両で買い受け、手付金１００両渡
す。人足４人が横浜に向けて出発。

こうした日記の記述から読みとれ
るのは彦五郎と近藤勇との強固な関
係だ。その信頼関係は道場主と門弟

の関係を超え、彦五郎が近藤のスポ
ンサーでもあったことがうかがえ
る。

、 、近藤勇は１８３４年 多摩の豪農
宮川家の三男として生まれた。幼名
は勝五郎。１１歳のころ、近藤周助
の早くからの門人が開いていた天然
理心流の道場をのぞいたのをきっか

、 。けに剣の道に目覚め たちまち上達
４８年、正式に天然理心流の門人に
なった。実子がない周助に請われて
養子になり、牛込の試衛館に移り住
んだ （ 多摩・新選組紀聞 ）。『 』

彦五郎は周助を通じて近藤勇と親
、 、交を結び 剣の腕もさることながら

近藤の統率力や決断力に目を見張っ
たのだろう。近藤勇なら幕府番が務
まる、とにらんだに違いない。新選
組の企画者は彦五郎ではなかったの
だろうか。

彦五郎の先祖である佐藤隼人は家
康によって草分け百姓から日野の名
主に取り立てられ、日野宿の問屋と
して成功した。佐藤家の歴史を振り
返ると、徳川への恩は決して忘れて
はならない。彦五郎はそうした強い
思いを抱いていたに違いない。その
思いを実行し移したのが近藤勇や土
方歳三だった、と私は思う。

近藤勇（ウィキペディアより）
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彦五郎と近藤勇の関係だけでは
八王子千人同心と日野宿とは直接つ
ながらない。彦五郎の日記をもう一
度点検した。既に述べたように１８
６０年６月、井上松五郎と同道して
八王子に行った、とある。松五郎は
八王子千人同心であることはすでに
触れた。６７年には井上源三郎が土
方歳三と乗馬で来た、と書かれてい
る 「新選組のふるさと歴史館」の。
解説パネルによると、松五郎と源三
郎は兄弟だ。源三郎は新選組では副
長助勤という大幹部。観光ガイドマ

ップに目を落とすと、井上源三郎の
生家跡が「日野宿本陣」にほど近い
ところにある。源三郎こそ、日野宿
―八王子千人同心―新選組の結びつ
きを証明する男ではないのか。源三
郎の生家を訪ねた。

静かな住宅街の一画に「誠 井上
源三郎」と染め抜かれた青地ののぼ
りが立ち、その脇に、やはり「誠」
と書かれた白い土蔵が建っている。
この土蔵は源三郎の時代にあったも
ので、現在は「井上源三郎資料館」
として、新選組関係の資料が展示さ
れている。

資料館は３０平方メートルの広
さ 「甲斐武田氏の滅亡後、日野本。
郷北原（現在地）に移住」との解説
パネルをメモしていると、現在の当
主、井上雅雄氏が「先祖は、元は今
川に仕え、その後武田に仕えた。武
田が滅びたのでこの地に来たので
す。本郷は地名。北原というのは田
んぼではない土地という意味。先祖
はそこで開墾を始めた」と補足して
くれた。

没落武士である井上家の先祖は草

分け百姓だったのだろう。展示パネ
ルには「正徳３（１７１３）年、井
上藤兵衛、八王子千人同心の株を継
ぐ」とある。どうやら武田の遺臣と
いうだけで同心になれるのではなさ
そうだ。そもそも八王子千人同心と
はどういう組織なのだろう。調べて
みた。

徳川氏に庇護された武田氏遺臣を
中心に、近在の地侍や豪農などで組

。 、織された １０組各１００人で編成
旗本身分の八王子千人頭に統率され
た。同心は将軍直参の武士として禄
を受ける一方で平時は農業に従事、

、 。年貢も納めており 半士半農だった
苗字を公称することは許されず、帯
刀も公務中のみと制限されていたこ
とから、武士とは言い切れない。し
かし士農工商の身分差別のなか、農
民にとって武士的な存在になれるの
は大いなる魅力であっただろう。江
戸中期ころから、株売買による千人
同心職の譲渡が盛んに行われるよう
になり、八王子にいた同心に代わっ
て関東近在の富豪が千人同心職を兼
務するようになった。

「誠」の文字が目立つ井上源三郎資料館
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井上家は藤兵衛の時代、同心株を
買えるほどの豪農になっていたよう
だ 『街道をゆく』によると『東海。
道中膝栗毛』で知られる十返舎一九
は同心の家系から出たという。江戸
研究家、三田村鳶魚も同心の家の出

身だ。小谷田子寅という蘭学者も出
ている。家に財力があったからこそ
こうした文化や学問の世界に身を置
くことができたのだ。井上源三郎も
文化的な素養があったのだろう。源
三郎が日野宿脇本陣の佐藤彦五郎の

ところに出入りするようになったの
は、あながち剣の修業だけではなか
ったと思われる。

「日野宿本陣」に「及武及文」と
書かれた扁額がかかっていることは
すでに触れた。武が佐藤彦五郎が開
いた天然理心流の道場を指すことは
いうまでもない。近藤勇や井上源三
郎らが剣術の稽古をし、やがて新選
組の幹部として幕末の嵐のなかを駆
け抜ける 「及武」は彦五郎そのも。
のなのだ。では「及文」は何だろう
か。
私は「日野宿本陣」の出口に大田

蜀山人に関する解説パネルが展示さ
れていたことを思い出した。それに
よると上段の間のふすまに蜀山人の
手によるタケノコの絵と狂歌がかか
れていたという。タケノコの絵と狂
歌は「及文」の象徴として伝承され
たのだろう。

大田蜀山人（１７４９～１８２３
年）は江戸・天明期を代表する狂歌
師。号は南畝。蜀山人は別号だ。下
級武士の貧しい家に育ったが、学問
や文筆に秀でていた。１７歳で幕臣
になった後も学問を続け、１９歳の

『 』 、とき狂詩集 寝惚先生文集 を刊行
評判になった。蜀山人が後の世に名
を残すことになったのは、寛政の改
革で風紀への取り締まりが厳しくな
るなか 「世の中に蚊ほどうるさき、
ものはなしぶんぶといひて夜もねら
れず」と詠まれた狂歌が大いに話題
になったことだ。蜀山人がつくった
歌とみられて幕府に目をつけられる
ことになるが、結果として蜀山人の
名が知られるようになった。

蜀山人が日野宿を訪ねたのは１８

０９（文化６）年３月と伝えられて
いる。仕事で巡回中、佐藤家で手打
ちのそばを振る舞われ、その余りの
おいしさに感動 「蕎麦の文」とい、
う小文を書きあげて佐藤家に残して
いったという。その小文は「ことし
日野の本郷に来たりて、はじめて蕎
麦の妙をしれり、しなのなる粉を引

、 、抜きの 玉川の手づくり手打ちよく
素面の滝いと長く、李白が髪の三千
丈も、これにハすぎしと覚ゆ」と記
されている。そうめんの滝の糸（銘
柄）のような細長さは李白の美しい
髪も及ばない、というのだ。

ふすまのタケノコの狂歌はそのと
きにかかれたのだろう。
たけのこの そのたけのこのたけの
子の
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子のゝゝ末もしけ（繁）るめでたさ
パネルには「来訪は竹の子の出る

季節であり、直次郎（蜀山人）が目
出度い竹の子の成長にたとえて、彦
左衛門の子孫繁栄、家運長久を祈念
したものであろう」と解説されてい
て 「軽妙な語感には、誰もが思わ、

ず吹きだしそうになる」との筆者の
感想も添えられている。

蜀山人が日野宿を訪ねて４０年
後、脇本陣は火災に遭っている。そ
の火事でふすまは焼失したものの、
彦五郎は再建後も蜀山人来訪の記録
を大切にしていたのだろう。彦五郎

にとって近藤勇や土方歳三、井上源
三郎らは「たけのこ」だったのでは
ないか、とふと思った。タケノコの
ようにグングン剣の腕を上げる彼
ら。実際、彼らは「末繁り」して、
新選組として歴史の舞台に立った。

本稿は新選組史を語るのが目的で
はないが、簡単に触れておこう。

１８６２（文久２）年、幕府が将
軍・家茂の上洛に際し警護名目で浪
士を募集。集まった浪士２００人が
「浪士組」を結成して西上した。京
都に着いたところで浪士組を天皇配
下の兵力にしようとした画策が発
覚、浪士組は江戸に帰ることになっ
た。
近藤勇や土方歳三は将軍護衛のた

めに京都残留を主張し 「壬生浪士、
組」を結成した。京都守護職、松平
容保から市中警備を任され 「新選、

」 。 （ ） 、組 を拝名 １８６４ 元治元 年
池田屋事件で尊王攘夷派志士を襲

、 、 、撃 禁門の変の鎮圧に参加し 朝廷

幕府、会津藩から感状と２００両を
下賜されたのを機に、２００人を超
す集団に成長し、本拠地を壬生屯所
から西本願寺に移転。１８６７（慶
応３）年、幕臣に取り立てられた。

大政奉還後、幕府軍に従って戊辰
戦争に参加したが、鳥羽・伏見の戦
いで井上源三郎は戦死し、江戸に撤
退。その後、幕府から新政府軍の甲
府への進軍阻止の任務を与えられ、
甲陽鎮撫隊と名を改めて甲府城に向

、 。かうが 甲州勝沼で新政府軍に敗退
近藤、土方は再起をかけて流山へ移
動したが、近藤は捕えられて処刑。
残る隊士は会津戦争を経て箱館戦争
に参画。その隊士を助け出そうとし
た土方は銃弾を受けて戦死、新選組

は降服した。
この新選組の略史をかいつまんで

次のように言うことができるだろ
う。日野宿の佐藤彦五郎のところで
天然理心流を学んだことで、半農半
士に過ぎなかった近藤、土方、井上
らは天にも昇るほどの飛躍をし、時
代が大きく変わる中で、非業の死を
遂げた。それは日野宿が商業の町と
いうよりも農業の村のなかの宿場だ
ったことが大いに関係している。極
論するならば、農業経済を土台とし
ていた幕府が沈没するなか “百姓、
武士”だった近藤らが幕府擁護に立
ちあがったのだ。商業経済が急激に
発展するなかで、所詮は敗れる運命
だった。要するに彼らは悲劇のヒー
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ローだった。
「新選組のふるさと歴史館」のパ

ネルには「明治維新後、八王子千人
同心は解体されて村に帰還、農民に
戻った」とある 「新選組の古里」。
である日野宿の歴史は幕府解体とと
もに幕を閉じたのだ。

その後、ずっと後の昭和の後期、
「日野宿本陣」はそば店「日野館」
として営業された。２００５年、史
跡として整備されるにともない 日、「
野館」は独立して「新選組のふるさ
と歴史館」近くに移転した。蜀山人
をしのぶそば屋としてそば好きの人
気の店だという。

私も「日野館」で遅い昼食をとっ
た。落ち着いたたたずまいの店であ
る。ナメコそばを頼んだ。武骨とも
いえる苦みが漂う素朴な味だ。武骨
と素朴。日野宿を、そして新選組を
一言で形容するならば武骨と素朴
だ。何もかもが豊かになった今、こ
の武骨と素朴さが人気の秘訣なのだ
ろうか。 L piza

日野宿脇本陣庭の「天然理心流佐藤道場跡」の碑
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文、写真 井上脩身

“統合”の象徴天皇の危うさ
―求められる国体護持の明白な否定―

天皇が２０１６年夏に退位の意向を表明したことから、象徴天皇への関心が国民
の間で高まっている。憲法が発布されて７０年。象徴天皇制はすっかり定着したと
いえそうである。では戦前の「神聖天皇」は姿を消したのだろうか。実はその復活
を目指す力が安倍政権の底に強く流れていることを示したのが森友事件であった。
「教育勅語」を根幹とした天皇崇拝教育に安倍晋三首相は「素晴らしい」と称賛し

。 。たのだ 私は明治憲法下の天皇主体の国体は敗戦によって放棄されたと考えている
だが、右派は「国体は守られた」とし、安倍一強を先途とばかりに、国体護持論を
基に戦前回帰を狙う。右派の論拠をきちんと分析し、憲法の根本理念とは真っ向か
ら反することを論理立てておかねば、気が付けば天皇国家に逆戻り、ということに
なりかねない。そう危惧し、憲法記念日の５月３日、私は自分なり「憲法のなかの
天皇」を整理してみた。

びえんと　”統合”の象徴天皇の危うさ

54



天皇神聖主義の国体

まず明治憲法と現在の憲法の天皇
に関する規定をみておこう。明治憲
法は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇
之ヲ統治ス （第１条）とし 「天皇」 、
ハ神聖ニシテ侵スヘカラス （第３」
条）と神聖であることを宣言 「天。
皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ
此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第」（
４条）と天皇主体国家であることを
明らかにした。
一方現憲法は「天皇は、日本国の

