


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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編集長 井上脩身Lapiz

今年１月２３日、草津白根山（群馬、長野県境）のな
かの本白根山が噴火、近くのスキー場で訓練中の陸上自
衛隊員１人が死亡しました。本白根山の噴火は３０００
年ぶりだそうです。気象庁をはじめ火山専門家は「火山
活動の高まりを示す現象がない」として、全くマークを
しておらず、寝耳に水の出来ごとでした。我が国が世界
有数の火山国であることはだれでも知っていることです
が、どこででも噴火は起きる、という自然の怖さを改め
て認識させられました。私はテレビで放映される噴煙の
動画を見ながら ５７年前に登った北アルプスの焼岳 標、 （
高２４５５メートル）を思い出していました。高校２年
生の夏、初めての本格的な登山として焼岳に登り、頂上
近くの山小屋に泊まりました。その山小屋が翌年の噴火

、 。による火山灰で押しつぶされ ４人がけがをしたのです
そのニュースに背筋が凍る思いをしたことを今も鮮明に
覚えています。
焼岳は１９１５（大正４）年に大爆発し、その泥流に

よって梓川がせき止められ、大正池が生まれました。池
面から枯れたシラカバが頭を出していて、その神秘的な
景観が上高地を訪れる人たちの目をなごませています。
私は友人と二人で河童橋から焼岳頂上を目指したのでし
。 、た 頂上には直径３０メートルくらいの穴があいていて

白い煙がわいていました。その穴の崖の上に立って中を

のぞいてみると、煙はずっと奥の方から噴き出ているよ
うでした。
大正の大爆発から４６年後の１９６１年のことです。

私たちは焼岳小屋に米持参で泊まりました。当時、山小
屋に宿泊するには米を持って行かねばならなかったので
す。焼岳小屋は頂上から標高で２００メートルほど下に
あり、長さが２０メートルくらいのこじんまりとした造
りでした。西穂高岳から縦走してきた福島県の７、８人
の男女のグル―プが、ランプのボーとした明かりの下で
山の話をしてくれました。
焼岳は翌年の６月１７日に水蒸気爆発を起こし、松本

。 、市で降灰が観測されました それよりも私が驚いたのは
すでに述べたように焼岳小屋が押しつぶされたことで
す。大学に入ってから、私はあちこちの山小屋に泊まり
ますが、焼岳小屋はその最初の小屋ですから思いは特別
です。頂上で見たあの煙がおどろおどろしく肥大化して
小屋をのみこんでしまう。この事実に火山というものの
不気味さを思い知ったのでした。
２００３年８月、私は妻と御嶽山（標高３０６７メー

トル）に登りました。朝早く登り始め、１１時過ぎに頂
上に着きました。火口は直径４００メートル以上あり、

。 、焼岳とはまるで規模は違います でも煙はまったくなく
活火山とはとても思えないほど穏やかな表情をしていま
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す。私たちは火口を一回りして下山しました。
この御嶽山の爆発には焼岳にも増して信じがたい思い

でした。噴火したのは２０１４年９月２７日午前１１時
５２分。火口付近にいた登山者５８人が亡くなり、５人
がいまも行方不明です。噴火発生時刻は、私たちが火口
にいたときに当たります。もし私たちが登山をしている
ときだったら、と思うと他人ごとではありません。犠牲
になった人たちが不運というよりも、私たちが幸運だっ
たに過ぎないのです。
実は草津白根山にも強い印象があります。焼岳に登っ

た前年の夏、学校で「志賀高原を歩く」という企画があ
り、参加したのでした。熊ノ湯という温泉地から横手山
（ ） 、標高２３０７メートル を経て万座温泉に向かう途中
草津白根山の主峰、白根山とその火口を目にしました。

火口は濃い緑色の池になっていて、夏の強い日差しにき
らめいていました。今回、水蒸気噴火を起こした本白根
山は白根山の南約３キロのところ。一帯はなだらかな丘
陵が広がっていて、さわやかな高原の風が頬をなでてく
れました。そこで噴火が起きるというのは、私には驚愕
としか言いようがありません。
富士山を筆頭に火山は私たちに素晴らしい景観と温泉

。 、という癒やしの場を与えてくれます しかしその本質は
何百度という高熱のマグマを、天地を割らんばかりに爆
発させるモンスターなのだと思います。本白根山の噴火
の犠牲者は１人ですが、火山の歴史をひもとくと、膨大
な被害を及ぼした例は少なくありません。
私たちのこの国は原発大国です。この火山国で原発が

稼働しても大丈夫でしょうか。
昨年１２月１３日、広島高裁は四国電力伊方原発３号

機について 「阿蘇山の火砕流が到達する可能性が十分、
小さいとはいえない」として、運転差し止めを命じる決
定をしました。阿蘇山が噴火をすれば、四国の原発にま
で影響を及ぼす恐れがあるというのです。阿蘇山は高校
の修学旅行で訪れ、その巨大な火口に圧倒された思い出
のある山だけに、広島高裁決定は私には衝撃的でした。
本当にそういうことが起きると、福島事故の比ではない
ほどの大変な事態になるのですから。

、 。今号では 火山国での原発の是非について考えました

噴火する本白根山
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写真・文 中務敦行

先月３０日奈良県曽爾村の済浄坊渓谷を訪れました。
、 。ここは毎年四季に訪れるのですが 冬は氷柱の見せ場があります

今年は渓流にできた氷が見事です。

薄氷の上にうっすらと積もった雪が渓谷を彩り、
時に氷の結晶が面白いかたちを見せます。
これまでここで見た冬の光景で今年が一番。
寒波の神様からの贈り物です。

LapizStyle 寒波の神様からの贈り物
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5



LapizStyle 寒波の神様からの贈り物
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LapizStyle 寒波の神様からの贈り物
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LapizStyle 寒波の神様からの贈り物
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写真（空撮） 小田 真 文 片山通夫

何年も前の話になるが、筆者は琵琶
湖の北・木之本町に滞在していたこと
がある。当時北國街道の宿場町だった
木之本町はそれ単独で一つの行政区と
なっていた。冬のことである。宿の人
に「菅浦という集落があり、そこへは
この雪だから舟でしか行けない」とい
うことを聞いた 「行けない」と聞くと。

行きたくなるのが人情だ。宿の主人に
頼んで小舟を調達してもらい、菅浦へ
行ったことがある。菅浦は雪のかなた
にぼんやりと浮かんでいた。

それはともかく、この正月今や広い自
動車道が通る現代の菅浦へ行く機会が
あった。
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惣村という閉鎖社会集落・菅浦

先に書いたように、菅浦は舟でしか行けない「秘境」
だった時代があった。つまり、菅浦という集落は葛籠尾
崎（つづらおざき）の付け根部分の険しい山に囲まれて
いて、水運主体の隔絶された集落だったのだ。
この隔絶された社会では、惣村（そうそん）が形成さ

れ自検断（じけんだん）を行使し、近江国を領有した京
極氏や浅井氏の統治を嫌い対立したこともあったとい
う。 惣村（惣ともいう）は、中世日本における百姓の

（ ） 。自治的・地縁的結合による共同組織 村落形態 を指す
惣（そう）ともいう。なおここでいう自検断とは公権力
でない私的集団が、その内部のメンバーに刑事裁判権・
警察権を行使することを指す。このような閉鎖社会の結
束を維持するためには、厳しい掟が存在したことは想像
に難くない。その掟はその惣独自の決め事であって、掟
破りには厳しい沙汰が下された。場合によっては追放刑
・財産没収・身体刑・死刑などを執行する自検断が行わ
れたといわれる。特に窃盗や傷害などの罪には死刑とな
る例も見られたとか。本来、中世でのこのような警察権
や裁判権は領主や地頭などが持っていたが、惣村では惣
村自身がそれを持つという特異性があった。ほんの少し
前まで世間から隔絶された歴史を持つ菅浦という地域が
その惣村だったのも不思議ではない。

その構成惣村・

もう少し惣村を知っておきたい。
惣村の構成員はその集落の住民であることは当然だ

が、それぞれ複数の役員が存在し、惣村の運営にあたっ
ていた。まず乙名（おとな 、沙汰人（さたにん）など）
と呼ばれる役職があった。乙名になる前の若年者を若衆
（わかしゅ）といい、見習のようなものだったと思われ
る。乙名の元となるのは集落の祭祀を司っていた宮座の
代表だった。そして宮座で惣村の儀式が執り行われてい
たため、乙名が惣村の指導者を意味し、選挙で自主的に
選ばれてゆくという意外に民主的な面を持っていた。当
然ながら乙名は領主などからの年貢や賦役の徴収はもち
ろん、水争いの仲裁など様々な問題の整理調整に当たる

惣村の寄り合いが行われた阿弥陀寺（菅浦）
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。 。のがその任だった 次に沙汰人と呼ばれる役職があった
この沙汰人は乙名と違い、領主や荘官の代理人で惣村の
出身者ではなく、領主などの命令を執行する役人であり
世襲だったので、選挙で選ばれた乙名とは全くその意味
合いが違っている。一般的に女性はこれらには含まれな
い。

淳仁天皇伝説の残る菅浦

このように菅浦は
「世間と隔絶された
閉鎖社会」だったの
で、興味深い伝説も
存在する。その代表
的な伝説が淳仁天皇
が隠遁したというも
のである。菅浦には

、 、淳仁天皇 大山咋神
大山祇神を主神とし
た須賀神社が鎮座す
る。同神社に伝わる
伝承によれば、 年764
天平宝字 年 保（ ）、「3

良宮 」（ほらのみや）
として創始されたと

5 6伝わる。同 年から
年にかけて淳仁天皇
がこの地に隠棲した
ことをもって後、淳
仁天皇を合祀した。

境内は清浄が保たれ、現在でも手水舎より先は裸足で参
拝するしきたりとなっているほどである。また、この神

50 2013社では 年ごとに 淳仁天皇祭 が斎行されており「 」 、
年に 年祭が奉祀された。1250

ここでいう「保良宮」とは、奈良時代に近江国（滋賀

長浜市が建てた説明文
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県）に淳仁天皇が営んだ宮で、平城京の北の都「北京」
（ ） 、 、 。ほくきょう とされ 保良京 保良離宮とも呼ばれた
また、天智天皇の大津宮に近かったことから、大津宮と
記した古文書も存在する。
ただこの「保良宮」が菅浦の須賀神社であるという確

かな根拠はない。

もう少し詳しく淳仁天皇（じゅんにん）に関して調べ
てみた。在位期間は 年 月 日 年 月 日758 9 7 - 764 11 6
となっていて、古文書では廃帝（はいたい）または淡路
廃帝（あわじはいたい）と呼ばれる。
この間の史実を簡単に書くと、従来からあった孝謙上

皇と淳仁天皇との勢力争いが起こり、淳仁天皇の後ろ盾

となっていた藤原仲麻呂
が 年 月、上皇との764 9
対立を契機に仲麻呂の乱
が発生した。淳仁天皇は
これに加担しなかったも
のの、この乱が失敗に終
り天皇は最大の後見人を
失った （前頁図参照）。

（ほらのみや）跡と伝わる須賀神社保良宮 須賀神社の碑
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京都・白
峯神宮

配流されて
その地で歿し
た崇徳天皇と
淳仁天皇を祀
る。

最も、祀っ
たのは明治に
なってからで
孝明天皇の意
思だったを明
治天皇が実現
したといわれ
ている。

崇徳天皇も
平安時代末期

の 年 月に皇位継承問題や摂関家の内紛により、1156 7
朝廷が後白河天皇方と崇徳上皇方に分裂し、双方の武力

（ ） 。衝突に至った政変 保元の乱 で敗れて讃岐に流された

白峯神宮
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空撮：小田 真
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写真 片山通夫

写真上：菅浦集落
写真右：四足門（しそくもん）
は集落の東西に建っていて、集
落の領域と外界を区切る門。

西の四足門
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浮き桟橋 湖の向こうから吹き降ろす風が冷たいと菅浦では言われている。
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菅浦はまるで平家の落人が隠れ住んだ集落
のように、伝説が多い。淳仁天皇の場合と同
様、この安相寺には浅井長政と織田信長が戦
って長政が敗れた。その子万菊丸が逃げ隠れ
たという伝説が残る。
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須賀神社の鳥居この地に隠れ住んだといわれている淳仁天皇と天皇の御在所と言われている

21

湖北・菅浦



22

湖北・菅浦



新米記者の赤軍派事件
――よど号事件に思う――

編集長 井上脩身Lapiz

私は大阪の大手デパートの文化教室で、文章講座の講師をしている。今年１月の
講座で、Ｏさんが「針の莚」と題するエッセーを書いた。ある赤軍派事件の実行犯
の母親の辛さ、悲しさに思いを寄せてつづった一文だ。赤軍派によるよど号事件が
起きたとき、わたしは新聞社で新人研修を受けている最中だった。講義では刻々と
動く事件の様相がそのまま教材になり、新聞社の仕事がいかに時間との闘いである
かを、否が応でも実感した。講義が終わると飲み会になった。話題は当然よど号事
件 「北朝鮮が本当に幸せな国なのだろうか」と、その場にいたベテラン記者に問い。
かけたことを覚えている。平昌オリンピックに北朝鮮が参加し、女子アイスホッケ
ーでは合同チームが組まれた。韓国、北朝鮮双方の政治的思惑が一致した一時的融
和との見方が強く、民族統一への道のりは遠い。ハイジャック犯たちが北朝鮮に行
く意味は何だったのか。あと２年でよど号事件から半世紀になる。

（記事中の写真はいずれもウィキペディアより）

びえんと　新米記者の赤軍派事件
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針の莚の母親

Ｏさんの文章を原文（誤字や送り仮名の誤りは訂正）
のまま紹介する。
（ ）オウム真理教の死刑囚の母親についての記述に続いて

、 。過去に 同じような若者が起こした赤軍派の事件がある
私は、そのメンバーの親のことを、知人から聞いたこと
がある。その息子は地方の大学付属高校を卒業して、有
名な某国立大学に入った優秀な学生だったそうである。
彼は浅間山荘や、よど号事件に直接関わっていなかっ

たが、罪には問われ服役している。
母親は彼の減刑嘆願に走り廻った。知人にも協力をお

願いされた。親しくしていた人であるが、世間を騒がせ
た罪の大きさを考えると、それはできないと断わったそ
うである。
母親とは何と悲しいものであろうか。決して赦される

ことではないし、ましてや世間の非難の目に晒されるこ
となのに。それでも我が子のために、そうせずにはいら
れなかったのだろう。
彼の父親は息子を勘当した。そして自分の死に目に会

うことも許さずに亡くなったと聞いた。
文章はこの後、夫と子どもを置いて家出した友人の母

親のことがつづられるが、本稿のテーマではないので省
略する。Ｏさんは広島県三原市出身。８０歳に近い女性
である。中学生のとき国鉄の駅助役だった父親が亡くな
ったため、高校に進まず隣町である尾道市の医院に住み
込みで働いた。やがて大阪に出て看護師の資格をとり、
後に先端医療を看板にかかげた和歌山の病院に移った頑

。 、張りやだ ふるさとの瀬戸内への思い入れはいまも強く

故郷の祭りの思い出や 「毒ガスの島」といわれる大久、
野島（竹原市）探訪記などを書いてきた。
Ｏさんのこれまでのエッセーから、今回の「針の莚」

に登場する赤軍派の若者が卒業した「地方の大学付属高
校」は広島県の高校と推測した。該当者を調べてみると
塩見孝也さんが浮かび上がった。塩見さんは大阪の医師
の家に生まれ、戦後、母の故郷の尾道市で育っている。
Ｏさんに確かめると、やはり塩見さんのことだった。
塩見さんは京都大に在学中にブントの活動家になる。

、 、２年生で中退したあと 共産主義者同盟赤軍派を結成し
議長に就任。１９７０年 「フェニックス計画」と名づ、
けたハイジャックを計画、３月後半に実施すると決めた
が、実行直前の３月１５日に逮捕された。田宮高麿軍事
委員会議長をリーダーとする実行部隊が３月３１日、羽
田から板付（福岡）に向けて飛び立った日航機よど号を
ハイジャックした。

緊迫感あふれる新人研修

Ｏさんが書いているように、よど号事件が実行される
前に逮捕された塩見さんが「よど号事件に直接関わって
いなかった」というのは、直接手を下した実行犯でない
という意味では誤りではないが、正しいとはいえない。
事件後、塩見さんはハイジャック事件の共謀共同正犯で
起訴されたのだ。共謀共同正犯は刑法に規定はない。実
行正犯でなくとも共謀した者は正犯になる、との拡大解
釈によるもので 「罪刑法定主義の原則に反する」との、
見解もある。暴力団の組長を捕まえる根拠としてひねり
出されたものだが、松川事件では共産党の活動家や労働

びえんと　新米記者の赤軍派事件
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運動幹部を
検挙する手
段として悪
用された。
ちなみに松

、川事件では
共謀の事実
が証拠上崩
れ、被告は
無罪になっ
ている。

話をハイジャック実行時点に戻す。よど号が離陸した
のは３１日午前７時３３分。富士山上空を飛行中、日本
刀や拳銃を手にした９人の犯人グループが操縦室に侵
入、機長に平壌に行くよう指示した。よど号は給油を名
目に板付に着陸。機長が犯人グループを説得し、女性や
子ども、高齢者ら乗客２３人が機から降りることができ
た。午後１時５９分、よど号は北朝鮮に向かう、として
板付を離陸し午後３時４６分、平壌国際空港に偽装した
ソウル近郊の金浦国際空港に着陸。山村新次郎運輸政務
次官が特別機でソウルに向かった。

山村次官がソウルに到着したのは４月１日未明であ
る。よど号に残っている乗客が解放されるのか、が当面
の最大の課題だ。日本中がテレビにクギづけになってい
るこの日、私は新聞社に入社した。入社式で社長がよど
号事件にふれ 「社の全力を挙げて取材、報道に取り組、
んでいる」旨を語った。編集局長らが講義のなかでリア
ルタイムに状況を説明、私たち新人にも編集現場の緊迫
感がストレートに伝わってきた。

３日、山村次官と犯人グループの交渉で、同次官が乗
客と身代わりに人質になることで合意、５０人余りの乗
客が順次解放された。整理部の幹部が講義で「現地から
ニュースが入るたびに紙面を変える。これを追っかけと
いう」と語った。紙面欄外の左上にある●や○、☆など
の印は、記事に変更があったことを示すもので 「追っ、
かけ 追いかけ という と学んだ それまで新聞 と（ ）」 、 。 （
くに１面、社会面）の欄外にこのようなマークがあるの
に気づかなかった。
追っかけをとるのは珍しいことではなく、とりわけ選

挙では当選者が決まるごとに、紙面を変えていく。こう
した編集上の常識を知るのはもう少し後のことだ。
３日午後、よど号は金浦空港を離陸し、平壌郊外の飛

行場に着陸した。犯人グループの目的は達し、４日、北
朝鮮は「人道主義的観点から機体と乗員は返還する」と
発表。５日、機長や山村次官ら４人はよど号で羽田に戻
った。
以上がよど号事件のてんまつである。北朝鮮に渡った

犯人グループのうち田宮元赤軍派軍事委員会議長ら３人
が北朝鮮で死亡したとされ、２人が帰国（いずれも有罪
判決を受け、１人が刑期満了し出所後死亡、他の１人は
服役中死亡）した。現在北朝鮮にいるのは４人である。

驚天動地の米子事件

新聞社に入った私は２週間の新人研修を終えて鳥取支
局に配属された。中心街を少し離れると砂丘が広がるお
よそ過激な政治運動とは縁のないのどかな農村である。
ときに赤軍派の動向がニュースになることはあっても、

よど号と同型機のボーイング７２７

びえんと　新米記者の赤軍派事件
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所詮はよそごと。よど
号ハイジャック事件は
新人研修中の、新聞編
集の厳しさを学ぶ一コ
マに過ぎないと思われ
た。実際、警察担当の
私は、ほとんどの日々
を交通事故を記事にす
るだけで過ごしてい
た。

その平穏をぶち破る
驚天動地の事件が起き
たのは入社して２年

目、１９７１年７月２３日のことだ。鳥取県米子市の松
江銀行米子支店に猟銃を持った男４人が押し入り、６０
０万円を強奪して逃走したのだ。
捜査一課の部屋をうろうろしていると、課の幹部が真

岡事件の新聞記事を見ていた。この年２月１７日、極左
組織とされる京浜安保共闘のメンバー３人が栃木県真岡
市の猟銃店に乱入、猟銃１０丁、銃弾２３００発を奪っ
た事件だ。この猟銃が使われたのであれば、米子の事件
はただの金融機関強盗事件（これだけでも鳥取県では１
０年に１度の大事件だが）でなくなる。私はすぐに支局
長に連絡した。
支局では手に余り、大阪本社から担当記者が駆けつけ

てきた。犯人グループは岡山方面に逃走したが、間もな
く爆発物取締罰則違反などの容疑で逮捕された。
犯人は赤軍派のメンバーだった。彼らが手にしていた

猟銃は京浜安保共闘が強奪したものだ。このことは赤軍
派と京浜安保共闘が合流したことを示していた。

この合流グループは「連合赤軍」と呼ばれた。米子事
件の５カ月後の１２月、南アルプスで合同軍事訓練を行
い、翌７２年２月１９日、長野県軽井沢町の河合楽器の
保養所「浅間山荘」に、管理人の妻を人質にして立てこ
もり、警視庁機動隊などに発砲する「あさま山荘事件」
を引き起こした。警察官ら３人が死亡、報道関係者１人
を含む２７人が負傷し、９日後、連合赤軍の５人全員が
逮捕されて終息した。
あさま山荘事件のとき、すでに塩見さんは起訴されて
、 。いて 事件にかんでないのはＯさんが書いている通りだ

塩見さんがこうした暴力的闘争をどうみていたのかは知
らないが、彼の母親は、次々に起こる赤軍派に関する事
件にいたたまれない思いだっただろう。
塩見さんは１９８２年、懲役１８年の刑が確定し、８

