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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

東京電力福島第一原発事故にとも
なう避難指示が、帰還困難区域など
一部を除いて今年４月１日までに解
除されて半年がたちました。９月９
日付の毎日新聞の報道によると、元
の住居に戻った人の多くは高齢者
で、解除区域全体の中の６５歳以上
が占める高齢化率は事故前の２７・
４％から４９・２％へと大幅に上が
りました。避難している人たちに元
の所に戻ってもらって、さも復興が
進んでいるかのように見せかける国
の小手先の政策に、避難した人たち
が不信を抱いていることを示してい
ます。福島県のＨＰによると同県民
は今年７月現在、なお 万７５３８5
人が避難しています。帰りたいのは
やまやま、でも放射能が怖くて帰れ
ないというのが住民たちのいつわら
ざる気持ちなのです。

避難解除は、除染をして年間被ば
く線量が２０ミリシーベルト以下に

、 、なり 道路などのインフラが整えば
自治体や住民と話し合って国が決定
する、というものです。１４年４月
１日に田村市の避難指示解除準備区
域が解除されたのを皮切りに、楢葉
町（１５年９月５日 、葛尾村（１）
６年６月１２日 、川内村（１６年）

６月１４日 、南相馬市（１６年７）
月１２日）が解除。今年３月３１日
に飯舘村、川俣町、浪江町が、４月
１日に富岡町の居住制限区域や避難
指示解除準備区域が解除されまし
た。

報道によると、解除区域に帰還・
転入したのは計２９７０世帯、５９
５１人。このうち６５歳以上は２９
２９人で、４９・２％を占めていま
した。原発事故前の２０１０年の国
勢調査の際の２７・４％から大幅に
上昇、国立社会保障・人口問題研究
所が推計している６５年の高齢化率
（ ） 。３８・４％ をも上回っています

市町村別では川内村７１・３％
（事故前３５・２％）▽川俣町７０
・４％（同３１・７％）▽飯舘村６
８・７％（同３０・０％）▽葛尾村
５４・４％（同３２・２％）▽浪江
町５２・４％（同２６・７％）▽南
相馬市５１・８％（同２６・６％）

（ ）▽田村市４５・２％ 同２８・９％
（ ）▽富岡町４４・２％ 同２１・１％

▽楢葉町３７・０％（同２５・９
％ 。人口の５０％以上が６５歳以）
上で占められる地域は限界集落とい
われますが、６市町村が限界集落化
しています。なかでも川内、川俣、

飯舘の３町村は深刻です。

帰還問題を取り上げた毎日新聞は
「政府は早期復興を標榜し、避難指
示の解除を進めたものの、帰還者は
１割にとどまる」と伝え、その理由
として「仕事や教育、放射線の影響

」 。への懸念もある と指摘しています
要するに帰還をすると子どもの教育
に支障が出る、ということのようで
す。この懸念は放射線被ばへの不安
にほかなりません。

１３年５月２４日付の同紙の報道
、 、によると 国連人権理事会の報告者

アナンド・グローバー氏が住民の被
ばく基準について「法令が定める年
間１ミリシーベルトの限度を守り、
それ以上の被ばくをする可能性があ
る地域では住民の健康調査をするよ
う」日本政府に求め、国が年間２０
ミリシーベルトを避難基準としてい
る点について 「人権に基づき１ミ、
リシーベルト以下に抑えるべきだ」
と問題視しました。

実際、被ばくによって住民の健康
が損なわれているのではないか、と
疑われるデータがあります 「放射。
能から子どもを守る企業と市民のネ

巻頭言　編集長　井上脩身
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ットワーク」の報告によると、死因
別死亡率についての福島県と全国平

、 、均の比較では 以下のように事故後
福島の死亡率が高くなっています。

【内分泌・栄養・代謝疾患】１０年
１・２６倍、１３年１・４０倍
【糖尿病】１０年１・３１倍、１３
年１・４６倍
【心疾患（高血圧性を除く 】１０）
年１・３２倍、１３年１・６７倍
【慢性リウマチ性心疾患】１０年１
・７９倍、１３年２・５３倍

【 】 、急性心筋梗塞 １０年２・０２倍
１３年２・４０倍

医学的に原発事故との因果関係を
証明するのは難しいでしょう。しか
し、これらの病気による死亡率が歴
然と高くなっているのは事実です。
住民の不安が大きくなるのは当然で
しょう。高齢者はともかく、子ども
を持つ親や働き盛りの人たちが帰り
たくとも帰れないのは、この数値を
みただけでも明らかです。

冒頭に触れたように福島県県民の
避難者は２０１２年５月の１６万４
８６５人をピークに、今年７月は５
万７５３８人に減少しています。一
見大いに復興復旧が進んだように思
える数字です。しかし、事故後６年
半もたつのになお５万７千という中
都市の人口に匹敵する人たちが避難
を余議なくされていることは大きな
問題です。福島第一原発から３０キ
ロ圏内の人たちの多くが棄民状態の
ままであることを示しているといえ
るでしょう。

この原因が福島第一原発事故によ
るものであることはいうまでもあり
ません。東電幹部を起訴相当とした
検察審査会の議決によると、０８年
には東電幹部は想定（５・４～５・
７メートル）を大幅に超える１５・
７メートルの津波がくる可能性があ
るとの報告を受けています。報告を
受けて非常用電源を高台に移してい
れば、全電源喪失という最悪の事態

が避けられ、したがって炉心損傷に
は至らなかったと思われます。この
移設には数千万円の経費で済んだの
ではないでしょうか。東電としては
微々たる支出です。こんな初歩的な
ことも怠った以上、刑事責任が問わ
れるべきだとして、東京地裁で東電
幹部３被告に対する刑事裁判が行わ
れています。

しかし、刑法は法人の刑事責任を
認めておらず、経営トップの責任を
問う特別規定もありません。経営者
は部下に責任をなすりつけるか、想
定外の災害のせいにして逃げること
ができるのです。こんなことになれ
ば古里を放射能で追われた人たちは
浮かばれません。

そこで、大気汚染防止法や水質汚
濁防止法が公害の原因企業のトップ
の責任を定めていることをヒント
に、放射能汚染を公害として放射能
汚染防止法を制定させよう、との運
動が広がりだしました。この法律が
あれば東電幹部も刑罰は免れないと
いうのです。そこで今号では放射能
汚染防止法とはどういうものか、を
考えてみることにしました。

東京電力福島原発

巻頭言　編集長　井上脩身
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写真 中務敦行

今回はこの春廃止され２０１９年にホテルに変身する奈良少年刑務所を
取り上げてみました。

明治４１年（ 、明治五大監獄として建築され、1908）
年 月にホテルと行刑史料館として、2019 10

オープンすることのになっています。
地元の見学会の時の取材です。

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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レンガ造りの建物が美しい

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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緑青の吹いた看板

レンガ造り２階建ての房舎

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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中央の監視所からは各方向が見通せるようになっている

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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廊下の両側に並ぶいかめしい扉、天井も床も格子がはめられてい

頑丈な扉にいかめしい錠がついている
部屋はトイレがあってそれ以外が居住スペース

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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L piza

LapizStyle 監獄ホテル 奈良少年刑務所
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寄稿 一之瀬 明（年金生活者）

《匿名》

もうだいぶ以前からだが、インターネット上で意見を
言うことやコメントを出すときなど、ほとんどの人々が
匿名である。匿名とは、何らかの行動をとった人物が誰
であるのかがわからない状態を指す。自分の実名・正体
を明かさないことを目的とする。
私などは匿名であれば、かなり気持ちが悪い。なんだ

か自分が自分でないような気分に陥る。ましてこのよう
。 。に意見を言う場合などは特にそうだ 無責任極まりない

話はそれるが、最近帽子を深くかぶってサングラスを
かけ、おまけに目元まである大きなマスクをしている人
を町でよく見かけるようになった。ひところ、フルフェ
ースのヘルメットを被った人はコンビニなどへは入るこ
とを断られていたように記憶する。コンビニ強盗を恐れ
てのことだった。最近、大きなマスクをかけた人にはど
のような対応をしているのだろうか。こんな姿なども匿
名なのだろう。
匿名であるメリットが自分の姿を他にさらさないとい

うことなら、ある意味必要かもしれないが、それにして
も限度がある。匿名は無責任と表裏一体だからである。

関連すると思われるのでネットで見つけた興味あるサ
イトを紹介したい。
フィンランドの小学生が作った議論のルール
他人の発言をさえぎらない1.
話すときは、だらだらとしゃべらない2.
話すときに、怒ったり泣いたりしない3.
わからないことがあったら、すぐに質問する4.
話を聞くときは、話している人の目を見る5.
話を聞くときは、他のことをしない6.
最後まで、きちんと話を聞く7.
議論が台無しになるようなことを言わない8.
どのような意見であっても、間違いと決めつけない9.
議論が終わったら、議論の内容の話はしない10.

（出典：図解 フィンランド・メソッド入門）
http://useful-info.com/finland-how-to-discuss
安倍首相にも教えておきたいものだ。

opinion 繰り言
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《挑発》
北朝鮮がやたら挑発しているという、安倍首相やトラ

ンプ大統領の北朝鮮が撃つミサイルに対する反応があ
る。この安倍首相のコメントに乗じて我が国では匿名の
投書が後を絶たない。冷静に考えてみてほしいのだが、
ついこの前、米韓合同軍事演習が行われた。この演習の
歴史をちょっと調べてみた。

、米韓両国は朴正熙(パク・チョンヒ)政権時代の 年76
世界有数の規模とされた総合演習「チームスピリット」
を始めた。 年の米朝枠組み合意で中止されたが、代94
わりに在韓米空軍基地防衛のための演習だった「フォー
ル・イーグル」(若ワシ)の規模を拡大。 年からは、02
戦時増員演習( )と同時期に実施し、朝鮮半島有事RSOI
に備えた総合演習の性格を強めた。 年 月の戦時作12 4
戦統制権移管の際は、この演習を通じて米韓両軍の新指
揮系統を確認することにしている （朝日新聞）。
「チームスピリット」は 年に中止されたが 「フォ94 、

ール・イーグル」の規模を拡大している。そして 年12
から現在に至るまで米韓合同軍事演習は行われている。
ご存知かと思うが、軍事境界線からほんの キロほど50
で、 千万人が住む韓国の首都ソウルだ。守備の演習も1
重要なら、北朝鮮の自己防衛つまり自衛も当然とは考え
られないのだろうか。そして朝鮮戦争はいまだ終わって
いない、休戦状態なのだ。

《隷属の始まり》
話は飛ぶが、日本はアメリカに対しては非常に弱い。

隷属している。これは独立して間もない事件ででもそう
だ。

1954 3アメリカがビキニで水爆実験を行ったのは 年
月 日。日本のマグロ漁船第五福竜丸がここで被爆し1
たことは記憶に残る。この時、つまり 年はすでに1954
我が国は独立（フランシスコ講和条約発効）していた。
しかしこの時の政府のアメリカへの抗議は鈍かった。実
際に第五福竜丸の乗組員 人が被ばくしているという23
のに… （被ばくはこの船だけではなかったが、実態は。
明らかではない）

《笑われる・・・》
安倍首相が居丈高になるのは、このアメリカの庇護の

もと、もっと言えば、陰に隠れての言動でしかない。虎
の威を借るキツネ・・・。北朝鮮は 月 日早朝に太9 15
平洋に向けてミサイルを撃った。 アラートが鳴り響きJ
朝の食卓でテレビを見ていた人は驚いただろう。
しかし、このミサイル 「襟裳岬の東 キロの太平、 2200

洋上に落下」とあった。
キロというと大雑把だが稚内から那覇あたりで2200
キロ程度なので・・・。2400

もちろん「襟裳岬の東 キロ」は公海上で日付変更2200
線に近い…。
そんなところを「襟裳岬の東」と表現する安倍政権を

世界は嘲笑しているに違いない。
そしてミサイルの最高高度は キロだとか・・。そう800
すれば国際宇宙ステーションなどのはるか倍近い高度を
飛んでいたことになる。
これも「日本の上空」という表現だった…。

https://goo.gl/xfgF9G参考 国際宇宙ステーションの高度

opinion 繰り言
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朝鮮のミサイル発射情報
に思う

２０１７年春、弾道ミサイル落下
時の行動について 政府は、内閣 
官房 国民保護ポータブルサイト上
に 次のようなに指示している 弾、 。『
道ミサイルは、発射からきわめて短
時間で着弾します。 ミサイルが  
日本に落下する可能性がある場合
は、Ｊアラート（全国瞬時警報シス
テム）を活用して、防災行政無線で
特別なサイレン音とともにメッセー
ジが流れるほか、緊急速報メール等
により緊急情報が届きます。 メ  
ッセージが流れたら、直ちに以下の
行動をとってください。 屋外  ◆
にいる場合 近くのできるだけ頑 
丈な建物や地下街などに避難する。
近くに適当な建物がない場合は、 

物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を
守る。 屋内にいる場合 ・で    ◆

きるだけ窓から離れ、できれば窓の
ない部屋へ移動する。

文・はないみほ

』http://www.kokuminhogo.go.jp/

２０１７年４月２６日のこと、こ
の情報を添付して北朝鮮のミサイル
の危険性についての学校の対応の仕
方や情報の取り方等、滋賀県の小学
校に一斉 で流れていた。これmail
を見てある親は不安がり、この滋賀
の事は他府県でもあるのかと、調べ

。 。た これは自治体ごとに違っていた
滋賀においては、滋賀県知事が判断
し、教育委員会へ促し、一斉配信さ
れたと言う。この事に滋賀の意識あ
る親たちは、県知事に意見を言いに
いった。この政府追従の県知事の対
応が県民の安全を守れるか。その前
に県知事は、北朝鮮のミサイル発射
に対して政府が行っている行為の見
直しを政府に逆に伝えるべきであ
る。原発反対を掲げ、嘉田知事の次
の担い手となった三日月滋賀県知事
の判断は、原発の危険性さえ抜きに
した判断である。そこに食い入った

opinion 今を考える
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滋賀県の親たちの行動は、勇気に与
えする。

内閣府の出した北朝鮮のミサイル
攻撃に対する対応は、戦時中と一緒
だ。つまり、一瞬のミサイル攻撃か
ら身を守る事は、物陰に隠れること
では守れない。さらにミサイルが原
発めがけて打ち込められたら、原発
周辺の人たちはどうなるのか？その
対応は全然ない。戦時中、飛行機か
ら爆撃を打ち込んだアメリカに対し
て、日本は、竹槍でつく練習や、バ
ケツリレーの練習、空襲警報を鳴ら
し、防空壕に隠れる練習をした。あ
の当時の人たちは、その練習で生き
延びたのだろうか？その練習より
も、戦争にならないように外交で事
をおさめるべきであり、こちらが戦
闘態勢に持って行かぬようにするべ
き事が最優先だったと学んだはずで
ある。北朝鮮のミサイル発射に伴う
訓練の前にする事は、原発をもたな
い。狙われるものをもたない。つま
り相手を攻める武器を持たない事
だ。訓練よりもその部分をしっかり
追求すべきである。そこをだれも言
わない。日本中の４７の都道府県知
事の一人でも政府にその事を発言し
ても良さそうなのに。子ども騙しの

ような練習を学校で情報を拡散し、
自治体で練習させている。それに従
う個人個人の意識はどこにあるの
か？たぶんあの当時の国民も自治体
で動き、嫌々ながら事が始まり、知
らず知らずにその行為が当たり前に
なり、その行為に Ｏを言う人をN
非国民とののしり、全体主義の集合
体の中に『おかしい』という意識さ
え閉じ込めてつぶし 「戦争だ！戦、
争だ！」と煽る意識に持って行かれ
てしまった。

その４月の出来事以降も、事ある
毎に北朝鮮は日本にミサイルを打っ
ていると情報が流れる。しかし、そ
の北朝鮮のミサイル攻撃の前には、
森友学園問題や加計学園問題が連日
上がっていた。その問題は安倍晋三
氏やその周りにいる政治家や関係者
が名を連ねているが、国会にも参考
人として来ていない。テレビや新聞
からも流れず、北朝鮮のミサイル攻
撃のことばかりが流れ続けるのであ
る。２０１７年９月１５日、７時半
頃、 の朝のニュースが流れてNHK

。 、いた するとテレビ場面が黒くなり
白色のテロップが流れた 『ミサイ。
ル発射。ミサイル発射。北朝鮮から
ミサイルが発射された模様です。建

物の中、または地下に避難して下さ
い。対象地区 北海道、青森県、岩
手県、宮城県、山形県、福島県、茨
城県、栃木県、群馬県、新潟県、長
野県 。対象は北日本すべてではな』
いか。さらに他のテレビチャンネル
では、このテロップが流れた後、テ
レビコマーシャルは流れ、経済活動
はちゃんと動いているのである。こ
のテレビを見て、テレビから情報を
得ている人は 「北朝鮮、危ない」、
と声を上げ、子どもの側にいる今の
政府に違和感を持つ女親たちは、冷
静に世間の風を感じた。そして「テ

」 。レビで視覚操作を行った と言った
同時期、世界では、日本のオリンピ
ック誘致疑惑の問題を大きくとりあ
げていた （共同通信記事に記載）。

昔 テレビには 金氏を 将軍様！、 、 「
将軍様！」と涙しながら万歳をする
北朝鮮国民が映り、その限られた情
報にいる北朝鮮を独裁国だと思って
いたが、今の日本は、まったく同じ
状況になりつつあり、私たちが見て
いた北朝鮮は、かつての大日本帝国
だったんだと、気持ち悪い意識に苛
まれる。情報操作で簡単に戦争の空
気を作り、人々を一気に恐怖の渦に
連れ込み、戦争肯定する意識に持っ
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て行ったあの頃と同じように現政府
が動いている最中であるのだ。

気象変化の煽りと条件反
射

２０１７年７月２６日のこと。お昼頃か
らゴロゴロと空が鳴ってきた。夕立か、
来るなと思っていたら、１４時過ぎにザ
ザザ～と大雨。雨樋が途中曲がって、
アトリエに雨水が入りそうだから、木で
樋につっかえ棒をして雨水を外の溝に
流した。古民家たるもの、こういう具合
に不都合が起きても、私たちの頭を使
ってあり合わせの道具を使えば応急処
置ができる。自分で対処できる感覚を
こういう時にもつ。生きているって感じ
がした。すると、ザーザーザーと降りし
きる大雨の音の中に広報の音。「何の
広報だ？」と耳を澄ませば、「本日はこ
の地区に高温注意報が出ています。
外に出るときは、熱中症対策を十分に
して・・・」と流れた。え？大雨がこんな
に降っているのにどうして高温注意報
だ！？おかしい。それに大雨は今３０
分も降り続いている。市の広報はまっ
たく機能していなかった。日頃、警察

からのオレオレ詐欺の広報や、ライト点
滅の広報がうるさいくらいだ。
さらに市の広報は、熱中症予防やノロ
ウイルス注意とか、必要か？と思う広報
が多すぎる。この広報は、我々に条件
反射で動くように訓練させられているよ
うなものだ。さらに大雨の日に熱中症
予防注意報。間違いだらけの広報。何
処が高温だ！？雨が降って涼しい。そ
れにどうせ言うなら大雨注意報だろう
に。市の行政が国から与えられた指示
通り流しているだけか？自分で考え、
自分で動く人がいない。市が国の言う
ままに順番に下に情報を垂れ流し、下
が疑いもなく機械的に動いているだけ
である。壊れたレコード、ラジカセ、C D
の如く。これが生きた行政だというな
ら、もはや機能していない行政だ。市
民に嘘の放送を流して脅している。天
気見て雨だってわかった時点で、広報
が必要だというのなら、高温注意報の
広報は間違いだったと正すべきであ
る。震災当時、広報で、直ちに危険性
はない（逃げる必要はない）と言った枝
野官房長官の言葉や、津波で、家に
いると危ないと高台にある家の老人を
公民館に逃げよとルーチンの対処をし
た民生委員。結局、公民館の方が海
側で、津波は避難した老人の命を奪っ
た。自己判断できず、政府の言いなり