象徴であり日本国民統合の象徴であ
って、この地位は、主権の存する日
本国民の総意に基く （第１条）と」
国民主権主義と象徴天皇制をうた

い 「天皇は、この憲法に定める国、
事に関する行為のみを行ひ、国政に
関する権能を有しない （第４条１」
項）と、国政に関わらないことを明
記した。

ひとことで言えば、戦後とは天皇
主権国家から国民主権国家になっ
た、ということだ。私が戦前の国体
は放棄されたと考えるゆえんであ
る。だが、国体は維持されている主
張する人がいることも事実だ。その
根拠はどこにあるのだろうか。

明治憲法下での国体をみてみよ
う。

明治憲法制定にかかわり、発布さ
れた１８８９（明治２２）年に法制
局長官を務めた井上毅は明治憲法解
説書である 憲法義解 のなかで 皇『 』 「
統一系宝祚（天皇の地位）の隆は天
地與に窮なし。本条首に立国の大義
を掲げ、我が日本帝国は一系の皇統

、 、と相依って終始し 古今永遠に亘り
一ありて二なく、常ありて変なきこ
とを示し、以て君臣の関係を萬世に
昭かにす」と、明治憲法の根本精神
を示した （伊藤哲夫『明治憲法の。
真実』致知出版社）

難解な文章であるが、万世一系の
天皇は天地ともに窮まりなく照ら
す、というのだ。天地ともに窮まり

なくかつ変じることなき存在とは神
でなくて何であろう。井上は、神が
照らすのが立国の大義というのであ
る。言い換えれば、国体とは神であ
る天皇が支配する国となるであろ
う。

ポツダム宣言を受諾するに際し、
政府が国体だけは護持したいとの強
い意思であったことはよく知られて
いる。幣原喜重郎内閣は１９４５年
１０月、松本蒸治国務大臣を中心と
する憲法問題調査委員会（松本委員
会）を設置した。翌年１月、松本国
務相は「憲法改正私案」を同委員会
小委員会で配布。その中で「天皇ハ
至尊ニシテ侵スヘカラス」とした。

The Emperor is sacred and英文には
とある 「神聖」の文言をinviolable 。

入れていたことは重要である 「至。
尊」は「神聖」の言い換えなのだ。
「至尊」という言葉を使うことによ
って「国体護持」をしようと図った
のであろう。

マッカーサー連合国軍最高司令官
は、天皇制自体は残しておかなけれ
ば占領政策に支障がでる、と判断し
ていた。そのマッカーサーは現憲法
を制定するに際し 天皇制改正 戦「 」「
争放棄 「封建制度廃止」の３つの」
基本点を書き留めたいわゆるマッカ

写真 １
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ーサー・ノートを示した。天皇制に
ついては「天皇は、国の元首の地位
にある。皇位は継承される。天皇の
職務は憲法の定めるところにしたが
って行使され、憲法に示された国民
の基本的意思に応えるべきものとす
る」とした。

封建制度廃止に強い姿勢を表した
「 」マッカーサー・ノートに 天皇神聖

の文言はなく 「天皇ハ至尊ニシテ、
侵スヘカラス」という松本私案がマ
ッカーサーに受け入れられるはずは
なかった。

「国民統合」にすがる右
派

現憲法に「神聖」はもちろん「至
尊」の文字もない。にもかかわらず
右派は現憲法下でも国体が護持され
ていると考えている。このことは既
にふれた。その急先鋒は日本会議で
ある 『明治憲法の真実』の著者で。
ある伊藤氏もその幹部の一人である
日本会議の主義、主張を検討してみ
る。

日本会議は１９９７年５月、有力
な右派団体である「日本を守る国民
会議」と「日本を守る会」が合流し

て結成された。その設立宣言で「有
史以来未曾有の敗戦に際会するも、
天皇を国民統合の中心と仰ぐ国柄は
いささかも揺らぐことなく、焦土と
虚脱感の中から立ち上がった国民の
営々たる努力によって、経済大国と
いわれるまでに発展した」と、天皇
が国民統合の中心であることを強
調。さらに基本運動方針のなかでも
「 、国民統合の中心である皇室を尊び
国民同胞感を涵養する」と、重ねて
国民統合を強く押し出している 青。（

『 』 ）木理 日本会議の正体 平凡社新書
同会議は設立に際し 「日本会議、

国会議員懇談会 を発足させた 政」 。「
治に直接的な影響力を行使して自ら
の右派的政策や主張を実現に導こう
ということにこそ日本会議の特質が
ある」と、ジャーナリストである青
木氏は同書で分析している。

この懇談会の有力メンバーに安倍
首相や高市早苗総務相、稲田朋美防
衛相らがいる。安倍首相は第１次政
権時代の２００６年、教育基本法を
改変。さらに野党時代の１２年、自

「 」 。民党は 憲法改正草案 を公表した
その第１条は「天皇は日本国の元首
であり、日本国及び日本国民統合の
象徴であって、その地位は、主権の
存する日本国民の総意に基づく」で

ある。現憲法の規定の前に「日本国
の元首」を置いたのだ。

自民党は憲法９条の平和・戦争放
棄条項を中心に「マッカーサーの押
しつけ憲法」として憲法改変を党是
としてきた。安倍首相はその方針を
過去の首相以上に強く推し進め わ、「
ずか８日でつくった憲法」と拙速憲
法といわんばかりにののしってき
た。にもかかわらず、都合のよいと
きだけはマッカーサーに従って「元
首」を入れたのだ。身勝手というほ
かない 押しつけ というなら 元。「 」 「
首」にすべきでない。

それはともかく、現憲法と日本会
議の設立宣言、自民党憲法改正草案
に共通しているのは「国民統合」で
ある。国体護持派にとってこの文言
がどうやら命綱のようだ 「国民統。
合」とは一体どういう意味を持って
いるのだろうか。私の手元の『新明
解国語辞典 （三省堂）の統合の項』
を引くと「 機能を高めるために）（
二つ以上のものを合わせて一つのま

」 、とまりあるものとすること とあり
例示として「統合幕僚会議」を挙げ
ている。

辞書の記述をみる限り「統合」と
いう言葉から「神聖」はもちろん、
「至尊」という解釈ができるとは思
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えない 「国民統合」のどこに国体。
護持の意味が含まれているというの

。 。だろう 私には何とも不可解である

思いつきの「国民統合の
象徴」

保守派ジャーナリストの古森義久
氏が１９８１年に元ＧＨＱ民政局次
長、チャールズ・Ｌ・ケイディス氏
に憲法成立に関するインタビューを
した内容が江藤淳編『占領史録３
憲法制定経過 （講談社学術文庫）』
に所収されている。ケイディス氏は
マッカーサー司令部のなかで憲法起
草に当たっていた。

同インタビューによると、古森氏
が、憲法づくりの中心になったＳＷ
ＮＣＣ（国務・陸・海軍３省調査委
員会）の書類中にある「２２８号指
令 （１９４５年１０月、バーンズ」
国務長官から米占領軍最高司令部の
アチソン政治顧問に送られたといわ
れる文書）の中で「天皇制は廃止さ
れるよう奨励されるか、あるいは民
主的なラインに変更されるべきだが
……」という趣旨が記述されている
ようだが、と尋ねたのに対し、ケイ
ディス氏は「ＳＷＮＣＣで天皇制廃

止といっているのはあくまで天皇制
、 、のシステムであり 天皇という地位

存在というものではなかった」と答
え 「天皇制の廃止というのは帝国、
主義的な制度としての天皇制をさ
す」と補足した。

古森氏が「一連の指令の中に、天
皇制廃止とか、天皇の譲位を求める
ような提案、指導はまったくなかっ
たのか」と重ねて質問。ケイディス
氏は次のように答えた。
「ＳＷＮＣＣ２２８に書かれていた
天皇についての方針は極めて一般的
なものだったため、それが具体的に
なにを意味するのかは、私たちが推
測しなければならなかった。たとえ
ば天皇は政治的権限を行使すること
ができないのなら、一体どんな存在
となるのか “国の象徴”とか“国。
民統合の象徴”といった表現は、実
は私たちがその起草の段階でふっと
考えついて、つくりだしたものだ。

さらに私の記憶では、天皇はほか
に種々の儀礼的な機能を果たすと
か、外国からの賓客に面接するとい
うことになっているが、これも私た
ちがその段階で思いついて考えだし
たものだ。指令書は天皇がしてはい
けないこと――政治上の権限を一切
もたない、など――だけを定めてあ

った。だから起草グループの私たち
が、天皇のすることを考えださねば
ならなかった」

ケイディス氏の言う通りだとすれ
ば、象徴天皇制は思いつき、という
ことになる。私は驚いた。

戦後民主主義のなかで、天皇制を
どう位置づけるかは極めて重要な問
題だ。民主主義と天皇制は相いれな
いとして、天皇制の廃止を主張する
人もいる。実際、憲法には天皇の地
位は国民の総意に基づくとあるもの

、 、の 選挙で選ばれることはあり得ず
反民主主義的存在であることは否め
ない。

、 、かといって 律令国家の成立以来
この国では政治力の有無はともかく
天皇が欠けることなく存在したこと
も歴然たる事実である。いかなる権
力者も天皇にとって代わろうとしな
かった歴史をみると、この国の民が
天皇を少なくとも拒否しなかったこ
とも厳然とした事実なのだ。

民主国家と天皇制という相矛盾す
るものを結びつけたのが「国民統合

」 。の象徴 という言葉といえるだろう
それが思いつきだったというのはど
う考えるべきなのだろう。私の頭は
混迷の泥沼に迷い込みだした。
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「統合」は妥協の産物

４６年２月１３日、憲法について
「 」 。の マッカーサー草案 が示された

この草案にケイディス氏が当然関わ
ったはずだ。この草案こそポイント
になるのではないか。
第１条は「皇帝ハ国家ノ象徴ニシ

テ又人民ノ統一ノ象徴タルヘシ彼ハ
其ノ地位ヲ人民ノ主権意思ヨリ承ケ
コレヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケ
ス」とある。恐らくケイディス氏の

「思いつき」から出たのはこの規定
だろう。ケイディス氏のイメージと
しては「統合」ではなく「統一」だ
ったと思われる。

これに対し、松本国務相が３月２
日に示した憲法案の第１条には「天
皇ハ日本国民至高ノ総意に基キ日本
国ノ象徴及日本国民統合ノ標章タル
地位ヲ保有ス」とある。２月１３日
から３月２日の間に 統一 から 統「 」 「
合」に変わったのだ。

では、だれが「統合」という言葉
を編み出したのだろう その際 神。 、「
聖 「至尊」という意味を込めたの」
だろうか。

こんな風に頭を巡らしていると
、 （ ）き 国立公文書館 東京都千代田区
、 「 」で 春の特別展 誕生 日本国憲法

（４月８日～５月７日）が催されて
いることを知った。早速同館を訪ね
た。私が勤めていた新聞社の東京本
社のすぐそばにあるのだが、実は同
館に入るのは初めてだった。

私は１９４６年、枢密院での憲法
改正の審議に際して憲法担当大臣の
金森徳次郎が中心になって作成した
想定問答に注目した。すっかり黄ば
んだ紙に鉛筆で書かれた文字はいま
も鮮明に読みとれる。その中で「国
民統合の象徴といひ、国民結合とい

はぬ理由如何」について 「統合は、
自然発生的であり、また一つのもの
になり切る感じが出るのに比して、
結合といふとバラバラのものを人為
的に結びつける感じがする。したが
って日本国民が天皇を中心にまとま
る姿は、統合といった方が表現とし
て一層的確である」としている。

この資料によれば 統一 から 結「 」 「
合」へ、そして最後に「統合」に落
ち着いたようである。

右派が「国民統合」を後生大事に
する理由が見えてくる。彼らにとっ

「 」て憲法に書かれた 国民統合の象徴
のなかの「国民統合」の文字に「天
皇を中心に、一つにまとまる国家」
をみるのだろう。日本会議がその設
立宣言の中で「天皇を国民統合の中
心と仰ぐ国柄」としたことは既に述
べた通りだ。自民党憲法改正草案に
「日本国民統合の象徴」とあるが、
やはり象徴よりも国民統合を重視し
ているに違いない。

金森担当相にすれば 「統合」と、
することで 「国体護持」を叫ぶ軍、
部や右翼らを鎮めるとともにＧＨＱ
の意向にも沿うようにと考え出した
苦肉の言葉であろう。マッカーサー
草案の「統一」のようであり、天皇
と国民は一体という意味の「君民一

写真 ２
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体」の中の「一体」に近いといえば
近い。まさに妥協の産物の言葉なの
だ。
右派の人たちには 「国民統合」、

をもって「戦前的国家の中心」と読
むのである 「統合」という一言だ。
けを捉え、国民主権という根本精神
をみない極めて独善的な解釈である
が、この一言で右派は首の皮一枚で
戦後、生き残ってきたのだ。
私はすでに述べたように現憲法下