９年に出所した。Ｏさんの一文に「服役している」とあ
ることからみて、彼女のエッセーは出所以前に書かれた
か、Ｏさんに教えた人が間違っていたかのいずれかだろ
う。塩見さんが昨年１１月１４日、東京・小平市の病院
で亡くなっていることをＯさんは知っていて 「一つの、
時代が終わったのだと思います」と語った。
一つの時代。それはどんな時代だったのだろう。そん

なことを考えていると、たまたま１月２２日付毎日新聞
「 」 。の 悼む という欄に塩見さんへの追悼文が載っていた

筆者は椎野礼仁さん 『テレビに映る北朝鮮の９８％は。
嘘である――よど号ハイジャック犯と見た真実の裏側』
という本を書いた人だ。この追悼文によると、塩見さん

『 』 。は２０１４年に 革命バカ一代 駐車場日記 を著した
椎野さんは、この本の編集を依頼されたとき「 あの塩“
見孝也に会う”と思うと、胸が高ぶった」といい、次の
ようにつづっている。

昨年１１月に亡くなった塩見孝也さん

びえんと　新米記者の赤軍派事件
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塩見さんは６０代にして初めて労働を体験した。住所
地の東京都清瀬市のシルバー人材センターに登録し、清
瀬駅前にあるスーパーマーケットの駐車場管理の職を得
た。そして著書に 「一日の労働をやり遂げた後、湧き、
起こってくる、何とも言えない満足感、達成感とでも言

」 。 、える喜び と記した 支援者や袂を別った元同志たちに
賛否両論の議論を呼んだ一文ではあった。

この追悼文の見出しは「 革命バカ一代』反骨魂」と『
あるが、一日の労働をやり終えた後の達成感に喜びを覚
えたとは、なんという庶民的感情であろう。
米子事件で起訴された犯人たちは鳥取地裁で行われた

公判で「人民のために武力革命をする我々は無罪」と叫
び、駆けだし記者の私の度肝を抜いた。仮に北朝鮮に行
くことが「人民のための革命」だとしても、現在の北朝
鮮の人たちが一日の労働で喜びを覚えているのだろう
か 「北朝鮮は幸せな国なのか 。よど号事件のときの疑。 」
問がまだ私の胸のなかでよどんでいる。聞けるものなら
塩見さんに聞いてみたい 「今でも飛行機をハイジャッ。
クして北朝鮮に行きたいですか」と。

びえんと　新米記者の赤軍派事件
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菜園家族レボリューション
日本国憲法、究極の具現化

小貫雅男・伊藤恵子 著、
Ａ５判 頁、 年２月３日発行、160 2018

本の泉社刊 定価： 円＋税1,200

≪本書の主旨≫
私たちは鳥籠に飼い馴らされ、本来の野

性を失い、いつの間にか歌を忘れたカナリ
アになってしまったのではないか。このこ
と自体が、実に恐るべきことなのだ。

俗物トランプ流の反知性と自己本位の拝
金主義の蔓延、そしてアベ流改憲のこざか
しさと欺瞞に満ちた反動攻勢の風圧に押さ
れ、いつのまにか自由な思考と創造の世界
に羽ばたくことを忘れてしまったようだ。
狭い枠に閉じ込められ、果てには破滅の坂
を転がり落ちていったかつての時代の記憶
が甦ってくる。実におぞましい時代に突入
したのである。

～本文 第一章より～ （部分）

書籍紹介　 菜園家族レボリューション

28



寄稿 一之瀬 明（年金生活者）

年金生活者の身では、悲しいかな、華やかなオリンピ
ックを見に韓国を訪れることはできない。最も経済的な
余裕があっても、あの寒さでは、とても行く気にはなれ
ないのだが。

「やせ我慢」でそうしておこう。何しろ「エンゲル係
数が生活を圧迫しておるのでな。
ところがこのオリンピック、ハナっからとんでもなく

政治的な装いになっている。
ご承知のように、南北朝鮮が合同チームで開会式に参加
入場してきた。会場はテレビの中継で見ていても、感動
の嵐だった。北朝鮮の要人たち、韓国の大統領、そして
会場を埋め尽くした観衆。
私たちの国、時には「単一民族」などと思い違いをし

ている政治家を抱える日本の隣国が分断国家で、先の戦
争と朝鮮戦争の結果、今なお分断したまま「戦争状態」
にある隣国に、この開会式の興奮とともに、悲劇を抱え
ている事実を、世界中の人々の心に刻み込まれたことだ
と信じたい。
オリンピックは、スポーツの祭典であると同時に平和

の祭典である。
これを機に隣国の抱える悲しみと矛盾を理解する機会

としたいものだ。どこかの馬鹿が言うような「圧力一辺
倒」でなく。

統一旗を振って入場する南北の選手たち

ppinion 平昌五輪が始まった。
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写真・小田 真
文・片山通夫

ドローンというものを初めて見た。いや、正確には小田さんが撮影された写真の数々をである。彼は半年ほど前にド
ローンを手に入れて撮影を始めたという。今まではむろんスチール写真を「地面に足をつけた状態」で撮られていた。
そんな経験が 年。何を飽き足らなぬなられたのか、何が彼をドローンに走らせたのかは知る由もないが、ともかく彼15
はドローンを手に入れて撮影を始めた。そしてここに紹介するような、息をのむような写真を見せていただけることに
なった。当たり前のことだがドローンの前にある風景は従来からの概念を一変させる。

小田真（おだまこと） 年生れ堺市育ち。ドローン歴 か月。写真歴 年。1952 , 6 15

小田真・空撮の世界
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小田真・空撮の世界
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小田真・空撮の世界
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とりとめのない話
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《ほんとうのダイヤ》

（日本国有鉄道）は平和であった、JNR
それとも苦労していた？

昔の鉄道ファンは哀愁列車として、現役ファンは歴
史の一ページとして
聞き流していただければ幸いです。

JNR JR 20それは国鉄が民営化される（ → ）さらに
年近く前の話。
関西の国鉄に信じられない定期ダイヤが二便あったと

する記憶である。今般幸いに当時の時刻表を入手でき
、 。（ ）たので その二便を比較することで紹介する 写真右

80 3始発時の平均乗車率（私的）約 ％以上、南紀
号は ％以下。天王寺⇔新宮間の所要時間は普通列車30
（列車番号 ）の方が短い。当然「列車番号 の914 310D
ダイヤ設定の意図は・・・？」の疑問が生じる。当時
天王寺鉄道管理局職員と名乗る人物から「あれは翌日
の列車手配のための苦肉の策です。回送にすれば運賃
は取れませんし・・・列車ホテル気分で利用している

310Dお客さんもいました との話を耳にしたのは 私が」 、
乗車後 年以上過ぎてからだ。20

昭
和
四
〇
年
一
月

とりとめのない話
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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
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breath of CITY
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三匹が撮る！春の息吹
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―襲いかかる と ―⽕砕流 火山灰
井上脩身

広島高裁は昨年１２月１３日、四国電力伊方原発３号機（愛媛県伊方町）につい
て 「阿蘇山の火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえない」として、、

。 、運転差し止めを命じる決定を下した 阿蘇山から同原発は１３０キロ離れているが
野々上友之裁判長は「過去最大の噴火を想定すべきだ」と指摘し 「原発立地として、
不適」と判示した。我が国のいずれかの火山が大規模噴火を起こした場合、火砕流
にとどまらず、火山灰が数百キロ先に降り注いで原発の運転に影響する恐れがある
と指摘されている。自然の猛威は人知をはるかに超えるものであることは、東日本
大震災による大津波で証明された。我が国は地震国でありかつ火山国である。全て
の原発を廃止する以外に噴火の恐怖から逃れるすべがないことは歴然としている。

原発を考える　原発国日本に迫る火山の恐怖
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衝撃の小説『死都日本』

活火山であるかぎり、現在おとなしくしていてもいず
れ噴火する。その噴火がどれほど恐ろしいものであるか
を表した小説がある。医師でもある作家、石黒耀さんの
『死都日本 。２００２年に講談社から刊行され、第２』
６回メフィスト賞を受賞した。現在は文庫本になってい
るが、６００ページを超える大作だ。
西暦２０ＸＸ年、霧島火山群がさまざまな観測データ

から大噴火すると予知され、霧島火山研究所が無人化さ
れることになった。所長がいる最後の日、国立日向大学
で防災工学を教える准教授の黒木伸夫が、地元紙記者の
岩切年昭を伴って同研究所を訪ねて帰る途中、火口湖で
あり山でもある大浪池が水蒸気爆発を起こし、噴煙と噴
石がえびの高原を覆った。この爆発で韓国岳の大半とそ
の近くのいくつかの山が消滅。摂氏７００度を超える爆
風が時速３２０キロの速さで北西方向に広がり、住民３
万人の町を一瞬にして４億年前の植物もない土地に戻し
てしまった。
岩切が車の中から噴煙柱にカメラを向けていると「ド

ーン」という衝撃音。溶岩ドームの爆発とみられ、破局
的噴火が起こると黒木は予想した。間もなく浅い層での
マグマだまりが大爆発を起こし、火砕流が噴煙をあげな
がら都城市を襲った。市街地は厚さ１４０メートルの火
砕物で埋まり、地下に逃れた人も窒息するか蒸し焼きに
なった。火砕流は錦江湾に達し、時速８５キロのスピー
ドで海面を南下、鹿児島市をのみこんだ。
こうして火口から半径１００キロにも火砕流が及び、

最初の噴火から４時間で２００万人が犠牲になるという

人類史上例のない災害になった。
被害はそれだけにとどまらなかった。垂直に成層圏に

突き抜けた噴煙は四方に広がって傘雲をつくる。この巨
大な灰雲が九州と四国をのみこみ、火山灰や硫酸エアロ
ゾルの霧を降らせながら北東方向に進んだ。火山灰には
粘りけがあり、電線や電話線、光通信ケーブルに付着す
ると塊になり、断線やショートさせた。このため通信が
不能になった。硫酸エアロゾルはコンピューターの通風
口から侵入し電子回路に付着、コンピューターを動けな
くしてしまった。
やがて灰雲は、西端は済州島、南端は奄美大島、東端

は岐阜県にまで達し、開かれている国際空港は那覇空港
だけになってしまった。
以上が粗筋だ。これだけの災害になったにもかかわら

ず、黒木と岩切は火砕流から逃げ切る。読者をほっとさ
せる部分もなければ小説にならない。フィクションなの
だからこれはいい。問題は川内原発だ。
霧島火山群の巨大噴火が予想されていたため、首相を

首班とするＫ作戦が秘密裏に実施されていた。この作戦
に基づき、川内原発は運転を止めていた、というのが石
黒さんの設定。このくだりを小説では次のように記して
いる。
川内原発の炉内はまだ多量の放射能を帯びていたが、

燃料棒が撤去されていたので最悪の事態は避けられた。
特に冷却プールに浸けられていた使用済み核燃料は量が
多く、水蒸気爆発で破壊されればチェルノブイリの七倍
の汚染をもたらすとＫ作戦では計算していた。使用済み
だけでプルトニウムのような毒性の強い放射性元素を多
く含み、日本列島は今世紀いっぱい人が住めなくなる可
能性が高かったのである。これを事前に撤去しただけで
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もＫ作戦を施行した意味はあったと言えよう。
すでに述べたように 『死都日本』は福島第一原発事、

故の９年前に刊行された。福島事故後にこの小説を執筆
したならば、石黒さんはこうは書かなかったかもしれな
い。

火山の４類型

佳多山大地氏が書いた『死都日本』の「解説」による
と、石黒さんは子どものころから火山について強い関心
を持ち続け、大学時代から８年間を宮崎で暮らしていた
ときに九州の火山を見て歩き、その後も日本各地の火山
を踏破したという。たしかにこの小説を読むと、石黒さ
んが随分火山について勉強をしたことがわかる。玄人は
だしと言えるかもしれない。とはいえ専門外である。本
当にこの小説のようなことが起こるのだろうか。私は鎌
田浩毅氏の『火山噴火――予知と減災を考える （岩波』
新書）をひもといた。
火山が噴火すると『死都日本』にもあるように噴煙が

湧きあがる。これを噴煙柱といい、その高さによってプ
リニー式（高さ５５キロ 、ブルカノ式（２０キロ 、ス） ）
トロンボリ式（１０キロ 、ハワイ式（２キロ）の４タ）
イプに分類される。
西暦７９年、イタリア中部のヴェスヴィオ山が大噴火

し、ポンペイを一夜にして埋めたとき、救援に駆け付け
ようとして噴煙に巻き込まれて死んだプリニウス提督に
ちなんで名づけられたのがプリニー式噴火。地下から上
昇するマグマが強烈な運動エネルギーを持っているた
め、軽石、火山灰、岩片、火山ガスが火口からジェット

のように勢いよく噴き出し、対流圏を突きぬけて成層圏
にまで達する。噴煙柱が上空で持ちこたえられなくなる
と、軽石と火山灰が一緒になって雪崩のように一気に落
下して流れだす。これが火砕流だ。軽石、火山灰と岩片
から成る固体と、軽石から出る火山ガスが混じりあいな
がら一団となって流れる。１９９１年に噴火したフィリ
ピンのピナトゥボ火山の場合、火口の周囲２０キロまで
火砕流が到達した。
ブルカノ式噴火は爆発的に岩石や火山灰を飛ばす噴火

をいう。ブルカノはイタリア半島の西の島の名前。１９
５５年の桜島噴火がブルカノ式。浅間山では１０年に１
回の割でブルカノ式噴火が起きている。ブルカノ噴火の
場合、爆発的に噴き出る高圧ガスが火口底の岩石を吹き
飛ばすという特徴があり、大きさ数センチの石が４キロ
先まで飛ぶ。ブルカノ式噴火では溶岩流が出ることは少
ないが、大量のマグマが噴出した１９１４年の桜島噴火
では、プリニー式噴火を起こして軽石と火山灰を降り積
もらせたあと、大量の溶岩が流出する複合タイプの噴火
だった。
地中海のブルカノ島の北２０キロのところに浮かぶス

トロンボリ島ではローマ時代以来２０００年以上、島の
山頂から噴火が断続的に起きている。数十分から数分間
マグマの飛沫を噴きあげ、数十分間休止し、また噴き上
げるのがストロンボリ式噴火。伊豆大島の１９８６年の
噴火ではストロンボリ式の噴泉があった。噴火すると火
山灰を含んだ黒い噴煙柱があがるが、高度は１～２キロ
にとどまる。
ハワイ式はハワイのキラウェア火山やマウナロア火山

で典型的に見られるタイプで、見事な溶岩噴泉と莫大な
量の溶岩流出が特徴。噴火は爆発的でないので、火山灰
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はできない。噴火が始まってしばらくすると溶岩湖（火
口の周りの溶岩の池）の縁からマグマがあふれだし、溶
岩が流れ出す。この溶岩が何十万年という時間をかけて
ハワイの面積を徐々に広げてきた。
本稿は火山と原発の関係を探るのが目的である。さす

がに火山と目と鼻の先には原発は立地していないので、
火山から比較的遠距離にある原発に噴火が悪影を及ぼす
恐れがあるかに絞って検討する。
『火山噴火』によると、地球を囲む大気は地上から約１
１キロまでが対流圏、その上が成層圏と呼ばれる。成層
圏では強い風が一定方向に吹いており、火山灰がこの層
に突っ込むとはるか遠くに運ばれる。大きな噴火が起こ
ると火山灰は何百キロメートルという思わぬ遠方まで降
り積もる。
１１キロ以上の上空まで噴煙柱が立つのはプリニー式

とブルカノ式噴火の場合だ。日本でこうした大噴火が起
こる恐れがあるかどうかがカギといえるだろう。

原発コンピューターに火山灰

『 』（ ） 、伊藤和明氏の 地震と噴火の日本史 岩波新書 に
「歴史に見る火山の大噴火」として富士山、浅間山、雲
仙普賢岳、有珠山、磐梯山の噴火例が紹介されている。
ざっと概観しておこう。
富士山が奈良時代から平安時代にかけて噴煙を上げて

いたことは、文学作品にも表れている 『万葉集』の和。
歌には 「不尽の高嶺の燃えつつかあらむ 「布士の高嶺、 」

」 、 （ ）の燃えつつ渡れ などと詠まれ 菅原孝標の女 むすめ
は１０２０年 『更級日記』のなかで 「富士の山はこの、 、

国なり （略）山のいただきの少し平らぎたるより、け。
ぶりは立ちのぼる。夕暮は火の燃えたつも見ゆ」とした
ためている。
富士山が大爆発したのは１７０７（宝永４）年 「宝。

永の大噴火」と呼ばれている。１０月２８日（太陽暦、
以下同じ）に大地震が発生、東海地方から紀伊半島、四
国にかけて大災害をもたらした。この４９日後の１２月
１６日、富士山中腹から噴火。約１００キロ離れた江戸
では黒い大きな雲が空一面に広がり、灰が雪のように降
った。新井白石は『折たく柴の記』に 「白灰地を埋み、
て、草木もまた皆白くなりぬ」と書いた。灰は１０日余
り断続的に降り、その厚さは１０センチ以上にのぼった
という。
浅間山が大規模噴火を引き起こしたのは１７８３（天

明３）年のことだ。５月９日に噴火が始まり、いったん
小康状態になったあと８月２日に大きく噴火。この２日
後、さらに激しい噴火になり、軽井沢宿１８６戸のうち
７０戸が噴石などでつぶれ、５１戸が焼失した。８月５
日に大規模な火砕流（鬼押出溶岩）が発生、北に流れだ
して麓の村を直撃し、４７７人が犠牲になった。降灰は
関東、甲信越から東北にまで及び、微細な塵や粒子が成
層圏にまで達して日射を遮り、冷夏になった。京都です
ら「日輪も光なく、唯月を望む如くなり （ 橘南谿西遊」『
記 ）というありさまだった。』
１９９０年に始まった雲仙普賢岳の噴火は記憶に新し

い。９１年５月、山頂部に溶岩ドームが出現し、その先
端が崩壊して火砕流が発生。６月３日のやや規模の大き
い火砕流で４３人が犠牲になった。雲仙普賢岳では１７
９２年２月１０日、激しい地震とともに噴火が起きて溶
岩が流出したうえ、４月２１日に起きた地震で普賢岳の
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手前の眉山が崩れて有明海に突入して津波が発生、１万
５０００人が亡くなり「島原大変」と呼ばれた。
有珠山は１６６３年の「寛文の大噴火」以降、江戸時

代に４回、明治以降でも７回噴火した。８回目となる２
０００年３月３１日に起きた噴火では、マグマの上昇に
ともない地盤が７０メートルも隆起して潜在ドームが形
成された。１８２２年の大噴火では火災流で多数の死者
が出ており、温泉地に近く周囲に住居が多いことと相ま
って、目の離せない火山である。
「 」 。会津磐梯山は宝の山よ と俚謡にもうたわれる磐梯山
この山の最も古い噴火記録は８０６年のもので、大規模
な水蒸気爆発とみられている。１７８７年ごろにかかれ
た『東国旅行談』は 「高峰の峯より炎立ち昇る事は烈、
々として其煙雲と等しく天を焦す勢なり」と、山頂から
噴火を上げている様子を表している。この山は円錐形の

、 （ ） 、成層火山だったが １８８８ 明治２１ 年７月１５日
磐梯山を形成している小磐梯山で水蒸気爆発が起きて山
の北半分が崩壊、岩屑なだれが発生し４６１人が生き埋
めになった。火山灰が偏西風にのって東に流れ、１００
キロ先の太平洋岸にまで達したという。
これらの噴火記録からみると、富士山と磐梯山はブル

カノ式噴火と思われる 『地震と噴火の日本史』で取り。
上げられたのは２０世紀までの噴火だが 『火山噴火』、
では２００４年９月の浅間山噴火や２００３年１月の桜
島噴火もブルカノ式としている。我が国の代表的な火山
の多くはブルカノ式噴火を起こすとみていいだろう。
すでに触れたように、富士山の噴火では江戸で火山灰

が１０センチ以上も積もり、浅間山の噴火では広範囲に
火山灰が落ちている。これらの火山灰はただの灰ではな
い。軽石が細かく砕かれたもので、単純にいえば石のつ

ぶて。地上に落ちると移動せず、コンピューターの吸気
口から入ると中に付着して誤作動を起こすというやっか
いな代物だ （ 火山噴火 ）。『 』
原発はコンピューターで制御されている。この原発シ

ステムに火山灰がもぐりこんだら「誤作動を起こす」と
いうのが火山学者の常識だ。
以上を踏まえたうえで、火山国である日本での原発立

地が妥当であるのかを検討しなければならない。

火砕流１００キロの縄文例

冒頭に述べたように広島高裁は伊方原発３号機の運転
差し止めを命じる決定をした。その理由として「阿蘇山
の火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえ
ない」ことをあげた。野々上裁判長は阿蘇山が噴火した
場合、１３０キロ離れた同原発まで火砕流が流れ込む可
能性がある、と判断したのだ。火山灰が遠距離の原発に
達する恐れが十分にあることは本稿で検討してきた。火
砕流も到達すれば、危険性のレベルは飛躍的に大きくな
る。原発を致命的に破壊するだろう。実際に起こり得る
のだろうか。
原子力規制委員会は原発から１６０キロ圏内にある火

山について 「過去最大の噴火規模を想定し、火砕流が、
原発に到達する可能性が十分小さいと評価できない場
合、立地は不適」としている。広島高裁決定要旨（１２
月１４日付毎日新聞）によると「破局的噴火の発生頻度
は１万年に１回とされているが、阿蘇山がこうした噴火
を起こした場合、周辺１００キロが火砕流で壊滅状態に
なり、国土の大半が１０センチ以上の火山灰に覆われる
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と予測されている」としたうえで 「約９年前に発生し、
た過去最大の噴火規模を想定すると、阿蘇カルデラが伊
方原発運用期間中に活動する可能性が十分小さいとはい
えない」と判断 「申立人（広島、愛媛両県の住民）の。
生命、身体に具体的危険がある」と結論づけた。
この決定からみると、原発運転中に阿蘇山が破局的噴