の市の行政に従っているとどうなる
か？それを今まざまざと感じるのであ
る。嘘八百の行政。三角ピラミッドが完
全に出来上がっている今の日本。その
日本の頂点があれだから、その下に流
れる情報では我が身を守れない。守れ
ば、大本営に従った戦争に駆り出され
た自己犠牲美徳のあの頃の日本人
に。この嘘情報を、どれだけの人が感
じ取るか。そんな時テレビでは水泳や
サッカー、野球、あらゆるスポーツの祭
典が垂れ流し。頑張れニッポン！頑張
れニッポン！加計学園、森友学園な
ど、特区を食い物にし、年金を私物の
ように使う政府は、それでも嘘をつき続
け「オリンピックだよみんな！」と同時に
囁いて同じ戦略を続けている。１９３７
年のあの頃も東京オリンピック！だと政
府がいい、天皇がパフォーマンスし、
民衆を集団意識に持って行った。同じ
く、政府は２２６事件始め、岸氏率いる
官僚が、満州や朝鮮で何をしていた
か。満州は一種の特区である。それが
小泉政権からどんどん増え続けている
のである。
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女性の生き方を誘導する
映画やドラマ

２０１６年秋、全国で公開された
アニメ映画「この世界の片隅に 。」
ロングラン上映が続いていて、この
春に是非観て感想をほしいと知人が
言うので、映画館に観に行った。ネ
ットでは感動したとの声が上がって
いたが、私はと言うと、苛立ち、恐
怖した。この苛立ちや恐怖は、映画
自体の恐怖ではなく、この映画を見
た人が感動したとか、戦争があって
もこの主人公のように笑顔で日々く
らしていたいと言っていたからだ。
この映画の主人公は、無知な女性。
無知故に何も考えず、何となくぼ〜

、 、と日々をくらし 戦争に突入しても
事の大きさに気づかず、絵が好きだ
という意識と、世の流れに引っ張ら
れ、けなげに生きたという話。呉が
舞台となり、海兵さん万歳の地域で
ある。そこに許嫁で結婚し、あの頃
の女性の仕事だったのか、朝早くに
起きて、家の人が使う為の水を遠い
河にくみにいき、運ぶ。嫁の仕事を
ひたすら続ける。けなげな主人公。
小姑に意地悪されても、ぼけ〜とし
て持ち前の純粋さと明るさで、みん

なに好かれていく主人公。その果て
にボケーとしている間に爆弾が落ち
て、一緒に居た姪っ子を亡くし、本
人は右手を吹き飛ばされた。終いに
は実家の広島にピカが落ちた。自分
の身体が思うように動かないまま、
両親はピカで亡くなり、見舞いにい
った妹は紫斑病。それでも仕方ない
ね〜と笑って生きていこうと言う。
そんな恐ろしい話があるか。これは
戦争責任すべて問わずして、何があ
ってもヘラヘラ笑って、家の為に尽
くす嫁の物語であると私は思った。
無知がなぜ良いのか？戦争が何かも
わからず生き続け、被害にあったと
て、仕方ないとは、これは誰にむけ
ての映画だろうか？百田直樹の「永
遠のゼロ」や宮崎駿の「風立ちぬ」
と共に並ぶ映画だと思った。そんな
ことが世間では安倍政権になってか
ら続いている。

先日終わった日本テレビ放送のド
ラマ「過保護のカホコ」というドラ
マの最終回を観た。それまで知人が
面白いよと絶賛していたのと、以前
ちらっと観た時、時任三郎が放つカ
ホコへのつぶやきが最もだと思った
からだ。カホコは、親ばかに育てら
れた過保護のカホコで、世間体に無

頓着で、みんなより仕事が遅く、ぼ
け〜としてただただ純粋で、親の言
う通りのいい子を目指していた。そ
の最終回は、大家族がいつも集まる
時の食事を作り、おじいさんを陰で
支えるおばあちゃんの事を絶賛し、
そのおばあちゃんが亡くなったか
ら、おじいちゃんの面倒をみて、お
じいちゃんの家を守るという。そし
て荒くれる従兄弟や、お金に困るお
父さんの実家の家族に事業展開の為
に溜めたカホコの貯金を渡し、その
事業にも参加する。その事業は子ど
もの保育や学童、塾、福祉に貢献す
るものである。さらには結婚する相
手は家族を知らない施設で育てられ
た男子で、家族の大事さを知り、カ
ホコの愛情に包まれ、家族を守って
いきたいと言う。このドラマは現代

「 」 。版の 世界の片隅に だなと思った
いい子をくどいくらいに強調し、良
妻賢母のおばあちゃんに見習い、家
族の為に尽くすこのお話らは、女性
を馬鹿にしている。これぞ、河合隼

「 」雄氏が制作に携わった 心のノート
に描かれているいい子やイラストの
中で表現している優しさの描写であ
る。さらに日本会議に所属する倫理
研究所のいう「家の中における嫁や
母親のあるべき姿」である。安倍晋
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三氏が発言する“戦後レジュームの
脱却”に遂行する政治と、ありとあ
らゆる編み目のごとくに張り巡らし
た思想操作だという事である。

“ナチスに倣え“の戦法

今あらゆる所で歴史認識を振り返
る試みがなされている。それは、一
向に自由がきかない日本の現状と原
発事故が起こったにもかかわらず、
ソビエトのように動かず、そのまま
危険性を放置し、社会全体の意識が
後退する動きがあまりにも強いから
だろう。白井聡氏の「永続敗戦論」
や、孫崎享氏の「戦後史の正体 、」
矢部宏治の「なぜ日本人は原発を止
められないのか」他にもいろいろと
政治の本や歴史の本を読みあさり、
ついには藤原辰史氏の「ナチスのキ
ッチン 「ナチス・ドイツの有機農」
法 「稲の大東亜共栄圏」に至る本」
を読んだ。藤原氏の視点は、たいへ
んおもしろい。それは、皆が気づか
ぬ危ない部分を名探偵のように紐解
くからである 「ナチス・ドイツの。
有機農法」では、シュタイナーを善

だけでなく、善が悪に変わるという
か、移行すると言うか、世渡り術の
ように生き残った経緯を述べてい
る。そこに対して、今の日本のあり
方に警鐘を鳴らす本といえよう。ナ
チスは、第一次世界大戦で破壊され
たドイツにおいて誕生した政権であ
る。そのナチスが、なにをスローガ
ンに抱え、皆に近づき、連れて行っ
たか。この点を藤原氏はきっちりと
述べている。ナチスが誕生する前の

、 。ドイツは 工業中心の国家であった
農作物はほとんど他国に頼り、工業
生産率においては世界第二を誇って
いた。しかし戦争に負けた。その問
題は、食糧を他国に頼り、食の封鎖
を余儀なくされ、飢えに苦しんだ。
その改善策が農業の見直しにあると
し、ナチスは強いドイツを掲げ、自

。 、給自足を促した 第一次世界大戦時
兵隊にたくさん男を持って行かれた

、 、村村には 飢えに苦しむ女と子ども
年寄りがいた。ナチスはその一番苦
しんだ女や子どもに近づいていく。
その近づき方は、炊き出しや毛布を
配り、ひもじさの対策とねぐらを確
保した。当然女、子供や弱者はナチ
スを受け入れ、応援していく。この
話を聞いて、私は東日本大震災時の
日本財団や だと思った。いち早JC

く被災地各地に本部を置き、足湯や
ガレキ撤去、炊き出しが始まった。
被災地にいるボランティア団体を集
め、資金提供し、その変わりにボラ
ンティア団体の を立ち上げてBlog
ネット上で報告すること。ボランテ
ィア団体の善を寄付でカバーする日
本財団の善という事になる。

ナチスはその後、農業大国を主張
し、化学肥料で大地を破壊したアメ
リカを例にあげ、有機農法を推奨す
る。国民の健康を守る政治を推奨し
たのである。第一次世界大戦の失敗
から学び、弱い人に近づき、いい人

、 。を徹底し 思想に入り込むのである
シュタイナーは有機農法をあの当時
伝えていた。ナチスはみんなが良い

、 、と思う者に近づき 政治に取り入れ
宗教のようにドイツ人の心の中に入
り込んだのである。同時に映画、音
楽、文学、美術ありとあらゆる大衆
操作を行えるものにナチスの意識を
刷り込んでいった。この手法は大日
本帝国の日本だったとも言えるので

。 「 」 、はないか それが 神風特攻隊 や
「欲しがりません勝つまでは」や、
「一億玉砕」等の意識さえ正しいと
する国民意識だと言える。藤原氏の
「稲の大東亜共栄圏」の中に、少し
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宮沢賢治の事が記されている。宮沢
賢治は、雨にも負けず、風にも負け
ずでおなじみの道徳の本に出る童話
作家兼農業改革を担った人物であ
る。化学肥料を売歩き、農業生産率
を農民たちにといて歩いたそうだ
が、肥料は、火薬から生まれた産物
であり、武器生産と、肥料生産は同
じ所から生まれる。余談だが、ある

。 、田舎に肥料屋がある その看板には
肥料特約店とついてあり、取り扱い
企業名に三井東圧肥料、日産化学、
住友化学等が書かれてあった。水俣

、 、病で訴えられたチッソは 名の通り
農業肥料を作り、その後、ビニール

。 、を生み出した化学工場である 三井
住友、日産の名前をみるだけで、戦
中戦後、今は違う事で名を掲げる会
社が、肥料を通じて何を行っている
かが伺える。

宮沢賢治は、他に、児童文学に置
いて、自己犠牲の精神をつらつらと
書き綴っている。この自己犠牲の善
が、大日本帝国においての臣民の善
であり、戦争を仕掛けた人間に矛先
を向けず、敵を仕立て日本人を苦し
める敵に弾丸のように散っていけ、
その思いに一丸となって支える臣民
であれと誘導する精神に同化してい

るようである。その宮沢賢治の童話
が今日にまた映画として復活した
り、絵本として話題を呼んだり、ブ
ームがわき起こるのはどうしてなの
か！？シュタイナーや有機農法が急
にブームを生む背景含め、その背後
には何があるか？そのことを見極
め、どちらにも淀む空気を感じ取る
ことが大事であろう。

衆議院選挙に思う

衆議院解散総選挙が行われる事に
なった。これは民進党の分裂や、都
民ファーストの新党結成など、ひど
い自民党以上に議席を確保できない
政党の分離が主な起動となってい
る。ただ、民進党にいた、細野氏、
長島氏も日本会議に属し、野田氏や
前原氏も民進党分離の為に存在する
仕掛人としか思えない。言い出せば
きりがないが、今の政治は、アメリ
カのようにどちらを向いても穴の狢
のような体制を敷いている。アメリ
カ合衆国はもはや存在せず、アメリ
カ株式会社だという意見を耳にする
が、まことに今や世界は国家の存在

、 、より 多国籍企業が各国に入り込み
、 、政治さえ買い 各国に支社を置いて

それに追従する部下が動いていると
いうことのように見える。タックス

、 、へブンや特区含め Ｔ 問題含めPP
世界株式会社へ着々と動いているよ
うである。ゆえに、リベラル思想を
打ち出している や朝日テレビTBS
から、トランプ大統領が気候変動に
関するパリ協定からの離脱の意向に
対し「もはやグローバル社会に動い
ている以上、孤立した考えは、世の
流れに逆行した行いで遺憾だ」と述
べたコメンテーターの言葉を聞い
て、温暖化対策を前に出し、グロー
バル社会を前提に言い切っている言
葉に違和感を覚えた。私たち国民の
前に現れる人の言葉からは、左や右
に動きつつ、人々の意識をどっちか
らでもすくいとろうとする権力の思
惑が見えてくる。この選挙で、人々
は、鋭い洞察と自らの生を各々の責
任を持って生きる覚悟が問われてい
るのである。

２０１７年１０月１５日日曜日、
静岡の里山にあるアゴラ子ども美術
工場では、上記あげた歴史学者の藤
原辰史氏と、森永ヒ素ミルク事件の
被害者救済から福島の原発事故で危
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険な目にあった子供達に寄り添い、
今にいる小児科医の山田真氏の講演
会と対談を企画している。テーマは
「菌・毒・薬と子どもと戦争、戦争
と菌・毒・薬」である。このテーマ
を元に繰り広げられる歴史や医療の
現実についての話は、北朝鮮のミサ
イル攻撃を煽り、戦争を画策してい
る権力の中身を理解するためにも大
変大事な日となろう。私は、このわ
かりにくくしている日常に清々しい
風を取り込む意識を持ち続けたいと
思っている。

今年７月２６日昼の風景。

この雨の中に流れた広報 「現在、この地区に高温注。

意報が出ております」
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「子どもと菌と戦争史２」
菌 毒 薬と子ども、子どもと戦争、戦争= - -

- - =と菌 毒 薬

里山の風景はここ２年で大きく変わった。老

、 。齢化した耕作者は 茶草葉農法の茶畑を止めた

竹が生い茂る荒れた茶畑 手間のかかる米づくり,

は 休耕田と畑に変わりつつ細々と続く。にぎや,

かだった蛙の鳴き声は 何かおとなしく聞こえ,

る。社会を取り巻く事象の変化は、まず子ども

たちを襲った。いつの時代もそうだが子どもた

。 、ちからなのだ 敏感で窮屈な思いをもちながら

、 、力ずくでは敵わない子どもたちは 学びの場で

地域で、家庭で「おとなしく」と嗜められ、逆

らえば、問題児としてあつかわれる。親や教師

は、子どもをカウンセラーへ、時には、診療内

科の医師に委ね、病名がつく。従来のちょっと

わからん子ちゃんやいたずら坊主に病名が付け

られると、精神薬投与が始まり、本来の自分で

はない自分に変えられる。これが “教育の医

療化”？この数年、アゴラで見た子どもを取り

巻く現状だ。大人は子どもがおとなしくなった

と「ほっと」する。ほんとにこれでいい？教育

の医療化って？医療産業が儲かるって？国の軍

産学共同の推進の中、軍需費の拡大って？弾道

ミサイルの国の対応？？？

里山の空はいつの間にか軍用機が飛び交う。

煮えたぎります。本当に今何が起こっている？

。 、腹の記憶が沈んだ歴史を呼び覚まします 今日

地の脈に新水流れる。

アゴラ子ども美術工場

渋垂秀夫

opinion 今を考える
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「井嶋丈典物語」
これは泉州・岸和田城・別名「千亀利（ちきり）城」の城下で生まれた繊維・千

（前頁・千亀利織の製品写真部分）亀利織（ちきりおり）を発明した男の物語である。

《糸偏業界に生きる》 大阪・泉州・岸和田はだんじり祭
で有名だ。 の朝ドラの「カーNHK
ネーション」でもだんじり祭がよく
出てきたので今や全国的にも有名に
なった。そのドラマ「カーネーショ
ン」は、大正時代、岸和田の呉服商
の娘・糸子は、女性であるがゆえに
大好きなだんじりに乗れないなど不
自由さを感じた幼少時にドレスに出
会い、洋裁に興味を持つというとこ
ろから始まった。ヒロインの名前が
糸子である。泉州・岸和田は「糸」
とは縁が深い。そしてこのドラマは
世界的に活躍するコシノ三姉妹を育
て上げた小篠綾子さんをモデルにし

、 。た 泉州のお母ちゃんの物語である

昔から「糸へん」業界という言葉
があった。繊維だからイトヘンと呼
ぶ。糸偏である。身体にまとうモノ

からインテリアまで、糸で作られた
モノを生産し流通にのせる。そんな
業界だ。しかし不況の波は最初に糸
へん業界を襲う。

ふとした切っ掛けで人生が変わっ
たというところが、カーネーション
の物語の始まりだったが、同じ岸和
田の糸へん町工場主である今号の表
紙を飾る井嶋丈典さんも同じ運命の
ようだ。井嶋さんは父の跡を継いだ
二代目であり、毛布を製造している
工場主だ。

井嶋さんはこう語る 「毛布の業。
界も御多分に漏れず、安価な外国製
の商品に押されて国内の企業は存続
に四苦八苦の状態です。また、長年
にわたり新製品を世に送り出せずに
いました。弊社は、そんな中でも伸織る

CoverStory 井嶋丈典物語

22



縮糸を織り込んで、伸び縮みする軽
量の毛布を考案し、何とか生き延び
てきました」

ドラマ・カーネーションの糸子は
「女であるがゆえにだんじりに乗る
ことができず悔しい思いをした。そ
んな生活の中で、ふとした折にドレ
スにであったという 井嶋さんは フ。 「
ラットに伸縮する毛布」というもの
のを考案した。それは「糸を織らず
に生地の表と裏に這わせる」という

考えを思いついた結果だった。

《思い付きから生まれた
生地・織らない繊維》

２ １４年１１月頃、翌年の毛布0
のサンプル作成を進めているうち
に、何とか「フラットに伸縮する毛
布」をつくれないかと思い、ふと伸
縮糸を織らずに、生地の表と裏の間
に這わせることを思いつき、早速試
作したところ、フラットな生地が伸
縮し、生地の表と裏の間に空気の層
が出来ていることがわかりました。
糸を織るのが当たり前なので、織ら
ない選択肢は通常考えません。本当
にふとした思い付きでした」
井嶋さんの話は続く。

「本来、織物はたて糸とよこ糸が
しっかりと結合されているものなの
ですが、試作した生地は、たて・よ
この糸がニットのように緩やかに結
合していました。これはいけると直
感しました。織物業界すべての工場
がこの方法をまだ試していないこと
を祈りつつ、翌日、特許事務所を訪
ねて、申請を依頼しました。幸い、
約 か月後の 年 月 日に特9 2015 8 31
許が許諾されました。日頃の商品開

発と社内一貫生産型の工場であった
ことが幸いしたと思います」

《 （ ）》千亀利織 ちきりおり

「名前、そうだ。名前が必要だ」
井嶋さんはこの新しい生地に名前を
付けることが必要だと感じた 「今。
治タオルも今や世界に通じるブラン
ド名です。弊社はこの岸和田で生ま
れて育ってきました。岸和田にはお
城があります。岸和田城です。岸和
田城は別名・千亀利（ちきり）城と
も呼ばれています。また織機のたて
糸を巻く棒のことを（ちきり）と呼
びます。この二つを結び付ければと
思い （ちきり織 （千亀利織）で商、 ）
標を登録しました」

こうして、新しい素材は名前を得
た。

《工場が全焼》

「家内や娘夫婦も、やっとこれか
ら少しは楽になるかなとの喜びもつ
かの間、特許許諾の１か月後、１６
００平米の工場が全焼しました。一

、 。瞬 ずべてが終わったと感じました
家族ともども虚脱状態になりまし

岸和田城・別名 千亀利（ちきり）城
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た。ほかに生産設備がなく、燃えた
工場は住宅地で、そこに工場を再建
することもできません。ただ、お得
意様からは何とか方法を考えて再建
するように激励され、義理の息子も
再建に前向きでしたので、泉南市に
借り工場を確保し、必要な機械類も
火災後２か月で購入できる目途を立
て、２０１６年７月に新工場での操
業を開始しました。それまでは外注
工場に作業を依頼し、何とか無理無
理に受注していた商品の生産を続け
て、新工場の立ち上がりを待ちまし

。 、た もしこの特許がなかったならば
工場を再建したかどうか、多分 で

きなかったかなと思
います」

《モノがもの
を言う モノ
は嘘をつかな
い》

井嶋さんはほとん
ど一年中、仕事を中
心とした生活を送っ
ているという。火災
前の工場は自宅の真

ん前にあり、糸へん業界を襲う不況
の波にも負けす 「ふとした思い付、
き」をすぐに職場で具体化できると
いう強みが、特許を取り、火災にも
めげず復活した原動力だと話す。ド
ラマ・カーネーションの精神は今も
だんじり祭りとともに岸和田に生き
ている。

「モノがものを言う モノは嘘を
つかない」という言葉は井嶋さんの
信条である。

L piza

ちきり城の名の由来

岸和田城の別称は「猪伏山(いぶせや

ま)ちきり城 「ちきり」とは、機(は」。

た)のたて糸をまく器具で、本丸と二の

丸を重ねた形が「ちきり」に似ている

。ところから由来するといわれています

また、ちきり城は「千亀利城 「蟄亀」

利城」とも書かれます。

現在の天守閣は、工事費 万円を2264

費やして、内部を図書館として活用す

る目的で昭和 年 月に竣工しまし29 11

た。外観は三層の天守閣と二層の小天

守閣となっています。

天守閣の高さは、石垣の高さ約 メ5

ートル、石垣上部から鯱(しゃち)を含

めた高さが約 メートルです。22

昔の絵図に、五層の時の天守閣の高

さは、石垣上部から 間(約 ． メ18 32 4

ートル)と記されているものがありま

す （岸和田市ホームページから）。

新しい工場

CoverStory 井嶋丈典物語
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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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文、写真・井上脩身