の天皇を 「戦後民主主義のなかの、
象徴」と理解しているが、右派から
総理大臣が生まれ 「一強」にまで、
なっている現状をみると、憲法の天
皇条項を十分に考察してこなかった
自分自身の怠慢を悔いるしかない。
「統合は決して君民一体を意味しな
い」ということをしっかり捉えたう
えで、国体は放棄されたことを論理
化しなければならなかったのだ。
６月９日、天皇の退位を実現する

特例法が成立した。この中で｢天皇
は法律の施行の日に退位し、後嗣が
直ちに即位する｣としており、２０
１８年末に天皇が退位する見通しと
なった。皇太子が即位すると後嗣は
秋篠宮とその子、悠仁さましかいな
い。国体護持派は「万世一系とは男
系で継承されること」として男性天

皇にこだわる。これでは天皇制の存
在自体が危機に陥るという矛盾をは
らむが、あえて無視する姿勢だ。

「 」私は 天皇制を守らねばならない
とは考えていないが、制度を維持す
るならば政府は「国体護持」を明白
に否定し、皇室典範を変えて女性天
皇を認めるべきだろう。その際、憲
法の 国民統合の象徴 の規定は 天「 」 「
皇中心国家を否定した国民主権のな
かの天皇」であることを改めて表明
すべである。

、 、さらに 仮に憲法を変えるならば
「 」 「 」国民統合の象徴 を 国民の象徴

。「 」に改正するよう提言したい 統合
という玉虫色の文言を抜くことです
っきりとた憲法になり、国民に受け
入れられやすくなる。それは天皇主
権国家への回帰を食い止めることで
もある。

写
真
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今年の春は本当に不順。
サクラは遅く咲き、遅くまで咲いていました。本当はホタル

が飛んでいたはずなのに、こちらは気温が上がるのが遅れて本
格的な羽化が遅くなり、本稿に間に合わなかった…。

中務敦行の撮る四季
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中務敦行の撮る四季
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中務敦行の撮る四季

64



文、写真 井上脩身

北
前
船
の
２
分
の
１
の
模
型
船

北前船シリーズ　酒田港
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私の手元の参考図書『北前船――寄港地と交易の物語』の
前がきに 「蝦夷地――大坂を直航する北前船の契機となっ、
たのは、河村瑞賢による西回り航路開拓」とある。瑞賢が北
前船の花を開かせたというのだ。この４、５年、北前船ゆか
りの地をたずねてきたひとりとして、河村瑞賢のことを一度
学んでおかねばならないと思っていた矢先 『江戸を造った、
男』という本を書店で目に留めた。ページを繰ってみると、
瑞賢の生涯を描いた小説だった。著者は歴史小説家の伊東潤
さん。週刊朝日に連載された５００ページにものぼる長編。
２０１６年９月、朝日新聞出版から刊行された。同書は「寛
文１２年（１６７２）４月８日、七兵衛は（航路開拓調査の
ため）陸路を使って酒田に着いた」と書く（カッコ内は筆者
注 。瑞賢は法名。七兵衛は生来の名前である。私は本を読）
み終えると、さっそく酒田に向かった。そこで浮かび上がっ

（本稿でたのは瑞賢と俳聖・松尾芭蕉との共通の足跡だった。
は瑞賢を使う）

東回り航路開拓の白羽の
矢

河村瑞賢は伊勢国の生まれ。１３
歳のときに江戸に出た。１６５７年
の明暦の大火の直後、木曽・福島の
材木を買い占め、莫大な利益を得て

豪商に成り上がった 『江戸を造っ。
た男』によると、１６７１年、幕府
から「奥州城米廻漕航路開拓」の命

。 、を受けた 福島に集積された城米を
阿武隈川を経て船で江戸まで運ぶ方
策を見いだすのが与えられた任務
だ。瑞賢は阿武隈川の難所の掘削や

河口の浚渫、運送経路の要所要所で
の立務所（番所）の整備などを報告
書にまとめた。立務所の任務は回船
の過積載に目を光らせるもので、犬
吠埼沖での積み過ぎによる海難を防

。 、止するのが狙い この報告書の中で

」日和山公園の「河村瑞賢像
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船は房総半島から直接江戸湾に入ら
ず、いったん伊豆半島の下田に向か
い、西南風を待って江戸に針路をと
るよう提言。これによって奥州から
の回船ルートが確定した。

幕府にとってもう一つの課題は出
羽方面からの回船だった。同書によ
ると、出羽国に散在している天領の
米は１５万石余り。道路網が整備さ
れている現在と異なり、陸路は膨大
な数の馬が必要になり、事実上不可
能。海路として最も短い距離は津軽
海峡回り。出羽米は晩秋に収穫され

るので初冬に運搬
することになる。
冬、津軽海峡は大

、荒れに荒れるうえ
同海峡を出た後、
宮古まで良港がな
く、津軽海峡ルー
トは危険すぎた。

、こうしたことから
出羽の城米は酒田
港から船で敦賀か

、小浜に運びこまれ
そこから馬で琵琶
湖北岸の塩津まで
運搬、琵琶湖を船
で横断して大津か

、ら大坂へ運んだ後
さらに桑名から船に積み替えて江戸
に送っていた。このルートでは積み
替えだけでも酒田、敦賀（または小
浜 、塩津、大津、大坂、桑名の６）
回にも及ぶ。実際には大坂で消費さ
れ、江戸まで回らない。そのうえ、
冬季、敦賀―塩津間が雪で閉ざされ
るという問題も抱えていた。

１６５９年、江戸の商人、正木半
左衛門が赤間関（下関）を回る航路
を開拓したが、損米が３割にもなっ
た。冬の日本海は荒れるため回船は
港で風雨を避けるが、その際 「刎、

ね荷」と称して、城米を売りさばく
船頭が少なくなかったからだ。

一方、徳川体制が落ち着くととも
に江戸の人口が増加。米の確保のた
め、安定的な西回りルートの開拓は
幕府の喫緊の課題だった。老中、稲
葉正則が奥州から江戸への東回り航
路開拓の実績がある瑞賢に白羽の矢
を立てたのは、当然といえば当然だ
った。

三十六人衆の自治体制

酒田に向かったとき瑞賢は５４
歳。当時の感覚ではすでに初老だ。
その瑞賢が見た当時の町の様子を
『江戸を造った男』は次のようにつ
づる 「最上川が北海に注ぐ河口に。
発達した町である。この頃の戸数は
２千余を数え、出羽国最大の町にな
っていた。廻船問屋は９７もあり、
そのほかにも酒屋（蔵元）２０、染
屋１８、鍛冶屋５８、油屋３３を数
え、その規模は北関東の水戸や栃木
に匹敵する」

私は横浜から夜行バスで酒田に向
かった。ＪＲ酒田駅前に着いたのは
朝９時過ぎ。酒田を訪ねるのは初め
てだ。私の酒田についての知識は、

酒田三十六人衆を示す絵図（酒田市役所前の説明板より）
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芭蕉が「奥の細道」の旅で、この町
にも立ち寄ったことだけである。
芭蕉が酒田に足に踏み入れたのは

１６８９年７月２９日（陽暦 。瑞）
賢がここで西回り航路の調査を始め
て１７年後のことだ。芭蕉は４４歳
だった。そういえば『江戸を造った
男』の中に瑞賢と芭蕉は交友があっ
た、と簡単な記述がある。瑞賢は芭
蕉の２６歳年上である。親子ほどの
年齢差だが、交友があってもおかし
くはないだろう。瑞賢の足跡と芭蕉

の足跡が重なる
かもしれない。
ふと、そんな予
感がした。

まずは瑞賢の
足跡である。

酒田駅から南
西約１・５キロ
のところに酒田
市役所がある。
入り口の脇に 酒「
田三十六人衆ゆ
かりの地」の石
碑。その横に立
つ「酒田のまち
づくりと三十六
人衆」の大きな
絵図入り説明板

が否が応でも目に入った。
冒頭に触れた『北前船――寄港地

と交易の物語 （加藤貞仁著、無明』
舎出版、本稿では以降『北前船』と
略す）によると、酒田の町政は戦国
時代以来、自由都市堺をモデルに、
「三十六人衆」と呼ばれる３６の回
船問屋の合議による自治が行われて

。 、いた 庄内藩は町奉行所を置いたが
行政事務の大半を町民に委託してお
り、幕藩体制下でも自治が守られて
いたという。

説明板の絵図には３６の回船問屋
の位置が示されている。これを見る
と、市役所の前の、酒田港に平行し
て貫く通りの両側に、商家がずらっ
と軒を並べていたことがわかる。こ
の商人たちの自治体制が酒田の政治
と経済を支えていたわけだ。

瑞賢がこの地に来たとき回船問屋
は９７もあったというから、実際に
はこの絵図の３倍近い問屋がひしめ
いていた。その殷賑ぶりは、北前船
の寄港地のなかでも比類ないと言え
るだろう。

北前船が生む鮒餡かけ

「 瑞賢が）酒田の宿の見附に着く（
と、商人たちが総出で迎えに来てい
た。酒田三十六人衆と呼ばれる町年
寄も兼ねた豪商たちである」と『江
戸を造った男』はいう。瑞賢は「酒
田最大の豪商である本間家と比肩す
る身代を誇る鐙屋に案内された」と
著者の伊東さんは本の中で想像を膨
らませる。

「鐙屋」は三十六人衆の一つ。紹
介資料には「１６０８年に領主最上
義光から鐙屋の屋号を与えられてか

」 。らは鐙屋惣左衛門と称した とある

客人へのもてなし料理を作る人形（旧鐙屋で）
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町政に重要な役割を果たす三十六人
衆筆頭格の商人だった。井原西鶴が
『日本永代蔵』に「北の国一番の米
の買入れ、惣左衛門というふ名を知
らざるはなし。表口三十間裏口六十
五間を、家蔵に立つづけ、台所の有

、 」 、様 目を覚しける と描いたほどに
栄華を誇った。
現在は「旧鐙屋」として国の史跡

に指定されている。１８４５年の弘
化の大火後に再建されたもので、庄
内地方特有の石置き杉皮葺きの屋根
だ。１９９８年に修復された後、一
般公開された。
表通りから裏口まで広い土間で貫

かれている。興味深いのは台所。調
理人や下女がかいがいしく働く姿が

人形を使って表され
ており、見学者に親
しみやすい展示がな
されている。料理膳
の前の「北前船と酒
田の食卓」という解
説パネルには 「酒田、
の食生活にも、北前
船の影響を見ること
ができる」とある。
具体的には「毎年５
月の酒田まつりの季
節にはよく鮒の餡か

けを食べるが、この餡には北前船で
運ばれた葛粉と砂糖が使われてい
る」のであり、さらに鮒餡かけだけ
でなく「郷土料理には餡かけ料理が
多く残っている」という。この説明
パネルによると、酒田では正月の雑
煮も東日本に多い切り餅でなく京都
と同じ丸餅を使っている。

『江戸を造った男』に「最初だけ
でも幕府の権威を見せつけた方がよ
いと（老中が）いうので、公儀御役
人の格式」を瑞賢がとったとある。
瑞賢が酒田にやってきたのは旧暦の
４月。陽暦なら５月だ。瑞賢がもて
なしを受けた料理に鮒餡かけがあっ
たかどうか。北前船交易が大いに発
展するのは江戸中期以降だから、瑞

賢が鮎餡かけに舌鼓を打てたかは微
妙である。

ところで、伊東さんが酒田最大の
豪商だったという本間家。酒田では
早い時期に自前の船で北前船交易を
始め 「本間様には及びもせぬが、、
せめてなりたや殿様に」と俗謡にう
たわれた（ 北前船 。本間家初代『 』）

「 」久四郎原光が１６８９年に 新潟屋
を開業。三代光丘が千石船による商
いを始める一方で、土地改良や水利
事業も行い、庄内藩主酒井家から厚
い信望を得たといわれる。

現在の建物は１７６８年、光丘が
幕府の巡見使一行を迎える宿舎とし
て新築したもので、酒井家に献上し
た。瓦葺き平屋書院造りの武家屋敷
と商家造りが一体となった珍しい建
築だ。二千石格式という堂々とした
正面の長屋門が、威風を漂わせてい
まも辺りを払っている。座敷の一角
に展示されている黒糸縅の具足に目
が留まった。黄金色に輝く兜の前立
てもりりしいこの一点を見ただけで
も、本間家がただの豪商でないこと
がわかる。本台所は板の間。商人の
台所は土間が一般的だが本間家は士
分が許されていたのだ。

武家屋敷と商家が一体となった本間家の正面
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「米」字表す城米置き場
跡

瑞賢は酒田の豪商たちから西回り
航路についての意見を聴いた後、城
米置き場を探すために酒田の町を見

て回った、と『江戸
を造った男 。同書』
によると、それまで
回漕を請け負った商
人が、最上川の上流
から運ばれてきた米
を、それぞれが懇意
にしている商人の蔵
に入れ、傭船が来る
まで保管していた。
しかし、火災に逢う
リスクがあり、城米
専用の置き場を設け
て厳格な管理体制に
置く必要があった。
日本海が荒れて船が
出られないことが多
いため、４万俵が置
けるだけのスペース
が必要、と瑞賢は考
えた。調査の結果、
酒田港のすぐ東、日
和山の麓の高野浜を