火を起こす可能性がどの程度あるとみるかが焦点である
ことがわかる。では破局的噴火とはなんであろうか。
古儀君男氏の『火山と噴火 （岩波ブックレット）に』

よると、噴出物量によって噴火の規模は９段階に分類さ
れている。破局的噴火はこのうち７、８に相当し、噴出
量は１００立法キロ以上（雲仙普賢岳の噴火は０・２立
法キロ以下）になるものを指す。こうした巨大噴火では
直径が２キロ以上のカルデラが形成される。阿蘇山では
９万年前に噴出量が２００立方キロに及ぶ巨大噴火が起
きたとされ、広島高裁の判断材料となっている。
門外漢の私は、我が国の火山で火砕流が本当に１３０

キロも流れるのか、といささか疑問だったが、それを証
明する縄文時代早期の遺跡が南九州で見つかっている、
と知った。
霧島市で９５００年前の桜島噴火による火山灰層の下

から竪穴住居が発掘されたことなどから、縄文人が早く
から南九州に住んでいたことがわかっている。その縄文
人が７３００年前の鬼界カルデラの超巨大噴火によっ
て、忽然と姿を消したのだ。
『火山と原発』によると、鬼界カルデラは薩摩半島南約
５０キロの海底火山。噴火によって高さ３万キロにまで
達した噴煙柱が崩れて火砕流が発生。海と陸を１００キ
ロにわたって高速で走り、南九州の縄文集落を襲ったと
推定された。屋久島、種子島、大隅半島の南部にその堆

積が確認されている。火山灰は広範囲に降り、その厚さ
は九州南部で５０センチ～１メートル、四国や紀伊半島
で２０センチ、関東地方で数センチになり、東北地方で
も確認されているという。まるで『死都日本』だ。石黒
さんは決してあり得ないことを小説にしたのではないの
だ。
こうした記録からいえるのは、破局的噴火は必ず起こ

るということだ。現在の火山学ではそれがいつであるか
の予知はできなけれども。
仮にその発生が１万年に１回とすれば 原発運転中 最、 （

大６０年としても）に起こるとはだれも証明できないだ
ろう。だったら原発を動かしてもいいのか。広島高裁決
定が問いかけているのはまさにこの一点である、といっ
て過言ではない。
私はこの「原発を考えるシリーズ」で、原発は「許さ

れた危険」なのか「許されざる危険」なのかについて、
何度か考察を重ねてきた 「許された危険」というのは。
「危険だが、一定の規制のもとで運転は許される」とい
うもので、国や電力会社の原発推進の論拠である。これ
に対し「放射能は余りにも人類に危険で運転はゆるされ
ない」とするのが「許されざる危険」の考え。広島高裁
が９万年前の噴火を論拠に運転を認めなかったのは 許、「

」 。されざる危険 の立場から判断したものにほかならない
「 」 。私は 許されざる危険説 を採るべきだと考えている

広島高裁の決定は大いに賛成である。ただ、火砕流だけ
に絞っての判断では、最高裁で高裁決定が維持できるか

。 、は疑わしい 最高裁判事にまで出世した裁判官の中には
政府の顔色をうかがったと思われる判決を下す人がまま
見られるからだ。
では、最高裁でも「運転差し止め」に持ち込むために
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はどのような理論づけが求められるだろうか。
、 、本稿でみてきた通り 破局的噴火に至らない噴火でも

火山灰が風にのって１００キロ先まで達した例は決して
稀ではない 「許された危険説」の立場にあっても、良。
心的な裁判官なら火山灰によって原発が機能不全になる
具体的危険はあることを認めざるを得ないだろう。破局
的噴火による火砕流と大規模噴火による火山灰の二重構
成による理論化が有効だと私は考える。こうすれば、破
局的噴火の可能性の立証が崩れても、大規模噴火が起き
る可能性は十分立証できるだろう。数百年から千年に１
度は大規模噴火するのだから、運転中に噴火が起きる可
能性は決して小さくないと言えるのだ。このように考え
ると、火山灰が原発コンピューターを誤作動させ、放射
能漏れを引き起こす恐れについての論証が重要な課題と
して浮かび上がる。火山学者、脱原発派原子炉研究者ら
と一体となった立証作業が求められる。
我が国には現在活火山が１１１ある 『火山噴火』に。

よると、このうち「活動が特に高い」Ａランクの火山は
浅間山、阿蘇山、桜島など１２山。だがＢランクの御岳
山が２０１４年９月に噴火、登山者６３人が犠牲になっ
たことにみられるように、いつ噴火があってもおかしく
ない国だ。
地震国、火山国である我が国が原発国であってもいい

のか 『死都日本』では、物語の最後に首相がテレビを。
通じて国民に語る 「幸い今回の噴火では火砕流に襲わ。
れた原子力発電所が偶然廃炉になっていて助かりました
が、もし稼働中なら日本人は住める国土を失うところで
した」と述べたのに続いて「この災害国で原子炉や放射
性廃棄物保管施設を維持することがいかにきわどい賭け
か、関係閣僚の皆さんにも充分お分かり頂けたと思いま

す」と、原発依存からの脱却を訴えかける。
現実の我が国の首相は憲法を変えることに政治生命を

かける一方で、原発推進というきわどい賭けをも行って
いる。このような首相の存在自体が「国難」であること
に国民は気づかねばならない。

破滅のイメージ
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文、写真 井上脩身

昨年秋、箱根の足柄山に登るため、ＪＲ小田原駅に降りた。ホームを歩いている
と、童謡『お猿のかごや』のメロディーが聞こえる。♪エッサ エッサ エッサホ
イサッサー。子どものころ何度か聞き、うたった。懐かしくなって口ずさむ 「小田。
原提灯ぶらさげて 。小田原提灯って何だろう、お猿のかごやはだれを乗せてどこへ」
行こうとしているのだろうと、子ども心に不思議に思ったものだ。あれから６０数
年がたつ。今になって解明したいと思った。小田原は東海道の宿場だった。宿場と
何か関係があるのだろうか。１月下旬、かつての小田原宿を訪ねた。
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中心街は「かまぼこ通り」

小田原宿は９番目の宿場。江戸からは最初の城下町宿
場でもある。
小田原城は１４１７年、大森頼春が築城、戦国時代の

初めに北条氏の居城となり、３代北条氏康のときには難
攻不落の城といわれ、上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐
えた。秀吉の小田原攻めなどで北条氏は没落し、家康は
腹心の大久保忠世を小田原城に置いた。以降、江戸時代
を通じて大久保氏の居城になっている。

小田原城は駅から西に十分足らずの所にあるが、私は

駅から南東方向に向かった。２０分ほど行くと片側２車
線道路にぶつかる。旧東海道である。その道の南側の小
さな公園に高さ１・５メートルの四角い石碑がある 江。「
戸口見附」と刻まれている。小田原宿の東端だ。

。 、ここから西に進む ２００メートルほど行くと左折し
先ほどの片側２車線道路と平行した道に出る。道幅約９
メートル。片側１車線。少しは旧東海道らしくなる。さ

「 」 。らに１５分ほど歩いて 清水金左衛門本陣跡 に着いた
案内板によると清水金左衛門は小田原宿の４軒の本陣

の筆頭で、町年寄として宿場全体を掌握する地位にあっ
。 、 （ ）、た 別の史料には 天保年間 １８３０～１８４４年

敷地面積１３００平方メートル、建て面積１０００平方
メートルの大本陣だったとあり、尾張徳川家をはじめ、

（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、島津 薩摩 細川 肥後 浅野 安芸 井伊 近江
池田（備前 、山内（土佐）などの名だたる大名が宿泊）
したという。
明治天皇が１８６８（明治元）年１０月にこの本陣に

宿泊したことから、本陣跡には高さ４メートルの「明治
天皇宮ノ前行在所跡」の碑が建っている。それほどに格
式があった本陣だが、今はその名残はない。

清水本陣のすぐ近くで「脇本陣古清水旅館」と書かれ
た看板が目に留まった。現代風の旅館が建っているが、
元は脇本陣だったのだろう。小田原宿には４軒の脇本陣
があったといい、この辺りが宿場の中心であったことは
まぎれもない。何か面影がないか、と見渡すと「かまぼ
こ通り」の標識が目に入った。私が歩いているこの旧宿

「 」 。場の街道は今 かまぼこ通り と名づけられているのだ
小田原宿の特徴の一つはすぐそばが海辺であること

歌川広重の浮世絵「東海道五十三次・小田原」
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だ。相模湾の砂浜に出てみた。１
隻の小舟が漁をしていた。江戸時
代、漁師たちが捕った魚の多くは
旅人に供されただろう。問題は箱

、 。根山中にある次の宿場 箱根宿だ
小田原から箱根まで腐らせずに運
ぶのは難しい。そこで蒲鉾づくり
が始まったといわれている。１８
４６年、富士山麓の須走で小田原
藩主一行が蒲鉾を賞味したとの記
録があり、江戸後期には蒲鉾がす
でに小田原の地場産業になってい
たようだ。

蒲鉾が小田原の名物になると、小
田原宿必須メニューになったはずだ。参勤交代の大名は
本陣で、家老たちは脇本陣で、できたばかりの最高級蒲
鉾に舌鼓をうっていたにちがいない。

では身分の低い侍や町民たちはどうしていたのだろ
う。旅籠や一膳飯屋で蒲鉾をつっついていただろうか。
こんなことを考えていると 「う」の字を丸で囲んだ商、
標の看板が目に入った。明治の初めに創業された蒲鉾商
「丸う田代」の店舗だ。地図で確かめるとそこは浜町。
なるほど蒲鉾店の立地にふさわしい。のれんを通りに突
きだす店の構えも歌舞伎の舞台のように時代がかってい
る。

店内をのぞいた。２本入り１万円のものから１袋３０
０円のものまでさまざまな商品が並んでいる。おそらく

原材料の魚の違いによるのだろう。安い魚からのものだ
からといって、まずいとは限らない。という理由をつけ
て私は「たんざくあげ」という商品を土産に買った。ス
ティック状の揚げ蒲鉾が８本入っていて３００円。翌日
昼食のおかずにした。厳密には蒲鉾とはいえないかもし
れないが、魚のすり身にはちがいない。素朴だが深みの
ある味が口に広がる。蒲鉾が今なお小田原名物であるこ
とを納得できた。

ところで、江戸時代の街並みはどのような雰囲気だっ
たのだろう。清水本陣の少し西に「小田原宿なりわい交
流館」がある。１９３２年に建てられた旧網問屋をその
まま使った観光案内所だ。出桁（だしげた）造りと呼ば
れる軒の桁がはりだした構造。大正の建築ではあるが、
江戸の風情を思わせる。

この交流館から出てきた夫婦と思われる観光客が、通
りかかったタクシーに乗った。ふとこの入り口の前に駕
籠かきが客を待っている様子を思い浮かべた。小田原宿
には旅籠が９５軒あったという。駕籠かきも随分大勢い
ただろう。旅人は駕籠に乗ってどこへ向かったのだろう
か。

箱根八里を駕籠に乗り

旧東海道は小田原城の近くを通っている。その堀のそ
ばの石垣の上に「箱根口門跡」の幅５メートルもある大
きな横書きの石碑がある。ということは、ここから西は
箱根への道ということだろう。さらに約 キロ西に進む1
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と早川にかかる
「大窪橋」に出
た。橋に立つと
箱根の山々が迫
ってくる。早川
沿いの道を大型
車があえぎなが
ら上るのが見え
る。この辺りは
正月の風物詩、
「箱根駅伝 （東」
京箱根往復大学
駅伝競走）の箱
根の登りコース
だ。
駅伝コースの往
路は早川沿いに
登り芦ノ湖をゴ

ールとしているが、旧東海道も早川に沿い、さらにその
上流の須雲川に沿って芦ノ湖に向かう。この湖畔に箱根
宿があった 「箱根八里」といわれるが、うち小田原―。
箱根間は４里、約１６キロだ。この長い上り坂の途中に
宿場はない。足に自信のない旅人は駕籠に頼るしかなか
ったであろう。
というわけだから、駕籠が向かう先は箱根宿だったに

ちがいない。

晩秋から冬にかけて、うかうかすると宿場に着くまで
に日が落ちる。なにせ箱根の山は学校唱歌にもうたわれ
る「天下の嶮」であり 「昼なお暗し」なのだ。駕籠か、

きにも箱根の日暮れは恐ろしいところだった。だから提
灯を常に持ってなければならなかった。

では小田原提灯はどのような提灯だったのだろう。足
、 。下地蔵尊に提灯がずらっとぶら下がっている と聞いた

同地蔵尊は伊豆箱根鉄道大雄山線で小田原駅から二つ目
の井細田駅の近くだった。地蔵尊の前に高さ４メートル
くらいの提灯吊り下げ棚が立てられていて、約５０個の
提灯が３段にぶら下がっている。１個の大きさはいずれ
も高さ約５０センチ。上下の端が丸みを帯びたじゃばら
式の提灯だ。なんの変哲もないように見える。

これらの提灯はいずれも山崎提灯店が作った。山崎提
灯店のホームページなどによると、江戸時代半ば、小田
原の甚左衛門が「箱根越えの旅人のために」とじゃばら
式提灯を考案した。折りたたむと胴の部分が縮まってふ
たに納まるので携帯に便利というわけだ。それまでの提
灯よりも紙に接する骨部分を広くとり、剥がれにくくし
たのが第二の特徴。雨や風にも強いという。もう一つ、
足柄の山中にある大雄山最乗寺の神木の一部を材料に使
い 「狐狸妖怪などの魔除けになる」と宣伝した。こう、
した知恵が奏功し、小田原提灯が大いに受けたのだ。享
保（１７１６～３６年）ころには全国に広がり、小田原
宿では土産物にもなったと伝えられている。
駕籠かきにしてみれば、明るいうちに棒の先に提灯を

、 、ぶら下げていたのでは 足を運ぶたびにぶらぶらと揺れ
かつぎにくくて仕方がないだろう。小田原提灯ならば、
昼間はどこかにしまい込んでおける。提灯がじゃばら式
であるのは今では当たり前だが、箱根の山を前にした小
田原宿ならではのアイデアだった。

明治初年創業の蒲鉾商「丸う田代」の店舗
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こんなふうに考えて
いて 「万町」という、
旧町名を示す石碑が江
戸口見附と清水本陣の
間にあったのを思い出
した。裏に「小田原提
灯」と刻まれていたの
だが、本陣跡を探すこ
とに頭が奪われて、十
分読まなかったのだ。
この石碑の所にとって
返した。万町は「よろ
づちょう」と読む。碑
文には、紀州藩の飛脚
継立所があり、江戸時
代末には５軒の小田原
提灯を作る家があっ
た、とある。万町だけ
で５軒あったのだか
ら、小田原全体でかな
りの提灯業者があった
と思われる。現在、小
田原には山崎提灯店を
入れて２軒しか残って

いない。

「山猿」が作詞、作曲

最後の疑問。なぜ駕籠の担ぎ手はお猿さんなのか。

『お猿のかごや』は山上武夫（１９１７～８７）が１９
３８年に作詞、海沼實（１９０９～７１）が作曲した。
山上と海沼はともに長野県出身。骨董を商う山上の実家
の店の片隅に小田原提灯が置かれていたという。山上が
７７年に書いた『 お猿のかごや」に寄せて』という一「

。「 、文が残っている 東京の義兄の家に居候していたとき
（故郷に）帰りたいと思った。不意に『小田原提灯』が
パサッと揺れ、駕籠が走った」とつづっている。

ではなぜ猿なのか。山上はこの一文に「二人はかごや
なのだ。先棒は海沼先生、後棒はそれに従う自分。二人
とも信州の山猿だ」と書いている。お猿のかごやはこの
曲の作詞者と作曲者だったのだ。

３９年、ビクターからレコードのＢ面に収録されて発
売されると注文が殺到。翌年、Ａ面曲として再発売され
た。戦後の４８年、コロンビアから川田孝子が歌って発
売され、だれもが知る国民的童謡になった。
かごやがお猿であるのは、たまたま山上の実家に小田

原提灯があったにすぎないというわけだが、しかし箱根
を登る駕籠かきがキツネやタヌキならば「狐狸妖怪など
の魔除け」にはならない。むしろ旅人の方が化かされは
しないか、と心配するだろう。言われてみれば合点がい
った。天下の険には山慣れしたサルが似あっている。

松原神社を訪ねた。観光ガイドに「松原神社は小田原
宿の鎮守の社」と記載されていて 「小田原宿の魂」を、
うかがえるのでは、と思ったからだ。神社は小田原なり
わい交流館からそう遠くない、旧東海道から少し奥まっ
たところにあった。

小田原提灯を作る家があった万町の石碑
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神社の前の由緒が書かれた立て札には「小田原の宿十
九町の総鎮守」とあるが、入り口の鳥居から本殿までは
２０メートルしかなく、特段大きな神社というわけでは
ない。しかし、毎年５月３日から５日にかけて開かれる
例大祭がこの神社の得意絶頂とするところだと近くの人
が教えてくれた。江戸時代は１月と４月に交互に行われ
たこともあったといわれ、漁師の祭りとして続けられて
きたという。

祭りは５月３日夕方の神輿の御霊入れから始まる。５
日、神輿の宮入りで祭りは最高潮に。神輿を担ぐのは袢
纏に鉢巻姿のいなせな若者たち。その威勢のよい動きと

気迫あふれる掛け声。元は漁師たちの海の守りへの強い
願いをこめて発せられたのだろう。その勇壮な様は、ど
こか『お猿のかごや』と重なる。相模の海の神をまつる
神輿と箱根の山へ行く駕籠。小田原宿は海辺の宿場であ
るとともに、箱根の山の入り口の宿場でもあるのだ。
海難救助の保安官を描いた劇画『海猿』が１９９９年

から２００１年にかけてコミック雑誌に連載され、映画
にもなった。小田原とは関係がないが、小田原宿には陽
気で元気な山猿や海猿がいて、城下町でもあるこの宿場
の武士や町人、旅人が混在する喧騒まじりの賑わいぶり
を思い描いた。

ＪＲ小田原駅に戻った。改札口の頭上に５メートルの
「小田原」と書かれた提灯がぶら下がっている。そうい
えばこの小田原宿探訪の旅は同時に小田原提灯を見る旅
だった。小田原宿なりわい交流館の天井にもおでん屋の
入り口にも、駅近くのたこ焼き屋にも小田原提灯がかか
っていた。ＬＥＤの時代の今なお、小田原では提灯は観
光になくてはならない現役なのだ。

電車で横浜に向かった 「お猿のかごやだ ホイサッ。
サ」のメロディーが送ってくれた。

ＪＲ小田原駅改札口の巨大提灯
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はない みほ

年末の話。たまたまリビング行くと、テレビが流れていた 「ザ・漫才」だった。昔はよく見て笑っていた。いつ頃の。
事かと思えば、震災前だった。震災から７年も経ってしまった。被災地に行ったのもついこの間の事のように思えるの
だが、あのとき５年生だった息子は、もうこの春には大学生。その年に生まれた子供達がこの春にはもう小学２年生に
なるのだから、いつの間にか時間だけが経っている。ただ私はあの頃から、いつ日本は良くなっていくのかと毎日指を
折って数え、日を追っているからか、まだ震災は昨日のように思えるのだ。たまにはお笑いも悪かないかとテレビを久
しぶりに見た。知らない若手漫才師がこの７年で幾人か出ている。流行にのっていない自分を感じた。面白いが、やっ
ぱりあの頃のようには馬鹿笑いできない。するとウーマンラッシュアワーが出てきた。早口言葉で話す村本氏の空気が
違っていた。福井は北朝鮮の隣というフレーズで始まった。すると村本氏は大飯原発の大飯出身だと言う。それから、
大飯原発の夜事情を伝える村本氏のセリフに思わず唸ってしまった。次に東京、次に沖縄、次に熊本、次にアメリカ、
北朝鮮、最後に日本の問題を伝えた。忖度で流される日本の現状をネタの中でハッキリ伝えた。私は、当たり前の事を
言った村本氏の言葉にこの上なくすっきりした気持ちになっていた。
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翻弄される民衆

震災後、私は東北に、大
飯に、沖縄に何度か足を運
んだ。村本氏の言うように
テレビから流れない民衆の
言うに言われぬ状況を目に
してきた。ゆえに、東北、
福井、沖縄、熊本に押込め
られた声は、彼の言葉に凝
集されているように思っ
た。仮設住宅に住む人たち
は、本当にオリンピックよ
りゆったりと過ごす日常を
願っているだろう。公の情
報からは、すっかり原発問

題や、災害を受けた場所の現状は流れない。ゆえに、問
題は当事者だけの問題に停まってしまった。福島の駅に
いけば、連日イベントのオンパレードだという。当事者
の負担をイベントでぼかす。自己責任論を出し、政府も
東電も保障を縮小し、もう終わった事となっている地域
もある。この状況はまさに戦後の公害問題の熊本県の水
俣である。

この２月１０日 『苦海浄土』著者・石牟礼道子さ、
んが亡くなった。彼女の訃報を聞いて、彼女の生声を

で聞いた。彼女は、結婚し子どもができた当YouTube
初、生きる為に海でとれた魚を山間の村に売りに歩いた
と言った。その後、水俣と同じ症状が、山間の村でも出
て、これは自分が売歩いた魚に問題があったのだと自分