原爆を描いた広島の高校生
～被爆者から体験を聞いて～

高校生がかいた原爆の絵の展覧会が開かれると８月初旬の
新聞報道で知った。紙面にはいくつもの遺体が浮かぶ川を描
いた作品『波に漂う屍』が掲載されている。私は新聞社の徳
島支局にいたとき、徳島空襲に遭った人たちから体験画を募
ったのを思い出した。さっそく、広島平和公園近くの展覧会
場を訪ねた。阿鼻叫喚の原爆地獄を若者の感性でえぐりだし
た１１６点が展示されていた。被爆者が高齢化し、ピカドン
の語り部が減っていくなか、核廃絶の未来へのかすかな希望

（写真：波に漂う屍）を覚えた。

びえんと　原爆を描いた広島の高校生
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１０年間の集大成の展覧
会

徳島空襲は１９４５年７月４日、
Ｂ２９爆撃機約１３０機によって行
われた。当時人口１１万人の徳島市
に３５万本もの焼夷弾が投下され、
街の３分の２が焼け野原になった。
逃げ遅れた１０００人が死亡、２０
００人が負傷したとされる。

「徳島空襲を描く」シリーズは１９
９５年、戦後４０年の企画として計

画。実際に体験したり目撃したこと
を画用紙に描いてもらい、紙面にそ
のまま載せようというもので、十数
人から応募があった。絵の出来、不
出来にかかわらず、その全てを順次
紙面化したが、そのなかで印象に残
ったのは火ダルマになった人たちが
川に飛び込む様子を表した作品だっ
た。画用紙の裏に作者が「熱い、熱
いといって死んでいった」と鉛筆で
したためていた。

私の徳島空襲企画から３０余年が
たった今、応募した人たちの多くは
亡くなっているだろう。徳島空襲と

は桁違いの原爆の悲劇だけでも今の
うちに絵にして残しておいてほし
い。そんな風に漠然と思っていたと

、 、ころ 高校生が原爆画に挑んでいる
との報道である。私は 「高校生が、
描いたヒロシマ――原爆の絵画展」
をどうしても見なければ、と居ても
立ってもいられなくなった。戦争を
知らない世代のさらにその孫のよう
な高校生に原爆を表現できるのか、
と信じられない思いが私をせきたて
た。

（写真 高校生の原爆絵画展会場風景）:

びえんと　原爆を描いた広島の高校生
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展覧会は８月１２、１３の両日、
広島平和公園近くの市民ギャラリー
で開かれた。

私は１２日、大阪からバスで広島
に向かった。高速道路がお盆休みで
渋滞し、１時間半も遅れて広島に着
いた。
広島はカンカン照りだった。原爆

ドームに夏の強い日差しが焼きつけ
るように照りつけている。欧米系と
思われる多くの外国人が英文の解説
板を読み、ドームを写真に収めてい

る。私はドーム見学もほどほどに、
展覧会場に急いだ。

以下は会場に掲示されたあいさつ
文や解説の要約である。

広島市立基町高校普通科創造表現
コースの生徒たちが２００７年、被
爆者の体験を絵にする取り組みを始
めた 「絵にしてほしい」と申し出。
てきた被爆者から体験を語ってもら
い、聞き描（が）きで絵にしようと

。 、いうものだ 毎年数人の依頼があり

これまでに延べ５４人の証言を基に
１１６点の作品を仕上げた。いずれ

、 。も１５号の油彩や水彩 アクリル画
１０年の節目にあたり、集大成とし
て展覧会開催の運びとなった。

１１６作品にコメント

「原爆の絵画展」には１１６点の全
てが展示され、それぞれに作者と被

びえんと　原爆を描いた広島の高校生
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爆者のコメントがつけられていた。
私は真っ先に、新聞で見た『波に漂
う屍』の前に立った。コメントによ
ると、被爆者の河野キヨ美さんが河
口に近い御幸橋から見た様子を石田
菜々子さんが１６年に制作した作品

だ。
絵には十数体の遺体が川面に浮か

び、岸辺から人々がなすすべもなく
見つめているという無残な光景が描
かれている。
「川に浮かぶ死体というのは見たこ

とがないので、絵にするに際して想
像した。想像するだけでも恐ろしい
ことを考えてみても、とても頭がつ
いていかなかった」

石田さんは、体験を聞いてかく難
しさをこう表現した 河野さんは も。 「
の言わぬ水死体の哀れな姿は今も焼
きついている。私の話を石田さんは

」 。忠実に描いてくれた としたためた
石田さんの作品は０７～１６年の

制作という今回企画の最後の年に描
かれた作品だ。最初の年である０７
年作品を探した。

『 』。柴田紗希さんの 瓦礫の下の姿
瓦礫の中から首だけを出している女
性が描かれている。被爆者の寺本貴
司さんの目撃に基づくもので、寺本
さんは「周りは燃え盛っている。女
性は生きたまま死んだのだろう」と
いう。そして、絵をかいた柴田さん
に対して「生きたまま焼け死ぬ姿を
想像する苦しみを与えてしまった。
私が記憶する惨状を描く苦しみを察
して余りある」と気遣う。柴田さん
は「もしこのようなことが目の前で
起こったらと考えると、今の生活の
ありがたさを思い知った」と記す。

瓦礫の下の姿

びえんと　原爆を描いた広島の高校生
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ショックと怒りと悲しみと 写『 』（
真上）をかいたのは東郷佑紀さん。
「廃墟の中から立ち上がって全身を
見ると、服はボロボロ、皮膚は火傷

」 、で膨れ上がっていた という被爆者
松原美代子さん自身の体験をそのま
ま絵にした。東郷さんは「松原さん
と細かいところまで話し合って作り
上げた。松原さんが体験を語られる
とき、その証言とこの絵がうまくか
み合ってほしい」と、被爆語り部の
一助となることを願っている。

濱田奏衣さんの『燃える電車を見
つめて』も０７年制作。奥田榮さん
の話を聞いて絵筆を執ったもので、
すっかり燃え尽き、残骸になった電
車をかいた 「ヒロシマを描くとい。
う特別な思いをこめ、資料探しに時

間をかけて取りかかった」と濱田さ
ん。できあがった絵を見た奥田さん
は「６２年前の生き地獄を思い出す
と涙がとまらない」と、惨劇を胸に
よみがえらす 一方の濱田さんは い。 「
つでもどこでも絵がかける、そんな
平和を守らねばならない」と心に誓
う。

これらのコメントには、この企画
が始まった年の高校生の不安と高揚
感がよく表れている。被爆者たちは
新しい試みへの期待と、体験を描き
きってくれた高校生への感謝の念を
素直に表現しており、企画が好評の
うちに滑り出したことがわかる。

１０年後の現役高校生はどう思っ
ているのだろう。会場には多くの報
道陣がいて、高校生は取材にひっぱ
りだこだ 受付にいた生徒たちに か。 「
いた人いる？」と尋ねると、桐林勲
君が「ぼくの絵もあります」と答え
てくれた。

桐林君の作品は『二人の亡骸 。』
電車のシートに座っている骸骨と化
した二人の乗客を描いた絵だ。いま
８５歳になる浅野温生さんから聞い
て取りかかった 濱田奏衣さんの 燃。 『
える電車を見つめて』は電車の外観
をとらえた作品だが、桐林君はその

内部に迫ったのだ。

「一瞬にして骸骨になるなんて信じ
られなかった」と桐林君。とくに焼
けた電車内の様子がつかめず、さま
ざまな資料にあたったという 「か。
き終えるのに１年かかった」といっ
て桐林君は笑顔をみせた。

最初の年が焼け焦げた電車の外
観、１０年がたった年には内部を描
いた作品。桐林君が意識したわけで
はないが、この企画が一本の糸とし
て受け継がれてきたことの証左に思
えた。

ピカドンの閃光

ここからは目についた作品を紹介
したい。

原爆が投下された瞬間、ピカッと
光ったことから「ピカドン」といわ

、 『 』れているが 小川美波さんは 閃光
（１５年）でピカッを表した。被爆
者が自宅で光線の直撃を受けた瞬間
を描いたもので 「光は日の出のよ、
うな色と聞いた」と小川さんは、薄
い赤色に白を混ぜて名状しがたい不
思議な色世界をつくりあげた 「鋭。
くさす光、爆音、爆風。原爆という

びえんと　原爆を描いた広島の高校生
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凶器に憎悪の念を抱かずにおれな
い 。小川さんの思いがこもる作品」
である。

原爆投下写真を見ると、キノコ雲
は空高くまでとぐろのように盛り上
がっている。坂本茜さんの『８月６
日の空 （１０年）は、練兵場で目』
撃したという被爆者の記憶に基づい
て雲のモンスターを描いた 「原爆。

がもたらした被爆
者の辛さ、悲しみ
を改めて感じた」
という坂本さん
だ。

原爆投下後街は
たちまち火の海と
化した。神垣優香
さんは『新天地の
惨状 （１６年）』
をかいた。新天地
は当時、広島の繁
華街だった。瓦礫
の街となってもな
お燃え盛ったとい
う 「私たち若い。
世代が平和につい
て関心を持たねば
と痛感した 。神」

垣さんの感想である。

炎の中で助けを求める女の子 １『 』（
５年）を描いたのは岡島愛さん。女
の子は炎の中で倒れた木に挟まれて
逃げられず 「お母さん」と叫んで、
いた 「悲痛な体験を描くことはと。
ても根気と集中力がいること」と岡
島さんは述懐する。

街が燃えるなか、体中に火傷を負

って逃げまどう人が続出する。
高山愛季さんの『ああ！幽霊

だ！！ （１２年）には、火傷で皮』
膚が垂れ下った人たちが歩く様子が
表されている。当初 「血を流し、、
苦しそうに歩く人々を、見てもいな
い私が描いていいのか悩んだ」高山
さん 「制作を進めるうちに、これ。
から先、多くの人々に原爆で何が起
きたかを伝えることができると考え
るようになった」と振り返る。

体中に熱を帯び、水を求める人も
多かった。室星理歩さんの『プール
サイド惨劇 （１２年）は悲惨な実』
態を余すことなく表した作品だ。広
島一中の生徒３００人が建物疎開中
に被爆した様をとらえたもので、破
れた水道管から噴き出る水を求める
男子生徒の悲痛な顔は、見る者の胸
をかきむしる。

防火用水に群がって亡くなってい
った人たちをかいた岡本実佳枝さん
の 逃げ惑いながら水を求めて １『 』（
５年）には１４人が描かれている。
そのなかには必死に水を求める子ど
もも 「原爆の非人道的で無情な様。
をえがいた。この１４人の思いを考

閃光
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えてほしい」と岡本さんは訴える。

赤ん坊抱くお母さん

ここまで見てきて、私は息苦しく
なり、いったん会場を出てロビーの
ソファーに腰を下ろした。じっと目
を閉じ、想念にひたった。

私の孫のような年の高校生。広島
に生まれたこの若者ですら、原爆は
知識として知っているだけだ。被爆
者から聞きとり、それを絵として自
分なりに消化し、作品として昇華す
るためには、単なる筆遣いといった
テクニックを磨きあげるだけの話で
はない。どこまで自分なりに被爆者
に肉薄できるのか。辛い作業にちが
いない。それを高校生たちはやり遂
げたのだ。

私は自らを鼓舞して会場に戻っ
た。

平野弘美さんの『焼けた赤ん坊と
母親 （０９年）には、黒こげの赤』
ん坊を抱く放心した母親が描かれて
いる 「このお母さんのことを聞い。
たとき、心が痛んだ」と平野さん。
母親の深い嘆きを思うと心が引き裂
かれる。

やはり亡くなった子を背負った母
親を描いたのは津村果奈さんの『死
んだ我が子を背負うお母さん （１』
５年 。この母親は錯乱したように）
「だれかこの子にママを食べさせて
ください。水を飲ませてください」
と通り過ぎる人々にすがっていたと
いう。

焼けた赤ん坊と母親
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悲しい死はこのお母さんの子ども
だけではない。爆心地から１・２キ
ロの範囲内ではその日のうちに５０
％が死んだと推定され、４５年１２
月までに１４万人が死んだといわれ
る。その一人ひとりには人生があり
親や子があり、家族があり友だちが
あった だが 三戸奈津美さんの 段。 、 『

』（ ） 、原の講堂にて ０７年 を見ると
そうした関係性が不条理にぶち切ら
れ、むくろとなりはてた残酷さに声
をうしなう。この講堂に集められた
遺体の数々。迎えにきてくれた人は
どれくらいいたのだろうか。三戸さ
んは「原爆というテーマについて、
周りの人々の意見を聞くことができ
た」という。これらの遺体にとって

作品に残ったのがせめてもの慰めと
いうほかない。

同じことは竹重美里さんの『死体
を積んだトラック （１２年）にも』
いえる。数台のトラックいっぱいに
積まれた遺体。焼くためにどこかに
運ばれるのだろう 「今では考えら。
れない光景を、できるだけその時に
近い状況に近づけようと描いている

、 」うち 原爆の悲惨さを改めて感じた
と竹重さんはコメントしている。

『 』立川奈緒さんの ヒロシマ昇る魂
（０７年）は、投下２日後、火葬が
行われた浜辺でいくつもの青白い火
の玉が昇っていく様子を表した。こ
こにいう魂は何だろう。憤怒の思い
なのか平和への希求なのか 「被爆。

」。者の気持ちを込めるのに苦労した
立川さんの言葉だ。

原爆投下からしばらくして黒い雨
が降った。大中ももさんの『黒い雨

』（ ） 、 、の中 １０年 は 黒い雨が降り
おばさんがもってきてくれたトタン
で雨をしのいでいる男の子が描かれ
ている。雨にぬれたまま立つ周りの
人たちは、放射能の雨とは知るよし
もなかった。

『 』丸木夫妻の 原爆の図

「原爆の絵画展」は胸に詰まる力作
ぞろいだが、作品紹介はこの程度に
しておこう。私は展示全作品を二回
りして見終えたとき、丸木位里と俊
の『原爆の図』を思い起こした。

ともに画家である丸木夫妻は戦時
中、東京で暮らしていた 「新型爆。
弾投下」と聞いた広島生まれの位里

、 、 、は３日後 広島に向かい １週間後
俊も広島に入った。爆心から２キロ
の所にあった位里の家の屋根は爆風
で吹っ飛んでいたが、家そのものは
燃えずに残っていた。そこにやけど
を負った大勢の人が横たわってい
る。２人は焼け焦げたトタンを屋根
代わりにし、死んだ人たちを運んだ
りした。

死臭が漂うなか、生きている人た
ちのために食料を探し求めて回る位
里と俊。夫婦が目にしたのは地獄絵
巻だった。黒こげの衣服から肌がぼ
ろのように垂れ下がった少女。破れ
た皮膚を引きずって水を求める男の
子。ガラス片が突き刺さったままの
若者。足を外に向けて積み上げられ
た死体の山。

段原の講堂にて
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位里と俊は東京に戻ると、言葉で
は言い表せない惨状を絵筆で表わそ
うと考えた。紅蓮の炎に包まれて逃
げ惑う人たち、川に浮かぶ母親を見
つめる少年、人形を手に持ったまま

歩く真っ裸の少女――。３０年の歳
月をかけて「幽霊 「火 「水」など」 」
１５部からなる『原爆の図』を完成
させた。いずれも縦１８０センチ、
横７２０センチの大作だ。

作品は埼玉県東松山市の「丸木美
術館」で展示されている。私は４年
前の夏、同館を訪れた。どの作品に
も、原爆が生みだす残忍さが大胆に
しかも繊細なタッチで表され、私は
声を失った。そのなかでも圧倒され
たのは、水墨で描かれた「幽霊」だ
った。亡くなったひとたちの怨念が
生き霊となってこの世に戻ってきて
いる、そんな風に思え私は立ちすく
んでしまった。

丸木夫妻の『原爆の図』は原爆を
描いた作品のなかでも最高傑作だろ

。 「 」 、う 高校生たちの 原爆の絵画 は
表現力という点では『原爆の図』と
は比べるべくもない。だが、それで
も高校生の作品に強くひかれるのは
なぜだろう。

私は『原爆の図』のなかの「母子
像」を思い浮かべた。赤ちゃんを抱
いた裸のお母さんが猛炎に包まれて
いる図だ。メラメラと燃える炎には
その先端にまで輪郭線が施され、お
母さんの痛ましさを際立てる技巧は
見事というほかない。一方、平野弘
美さんの『焼けた赤ん坊と母親 。』
お母さんの額から頬にかけて血が流
れ、その目は定まることなくぼう然
と前を向いている。平野さんは被爆

死体を積んだトラック
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者の証言の通り描いたのだろう。そ こに原爆の世にも恐ろしい実質を見 ることができる。
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者の証言通り描いたのだろう。そこ
に人類がこれまで体験することもな
かった世にも恐ろしい原爆の実質を
見ることができる。

平野さんは「深い絆で結ばれた親
子という仲を一瞬にして奪った原爆
に怒りを覚えた という そして 罪」 。 「
のないたくさんの命を犠牲にする原
爆による悲劇は二度と繰り返しては
ならない」と訴える。

その訴えのためにも 「私たちの、
世代が何かを伝えるのは重要なこ
と」というのは『プールサイドの惨
劇』をかいた室星さん 「私は戦争。
も原爆も体験していないが、体験し
た人の話を聞き、その思いを受け止
めることはできる。私はこの貴重な
体験を大切にしたい」といい 『死、
体を積んだトラック』の竹重さんは
「 自分の作品を）今後の証言活動（
に役立ててほしい」と思う。

私の取材に応じてくれた『二人の
亡骸 （前頁）の桐林君は「ぼくの』
作品を今後、さまざまな場面で活用
したい」と抱負を語ってくれた。私
は彼が自作の意図や苦心して点を丁
寧に説明してくれたとき、その誠実
な態度に接して「若い人たちの感性
に期待したい」と思った。おそらく
作品をかいた全ての高校生に会うこ
とができれば、同じ印象を受けたに
ちがいない。

会場を出るとき、受付の女生徒に
「どこかに巡回するの？」ときくと
「ここだけ」という 「惜しい、全。
国展開できればいいのに」と私がい
うと、彼女は「え？」という顔をし
た。

原爆が落とされたのは広島と長崎
だが、空襲は全国の都市が遭ってい
る。全国に巡回されると多くの高校
生が見にくるだろう。同じ年ごろの
若者が戦争体験者から聞いた話を絵
に描いた、と知った高校生たちのな
かから 「自分たちも戦争体験画を、
かこう」という運動が起きるのでは
ないだろうか。

戦争体験者が存命できる時間は多
くない。せっかくのこの企画を広島
だけでなく、せめて長崎、沖縄にも
回し、高校生の共感の輪を広げてほ
しい。そう強く願って会場を後にし
た。

L piza

死んだ我が子を背負うお母さん
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写真 井上脩身

黒い雨

波に漂う屍

原爆の絵誌上展
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幽霊

原爆の絵誌上展
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ヒロシマ昇る魂

新天地の惨状

原爆の絵誌上展
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燃える電車を見つめて

原爆の絵誌上展
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プールサイド惨劇

原爆の絵誌上展
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原爆の絵誌上展
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文・井上脩身

札幌の市民団体の
取り組みをみる

（ 放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会ＨＰより）山本行雄弁護士 「

原発を考える　放射能汚染防止法の制定を

48



月 日に撮影された福島第 原発の衛星写真 （矢印3 14 1 。
12 1 15下から順に） 日の爆発で建屋が損傷した 号機、

日に爆発音が確認された 号機、 日の爆発で建屋が2 14
損傷した 号機。3

福島第一原発事故の経営陣の刑事責任を
問う福島原発刑事訴訟の初公判が６月３０
日、東京地裁で開かれた。起訴されたのは
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 。法廷で３人は謝罪）
をしたものの「事故は予測できなかった」
と無罪を主張。検察審査会の議決によって
強制起訴された裁判は、３被告が事故を予
見できたかを争点に展開されることになっ
た。ＪＲ福知山線の脱線事故裁判でＪＲ西
日本の経営陣が無罪になったことに見られ
るように、強制起訴によって経営トップを
有罪に持ち込むのは容易ではない。現行の
刑法には法人の責任を問う規定がないため
だ。公害が大きな社会問題になった１９７
０年代、こうした刑法の不備を補完するた
め、水質汚濁防止法、大気汚染防止法など
によって違法レベルを示す具体的な公害罪
規定が定められた。私は原発事故について
も放射能汚染防止法を制定すべきではない
、 、 、か と考えていたところ 今年３月２７日