置き場に選んだ。
そこは現在、日和山公園になって

おり、公園内の少し高台に１８９５
年に築かれた木造白亜六角形の灯台
が建っている。１９５８年まで使わ
れていたこの灯台は今も酒田のシン
ボル。下水マンホールのふたにもこ

の灯台があしらわれている。
この灯台の１００メートル北に

「河村瑞賢庫址」の碑がある。いく
つかの石を組み合わせてできてお
り、上から見ると「米」の字に配置
されていることがわかる。ここが瑞
賢の城米専用倉庫があった所だ。

記録によると城米置き場は東西１
、 。８０メートル 南北１３０メートル

床は土間の２棟の倉庫のほか、役人
詰所と番所が各２棟あった。倉庫は
屋根があるが壁はないといういたっ
て簡素な造り。米俵は野積みし、そ
の上にムシロやこもをかけて苫で覆
うだけ。雨ざらしになるが、火事で
米が焼損するよりもまし、と瑞賢は
考えたのだ。

城米置き場は酒井家が大名課役と
して担当、御普請御用掛に本間家が
任命された。城米置き場は２カ月で
完成したという。

城米置き場跡近くの池に北前船の
２分の１の模型船が浮かんでいる。
日和丸 と名づけられていて 模「 」 、「

型船としては全国一の大きさ」とい
う。模型といっても長さは７メート
ル、帆が上がっていて今にも出航し
そうな雰囲気。その模型船の５０メ
ートル南に、まるで模型船を見おろ

「米」の字で表す城米置き場跡
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すように瑞賢像が建っている。１９
８４年、酒田市制５０周年を記念し
て建立された。高さ２メートルの台
座の上にきりっと立つ瑞賢は大小２
本の刀をさしている。瑞賢が酒田に
来たとき、士分に取り立てられてい
たかは疑問のあるところだが 「公、
儀御用」として２本差しを許された
と思えば、目くじらを立てることも
ないだろう。

港を見下ろす日和山

日和山の頂上は標高約３０メート

ル。展望
台になっ
ていて、
とうとう
と流れる
幅約６０
０メート
ルの最上
川を遠望
できる。
展望台の
眼下には
最上川と
平行して
新井田川

、 。が流れており その岸壁が酒田港だ
新井田川は河口のところで最上川に
注ぐ支流だが、上から見ると最上川
と新井田川が一体となって河口を形
作っていることがわかる。おおざっ
ぱに最上川の河口が酒田港といって
も決して間違いではないだろう。

港では５隻のイカ釣り漁船が接岸
していた。いずれも船首に竹を１本
立てている。数日後に行われる「い
か釣り船団出航式」では、この竹に
大漁旗を掲げるそうだ。現在は市民
の憩いの場となっているこの屋根の
ある展望台は、本来は船乗りのため
の見晴らし台である。事実、今もこ

こに「方角石」が昔のままに立って
いる。八角形の石の台座の上に方角
盤がすえられていて、子から亥まで
十二支で方角を示している。１７９
４年の文献に既に記載されており、
わが国で最も古い方角石とみられて
いる。江戸時代の船頭たちはこの方
角石で日の入りの時刻を確認し、出
船入船のタイミングを見計らったの
だろうか。

ところで、酒田から出る北前船は
どのようなものだろう。山形県立博
物館が１９８０年に同県内２０８３
点の絵馬を調査した。その目録のな
かに、酒田市・白鳥神社の１８６０
年ころの縦６０センチ、横８１セン
チの絵馬が収録されている 「白鳥。
丸」と染め抜かれた帆をあげて沖に
向かう北前船を真ん中にし、背後に
鳥海山と思われる高い山を配した絵
だ。船は荷物を山のように積んでお
り、その周りには７、８人の水夫の
姿。白鳥丸の向こうに十数隻の北前
船が点描されている。

『北前船』によると、酒田では春
から９月までの間、２５００～３０
００隻の船が入港した。瑞賢が来た
とき 「立錐の余地もないほどの船、
（北前船）が停泊していた （ 江戸」『
を造った男 ）という。繁忙期には』

酒田港。手前は新井田川、向こうの大きな橋の下を流れるのが最上川
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白鳥丸の絵馬以上に港は過密状態だ
ったと思われる。
同市の船玉神社に２２枚の船絵馬

が奉納されている。そのなかに「郵
便汽船三菱会社」や「日本郵船」の
絵馬があり、酒田は明治に入っても
北前船でにぎわっていた （ 北前。『
船 ）』
明治、といえば旧鐙屋の南約４０

０メートルのところに「山居倉庫」
がある。新井田川畔に１８９３（明
治２６）年に建てられた酒田米穀取

引 所 の 付 属 倉
庫。十数棟の黒
板壁の倉庫がず
らりと並ぶ様は
壮観である。今
も現役のＪＡの
倉庫だ。

川べりの船着
き場に小鵜飼船
の復元船が展示
されている。最
上川水運を担っ
た長さ約１５メ
ートル、幅約２
メ ー ト ル の 船
だ。米５０俵を
積むことができ
る。前方に帆を

上げ、中央に寝泊まりするための屋
根をかけて、約８０キロ上流の大石
田と酒田間を、下りは４～５日、上
りは２週間をかけて往復したとい
う。上り船は塩、砂糖、海産物、木
綿など、下り船は米のほか紅花、青
苧、大豆などを運んだ、と説明板に
ある。
『江戸を造った男』にも酒田港での
荷扱いを「米、大豆、紅花、青苧、
酒などだが、やはり米が圧倒的に多
い」と書かれている。北前船の周囲

で数多くの小鵜飼船がのべつまくな
しに行き来していたはずだ。目立た
ないが、小鵜飼船は酒田の北前船交
易を陰で支えたのだ。

芭蕉句会に顔出す酒田商
人

瑞賢は城米専用の置き場ができた
のを見届けると大石田に向かった、
と伊東さんは書いている。大石田は
すでに触れた最上川上流にある天領
米の集積地。瑞賢は大石田を含む最
上川の３地点の河岸での既存商人の

、 。舟運特権を廃止し 自由競争にした
さらに農民の負担だった酒田までの
川下り作業を、農民から請け負った
商人の負担に変えた。農民が年貢米
を酒田まで運ぶ場合、その労賃を請
負商人が支払うことになったのだ。
この結果、農民が現金収入を得るこ
とができた。

芭蕉が立石寺（山寺）からこの大
石田に着いたのは１６８９年７月１
４日（太陽暦 。ここで有名な句を）
詠む。
五月雨をあつめて早し最上川

芭蕉は激しい流れのなか、川を上
りそして下る小鵜飼船を操る農民の

現在も使われている山居倉庫
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。 、姿を見ただろうか 芭蕉は出羽三山
鶴岡を経て川舟で酒田に入る。

芭蕉はさっそく俳人、安種亭令道
宅で句会を開いた。安種は俳号。本
名は寺嶋彦助。城米置き場の管理に
当たる役人だ。三十六人衆に名を連
ねる加賀屋藤衛門、八幡源衛門、長
崎一左衛門らも顔をそろえた。ここ
で「涼しさや海に入れたる最上川」
と詠んだ芭蕉 奥の細道 には 暑。「 」 「
き日や海に入れたり最上川」に変え
て収めている 「最上川の沖合を見。

ると、真っ赤な
太陽が沈もうと
している。その
さまは、一日の
暑さをすべて海
に流し込むよう
だ」というのが

。一般的な解釈だ
海に沈む夕日を
見ていると、ふ
と涼しさを覚え
た、ということ
だろうか。

私には芭蕉の
句を吟味し論評

。する能力はない
むしろ私が注目
するのは豪商た

ちが芭蕉の俳諧にも関心を寄せてい
たことだ。北前船で大きな利を得て
いた酒田の商人たちは、文化・教養
レベルも高かったことを示してい
る、といえるのではないか。

瑞賢像近くに建つ芭蕉像

私は芭蕉の足跡を尋ねることにし
た。

実のことを言うと、日和山公園に

きてはじめて知ったのだが、瑞賢像
の５０メートル先に芭蕉像が建って
いる。瑞賢は海に向かって立ってい
るが、芭蕉は反対に鳥海山の方を向
いている。そのそばに「暑き日や海
に入れたり最上川」と刻まれた石の
句碑がある。
「 」 。不玉亭跡 の石碑があると聞いた
不玉は伊東玄順という医師の俳号。
芭蕉は酒田に着くと、不玉亭に泊ま
り、奥の細道の旅に同行した曾良と
不玉とで、３６句を続けて詠む歌仙
を行ったと伝えられている。尋ね回
ったあげく、酒田市役所の５０メー
トル北のビル街の陰にひっそりと建
つ石碑を探し当てた。そこは三十六
人衆の商家が軒を並べる街の一角で
ある。ここで催された歌仙には、先

、 、に挙げた加賀屋藤衛門 八幡源衛門
長崎一左衛門らも興味津津だったに
相違ない。

芭蕉が句会を開いた安種亭令道宅
があったという市役所の周りを探し
ていると、見つかったのは「玉志近
江屋三郎兵衛宅跡」の標柱だった。
玉志は俳号であろう。近江屋も酒田

。 、の豪商だ 芭蕉が酒田を去る前の日
近江屋の納涼会に招かれ 「初まく、
わ四つに断たん輪に切らん」と即興
で詠んだ。

｢暑き日や海に入れたり最上川｣の石碑（日和山公園）
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芭蕉は「初まくわ」の句を懐紙に

書いて近江屋に残したが、文化年間
（１８０４～１８年）に近江屋から
本間家に譲られた。その懐紙が保管
されているという本間美術館に立ち
寄った。

同美術館は１８１３年、本間家四
代目の光道が造った別荘を１９４７
年、美術館にしたもので、主に古美
術品が展示されている。中でも陶芸
作品には目を見張った。重文に指定
されている李朝時代の「大井戸茶碗
銘酒井」をはじめ、江戸前期の柿右
衛門作「色絵鳳凰草花文八角鉢 、」

「 」 、長次郎作 黒楽茶碗銘わび介 など
超一級の茶道具が並んでいる。芭蕉
が来たとき、本間家当主はすでにこ
れらの名品を収集する文化人だった
のだろう。後西天皇（１６５６～６
３年）の和歌懐紙が陳列されていた
が、目当ての芭蕉の懐紙は展示品に
はなかった。これだけの一級品の収
集家である本間家に芭蕉が興味を示
さなかったはずはない。当然訪ねた
とみるべきだろう。同館の解説パネ
ルの「芭蕉が来たとき、本間家初代
原光の『新潟屋』の看板があった」
という記述は、そのことをほのめか
しているように思える。

芭蕉が酒田に来たのは瑞賢の１７
。 、年後だ このことはすでに触れたが

この間、酒田は北前船の寄港地とお
城米の発送港との二つの役割を兼ね
添え、飛躍的に発展していた。瑞賢
と芭蕉。この二人が江戸時代の酒田
を彩ったといって過言ではない。

大火に逢った二人の仲

瑞賢と芭蕉の接点について少し考
えてみたい。

瑞賢が江戸・霊岩島で材木卸商を
始めたのは１６４４年。霊岩島は隅
田川の中州。北側が箱崎島と名づけ
られたのに対し、南側は霊岩寺があ
ることから霊岩島と呼ばれた。明暦
の大火で一体は焼け野原になり、瑞
賢も焼けだされた。寺は深川に移さ
れたが、瑞賢は大火の３年後、墨田
川を結ぶ新川を開削したと伝えられ
ている。

芭蕉が伊賀上野から江戸にでたの
は１６７５年。江戸の俳人と交流を
かさねる一方で、２年後の７７年か
ら４年間、水戸藩邸の防火用水とし
ての神田川の分水工事に携わった。
経済的に困窮していたともいわれ、
人足の帳簿づけなどの仕事をしたと
みられている。１６８０年、深川に
庵を結んだが、８２年、天和の大火

日和山公園の「松尾芭蕉像」

北前船シリーズ　酒田港

74



で庵が焼失、甲斐谷村藩（山梨県都
留市）の国家老高山繁文に招かれて
流寓。翌年、芭蕉庵が再建され深川
に戻った。
霊岩島と深川は隅田川を挟んで対

岸になる。どこかで瑞賢と芭蕉は知
り合ったのだろう。瑞賢の邸宅は朱
子学者の新井白石や、九十九里浜の
北の椿海の干拓を成功させた鉄牛禅
師ら、各界の著名人が出入りし、梁
山泊の様相を呈していた。芭蕉も何
かの折りに瑞賢の家に招かれたので
はないだろうか。
瑞賢と芭蕉の故郷は伊勢と伊賀。