。 、の行為を悔いたと語った 彼女の人生は水俣訴訟運動と
水俣を文章に綴り、閉じ込めた国とチッソの負を世に知
らしめた。水俣も、福島もその土地に住む人々が、生き
ていく為にそこで働いている。当事者であり被害者でも
ありうる形が作られている。国も企業も事が起きればた
だひたすら隠し、なかった事とする。いったい国とは何
であろうか。そして民衆とはいかなる立場であろうか。
その思考に共鳴するように、ネット上の田中龍作ジャー
ナルのある記事に目が止まった。韓国を独裁の国とし、
北朝鮮を工業の発展した国としていた。私は戸惑い、隣

、 。の国 韓国と北朝鮮の事を何も知らない自分に気づいた
なんで、知らないのだろう？私は韓国の何を知って、北
朝鮮の何を知っていたのだろう？北朝鮮ミサイルが！？
という言葉で日本を揺るがす報道が連日ある。しかしそ
の北朝鮮の事を何も知らない私たちが、なぜ北朝鮮を怖
いと思うのだろうか？それに工業発展の国とはいつのこ
とだろう？韓国が独裁国とはいつの事だろう？さまざま
な朝鮮に対する疑問がわき上がり、私は怖くなって、こ
の無知から来る恐怖を取り除く為に急いで図書館に向か
った。

朝鮮という国を知る

朝鮮という国はいつ日本に侵入され、その朝鮮がなぜ
二つの国に別れたのか？朝鮮戦争はなぜ起こり、なぜ終
焉しないのか？それを知りたく何冊かの本を借り、その
中でも 中立の話を知りたく いろいろ読んでみた 朝、 、 。「
鮮戦争の社会史―避難・占領・虐奪」著者・金東椿。こ
の本は、朝鮮人として北朝鮮側からと韓国側からの朝鮮
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戦争時の現状を細かく
記した本である。私は
読み進めるにあたり怖
くなった。韓国と言う
国と初代大統領である
李承晩。李承晩の生い
立ちや彼の生き様は、
まさに の前号でLapiz
記載した赤松小三郎の

記事の中の長州人の動きであった。李承晩の徹底したア
メリカ追従の政治は、ナオミクライン著の「ショックド
クトリン」の中にあるチリのクーデターの様相そのもの
であった。さらに、１９４５年２月に国連軍がヤルタ会
議を開催しているのだが、その会議では、朝鮮の統治を
国連軍で分配する事を決めている。東京大空襲は１９４
５年３月１０日であり、沖縄が占領されたのは１９４５
年６月２３日である。広島に原爆が落ちたのが１９４５
年８月６日で、長崎が１９４５年８月９日であり、終戦
は８月１５日。そして本当の終戦は１９４５年９月６日
という記載もある。国連軍は２月の段階で、日本がとっ
ていた朝鮮領土の分割の取り決めをしているのだから、
もう日本の敗北は決まっているではないか。さらに李承
晩は、その時、国連軍に南朝鮮を「大韓民国」といい、
国を作っているのである。正式にはまだ国は認められな
かったが、なぜ、２月の段階で、朝鮮人の李承晩が、国

。 、作りの承諾を得る事ができたのか この不思議な日程に
愕然とした。この２月の段階で日本が負けると判断され
ているのであれば、東京大空襲も沖縄への上陸も、原爆
も落とす必要はなかっただろう。それなのに、日本がズ
タズタになってしまったのだ。それも民衆をことごとく

地獄に押し込めた悲劇がその後繰り広げられているので
ある。
「朝鮮戦争の社会史」を読み進めると、国家とは容易く
できるものと理解でき、冷戦という言葉も国連軍の思惑
で作られたもののようにとれる。さらに戦争という恐ろ

、 、しき状況も偶然に生まれた産物ではなく 大変意図的に
計画的にただ遂行されるものと理解できる。大統領も、
ある所から与えられた役職であるように感じるのであ
る。韓国の李承晩は、朝鮮戦争勃発時、韓国にはいず、
日本を介してハワイに逃げている。そして韓国で戦争の
火ぶたを切ったのは、李承晩の録音放送だったという。
また李承晩は、韓国を出る時に、北朝鮮の南下を遅らせ
る為に漢江人道橋を爆破した。その後、米軍により無差
別的な空爆と機銃掃射が行われたという。この米軍は日
本の沖縄基地から飛び立ち、戦後の復興を朝鮮特需のお
かげというように、日本に好景気をもたらした。沖縄も
太平洋戦争で破壊され、８０％の人たちが収容場に入れ
られ、土地と家を奪われ、生きていく為に基地で働く。
この構図はまったく水俣や福島も同じであり、民衆は被
害者にも加害者にもなってしまうように仕掛けられてい
るように思う。また、うちなんちゅうとやまとんちゅう
という言葉で、沖縄と本土を分断するように、朝鮮と日
本を部落差別という言葉や在日という言葉に持って行か
れてしまい、敵味方の意識を植え付け、対立の関係があ
えてつくられているように思われる。しかし、どこの国
も被害を被るのは民衆であり、戦争に駆り出されるのも
民衆であり、敵味方といって向き合う意識も実は民衆だ
けである。戦争だと始めるのは、その国の首相や大統領
であり、そのタイミングは、計画の中にある。さらにそ
の後ろには大国がいる。
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今、北朝鮮問題を考えた時、北とアメリカ、日本の今
の現状だけを見るよりも、戦中戦後の朝鮮の歴史を知る
ことがどれだけ重要であるかをこの本は語っている 現。「
代史は時間切れ・・・」と二年前の紅白でサザンオール
スターズは歌ったが、終戦と、サンフランシスコ条約で
歴史は終わり、後は各自で読んでおけで終わった日本の
社会科の授業。安保反対運動を知らない大人が子どもの
頃に受けた教育がこれであるゆえに、私たちは、沖縄も
朝鮮も興味を持つ事さえできなかったのではなかった
か。北朝鮮の民衆も、韓国の民衆も同じく自国の歴史を
知らないのではないか。なぜ知らないのか・・・日本と
同じだからであろう。

大掛かりなプロバガンダ

、 。マスメディアから何が流れ 教育で何を学んでいるか
なぜ銅像が建てられるのかということも、純粋に負の歴
史の償いなのだろうか。偶像崇拝を考えた時、偶像を良
しとするキリスト教と偶像崇拝を悪しきとするイスラム
教のように物事を良し悪しでは言いがたいものである。
世の中にはあえて形化し、そこを踏み絵のようにして、
人々に恐怖をもたらすものがある。これは、江戸時代の
キリスタンの踏み絵に見るように、クロスを拝み、カメ
オのマリア様を拝み、大日本帝国においては、天皇を祀
る祠を拝み、現在でも氏神と称し、近所の神社から頂い
た紙にハンコが押しているものを神と崇め奉る。それに
何かが起これば、人々はこの捉われに恐怖して金縛りに
あう。あえて意識を与え形化するものに、一種の恐怖が
否応無しにつきまとうように思われてならない。この恐

怖こそが、偶像を与える側の狙いであり、それをまた取
り除く時に与える開放をも意図的な狙いでもあるのでは
ないか。つまり、与えられる側は、まぎれもなく力なき

。 、 、民衆である 民衆一人一人は 力なき弱い存在であるが
一人一人がその作られた意識に追従すれば、偶像に従う

、 、 。神聖な意識は 集団をなして 神聖な形ある実体となる
、 、またそれに恐怖すれば同じく その恐怖が集団を成して

神聖なるものを汚すものへの怒りとなる。それは、戦争
をも肯定する意識へと変化する。このような意識操作が
どの国でも行われているのではないだろうか。ともすれ
ば、まず隣接する国々の民衆が、隣接する国の事を、自
国を知るように知る事ではないだろうか。そして、韓国
も北朝鮮も日本も台湾も、どの国の民衆一人一人が、こ
のトリックに気づく時ではないか。私たち民衆は同じで
ある。差別もある時誰かにより煽られた意識から生まれ
たのではないか。今までの鬱積した気持ちが権力に向け
られず、優越感や侮蔑感を持たされ、誘導され、その誘
導が集団となってとてつもない塊を作り、無力な民衆を

。 、閉じ込めてしまうのである そして権力は国家を強調し
私たち個人を国家にすり替えられてしまう。戦争が起こ
る前、民衆は国家を意識させられる。オリンピック、ワ
ールドカップ、国体 ・・・平昌オリンピックが現在開、
催され、日本は金がいくつ、銀がいくつ、銅がいくつと
連日テレビでは伝える。競走とこの高揚感の中に知らぬ
間に、日本人である私たちは自分を日本と意識し、他国
民も自分を我が国の中に閉じ込めてしまう。しかし国家
は私ではない。私は私である。こういうときこそ、国家
より個人に、他者より私に意識をおくことだろうし、閉

、 、じ込める意識からの開放と 当たり前に語る事を常とし
風通しの良い日常を意識して保つ事であろう。
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文・写真 井上脩身

１月下旬、１０年ぶりに三井寺を訪ねた。１１００年余の歴史をもち、国宝の金
堂をはじめ１０件の国宝と４２件の重要文化財がある西日本有数の大寺院。琵琶湖
が望める立地に加えて、春は桜、秋は紅葉が境内に満ち、多くの参拝客でにぎわう
観光の寺でもある。今回、時期外れに訪問したのは、ＮＨＫの大河ドラマ『西郷ど
ん』を見ていて、三井寺の裏山にある「西南戦争記念碑」を思い出したからだ。こ
の碑が大津事件のきっかけになったと私は考えている。大津事件は司法の独立が守
られた事件として歴史教科書にも載っているが、この事件の登場人物はことごとく
数奇な運命をたどり、悲しい結末を迎える。大津事件を人間ドラマとして見直して
みると 「富国強兵」の掛け声の陰にひそむ明治の日本の哀れな一面が浮かびあがる、
のだ。

編集長が行く　西南戦争と大津事件
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ニコライ皇太子襲撃

２年前に亡くなった推理作家、夏樹静子さんの著書に
『裁判百年史物語 （文藝春秋）がある。大逆事件、帝』
銀事件、松川事件など１２件の事件が取り上げられてい
て、その最初が「ロシア皇太子襲撃、大津事件 。」
以下は夏樹さんの著述よる大津事件のあらまし。
１８９１（明治２４）年５月１１日午後１時半、４０

数台の人力車が大津市の滋賀県庁前を出発した。５台目
に乗っていたのがロシア皇太子ニコライ、２２歳。１台
後ろに従弟であるギリシャの皇太子ゲオルギオスが乗っ
ている。ニコライはウラジオストックでのシベリア鉄道

起工式に臨席するため、オーストリア、ギリシャなどを
歴訪し、４月２７日、軍艦７隻を連ねて長崎に入港。そ
の後、鹿児島、神戸、京都を経てこの日、人力車で大津
を訪れ、三井寺をめぐり、琵琶湖を遊覧。県庁で昼食を
済ませた後、京都に帰るところだった。
巡査の津田三蔵は東海道である京町通りの警備に当た

。 、っていた ニコライの人力車が津田の手前まできたとき
津田は右手で敬礼、次の瞬間、サーベルを抜いてニコラ
イの右真横から頭部に斬りつけた。山高帽が吹っ飛び、
無帽になった頭に二太刀目を浴びせられた皇太子は、左
前方に飛びおり、両手で頭を押さえて逃げだした。
ニコライは近くの商家でロシア人医官から応急手当を

受けたあと、汽車で大津から京都に向かい、宿舎のホテ
ルに戻った。頭からこめかみにかけて長さ７センチと９
センチの骨に達する傷を負っていた。
皇太子が乗っていた人力車は１人が梶棒をにぎり、２

人が後から押していた。津田は人力車の後右側を押して
いた車夫に右わき腹をつかれ、ギリシャ皇太子に杖で強

。 。打された さらに別の車夫に両足を抱えて前に倒された
この拍子に路上に落ちたサーベルを拾ったもう一人の車
夫に首や背中に斬られ、津田はかなりの深手を負った。
事件は東京に急報され、１１日４時、宮中で午前会議

が開かれ、松方正義首相、青木周蔵外相、山田顕義司法
相らが顔をそろえた。大国ロシアが戦争をしかけてくれ
ば、日本はひとたまりもない。ロシアの怒りを少しでも
和らげるため、天皇が自ら京都に出向いてニコライを見
舞うことを決断。政府としても津田を厳罰に処すことが
肝要、とされた。
１８８０ 明治１３ 年に制定された当時の刑法の 皇（ ） 「

室に対する罪 （第１１６条）には、天皇三后（太皇太」

長崎でのニコライ皇太子＝上野彦馬撮影（ウィキペディアより）
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、 、 ）后 皇太后 皇后
皇太子に対して危
害を加えた者は死
刑に処す、と規定

。「 」されていた 天皇
という言葉が使わ
れている以上、日
本の天皇三后と皇
太子に害を加えた
場合の規定である
ことは明らかだ。
皇族以外の普通人
に対しては、あら
かじめ謀って人を
殺した者は謀殺罪
（第２９２条）と
して死刑、未遂な
らば罪を１等減ず
る、との規定があ
る。ニコライは負

傷したに過ぎないので、津田は最高無期徒刑（懲役）に
しかできない。政府は「これではロシアの怒りはおさま
らない」と、１１６条には外国皇太子への危害も含まれ
ると拡大解釈し、津田を死刑に処すとの方針をとった。

、 。事件の翌日 大審院長の児島惟謙が首相官邸を訪れた
官邸には松方首相と陸奥宗光農商務相が待っていた。松
方が「今は皇太子でもいずれ皇帝となる人に普通の法律
を適用すれば、ロシア側の感情を害す。国家の大事を招
いてしまっては取り返しがつかない。内閣は皇族に対す
る罪をもって死刑にすることに決定した」と述べたが、

児島は「普通人の法律によるほか適条はない。内閣がい
かに決議しようとも、大審院長として、法律の精神に反
する解釈には断じて応じられない」と拒否。松方が「法

、 、律の解釈はそうかもしれないが 国家の大事に臨んでは
国家生存の維持を優先すべきだ」と主張したが、児島は
主張を変えなかった。翌１３日、児島は判事を集めて津
田に対する刑法の適条について意見を聴いたところ、全
員児島と同じ考えだった。

大審院の特別法廷は５月２７日に大津地裁で開かれる
ことになり、その２日前の２５日、山田司法相と西郷従
道内相が大津におもむき、児島や検事総長の三好退蔵と
会合をもった。西郷が「法のために国を滅ぼす気か」と
迫ったが、児島は折れなかった。裁判はその日のうちに
審理を終え、堤正巳裁判長は謀殺未遂罪を適用し、津田
に無期徒刑を言い渡した。

勲章をもらった津田巡査

大津事件の１３年前、内務卿の大久保利通が石川県や
島根県の士族７人に紀尾井坂で暗殺されるなど、幕末か
ら昭和まで、テロは頻発している。だが、要人の警備役
が犯行に及んだこのニコライ皇太子襲撃事件はテロ犯罪
のなかでも極めて特異な事件である。犯罪を防ぐ立場で
ある津田がなぜこのような大罪を犯すに至ったのだろう
か。

津田は江戸・下谷の藤堂藩江戸屋敷に生まれた。藩医
である父親にしたがって伊賀の上野に移り、藩学校で漢

津田三蔵巡査（ウィキペディアより）
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学を修めた。明治に入って１８７１年、東京鎮台第３分
室（名古屋）に入営。同分室が名古屋鎮台となり１等兵
卒に任じられ、金沢分室に移って伍長に昇進。１８７７
年、西南戦争が勃発すると、３月１１日、鹿児島県賊徒
征討別働隊第１旅団に編入され、同２０日、船で熊本県

。 、 、日奈久に上陸 西郷軍を攻撃した際 銃弾を左手に受け
長崎の臨時病院分院で治療を受けた。傷が全治し、５月
２６日、鹿児島本隊に復帰し各地の戦闘に参加。８月１
７日、軍曹になった。９月２７日に西南戦争が終結し、
金沢に戻って歩兵第７連隊書記に任じられた。

西郷隆盛を描いた司馬遼太郎の『翔ぶが如く』による
と、日奈久付近に上陸した政府軍は２０キロ北上して小
川という所に本営を置き、ここに３人の旅団司令長官を
集まった。このうち別働第２旅団の司令長官は山田顕義
少将。すでに述べたが、大津事件のときは司法相になっ
ている。伍長の津田が別の旅団の司令長官と顔を合わせ
るはずはないが、歴史の皮肉といえなくもない。この上

陸軍の中の津田がいた第１旅団は熊本城北約８キロの植
木に陣取った。４月８日、熊本城で激戦が展開された。
負傷した津田が長崎に運ばれたのは４月１日だからこの
熊本城攻めには参加しなかったようだ。

１８７８年１０月９日、西南戦争の軍功によって勲七
等に叙せられ百円を下賜された。
この叙勲をどう評価すればいいのだろう 山村健氏の 旧。 『
軍の人事評価制度――勲章と武功認定』という論文に、
西南戦争に従軍したある部隊長の武功評価報告が引用さ
れている。この報告では伍長の戦闘参加回数が２５～７
５回を甲、７～２７回を乙、１～１８回を丙とランクづ
けされており、部隊長は戦闘参加回数を基本に、勇敢さ
などの戦闘ぶりを加えて評価したとみられる。戦闘が長
引いた場合、１日を１回として計算していた。津田もこ
うした評価基準に基づいて叙勲されたと思われるが、甲
乙丙のどれにランクされたのかわからない。同論文記載
の別の部隊長によるランクづけ報告によると甲４％、乙
１３％、丙６７％だったという。もし津田が乙以上なら
かなり高い評価だったことになる。

１８８２年、津田は除隊し三重県の巡査になり結婚。
その後警察官を辞めたり復帰したりをくり返し１８９０
年、守山警察署に勤務した。ニコライ皇太子警護役に決
まったとき、津田は「まじめに働いたので署長が選んで
くれた と喜んでいたという 署長は滋賀県警部長に 毫」 。 「
モ異常アルヲ見聞セズ」と報告しており、警備につくま
でニコライを襲う気配は全くなかった。
ニコライ来日が公になったとき、一つの流言が日本中

に広まった 「西郷隆盛が同行し鹿児島にやって来る」。

「鹿児島賊徒出陣図」月岡芳年画（ウィキペディアより）
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というもの
だ。

西南戦争
終結後も 西「
郷は生きて
いる」とい
ううわさが
流れ 「鹿児、
島の城山か
ら逃走し、
ロシア軍艦
でウラジオ
ストックに
上陸した」
とまことし
やかに語ら
れていた。
西郷帰国説
は「東京朝
日新聞」も

掲載。さらに「朝野新聞」は、天皇にもこの話が伝わり
「西郷帰らば十年の役（西南戦争）に従事せし将校らの
勲章を剥がんもの耶（か 」と侍従に言った、との記事）
を載せた （吉村昭『ニコライ遭難』新潮文庫）。
さらにニコライが長崎上陸後、まず鹿児島に行くこと

もこの説を裏付ける形になった。ニコライが鹿児島を訪
ねた際、西郷の姿がどこにもなかったことから、西郷帰
国説は全くのでたらめであることがはっきりしたが、津
田にしてみれば、うわさとは思いながらも「せっかくの

勲章が奪われたら大変」との一抹の不安がぬぐい切れな
かったようだ。

すでに述べたようにニコライは三井寺を訪ね、琵琶湖
を一望。境内の塔頭寺で円山応挙の『七難七福の図巻』
を見たあと、休息所で茶を喫した。
この間、津田は同寺裏の御幸山で警備していた。御幸

山には「西南戦争記念碑」が建っている。大津の第９連
隊の戦死者４４１人の霊をなぐさめるために西南戦争終
結の翌年に建てられたもので、高さ６・６メートルの堂
々たる碑だ。津田も負傷しただけに、この碑にまつられ
ている戦友への思いはあつかっただろう。そんな津田の
前を２人の外国人が通りすぎていった。皇太子警護関係
の者と思われた。２人は記念碑の柵のところで腰をおろ
し、車夫になにやら尋ねていた。その姿が津田には日本
の地形を探っているように見えた。
もし２人のロシア人が記念碑のところまで来なかった

ら、歴史的な大事件は起きなかったはずだ。あるいは腰
を降ろさなかったら、津田も「許せない」とまで腹だて
はしなかったにちがいない。
津田はこの後、京町通りの沿道警備にあたり、事件を

起こした。

無期徒刑の判決を受けた津田は１８９１年７月２日、
釧路集治監に送られた。前掲の『ニコライ遭難』による
と、８月末、看守長は津田の房で遺言を見つけた。機会
をうかがって自殺する、としたためてあった。９月に入
って、津田の健康が悪化、４０度を超える高熱になり、
激しい腹痛を訴えるようになった。やがて危篤状態にな
り９月２９日、息を引き取る。三重県上野市の寺の小さ

西郷隆盛（ウィキペディアより）
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、な墓の下に
世間をはば
かるように
遺骨は納め
られた。

もし津田
が「死刑に
なるべきと
ころ無期で
助かった」
と思うよう
なふてぶて
しい男だっ

たらどうだっただろう。１３年後、日露戦争が起こった
とき 「敵国皇太子をやっつけようとした英雄」として、
恩赦を受け、監獄から出てこれたかもしれない。

お手柄車夫の浮き沈み

事件が起きたとき、ニコライが乗る人力車の梶棒を握
っていたのは西岡太郎吉、車の後部右側を和田彦五郎、
左側を向畑治三郎が押していた。ゲオルギオスの人力車
の梶棒は藤川角次郎がとり、後部右に北賀市市太郎、左
に安田鉄次郎がついていた。これらの車夫は①強壮で膂
力②敏捷で忠実③素行がよい④姿勢が整う――の４条件
がそろっている、として選ばれた。いずれも宮内省から
送られた黒い法被に白い饅頭笠姿だった。
吉村昭は『ニコライ遭難』のなかで、事件発生時の車

夫の行動を次のようにかいている。

立ちあがった皇太子が叫び声をあげ、その声にふりむ
、 、 。いた梶棒をとる西岡が 異変に気づき 梶棒をおろした

巡査が傷ついた皇太子を追うのを見たジョージ親王（ゲ
オルギオス皇太子）が巡査にむかって走るのと同時に、
向畑がジョージ親王と肩を並べて走った。その後から西
岡、和田、北賀市、安田が駈けた。