衆議院第二議員会館で「放射能汚染防止法
制定に向けて」という集会があったことを
知った。この集会で示されたレジュメを参
考に、放射能汚染防止法制定上の課題を考
えてみた。

原発を考える　放射能汚染防止法の制定を
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四大公害病と民事訴訟

、 。まず公害とは何か をみてみたい
ここではいわゆる「四大公害病」と
いわれた水俣病、新潟水俣病、イタ
イイタイ病、四日市公害のケースを
取り上げる。

水俣病
戦後、最も大きな問題となったの

は水俣病だ。１９３２年、チッソ水
俣工場がアセトアルデヒドの生産を

、 。 、開始し 廃水を海に流した ５６年
５歳と２歳の姉妹が小児まひのよう
な症状を発症、チッソ病院が保健所
に「原因不明の病気発生」を報告。
これが水俣病の公式確認となった。
この後も、全身にけいれんを起こす
患者が次つぎにみつかった。この原
因として５９年、熊本大研究班が有
機水銀説を主張したのに対し、５９
年、池田勇人通産相（当時）は「有
機水銀が工場から流出したとの結論
は早計」と否定。６２年、熊大研究
班がアセトアルデヒド工場の水銀滓
からメチル水銀を抽出したことなど
から、メチル水銀が原因物質である
ことが確定した。

６９年６月、２８世帯１１２人が

チッソを相手取り、６億４千万円の
損害賠償を求める裁判を熊本地裁に
提訴（その後追加提訴により原告３
０世帯１３８人に、請求額は１５億

）。 、８５００万円になる ７３年３月
同地裁はチッソに死亡した患者に１
８００万円、重症患者に１７００万
円の損害賠償の支払いを命じる判決

。 。を下した 原告側の全面勝訴だった
判決要旨は次の通りである。
被告は予見できなかったとする観

点に立って、何ら注意義務はなかっ
たと主張する。このような考え方を
おしすすめると、環境が汚染破壊さ
れ、住民の生命・健康に危害が及ん
だ段階で初めてその危険性が実証さ
れることになる。それでは危険性の
ある廃水の放流によって住民を人体
実験に供することになり、明らかに
不当といわなければならない。

新潟水俣病
日本電気工業（後、昭和電工）が

１９３６年、阿賀野川上流の鹿瀬町
（現阿賀町）の鹿瀬工場でアセトア
ルデヒドの生産を開始。４６年、工
場廃水で川が赤濁し 流域漁民は 昭、 「
電の毒水」と呼ぶようになる。６５
年、新潟大が県に水俣病の発症を報
告（公式確認 、厚生省の特別研究）

班も昭和電工が発生源と結論した。
しかし公表されず、昭和電工も地震
農薬説で反論した。

６７年６月、３家族１３人を第１
陣に、第８陣まで３４家族７７人が
民事裁判を起こした。７１年、新潟
地裁は「化学企業として有害物質を
排出させない義務があるのに、新潟
大の有機水銀説に耳を傾けず、十分
な調査をしなかった」として、昭和
電工の過失を認定。しかし故意は認
めなかった。

イタイイタイ病
イタイイタイ病の歴史は古く、神

通川の支流、高原川沿いの岐阜県神
岡町（現飛騨市神岡町）に１８７４
年、三井組が神岡鉱山の経営を始め
たことにさかのぼる。明治、大正期
に神通川沿いでは鉱毒による稲の生
育不良が報道されている。１９４７
年、荻野昇医師が体中に激痛が走る
という症状を訴える患者が同川沿い
に多いことに気づき、金沢大の医師
と共同研究。さらに吉岡金市同朋大
教授が調査し、イタイイタイ病の原
因がカドミウムによる中毒症である
ことを突きとめた。こうした個人の
努力による原因究明に対し、富山県
は栄養不良説に固執した。
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富山県は６７年、ようやくイタイ
イタイ病の独自認定を行い、翌６８
年、厚生省の委託による日本公衆衛

「 、 、生協会の研究班が カドミウム 鉛
亜鉛は神岡鉱業所とその関連施設か
ら由来」と報告。これに基づき、厚
生省は６９年、神通川流域の発生地
域を公害地域に認定した。

６８年、１４世帯２８人が三井金
属鉱業を相手取り提訴。原告が「三
井金属鉱業の廃水によって下流で健
康被害が起きた事実があれば、故意
過失にかかわらず賠償義務がある」
と主張したのに対し、三井金属側は
鉱山やカドミオウムとイタイイタイ
病の因果関係を否定した。７１年、
原告側が勝訴。三井金属は控訴し、
７２年、名古屋高裁で原告勝訴が確
定した。

四日市公害
四日市市に集中的に立地した１３

社による第１コンビナートが本格的
に操業を始めたのは１９５９年４
月。この主体は石油、化学関連企業
だ。やがてその北に第２、第３のコ
ンビナートが展開される。天をつく
ような煙突から排出される亜硫酸ガ
スや硫酸ミストが鈴鹿おろしに吹き
流され、伊勢湾岸を直撃。空はスモ

ッグで覆われ、海を汚染しシラス漁
に大打撃を与えた。住民たちはぜん
そくに悩まされ、６４年、ぜんそく
を悪化させた６０歳の男性が死亡、
公害犠牲第１号と公式に認定さされ
た。６７年、６社に損害賠償を求め
る裁判が提訴され、７２年、原告が
勝訴した。

、 、一方 四日市海上保安部は６９年
汚染原因企業の一つ、石原産業を水
産資源保護法に基づく漁業調整規則
違反で摘発した。警備救難課長がパ
トロール中に密漁の漁師を捕まえた
ところ、この漁師が「水産資源を守
る法律を破っているのはコンビナー

」 、トの企業 と言ったのをきっかけに
石原産業が化学物質を投棄したこと
が判明、摘発に至ったものだ。７１
年２月、津地検が石原産業を起訴。

、 、８０年 津地裁は社長に罰金８万円
元工場長に懲役３カ月執行猶予２
年、罰金５万円の有罪判決を言い渡
した。

有罪になった企業トップ

四大公害病の経過をみると、いく
つかの共通点がうかがえる。その第
一は原因企業が住民の健康被害との

因果関係を否定していることだ。そ
こには会社のもうけのためには住民
を犠牲にしてもやむを得ないという
利益絶対主義が露骨に現れている。
二つ目はその経済優先主義を国が擁
護し、実態把握に消極的であること
だ。イタイイタイ病の場合、県民の
健康を最優先にすべき県まで、企業
側に立っていた。

こうした中で、企業が排出した有
害物質によって健康を損なっている
実態を、患者を診た医師が暴き、真
相究明に大きな役割を果たしたこと
は特筆すべきだろう。この結果、い
ずれも民事訴訟で因果関係が証明さ
れ、住民側の勝訴につながった。

しかし、これらの裁判は損害賠償
を求める民事訴訟であって、その判
決も原因企業トップの刑事責任を認

。 、めたのではない 言い換えるならば
金で決着したわけで、企業が業務上
の傷害罪や傷害致死罪になったので
はないのだ。水俣病の判決で裁判長
は「人体実験」とまで言い切ってい
る。にもかかわらず、チッソは罪を
犯した、と指弾されない。民事訴訟
の限界だろう。

こうした点に立ってみると、四日
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市公害で石原産業のトップが有罪判
決を受けたことの意義は極めて大き
い 『四大公害病 （中公新書）の著。 』
者、政野淳子氏は「社長の罰金は８
万円に過ぎない」という。金額だけ
でいえば確かに微々たるものだ。だ
が、罰金も刑事罰であることに変わ
りはない。量刑には大いに問題はあ
るが、石原産業のような大企業の社
長も「罪人」となることが明確に示
されたのだ。公害企業への大きな警
鐘となったこと歴然たる事実であ
る。
こうした「反公害」の全国的なう

ねりを受けて、７０年 「人の健康、
に係る公害犯罪の処罰に関する法
律 （公害罪法）が制定された。工」
場や事業所などによって人の健康を
害する事案を対象としたもので、第
２条で「工場、事業所での事業活動
で人の健康を害する物質を排出し、
公衆の生命、身体に危険を生じさせ
た者は３年以下の懲役、または罰金
に処し、死傷させた者は７年以下の
懲役、または罰金」と規定。これは
故意による犯行の場合で、第３条で
過失犯を規定。さらに第４条では、
法人の代表者に対しても罰するとい

、 。う いわゆる両罰規定を置いている
７０年１２月には水質汚濁防止法

、 。が制定され 排水基準が定められた
四大公害病で問題になった物質では
カドミウムは０・１ミリグラム、鉛
１ミリグラム、水銀化合物０・００
５ミリグラム（いずれも１リットル
当たり）とし、この基準を超えて故
意に排出した者には６カ月以下の懲
役または罰金、過失による場合は３
カ月以下の禁固または罰金に処する
と規定。両罰規定も置いた。

６８年に制定された大気汚染防止
法も７０年に大幅に改正され、排出
規制区域が拡大された。規制物質は

、 、 、ばい煙 揮発性有機化合物 粉じん
有害大気汚染物質、自動車排気ガス
の５種類。ばい煙には硫黄酸化物、
窒素酸化物などが含まれている。同
法では「施設で故障、破壊その他の
事故が発生し、特定物質（定められ
た有害物質）が大気中に多量に排出
されたときは、すみやかに復旧する
努力をしなければならない」とし、
基準を超える排出をした者に対する
罰則を定めている。

だが同法は「放射性物質による大
気の汚染、その防止については適用
しない （第２７条）と、放射能汚」
染を対象から外している。大阪で万

博が開かれた７０年当時、原発は環
境を守る女神と崇められた。その４
０年後の福島第一原発事故。放射能
汚染同法から除外されていることか
ら、東電幹部が自らの責任について
「知らぬ 「存ぜぬ」と素知らぬ顔」
をきめこむこととなった。

放射性物質特措法の限界

原発事故に関連する法律として
は、原子力基本法に基づいて５７年
に制定された「核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法
律」がある 「原子力施設で重大な。
事故が生じた場合に放射性物質が異
常な水準で事業所の外へ放出される
ことを防止し、国民の生命、健康の
保護、環境の保全に資する」のが目
的だ 「地震が起きたことにより、。
核燃料物質によって汚染された物に
よる災害が発生した場合、応急の措
置を講じなければならない」とし、
違反した者は１年以下の懲役か罰金
に処せられる。

福島第一原発事故の場合に当ては
めると、地震の結果、放射能が大気
中に大量に漏れたのだから「災害発
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生」といえるだろう。問題は「応急
の措置を講じた」かである。東電と
国は原子炉冷却のための応急措置を
とったと主張している。東電にこの
法律違反があったと立証するのは難
しい。

６１年に原子力損害賠償に関する
法律が制定され 「原子炉の運転に、
より原子力損害を与えたときは、事
業者はその責めに任じる」と無過失
責任規定を置いた。しかし「損害が
異常に巨大な天変地異または社会的
動乱によって生じたものであると
き」はこの規定を適用されない。巨
大地震が起きて原子炉が倒壊した
り、戦乱に巻き込まれて破壊された
場合、事業者に賠償責任がないとい
うのである。大いに問題のある規定
だが、本稿は原発事業者の刑事責任
を考えることを目的にしているの
で、問題点の指摘にとどめたい。

福島第一原発事故後、放射性物質
汚染対処特別措置法が制定された。
福島事故で放出された放射性物質に
よる環境汚染に対する国、地方自治
体、電力事業者、国民の責務を明ら
かにし、汚染が人の健康や生活環境
に及ぼす影響を速やかに低減するの
が目的。この法律で、電力事業者は

「環境汚染に誠意をもって必要な措
置を講じ、国や地方自治体の施策に
協力」することを求めている。

一方、同特措法では除染特別地域
を「事故後１年間の積算線量が２０
ミリシーベルトを超えるおそれがあ
る計画的避難区域と、同原発から半

」 。径２０キロ圏内の警戒区域 に限定
ほかに年間被曝線量が１ミリシーベ
ルト以上の市町村を汚染状況重点調
査区域とした。要するにこれらの地
域の除染を行うことが同法の目的
だ。

冒頭に触れた集会「放射能汚染防
止法制定に向けて」で、放射能汚染
防止法制定・東日本実行委員会準備
委員の一人は同特措法について、①
立法過程での国民に対する説明と理
解を得る適正な手続きが欠落してい
る②条文中に国民の知る権利、情報
公開の規定がない③除染対策に多岐
にわたる問題点がある――などとし
たうえで 「原子力事業者の責務が、
規定されているが、加害責任のある

」 。東電が全く関与していない と指摘
「特措法を廃止し、新たに放射能汚
染防止法を制定すべきだ」と主張し
た。

「法整備なくして汚染防
げず」

集会「放射能汚染防止法制定に向
けて」で法案の具体的提言をしたの
は山本行雄弁護士。山本弁護士は札
幌市に事務所を置き、各地に市民団
体の求めに応じて講演し、放射能汚
染に関する法の不整備を指摘、被害
者の立場にたった法律の制定を訴え
ている。

以下は同集会で山本弁護士が配布
したレジュメの要点である。

まず現行の原子力法体系の問題点
を次のように指摘する。

大気、水質、土壌の汚染規制がな
いため、放射性物質汚染対処特別措
置法は廃棄物処理法を適用してい
る。このため８０００ベクレルまで
の廃棄物に廃棄物処理法を適用し、

。 、一般のゴミ扱いしている その結果
自治体の廃棄物処理・処分施設が実
質的に放射性物質の処理施設になっ
ている。公害規制のないゴミ扱いを
やめさせねばならない。

国は法を不整備のままにしている
だけにとどまらず、法律の濫用もし
ている。原子力基本法では公衆被曝
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線量は１ミリシーベルトと定められ
ている一方で、災害対策基本法は避
難基準を２０ミリシーベルトとして
いる。しかし、災害法は公衆被曝線
量の根拠法ではない。環境基本法に
この基準が整備されていないことに
問題がある。

現行原子力法には濃度規制と線量
規制があるが、いずれも違反しても
罰則規定がない。あるべき放射性物
質の規制基準・環境基準は、大気汚
染防止法、水質汚濁防止法の基本で
ある出口における総排出量規制であ
る。例えばセシウムの場合、環境基
準、規制基準とも「検出されない」
とする。規制の対象施設は原発だけ
でなく再処理施設、廃棄物施設など
すべての原子力関連施設を含める。
土壌汚染について現行法の適用除外
規定を削除し、除染義務を明確にす
る。

被曝段階の規制について、規制基
準は年１ミリシーベルト、環境基準
は５０ベクトル（１ミリシーベルト
の２０分の１）としているが、公害
法の立場から数値の整理が求められ
る。

放射能汚染が公害である以上、当
然のことだが、これらの規制の違反
に対して罰則を設ける。

以上をまとめて 山本弁護士は 汚、 「
染にも被曝にも責任を負わない現行
の制度を改め、放射能汚染を公害と
して規制する法律が必要 とし 国」 、「
に環境基本法を守らせるための規制
基準、環境基準の整備」の重要性を
強調するとともに「国に原子力公害
被害者の救済義務を果たさせる」よ
う呼び掛ける。

ここで留意しなければならないの
。 、は放射性物質の特性 半減期が長く

毒性が長期にわたるため、５０年か
ら１００年以上に及ぶ減衰過程で人
と環境を守り、大気、水質、土壌に
汚染を拡散させないとの観点から規
制基準、管理基準、立地規制を定め
ることが求められる。具体的には１
ミリシーベルトを基礎数値とする居
住制限地域を設定し、１００ベクト
ルを基礎数値とする長期計画を立て
る。このうえで、新たな法律ではこ
うした長期展望に立ち、住居地、学
校、保育所、病院、水源地からの距
離などの基準を明確化した公害規
制、立地基準を定める。また自治体
による上乗せ規制も容認する。

一方、子どもの健康を守るとの観
点から制定されたこども被災者支援

法について、山本弁護士は「放射能
汚染による公害被害者救済法と位置
づける」よう主張。避難は公害被害
者の権利であることを明確にし、公
衆被曝線量の１ミリシーベルトを基
礎として移住、賠償などを具体化す
るよう求めている。

山本弁護士は同集会の最後に「法
整備なしに放射能汚染は防げる
か？」と問いかけ「防げない」と締
めくくった。

汚染防止法私案の中身

「放射能汚染防止法」を制定する札
幌市民の会は放射能汚染防止法の私
案づくりを行っている。同会は福島
第一原発事故後、泊原発問題を考え
ようと２０１１年８月、山本行雄弁
護士らを招いて市民が勉強会を始め
たのをきっかけに発足。総理大臣宛
てに放射能汚染防止法制定の申し入
れをし、１２年からは福島、東京、
広島など各地で講演会や市民グルー
プとの交流会を開いている。

同会はその資料として「放射能汚
染防止法（案）の要点」を公表。同
会のＨＰによると、同法の基本構想
として①放射性物質を環境関連法に
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組み入れる②原子炉等の安全基準は
汚染予防基準であると位置づけ、汚
染防止法の体系に組み入れて規定す
る③汚染の原因となる事故などの危
険要因について、危険通報制度を創
設する――などを掲げた。

以下は同法案の具体的内容。
第１）目的・規制対象・規制範囲な
ど

１ 目的
放射性物質による
①環境（大気・土壌・海洋・工
作物・植物など）の放射能汚染
の防止
②人の被曝（内部被曝、外部被
曝）の防止
③農業・漁業その他の食料品の
放射能汚染防止
④⑤略

２ 規制対象
①現行原子炉等規制法の適用対
象となる全ての事業
②「原発事故」の防止は、放射
能汚染防止法の重要な規制対象
と位置づける。

３ 電気事業法、原子力基本法と
の関係
①電気事業法から原子力発電事
業を切り離す。原子炉等規制法

は廃止し、汚染防止法に組み入
れる。
②原子力基本法は、汚染防止法
体系が整備され次第廃止する
か、放射能汚染対策基本法のよ
うな性格のものに変える。

４ 組織
①原子力委員会は廃止して、放
射能汚染防止法に「放射能汚染

（ ）」 。防止委員会 仮称 を設ける
放射能汚染防止委員会は「汚染
なき脱原発」と「汚染なき放射
性物質の管理、処理、処分」政
策について、基本方針、長期計
画、調査、研究等基本的事項に
ついて企画審議決定する。
②原子力安全委員会は廃止し
て、放射能防止法に「放射能汚
染防止のための規制・監視委員
会（仮称 （規制委員会）を設）」
ける。規制委員会は放射性物質
による汚染・被害に関する規制
について、企画審議決定し、原
子炉等設置者を規制・監視し、
危険通報制度を所管する。
③規制委員会に捜査・告発の権
限を与える。

第２）規制の内容
１ 原則規制

①放射性物質が環境汚染物質で

あることを明示する。
②原子炉等設置者に対し放射性
物質の漏洩による環境汚染防止
義務を課す一般規定を設ける。
③「安全性ないし汚染防止は、
経済的ないし経営上の事由に優
先する」との原則を明記する。

２ 排出規制基準
①原子炉等設置者に対して日、
月、年単位の放射性物質排出量
制限規定を設け、これに違反し
た場合の原子炉等の設置許可の
取り消しや、運転・操業の制限
規定を設ける。
②総量規制
一定の地域に原子炉等の設備が
複数設置されている場合の放射
性物質の排出総量規制を定め
る。
③条例（上乗せ横出し）
都道府県及び市町村の規制基準
条例制定権（上乗せ横出し）を
明記し、違反に対する原子炉等
の運転・操業の停止命令権を認
める。