隣同士だ。共に大火で痛い目にあっ

ている。そして芭蕉は意外にも土木
工事に関係したことがある。二人は
意気投合したに違いない 「奥の細。
道」の旅の目的の一つに、瑞賢ゆか
りの最上川と酒田を自分の目で見る
ことだったかもしれない。と考える
と「五月雨をあつめて早し最上川」
の句の奥に、瑞賢への畏敬の思いが
込められているように思えてくる。
急な流れのこの川の舟運をスムーズ
にしようとした瑞賢の苦労に芭蕉は
思いをいたしたのではなかったか。
「暑き日を海に入れたり最上川」の
「暑き日」は「瑞賢の熱き日」と掛
け合わせている、と考えられないだ
ろうか。最上川が海に入る酒田の港
を起点に、西回り航路を開拓しよう
とする瑞賢の構想の壮大さに、芭蕉
は大いに触発された、と私は想像す
る。でなければ、自分の足だけを頼
りに延々と旅を続ける気力が生まれ

。『 』ないではないか 江戸を造った男
では、瑞賢は酒田から佐渡、能登を
経て石見に調査に向かっている。芭
蕉はまるで瑞賢の跡をたどるかのよ
うに、酒田を去った後、敦賀まで日
本海側を歩くのだ。

西日が最上川の河口に沈もうとす
るころ、私はもう一度日和山公園に
足を運んだ。最高気温が２５度近く

に達した酒田の町を一日中歩き回っ
た両の足は棒のようになっている。
重い足を引きずって展望台に上がる
と、河口から涼しい風が吹き込んで
きた。

４０キロ離れた離島の飛島への航
路しかない現在の酒田港。北前船の
多くの港は明治中期から後期にかけ

、 。て 鉄道網の整備とともに衰退した
酒田港も例外ではない。瑞賢や芭蕉
が生きた世の北前船の栄光は、今は
昔の物語である 「暑き日を海に入。
れたり最上川 。酒田の熱い日々も」
また最上川の流れの下に沈み、川面
を冷ややかな風が吹き渡る。歴史は
常に冷酷だ。私はもの悲しい思いに
かられながら、帰りの夜行バス乗り
場に向かった。

L piza

日和山公園展望台の方角石
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中川眞須良

の世界SWC
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シリーズ

とんぼり濃度
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とんぼり濃度 ８０ 大阪市道頓堀右岸 ６月
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とんぼり濃度 ９０ 大阪市中央区アメリカ村 ６月
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とんぼり濃度 ７０ 大阪市道頓堀右岸 ６月
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ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz
とりとめのない話

《 》ある駅の廃止

年 月 日、 北海道の一つの駅が廃止された。函館本線「蕨岱（わらびたい 」2017 3 3 JR ）
駅である。

北に向かって走ると急こう配を上り詰めたところ、白樺に囲まれた山中の、勿論無人駅
だ。 年代中頃、乗降客の多い時期でも 日 ～ 人、今日の廃止はしかたのないと1980 1 20 30
ころか。誰もが寂しい。

、 「 」 。しかし一部の鉄道ファン それも自称 駅名ファン の寂しさは少し違っているようだ
長万部から倶知安、 駅の区間、アイヌ語に由来する名の駅が 駅、いわゆるアイヌ語駅11 9

11 9 10 8の過密地帯であるらしい。ならばその過密度 分の が、今回の廃止により、 分の
になった事実。それが「たまらなく寂しい」と。

註：蕨岱（わらびたい）アイヌ語で「ワラビのある小山」と訳す説が有力とか。駅名ファ
ンの心の中に永遠に！

中川眞須良　SWCの世界

81



文、写真 井上脩身

写真：一乗寺駅に到着した１両の電車
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８０年前の１９３７年７月７日に盧溝橋事件が勃発した。日中戦争へと拡大し
泥沼化するこの戦争に対する作家たちの態度や反応を調べていて、吉川英治が新
聞社の特派員として現地に派遣されたことを知った。吉川といえば私には真っ先
『 』 。 。 、に 宮本武蔵 を思い浮かべる 私が愛読した歴史小説の一つなのだ １０年前

佐々木小次郎との決闘で名高い巌流島（山口県下関市）を訪ねたが 「巌流島の決、
闘」はいうまでもなく１対１である。今度は武蔵が大勢の敵を相手にした「一乗
寺下がり松の決闘」の舞台を訪ねようと思った。戦いに対する吉川の考えが読み
とれるかもしれない、と思ったからだ。春の陽光がさんさんと降る日、叡山電車
の出町柳駅から１両の電車に乗り、三つ目の一乗寺駅で降りた。無人駅である。

八大神社に映画のスチー
ル

一乗寺駅（京都市左京区一乗寺）
は１９２５年、京都電燈が経営する
鉄道の駅として開業。４２年、京都
電燈の鉄軌道部門を京福電鉄が引き
継ぎ、同電鉄の叡山本線の駅に。８
６年、京福電鉄が叡山本線を叡山電
鉄に譲渡して現在の駅になった 叡。「
山電車 、さらに略して「叡電」は」
通称である。同駅では上下線にそれ
ぞれのホームがあり、ホームの長さ
はいずれも約３０メートル。その屋

「 」根の軒下に 宮本武蔵ゆかりの史跡
「 、として 宮本・吉本一門決闘の石碑

八大神社、武蔵像」などと記されて
いる。駅を出ると、線路と直角に交
わる形で商店街が東西に伸びてい
た。

『宮本武蔵』では、京に上った武
蔵が足利将軍家の師範を務める吉岡
家の当主、吉岡清十郎を洛外の蓮台
野での決闘で倒し、その弟、伝七郎
を三十三間堂で打ち破った。そこで
吉岡道場は１１歳の壬生源次郎を名
目上の代表者にして一乗寺下がり松
で武蔵との闘いに挑んだ。

私は図書館で『宮本武蔵 （六興』
出版社、１９５３年発行）のなかの

宮本武蔵ゆかりの八大神社の鳥居
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中巻にある一乗寺下がり松のくだり
を、事前に読み返した。そのストー
リーに従って歩いてみようと思った

。〈 。のだ カッコ内が小説からの引用
一部を筆者が口語表記に変えてい
る〉

武蔵はまず山の裾を回って下がり
松の上にでる。
〈岩の陰、樹陰と蜥蜴（トカゲ）の
ようにすばしこく身を移しつつ、下
がり松の真上に当たる高地まで来た
のであった。
（中略）

――すぐ眼の前に、古い砦の址で

もあるような石
垣がある。周囲
は喬木と防風林
でかこまれてい
た。
『ォ。……御社
だ』

彼は、拝殿の
前へ駆けて行く
なりそこへひざ
まづいた。
（中略）
『八大神社』

彼は、拝殿の
額を仰いで、大
きな力を味方に

もったような気がした 〉。
駅から商店街を真っすぐ東に向か

うと一乗寺下がり松に出る。しかし
私はわざわざ南に大回りして、八大
神社に向かった。静寂な堂宇として
知られる史跡「詩仙堂」のすぐ東に
八大神社がある。

入り口の石造の鳥居の前に「剣聖
宮本武蔵、一乗寺下がり松の決闘で
名高き八大神社」の看板が立ってい
る。鳥居をくぐって参道の坂をのぼ
ると、映画のポスターとスチール写
真がずらりと片側に展示されてい
る。

ポスターは「宮本武蔵 一乗寺決
闘」とあり、両手に刀を構えてにら
みつけている中村錦之助が映し出さ
れている。１９６１年に公開された
東映製作映画『宮本武蔵』のポスタ

。 、ーだ キャストは宮本武蔵に錦之助
佐々木小次郎に高倉健、沢庵に三國
連太郎、又八に木村功、その母お杉
に浪花千栄子、お通に入江若葉、情
婦お甲に小暮実千代、その養女朱美
に丘さとみら。私にとって懐かしい
東映全盛時代の豪華キャストだ。

スチール写真には「野望燃える一
乗寺下がり松！ 眼下の敵７３人！

生死一路に立つ！」のキャプショ
ンがついていて、武蔵が源次郎を斬
る場面のほか、吉岡門人をバッタバ
ッタと斬り捨てるところや、武蔵が
お通を抱きかかえるシーンなど約２
０点が並べられ、見ていて楽しい。

拝殿広場に上がると、傍らにガラ
スケースの展示小屋が建っている。
中には高さ２メートルの木の根元。
「下がり松古木」と名づけてあり、
案内標識には「武蔵が決闘した当時
の下がり松の一部」とある。この展
示小屋のそばには武蔵の銅像。映画
のポスターそっくりに二刀を構え、
鉢巻きに２本の小刀をさしている。

八大神社参道に展示の映画『宮本武蔵』のポスターとスチール写真
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拝殿は入母屋の堂々とした造り。
『宮本武蔵』では、武蔵は一歩さが
って、両手を合わせたという。
〈八大神社の境内から、細い坂道を
駆け下りて行った。坂を降りきった
山裾の傾斜に下がり松の辻はあっ
た〉

確かに急な坂道だ。幅７～８メー
トル。決して細くはない。３００メ

、 。ートルほど下りると 四つ辻がある

その辻の道を挟んで漬物店の前に
「下がり松」があった。

住宅街の中の４代目の松

「下がり松」は縦１０メートル、横
５メートルの石組みの台地だ。その
端に高さ約３メートルの松が立って
いる。幹は根元付近でも直径２０セ
ンチ。そう古いものとは思えない。
松の脇に二つの石碑。一つは「宮本
・吉岡決闘の地」と刻まれ、もう一
つは「大楠公戦陣跡」とある。楠木
正成は１３３６年に京都を出陣し、
湊川の戦いで足利尊氏に敗れるが、
そのときの出陣地がこの地だったの
だろうか。

『宮本武蔵』に戻ろう。下がり松
は「巨松」だったという。確かに現
在の小ぶりの松では決闘場としては
ふさわしくない。と思いながら解説

、 。板を読むと この松は４代目なのだ
「近江から比叡山を経て京へ通じる
平安時代からの交通の要衝で、古く
から旅人の目印として植え継がれて

」 。 、きた という 一見頼りない松だが
千年の歴史をつないできた由緒ある
松なのだ。吉岡門弟がここを本陣と
したのは 「吉岡一門は由緒正しい、

剣の修業の場」との思いからだった
のかもしれない。

小説では 「火縄銃の火がチラチ、
ラとこぼれる」なかを待ち構えてい
る吉岡門弟１０人にびゅっと弦音が
聞こえた、という。
〈武蔵の抜き放った刀の刃風のよう
にもそれが聞こえて、彼の顔に向か
って飛んで来た一本の矢は、同時に
パッと二つになって、肩のうしろと
刀の切ッ先へきれいに落ちた。
（中略）

立っておれといいつけられた通り
に、最初からそこに立っていた源次
郎少年は、悲鳴をあげて、松の幹へ
抱きついた。
（中略）

武蔵の刀によって描かれた一閃
が、どう斬り下げられたのか、松の
皮二尺あまりを薄板のように削ぎ、
その皮といっしょに前髪の幼い首を
斬り落としていた 〉。

所詮はフィクションである。とは
いえ、幼い子どもを斬り殺す、とい
う設定はどうだろう。実際、吉川は
この小説のなかで 「まるで夜叉の、
行為にひとしい。酸鼻とも残忍とも
いいようがない。敵とはいえ、物の

」 。数ではない少年ではないか と書く
筆者が自ら設定した主人公を責める

」武蔵の時代にあったという「下がり松古木
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のだ。
私は八大神社参道のスチール写真

を思い出していた。おびえる源次郎
が父親に抱きついているところを武
蔵が有無をいわさずに切りつけてい
る。内田吐夢監督も、非道な殺戮と
理解したのだろうか。
『宮本武蔵』は、決闘の後、比叡山
のなかの無動寺で観音像を彫りなが
ら、源次郎を斬ったことに対する武
蔵の葛藤を次のように書く。
〈自分が、勝ち名乗りを揚げるため
にも、誰よりも真っ先に敵方の旌旗
であるところの大将首をまず挙げて
おく必要があったのだ〉
だが、やはり「正当な行為」とは

言い難い 「下がり松」には多くの。
修学旅行生も訪れる 解説板には 剣。 「
客・宮本武蔵が吉岡一門数十人と決

闘を行った伝説が有名。武蔵は決闘
に向かう途中、自分の弱さに気づき
八大神社に神頼みすることを思い立
った」と記されているが、大将とは
いえ少年を斬ったことには触れてい
ない。

わらじを吊るす農家

先に触れた八大神社参道の映画の
スチールに、下がり松周辺をとらえ
た一枚がある。一面に広がる田んぼ
の端の斜面に太く大きな松が立って
いて、その周りに吉岡一門の門弟約
２０人がいる。その中央に武蔵。源
次郎を斬った後、武蔵はどっと襲い
かかる門弟たちに立ち向かっている
場面のようだ。
〈彼の手はいつか、二つの剣が持た
れていた。右手の太刀は血ぬられて
柄糸も拳も血漿で鮮紅に染まり、左
の小剣はまだ切ッ先がすこし脂に曇
っているだけで、まだ幾人かの人間
の骨に耐え得る光をしていた。