ジョージ親王が巡査に追いつき、手にした竹杖で巡査
の後頭部をはげしくたたいたのと同時に、向畑が巡査の
腰にしがみつき、両足をかかえて後へひいた。巡査は前
のめりに倒れ、サーベルが路上に投げ出された。北賀市
がサーベルを拾うと巡査の背部にふりおろし、二太刀目
浴びせかけた。先駆車に乗っていた警部が「殺してはな
らぬ」と叫び、巡査に馬乗りになっておさえつけ、走り
寄ってきた警備の巡査に捕縄をかけるよう命じた。
この記述にあるように、ニコライが殺されなくて済ん

だのはギリシャ皇太子と向畑と北賀市の果敢な行動のた
まものだ。午前会議で向畑と北賀市の手柄を高く評価、
叙勲と年金を与えることに決まり、二人は京都府庁に呼
び出された。

向畑は京都府花背村（京都市左京区）の農家生まれの
３８歳。北賀市は石川県庄村（加賀市）出身、３３歳。
ともに背が高い屈強な男だった。二人は府知事から勲八
等白色桐葉章の勲章が授与され、終身年金３６円が与え
られた。一般家庭の１年間の生活費に相当する額で、吉
村は「思いもかけぬ栄誉に二人は体をふるわせ、顔を紅
潮させていた」と、その感動ぶりを表している。
彼らの栄誉はこれだけにとどまらなかった。ニコライ

大津事件現場付近を示す石碑
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が、神戸港に停泊中のお召し艦「アゾヴァ号」に二人を
連れてきてほしい、といいだしたのだ。二人がアゾヴァ
号の甲板に立つと、ニコライが危ないところを救ってく
れたことへの感謝の言葉を述べた。さらに小鷲勲章をそ
れぞれの胸につけ、２５００円の恩賞金と年金１０００
円を下賜する旨を伝えた。侍従から１０円紙幣の束の２
５００円を、饅頭笠を上向きにして受けた二人の顔は青
くなっていた、と吉村は書いている。

向畑は大審院の公判に証人として呼ばれた。裁判長か
「 」 「 」ら 宣誓書が読めるか と尋ねられたとき 読めません

と答え 「名が書けるか」との問いにも「書けません」、
と返事した。このため書記官が宣誓書を読み、向畑は捺
印するだけだった 「斬りかかった巡査は被告人に相違。
ないか」と尋問されたとき、津田の方に視線を向け「相
違ありません」と答えて退廷したという。

そんな向畑にとって、ニコライから受けた２５００円
は、気の遠くなるような大金だった。当時、巡査の初任
給は８円、政府からの年金３６円ですら４カ月半に相当
する額だったのだ。京都府知事は２５００円を三井銀行
に預金し、ロシア側から支払われる年金１０００円のう
ち８００円を積み立てて、残りの２００円と政府から支
給される年金３６円で生活するよう向畑に言い含めた。

しかし、向畑は遊興にふけり、女義太夫を妾としてか
こったりした。日露戦争が勃発してロシアからの年金が
断たれてからは身を持ち崩し、紙屑拾いをしたという。
少女に暴行して逮捕されたことで新聞ダネにもなり、１
９２８年に亡くなった。

もう一人の北賀市。２５００円を受け取った足で兵庫
県庁に行ってその金をそっくり預け、翌日、三井銀行で
為替にして京都に戻った。大審院の公判の前日、石川県
の故郷に向かい、大聖寺町（加賀市）に到着。郡長、村
長、区長ら約１００人が出迎えた。料亭で祝賀会が催さ
れ、その門前には北賀市を一目見ようとする人たちが群
がったという。さらに、金沢でも歓迎会が開かれ、その
翌日には石川県庁に呼ばれ、県知事から歓迎の言葉を受
けた。

郷土の誉れとなった北賀市は推されて郡会議員選挙に
立候補して当選。大聖町に１２００平方メートルの土地
を買い、家を建てた。

北賀市の栄光も日露戦争で暗転した。ロシアから年金
が送られなくなっただけでなく、周りの人たちから「敵

お召し艦「アゾヴァ号 （ウィキペディアより）」
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国ロシアから多額の金をもらった国賊」にされてしまっ
たのだ 北賀市の家には石が投げられ 白壁の土塀に 国。 、 「
賊」と落書きされた。北賀市の家族は村八分にされ、失
意のまま１９１４年、５４歳で亡くなった。

司法の独立と政府の報復

大審院長の児島惟謙は
「 」司法の独立を守った
として歴史上の人物に
なったことはすでにふ
れた。大審院長は今で
いえば最高裁判所長
官。津田を皇族に対す
る罪で死刑にしたい政
府と、皇族に対する罪
は適用できないとする
児島の攻防は、実際に
処断刑を決める大審院
判事をどちらが囲い込
めるかの戦いでもあっ
た。

事件から１週間がたった５月１８日、首相の松方が児
島を官邸に呼んで面談 『裁判百年史ものがたり』によ。
ると、児島は「裁判官の職務は独立不羈。大審院長とい
えども、意見を述べる権限はない」と一般論を述べたの
に対し、松方は「担当判事がどんな判決を下しても異存
はないか」と念を押した。担当判事は堤裁判長ら７人。

政府は薩摩藩出身で内閣に同調すると思われる１人と、
逆に強硬な反対派の２人を除く４人を説得する作戦をた
てた。

、 、面談は個々に行われ 堤には同じ和歌山出身の農相が
ほかの３人には恩義のある司法相や文相が当たり 「津、
田を極刑にしなければ、ロシアから膨大な賠償請求をし
てくる」などと説いた。この説得策は奏功するかにみえ
た。

公判１週間前の５月２０日、児島と判事５人、翌２１
日には残る判事２人が大津に入った。児島は堤を旅館の
自室に招き「裁判官の本分に立ち返り、司法の独立を貫
くように」と説得。２３日、堤が児島の部屋にきて「熟
慮の結果、司法官の職務を全うする」と、児島の考えに
従うことを約し 「ほかの４判事が内閣側にある限り、、
逆転の見込みはない。あと一人でも院長から反省させて
ほしい」と逆に訴えた。

児島はさっそく木下哲三郎判事を説得。木下は「よく
考えてみると（皇族に対する罪は）外国の君主に適用す
べきでない」と児島に同意。あと一人も政府方針に従お
うとしたことを反省し 「普通の罪」の適用の見通しが、
たった。

公判の空気から児島は判決が覆ることはない、との確
信を抱いた。実際、判決を決定する会議で７人全員が皇
室罪の適用に反対し、一般人に対する謀殺未遂罪で無期
徒刑に決することで一致した。

児島惟謙大審院長
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「司法の独立」が守られたのはおおむね、以上の次第
だ。だが、後に「大審院長の地位を利用して担当判事を
説得した行為は、独立の立場であるべき裁判官への不

当な干渉でないか」との意見が法律家のなかからでた。
現在でも否定的評価をする研究者がいる。
最高裁長官が司法判断に介入した疑いがもたれた例と

しては砂川裁判がある。

１９５７年７月、東京都砂川町（立川市）の米軍立川
飛行場内民有地の強制測量をめぐって、基地拡張に反対
する地元民や労組員、学生らが警察隊と衝突、９月２２
日、基地に数メートル入ったことが刑事特別法に違反す
るとして２３人が検挙された。５９年３月３０日、東京
地裁の伊達秋雄裁判長は「米軍は外国からの武力攻撃に
際して軍事行動をとる可能性が大きく、戦力保持を禁じ
た憲法に違反する」として、全員に無罪を言い渡した。

円山応挙画「七難七福図巻」の一部（ウィキペディアより）
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、 。 、この判決に政府は驚愕し 最高裁に跳躍上告 この際
田中耕太郎最高裁長官が在日米軍司令部のバーンズ将軍
に裁判所の合議を漏らしたことが、同将軍が記録した文
書で明るみに出た 『砂川判決と安保法制 （世界書院）。 』
によると、同将軍が非公式に田中長官に会った際 「裁、
判官全員が一致して現実的な基盤に立って事件に取り組
むことが重要」と述べ 「憲法問題に伊達裁判官が判決、

を下すのはまったく誤っていた」と語った。

事実、同年１２月１６日の大法廷で田中裁判長は「我
が国に駐留する外国の軍隊は憲法にいう戦力には該当し

」 、 。ない と判示して一審判決を破棄し 地裁に差し戻した
この判決についてアメリカ国務省は「最高裁大法廷が全
員一致で判決を下したことは、多くが田中長官の手腕と
政治的資質によるもの」とした。要するに田中長官が各
判事を説得した力量を高く評価したのだ。最高裁長官に
よる裁判介入の疑いがある、とみられるのは当然だ。
法律よりもロシア対策を重視した大津事件と、憲法よ

りも日米安保体制を上位に置く砂川事件。政府の「法律
より国政」という法律軽視姿勢は同質だ。違うのは田中
が政府と米軍の方針に同調したのに対し、児島は真っ向
から政府に対峙したことだ。表面的に判事に説得にかか
ったことだけをもって 「裁判介入」という批判は、本、
質を忘れた形式論というべきだろう。

児島は大津事件の５日前、大阪控訴院長から大審院長
に昇進したばかりだった。その翌年、児島を含む大審院
の７人の判事が料亭で芸妓らと花札賭博をした疑いで懲
戒裁判に付された 「司法官弄花事件」と呼ばれるもの。
で、証拠不十分で免訴になったが、児島は大審院長辞任
に追い込まれた 『裁判百年史ものがたり』は「相府側。
の報復的陰謀との見方が強い」と書いている。児島は７
１歳で世を去るまで法曹界に戻ることはなかった。

編集長が行く　西南戦争と大津事件
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皇帝ニコライの最後

ニコライは事件から８日後の５月１９日、神戸港を離
れて帰国した。その３年半後の１８９４年１１月１日、
ロシア皇帝アレクサンドル三世が死去し、２６歳だった
ニコライが即位、ニコライ二世になった。戴冠式は１８

、 。９６年５月２６日 クレムリン宮殿で華やかに行われた
広大な宮殿にめぐらされた塀の赤壁に西郷隆盛の遺骨が
埋め込まれているという愚もつかぬうわさを、ニコライ
二世が耳にしたことはないだろう。その晴れの日、西郷

隆盛の弟、西郷従道海軍大臣が東京のロシア公使館にお
もむいて新皇帝を祝った。
ニコライ二世のもと、ロシアは極東進出政策を一層強

める。満州から朝鮮半島へと勢力を伸ばし、日本との衝
突は避けられなくなった。

こうして日露戦争が勃発。バルチック艦隊が日本海で
、 。全滅して終戦となり ポーツマスで講和会議が開かれた

日本は樺太割譲、賠償金の支払いを要求。ニコライ二世
は「一握りの地も１ルーブルの金も与えてはならぬ」と

。 、 、断固たる態度に出た 結局 日本は樺太の半分を得たが
賠償金の要求を放棄することで決着した。
１９１４年、第１次世界戦争がはじまり、ロシアはド

イツと交戦するなか、社会不安が深刻化して革命が起き
た。軍隊まで革命側につき、首都が反乱軍と労働者に占
拠された。１９１７年３月、ソビエト組織が結成され、
ニコライ二世は皇帝の座を追われてロマノフ王朝が崩壊

。 、 、した １１月 労働者と農民によるソビエト政府が樹立
ニコライと家族はエカテリンブルグの邸宅に幽閉され
た。

絶望的な状況のなかでニコライの脳裏に来し方が走馬
灯のようにかけめぐったに相違ない。栄光と地獄を思う
とき、三井寺で見た『七難七福図巻』がよみがえったか
もしれない。

『 』 。七難七福図巻 は円山応挙が３６歳のときの出世作
三井寺円満院の祐常門主に依頼され、経典に説かれてい
る七難七福を、３年をかけて描きあげた。天災や禽獣、
人災や刑罰、花見の宴などが上中下の３巻に分けてリア

三井寺の仁王門
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ルに表現されて
おり、国の重要
文化財に指定さ
れている。
ニコライがこの
図巻に接したと
き、下巻にある
貴族の大邸宅で
の祝宴が、次の
皇帝である自分
自身とダブり、
幸福絶頂の思い
にひたっただろ
う。このとき、
上巻の強盗に襲
われて身ぐるみ
はがされて殺さ
れる絵のような
事態に至るとは
ゆめにも思わな

かったにちがいない。
歴史は残酷だ。ニコライと妻や子らは１９１８年７月

１７日、邸宅でボリシェビキの一隊に射殺され、遺体は
。 。秘かに運び去られた 大津事件から７年後のことだった

人知れず建つ戦争の碑

ニコライが皇太子のときに訪ねた三井寺。大津市の中
、 。心街 浜大津から北に１キロ足らずのところに位置する

重要文化財に指定されている仁王門をくぐると受付。こ
こでもらったパンフレットの境内図には「西南戦争記念
碑」は載っていない。御幸山に碑がある、との資料の記
述を頼りに、境内西の西国十四番札所観音堂の裏手の急
な石段を登った。途中、琵琶湖から比良山を一望できる
展望コーナーがある。高層マンションの向こうに広がる
琵琶湖。１隻のヨットが比良颪を帆いっぱいに受けてゆ
っくりと進んでいる。ニコライのときはマンションとい
う邪魔なものがない。陽光にきらめく琵琶湖の景観を存
分に味わったはずだ。
ここからは山道になる。倒木がふさぐ枯葉の道を１０

分ほど登ると台地に出た。そこに２４段の石段があり、
登り切ると西南戦争記念碑が屹立している。碑の表面は
「記念碑」とだけ彫られている。台座に「明治十年二月
西郷隆盛」に始まる碑文が刻まれていることで、西南戦
争の戦死者を悼む碑であることがわかる。
この碑の前半分は高さ、幅各１０センチの線路のよう

な形のコンクリートで囲まれている。この囲いには１５
センチおきに小さな穴が開いている。おそらく柵の棒杭
をこの穴に突っ込んだのだろう。津田はロシア人２人が
柵のところに腰を降ろしているのを目撃している。この
とき津田が「犠牲になった戦友の霊が眠るこの碑に尻を
向けるとは」と立腹したのはまぎれもない。この穴は大
津事件の端緒の現場を表しているのだ。そのころニコラ
イが『七難七福図巻』を見ていたのは何という巡り合わ
せだろうか。応挙に何の責任もないが、この事件に登場
する人がことごとく福から難へと落下していくのを応挙
が見たらどう思っただろう。

この碑は訪れる人がほとんどなく荒れ放題に見える。

三井寺裏の西南戦争記念碑
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西郷隆盛はＮＨＫの大河ドラマの主人公になるほど
に、幕末の英雄として今も圧倒的な人気を得ている。で
は、この碑に霊が宿っているはずの戦死者たちは、一体
何のために戦ったのだろう。西南戦争で勲章を受けた津
田にとってみれば、この碑そのものが福と難の逆転を表
していたのかもしれない。西南戦争勝利者という栄光を
握りつぶさんとする西郷、それを証明するニコライ護衛
の２人のロシア人の不遜な態度――そんなふうに津田の
感情が煮えたち、怒りのほこ先が一直線にニコライに向
けられたのだろうか。

事件現場である京町通りを訪ねた。現在の京町２丁目

の道端に「此の附近露国皇太子遭難地」と刻まれた石碑
が建っている。道は旧東海道。幅は約７メートル。通り
を隔てて碑の真向かいに、前面に格子の駒寄せをめぐら
せた商家風の民家が建っている。事件後、ニコライは現
場すぐそばの呉服商の家で応急処置を施されたことから
みると、事件当時、こうした民家が軒を並べていたよう
だ。

いわば衆人環視のなかで起きた大津事件。政府が何よ
りも恐れていたのはロシアの怒りと報復だった。ロシア
が戦争をしかけてくれば日本はもたない、と心底思って
いたことは本稿で述べてきたとおりだ。それが杞憂に終
わったことが、日露戦争の遠因ではないだろうか。少な
くともロシアへの恐怖感が薄れるきっかけになったので
はないかと思うのだ 難が福になったわけだ だが 大。 。 、「
国に勝った」というおごりが無謀な太平洋戦争へと突き
進み、最後は難へと反転し、泥沼の底に落ちていく。

「西南戦争記念碑 。あるいは人も国も、福と難が裏」
表の関係にある、ということを表しているのか。ドラマ
『西郷どん』で、農民たちから慕われている西郷吉之助
の満面の笑みを見ているとそんな風にも思ってしまうの
だ。

西南戦争記念碑の柵跡の穴

編集長が行く　西南戦争と大津事件
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余市スケッチ
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ニッカウヰスキー余市蒸留所（北海道工場）はニッカウヰスキー発祥の地で余市にある。

余市スケッチ
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そして言わずと知れた「マッサンと
リタの物語」の舞台でもある。

ポットスチル（右写真）と石炭直火の焚き口

余市のポットスチルは「ストレートヘッド型 。胴体部分」
に膨らみがありません。また、上部のラインアーム（冷却
器へつながるパイプのような部分）は下向きになっていま
す。この胴体とラインアームの形状からは、重厚でコクの
あるモルトが生まれるとされています。
さらに、余市ならではの香り高く力強いモルトを生み出す
決め手となるのが「石炭直火蒸溜 。」
創業当時からの変わらぬ手法です。火をゆっくりと焚き、
ゆっくりと蒸溜するのが難しいところ。熟練職人が長年の
経験を元に温度が上がりすぎぬよう石炭をくべ続け、燃え
かすを取り出し続けます。

ニッカウヰスキー余市蒸留所 よりHP

余市スケッチ
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http://www.nikka.com/distilleries/reason/reason03.htmlウヰスキーはオークの樽で長い眠りにつく。 ⇒

余市スケッチ
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ニッカウヰスキーはマッサンがほれ込んだこのよ
うな自然の中でつくられている。

余市スケッチ
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余市スケッチ
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余市スケッチ
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中川眞須良

ミナミ気圧

撮影 大阪 新世界 にて
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写真：北前船の
帆・小樽市総合
博物館蔵

北前船物語　北前船が作った小樽の町
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小樽、そのイメージ

小樽はこのところ、国内はもとより外国人も数多
。訪れる国際的にも名を売っている観光都市となった

そしてなんといっても人気のあるのは「運河」だと
いう。しかしこの運河、現在のように整備されたの
は小樽市の説明によると北海道開拓の玄関口として
「大きな船を沖に泊め、はしけ（艀・台船）を使っ

、 、て荷揚げしていましたが 取り扱う荷量が多くなり
運搬作業を効率的に行う必要が出てきました。艀が
接岸できる距離を長くするために、海面を埋め立て
ることによってできたのが小樽運河」だという。し
かし時代の波は港の整備に移り、岸壁が建設され、
運河はその役目を終えることになった。

この艀が行き来していた時代以前、北海道への開
拓物資の荷役を担っていたのが、北前船である。北
前船は江戸中期から明治 年代にかけて日本海海運30
で活躍した主に「買積み」の北国廻船をいう。大坂
（大阪）から瀬戸内海を西へ向かい、下関から日本
海に入って、日本海沿岸の港々に立ち寄って、モノ
を売り、またモノを買いながら北上し、北海道から
時には樺太（現サハリン）にまで足を延ばした。特
徴的な「買積み」は「船そのものが商社のように」
モノの売買を行った。

そして江戸末期から明治にかけて、蝦夷地の開拓
がはじまり、北前船による物流は北海道開拓の一翼
を担ってきたといっても過言ではない。

北前船物語　北前船が作った小樽の町
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北前船模型
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開墾当時の小樽運河

越中屋旅館物語
小樽の運河にほど近いところに越中屋旅館がある。

越中とは今の富山県だ。そして越中屋の先祖、つまり
越中屋の初代は上谷家の次男で、その名の通り越中富
山は氷見という町で生まれた。江戸幕府末期のころで
ある。氷見は今でこそ富山湾の海の幸、特に寒ブリな
どで有名だが、当時は農業・稲作を中心に時には漁業
を営んでいたようである。しかしながら大飢饉が起こ
り農業は壊滅的な打撃を受けた。

北海道といっても現在でもかなり広い。幕末当時の
北海道では小樽以北は冬には海が凍って簡単には行く

。 。ことはできなかった そして開拓途上の土地でもある
そこで一家はこの未開の地・北海道に目を向けた。北
前船の活躍を富山で見ていたのであろうと思われる。
そして北海道の情報をふんだんに取り入れたであろう
ことは疑いの余地はない。

明治元年、新しい時代の幕開けとともに上谷家の次
男一家は小樽に移った。小樽では廻船問屋としての地
位を確立するために、浜に近いところにニシン漁の番
屋をまねて小屋を建て、アイヌから買い取った毛皮を
全国を巡って売り歩いた。富山の薬売りと北前船の合
体のような商売の形態だったのではなかったか。

毛皮を売りさばき、その金でコメを買った。故郷富
山や福井は米の産地である。コメは当時は寒冷地であ
る北海道では作ることができないので貴重だった。こ

。うして越中屋の基礎が出来上がったというわけである
小樽市総合博物館には江戸末期から明治初めにかけ

ての北前船の活躍が詳細に展示してある。

北前船物語　北前船が作った小樽の町
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写真は小樽新聞社 （北海道開拓の村で）

小樽は本州から見ると当時は北の果ての町で
あり、この町がかろうじて凍らない海を持っ
ている港町だった。

一方北海道の開拓は奥地にまで進んだ。夕
張の石炭や石狩の海の海産物などはすべて小
樽の町に集められて、本州方面へ出荷され、
のちには小樽が「北のウォール街」と呼ばれ
ていたほど、国際的な港湾都市として成長し
た。