３ 環境汚染予防措置規定
①放射性物質による環境汚染予
防措置を体系的具体的に定め
る。
②地震、津波等の自然的要因、

原発を考える　放射能汚染防止法の制定を

55



工作物の構造その他の物理的要
因、人為的要因について、放射
性物質の漏洩を防止するための

（ ）具体的基準 汚染予防措置基準
を設ける。
③④略
⑤規制委員会による原子炉等検
査権、報告聴取権、捜査権、告
発の義務を定める。

４ 汚染予防措置規定の内容（危
険通報制度）
①何人も原子力施設から放射性
物質が漏洩する原因となる危険
性について、国に通報する権利
を有する （以下略）。
②③略
④規制委員会は通報内容につい
て独自に調査し、安全上の必要
があるときは原子炉等の運転使
用の停止や改善を命じなければ
ならない。

第３）汚染除去義務及び保管施設
（略）

第４）罰則
１ 原子炉等設置者が故意又は過
失により放射性物質を管理施設
外に放出したときの罰則規定を
設ける。罰則には公衆を放射性
物質で被曝させる罪と環境を放
射性物質で汚染する罪を、その

程度に応じて体系的具体的に定
める。

２ 被曝させる罪の結果致死傷に
至った場合の被曝致死傷罪、環
境汚染の結果財産の使用・利用
が制限された場合の財産等棄損
罪を設ける。

３ 罰則規定には次の内容を含
む。
①放射性物質の漏洩が２の通報
内容を無視し又は過小に評価
し、必要な安全措置（原子炉等
の運転停止を含む）を怠ったこ
とと因果関係がある場合は、重
過失放射性物質漏洩罪として、
厳罰をもってのぞむ。
②懲役刑に加え損害に対応する
罰金を併科する。
③原子炉等設置者が除染義務に
違反したときの罰則規定を設け
る。
④原子炉等設置者が法人である
場合、法人と法人代表者を含む
責任者個人の刑罰規定を定め
る。
⑤原子炉等設置者及び関係する
国の機関の関係者による事実の
隠蔽や虚偽の事実の公表やデー
タの改竄、危険情報の公開を怠
る行為に対しては特に厳罰を規

定する。
第５）関連法令の改正、整備

（略）

東電幹部は被曝致死傷罪

「 （ ） 」放射能汚染防止法 案 の要点
によると、私案は放射能汚染が環
境を破壊する公害であることを強
調しており、汚染の発生源である
電力事業者に対する罰則規定を設
けるなど、大気汚染防止法や水質
汚濁防止法などを下敷きにしてい
ることがうかがわれる。しかし、
福島事故にみられるように、放射
能が放出された場合、四大公害病
とは比べものにならないほど、被
害は広範囲にわたり、しかも数百
年以上も先まで影響を及ぼす。原
因企業の責任の重さは計り知れ
ず、したがって罰則も厳しくせざ
るを得ない。こうした観点にたっ
て、私案で被曝致死傷罪、財産等
棄損罪を設けていることは重要で
ある。

原発再稼働を推し進める安倍政
権のもとで、放射能汚染防止法を
成立させるのは容易ではないが、
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ここではこの法律が制定されてい
ると仮定して、強制起訴された元
東電幹部の３被告が罪に該当する
かを検討する。
起訴相当とした検察審査会の議

決によると、０８年、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が武藤被告
に原発敷地南部での津波最大値は
想定津波（５・４～５・７メート
ル）を大幅に超える１５・７メー
トルになると報告し、１０メート
ル盤のうえに１０メートルの防潮
堤を設置する必要性を説明。しか
し、武藤被告はこの対策にともな
う数百億円以上の支出を避け 万、「
が一」の備えをしなかった。この
結果、大規模津波によって原発が
浸水し、非常用電源が喪失、冷却
機能を失って炉心損傷の重大事故
が発生。水素爆発によって東電関
係者や自衛官の１３人と、避難の
際に病状を悪化した双葉病院の患
者４４人の計５７人を死亡させ
た。

検察審査会は３被告について
「 、放射性物質の大量排出をまねき
重大で過酷事故につながることへ
の予見可能性があった うえ 合」 、「
理的で適切な津波対策を講じてい

れば、事故の発生を十分に回避で
きたことから結果回避義務があっ
た」とした。

こうした判断に基づいて放射能汚
染防止法案の罰則規定を当てはめ
ると、３被告が「故意又は過失に
より放射性物質を管理外施設に放
出」したことは明らかだ。５７人
が亡くなっているのだから、少な
くとも武藤常務については被曝致
死傷罪に該当する。さらに、大量
に放出された放射能によって膨大
な人たちが避難をよぎなくされ、
家庭生活が崩壊。田畑や山林、海
洋を汚染したことによって農林業
や酪農、漁業ができなくなった。
これは「環境汚染によって財産の
使用・利用を制限」せしめた財産
等棄損罪に当たるだろう。

他の川股被告、武黒被告も武藤
被告から報告を受けていたら共犯
関係は成立する。その立証ができ
なくても、法人の代表者として刑
罰を受けることになるだろう。

この法律案には「懲役刑に加え損
害に対応する罰金を併科する」と
わざわざ断りを入れている。これ
は懲役が原則という意味であろ

う。３被告が有罪になれば懲役刑
を科せられる（執行猶予がつくか
は別として）可能性が高い。

なお 福島事故に際し 国は 緊、 、 「
急時迅速放射能影響予測ネットワ
ークシステム （ＳＰＥＥＤ）に」
よって、放射能が北西方向に拡散
することを把握しながら公表しな
かったことから、避難が遅れた飯
舘村などの住民に被曝などの影響
を及ぼしたといわれている。事故
当時、この放射能汚染防止法が施
行されていたら、菅直人首相（当
時）らの事実隠蔽責任が問われた
はずである。

本項の冒頭 「放射能汚染防止、
法を成立させるのは容易ではな
い」と述べた。原発事故から６年
半がたち、国民の記憶が薄れ、風
化が進む中、どのようにすればこ
の法律制定の機運を高めることが
できるのか。山本弁護士は先に挙
げたレジュメのなかで「汚染被害
に目を向けさせる運動が全国に広
がっている」という。

原発民事訴訟で、放射能汚染は
憲法が定める人格権の侵害との立
場から、住民の訴えを認める判決
が出るようになった。司法は徐々
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にではあるが変わろうとしてい
る。かつて反公害運動のうねりに
よって公害法の体系化へと大きく
前進したことはすでに述べた 原。「
子力犯罪者を有罪に 。この声が」
大きくなれば、道は開けるにちが
いない。

L piza
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中川眞須良

ミナミ気圧

撮影 大阪・道頓堀、戎橋にて

ミナミ気圧
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ミナミ気圧
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ミナミ気圧
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ミナミ気圧
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とりとめのない話

《ライトアップと二十三夜待ち》

日本人が夜のライトアップ（イルミネーション）が大好きになったのは、いつの頃から
だろう？人工物なら山門、タワー、庭園、ビル。自然なものなら樹木、滝、時には動物ま
で雑多。それらの共通した印象、感想はほとんど「きれい・・・！」なのだ。

昔、宮中に仕える女性たちだけの間に「二十三夜待ち」と言う行事（祭り）があったら
しい。十五夜を過ぎて二十三夜、大勢の女性が楽しく酒を酌み交わしおしゃべりに耽りな
がら半分になって昇ってくる夜更けの月（弓張月）を楽しみに待っていたと聞く。

電気のない世界での自然のライトアップだ。その夜の天候、会話の内容などその場の状
。 「 」 。況をいろいろ想い浮かべてしまう 彼女たちもまた きれい・・・！ といったのだろう

春の句に
舟よせて桜盗むや月夜影 （太祇）

がある。

ミナミ気圧
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写真・文 中川眞須良

人物時計　第二回　大阪人
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（いしざわ なおひさ）石澤尚久
」 店長「Schott West

「店内ワクワク空間」で販売力アップ
店歴 年7

ポップス系の歌を歌う

大阪市西区在住 歳48

店内のホットスポット

1-5-2大阪市西区北堀江

石澤尚久

人物時計　大阪人
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（むろざき ゆうま）室崎雄馬

お気に入りの看板

1 5-7大阪市中央区谷町 丁目

谷町花壇 店主

包み隠さずすべてが「私」

店歴 年9

本当に無趣味です！
大阪市東成区在住 歳39

人物時計　大阪人
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（いしばし せいいちろう）石橋清一郎

1-2-12岸和田市加守町

キッチン＆カフェ 「エーエーサービス」
店主

日々楽しく、猛ハッスル

店歴 年7

古いイギリス車（ミニ）と
オフロードバイクに夢中！

泉南郡忠岡町在住 ４１歳

お気に入りの看板

人物時計　大阪人
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⽇本初の新聞を作った元漂流者
文、写真 井上脩身

。「 」 。横浜・中華街で思いがけない碑に出合った 日本における新聞誕生の地 とある
幅約２メートル、高さ約１・５メートルの長方形の碑である。碑文には、この地は
ジョセフ彦が１８６４年に「海外新聞」を発刊した所であり、それが日本で最初の
日本語新聞とある。それだけではない。彦なる人物はリンカーン大統領と握手をし
たただ一人の日本人だとも記されている。私は小学生時代、何かの児童読本でリン
カーンが奴隷解放宣言をしたことを知り、子どもながらに人権意識に芽生えたこと
を覚えている。そのリンカーンと会ったただ一人の日本人が、わが国最初の新聞を
作った、というのである。私は新聞社にいたというのに全く知らなかった。ショッ

、 。 、 。クを受け ぼう然とたたずんでしまった 彦なる人物のことを知りたい と思った
（本稿では原則として彦と表記する）

編集長が行く　リンカーンに会った彦の話

68



口絵

1
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4
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写真説明

： 横浜・中華街に建つ「日本国新聞発祥之地」1

：新聞発祥の地碑につけられた彦像のレリーフ2

：彦が創刊した「海外新聞」の表紙3

：新聞に掲載されたリンカーンの大統領候補時代の写真（ ヒコの生4 『

涯と新聞史 ）』

：播磨小学校校庭に建つ「新聞の父 浜田彦像」の碑5

： 海外新聞」第１号の第１ページ6 「

「 」 『 』7：２６号までの 海外新聞 が綴じられた ジョセフ彦 海外新聞

：イラストレイテド・ニュースに掲載された漂流者の写真＝左から8

２人目が彦（ ヒコの生涯と新聞史 ）『 』

：アメリカ第１４代大統領ピアース（ ヒコの生涯と新聞史 ）9 『 』

：アメリカ第１５代大統領ブキャナン（ ヒコの生涯と新聞史 ）10 『 』

：長崎時代の彦の写真＝右端が彦、コウモリガサを持つのが木戸孝11

允、左端は伊藤博文（ ヒコの生涯と新聞史』より）『

： アメリカ彦像自伝』１、２巻12 『

9
10

11

12
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新聞誕生の碑

碑文は横浜最大の観光名所のひとつ、中華街の中心地
にある関帝廟の西隣、横浜中華学院前の通りに建てられ
ている。車道と区切る歩道の端に歩道に向けて建てられ
ているが、ほとんどの人はこの碑に気づかない様子だ。
私は横浜中華学院の説明が書かれているのかと碑をのぞ
き 「新聞誕生碑」だと知った。、
碑文の全文は以下の通りである。

、 、 （ ）ここ 横浜の元居留地１４１番は １８６４ 元治元
年６月２８日、ジョセフ彦が「海外新聞」を発刊した居
館の跡である。
彦は、リンカーン大統領と握手した唯一の日本人であ

った。リンカーンの民主政治が勃興期の米国の新聞の力
に負うところ大なるを体得し、開国したばかりの祖国の
ため、日本最初の新聞を創刊し 「童子にも読める」新、
聞精神を提唱した。読みやすく、判りやすい新聞を、創
世期の日本の新聞界に植えつけた新聞の父・彦の功は大
きい。
さらに木戸孝允、伊藤博文、坂本竜馬など多くの人々

に民主政治を伝えた彦は、民主主義の先駆者として、お
よそ新聞を読むほどの人々の心の奥に残る文化の恩人で

。（ 。 ）あった 碑文は縦書き 洋数字は碑文では全て漢数字

石碑の上部に彦の肖像のレリーフ 「海外新聞」の表、
紙と居留地マップの銅版がついている。

建立されたのは「海外新聞」発刊１３０年記念日の１

９９４年６月２８日。施主は「ジョセフ彦記念会 。」
碑文からわかる彦像は①リンカーンに会ったたった一

人の日本人②海外新聞を横浜で作った③木戸孝允ら幕末
維新の立役者に影響を与えた――の３点だ。

リンカーンに会ったというのだからアメリカに渡った
に違いない。ジョセフは洗礼名だろう。どういういきさ
つで渡米したのだろうか。なぜリンカーンに会うことが
できたのだろう。海外新聞はどんな新聞だったのか。木
戸や竜馬との接点はあったのか。次々に疑問がわいてく
る。この疑問を何としてでも解きたい、いや解かねばな
らない。そんな思いにかられた。

下田沖で遭難

その突破口が何のことはない、私の蔵書のなかにあっ
た。
１８４１年８月、兵庫を出港した紀州の千石船が暴風

に遭って漂流、スペイン船に救助され、乗組員１３人が
メキシコに上陸。さまざまな苦労を重ね、船頭の善助ら
５人が２年４カ月後、帰国することができた。私はこの
遭難・漂流事件に興味をもち、この一件の記録『東航紀
聞 を所収した 南海紀聞・東航紀聞・彦蔵漂流記 雄』 『 』（
松堂）を購入 『東航紀聞』を読んだ後は、本を閉じた。
まま書棚にしまっていた。彦の碑に出合って１０日余り
たった梅雨のある日、なにげなくこの本を手に取り、ペ
ージをめくっていて 『彦蔵漂流記』が彦の漂流記録で、

編集長が行く　リンカーンに会った彦の話
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あることを知った。

『 』 。 「 」彦蔵漂流記 は彦の自伝の形をとっている その 序
で「私は相州の沖で難風にあい漂流したとき、もはや魚
の餌食になろうとしていたところを、はからずも異国の
船に助けられ、アメリカのサンフランシスコという所に
つれて行かれた」と書きだしている。この漂流記に基づ
いて、彦の漂流の一件をかいつまんでおこう。

彦は１８３６年、播州・浜田村（兵庫県播磨町）生ま
れ。父親は百姓兼船乗り。１８５９年１０月、１３歳の
とき、父とともに住吉丸に乗って兵庫を出港、江戸に向

かった。途中、熊野の港に停泊していた新造船の栄力丸
に知り合いが多く乗りこんでいたことから、彦は父と別

。 、れて炊事夫として栄力丸に移り江戸まで乗った ４日後
兵庫に戻るため江戸を出港、下田沖を過ぎると天候が悪
化し５０日余り太平洋上を漂流。通りかかったアメリカ
の商船、オークランド号に救助されて、１７人の乗組員
とともに翌年２月、サンフランシスコに上陸した。

川を行き来する蒸気船の速さに驚いたり、自分の全身
を映す大鏡に不思議に思ったりしながら１年余を過ご
し、軍艦セント・メリー号でマカオに向かった。そこで
ペリー艦隊の船で日本に戻ろうと目論んだのだ。ペリー
側にとっては、漂流民を帰すという人道的措置を、日本
側との交渉を有利に進めるための材料にしようとの狙い
があったが、彦の伝記にはアメリカ側の思惑は記されて
いない。ところがペリー艦隊がいくら待っても来ず（ペ
リーのアメリカ・ノーフォーク出港が大幅に遅れたこと
を彦は知らなかった 、待ちくたびれたころ、彦らを連）
れてマカオに来た先任伍長のトマス・トロイがアメリカ
に帰ることになった。トマスから「今カリフォルニアは
（ゴールドラッシュで）繁昌していて仕事も多い」など
と勧められた彦は、若手乗組員２人を伴ってアメリカに
Ｕターンした。

彦はトマスの世話でサンフランシスコの税関長サンダ
ースの事務所に就職。やがて２人の仲間と別れ、サンダ
ースに連れられてニューヨークに向かう。ペリーが浦賀
に到着して２カ月後のことだが、彦は黒船騒ぎを知るよ
しもなかった。
ついでながら、マカオでペリーの艦船に乗ったのは栄

彦がボルチモアで見た蒸気機関車（ 彦蔵漂流記』より）『

編集長が行く　リンカーンに会った彦の話

73



力丸の乗組員中、仙太郎ただ一人だ。その仙太郎も「幕
府役人に引き渡されれば処刑される」と上陸を拒み続け
た。このことを彦が知るのも、ずっと後のことだ。

ニューヨークでＳＬ体験

彦にはもうひとつ自伝がある 『アメリカ彦蔵自伝』。
と名づけられた上下２巻もので 原文は英文である 私、 。「
は日本帝国という島国に生まれた」に始まって、１８９
１年１０月２８日の「それ（地震）が岐阜と愛知の両県
を全滅させたものであった （濃尾地震）の記述で終わ」

。 。っている 英文上巻は９２年ごろの刊行とみられている
下巻の刊行は９５年。私の手元の和文の『アメリカ彦蔵
自伝』１と２は山口修氏、中川努氏の訳で１９６４年、
「東洋文庫」として平凡社から出版された。第１巻は第
１章（故郷）から第２４章（生麦事件）まで、第２巻は
第１章（鹿児島戦争）から第１８章（大津事件）まで、
幕末維新の激動の中を生き抜いた彦の数奇な人生を詳述
している。

漂流者としてアメリカに渡り、帰国後、幕府の開国政
策転換のうえで少なからざる役割を果たした者としてジ
ョン万次郎は余りにも有名だ。だが、万次郎自身は自伝
を書いていない（ 英米対話捷径』という英会話教本は『
ある）こともあって 『アメリカ彦蔵自伝』は日本人で、
ありながら、アメリカ側の目で幕末維新を記録した極め
て貴重な資料とされている。
作家、吉村昭氏の『アメリカ彦蔵 （新潮文庫 、山下』 ）

『 』昌也氏の ヒコの幕末――漂流民ジョセフ・ヒコの生涯

（水曜社）は 『アメリカ彦蔵自伝』を基に、独自の取、
材や着想を交えて彦の人物像に迫っている。同じ素材で
ありながら、二つの本は筆致が随分異なっており、その
違いは文章表現の在り方を考えるうえで重要な示唆を与
えてくれる。だが、文章論は本稿の目的ではない。作家
が歴史小説の下敷きにしたくなるほど、彦の自伝は豊か
な内容が盛り込まれている、との指摘にとどめたい。

こうした次第で、アメリカに戻った彦の足跡を『アメ
リカ彦蔵自伝』にそってたどってみよう。
サンダースについてニューヨークに着いた彦。サンダ

ースの自宅があるボルチモアに向かうため初めて蒸気機
関車に引っ張られた列車に乗る 「汽車は、水の中で追。
いかけられる蛇のように、上下左右にゆれつづけた」と
彦はつづった。ボルチモアで１週間がたったころサンダ
ースにワシントンに行く用ができ、彦もついていった。
ワシントンに着いた翌日、サンダースは「国家の首長を
たずねていくつもりだ」といい、彦は一番いい服に着替
えた。そして２頭立ての馬車で大理石造りの２階建ての
家に乗り入れ、２階の大広間に入った。
さらに広間を抜け、大きな部屋に入ると、サンダース

は「ここに国家の首長がいる」といった。

神奈川領事館で通訳

大きな部屋には質素な黒服を着て、外見は３８歳か４
０歳くらいの紳士がひとり書き物をしていた。サンダー
スが彦を「日本人」と紹介。紳士は「やあ、いらっしゃ
い」と彦の手を握り、そばのいすに座るよう勧めた。彦
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は丁寧におじぎをした後、遠慮して部屋の隅にしりぞい
た。

黒服の紳士は第１４代大統領、民主党のピアースであ
る。ときは１８５３年 月１３日、日本人がアメリカの8
大統領に初めて会った歴史的瞬間だ。だが彦は窓の外の
ポトマック川の景色をながめながら 「かれが本当にそ、
んなに大人物ならば、どうして家来がいないのか。もし
かれが国家の首長ならば （サンダースは）こんなに簡、
単に近づいて対等の人のように話し合うことはできない
だろう。私の国では、どんなに小さなところの役人でも
この人より尊大だ」などと考えをめぐらし、この紳士が
国のトップであるはずがないと思った。