だが武蔵は、二刀を持って敵と闘
いながらも、まだ二刀を使っている
という意識などは全然ないのであ
る。

浪と燕のようなものだ。

浪は燕を搏（う）ち、燕は浪を蹴
って、すぐ他に翻えってしまう〉

武蔵が二刀流になった瞬間の描写
である。武蔵はそれを無意識のうち
に行ったというのだ。

武蔵に立ち向かう吉岡門弟は約７
０人。斬っても斬っても次々に武蔵
に襲いかかる。そこで武蔵は「修学
院道へ駆け込んでいった」と吉川は
いう。

修学院離宮は下がり松の北東約２
キロの比叡山の山麓にある。１６５
３～５５年ころ後水尾上皇の指示で
造営された。面積約５４万平方メー
トル。谷川をせき止めて造られた上
御茶屋、中御茶屋、下御茶屋と呼ば
れる三つの庭園からなり、桂離宮、
仙洞御所とならぶ王朝文化の美の到
達点といわれる。見学するには宮内
庁の許可が必要。私は一度、見学の
申し込みをしたが 返信はがきは 抽、 「

」 。選に外れた とつれない一言だった
歴史の上の武蔵は１６４５年、熊

本・千葉城の屋敷で亡くなってい
る。ということは一乗寺下がり松の
決闘が実際にあったとしても、修学
院離宮はまだ建造されていなかった
のだ。したがって修学院道もなかっ
たはずだ。

現在、一乗寺駅の北隣りの修学院

農家の土蔵の上に顔を出す比叡山
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駅近くから修学院離宮まで修学院離
宮道が伸びている。下がり松から私
は比叡山の山麓にそって離宮道と交
差する地点に向かって歩き始めた。
古い農家の土蔵の上に比叡山がのぞ
いている。数十足のわらじを軒先に
吊るしている農家もある。武蔵の時
代に戻ったような不思議な感覚にと
らわれた。白壁の塀をめぐらせた２
階建ての農家の前の四つ辻に 「左、
赤山道」と刻まれた石の道標が立っ
ている。吉川のいう修学院道は、あ
るいはこの道を指しているのだろう
か。
〈麦畑の真ん中へ二本の槍が飛んで

、 。（ ）きて 土へ深く突っ立った 中略
武蔵の姿は泥の塊のように山畑を駈
けて跳び、またたく間に彼ら（吉岡

門弟）とは、約半町ほどの
距離をつくってしまった。
『里の方だ』
『街道の方へ逃げた』

という声が頻りと多かっ
たが、武蔵は山畑の畝を這
って、その人々の手分けし
て駆けまわるさまを時々、
山の方から振り返って見て
いた。

やっと、その頃。
朝陽はいつもの朝らしく

草の根にまで映してきた 〉。
激しい決闘が終わったとき、朝日

が差してきたというのだ。私が山の
裾野の道を歩いているときは、逆に
日が西に傾きだしたていた。この辺
りはあちこちに田んぼや畑が残って
いている。吉川が『宮本武蔵』を朝
日新聞に連載したのは１９３５～３
９年だ。執筆に際して一乗寺付近を
歩いて回っただろう。そのころはこ
の付近は一面の田んぼだったに違い
ない。

昭和の面影漂う離宮道

修学院離宮道を歩いて修学院駅方
向に向かった。道は途中から音羽川

に沿っている。叡電の線路近くまで
戻ったところで、音羽川に小さな木
の橋がかかっていた。幅は１メート
ル足らず。一方は住宅地、もう一方
は小さな公園だ。公園では子どもた
ちがサッカーに興じていた。買い物
帰りと思われる女性が橋を渡ろうと
している。この橋は貴重な生活の道
なのだ。

この橋はいつつくられたのだろ
う。そう古いものであるはずはない
が、ここでも武蔵の時代の匂いをか
いだ気分になった。その時、橋の約
２０メートル先の線路を、叡電の電

。 。車が走り過ぎた たった１両の電車
昭和ノスタルジーそのものだった。

昭和といえば、冒頭に触れたよう
に吉川は『宮本武蔵』を連載してい
る最中に、日中戦争の現地に派遣さ
れたわけだ。その戦場で日本軍の犠
牲になった中国の人々を目にしたの
だろうか。もし残忍な場面に遭遇し
たらどう思っただろう 「夜叉の行。
為にひとしい」だったのか「勝ち名
乗りをあげるため」にはやむを得な
いだったのか。

戦争をする者は常に夜叉の行為を
正当化する。だが、どう理由づけし

、 。ても 人を殺すことには変わらない
私は一乗寺駅に戻って、ふと「詩仙

音羽川の木橋のそばを行く叡電
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堂」に行って見ようと思った。八大
神社のすぐそばにあるのに、通り過
ぎてしまったことにいささか後悔を
していたのだ。

詩仙堂は正しくは「凹凸窠 。石」
川丈山が１６４１年に造営した。詩
仙の間からみる庭に咲く四季折々の
花が人の心を和やかにしてくれる
と、京都観光通の人気スポットだ。

詩仙の間に座った。庭で散策する
夫婦連れ以外に訪問者はない。さえ
ずっていた一羽の野鳥がどこかに飛
んでいくと静寂に包まれた。ふと武
蔵が晩年にかいた有名な水墨画「枯
木鳴鵙図」を思った。細い枯れ木に
止まる一羽のモズが、一切のムダを
省いて恬淡と描かれている。武蔵が

無我の境地に達していたことを示す
貴重な一点だ。剣の修業にあけくれ
た武蔵が最後にたどりついたのは、
この静寂の境地だったであろう。

人がみな無心になれたら戦争はな
くなるのだろうか。そんなことを考
えながら一乗寺駅に戻ると、鞍馬発
出町柳行きの電車がホームに入って
きた。鞍馬寺といえば義経、義経と
いえば吉川の 新『
平家物語』と連
想が頭をかすめ

。『 』た 新平家物語
も私が夢中にな

。った大作である
この一乗寺の旅
の１カ月後、私
は再び叡電に乗
り、終着駅であ
る鞍馬駅で降り
た。駅員が「鞍

」馬寺はすぐそこ
と案内してくれ
る。親切ではあ
るが、静かな新
緑の山合にはそ
ぐわない。叡電
は無人駅が似合
っている。 L piza

詩仙堂の詩仙の間と庭

４代目の下がり松と「宮本・吉岡決闘の地」の碑

無人駅シリーズ　叡電一乗寺駅

88



はない みほ

共謀罪が可決した

「共謀罪」が、十分な議論もされな
いまま、６月１５日参院本会議で政
府与党により強行採決された。この
法案は平成の治安維持法とも言われ
ている。治安維持法は太平洋戦争が
勃発された１９４１年３月１０日、
皇室や私有財産制を否定する運動を

取り締まる事を目的とし制定され
た。共産主義、宗教団体や政治批判
に対し、抑圧した。この法案は軍国
国家をどんどん助長し、監視社会を
徹底した。一般市民が同じ市民を監
視し、息苦しい空気を作り “王様、
は裸だ”と言えなくさせ、戦争のド
ツボにはまって行った。そのような
負の歴史を知りながら、戦後７２年
経つ日本で同じような要素を持つと
言われる「共謀罪」が成立されたわ
けだ 「共謀罪」はテロ等準備罪と。
政府はいいかえ、オリンピックを前
にしてのテロ対策を主張した。しか
し 「共謀罪」は組織犯罪への防止、
の為、テロを画策する恐れがあるも
のに適応される。その恐れとは何処
までを言うのか。これがひとつに日
常のコミュケーションへの制圧とな
る。

京都大学の高山佳奈子教授は、オ
リンピックに対するテロ対策につい
ては「共謀罪」を成立させずとも、
既に２０１４年に改訂された「テロ
資金提供処罰法」により、テロ目的

の資金、土地、建物、物品、役務そ
の他の利益の提供が処罰の対象にな
っているとし、この法案でテロ対策
はできているとしている。又公権力

「 」を私物化するような犯罪が 共謀罪
からはのぞかれていると指摘した。
つまり、公職選挙法、政治資金規正
法、政党助成法違反、さらに警察な
どによる特別公務員職権乱用罪、暴
行凌虐罪も除外されていると指摘し
た。組織的な経済犯罪も除外され、
政界や経済界によって有利な法案と
なっていると論じている。この事は

サイトで動画iwj independent web
として載っている。
加計学園問題や森友学園問題によ

る政府の私物化はひどいものである
が、この問題は「共謀罪」にも与え
する内容となりそうなものである。

「 」この点をスルーするように 共謀罪
の中に、政府と私立学園側とそれに
関係する組織的行為を除外し、森友
学園問題や加計学園問題の追求から
逃げ切るように無理無理に強行採決

。「 」したようにも感じ取れる 共謀罪

共謀罪が可決した[国会議事堂]
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は政府やそれに絡む経済界や組織を
保護し、その人たちに反対をいう組
織に対して法を動かす独裁を助長す
る法といえよう 「共謀罪」への懸。
念はその法案の内容を見ただけで想
像がつく。戦争を経験した人たちに
とってはアレルギーがでそうなくら
いに恐怖を感じる法だが、ただ、こ
のような恐ろしい法をどうして今の
日本は強行採決させてしまうことに
なってしまったのか。その点につい
て考えたい。

安倍政権の動向

２０１５年９月１９日、自民党の
かまくら戦法によって強行採決させ
られた集団的自衛権の話は記憶に新
しい。その法が通る以前から集団的
自衛権はあたりまえに決まってしま
うかのごとくに、政府は違法な行為
をごり押ししている。一つにはフラ
ンスで行われたユーロサトリにおけ
る武器展示の日本企業の参加や、２
０１５年７月１５日、一斉に１８歳
になる高校生男子に自衛隊、防衛大
学への勧誘ハガキが送付されてい
る。他、核輸出も行い、軍事予算も
民主党時代からは考えられないほど
の軍事予算をつけ、年々軍事予算は
増え続けている。

未だに原発事故においての検証も
ない。原発関係のものはニュースに
大きく取り上げず、電力も足りてい
る状態であるのに、いろんな芸能ス
キャンダルをマスメディアで取り上
げながら、その裏でこそこそと川内

、 。原発を始め 高浜原発を再稼働した
福島第一原子力発電所の事故の被害
に対しての保障もどんどん打ち切

、 、り 福島の子供達の甲状腺がん含め
様々な疾患についての調査も消極的
で、被害状況を市民に具体性を持っ
て知らせていない現状がある。さら
に今年の６月８日に起きた茨城の日

本原子力研究開発機構が起こした内
部被曝事故で５人の負傷者を出した
ことも問題視されず、事なき状況だ
といった口だけの政府の言い切りで
出来事は消えて行く。

沖縄において、東村のオスプレイ
ヘリパット建設の強行と他府県から
大量に動員された機動隊の暴言や暴
行に近い行為や辺野古基地建設への
海上保安庁の危険な行為の横行。さ
らには罪なき沖縄平和運動センター
議長の山城博治氏の強制逮捕と長期
間の留置処分。同じく東村や辺野古
で沖縄の人たちと基地反対に動いて
いるラッパーの大げさ太郎氏の郵便
局の口座が閉鎖されたこと。この口
座閉鎖は日々お金の出し入れが頻繁
な為、不信なやり取りがある恐れと
郵便局側が判断し、個人のお金の出
し入れが閉鎖された訳である。この
大げさ太郎氏の動きを政治犯と見な
したのか。本人に何の通達もなく彼
の私有財産である口座を閉鎖したな
んて事が起こった。こんなことがあ
っていいのか！？沖縄においては本
土以上に自治権が働かない、権力に
有利なように事が強引に進んでいる
ということである。

４月に入って、森友学園問題の裏
では、麻生氏が水道の民営化を推し

2016/9[沖縄・高江東村に大量の機動隊動員]
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進め、さらに種子法が廃止され、種
子の自由競争化が現実になった。こ
れもマスメディアによる情報開示が
なされず、行われた法改正である。
フェイクニュースという言葉がこの
ところよく使われるが、フェイク嘘
が横行する社会となってしまった。
安倍政権はアンダーコントロールと
いう言葉からはじまり、この政権は
選挙公約を着々と見事に破っていっ

。「 」 、た 断固反対 は賛成となりTPP
アベノミクスの失敗もあかさまにせ
ず、マスメディアの口から語られな
くなった。このように政府は今日と
明日では言う事がまったく違う政治
を行い、言葉と行動もまったくちが

、 、い 市民の言葉には耳を一切傾けず
経済界有利に事を動かす独裁政権で
ある。安倍政権ほど憲法をないがし
ろにし、国会の機能をはたしていな
い時間かせぎの国会開催を遂行した
政権はいない。それを操るのは、マ
スメディアの存在である。 はNHK
安倍政権のいいなりの大本営化し、
読売、産経もとい、その他のテレビ
局も政権に不利な情報は流れないよ
うに情報の開示がされない。さらに
新聞も大事な事が報道されない事態
となってしまった。まさに“情報を
制するものは世界を制す”をやり続

けている政府を徹底しているからで
ある。

特区と言う名の独裁

この政権は「特区」という言葉で
あらゆる法をすり抜ける部分をあち
らこちらに作り続けた 「特区」は。
モデル地区のような感覚を市民には
感じ取れ、耳障りのいい前向きな事
を行う機関ともとれる。内閣府地方
創成推進事務局のホームページには
多数の特区があげられている。いわ
ゆる実験所である。新しい事を動か
す為には、実験は必要であり、その
実験から有効な点を外に拡大してい