、明治時代から大正時代にかけて多数の銀行
商社、海運業、倉庫業などが進出。大正末期
には、色内通りを中心に もの銀行進出した25
ことでもうなずける。

これら小樽の発展は、越中屋の歴史にみら
れるように、北前船が基礎であり、北前船が
運んできた物資が北海道を潤し、そして同時
に北海道の物産を本州方面へ運び、北海道の
開拓が進んだといっても過言ではない。むろ
んその後の鉄道の伸展、船舶の大型化と動力
化によって北前船は衰退してゆく。

これも科学の発達に伴う衰退でいかんとも
しがたい。しかしその遺産ともいえる北海道
の発展が今も息づいている。

北前船物語　北前船が作った小樽の町
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ポプラ並木の物語
写真・文 片山通夫

北海道大学は北海道開拓の礎となった札幌農学校の後身であるという話は、すで
に多くの文献やガイドブックにも掲載されているからご存知の方も多いだろう。

札幌農学校は「少年よ大志を抱け」の言葉で有名なクラーク博士が在職した学校
である。ちなみにラーメンとともに日本人の好物の一つ、カレーライスもこの農学
校の学生寮でも食された。 年（明治 年 、当時、札幌農学校の教頭として来1876 9 ）
日していたウィリアム・スミス・クラークが 「生徒は米飯を食すべからず、但しら、
いすかれいはこの限りにあらず」という寮規則を定めた。理由は開拓途上の北海道
で産する農作物の一つ、ジャガイモをカレーに入れて、消費することを奨励するた
めだとか…。

初っ端からカレーに寄り道である。

北大散歩　ポプラ並木の物語
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ウイキペディアから転載

北海道大学博物館所蔵
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チェンバロの知識

一見ピアノと似ているので全
くの音楽音痴である筆者などそ
の違いは判らない。チェンバロ
は、バロック時代にはポプラの
木で作られていたといわれてい
る。そしてチェンバロは ヨーロ
ッパのチター属弦鳴楽器で、ピ
アノの源流ともいえる鍵盤楽器
の一つ。外観はピアノによく似

、 。ているが 原理が異なっている
ピアノはハンマーで弦をたたい
て音を出すのに対し、チェンバ
ロは爪状のプレクトラムで弦を
掻(か)いて音を出す。

つまり、鍵を下げるとジャッ
クとよばれる木柱が押し上げら
れ、それに取り付けられたタン
グ（舌）にはめ込まれたプレク
トラムが弦を掻く。鍵を戻す際
には、タングが弦とは反対方向
に倒れ、プレクトラムが弦に触
れない仕組みになっており、同
時に、ジャックの上端につけら
れたダンパーが音を止めるとい
う原理。

ポプラ この古の大志、
札幌の地に育まれ 年2004
嵐によって倒れ 年2006
ここに蘇る

これは、倒れたポプラの木で
造られたチェンバロに刻まれて
いるラテン語文字の翻訳文であ
る。

北大散歩　ポプラ並木の物語
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京都に美山という集落がある。茅葺の集落がよく残されているので有名だ。昨今
は海外からの観光客も絶えない。鉄道駅は遠いのでもっぱらバスである。そんな山
奥に大原神社という神社がある。大原神社という名前の神社はあちこちにありそう
だが、この神社は由緒正しい。なんでも、祭神は、伊弉冉尊（いざなみのみこと 、）
天照大神（あまてらすおおみかみ 、月弓尊（つきよみのみこと）という素性の知れ）
た、正しい「神代の時代からの神様」をお祀りしている。

余談だが筆者は神社に関して一つの考えを持っている。簡単に言うと「神代の時
代におられた神様は信じるが、昨今の天神様（菅原道真公 、安倍晴明などは信じな）
い。信じたくないのだ。理由は後世の人間が「祟り」だのなんだのと恐れおののい
て作り上げた幻想でしかないと思うからである。

神宿る。　大原神社のケヤキ
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大原神社は飛鳥時代、五穀豊穣、安
産の神 伊邪那美命を祀るために建て
られた丹波六社の一つ。春の大祭（４
月２０日ごろ）には「お砂」を受けて
苗代にまく風習がある。文政６年（１
８２３年）に本殿を火災で焼失し、弘
化３年（１８４６年）に再建された。
境内には川上神社・五社明神・金比羅
宮などの摂社を持ち、川上神社の例祭
「カラス田楽」は府の無形民俗文化財
として毎年１０月の体育の日に行われ
てる。

神宿る。　大原神社のケヤキ
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大阪ぐりぐりマルシェ
（御堂筋西沿い難波神社境内）

写真・文 中川眞須良

毎月第二土曜日、ここに人と人とのつながりを重視した、自然に寄り添い、大地
に負担をかけず、収穫物の旬を大切にし、さらに本来の味を追い求めながらの農産
物及びそれらの加工品全般の即売会の「市」が立っている。

取り扱われている品物は現物（コメ・麦・大豆・野菜全般 、加工品（豆腐・こん）
にゃく・茶・ジャム・油など 、食品以外の関連品（染物・生地・小物・アクセサリ）
ーなど 、その場で味を楽しめるジューズ、コーヒー、カレー、餃子の店など、多様）
にわたり店舗総数は約 に及ぶ。この「市」の一番の特徴は何といっても、あたた30
かい人の繋がりと底抜けの明るさである。一店舗 ・ 人（夫婦・親子・兄弟・グル2 3
ープ・友人）とお客様との会話には、笑顔が絶えない。

今回より 回にわたりこの「市」に出店して、常に自己を表に出し、奮闘してい4
る皆さんの表情を紹介します。

人物時計　第二土曜日の再会
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御堂筋沿いの案内板と難波神社の地図

人物時計　第二土曜日の再会
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神社正面入り口の「楠」の神木の前に
店を構える農産物売り場「悠三堂」

（いそざきりょうたろう）代表礒﨑遼太郎
出店 年目4

自然農法によるお茶を中心に販売
「自然の力を最大限に生かす」

年生まれ 枚方市在住1983

人物時計　第二土曜日の再会
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自然農法「辻川農園」代表
辻川祐喜（つじかわゆうき）

自然農法による大豆・豆乳・豆腐を中心に販売
自然の力を最大限に生かす。
出店 年目4
泉大津市在住

前ページで紹介した礒﨑遼太郎さんと同じ店舗で出店

人物時計　第二土曜日の再会
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（ますぶちゆきえ）増渕由紀江

本「市」では少し異質な存在
野口体操（創始者・野口三千三）をベースにした
ワーク教室の助手
椅子、簡易ベッドを置き、直接相談、直接調体を実施
体に関することなら何でもご相談ください。
治療ではなく、自然な心の治癒です。

年生まれ、大阪市西区在住。1968

人物時計　第二土曜日の再会
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朝里駅到着

函館本線小樽行普通列車 石狩湾が見える
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無人駅とは今更だけど、駅員のいない駅のこ
とを指す。厳密というか堅苦しく書くと《駅員
が常駐していない駅で 「無人駅」の「無人」、
とは駅員を務める人が皆無であることを指す。
したがってはこの呼称は乗降客の数とは関係が
ない。対概念は有人駅である。なお、路面電車
停留場については駅員無配置が標準仕様のた
め、無人駅の概念に含まれない場合が多い》と
なる。

しかし前ページの駅舎には人が立っている。
一見駅員の制服のように見えるが、警備員なの
。 。だ 彼はこの駅の安全を守るために働いている

どうしてか？

最近中国人や韓国人の観光客が、札幌や小樽
に近いこの駅に大挙して押し寄せる時がある。
理由は何でも という 年に公開Love Letter 1995
された日本映画で中山美穂、豊川悦司主演の映
画。この映画は韓国や中国、台湾でもヒットし
たという。
つまりロケ地巡りの観光客が押し寄せている

ということのようである。これら観光客が時に
は線路に立ち入ったりして危険だから警備せざ
るを得ないというわけである。

しかし海がま近に見える駅なんてなかなかロ
マンチックではないか。

乗車駅証明書発行機

各国語で書いてある注意書

無人の改札機
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ジョセフ・ヒコの幕末維新

井上脩身 著
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中浜万次郎編
ペリー来航前夜の太平洋

文・写真 井上脩身

写真左：ヒコの肖像（播磨町郷

土資料館編『ヒコの生涯と新聞

史』より）

写真右：ペリーの肖像（了仙寺

蔵）＝絵はがきより
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私（筆者）はこの数年、ペリーに関心
をもち続けている。黒船を率いて艦砲と
いう軍事力をちらつかせて幕府に開国を
迫ったあのペリーである。きっかけは、
あるセミナーでペリーがアメリカ東海岸
から大西洋、インド洋を経て日本にやっ
てきたと聞いたことだ。恥ずかしい話だ
が、ペリー来航を習った小学生のころ、
ペリーが太平洋を横断してやって来たの
だと思っていた。いったん思い込むと、
頭の記憶庫に入りこんで離れない。だか
ら７０歳になってペリーが長駆、地球を
４分の３も回ってきたと知ったとき、新
鮮な驚きを覚えた。ペリーは翌年もまた
江戸湾に姿を現している。この並々なら
ぬ執念は、ある目的に断固として到達し
ようとする強い決意を秘めていたことを
示しているのではないのか。セミナーで
は捕鯨船の寄港地を得るため、との説明
だった。果たしてそれだけだっただろう
か。私はペリー関係の書物を読みあさっ
た。そうするうち一人の漂流民が浮かび
上がった。播州生まれの彦蔵である。遠

州灘で漂流した彦蔵はペリー艦隊で日本
に帰ろうとしていたという。結局、ペリ

、ーの黒船には乗らずにアメリカにわたり
洗礼を受けてジョセフ・ヒコという名の
アメリカ市民になる。やがてヒコは日本
に戻り “アメリカ人”の通訳として、新、
聞人として、商人として幕末維新を生き
る。ヒコはペリーと会うことはなかった
が、ペリー来航によって開国から維新へ
と歴史の道が進まなかったならば、ヒコ
は鎖国とキリシタン禁令という深い沼の
底に沈んでいただろう。今年は明治維新
１５０年である。日本人でありアメリカ

、人でもあるヒコという人物を知ったいま
できることならヒコの目の中に入って幕
末、維新を見てみたいと思った。
（ 、 、漂流民 彦蔵はヒコになったからこそ
歴史にその名を刻んだ。本シリーズでは
基本的にジョセフ・ヒコの名前を使う）
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蒸気船航路の津軽海峡

書店で幕末関係の本のページをペラペラと繰ってい
て、一つの図版に私の目はくぎづけになった。太平洋上
に引かれた弧形の線の一方の端はアメリカ西岸、もう一
方の端は中国。その中国寄りのところで、線は津軽海峡
を通っている。図版のキャプションには「蒸気船航路計
画図（部分、アメリカ議会図書館蔵）とある。放物線は
計画航路なのだ。
本は、後藤敦史・京都橘女子大の『忘れられた黒船』

（講談社選書）である。２０１７年に刊行された。黒船
を引き連れたペリーによって「日米和親条約」締結の運
びとなった折り、ペリーは下田のほかは函館と那覇の開
港を幕府に求めた（ ペリー提督日本遠征記』角川ソフ『
ィア文庫 。下田は江戸湾から大きくは離れていない。）
那覇は浦賀に来る前にペリーは何度も上陸している。こ

の２港については開港理由がわかるが、函館を要望した
理由がわからなかった。この本に載っている図表の計画
航路が津軽海峡を通っていることがその答えではないの
か。と思うと私の胸は高鳴った。
ペリー来航によって幕末の動乱が始まったが、ペリー

がこの航路計画を念頭に入れていたとするならば、幕府
終焉の大元はこの航路計画ということになるではない
。 、 。か 私は躊躇なくこの本を買い求め じっくりと読んだ
同書によると、航路計画を立てたのはマシュー・ ・F

モーリー（１８０６～７３ 。１８４２年にアメリカ海）
軍海図・船具局長に就任したモーリーは太平洋海域に関
する情報を集め、太平洋上の鯨の生息海域を示す図を作
成したことで知られる。アメリカが太平洋岸に到達した
のを受けて４８年、下院の海軍委員、トーマス・キング
が「日本及び中国の沿岸にいたる広大な海のかなたまで
視野を広げる必要がある」として、北太平洋に蒸気船を
開設すべきだ、との提言書を提出。そこには「サンフラ
ンシスコまたはモントレーから、上海、広東にいたる蒸
気汽船航路」という青写真が示されていた。
注目すべきなのはそのルートだ。現在、サンフランシ

スコから成田への航空路は、地球が円形であることによ
って距離が最も短くなるアリューシャン列島接近ルート
になっている。通常の平面地図の上では弧を描いている
ように見えるこの「大圏航路」に着目したのがモーリー
だった。

蒸気船航路計画図（ 忘れられた黒船』講談社選書より）『
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すでにニューヨークなどのアメリカ東海岸からパナマ
を経て中国に向かうルートとしては、サンドウィッチ諸
島（ハワイ諸島）経由の航路が想定されていたが、モー
リーはパナマ―中国間は、サンドウィッチ諸島経由路約
９５００海里（約１万８０００キロ 、大圏航路約８２）
００海里（約１万５０００キロ）と計算。大圏航路の方
が距離が短いだけでなく、サンドウィッチ諸島経由航路
では中国まで石炭を補給できる港がない、と指摘した。
こうしてモーリーが描きだした計画図が冒頭に述べた図
版である。モーリーのこの計画図をもとにキングは提言
したのだ。

図版には大圏航路として上下２本の弧が描かれてい
る。上の線はサンフランシスコ付近から上海付近に、下
の線はパナマ付近から上海付近に引かれている。そのい
ずれも津軽海峡付近で合流して上海方面に向かってい
る。モーリーとキングはサンフランシスコからであれ、
パナマからであれ、蒸気船で上海に向かうには津軽海峡
経由が最短かつ最適コースと認識していたのだ。
繰り返すが、ペリーが率いたのは黒船である。実際に

は最初の浦賀来航（１８５３年６月）の際は４隻中旗艦
のサスケハナ号とミシシッピー号の２隻が、２回目（１
８５４年１月）の来航のときは９隻中サスケハナ号、ミ
シシッーピー号に加えてポーハタン号の計３隻が蒸気船
だった（来航年月は三谷博『ペリー来航』吉川弘文館に
よる 。）
アメリカ生まれのロバート・フルトンがセーヌ川で外

輪の蒸気船を航行させたのは１８０３年。フルトンは０
７年にニューヨークで蒸気船の航行に成功させている。
蒸気船は当然のことながら石炭がなければ動かない。当
初は確実に石炭を補給できる河川で細々と運航された。

マシュー・Ｆ・モーリー（ 忘れられた黒船』講談社選書より）『
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この蒸気船に注目したのがペリーだ。１８４１年、海
軍工廠の長官に補せられると蒸気艦の導入に力を入れ、
４６年、メキシコとの戦争で司令官に任じられると、蒸
気艦ミシシッピー号を旗艦として参戦。１６カ月の連続
使用に耐え、全航海の４分の１を気走できた（曽村保信
『ペリーは、なぜ日本に来たか』新潮社 。こうしたこ）

「 」 。とからペリーは 蒸気海軍の父 と呼ばれるようになる
１８４８年、メキシコ戦争終結にともなうグァダルー

ペ・イダルゴ条約によってカリフォルニアを得たアメリ
カは太平洋にも面することになった。翌年、カリフォル
ニアで金鉱山が見つかり、サンフランシスコは空前のゴ
ールドラッシュにわいた。前年の１０００人の町から２

万５０００人の西海岸きっての都市に変貌したのだ。ペ
リーが来航する前、サンフランシスコは東洋に向かう蒸
気船の拠点港として大いなる可能性を秘めていたのであ
る。
ペリーはアメリカをたつ前、可能なかぎり日本に関す

る文献や資料に目を通していた。モーリーの航路計画図
にある津軽海峡に箱館という港があることも知っていた
はずである。ペリーが箱館の開港を要求したことは、サ
ンフランシスコ―箱館―上海というルートがアメリカ側
に想定されていたことの証しといえるだろう。
サンフランシスコの真向かい（大海原を隔てていると

はいえ）の大都市は江戸である。サンフランシスコ―箱
館―上海ルート設定のためには、江戸の政府の鎖国の殻
をぶち破るしかない、とペリーが考えたとしてもおかし
くない。言い換えるならば、サンフランシスコの地政学
上の価値がペリー来航の謎を解くうえでの重要なカギな
のだ。
私は、ジョセフ・ヒコを通して幕末明治維新を見よう

としている。１８４９年、フォーティーナイナーズと呼
ばれる人たちが一攫千金を狙ってサンフランシスコの港
に押し寄せていたころ、ヒコは播州の農漁村で寺子屋に
通う船乗りの子だった。まだ１２歳。翌年、乗り込んだ
船が暴風に遭って漂流民になり、サンフランシスコに行
くことになろうとは毛頭知るよしもない。

鎖国体制のなかの廻船遭難

ヒコが乗った「栄力丸」が遭難したのは１８５０年１
０月３０日である。５０余日、太平洋上を漂流し、アメ

漂流者が帰国後描いた図を基に作図された栄力丸（播磨町郷土資料館展示資料より）
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リカの商船 オ「
」ークランド号
。に救出された

『アメリカ彦
像自伝 （平凡』
社）や『開国
逸史――アメ
リカ彦蔵自序
伝 （ミュージ』
アム図書 彦）、『
蔵漂流記 海』（「
外渡航記叢書

４、雄松堂所収）などによると、栄力丸は摂州莬原郡大
石村の醸造家、松屋八三郎の持ち船だったという。莬原
郡大石村は現在の神戸市灘区大石。灘五郷のうち西郷が
あったところだ。１７７０年ごろに上灘として酒造りが
行われはじめたが、１８２８年、上郷が西組、中組、東
組に分かれた。西組が西郷にあたり、現在、沢の鶴、金
盃、福久娘の銘柄で造られている。
灘で醸造された酒は江戸初期から「下り酒」として船

（菱垣廻船）で運ばれたが、酒以外に多用な荷物を載せ
。 。ることから出港まで時間がかかった 酒は腐敗しやすい

輸送時間を短縮させる必要があるため、酒問屋は１７３
０年、従来の廻船を仕切っていた問屋を脱退、酒専用の
樽廻船問屋を結成した。
樽廻船は従来の菱垣廻船の船倉を広くしたものだ。当

初、酒以外の荷物も安い運賃で運んだが、菱垣廻船と競
合することから、１７７０年、酒と米、糠など７品に限
って輸送するという積荷協定が結ばれた。しかし天保の
改革（１８４１年）以降、株仲間の解散などで、樽廻船

が輸送面で優勢になっていた。
天保の改革後、上方―江戸間の船輸送の主流が樽廻船

になるなか、灘の醸造家の持ち船も酒以外のものをでき
るだけ積んで、少しでも儲けを得ようとした。栄力丸も

。 、 、 、 、例外ではない 酒１９３１樽のほか醤油 砂糖 紙 茶
荒物などを積んで、江戸廻船問屋、中西新八郎に送り届

。 、けたという 江戸から兵庫への帰り船には大豆１８２俵
小豆２００俵のほか胡桃、鰯粕、大麦、小麦が積み込ま
れた。
しかし、この稼ぎは「板子一枚底は地獄」といわれる

危険との隣り合わせだった。幕府は１６３５年、５００
石以上の船を禁止した。３年後に商船については例外と
したが、千石船でも全長２９メートル、幅７・５メート
ル、１５人乗り程度で積載重量は１５０トンだった。樽
廻船は１４００石から１８００石が主力だったとされ、
栄力丸もおそらくこの規模の船だっただろう。当時とし
てはかなりの大型船だが、甲板がない一種のお椀状の船
であるため、暴風雨に見舞われるとひとたまりもなかっ
た。
１９世紀になると高田屋嘉兵衛（兵庫）３８隻、木屋

藤右衛門（加賀・栗ケ崎）２２隻、右近権左衛門（越前
・河野）２１隻、柏屋四郎兵衛（近江・日枝）２０隻な
ど数多くの船を持つ船主が登場、商品経済の担い手とな
った。商品経済が盛んになると船運が活発になる半面、
廻船間の競争が激しくなる。直線ルートをとって寄港を
減らせば競争に勝つことができ、稼ぎが格段に大きくな
る、と船頭たちが考えるのも無理はない。だがそれはな
かば冒険でもある。現に、遭難が後を絶たなかった。
「江戸時代の漂流例 （小学館『海と列島文化別巻、漂」
流と漂着』所収）として挙げられている資料によると、

高田屋嘉兵衛顕彰碑（右奥）がある竹尾稲荷神社
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１９世紀に入ってヒコが乗った栄力丸の遭難までに１３
件の遭難があった。以下の通りである （）内は帰国者。
からの聴取などに基づく記録や日記などの史料。

①１８０６年、大坂の稲若丸（８人乗り組み）が下田沖
で遭難。アメリカ船に救助されハワイに上陸。マカオ、
広東に行ったが帰国を拒否されてバタビアへ。病死した
２人を除く６人がオランダ船で日本に送られるが、航海
中に３人が死亡。長崎に着いた３人のうち１人が上陸前
に死亡、１人が揚げ屋で自殺し、善松だけが帰郷 （芸。
州善松北米漂流譚、夷番漂流帰国目録）
②１８１０年、摂津の歓喜丸（１６人乗り組み 。紀州）
沖で遭難、カムチャッカ半島に漂着。オホーツクに送ら
れ、ロシア軍艦で６人がクナシリ島に帰還。片足を切り
落とした久蔵が遅れて箱館に帰還 （魯斉亜国漂流機聞。
書）
③１８１２年、薩摩の永寿丸（２５人乗り組み 。紀州）
沖で遭難、１０カ月漂流し１３人が死亡。千島列島ハラ