サンダースの用談が終わり、彦は紳士と握手を交わし

て別れた。車に乗り込んでもう一度「いま話したのはど
ういう人か」と尋ねると、サンダースは「かれはプレジ
デントと呼ばれ、日本の皇帝に当たる人」と答えた。そ
れでもなお、彦は信じられなかった。
ボルチモアに戻り、サンダース夫人に勧められて洗礼

を受けた。ジョセフの名前をもらい、ジョセフ・ヒコと
呼ばれる。

彦が２人目の大統領に会ったのは１８５７年１１月２
５日である。サンダースの支援を受けてサンフランシス
コの学校に入ったものの、肝心のサンダースが経営した
商社が倒産、退学を余儀なくされた。そこで国務省で雇
ってもらおうと、サンダースの知り合いの上院議員に引
率され、第１５代のブキャナン大統領に会うことになっ
たのだ。
大統領は「国務省にはいま空席がないのではないか」

とつれない返事。彦の目論みは空振りに終わった。この
とき彦は「大統領は７０歳くらいの大柄な人だった。片
方の目が悪かった。黒い服を着て、首を一方に傾けてい
た」と観察している。この３年後、ブキャナン大統領は
日米通商修好条約批准のため幕府から派遣された新見正
興豊前守を正使とする使節団を引見している。

翌５８年、アメリカ国籍を取り、市民権を得る。この
後、紆余曲折を経てミシシッピー号で日本に向かうハリ
ス公使を訪問し、領事館の通訳として雇ってもらうこと
になった。５９年、神奈川に上陸。日本では彦蔵を名乗
った。
彦は神奈川領事館の通訳として働いたが、英語と日本

語ができる彦は各国外交官からも頼られ、ロシア軍人殺

アメリカ領事館にあてられた本覺寺（横浜市神奈川区）

編集長が行く　リンカーンに会った彦の話

75



害事件に関する日露談判の際の通訳も務めた。しかし正
規の外交官でないことから翌年３月、領事館を辞め、横
浜で貿易商社を設立。桜田門外の変が起きるなど攘夷派
志士が暗闘するなか、日本人でありながらアメリカ市民
でかつクリスチャンである彦の身にも危険が及び、６１
年９月、またもアメリカに渡航した。

アメリカではその年の４月、南北戦争が勃発。不穏な
空気に包まれるなか、ワシントンへ。一人の上院議員か
ら「神奈川の領事館に通訳官を創設することになった。
通訳官になった方がいい」と説得され、またも日本に向
かう決意をする。帰国のあいさつのためシワード国務長
官をたずねると、長官は彦の腕をとり、大統領官邸に引
っ張って行った。こうして３人目の大統領に会うことに
なった。６２年３月１２日のことだ。

ワシントンの大統領室

彦が大統領室に入ると、大統領は黒いフロックコート
をはおり、肘掛け椅子にそっくりかえっていた。足首は
前の机の上に投げ出し、眼鏡を額にずりあげている。大
統領はたくさんの書類を手に持っている将校の話を聞い

。 、ていた 彦はシワード長官にうながされて椅子にすわり
大統領と将校の会話を聞くともなくきいていた。将校が
立ち去り、長官は大統領に彦を紹介すると、大統領は大
きな手を差し出し「日本のような遠いところからよく来
てくれました」と言い、二人は握手を交わした。

第１６代大統領、共和党のエイブラハム・リンカーン

への謁見は、前の二人の大統領への面会をはるかにまさ
る歴史的出来事だった 「奴隷解放」を掲げ、今なおア。
メリカの最も偉大な大統領の一人に挙げられるリンカー
ン大統領に会った日本人は彦ただ一人だからである。彦
はリンカーンの印象を「長身痩躯、手は大きく、黒みが
かった髪には銀髪が交じり、わずかばかりの頬ひげをた
くわえていたが、口の周りはきれいに剃っていた」とそ
のときの印象を記している。
大統領と国務長官、彦が会話をしているとき、財務長

官と海軍長官が入室したため 「任官ありがとうござい、
ました」とあいさつして、執務室を退去した。
話は前後するが、リンカーンに会う前、彦が渡米して

パナマから汽船でニューヨーク港に着いたとき（１８６
１年１２月１６日）のことだ。水先案内人が脇に新聞を
抱えて乗り込んできた。船客はこの案内人に殺到した。
南北戦争がどうなっているのか知りたくてうずうずして
いたからだ。
新聞には「ポトマック河畔のわが部隊、近く行動開始

か 「大会戦迫る 「南軍兵力１０万、ワシントンに進軍」 」
中 「北軍の大佐、反逆罪で裁判か」などの戦争記事が」
満載されていた。

南北戦争が起きた遠因に、６０年１１月の大統領選で
奴隷制に反対していたリンカーンが当選したことから、
南部地域の不安が広がったことが挙げられる。サウスカ
ロライナ州を皮切りにミシシッピー州、フロリダ州、ア
ラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州、テキサス州が
合衆国から脱退を宣言。この７州がアメリカ連合国を結
成、大統領にジェファーソン・ディヴィスを指名し、首
都をアラバマ州のモンゴメリーに置いた。６１年３月、
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リンカーンが合衆国大統領に就任すると、４月１２日、
、 。南軍がサムター要塞を砲撃し 戦争の火ぶたが切られた

さらにバージニア、アーカンソー、テネシー、ノースカ
ロライナの諸州も連合国に合流、国を真二つに割っての
戦乱となった。
彦がリンカーンに会ったころ、北軍のジョージ・マク

レランが率いるポトマック軍が太平洋岸のバージニア州
リッチモンドに上陸、侵攻したが、全体としては両軍と
も一進一退を繰り返していた。

、 、こうしたなか 彦は故国に向けてニューヨークを出港
サンフランシスコ、香港を経て上海に着いた。神奈川に
行く船を確保し、出航を待つばかりになったとき、船長
が思いがけない情報を聞きこんだ 「横浜近郊でイギリ。
ス人が馬に乗って出かけているところ、惨殺された」と
いのうのだ。いわゆる生麦事件である。死んだのは１人

、 。だが 大きな外交問題に発展することは目にみえていた
幕末の騒乱のなか、６２年１０月、横浜に入港した。

居留地の英字新聞

アメリカ領事館は神奈川宿内の本覺寺があてられてい
た。彦がその領事館の通訳官に就任したのは６２年１０
月。生麦事件に対する幕府の煮え切らない態度に業を煮
やしたイギリス軍は６３年８月、戦艦を編成して鹿児島

。 、 、「 」を攻撃した 同月２１日 伝記のなかで ある地方紙
として次のような記事を紹介している。

８月１５日正午、鹿児島湾内に投錨中、日本（薩摩）

から艦隊に向かって砲撃を始めた。不幸にして損害は大
。 、 。 、きかった 艦長 副艦長が戦死した 提督は機を移さず

「拿捕船を焼きはらえ」の信号を出した。３隻の日本の
蒸気船に火をかけ、１６日、艦隊は進発し湾口を目ざし
て航行。町や砲台に向かって砲弾を撃ち込んだ。反撃し
てきたのはわずか２砲台だけ。深更に至るも、市中は燃
え続けた。死者数はユーリアス号１０、パール号７、コ
ケット号６、パーシウス号１、レース・ホース号１。

「この記事を読んで、外人居留地はみんなひどく興奮し
た」と彦は記している。
彦は故郷で寺子屋に通っていたのでひらがなは読める

が漢字は読めない。一方英語は、わずか１年程度とはい
え学校に通ったこともあって、読み書きは難なくこなせ
るまでになっている。したがって「ある地方紙」と言う

、 。のは 横浜の居留地で発行された英字の新聞に違いない
元神奈川新聞社史編集室長、山室清氏が著した『横浜

から新聞を創った人々 （神奈川新聞社）によると、１』
８６１年１１月、横浜初の欧字新聞（週刊 「ジャパン）
・ヘラルド」がイギリス人のハンサードによって発行さ
れた。海外、国内ニュースのほか、在日公館や領事館の
広報記事、為替相場などを掲載。生麦事件では危機感を
募らす外国人たちの貴重な情報源だったという。

「ジャパン・ヘラルド」刊行を機に、居留地には次つぎ
に英字新聞が生まれた。アメリカ人ショヤーの「ジャパ
ン・エキスプレス 、ポルトガル人ローザの「ジャパン」
・コマーシャル・ニュース 、ヘラルドの主筆だったブ」
ラックが６７年に独立して創刊した「ジャパン・ガゼッ
ト」などがある。
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上海出港間際に彦が目にした生麦事件の記事を載せた
新聞はおそらく「ジャパン・ヘラルド」であろう。鹿児
島戦争の記事も、イギリス側の立場から書かれているこ
とからみて、同紙の公算が大きい。
このころから『彦蔵自伝』は新聞記事の引用が多くな

る。１１月１２日の「土地の新聞」の記事として、鹿児
島戦争の始末について薩摩の役人がイギリス公使を訪ね
たときの模様を伝えている。ニール大佐（代理公使）が
「薩摩が責めを負わねばならないのは （生麦事件の被、
害者）リチャードソン氏殺害の件だけでなく （鹿児島、
で）一片の警告もなく艦隊を砲撃して戦闘行為を開始し
たこと」と追及したのに対し、薩摩の使節団は「イギリ
ス艦隊が船舶を拿捕することで戦闘行為が開始されたと
信じた」と答えたという。
こうした記事がどこまで事実を伝えたかはともかく、

外国人が新聞を情報源としている実態を目にした彦が
「日本人にも新聞の価値をわからせたい」と思うように
なるのは当然の流れだった。

横浜で岸田吟香に会う

彦は１年近く務めた領事館の通訳官を１８６３年９月
、 。 、に辞任し 横浜で商社を創設した 自伝には６４年１月

「日本商業新聞」の編集長あての投書を紹介している。
彦が当時の経済状況をどう認識していたかを知るうえで
興味深い内容である。この新聞は先に挙げた「ジャパン
・コマーシャル・ニュース」であろう。
この投書には「江戸条約に列記されていない輸入品に

は全部２０％の関税をかけることができるという条項」

（筆者注、日米修好通商条約の付則で決められる関税率
について、アメリカの公使ハリスが輸入税を２０％と提
案。最終的には一部輸入税を１０％～５％とすることで
決着した）について「これはいかにも過酷で有害」とし
て以下の分析をしている。
まず原綿について、２年前から清国からの輸入でかな

りの商いが期待されたが、せっかく生まれた取引も、２
０％条項でぱったり息の根が止められた。輸入関税が５
％に引き下げられ、自由に取引ができるようになると、
アメリカの反乱によって、原綿が輸入品から輸出品に変
わってしまった。
医薬品のリストについても、２０％条項がなければ、

これまで通り、清国から容易に提供されるはずだ。
日本産の塩の価格が、戦争に備えて大名が買いあげて

隠匿しているため２倍から３倍にはね上がっている。２
０％条項が邪魔しなければ、岩塩の鉱山からイギリス商
人の手で入り、商人は正当な利潤を上げ、日本人大衆の
利益にもなるだろう。
この投書で読みとれるのは、輸入関税が２０％になっ

たこと、幕府側と倒幕側との戦争が不可避な状態になっ
ていること、アメリカの南北戦争の３点が複雑にからん
で、物価が不安定ということだ。とりわけ輸入品につい
ては海外の状況を的確につかまなければ、先行きを見通
せず、商人の不安はますます高まる。
国際相場の発信地はロンドンだ。１カ月に２回、イギ

リスから横浜に入港する船が新聞を持ってくることに彦
は着眼した。その記事を訳して、日本語の新聞を発行す
れば、日本の商人に大いに役立つはず、と彦は考えたの
だ。だが、既に述べたように、彦は漢字を知らない。彦
が訳した日本語を誰かに筆記してもらわねばならない。
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彦はこのことについては伝記に書いていないが、後に
東京日日新聞（毎日新聞の前身）で健筆をふるう岸田吟
香が重要な役割を果たす。
前掲の『横浜から新聞を創った人々』にこの間の経緯

が簡潔に表されている。岸田は１８３２年美作生まれ。
２０代のとき江戸に出た。目を患い、横浜居留地で診療
をしていたアメリカ人医師ヘボンに診てもらった。ヘボ
ンは日本語と英語の対訳集作りにかかっているときで、
岸田はその助手になった。こうした折り、ヘボンを訪ね
た彦が岸田と出会った。新聞作りという彦の狙いからす
れば岸田はうってつけだった。さらに本間清雄も加わっ
た。遠州掛川藩の医師の子である本間は１４歳のとき、
海外渡航を志し、横浜に出てきたのだ。
新聞は彦の口述を岸田と本間が筆写し、４、５枚の半

紙に木版刷りし二つ折りした冊子型で発行することにな
った。

「海外新聞」で南北戦争詳報

彦の新聞が発行されたのは１８６４年６月のことだ。
伝記では６月２８日の記事に「今月中に、私は『海外新
聞』を創刊した。木版刷りの日本語新聞で、外国のニュ
ースを要約してのせている。これは日本語で印刷されて
刊行された最初の新聞であった」と誇らしげに書いてい
る。
表紙には富士山を背景に入港しようとする蒸気船をあ

しらい、中央やや上部に「海外新聞」と題字を配した。
この海外新聞は１８６５年３月から翌６６年９月にかけ

、 （ ） 。て月２ ３回の割り 不定期 で２６号まで刊行された

伝記の記述と海外新聞第１号の年月が合わないことにつ
いては後述する。
海外新聞にはどのような記事が掲載されたのだろう。

伝記には全くその記載がない。調べると、２６号全てが
一冊の本としてとじられ、１９７７年 『早稲田大学図、
書館資料叢刊２ ジョセフ彦海外新聞』として早稲田大
学出版部から刊行されていた。さらに調べると横浜開港
資料館に１冊あり、閲覧できることがわかった。私はさ
っそく同資料館におもむき、記事をノートに書き写しだ
したが、余りにも膨大な作業になり、途方に暮れた。私

、 。にはいささか高価な資料図書だが 思いきって購入した
木版刷りであることは何度か触れた。岸田か本間が筆

で書いたものがそのまま彫り込まれたのだ。実に達筆で
ある。その崩し字は素養のない私には手においかね、ぼ
う然とした。幸い活字版が添付されている。以下の記事
は活字版によるものである。
第１号は「元治２丑年 ３月１３日イギリス飛脚船此

港ニ入りしを以て左の新聞ヲ得たり （原文は漢数字）」
から始まる。フランス事情、プロイセン国の部、オラン
ダ国の部、イタリヤ国の部、イスパニア国の部、ポルト
ガル国の部、イギリス国の部、最後がアメリカ国ノ部と
いう編集。
アメリカの記事は南北戦争に関するもので 「北アメ、

リカの陸軍死傷者およそ８００人ばかり、海軍およそ１
００人ばかり。南アメリカは死傷５００人、生け捕られ
たのは１８００人。南アメリカはウヮレメント近くの台

、 」 。場を敵に取られないよう 自ら打ち壊した などとある
さらに「大頭領リンコルンなるもの、イキリス管轄のカ
ナタと条約を収めさることを決断なせり」と、リンカー
ン大統領の動向も載せている。
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第２号では南北戦争のニュースがさらにくわしくな
る 「北部大頭領と南部使節が国を平穏に成すために応。
接」したことを伝えるもので、南部使節が戻って「北部
政府の支配を受て国躰をも改革成さずんバ和議なりかた
き」と語った。この国体変革について彦蔵は「白人黒人
の調定の法を立ると云ふことならん」と注釈を入れてい
る 「奴隷解放を認めなければ和議はできない」とリン。
カーンは強く迫ったのであろう。北軍の勝利で戦争が終
結に向かっていることを示す記事である。
第３号は６５年４月に届いた新聞からの記事である。

「 北部の）陸軍奉行より命ありて、国中陸軍の陣営、（
或ハ砲台、其外諸役人の詰所にて祝砲廿発を放せり」と
いう。
第４号では「南部将軍リヰーは敵軍との境に多く台場

を築いた」との記事。そのリー将軍が６５年４月９日の
戦いで降服して南北戦争は終結した。北軍の死者は３６
万人余り。南軍の公式データはないが、１４万人近いと

、 。の記録があり 南北合わせて５０万人もの犠牲者が出た

劇場でリンカーン暗殺

５月１１日に届いた新聞に基づく第５号に驚くべきニ
ュースが掲載されている 「或テレガラフの文通には北。
部大統領ならびに時務宰相殺害せられし由。是ハ如何な
ることによりてや分明ならず」と短い記事。リンカーン
大統領暗殺の第一報である。
彦はこの情報をどのように受け止めたのだろうか。大

統領執務室で会ったリンカーンの印象を伝記のなかで
「きわめてまじめで親切な人間で、接する人々の誰にも

愛され、とくに自分の一統や友人からはひどく愛されて
いた」と述懐する彦である。虚偽情報であることを心か
ら願っただろう。だが、５月２６日に届いた新聞でその
願いは打ち砕かれた。
続報を受けた第６号で、リンカーン暗殺事件を次のよ

うに伝えている。
（１８６５年）４月１４日夜、リンカーンはワシントン
の芝居を見物に行った。１１時ごろ１人の狼藉ものが現
れ「グラント将軍の書面を持ってきた」と偽って桟敷に
かけ上がり、大統領の後ろから袖銃を一発発射し大統領
を倒した。犯人は剣を抜いて舞台の上に飛び下り、剣を
振り回しながら裏ぐちから逃げ去った。余りにも火急の
ことで、思いもよらないことだったため、人々は驚き狼
狽し、ついに犯人を捕らえることができなかった。
同じ時、時務宰相シーワール（国務長官シワード）の

、「 」家に１人の狼藉ものが来て 医者から薬をもってきた
と偽って入り、刀を抜いてシーワールの胸、顔を刺して
逃げた。
大頭領を殺したのは芝居の役者ブーツとおもわれる。

、 。この夜 ブーツが馬とともに行方知れずになったからだ
ブーツの衣類の箱に「３月４日にこのことをなさんと図
った」との一通の手紙があった。
（この事件で）ワシントンの町中の者、驚き嘆かないも
のはなかった。すべての商売は止まった。狼藉者を捕ま
えた者は褒美として１万ドルを与えるとの触れが出され
たが、申し出る間もなくブーツが召し取られた （筆者。
が適宜口語に変えている）
狙撃犯人のブーツは歴史書にはブースの名前で登場。

ブースはアメリカ連合国のシンパの一人。リンカーンや
シワード、さらに副大統領を暗殺することでワシントン
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を混乱させ、合衆国政府を転覆させようと図ったとみら
れている。
ブースはフォード劇場のボックス席で観劇していたリ

ンカーン大統領に背後から近づき、後頭部目がけてピス
トル一発を発射した後、舞台に飛び下りてナイフをかか
げ、観客に向かってラテン語で「暴君はかくのごとし」
と叫んだという。ブースは劇場の裏口につないでいた馬
にまたがって逃げた。

以上のその後判明した事実に照らすと 「海外新聞」、
の記事は基本的に間違ってないことがわかる。彦の新聞
が、海外ニュースがほとんど入ってくる（入って来ても
ほとんどが幕府に独占されている）という当時の実情を
みれば、現代人が思う以上に貴重な情報源だったといえ
るだろう。
ところで自伝の６５年７月の項では、彦は「今月のう

ちに、ワシントンでリンカーン大統領が殺害され、シー
ワード国務長官も襲撃されたという知らせを受けた」と
記している 「海外新聞」によれば、５月１１日から数。
日以内に彦は暗殺事件を知ったはずだ。おそらく自伝の
「今月のうちに」が間違いだろう 「この情報を手に入。
れると、直ちにシーワード国務長官に手紙を書いた」と
彦はいう。同長官は９月２５日付で「神奈川領事記気付
ジョセフ・ヒコ様」宛てに返信した。そのなかで長官は
「万里をへだてたる貴国の心地よき風光のさなかにあっ
て、なお小生をお忘れなき御厚情まことにありがたい」
とし「われらの祖国は今回はからずも苦難に見舞われま
したが、国民一同災厄を脱しましたこと、ひとえに神の
恩寵」としたためている。