く形となると普通は良いように考え
る。私は特区と言えば中国の経済特
区を思い浮かべる。そこで特区を調
べてみると、中国では１９７８年に
経済特区が施行された。その後日本

では小泉内
閣時代に構
造改革政策
の一環とし
て地方に様
々な特区が
作られてい
っ た よ う
だ。さらに
イギリスで
はサッチャ
ーによりエ
ンタープラ

イスゾーンという特区が設置され
た。子どもの中学の地理の教科書に
は中国の経済特区は覚えるべき単語
であり、経済発展の上で法的、行政
的に特別な地位を与える地域と教え
ている。経済発展という言葉で私た
ち日本人は大変いいものと錯覚し、
経済発展がなければ、先進国として
意味がないとか、金儲けを画策する
事を大変良い事だとしている。さら
に経済発展無くして社会は成り立た
ないと言い切り、大人たちは経済を

[京都・憲法記念日のデモ行進]
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祀り上げる。がしかし、この言葉は
本当に正しいのか。特区を推し進め
た小泉政権やサッチャー政権はどん
な政権だったかという事である。サ
ッチャーは鉄の女と言われ、イギリ
スにおいて新自由主義を推し進め、
国有企業の民営化や政府規制緩和、
労働組合活動の規制等行った右傾化
した首相である。では小泉時代はと
いえば、サッチャーと同じ政策を推
し進めて行ったわけである。加計学
園問題で大事な記者会見をした前文
部省事務技官の前川喜平氏は、加計
学園問題含め、文部省への政府から
の圧力と公的な機関への規制緩和は
小泉政権から始まったとはっきり言
っている。今回の加計学園獣医学部
新設において愛媛県今治市で国家戦
略特区と言う形で動いて行った。し
かし獣医学部新設にあたり既存の体
制を崩し、安倍晋三氏と関係する私
学に有利な動きとなった。これは森
友学園問題も同じくして、安倍晋三
氏とその他安倍内閣と関係する人々
が加計や森友学園の重要役職に就い
ている事から、この問題は特区と言
う名の利権むさぼり特別地区設置と
いう事だろう。他にも神奈川県に設
置された国家戦略特区は、家事支援
外国人授入事業の実施としてつくら

れ、選ばれたのがパソナグループで
あり、その会社の顧問が竹中平蔵氏
である。兵庫県秩父市に設置された
特区は、企業に農地の所有を与えた
規制緩和が実施され、そこにオリッ
クスの子会社が参入し、オリックス
も竹中氏が社外取締役をしている会
社である。特区の名の下、政治家や
政権に関わる人物が役職にある企業
に特別に誘致され、あらゆる法を規
制緩和する事により、一握りの特権
階級をより有利な方向に事を動か
し、私腹を肥やす形をとっているよ
うにみえる。特区という言葉は新自
由主義者の隠れ簑に過ぎない。

政治と教育と経済と

竹中平蔵氏、小泉純一郎氏、安倍晋
三氏、下村文部大臣、加計学園、森
友学園、文部省の天下り問題や前川
氏のスキャンダル報道、植草一秀氏
の性犯罪事件など出来事は一連の思
惑が見え隠れする。性犯罪を思わす
事件が、小泉政権下と安倍政権下で
起こり、北朝鮮拉致事件問題が動き
出すのもこの政権であり、また北朝
鮮のミサイル発射等の威嚇もこの政

権下で頻繁に起こっている。上記あ
げた特区も小泉政権で動き出し、安
倍政権でさらに拡大している。そこ
に群がる人物は政権関係者とバック
アップする企業である。経済成長と
いう言葉に日本人は目をつむる。

戦争で何もかも失った。大本営の
プロバガンダに持って行かれ、戦争
肯定させられた教育への妄信に裏切
られ、思想を破壊された。生き抜く
為に生きた戦後に、アメリカから物
資と教育と思想が流れ込んだ。しか
し人々はもう裏切られまいと踏ん張
った。その踏ん張りは１９６８年以
降に崩れた。１９６８年、学生たち
は自由自治を声高らかに大学に訴
え、産学協同へ教育が遂行される阻
止を行った。しかしその抵抗は弾圧
され、教育は産業重視の高度経済成
長へ向かった。この経済成長により
日本は物質社会を再び手に入れた。
破壊された町並みや破壊された人々
の心の傷をお金や物で修復させた。
この急速な発展は、戦後の日本人の
空虚な心の埋め合わせをした。さら
に戦後までの教育勅語により軍隊化
された人々の意識は、また司令塔を
求めた。豊かさを与える政治家、政
党に追従した。テレビの登場が、ラ
ジオ、新聞以上に人々を魅了した。
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テレビと言う不思議箱に人々は持っ
て行かれた。物、お金で得た豊かさ
が、本当の豊かさだとテレビから言

、 、い切り その声が自分の中に浸透し
自分からの思想だと錯覚した。経済
成長という言葉に固定された。そこ
に原爆を落とされた核の被害者の所
に原発と言う核製造機が至る所に設
置された。その違和感さえ見えなく
なっていた。政治に異を唱えた人物
は表に出ない。表に出ていた植草氏
や前川氏はスキャンダラスな報道に
より人格を破壊され、警察権力が動
き、つぶされて行く。植草氏は、小
泉政権で竹中平蔵氏が経済財政政策
担当大臣として郵政民営化し、国営
のものを民営化する大規模な規制緩
和を遂行した経済政策に対し、異を
唱えた人物である。その頃に急に生
まれたスキャンダルであった。また
文部技官の前川氏は今回含め、小泉
政権下で動き出した文部省への圧力
を指摘している。その時期を振り返
れば、文部省も大きく新自由主義に
大きく舵を取った動きとなってい
る。そこには文部省の外部機関であ
る文化庁長官になった河合隼雄氏が
シカゴ大学留学から、ユング思想を
持って帰り、日本においてすでにあ
った臨床心理士学会のほかに、自ら

が日本臨床心理士学会をつくり、臨
床心理士の国家試験化をすすめてい
た。その後学校教科書でもなく、副
読本でもない「心のノート」を全国
の子供達に配布し、学校で使うもの
とした 「心のノート」は教育勅語。
の事前段階のものと思えるもので、
「心のノート」を読み進めるうちに
自分の心をこの本に従うように誘導
する手法となっている。着々と人の
心理を揺さぶり、幼き子どもの思想
を教育で変えて行こうと動く。その
動きから安倍政権下の２００６年、
教育基本法を改正した。教育基本法
（１９４７年３月３１日成立）は、
子供が主体であり、子供の自由と個
性を伸ばす事を理念にした法であっ
たが、２００６年の改訂により、個

、 、 、人から公が主体となり 国家 伝統
慣習、社会のために子供を律する方
へ意識を向けた。さらには２０１５
年９月１６日、公認心理師法が公布
され、心理職の国家資格化が実現と
なった。ここにおいて精神医療の拡
大と、教育の医療化に加担する動き
が公認された事を意味する。この事
は教育改正と多いに関係し、優生学
思想につながる動きと言える。それ
と医療による経済成長を推し進める
形で、精神医療における低年齢化す

る精神薬の乱用も懸念される。

国家を超え、新自由主義
の独裁

ナオミ・
クライン著
の「ショッ
クドクトリ
ン」という
本がある。
旬報社から
映像になり

化 しDVD
ている。こ
の本は、今
の世を世界
規模で伝え

ている。つまり日本、アメリカ、中
国、イギリスなど国家として動く問
題ではなく、国境を越えた一連の動
きがあるという事である。その動き
は、経済と教育と政治に関係し、一
つの点から編み目のように広がりむ
さぼる寄生虫の如くといえよう。
アメリカのハーバード大学で学生に
対する思考破壊実験からその思考破
壊を遂行する戦略が出来上がる。経
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済においてもシカゴ大学から事は始
まり、アメリカと言う国家利益に伴
う戦略を留学という形で他国民を教
育し、その先兵がそれぞれの国で政
府と結託し動いて広げて行く。チリ
のクーデターからはじまり、着々と
他国への侵略をしている。これは新
自由主義の編み目である。新自由主
義とは民主主義を謳いながら、軍国
国家に変形する。安心と寄生と虐奪
である。
今までアメリカという国が核をも
ち、日本に核爆弾を落とし、人々に
核の脅威で威嚇し、世界の用心棒的
存在をアピールして正義を肯定して
いた。しかしアメリカは正義を前に
各国に戦争を仕掛けて行った。その
戦争は仲介に入る形で始まり、あら
ゆる武器の実験を繰り広げ、脅威を
煽った。日本は戦後戦争をしない国
となり、平和大国として存在した。
しかし、ベトナム戦争時、アメリカ
は沖縄に基地をおき、日本はそのベ
トナム戦争に間接的に加担してい
る。朝鮮戦争も、イラク戦争も、湾
岸戦争もである。日本はベトちゃん
ドクちゃんの切り離し手術含め、ベ
トナムを支援した。さらに近年三菱
が多大に支援している。三菱は岩崎
弥太郎氏が創設した会社であり、明

治以降軍艦、戦闘機等を作り出した
軍需産業であり、原発メーカーであ
る。戦争で利を得て、復興支援でも
利を得る構図が見えるのは私だけだ
ろうか。その一人勝ちのように見え
るアメリカだが、アメリカの国民が
すべて利の恩恵を受けている訳では

。 、ない アメリカは格差が多いに生じ
戦争で軍隊に行くのは貧しい地区の
人たちであるし、医療、教育、食の
問題など国民が平等に国家に保障さ
れていない。この事は近年日本にお
いても同じ事が起こっている。つま
り潤うのは一握りの資本家や企業で

、 、あり 彼等はアメリカに限定されず
国境を越えたところに存在し、国と
言う衣を被りぼかして存在してる。
私たちは戦争の憎しみを国という単
位で考え、国外に敵を作り、怒りや
苦しみの想念を軍産複合体の企業の
利に加担していただけだったのでは
ないか。

私の今

「共謀罪」含めあらゆる横暴な政
治が目の前にある。テレビも新聞も
ラジオも雑誌もどれを信じたら良い

のかと言う不信な社会となってしま
った。私はトランプ大統領が就任す
る時に朝日新聞の購読を辞めた。情
報はいろいろ吟味し得ている。一つ
一つの情報を自分なりに思考する。

ではこんな事が正されない日常に
あなたはどう生きていくかと１９６
８年のあの学生運動を生きた人に聞
いた。彼は動じないと言った。今私
が大事な事は目の前の子どもたちと
自然だ。それを守り育み、伝え引き
継ぐ事。それを続けること。運動は
消える。一種の流行のように権力に
よって流されてしまう。けれど、こ
こにあるという実体は掴めるのであ
る。それが事実であり、今である。
生まれ来る子どもは純粋だ。目の前

[雨の日の散歩]
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にある自然も純粋だ。汚れないもの
である。これが真実である。フェイ
クとはいったい何だ。フェイクとは
人の思惑による作り事である。まや
かしである。想念が作り上げた悪で
ある。そのフェイクに持って行かれ
てどうする。私は目の前の実体を掴
み大事にする生き方をするだけだ
と。

１９６８年の学生運動は京大の人
文学研究所准教授の藤原辰史氏によ
れば、歴史に残る大事な出来事の一
つだと言う事だ。１９６８年以降、
教育改正はされていなくとも産業と
結びつく教育が遂行し始める時代。
今産学協同という言葉は当たり前で
何を今更と言われてしまう。しかし
この産学協同は明治の大日本帝国に
おいて殖産興業に値する政策であ
る。産業を重視するとは、企業があ
って労働者がいる。企業においてピ
ラミット形態ができあがり、事が動
く。利はお金であり、儲けである。
資本主義はイギリスから生まれた。
産業革命の国から生まれた社会形態
である。さらには学校と言う体制も
同時期に生まれたという。それまで
の教育は宗教での教えであった。教
育とは誰の名の下生まれたか。アメ
リカ先住民も植民地化された国家も

何処で何を教育されたか。大人でな
く子どもが連れて行かれ教育の対処
になったのだ。純粋無垢な子供達へ
の関わりがいかにこの世を左右する
かを理解する。私は、農薬を使わず
自然の形で行う循環する農と、純粋
な子供達の“そうぞうを“見守る大
人として、伝え引き継ぐひとりでい
たいと思う。