、 。 。マコタンに漂着した際 ６人が水死 上陸後３人が死亡
生き残った３人がペトロハバロフスクに送られた後エト
ロフ島に向かったが接岸できず、ペトロハバロフスクに
戻り、④の督乗丸の３人と合流し、ロシア船でウルップ
島沖に送られ、小舟で帰還 （永寿丸魯国漂流記）。
④１８１３年、尾張の督乗丸（１４人乗り組み 。遠州）
灘で遭難。４８４日間漂流、１１人が次々に死亡。生き
残った船頭重吉ら３人がカリフォルニア沖で英国商船に
救助。カリフォルニア・サンタバーバラに上陸し、アラ
スカ、カムチャッカを経て永寿丸の３人と合流した後、

。 。（ 、 、１人死亡 結局２人が帰還 船長日記 尾薩漂民私記
督乗丸漂流記）

⑤１８２０年、陸奥の神社丸（１２人乗り組み 。房総）
沖で遭難しパラオ諸島に漂着。生き残った８人がシャム
（タイ）に脱出、マカオから乍浦へ。その間１人死亡。
７人が中国船に分乗したが漂流し、それぞれ屋久島、遠

。 。州下吉田村に漂着 長崎に帰国したが揚げ屋で１人死亡
（ペラホ物語、パラウ漂流記）
⑥１８２７年、陸奥の融勢丸（１１人乗り組み 。常陸）
平潟沖で遭難し、バタン諸島に漂着。マニラ、温州府を
経て全員長崎に帰国 （融勢丸唐流帰国記）。
⑦１８３０年、備前の神力丸（１９人乗り組み 。熊野）
灘で遭難し、バタン諸島イブオス島に漂着した際、船が
大破し５人が死亡。１４人がマニラ、マカオ、広東など
を経て乍浦から長崎に帰国 （神力丸馬丹漂流口書）。
⑧１８３５年、肥後の庄蔵丸（４人乗り組み 。天草沖）
で遭難し、ルソン島北部に漂着。マニラからマカオに送
られ、尾張・宝順丸（１４人乗り組み、１８３２年、遠

、 、州灘で遭難し アメリカ北西端のフラッタリー岬に漂着
） 。ロンドンを経てマカオに送られる の音吉ら３人と合流

１８３７年、アメリカ商船モリソン号で日本に送られる
が、浦賀や薩摩で砲撃を受け、帰国を断念（モリソン号
事件 。庄蔵は香港で洗濯屋か裁縫屋を開いて成功、力）
松は香港で新聞社に勤め、ともに日本人漂流民送還の世
話をした。イギリス人となった力松は日米和親条約締結

、 。（ 、の通訳のために来日し ヒコと会う 漂客寿三郎手簡
安政二乙卯年雑録、栄力丸漂流記談）
⑨１８３８年、越中の長者丸（１０人乗り組み 。釜石）
唐丹浦沖で遭難、ミッドウェー諸島付近でアメリカの捕
鯨船に救助。ハワイ諸島に上陸後、オホーツク、シトカ

。（ 、 ）を経てロシア船でエトロフ島に上陸 時規物語 蕃談
⑩１８３９年、奥州の中吉丸（６人乗り組み 。鹿島灘）
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で遭難し小
笠原島に漂
着。船を修
理して帰還
し、同島に
アメリカ人
ナザニエル
・セボリー
がいること
を報告 小。（
友 船 漂 流
記）
⑪１８４１
年、摂津の
栄住丸（１
３人乗り組
み 。犬吠）

埼沖で遭難し、スペインの密貿易船に救助され、９人が
メキシコ領カリフォルニアで捨てられる。マサトランで
働いた後、善助と初太郎がマカオに向かい、さらにホノ
ルルを経て再びマカオへ。各地で日本人漂流民と会い、
乍浦から長崎に帰国。マサトランに残された者のうち４
人がマカオに向かい、１人が寧波でイギリス役所の通訳

、 。（ 、になり ３人が乍浦から長崎に帰国 永寿丸漂流口書
来航紀聞、初太郎漂流記、海外異聞、墨是可新話）
⑫１８５０年、紀伊の天寿丸（１３人乗り組み 。伊豆）
沖で遭難、北太平洋上でアメリカの捕鯨船に救助され、
８人がロシア船に移乗。アメリカ船の５人はハワイで万
次郎に、香港で庄蔵、上海で音吉に会う。乍浦から長崎
に帰国。ロシア船の８人はシトカなどを経て、うち７人

が帰国 （紀州船米国漂流記、漂流船聴聞）。
残る１件は１８４１年に土佐湾で漂流した土佐の漁船

である。この船に万次郎が乗っていたことから、後の世
に最も知られる漂流物語になる。本稿では後述するよう
にヒコの遭難と対比する形で、万次郎を取り上る。
これらの遭難例はいずれも漂流民がなんとか生還でき

。 、たケースである 帰国した漂流民の体験談があればこそ
その一部始終を記録として残すことができた。乗組員が
船もろとも海に沈んだたケースがいったいどれくらいあ
ったのか、その実数はわかっていない。ヒコが乗った栄
力丸が遭難したとき、ヒコ自身、転覆したとみられる船
の板材などを目撃していることからみて、この数倍の船
が歴史に刻まれることなく消えてしまったことは間違い
ないだろう。
万次郎の漁船、ヒコの栄力丸を含め１５件の遭難はい

ずれも太平洋の沖合である。日本海側をいく北前船に漂
。 、流例がないのは意外だ 冬の日本海は荒いのが定評だが

いったん漂流すると果てしなく広がる太平洋の方がはる
かに恐ろしい海だった。
北前船は蝦夷から日本海、瀬戸内海を経て大坂と結ぶ

海運である。北前船と基本的には構造が変わらない和船
で上方と江戸という太平洋岸を航行せざるを得ないとこ
ろに問題があった。江戸後期になって商品経済が膨張す
るのにともない、廻船流通の規模は拡大する。だが、鎖
国を祖法として死守する幕府の構造船を認めない海運政
策に根本的な問題があった。ヒコは幕府政策の矛盾のな
かで船に乗ることになる。

中浜万次郎（ウィキペディアより）
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太平洋捕鯨全盛のなかで

太平洋沖で遭難が続いているころ、その洋上では、ア
メリカの捕鯨船が群れをなして鯨を追っていた。
アメリカの捕鯨は１７世紀後半、北米大陸の東端のナ

ンタケット島で行われたのが始まりとされている。主に
大西洋で捕鯨が行われたが、１８世紀の終わりころマッ
コウクジラを原料とするロウソクが上流社会で盛んに使

、 。 、われるようになり 太平洋に漁場が移った １８１８年
ナンタケットに船籍を持つガーナー船長のグローブ船が
太平洋の中心に出てマッコウクジラの群れを追いかけ
。 。 、た これが遠洋漁業の始まりとされている さらに翌年

ジョセフ・アレン船長のマロー号が日本沿岸に達した。
「日本漁場は有望」とアレン船長は故郷に手紙を書いて

いる （川澄哲夫『黒船異聞――日本を開国したのは捕。
鯨船だ』有鱗堂）

太平洋捕鯨によってアメリカ捕鯨は全盛時代を迎え
る。同書によるとアメリカの捕鯨船数は、１８１９年は
５２隻に過ぎなかったのに、１８３３年には３９２隻、
合計トン数が１３万トンになり乗り組んだ鯨捕りは１万
人にのぼった。さらに１８４３年には６７５隻、約２０
万トンにのぼったという。
同書には１８６５年ころまでのアメリカの捕鯨船によ

るマッコウクジラの捕獲位置が黒丸で示されている。こ
の図版では房総半島沖は真っ黒に塗りつぶされている。
江戸のすぐ近くで数多くの捕鯨船が操業をしていたの
だ。それを鎖国の底で惰眠をむさぼっていた幕府が気づ
いていなかったというのは、滑稽というしかない。
幕府役人が知らないのだから、土佐の一漁民が知って

いるはずはない。１８４１年１月２７日（天保３年１月
５日 、土佐国高岡郡宇佐浦から１隻の漁船が出漁に出）
た。船頭の筆之丞と重助、五右衛門、寅右衛門それに万
次郎の５人が乗り組んでいた。万次郎は足摺岬近くの漁
、 。 「 」村 中ノ浜で生まれた １４歳のとき 漁師になりたい

と、筆之丞の舟で土佐のほぼ中央に位置する宇佐にやっ
てきた。
ここからは万次郎のひ孫で心臓外科医、中濱博氏が２

００５年に著した『中濱万次郎――「アメリカ」を初め
て伝えた日本人―― （冨山房インターナショナル）を』
中心に、万次郎の孫、中浜明氏の『中浜万次郎の生涯』
（冨山房、１９７０年刊）で補完しつつ、万次郎の人生
をたどりたい。
当座の食料として米２斗５升と薪水を積んではえ縄漁

に出たわずか７・６メートルの漁船は、激しい北西の風

アメリカの捕鯨船の北太平洋捕鯨場図（ 黒船異聞』有隣堂より）『
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に巻き込まれて足摺
岬沖で黒潮に流され
る。漂流７日後、鳥
島に漂着して上陸。
博氏の研究によると
当時黒潮は太平洋沖

、で大蛇行をしており
このおかげで鳥島に
着くことができた。
「 」江戸時代の漂流例
でみた通り、遭難し
た船は小笠原諸島に
漂着した奥州の中吉
丸以外は、はるか遠
方の外国に漂着する
か、幸運にも外国船
に発見されたケース
ばかりだ。万次郎が

乗った漁船が鳥島に着かなければさらに漂流し、いずれ
転覆して沈没したか乗組員が餓死したかのいずれかだろ
う。
鳥島はアホウドリの産卵地。その名の通り、いとも簡

単に捕れることが第２の幸運だった。１４３日後、白い
帆を上げた船が見えた。皆で助けを求めたが船は気づか
ず通り過ぎたが、万次郎が山の陰に停泊しているかもし
れないと山を回ってみると、大きな船が停泊していた。
万次郎の気転が５人を救うことになった。
彼らを救助したのは捕鯨船ジョン・ハウランド号。５

人を乗せて捕鯨を続け、５カ月後にホノルルに着くまで
。「 、に１５頭を捕獲した 大勢で行う日本式の捕鯨と違い

少人数で鯨を捕る能率的な漁法に驚きと感銘を覚え、ア
メリカ捕鯨の一部始終を見守っていたに違いない」と博
氏は推測する。
万次郎は鯨の見張りをしたり、いろいろな手伝いをし

ているうち片言の英語を覚えた。ホノルルで５人を役人
のところに連れて行き、保護してくれるように依頼した
ホイットフィールド船長。出港しようとしたとき、万次
郎を本国に連れて帰り、教育を受けさせようと考えた。
万次郎も承諾し乗船。船の中で「ジョン・マン」と親し
みを込めて呼ばれ、グアム、タヒチを経て南アメリカ南

。 「 」端のケープホーンを回る ここで １８４３年の大彗星
と呼ばれる彗星を目撃。彗星の尾が一方の空から他方の
空にまで達していて、万次郎の将来を約束するような光
輝く流れ星だった。
ボストン南東約１００キロに位置するマサチューセッ

ツ州のニューベッドフォードに上陸したのは１８４３年
５月７日。ニューベッドフォード港には両舷に外輪があ
る蒸気船が停泊していた。蒸気船を目にした初めての日
本人だったかもしれない。
ホイットフィールド船長は万次郎を家から５分くらい

のところの公立学校に入れた。日本人留学生の第１号で
ある。ここで万次郎は小学生に交じってＡＢＣから英語
を学んだ。別の学校に移った後、翌年からバートレット
・アカデミーで学ぶ。同校を終える前の４６年、ジョン
・ハウランド号の乗組員だったアイラ・デービスが船長
をしているフランクリン号が捕鯨漁に出ることになり、
同船長が万次郎を誘った。１９歳になっていた万次郎は
「日本に帰れるかもしれない」と期待を胸に捕鯨航海に
出た。
フランクリン号は喜望峰を回ってグアムから小笠原島

『中濱万次郎』の本の表紙
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に寄港。さらに西に向かい、琉球の小島に船長らととも
にボートで上陸。役人らしい者が二人来たが会話が通じ
ず、帰国を果たせなかった。この島を役人は「マンビコ
シン」と答えたという。博氏は「実在しない」として琉
球本島だったとみる マンビコシンのマンビが摩文仁 マ。 （
ブニ）とゴロが似ていることがその根拠のひとつだ。こ

、 。のときの土地勘が後の帰国につながった と博氏はみる
やがて万次郎は副船長に昇格。ホノルルに寄港し、寅

右衛門と再会した。すでに重助は病死していた。伝蔵と
五右衛門はフロリダⅡ世号で日本に向かっていたが、帰
国に失敗しホノルルに戻った。万次郎はホノルル滞在中
にこの二人にも会うことができた。ニューベッドフォー
ドに戻ったのは１８４９年９月２３日。３年４カ月の航
海だった。
明氏の『中浜万次郎の生涯』によると、この長い航海

中に捕獲した鯨は５００頭にのぼり、万次郎が得た分配
金は３５０ドルだった。副船長として腕を振るった万次
郎としては分配金が少ないように思えるが、この間、航

海技術が飛躍的に向上しており、万次郎にとって「捕鯨
船は私のエール大学であり、ハーバード大学」だった。
（ 中濱万次郎 ）『 』
この航海中の１９４８年、ロイス船長のスーペリア号

がベーリング海峡を越えて北極海にまで入ったことが記
録されている（ 黒船異聞 。万次郎はアメリカ捕鯨全『 』）
盛期の真っただ中にいたわけだ。この年、下院の海軍委
員、トーマス・キングが北太平洋に蒸気船を開設すべき
だ、との提言書を提出したことはすでにふれた。アメリ
カにとって太平洋は捕鯨の海から蒸気船による通商の海
へと移らんとする胎動期だったが、万次郎といえどもそ
れには気づいていなかっただろう。
万次郎が航海中の１９４８年 月、サクラメントに近1

い山中の製材所の水車の流れの中で金が見つかった。こ
れが最初の金の発見と公認された。万次郎がニューベッ
ドフォードに戻ったとき、町中が西部のゴールドラッシ
ュの話でもちきりだった。
万次郎もフォーティーナイナーズの一人になる。４９

年１１月、ニューベッドフォードからサンフランシスコ
に向かうスティグリッツ号に水夫として乗り込み、５０
年５月、サンフランシスコに到着。地元紙の報道では、
ゴールドラッシュさなかの当時、港に放置された船が５
２６隻もあったという。捕鯨船の水夫の多くも稼ぎのよ
い金山に向かっていたのだ。鯨を捕るより金を掘る方が
稼ぎになる。こうした風潮が捕鯨衰退に向かう要因の一
つになる。
万次郎はサンフランシスコから川を遡る蒸気船でサク

ラメントに向かった。このころ川の運輸は蒸気船が主力
になっていたのだろう。サクラメントでは汽車が走って
いた。客車２３、４両がつながっていて、荷物を上に載

（ ）１８５１年のサンフランシスコ・ポーツマススクエア ウィキペディアより
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せその下に客が乗っていた。左右に窓が三つあり、ガラ
スがはめてあって、外を見ても、皆横斜めに走るので見
ることができない。非常に速く 「天下ノ一奇物ナリ」、
と万次郎は表現している。ヒコがボルティモアで気車を
見るのはこの４年後だ。
サクラメントから馬を引かせて山に登り、５日目の暮

れ、金山に着いた。オランダ人に１日６ドルで雇われた
が、３０日働いても賃金をくれなかったため、自力で掘
ることに。７０日余りで６００ドルを稼ぎ出し、サンフ
ランシスコに戻った後、船でハワイに向かった。
ホノルルに着いたのは１８５０年１０月。伝蔵（筆之

丞から改名 、五右衛門、寅右衛門と再会した。重助は）
病死していた。大工として生計をたて、妻もいる寅右衛
門を除く３人で帰国することになった。そんなある日、
港で万次郎を呼びとめる者がいた。伊豆沖で遭難した天
寿丸に乗っていた虎吉ら５人だった。この５人はコピア
号という船で香港に向かい、万次郎ら３人は琉球を目指
すことにした。
万次郎が乗ったサラ・ボイド号は１８５０年１２月、

ホノルルを出港。沖縄の南沖を上海に向けて進んだ。５
１年２月２日、船は沖縄本島の１２キロのところまで近
づき、風が静まったため停船。ボートが降ろされ、万次
郎らは乗り移って船を離れた。夜が明けて干潮を待って
上陸。摩文仁の海岸だった。

待てど暮らせど来ぬペリー

万次郎がホノルルで伝蔵らと再会を果たし、日本への
帰国の策を練っているころ、ヒコが乗り込んで江戸から

兵庫に向かっていた栄力丸は、遠州灘に差し掛かったと
ころで暴風に遭った。まるでアメリカから帰らんとする
万次郎と入れ替わる形でヒコが漂流する。この二人が我
が国の開国に陰に陽にかかわることを思うと、歴史の不
思議さに驚きを禁じ得ない。
ヒコの遭難の一件を振り返っておこう。
猛烈な風波に船は翻弄され、まず舵を包む外艫が破壊

されて流された。船が沈みはじめたため、水主たちは大
麦と小麦各１００俵を海に投げ込む「刎ね荷」を行う。
さらにちょんまげのもとどりを切り、ざんぎり頭になっ
た船頭の万蔵の命令で、太さ３尺（９０センチ）の帆柱
を切った。帆柱と舵を失った栄力丸は、潮の流れにまか
せるしかない。１６０俵の米を積んでいることが救いだ
った。
翌朝、島影が見えた。島に近づくと無人島のようだっ

た。以前、漂流して八丈島に漂着した経験のある清太郎
ら３人が「上陸しよう」と言ったが 「人食い人種がい、
たら殺される」とおじけづく者もいて、クジで決めるこ
とになった 「上陸 「上陸しない」の相反するクジが出。 」

、 。て議論をしているうち 船は島から遠ざかってしまった
船は北西方向に進んだ後、東へ流された。再び刎ね荷

をして大豆１００俵、小豆３００俵を捨てた。海は大し
けになり、船底から浸水、水かさが１・８メートルにも
なった。新造船だった栄力丸が耐えられる限界に近づい
ていた。
１２月２０日、西の海に船が見えた。布切れを振ると

船が気づいた。３本の帆柱を持つ大型船だった。乗組員
１７人はオークランド号に救助され、５１年２月、サン
フランシスコに着いた。オークランド号は次の航海の準

、 。備があるため ヒコらはポーク号という船に乗り移った
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。 、そこにトーマスという士官がいた 彼は日本にあこがれ

「日本に行きたい」といって日本語を教えてくれるよう
日本の水夫に頼み込む。トーマスは一番年少のヒコを気
に入り、英語を教えるとともに、ヒコから日本語を教わ
った。長助と幾松から、異国の言葉を覚えて帰国すると
きびしい罰を受ける、と言われ、ヒコは英語を教わるこ
とをあきらめた。
５２年２月下旬、サンフランシスコ港に軍艦セント・

。 、メリー号が投錨した トーマスがこの船で日本に帰れる
とたどたどしい日本語と仕草でヒコらに伝えた。３月１
２日、ヒコら一行にトーマスも加わってセント・メリー
号に乗り込み出港、４月３日、ハワイに寄港した。その

、 、直前に病死した船頭の万蔵を葬って出港し ５月２２日
マカオに着いた。港内には大型の外輪式蒸気艦サスケハ
ナ号が停泊していて、３日後、ヒコらはサスケハナ号に
移った。サスケハナ号はペリー艦隊の旗艦になることが
予定されていた。
ヒコらはサスケハナ号で日本に向かい、幕府役人に引

。 、 。き渡されるはずだった だが 話しは簡単ではなかった
この４年前 「難破した１５人のアメリカ人水夫が本、

国送還を待ちわびている」とのニュースがアメリカの東
インド艦隊に届いた。情報を集めると、彼らが捕鯨船ラ
ゴダの乗組員で、日本で虐待されているらしい、と思わ
れた。ブレジル号の艦長グリン海軍中佐は長崎港に入っ
て投錨、長崎奉行と交渉したがらちが明かず 「即刻引、
き渡さねば砲撃も辞さぬ」と恫喝、やっと解放させるこ
とができた。ワシントンに戻ったグリン艦長は１８５１
年６月、大統領に「日本を開国に踏み切らせる時期がき
ている。強力な海軍を派遣させるのが得策」との具申を
した （宮永孝『ペリー提督――日本遠征とその生涯』。
有隣新書）

ヒコを支援したサンダース（播磨町郷土資料館編『ヒコの生涯と新聞史』
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この具申もあってペリーは５２年３月、東インド艦隊
司令長官に就任。ノーフォークをミシシッピー号で出港
したのは１１月２４日。ヒコがマカオに着いたときから
半年も先だ。ペリーのマカオ到着は５３年４月６日のこ
とである。
ヒコらにすれば、ペリーは待てど暮らせどやってこな

かった。
もしヒコらがペリーの到着をじっと待っていれば、ヒ

コの人生は全く変わっていたはずだ。恐らく歴史に名を
、 。 、残すことなく 故郷で静かに一生を送っただろう だが

運命のいたずらというべきだろうか。ヒコらがペリーを
待つ間、ペリーは軍艦１１隻で日本に向かうらしい、と
のうわさが流れた。ペリーは当初、大軍艦編成を構想し
ていたので、このうわさは決してでたらめではない。ヒ
コらにしてみれば、日本と戦争になれば故国の土を踏め
るとは思えない。ペリーがいつ来るのかわからないとい
う焦燥と、先行きへの不安感が渦巻いているころ、トー
マスがアメリカに帰るのでヒコも一緒に行こう、と誘っ
た 「仲間と離れられない」とヒコが断ると、トーマス。
は亀蔵を引きこみ、結局治作も含めた３人がサンフラン
シスコに戻ることになった。サラー・フーパー号という
イギリス商船で１８５２年１０月、香港を出港。５０日
後、サンフランシスコに到着。ヒコは税関長のサンダー
スの家に住み込む。