前途多難の「海外新聞」

伝記の記述と「海外新聞」第１号の年月が合わないと
先述した。言い換えるならば、わが国最初の新聞は「元
治元年」の創刊なのか「元治２年＝慶応元年」創刊なの
か、である。この問題を考察したのは近藤晴嘉氏だ。近
藤氏は戦前、大阪毎日新聞で記者をし、滋賀新聞などを
経て読売新聞論説委員になったジャーナリストである。
大阪毎日新聞時代に彦に関する記事を書いた後も彦研究
に没頭、後に「ジョセフ彦記念会」の会長に就任した。
彦を語るうえで、近藤氏を避けて通ることはできないと
いっても過言でない。
近藤氏の著書『ジョセフ＝ヒコ （吉川弘文館）によ』

ると、彦の海外新聞は最初 「新聞誌」と題されて、木、
版ではなく筆写で作成された。１８８６年の内務省の資
料にも「海外新聞」について旧名が「新聞誌」と記され
ていることなどを挙げ 「新聞誌」の創刊が元治元年と、
主張 「２カ月で休刊した」という。これに対し「現物。
が全く残っていないのはおかしい」との反論もあり、こ
の決着がついたとは言い難い。いずれにせよ、１８６４
年もしくは６５年という攘夷派と開国派の血を血で洗う
騒乱のなか、わが国初の新聞が誕生したことはままぎれ
もない。
だが「海外新聞」の行く手は世相そのままに苦難の道

だった 「海外新聞」には「もし見むと要する諸君子ハ。
横浜第４１番を問い給へ。遠くに帰りし諸君子は郵便に
て呈するべし」と読者を募り、１部５００文、１年分は
前払いで１両２００文の売り値をつけた。発行部数は１
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００部程度だったとみられる。読者対象は居留地の外国
人相手に営業する日本の商人だったのだろう。だが、た
だでかわら版を手に入れていた日本人に有料というのは
抵抗があった。伝記のなかで「日本の民衆は新聞を読み
たがってはいるが、当時の政府と法律のせいで、予約購
読したり買ったりするのを恐れていたらしい。そこでや

、 」 。むを得ず 大部分をただでやる始末だった と述懐した
定期購読者は「肥後のサムライ（ショームラ 」と「柳）
川の役人（ナカムラ 」の２人だけ。これでは経営が成）
り立つはずがなかった。

近藤氏の調査で「ショームラ」は肥後藩士で三条実美
の祐筆を務めた荘村省三 「ナカムラ」は明治になって、
大蔵畑で活躍した柳川藩士、中村祐興と判明。近藤氏は
二人の子孫を訪ねたが 「海外新聞」にどのような印象、
をもっていたかまではつかむことができなかったよう
だ。近藤氏は、ともに長崎の近くに住んでおり、海外に
関心をもっていたことが購読の動機だった、とみる。

長崎で木戸孝允に語る

「海外新聞」の最後は１８６６年９月であることはすで
。 。に述べた なぜ廃刊したかは伝記には触れられていない

経営が成り立たなかったことは前述の通りだが、一般に
は岸田吟香がこのとき、ヘボンにつき従って香港に行っ
たためとされている（ 横浜から新聞を創った人々 。『 』）
おそらく岸田が離れたことが決定的理由だろう。だがそ
の以前に彦は新聞発行の意欲が薄れていたのではない
か、と私は推察する。第７号で南北戦争の続報を詳報、

第８号では南軍の降服を伝えたが、第８号以降はアメリ
カの記事が激減。第１６号に至ってはアメリカの記事は
皆無だ。
彦がリンカーン大統領に会う前、南北戦争のニュース

を載せた新聞に接したことはすでに触れた通りだ。リン
カ－ンの奴隷解放姿勢が南北戦争の一因であったことも
前述した。彦はジャーナリストとしてではなく、アメリ
カを知ってほしいとの思いから新聞を作った、と考える
べきだろう。だがリンカーンは殺害され、南北戦争も終
結した。伝える記事がなくなったのだ 「伝えねば」と。
の強い思いが減退するのもやむを得ない、と私は思う。
６６年１１月、横浜で大火が発生、日本人町の半分と

外国人居留地の４分の１が焼けた。これを機に１２月、
彦は横浜を去り長崎に向かう。さっそく政商として知ら
れるグラバーと接触、高島炭鉱を佐賀藩とグラバーとの
共同経営が実現する橋渡し役をすることになった。こう
したことから長崎でも彦は「アメリカを知る日本人」と
知られるようになった。

伝記によると６７年６月、木戸準一郎と伊藤俊輔と名
。 。乗る侍が彦をたずねてきた 木戸孝允と伊藤博文である

二人はイギリスとアメリカの国の制度や政府の生い立ち
について質問した。彦ができるかぎり質問に答えると、
木戸は「アメリカ合衆国の憲法について大いに興味を覚
えた」と語ったという。
木戸はその後も彦をたずね 「統治の権力をミカドに、

返還し、徳川は征夷大将軍の職を退かねばならない」と
語った。彦のところには井上聞多（馨 、五代友厚も姿）
を見せている。
イギリス公使館の通訳、アーネスト・サトウが彦を訪
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ねたのは同年９月。サトウは『外交官の見た明治維新』
（岩波文庫）の中で「彼（彦）は一つの文書について私
に話した。その文書は、薩摩、土佐、芸州、備前、阿波
の諸侯の連名で将軍慶喜に辞職を勧告し、また政府に改
造する道を開くことを要求して、将軍に提出されたとい
うことだ」と振り返っている。
サトウが彦を訪ねた直後の１０月２９日、土佐藩は大

政奉還の建白書を藩主、山内豊範を通じて単独で将軍慶
喜に提出。１１月９日、慶喜が朝廷に申し出て大政奉還
が成立した。大政奉還には将軍辞任について一切触れら
れてないことから、薩摩、長州は軍事行動を開始し、つ
いに慶喜は将軍辞職を朝廷に申し出る。
この歴史的事実をみれば、彦はなかなかの情報通であ

ったことがうかがわれる。木戸らと知己を得たことで、
倒幕の動きを的確につかむことができたのだろう。外交
官として情報集めに奔走したサトウが彦から大政奉還へ
の動きを知ったというこの一点をとってみても、彦にジ
ャーナリストの才があったといえるだろう。
彦に新聞を再刊してほしかった。残念でならない。

讒謗律と新聞紙条例

彦の「海外新聞」は１８６６年９月を最後に廃刊され
た。ではその後、日本のジャーナリズムはどのような経
過をたどっただろうか。
明治に改元される少し前の１８６８（慶応４）年、ヴ

ァンリードが岸田吟香と組んで「横浜新報もしほ草」を
創刊した。アメリカの商人であるヴァンリードは彦と知
り合った縁で神奈川領事館や横浜のアメリカ系商会で働

。 「 」いたこともあるという経歴の持ち主 岸田は 海外新聞
で、彦の口述筆記をしたことはすでに述べた。岸田は彦
の思いを継いだ新聞を作ろうとしたのだろうか。
もしほ草の創刊号では、戊辰戦争で官軍と幕軍が激し

く争った「舟橋合戦」を報じている。千葉街道の宿場、
舟橋で佐幕側の関東軍が官軍側の上方軍を打ち破った、
という内容。この報道に上方の兵は「話は逆」といきり
立ち、江戸の印刷兼販売店に押しかけ 「筆者を出せ」、
と強談判。そこに岸田が原稿を持ってやって来て、あわ
てて２階に隠れたとのエピソードが残っている （ 横浜。『
から新聞を創った人々 ）』

１８７０年１２月 「横浜毎日新聞」が創刊された。、
生みの親は神奈川県知事、井関盛良。井関は「新しい国
の方針や行政、貿易、外交などのことを人々に知らせる
のに、新聞は有効」と考えたといい、わが国最初の日刊
紙となった。創刊号には「当５日夜１１字関門外吉田町
新馬車道新長家壹間焼失直鎮火」という火事のニュース
が載っている（前掲書 。現在の新聞のいわゆる三面記）
事の草分け記事といえようか。
もしほ草創刊と相前後して佐幕的傾向の「江湖新聞」

が刊行されたが、２２号で発行禁止の憂き目に遭った。
その発行人である西田伝助が７２年２月 「東京日日新、
聞 を創刊 福地源一郎を主筆に迎え入れた 興津要 明」 、 （ 『
治新聞事始め―「文明開化のジャーナリズム」大修館書
店 。福地は慶応元年、幕府の使節としてヨーロッパに』）
おもむき、ロンドンやパリで発行されている新聞に深い
関心を寄せていた。福地が入社したとき、岸田は東京日
日の雑報記者として腕をふるっていた。
やがて「朝野新聞 「郵便報知新聞」などが産声を上」
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げ、現在の新聞界の原型ができる。
当時、民選議院設立をめぐって 「早期開設」を求め、

る「朝野新聞 「郵便報知新聞」の民権派と、漸進的態」
度をとる官権派の「東京日日」に二分されていた。そん
ななか、１８７５年７月、浅草の料亭に東京中の各新聞
編集者が集まった。この年４月、政府が讒謗律と新聞紙
条例を公布、言論弾圧の暴挙に出たことへの対応策を練
るためだ。
讒謗律は「事実ノ有無ヲ論ゼズ人ノ栄誉ヲ害スベキ行

事ヲ摘発公布スル者」は禁獄または罰金に処す。新聞紙
条例の発行は内務省の許可を必要とし、政府を変壊し国
家を転覆するの論を載せ、騒乱を煽起せんとする者は禁
獄というものだ。

協議の結果、各自が分担して記事を書き、岸田が編集
して政府に提出することになった。岸田は「専制政治に
ては永遠に我国の安寧を維持すべからす、速かに民選議
院を設立すべし」とまとめた（ 明治新聞事始め 。岸『 』）
田は彦からアメリカの大統領制と上院、下院の２院から
なる議会制度を耳にたこができるくらいに聞いていたに
相違ない。その大統領にも国務大臣にも会え、上院議員
に親しくしてもらった彦の話から、岸田はアメリカのよ
うな制度にと強く願っていたのではないだろうか。その
思いを込めて、反讒謗律、反新聞紙条例の原稿をまとめ
たのだと思う。だが讒謗律、新聞紙条例が取り下げられ
ることはなかった。

兵庫県播磨町の彦の碑

彦が「海外新聞」を創刊して１５０年がたった２０１
４年１０月、彦の生地、兵庫県播磨町は「ジョセフ・ヒ
コ新聞発行１５０周年記念」として特別展『ヒコの生涯
と新聞史』を開催。その前年にはプレ展覧会として『ヒ
コの新聞と錦絵新聞』がいずれも同町郷土資料館で開か
れた。主催はともに同資料館と同町ふるさとの先覚者顕
彰会である。

私は二つの展覧会を見ていないが、幸いなことに両展
とも簡潔でビジュアルな図録が作成された。プレ展では
「東京日日新聞」の記事を基に作成された「東京日日新
聞大錦」など、絵が主体の錦絵新聞の紹介を中心に展示
された。新聞の変遷を考える上では非常に興味深い企画
だが、本稿の本筋とは離れるので、あえて触れない。こ
こではメーン展である『ヒコの生涯と新聞史』の図録か
ら、注目点を挙げておきたい。

驚いたのは彦がまだ彦太郎と名乗っていた少年時代の
写真が掲載されていることだ。彦はマカオでペリー艦隊
を待ったが、一向にペリーが来ないためサンフランシス
コに戻ったことはすでに述べたが、そのときの船（ポー
ク号）の上で、ボルチモア生まれの写真家、マークス氏
に撮影されたものだという。もう一つ、漂流した彦らは
オークランド号に救助され、サンフランシスコでポーク
号に乗り移っている。この時、やはりマークス氏が乗組
員を撮影、１８５３年１月「イラストレイテッド・ニュ
ース」で取り上げられた。この新聞コピーも掲載され、
「これは日本人を撮った最初のダゲレオタイプの写真。
極めて珍しく興味ぶかい」と付言されている。
きりがないのでこの２点の紹介にとどめるが、播磨町
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が１５０年の節目を機に、彦についての資料収集に全力
を傾けたことがうかがえる。
郷土資料館を訪ねた後、私は町立播磨小学校に向かっ

た。この校内に「新聞の父 浜田彦蔵の碑」があるとい
うのだ。
同校は山陽電鉄播磨駅の南約３００メートルの所にあ

る。碑は校内の南東隅にあった。だが、校門も近くの通
用門も閉まっていて、周りはフェンスがめぐらされてい
る。グラウンドでは児童たちがかけっこをしていた。碑
のある一角はグランンドとはかけ離れている。この一角
だけ、だれでも入れるようにするのはいとも簡単だ。町
当局の姿勢が理解できなかった。
フェンス越しで見たところ、碑は高さ４メートル以上

の堂々たるもの 『ジョセフ＝ヒコ』によると、碑文は。
１９７０年１２月、近藤晴嘉氏によって概略「新聞の父
ジョセフ・ヒコ（浜田彦蔵）はここ古宮で生まれ、浜田
で育った。日本からアメリカへの帰化第１号として米国
の市民権を得、神奈川の米国総領事館通訳として日米修
好に貢献した」と書かれている。横浜・中華街にある碑
と基本的には内容は変わらず「リンカーン大統直伝の民
主主義を維新の志士木戸孝允、伊藤博文に伝えた民主主
義の先駆者」と称賛している。
ここで気になったのは坂本龍馬の名前がないことだ。

逆にいえば、なぜ横浜の碑に龍馬の名前が入っているの
だろう。彦の伝記に龍馬は登場しない。龍馬が１８６５
年、長崎につくった海援隊は６８年まで続いている。龍
馬が暗殺されたのは６７年１２月。彦が長崎に来たのは
同年１月だ。長崎で会っていてもよさそうなものだ、と
不思議に思っていたところ、田中彰・元北海道大教授の
『幕末維新史研究 （吉川弘文館）に「竜馬とヒコとは』

相識る間柄」との記述があることがわかった。同書によ
ると 「極秘裏に竜馬とヒコが十分打ち合わせしてほし、
い」との木戸の意向を受けていたという。二人は密会し
たというのだ。彦の自伝に龍馬が登場しないのは、極秘
裏だからなのだろうか。

その海援隊をつくろうと考えはじめた数年前から、龍
馬はアメリカの共和制に興味をもちはじめた、と司馬龍
太郎氏はいう （ 竜馬がゆく』文春文庫 。実際、それ。『 ）
は「船中八策」の第２条「上下議政局を設け、議員を置
きて、万機を参賛せしめ、万機よろしく公議に決すべき
事」として具体化した。彦がアメリカで得た知識が龍馬
によって花開いたといえるかもしれない。
彦蔵の生誕地にも碑がある、と聞いた。３５度を超え

る炎天下を１時間半も歩いて探し回り、やっと見つけだ
した。その石碑は片側２車線の国道沿いに建っていた。
「新聞の父 ジョセフヒコ生誕の地」と刻まれた高さ約
２・５メートルの石碑だ。ここは播磨小学校から１０分
余りの所だ。道を間違ってとんでもなく遠回りしたおか
げで、かすかに昔の面影を残す漁港に出合うことができ
た。彦が毎日、小さな漁船を見て育ったのはまぎれもな
い。その港も造船工場の陰で肩をすぼめるようにひっそ
りとたたずんでいた。

人民による人民のための政体

リンカーンと会ったことが、彦の世界観にどのような
、 、 「 」影響を与えたのかを 漂流記 伝記をはじめ 海外新聞

など残された資料から推察することは難しい。だがリン
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カーンに会ったことが 「海外新聞」をつくろうという、
思いに至る要因のひとつであることはまぎれもない。彦
はリンカーンと面会した後のいずれかの時点で、とんで
もなく偉大な大統領に会った、と胸が震える思いをした
はずだ。ではその偉大さとは何であろうか。
リンカーンは大統領に就任して２年半後の１８６３年

１１月９日、ゲティスバーグ国立戦没者墓地の開会式で
演説した。後に「ゲティスバーグ演説」として、リンカ
ーンの名を世界に知らしめた演説である。

２０１３年に刊行されたドリス・カーンズ・グッドウ
ィン『リンカーン （平岡緑訳、中公文庫）によると、』
演説は「われわれの父祖たちはこの大陸に 「自由」を、
母胎として、すべての人間は平等に創造されました」に
始まり、南北戦争の死者を悼んだあと「人民による、人
民のための、人民の政体をこの地上から死滅させない」
と締めくくった。

リンカーンが演説を終えても、聴衆は微動だにせずそ
の場でクギ付けになっていたという 『リンカーン』の。
筆者は「リンカーンは、祖国のために過去、現在そして
未来を編み込んだ理想の物語を完成させた。それは学生
たちによって永遠に朗読され、暗誦されることになる」
と同書のなかで高く評価した。
リンカーンの奴隷解放は「人は平等」の基本精神に基

づく民主主義の必然的結果といえるだろう。アメリカが
、 。理想的な国家となったか となると大いに異論があろう

公民権法が制定されたのは１００年も後の１９６４年
だ。それでも黒人差別がなくなったとはいえない。今年
１月に大統領になったトランプ氏の難民入国規制やメキ

シコとの壁建設方針は 「人は平等」の基本精神を崩す、
ものだ。そのトランプ氏を熱狂的に支持する白人至上主
義者らが「白人の手に戻せ」と主張、その運動に抗議す
る人たちとの間で８月下旬、バージニア州で衝突した。
同州は南北戦争の主戦場だ。時計の針が１５０年も戻っ
たのだ。
一方、わが国では明治初年に讒謗律、新聞紙条例が制

定されたことはすでに述べた。言論、報道の自由が保障
されるようになったのは戦後、現憲法が施行されてから
である。その民主主義の根本理念を安倍政権は理解しよ
うとせず、政権に批判的な報道機関を露骨に排除してい
る。

「人は平等 。この当たり前のことはジャーナリズムの」
基本である 平等 とは憲法に示されているように す。「 」 「

、 、 、 、 、べて国民は 法の下に平等であって 人種 信条 性別
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的
関係において、差別されない （第１４条）ことだ。」
下っ端の船乗りに過ぎなかった彦にアメリカの大統領

が気軽に会ってくれたことは驚くべきことだ 「名もな。
き漂流者」も大統領も人として平等、ということだろう
か。２１世紀の今となれば信じがたいほどの民主主義の
理想である。

その２１世紀は格差社会となり、人と人との分断が進
んでいる。彦のこと、彦が作った「海外新聞」を見直す
ことは、平等とは何かを考えるうえで実に現在的なテー
マを内在している。
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不条理ショートストーリー＜特別編＞

戦争準備亡国論
～国と国民はどちらが先に亡くなるか～

白石阿光

「戦争が始まるぞ！」
「ミサイルが原発に打ち込まれるらしい」
「 、 。 」何を言う！ いいか 落ち着け そんなことを言いふらしたらパニックになるぞ
「そうだ。あの連中にしたらアメリカから武器を買う口実になる。下手したらアメ
リカから独立した軍事国家設立になりかねんぞ」
「あれ、うちは独立国家じゃあなかったんだっけ？」
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✳ ＊ ・＊** ✳**※※※ ※× ※ ※

「どうだ、見たか。１年もしない
うちに私の正しさが証明されただ
ろう」
「集団的自衛権も、安保法制も、
特定秘密保護法も、共謀罪も、ビ
ッグデータ管理法も、軍事研究開
発優先法も強行採決した甲斐がご
ざいました」
「さすが総理。憲法改正と見せか
けての実質改憲。お見事でした」
「あの脅迫国家の、ミサイル発射
と核実験のタイミングは絶妙です
しね」
「私の見通しの方が上ということ
だろう。これで国民も私が歴史に
残る大人物だとわかったんじゃな
いの」
「おじいさんを超えました。これ
で内閣支持率も上がり、ノーベル
平和賞も夢ではありません」
「トランプ大統領がノーベル経済
学賞、金正恩委員長がノーベル物
理学賞だね」

「どういう理由ですか？」
「トランプは兵器輸出で軍事経済
の優位性を示した。正恩は、手計
算で正確に軌道を計算し、グアム
の領海すれすれにミサイルを落と
した」
「そして、我が国はそれを撃ち損
じた」
「 」余計なことを言うんじゃない！
「はい！」

********************
「
総理、また自衛隊のヘリが落ちま
した」
「また、とは何だ！ これで何度
目だ！ オスプレイより悪いじゃ
ないか」
「いえ、今度は米国から購入した
中古のオスプレイです」
「一体、航空自衛隊の現場は何を
やっとる 」❗
「 、 。いえ 空自だけではありません
海自では最近も潜水艦が 」……
「いい、いい。そんな報告は聞き
たくもない。いいか、ちゃんとや
るように幕僚長にきつく言ってお
け」
「ハハーッ」