はないみほ
エッセイスト。滋賀県出身。看護師を経て、ホリスティック医学に携わる。

その後、長期入院の子供達の親のケア活動をし、東日本大震災後は、宮城県女川町に入り、保育者・子供

達の支援を行う。現在、アゴラ子ども美術工場において子どもの造形活動、自然活動を繰り広げながら、

政治、社会、医療、子ども、自然環境などの問題についてエッセイを書き綴っている。

電子書籍

「未来へ 上・下」 刊Lapiz novels

著書

「アゴラ森物語―野生の囁きー 「アゴラ森物語・２―野生の記憶ー 「アゴラ森物語・３―さきのくにの」 」

風」合同フォレスト刊

「 」「 」「 」「 」はしら雲―震災と女川の人たち はしら雲―まおちゃん家族の明日 かめのつばさ君 牧場の一日

「里山のアゴラ」 「ぼくのサイ 「もぐら」自立舎刊」

Blog http://yururinp.exblog.jp：ゆるりんのポレポレ日記

http://agorako.exblog.jp里と湖のポレポレ時間

L piza
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一之瀬 明（年金生活者）

前回寄稿（編集部註 春号）してからは2016
や一年余りが過ぎた。年金生活者の私には一
年は早く過ぎる。恐ろしいほどである。さて
その老骨がまたまた投稿したのには、わけが
ある。安倍総理の各国への「バラまき」が酷
過ぎると思うからである。

筆者は年金生活者であり、当たり前のこと
だが年齢もそれにふさわしい年齢。時間だけ
は売るほどあるのでパソコンを起動してニュ

。ースを見ながら日がな一日過ごすことがある

サハリン島近海・片山通夫撮影
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さてそれはともかく、北方領土に
関して少し考えることがあるので、
投稿させてもらった。ロシアのニュ
ースをロシアからの報道で見ている
と・・・。

「プーチン大統領 南クリルに関
する態度を改めて強める／ロシアの
プーチン大統領は、領土問題に関す
るロシアの立場の強硬さを証明する
国民向けの発言を行った。この種の
発言は、すでに 月に入って 回目6 2
だ （ 年 月 日付スプー。」 2017 06 17
トニク ）とあhttps://sptnkne.ws/eExX
った。

3ロシアは来年
月にプーチン大統
領任期満了に伴う
大統領選が行われ
る見通しだ。
プーチン大統領は
報道を見る限り、
北方領土に関して
非常に神経質にな
っている。もちろ
ん、政敵を容赦な

、く監獄にぶち込み
大統領選に有力な
対立候補を叩きの

めす位は朝飯前なのだろうが、国民
全般を相手にあまり下手を打つこと
はできないようだ。つまり、彼は北
方領土を日本に１センチでも返す気
はないと見た。それほどロシア人は
領土に関してはシビアだ。クリミア
やウクライナを見ても理解できる。

ところが我が国はご承知のように
「 億円の経済開発」を愚直に3000
進めている。昨年 月の安倍・プ12
ーチン両首脳の会談後《両首脳は会
談後の共同記者会見で、北方四島で
の「共同経済活動」の実現に向け協
議を始めることで合意したと発表。
ただ、北方領土の主権をめぐる双方

の溝は埋まらず、互いに隔たりを残
したまま経済協力を優先させる方向

2016 12となった 》と朝日新聞（ ・。
・ 付）にある。17

そして「経済協力と言う名のばら
まき」が始まった。 億円！と3000
てつもない金額だと思うのは年金生
活者だけなのか。保育園は不足し、
学生の奨学金はサラ金並みになり、
年金を削って健康保険料を引き上げ
てアベノミクスという意味のない経
済政策を推し進める我国。一方プー
チン大統領はと言えば、ウクライナ
問題やクリミアの編入で西側から総
スカンを食ったのでか、中国や北朝
鮮とその距離を縮めて北方領土への
投資を誘い、そしてしたたかにも

億円の投資を安倍総理にさせ3000
ることに成功した。これをシタタカ
と言わずして何をシタタカと言え
る？

プーチン大統領はデンデン総理の
手には負えない御仁だ。

（経歴など不詳）

L piza
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何年か前、ロシア・サハリンの州都ユジノサハリンスクで仲の良い男三人が酒
を呑んでいた。酒は勿論のことウオッカである。

男の一人は画家でロシアは無論、アメリカや日本でも活発に展覧会を開催して
いる。今一人は、写真記者で、サハリンに残された朝鮮人（今はサハリン韓人と
呼ぶ）の取材を続けて、ユジノサハリンスクはもちろん、ソウルや釜山でも展覧
会を開催して、サハリンの韓人社会を紹介し続けている。

鮮人の世界を見そして筆者。十五年以上、サハリンに通い、サハリン残留朝
そんな三人が、飲んだ勢いでリコー の話になり、そのカメつめてきた。 GR

ラで夫々が本誌に発表しようと言うことになった。
酔った勢いと言うのは怖い。そして楽しい。

三匹が撮る！GRで撮る！
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Стул или скамья пейзаж
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写真・文 中川眞須良

人物時計　大阪人
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（すえひろ くにとよ）末廣一仁

紳士用品店「 」店主odd numbers
日常の心得 エレガントの追及 店歴 年3

ロックバンド「ド―ベルマン」でトロンボー
ンを吹く。

大阪市西区在住 歳38

店内ディスプレイ 店主お気に入りの小スペース

大阪市中央区南船場 丁目２－６ 大阪農林会館 号3 300
2017/2/10

末廣一仁

人物時計　末廣一仁
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（しょうだ かずき）正田一貴

中崎輪業店主
日常の心得 断りなしで何でも引き受けま

す。
趣味 寝袋積んで一人のんびり自然旅。もち
ろん自転車で！

大阪市内在住 歳27

お気に入りの自作看板

3-3-2北区中崎
FB https://www.facebook.com/nakazaki.ringyou/?ref=nf

正田一貴

人物時計　正田一貴
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思子淵神社に宿る神
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思子淵神社は「しこぶち」と読む。また「子古淵」とも書く場合がある。主に琵
琶湖に流れ込む安曇川流域に複数の同名の神社が鎮座する。理由は「昔、安曇川に
出没した河童の伝説」に由来する。

この神社は京都府と滋賀県を流れる安曇川流域固有の信仰神である｢しこぶち神｣
を祀る主要な 社の総称とされる。 社にはいずれもガワタロウ（河童）伝説が残7 7
る 「しこぶち」は、思子淵、志古渕、信興淵などと表記され、河童にまつわる伝説。
が残されている。

志古淵さんという筏乗りの名人がいた。ある時、子供を乗せて筏で川を下ってい
たが、一人の子供の姿が見えなくなった。川をせき止めて探してみると、河童が息
子を抱えて岩陰に隠れていた。川をせき止められて水場を失った河童は命乞いをし
た。そこで志古淵さんは、菅笠をかぶり、蓑をつけて、蒲の脚絆をを巻いて、草鞋
を履き、コブシの竿を持った筏乗りには決して悪さをしないと誓わせて助けてやっ
た。それから安曇川流域の筏乗りは皆、志古淵さんと同じ格好で筏に乗るようにな
り、事故もなくなったという。そこで志古淵さんを筏の神様として神社に祀ったの
である。

別の話では、
息子を助けるために河童と交渉して、年に３人だけ人の子をやると認めてしまっ

た。そのために、安曇川流域では毎年３人の水死人が出るようになった。
とも・・・。

思子淵神社に宿る神
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思子淵神社に宿る神
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歴史散歩

写真・文 片山通夫

滋賀県近江八幡市安土町へ出かける所用があった。安土は「あづち」と読
み、織田信長の命で築城された 。（次ページ図）

築城の目的は 岐阜城よりも当時の日本の中央拠点であった京に近く 琵「 」、「
琶湖の水運の利用」が可能で 「北国街道から都への要衝に位置していた」、
ことから 「越前・加賀の一向一揆に備えるため」あるいは「上杉謙信への、
警戒のため」などと考えられるが、もしかしてここに上げた理由すべてが、
事実だったかもしれない。

歴史散歩　安土のセミナリヨ
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信長は新しもの好きの性格からか、他に深い理由から
か、安土城の隣と言って良い土地をイエスズ会は与えら
れて、セミナリヨが建設された。セミナリヨはポルトガ

（ ） 、 、ル語 で 年から 年の間に存在したseminario 1580 1614
同会の司祭・修道士を育成するための初等教育機関（神
学小学校）である。当時イエスズ会は我が国に布教する
ための拠点をセミナリヨに求めたようである。

本来は都である京都に開設したかったであろうが、京
都は仏教の都でもあり、反発を恐れたのではないかと思

1582われる その後 明智光秀によって信長が本能寺の変。 、 （
）で暗殺され、変の後で安土城と市街が焼け年 月 日6 21

たため、脱出、高槻に移転した。
安土では 人ほどの学生が住み込みで学んでいたと言30

われている。高槻は高山右近がいた。高山右近は安土の
セミナリオにもキリスト教徒であった家臣の子弟を 人8
ほど安土のセミナリヨに送っていたほどの信者である。

安土以降のセミナリヨが高槻に移ったというのもただの偶然ではない。
セミナリヨの跡地は現在、公園に整備されて水運の盛んだった名残である掘割がその跡地に見られる。

歴史散歩　安土のセミナリヨ
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滋賀県近江八幡市安土町のセミナリヨ跡

下
の
図
が
安
土
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ

歴史散歩　安土のセミナリヨ
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井上脩身
1944 70年、大阪府生まれ。

、 、 、年 毎日新聞社入社 鳥取支局

奈良支局、大阪本社社会部。徳

島支局長、

文化事業部長を経て、財団法人

毎日書道会関西支部長。２０１

０年、同会退職。

E-SIK LEE
年、サハリン州マカロフ区1949

域で生まれ。 年から、韓国1989

語新聞セコリョの写真記者を務

め、 年からは「サハリン韓1991

人」をテーマに活動中。

Dyu Men Su・
１９４８年、サハリン州コルサコフで生まれ。ユジノサハリンスク在住。１９７

６年、イルクーツク 芸術大学卒業、１９８９年、ロシア画家同盟会員、Irkutsk

２０１３年、ロシア画家同盟より「創作活動の成功及びロシア芸術発展へ貢献し

たものに送る賞」を受賞。２０１４年、ロシア連邦功労画家称号を受ける。

主な展覧会

国内： ― など多数。Yuzhno Sakhalinsk, Omsk, Yakutsk, Khabarovsk, Tomsk, Moscow

海外：北京、札幌、山形、ニューヨーク、アイランドなど多数。

中川 眞須良
年兵庫県淡路島生まれ。モ1945

ノクロ写真を続けて 年。ま45

すますその深みにはまりもがく

日々を過ごす。

北 博文
神戸生まれ現在、兵庫県小野市在住。神戸市

。外国語大学卒業 建築士 フォトグラファー。 、

http://tefteff.com/index.html

はないみほ
エッセイスト。滋賀県出身。看護師を経、代替医療などに関わ

る。現在、長期入院の子どもの親たちに精神的ケアーの活動をし

ている。東日本大震災では、宮城県女川町に入り、保育者、子ど

ものケアー活動行い、現在も継続している。里山にあるアゴラ子

ども美術工場で、子どもの造形活動、自然活動を繰り広げながら

題、子どもの問題、自然環境な政治社会問題、医療問

どについてのエッセイを書き綴っている。

著書に「はしら雲 震災と女川の人たち 「はしらぐも まおち」

ゃん家族の明日 「里山のアゴラ 「牧場の一日 （自立舎刊）」 」 ）

http://yururinp.exblog.jpブログゆるりんのポレポレ日記

http://agorako.exblog.jp里と湖のポレポレ時間

年生まれ、キューバ国営通信を経て片山 通夫 1944

フリー。

http://www.609studio.com/オフィシャルサイト

４３年 大阪生まれ中務 敦行
６５年 同志社大卒業

〃 読売新聞大阪本社入社、写真部勤務

新聞カメラマンとして、あらゆるジャンルの写真を取材

９８年 読売新聞大阪本社写真部長

０３年 退職 「健やか写真クラブ 「奈良市身体障害者写真クラブ・アン」、

グル」 などの講師 日本風景写真協会監事

ライターの横顔
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編集後記

原発の再稼働が盛んにおこなわれ
ています。籠池、加計学園問題はなお
くすぶっています。いやますますやや
っこしい事件になってきたような気が
します。自民党（元）の女性暴言。暴
力代議士はもちろん現職の大臣の暴
言、法令無視も繰り返されています。

一体わが国はどこへ行くのでしょ
う。そんな状況なのに、安倍総理は憲
法改正案を国会に提出するとか。

年以上前こんな事件がありまし700
た。そしてこういわれました。
「奢る平氏は久しからず、ただ春の夜
の夢のごとし」

夏の花火とともに消えてなくなれ！

http://lapiz-international.com/

編集長 井上脩身
編集・発行人 片山通夫

年 月 日発行2017 7 1
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重要なお知らせ

をご愛読いただきありがとうございます。当号巻頭に書きまLapiz
したように、従来の形から順次変化させてゆく所存です。
これに伴いまして、 夏号から当面、価格は とさせていた2017 Free

だきます。
そして従来補足的な存在でしかなかったホームページにこの夏号

から順次全記事を掲載してまいります。
時間はかかるかと思いますが、ぜひホームページででお読みいた

だければ幸いです。
従来のスタイルはデザイン重視となり、ホームページでは、記事

の内容が重視したレイアウトとなってきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

発行が遅れましたこと
をお詫びいたします。
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