質素な服装の大統領

５３年７月上旬、ヒコはサンダースに連れられて船で
ニューヨークに向かった。この１カ月前にペリーが浦賀

に到達しことはもちろん知らない。ニューヨークに着く
と、サンダースはボルティモアの自分の家族宛てに「あ
す帰宅する」と電報で知らせた。電報室ではカチャカチ
ャと音がする。サンダースは「２０分くらいで返事がく
る」と言った。間もなくホテルの従業員が紙片をサンダ
ースに渡した 「家からの返事だ」とサンダース。ヒコ。
は電報の手紙が鳥より速く飛べるとは、と半信半疑だっ
た。
翌日、蒸気列車でボルティモアに向かった。駅前で義

弟が馬車で待っていた。電報通りだ。ヒコはアメリカに
は恐るべき機械があることを実感した。サンダースの家
は妻と二人暮し。３年前、サンフランシスコで銀行を興
し、税関長も兼務していたサンダースはロシアに商用に
出かけるため税関長を辞任することにし、政府にその願
書提出のため今回、帰郷したのだ。
２日後、ヒコはサンダースに連れられ、列車でワシン

トンに着くと、サンダースは「国家の首長を訪ねる」と
いった 「何のことかわからなかったが、自分を連れて。
行きたがったので一番いい服に着替えた」とヒコは回想
している。このとき日本人として初めてアメリカの大統
領に会うことになるとは夢にも思わなかったのだ。
サンダースとヒコを乗せた馬車は大理石造り２階建て

の建物の敷地内に入った。サンダースに付き従って中に
入る。奥の大きな部屋で４０歳くらいの紳士が一人書き
ものをしていた。色白のやせ形。サンダースはこの紳士
と握手を交わし 「日本人。カリフォルニアから連れて、
きた」とヒコを紹介した。紳士は「やあいらっしゃい」
と言ってヒコの手を握り、そばの椅子に腰をかけるよう
勧めた。ヒコは遠慮した。
ヒコは大統領とサンダースが会話をしている間 「国、
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」 。家の首長とはどういうことだろう と思案をめぐらした

『アメリカ彦像自伝』の中で「ただ家が大きくて鉄の柵
。 、もあるがそれだけではないか 壮麗な門がまえもないし

護衛の兵隊もいない。あの男の服装も質素な黒色だ。こ
の人が国家の最高の人というのはどういうことだろう」
と、その時に感じた不思議な思いを表している。むりも
ない。播州にいれば、庄屋に会えるのが精いっぱいなの
だ。実際、このとき「私の国では、どんな小さなところ
の役人でも、かっこうはこの人よりも尊大でりっぱだ」
と首をひねるのだ。
馬車に戻ったとき 「いま話していたのはどういう人、
」 、 「 、か と尋ねると サンダースは プレジデントと呼ばれ

日本の皇帝にあたる人」と答えた。それでもヒコは「ア
メリカの主人があんな簡素な生活をしているはずがな
い」と信じなかった。
だがまぎれもなく第１４代大統領フランクリン・ピア

ースだった。日本人がアメリカの大統領に会う歴史的瞬
間だったとは思いもしないヒコは後述するように、この
４年後、二人目の大統領に会う。
さてボルティモアに戻ったヒコ。カトリック系の学校

に通い始め、サンダース夫人の勧めで洗礼を受ける。ジ
ョセフ・ヒコは洗礼名である。サンダースが経営する銀
行が金融恐慌で倒産し、ヒコに学費を出せなくなったた
め、ヒコは学校をやめざるを得なくなる。サンフランシ
スコの商社で働いていた１８５７年８月、サンダースの
ところに上院議員グウィンからの１通の手紙が届いた。
ヒコを国務省に雇ってもらえるようにしようと思う、と
したためてあった。
１１月、グウィンはヒコを連れて国務省におもむいた

後、ホワイトハウスに向かった。執務室に入ると、ブキ
ャナン大統領にヒコを紹介した。グウィンは「日本は間

ピアース大統領（播磨町郷土資料館編『ヒコの生涯と新聞史』より）

159

ジョセフ・ヒコの幕末維新



もなく開国する。ヒコが国務省に職を得られれば、両国
にとって役立つだろう」と、大統領の助力を願い出た。
大統領は「国務省に空席があれば任命しよう」と答えた
が、結局この話は沙汰やみになった。
５８年９月、サンフランシスコに測量船フェニモア・

クーパー号が入港。同号に乗船できるという思いがけな
い話がヒコに飛びこんだ。同号は東洋に遠征する、とい
うのだった。
『忘れられた黒船』によると、同号は北太平洋測量艦隊
の５隻の一つ。司令長官リンゴールドは測量、ペリーは
日本に対する外交と役割分担されていて、リンゴールと
ペリーは補完関係だったと著者の後藤敦史氏はみる。リ
ンゴールドという人物については日本ではほとんど知ら
れていないが、二人は飛車角の関係だったといえるかも

。 、しれない この年の３月にペリーは亡くなっているので
二人の関係は終わっているが、ヒコにはどこかペリーの
影がおおっているのだ。
ヒコはもちろんそんなことは関知しない 「今度こそ。

日本に帰れる」と素直に喜んだことは想像に難くない。
すでにヒコはアメリカ国籍をとっていた。キリシタン禁
制という日本の国是に不安を覚えたサンダースの「アメ
リカ人になれば日本の土を踏んでも問題は起こらない」
との進言にしたがったのだった。こうしてヒコはアメリ
カ人書記として測量船に乗り込んだ。
サンフランシスコをたったフェニモア・クーパー号は

。 。「 」ホノルルに寄港 ここでヒコは政吉に会った ティム
と呼ばれていた。淡路島出身の政吉が乗った住吉丸はミ
カンを積んで紀州から伊勢に向かう途中、大しけに遭っ
て漂流し、２人が死亡。政吉も餓死寸前、アメリカの捕
鯨船に助けられた。ヒコは調査船の乗り組みを政吉に代

、 、 。わり 自らはハワイにとどまったあと 香港に向かった
このころハリスが上海で静養していた。１８５５年に

、 、初の日本総領事に任命され その翌年に下田条約を締結
さらに江戸で日米通商条約を締結させた外交官である。
そのハリスが日本総領事から弁理公使に昇進し、ミシシ
ッピー号で近く日本に向かうことになった。ヒコにとっ
てこの上なく幸運なことに、艦長が日本に送るよう計ら
ってくれた。ミシシッピー号はペリーが引き連れた黒船
のなかの一隻で、ペリーがメキシコ戦争以来最も愛着を
もっていた蒸気船だ。ここでもペリーの影がヒコにつき
まとう。ヒコがミシシッピー号にハリスを訪ねると、神
奈川領事に就任するドールがいた 「領事館付きの通訳。
にならないか」とドール。ハリスと相談し、引き受ける
ことにした。
ミシシッピー号は長崎、下田を経て５月、神奈川沖に

投錨し、ヒコは横浜に上陸。９年ぶりに故国に足を踏み
入れたのだった。

咸臨丸での出会い

話を万次郎に戻そう。沖縄本島最南端の摩文仁の番所
役人に簡単な調べを受けた後、翁長（豊見城市）で薩摩
藩の取り調べを受け、さらに薩摩に送られた。藩主にな
ったばかりの島津斉彬は積極的に西洋の文化を取り入
れ、富国強兵に力を入れていた。すでに沖縄で藩として
の取り調べが終わっていたことから、外国の状況聴取に
重点が置かれていたとみられ、斉彬は万次郎を呼んでア
メリカ事情を聴いたという。藩の軍賦役田中清左衛門、
田原直助と船大工３人が万次郎から航海術や造船を学
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び、田原らは「雲行丸」建造した。船首に三角の帆をも
った我が国最初の蒸気船だ。越通（おっと）船と呼ばれ
た。
だが、万次郎が長崎に送られると、帰国できたほとん

どの漂流民同様まず揚げ屋（牢）に入れられ、踏み絵を
させられた後、白州で奉行直々の取り調べを受けること
になった。査問は１８回にわたり、長崎奉行、牧志摩守
は「万次郎は頗る怜悧にして国家の用となるべきものな
り」との意見をつけてこの顛末を幕府に報告。万次郎は
放免された。
万次郎が高知に着いたのは１８５２年８月１５日。１

１月１６日、中ノ浜に向かい母親と会う。３日後、高知
城下の教授館に出仕、翌年１月、土佐藩に登用されて武
士になった。
ペリー来航が万次郎を大きく変えた。ペリーが浦賀を

去って８日後、幕府が万次郎を江戸に呼びだすことにし
たのだ。儒学者の大槻磐渓が「天文、測量、砲術まで習
得して帰っており、アメリカ事情に通じている。今後ア

メリカ人渡来のときに役立つだろう」といった内容の意
見書を林大学頭に提出、林が老中阿部正弘に推薦したの
だ。
万次郎が江戸に着くとさっそく老中に召しだされ、海

外事情を説明。阿部正弘は万次郎を幕府直参の御普請役
にした。
万次郎が阿部正弘に召しだされた席にいた勘定奉行川

路聖謨はその後、何度も万次郎に会ってアメリカの様子
を聞き、その内容を「糾問書」として記録した。それに
よると、大政を掌る大統領職は国中の人民が入札で登職
し、在職４年で交代する、と大統領制について説明。西

、 、側のカリフォルニアは日本に対している としたうえで
ワシントンへは、陸地通行で４カ月、船路の場合は南ア
メリカを回るので７、８カ月かかると述べ 「日本はワ、

」 。シントンより近い と日本の地理的な位置について言及
さらに「日本との親睦はアメリカ積年の宿願」としたう
えで、開国を要求する理由として 「中国と往来する蒸、
気船は石炭を多く使うので途中で不足を補わねばならな
い。日本近辺に石炭置き場があれば便利なので、石炭の
補給と地所の借り受けを希望しているとアメリカ滞在中
に聞いた」と語っている。
ペリーが１８５４年２月１１日に浦賀に再来した際、

ペリーとの交渉役に任じられたのは川路とともに万次郎
召しだしの場にいた伊豆韮山代官江川太郎左衛門。江川
はペリーとの条約交渉の通訳を万次郎にさせるつもりで
いた。しかし幕府海防参与で攘夷派の水戸斉昭は「万次
郎は一命を救われた以上、アメリカに不利になることは
決して好むまい」として通訳とすることに反対。江川に
「こちらの秘密の会議などはいっさい知らせない方がよ
い」とまで書簡にしたためた。こうした水戸斉昭の強硬

咸臨丸（ウィキペディアより）

161

ジョセフ・ヒコの幕末維新



な姿勢に阻まれ、万次郎はペリーに会うことはできなか
った。
ペリー側に日本語に精通した通訳はいず、幕府側はオ

ランダ語通詞しかいなかった。このため英語からオラン
、 、ダ語にさらに日本語に と不便な交渉を行うことになり

さまざまな行き違いが起きた。万次郎という格好の人材
を有効に使えなかったところに、攘夷論を無視できない
幕府のかじ取りの難しさがうかがえる。こうしたなか、
林大学頭が全権となり５４年３月３１日、日米和親条約
締結にこぎつけた。要するに万次郎が桧舞台に立つこと
はなかったのだ。
和親条約が成るとアメリカにとっての課題は通商条約

の締結だった。その任を帯びたハリスがミシシッピー号
で横浜にやってきたとき、ヒコが同船していたことはす
でに述べた。１８５８年７月２９日、ポーハタン号上の
甲板で下田奉行井上清直、海防掛目付岩瀬忠震とハリス
の間で日米修好通商条約が調印された。その条約批准書
交換のため日本側の使節がポーハタン号でアメリカに向
かうことになり、咸臨丸が随行することになった。
咸臨丸は幕府海軍練習を兼ねて派遣されるもので、軍

艦操練所教授方頭取の勝海舟が先任士官となり、万次郎
が通訳として乗り込むことになった。
こうした折り、アメリカの測量船フェニモア・クーパ

ー号が横浜で座礁し沈没、ブルック艦長以下乗組員２１
人がアメリカに帰る便船を待っていた。同号はヒコがサ
ンフランシスコからハワイまで乗った船だ。領事館付き
の通訳になっていたヒコは横浜滞在中のブルック艦長の
世話をしていた。幕府は同号の乗組員を咸臨丸で帰国さ
せることに決定。ブルック大尉はその水先案内を務める
ことになった。そこでヒコは神奈川奉行からの要請でブ

ルックを咸臨丸に案内。咸臨丸に着くと、奉行の竹本図
書頭正雅が応対に出て、ブルックに水先案内を引き受け
てくれたことに感謝の言葉を述べ、白鞘の刀と刺繍入り
の５枚の絹布を贈った。ヒコが通訳したのはいうまでも
ない。
翌日、ヒコはブルックと別れのあいさつをした。この

とき勝とともに万次郎を紹介された。万次郎はヒコのこ
とを聞き知っていて 「私と同じように漂流の憂き目に、
遭った者同士。お互い国のために働きましょう」と言っ
た、と吉村昭は『アメリカ彦像 （新潮文庫）のなかで』

。 。推察している 実際の二人の会話はどうだったのだろう
ブルックは『横浜日記』のなかで 「ヒコは親切に同、

行してくれた。万次郎はヒコに３０分くらい残って話し
合いたいといった。彼（ヒコ）は残ったので私はその間
待っていた」と書きとめている（ 中濱万次郎 。ヒコ『 』）
と万次郎は３０分間話し合ったというのだ。アメリカの
思い出を語り合うには余りにも時間がなさすぎる。何を
話したのか、ヒコも万次郎も記録を残していない。
咸臨丸出港の３日後、遣米使節団一行７７人を乗せた

ポーハタン号が横浜をたった。１８６０年３月２９日、
ポーハタン号は咸臨丸に１２日後れてサンフランシスコ
に着く。地元新聞に「ポーハタン号には２、３の通訳が

」 。いたが万次郎に及ぶ者はなかった という記事が載った
咸臨丸はドックに入ることになり、万次郎は乗組員と別
れてワシントンに向かった。咸臨丸がサンフランシスコ
を出発しホノルルに向かったのは５月８日。このときま
でに万次郎はサンフランシスコに戻り、乗船している。
遣米使節団はワシントンでブキャナン大統領に謁見し

た。大統領はヒコという日本人と会ったことを正使の新
見豊前守に語ったかどうか。もし話題に上ったなら、大
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統領が名もない漂流民に直接会ったとは、と仰天しただ
ろう。一行はアメリカ軍艦ナイアガラ号で帰国の途につ
き、１８６０年１１月９日、横浜沖に投錨した。ヒコは
領事館書記バン・リードとともにはしけで同号に向かい
新見と副使の村垣範正に会った。リードはドール領事の

、 。代理として無事帰着を祝う言葉を述べ ヒコが通訳した
新見は「アメリカのいたる所で歓迎されたと領事に伝え
てほしい」と述べた。
遣米使節がアメリカでけなげなほどに親善に尽くし、

咸臨丸では日本の乗組員とアメリカの乗組員が交流し
た。このことは、開国といううねりに新たな風を吹き込
むかにみえた。だが遣米使節団がサンフランシスコに上
陸する直前、驚愕すべき事件が起きた。日米修好通商条
約の調印に踏み切った大老井伊直弼が桜田門外で水戸浪
士一行に暗殺されたのだ。以降、攘夷の暴風が江戸と京
都を中心に吹き荒れる。日本人でありながらキリスト教
徒のアメリカ人になり、しかもアメリカ領事館の通訳で
あるという、攘夷派にとって許しがたい人間となったヒ

コの身に危険が迫る。
洗礼を受け、かつアメリカ国籍をとったことがよかっ

たのかどうか。万次郎以上にヒコは波乱の道を歩むこと
になる。

兵庫湊と神戸港

昨年１２月下旬、私はヒコが彦蔵として乗り込んだ樽
廻船「住吉丸」が出航した兵庫の湊を訪ねた。ヒコは１
９５０年９月（旧暦）兵庫湊で江戸に向かう廻船、住吉
丸に乗船し、熊野で知り合いが乗っていた「栄力丸」に
乗り換えたのだ。
神戸の中心地、三宮から西に約６キロのところで和田

岬が大阪湾に突き出ている。ここに勝海舟の設計で１８
６４年に完成した和田岬砲台があるが、現在は三菱重工
神戸造船所の敷地内になっている。同造船所の前を東に
２０分ほど歩くと「兵庫埠頭」の標識。兵庫湊はこの辺
りだったのだろうかと見回しても、一帯は海の埋め立て
でできた工場地帯。昔の湊の面影はどこにもない。困り
果てていると、道端に観光マップの看板があった。丁寧
に見ると「高田屋嘉兵衛顕彰碑」の文字が見つかった。
私はちょうど高田屋嘉兵衛（１７６９～１８２７年）

の生涯を描いた司馬遼太郎の長編小説『菜の花の沖』を
読んでいるところだった。私は、過去に２度この本を読
んでいる。松前で幽囚されたロシアのゴローニン少佐救
出劇が物語のクライマックスだ。私はここ５、６年、北
前船ゆかりの港をたずねているので、３回目の今回は、
高田屋嘉兵衛がどのように北前船の船持ち船頭として成
長していったかに関心をもって読み進めていた。顕彰碑

灯台見回り船「こううん」が入港する兵庫港
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があると
いうこと
は、そこ
が嘉兵衛
の北前船
が出入り
した湊だ
った所と
察した。
「高田屋
嘉兵衛顕
彰碑」は
和田岬か
ら東に約
２キロの
古い商店
が立ち並
ぶ一角、
竹尾稲荷
神社の敷
地の端に
ひっそり
と建って

いる。この神社から数分のところが兵庫港である。住所
は神戸市長田区西出町。三方にクレーンが立ち、高層ビ
ルや倉庫などに囲まれたごみごみとした港だ。岸壁に立
つと、海上保安庁の灯台見回り船「こううん」が港に入
ろうとしているところだった。全長２３メートル、５０
トンの船だ。千石船は全長２９メートル、１５０トンく

、 「 」 「 」らいなので ヒコが乗った 住吉丸 はこの こううん

より二回りくらい大きかっただろう。
江戸時代の兵庫湊を想像しようにも、余りにも変わり

果てている。司馬は「兵庫の湊は深いのだが、海底のあ
る部分に洲があって、毎年三月、潮が沖へ退いてしまう
季節になると、海面上にあらわれるという」と『菜の花
の沖』に書いている。ヒコが船出したのは秋だから洲は
現れなかっただろう。あるいは洲がでない時期を選んで
の出航だったのだろうか。人口は約２万人。主な廻船問

、 、屋が十数軒あり 当時としては大いににぎわった港だが
今からみれば何とものどかだった。
兵庫港から十数分先の能福寺に向かった。この寺の境

内に、神戸事件の下手人とされた滝善三郎の顕彰碑があ
り、２年前に訪ねている。神戸事件は１８６８年２月、
三宮神社前を備前藩の隊列が通りかかった際、神戸開港
にともなって居留地にいたフランス人水兵が横切った事
件。滝が制止しようとして水兵に傷を負わせたことから
銃撃戦に発展、外交問題となり、新政府は滝を切腹させ
ることで決着をはかった。その滝の顕彰碑がある能福寺
に英文で書かれたヒコの碑があるというのだ。
同寺は明治初年に建立された高さ１１メートルの大仏

があり 「兵庫大仏」といわれている。ヒコの碑は大仏、
の１０メートル先にあった。高さ約２メートル。漢字の
碑文の上に英文が刻まれている。案内板には「外人客が
神戸のマスコットである兵庫大仏に多数参拝に来たとこ
ろから、１８９２（明治２５）年、十九世住職がヒコに
寺の縁起を英文で書くよう依頼した」とある。
ヒコは神戸事件翌年の１８６９年、神戸に永代借地権

を得、７７年、神戸市郊外の東明村（神戸市東灘区の御
影地域）に鋹子夫人と暮した。そこは灘五郷に近い。住
吉丸が積んでいた灘の酒はヒコの生涯の忘れ得ぬものに

ヒコの英文が刻まれた能福寺の石碑
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なっていたのだろうか。８９年、ヒコは東京に移り住ん
だが、兵庫港に近い能福寺からの頼みには断れなかった
のだろう。
重複するようで恐縮だが、ヒコが兵庫湊をたったのは

明治維新の１８年前。北前船や樽廻船が出入りする鎖国
の中の和船だけの世界だった。ヒコの英文碑が建てられ
た１８９２年、勅令で現在の神戸市役所前のフラワーロ
ードの河口から和田岬までを神戸港と位置づけられた。
開港以前の兵庫湊から開港後の神戸港へ。それは彦蔵か
らヒコになった彼の人生そのものといえなくもない。
私は今回、兵庫湊を出てアメリカに行き、日本に戻る

までのヒコを、万次郎をからめてたどった。それはどん
な時代だったのだろう。私は神戸の街を歩きながら、整
理してみた。
ヒコが乗った栄力丸をはじめ数多くの廻船が太平洋沖

で遭難した。それは江戸経済が成長し、もはや鎖国体制
の限界にきていたということだろう。その太平洋の対岸
のカリフォルニアがアメリカの領土となったうえ、ゴー
ルドラッシュがわきあがったことによってサンフランシ
スコが急激に発展、太平洋への拠点の港になる可能性を
もつに至った。時あたかも、アメリカにとって最大の捕
鯨場だった太平洋は、蒸気船によって東洋に進出する輝
ける海になろうとしていた。
私は本稿のタイトルを当初「遭難の先のアメリカ」と

していたが、以上のように思いをめぐらした結果 「ペ、
リー来航前夜の太平洋」に変えた。太平洋にかかわるい
くつかの波が重なって大きなうねりとなり、鎖国の防波
堤を越えてこの国に幕末という渦巻き状態を引き起こし
た、といえるのではないだろうか。このうねりにヒコは
のまれ、まるで笹舟のように翻弄されながら必死に生き

ようとした。
先が見えないヒコの人生行路。時に思いもかけないこ

とが起こる。その一つはリンカーン大統領に会ったこと
だ。次回、その意味を考えてみたい。
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明治 年企画「ジョセフ・ヒコの幕末維新」が始150
まりました。
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