********************

「ではただいまから自衛隊連続事
故原因究明本部ブレーンストーミ
ング会議を開催します。どうぞご
自由にご発言ください」
「隊員の士気が下がっています」

「なんでだ！」
「集団的自衛権を行使できるよう
になり、駆けつけ警護で戦闘現場
に行けと言われるのが怖いそうで
す」
「派遣隊員終身家族手当てを上げ
て、親や奥さんの了解を取り付け
ろ」
「米軍との共同演習が実践的にな
り、目の前で撃ち合うので、逃亡
者が増えました」
「バーチャル演習を増やして感覚
をマヒさせればいいじゃないか」
「強迫国家から核弾頭を積んだミ
サイルが発射されると聞いて病人
が増えました」
「仮病だろう。ちゃんと診察させ
ろ。それにしてもどうしてこんな
に事故が起きるんだ！」
「 、これまでの訓練は適当というか
余裕がありました。隊員の能力に
合わせて教育的プログラムを組ん
でいたのですが、実戦レベルの訓
練に変えたらついて行けないので
す。緊張感が高まるほどミスが起
きてしまいます」
「使いものにならない奴はふるい
落とせ。優秀な若者だけを集める
んだ」
「自衛隊を志願する若者は減って
います。このままでは十分な兵力
は維持できません」
「女性兵士の方が優秀だそうじゃ
ないか。ここは一つ女性にがんば
ってもらおう」
「なにか手はありますか」
「まずはネーミングだ。自衛隊で
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はださい。スマートな名前にしよ
う」
「生活防衛軍でどうです」
「インパクトがないな」
「では、 国民の生命と財産を守“

”り 国土を防衛する軍隊さんの会、
とか」
「長すぎる」
平和のために戦う軍隊 LDA ラ「 」「 （

イフ・デフェンス・アーミィ 安）」「
全・安心、結婚相手を見つけやす
い日本武装集団 「バーチャルから」
リアルへ、死んだら生き返らない
実戦体験隊 「自分ファースト、だ」

……から安心 無人攻撃専門部隊。 」
「お前たちは何を考えてるんだ。
もっと現実的な名前を考えろ」
「 国防さくら隊 でいかがでし“ ”
ょう」
「さすが、森友さん。では名前は
国防さくら隊としよう」
「しかし、女性兵士が増えている

、 。といっても たかがしれています
ここはやはり徴兵制しかないと考
えられます」
「憲法の問題もあるし、そう簡単
にいかないだろう」
「そんなことはありません。自衛
隊の存在と同じように、実態が憲
法から離れれば離れるほど、憲法
を実態に合わせようという社会風
潮になっていますから、実態を作
ってしまえばいいんです。これま
でも法律を作るまでもなく、閣議
だけで重要な決定をしたりしてき
たではありませんか」
「それもそうだな。閣僚はイエス

パーソンだけだし、ちょうどいい
かもしれない」
「それでは閣議決定で決めていた
だくようにします。総理にはどう
やって伝えましょうか」
「そうだな。ここは、奥さまにお

」願いするということでどうだろう
「奥さまはいまマスコミに追いか
けられていますからお母様ルート
がいいのでは」
「では、今回は安全策をとって両
方のルートでいこう。キャリアチ
ームはお母様、ノンキャリチーム
は奥様でお願いしたい」
「官房長官には事後報告というこ
とでいいですね」
「なお事務連絡ですが、お使いの
ボールペンの字は１時間で消えま

す。皆様の脳の記憶もそれぞれ定
められた時間が過ぎたら消去して
ください」

※※※※※※※※※※※※※※※※

あれからどのくらいの時間が過
ぎたのだろう。

国家が死んだ。
。いつ滅びたのかは定かではない

いや、まだあるのかもしれない。
国家の存在を宣言し、公式記録を
管理する国家があるかないのかわ
からないのだから証明のしようが
ないのだ。しかし、国家の機能は

。跡形もないことだけは確かだった
不思議なものだ。国民がお金を

持っているから、だとか、外貨や
外国債をたくさん持っているから
大丈夫と思い込んでいたのが悪か
ったのかもしれない。国家の借金
がどんどん膨らんでも、まだ大丈
夫、まだ大丈夫と思っているうち
に、いつの間にか国がなくなって
いたのだ。

あれは、脅迫国家の脅しから始
まった。実際にはそのずっと前か
ら続いていたのだろうが、あのと
き、かの国は、核弾頭付きのミサ
イルを発射すると発表したのだ。
それに落ち目の 世界の警察自認“
国家 が受けて立ったからたまら”
ない。核の傘に守られてきたと思
い込んでいた我が国は当然のごと
く尻尾を振って最新兵器を買い、
非常時に備えた。それが何年も何
年も続いたのだ。何年も何年も。
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わが国はその年、オスプレイ17
機とエンジン40基、赤外線前方監
視装置40基、ミサイル警報システ
ム40基などの購入を決めた。予備
部品と訓練費用などを含んだ諸経
費は約3,600億円。オスプレイ1機
の価格は諸経費込みで211億円、単
品では1機約100億円だった。

さらに翌年、ミサイル防衛のた
めに、イージス・アショア（陸上
イージス）４基を導入した。費用
は約3,200億円。さらに、イージス
艦２隻で約2,800億円。新型迎撃ミ
サイルSM-3ブロック2Aも約1,800億
円かけて買い込んだ。

2017年度の防衛関係費は過去最
大の５兆1,251億円で、一般歳出の
１割弱だった。これはGDPの約１%
にあたるが、某大国の３%に比べれ
ば少ないと国民を安心させた。し
かし、外国軍駐留予算はこれに含
まれてはいない。長期契約の兵器
購入が増え、後年度負担という名
の支出も容赦もなく増え続け、GDP
比も、国家予算に占める比率もと
めどもなかった。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「おい、本当にイージスでミサイ
ルを落とせるのか」
「無理でしょう」
「あっさり言うな。どうしてだ」
「敵は太平洋の島に向けて射つん
でしょう。わが国の上空では、ほ
ぼ宇宙空間ですよ。イージスの弾

が着く頃にはもう通り過ぎてます
よ」
「それを計算して射つんだろう」
「あなた、畳に巣くうダニが見え
ますか？ それを針でつっつく感
じなんですよ。わが国のロケット
だって、天候が悪いだの、機器に
不備が見つかっただのと打ち上げ
延期してますよね。あれで戦争が
できますか」
「じゃあ、どうすればいいんだ」
「通りすぎるまで、じっとしてい
るだけですよ。大体イージスの弾
は1個で10億円以上するんですか

。 」ら もったいないじゃないですか
「強力なレーザー光線はどうだ。
あれなら正確かつ瞬時に攻撃でき
るだろう」
「まっすぐにしか行きませんから
ね、はずれますよ。それにレーザ
ーには追尾は無理です。エネルギ
ーを宇宙にばらまくだけです」
「そうか、じゃあ、レーザーを照
射してエネルギーをばんばん宇宙
にばらまこう。そうすれば地球表
面のエネルギーを少なくすること
ができ、地球温暖化を止められ
る！」
「あなた、環境問題を語ってどう
するんですか。ミサイルはどうな
るんです」
「なあに、これがほんとのハリネ
ズミ防衛なのさ」

「民間機も友軍機も飛べなくなります
よ」
「列島シェルター構想として予算を付け

よう」

※※

わ が 国
の 防 衛 網
は 毎 年 複
雑 緻 密 に
な っ て い
っ た 。 ミ
サ イ ル は
直 接 わ が
国 の 軍 事
基 地 や 原
発 を 狙 っ
て 来 る か
も し れ な
い 。 パ ト
リオットP

AC-3ではこころもとないとＴＨＡ
ＡＤ（弾道ミサイル迎撃システム
・終末高高度防衛ミサイル）を入
れることにし、１基約1千億円の税
金が投入された。これが全国で10
基以上配備されたはずだが、国境

、周辺の無人島に配置されたらしく
人の目に触れることはなかった。
ＴＨＡＡＤが配備されるまで5年か
かったが、その間、かの国から直
接ミサイルで攻撃されることはな
かった。しかし、かの国の記念日
ごとに実験と称してミサイルが打
ち上げられ、そのたびにわが国の
軍事費は増えた。

※※
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「わが国の国境周辺の無人島およ
びそれを結ぶ防衛ラインに最新鋭
の軍事施設を配備しました」
「ほう、どこの島かね」
「 、 、 、馬毛島 与那国小島 沖大東島

、 、 、 、沖ノ鳥島 硫黄島 南鳥島 聟島
八丈小島、海驢島、国後島、魚釣
島、屋嘉比島、城ヶ島、猿島、幸
島、男女群島、西ノ島、 」……
「ずいぶんあるもんだね」
「ええ、日本は島国ですから。ア
シカ島は岩も入れれば全国に無数
にあります。わが民族は、アシカ
を追って北上したという説もある
くらいですから」
「で、そこをどうしたんだね」
「要塞を作り、レーダーとTHAADを
配備しました」
「おいおい、北方４島まで入っと
る。国後島は無人島じゃあないだ

。 」ろう それに実効支配してないし
「ご安心ください。地下千メート
ルの地底に地中マグマ守備隊を配
備しました。地球上のいかなる場
所でも、火山噴火としてマグマを
噴出させることができます」

「内地の島はいいのかね」
「村上水軍と九鬼水軍の島につい
て現在計画中です」
「防衛ラインはどんな中身じゃ」
「千島海溝、日本海溝、マリアナ
海溝、琉球海溝、フィリピン海溝
の深度２千～５千メートルの海底
に深海ロボット部隊を置き、すべ
て高速のインターネットで結びま
した」
「同盟国軍との連係は大丈夫か」
「はい、既設の正規軍は緊密な軍
事共同訓練をやっております。最
近はかの国のミサイル撃上実験の
度にやっているので隊員はもうく
たくたです。実は、今回の件は同
盟国には知らせず、秘密裏にやっ
ております。思いやり予算が激減
し、わが国は外国からの借金も返
せなくなっているので、いつ外国
軍が出ていくとも限りません。そ
のときにこのシステムが必要なの
です。我々は、従属国家を脱し、
悲願の独立国家をめざして着々と
準備しているのです」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

世界の歴史は、国が滅び、滅ぼ
される繰り返し、戦争の連続だっ
た。破壊戦争は教訓も智恵も思慮
深い人間も残さないから、残され

。た人間はまた同じことを繰り返す
そのたびに破壊の規模は大きくな
り、憎しみの激化と技術の高度化
により回復不可能なまでの大打撃

。を受けるという歴史を重ねてきた

わが国が滅んだ歴史の一つは、
先の大戦と人が呼ぶ第二次世界大
戦（太平洋戦争）での敗戦によっ
てもたらされた。

敗戦前年の1944年の国家財政は
7,351億5,000万円で、実にその85.
3％が戦費として消えた。まさに特
攻隊機や戦艦として海の藻くずと
消えたのだが、数字の中に人の命
は入っていない。

歴史を見ると、わが国の国家財
政に占める軍事費の割合は、1930
年は4億4,430万円の28.5％だった
のが５年後には10億4,000万円の4
7.1％に膨れ上がり、さらに1940年
には79億6,350億円の72.5％という
驚異的な数値にはね上がった。破
れかぶれの戦争の中で、限度もな
くお札を印刷したのだろうから、
国家財政の数値さえ当てにならな
いが、戦地ではただの紙にすぎな
い軍票もばらまいたはずだから、
そのときわが国はまともな国家で
はなかったと言える。かくして敗

、 、戦の結果 財政的にも物理的にも
近代国家の一つが消滅したのであ
る。

※※※※※※※※※※※※※※※※

今回の国家消滅は、まず国民の
逃亡から始まった。海外留学生は
帰国せず、海外旅行者は消えた。
外国ではわが国が難民受け入れを
しなかった国として記憶されてお
り、難民や亡命の申請をしても受
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け入れてもらうことはなかったか
ら、人々は静かに海外の山の中に
消えたのだった。

国内に残った人々の生活は悲惨
を重ねた。人口は予想をこえて急
激な減少カーブを書き続けた。か
つては１億人を超えていた人口は
１千万人を切り、それもほとんど7
0歳以上で、子供の姿を見ることは
ほとんどなくなった。

一方、政府はほとんど政策決定
能力を失い、過去の政策を踏襲す
るのみであった。従って、軍事費
は増え続け、日本銀行券と呼ぶ紙

、幣を相変わらず大量に印刷したが
それは倉庫に積み重ねられるだけ

、 。で もはやなんの価値もなかった
なにせ、銀行権を引き受けるべき
銀行は、レトロな廃墟以外何も残
さず、完全に破綻してしまってい
たのだから。

国会議員のなり手はほとんどお
らず、経験者約百人の中で順に回
しているものの、同じ顔ぶれが登
場する頻度は選挙の度に高まって
いった。いや、それは選挙ではな
かった。信任投票とも言えないか
もしれない。不信任が増えれば議
員の数が足りなくなるので、選挙
管理委員会がすぐに消えるインク
しか渡さなかったから、 の投票×
は一票もなかった。

※※

そして、その日は突然やって来
た。いや、いつか必ず来ると誰も

がわかっていたのだが、誰も口に
しなかっただけだった。だから、
その日も実に平穏だった。

「国民議会は、地方自治法準用規
定に乗っとり、本日をもって廃止
する。このあとは、国民全員から
構成される国民総会が立法機関と
して機能する」

しかし、国民総会は一度として
開かれることはなかった。地方自
治法では構成員の半数以上の出席
をもって会議は成立するとなって
おり、一度も会議が成立すること
はなかったのだ。

ただ一度、成立しかけたことは
あった。それは、インターネット
参加を認めた最初の会議で、実に
構成員の1.2倍という驚異的な出席
予定率となったが、出席資格を調
べたら、多重登録や物故者・国籍
離脱者の申請、名義の貸し借りや
販売などの不正が多数判明し、結

、 。局 開催することはできなかった
国民総会によって総理大臣が選

ばれることもなかった。そうこう
しているうちに、国民のほとんど
は海外に流出し、国内の出生率は
底を打ち、人口は激減、他国から
は膨大な海外債務の支払い要求が
突きつけられたが、現品（兵器）

、支払いやデフォルトが認められず
銀行券を送りつけても古紙換算の
額が書かれた領収証しか返って来
なかった。

官僚も酋長もいなくなった。国

家消滅宣言をする者もおらず、い
つ国家が消滅したとは言えなかっ
たが、破綻国家として外国に資産
のすべてを差し押さえられ、国連
統治地域となった日が国際的に国
家破産が認められた日ということ
になるのだろう。

その日は、 年8月15日。20××
戦争もしないのに妄想で国が滅

んだ日。

※※※※※※※※

、戦争と恨みの記憶が消えない限り
人類社会はもろい。
何かが起きたら、ほんとの終末。
人類はいない。
記録も記憶も残らない。

無 －We a r e N O T H I N G .－※※ .

※※空 .

L piza
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文、写真・井上脩身

幕末維新の動乱の舞台
――開港横浜の目と鼻の先で――

江戸から東海道で３番目の宿場、神奈川宿。ペリー来航後、横浜が開港されたこ
とから、幕末・維新の動乱の渦に巻き込まれた。だが１５０年がたった現在、旧東

、 、海道を歩いてみても 周囲の高層の商業ビルや最新マンションに視界がさえぎられ
その面影は見当たらない。なにせ宿場跡はＪＲをはじめ私鉄各線のターミナルであ
る横浜駅から歩いてわずか十数分のところ。東京への通勤族にとって最高の立地な
のだ。しかし、どこかに往時をしのぶよすがはあるだろう。と思って横浜駅周辺地
図を開くと 「神奈川台関門跡」の文字が目を留まった。何か特別な理由があって、、
宿場に関門が設けられたにちがいない。その理由は横浜開港と関係しているとみる
べきだろう。他の宿場には見られない神奈川宿ならではの幕末史の一幕を示すもの
ではないか。そんな直感がはたらき、８月上旬の炎暑のなか、現地を訪ねた。
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神奈川台関門

横浜駅から北に約４００メート
ル、急な階段を３０メートルほど上
がった高台の道端に、高さ約２・５

メートルの堂々たる石碑（写真左）
が建っている。１９７６年１１月に
建立されたもので「神奈川台関門跡

袖ヶ浦見晴所」と刻まれている。
「神奈川台関門跡」は飛鳥田一雄横
浜市長 「袖ヶ浦見晴所」は長洲一、
二神奈川県知事（いずれも当時）が
揮毫した。案内板には「ここよりや
や西側に神奈川台の関門があった。
（横浜）開港後外国人が何人も殺傷
され、イギリス総領事オールコック
をはじめとする各国の領事たちは幕
府を激しく非難した。幕府は安政６
年（１８５９ 、横浜周辺の主要地）
点に関門や番所を設け警備体制を強
化した。この時、神奈川宿の東西に
も関門が作られた。そのうちの西側
の関門が神奈川台の関門である」と
ある。要するにこの少し西に関門が
あり、そこで警備の兵士が目を光ら
せていたというのだ。

１８５９年７月の横浜港の開港に
ともない、アメリカをはじめイギリ
ス、フランス、ロシア、オランダの
各国は横浜や江戸に領事館を設置、
外交官や貿易商人が街を行き交うよ
うになった。このため攘夷派の武士
に斬りつけられる事件が後を絶た

ず、ついに１８６１年、オールコッ
クが襲われる事件へと発展した。

オールコックが長崎から江戸に行
くのに陸路をとったことに対し、尊
王攘夷を叫ぶ志士らが「神州を穢し
た」と憤激、水戸脱藩の浪士１４人
が江戸・東禅寺のイギリス公使館を
襲撃した。公使館の警備についてい
た旗本らが応戦し、オールコックは
危うく難を逃れたが、書記官と長崎
駐在領事が負傷。攘夷派浪士３人が
討ちとられ、１人が現場で捕縛され
た。逃走した浪士のうち３人が切腹
し、１人が捕らえられた。

第一次東禅寺事件と呼ばれるこの
事件にオールコックは激怒、幕府に
厳重抗議し、イギリス水兵の公使館
駐屯の承認、日本側警備の増強、賠
償金１万ドルの支払いという条件で
一応の解決をみた。

このため幕府は関門を置いて、攘
夷派に目を光らせることにしたもの
だが、とりわけ要注意なのは神奈川
宿だった。アメリカ、イギリス、フ
ランス各国が横浜港の居留地の約２
キロ北の神奈川宿内の寺を領事館に
あてていたことから、居留地と領事
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館を行き来する外国人たちが宿場を
通るためだ。神奈川宿関門での警備
を幕府はゆめおろそかにできなかっ
た。
「神奈川台関門跡」の案内板に当時
の写真がはめ込まれている。関門の
門は開いていて、その手前の瓦葺き
平屋の建物の前で一人の警備兵が立
っている。攘夷派武士が襲ってくれ

ばただちに門を閉じて、宿場に入り
こませないのだろう。だが、テロリ
ストの多くは普通の身なりで辻斬り
をはたらく。この関門でどの程度の
効果があったのだろう。

関門跡から３００メートル西に、
２車線道路と立体交差している高架
橋がある 「上台橋」と名がつけら。

れたこの橋が神奈川宿の西の入り口
だ。旧東海道はこの橋の上。その下
を車が走っている。江戸の名残はど
こにもない。橋のたもとの解説板に
『東海道分間延絵図』があしらわれ
ている。この絵図によると、神奈川
宿は西の上台橋から東の長延寺まで
約４キロ 関門跡があった辺りは 台。 「
町」と呼ばれ、その崖下に神奈川湊
が広がっていた。本陣は西之町の石
井本陣と滝之町の鈴木本陣の２カ
所。問屋場は仲之町に、一里塚は下
台町に置かれていた。

手元の地図で確かめると、滝ノ橋
という地名がある 「滝之町」はそ。
の辺りだろうと見当をつけた 「神。
奈川台関門跡」から東に約７００メ
ートル、滝の川という幅約７メート
ルの川のコンクリート堤に「滝ノ橋
と本陣跡」の標識があった 「滝ノ。
橋を中心に江戸側に神奈川本陣、反
対側に青木本陣が置かれていた」と
書かれている。

神奈川本陣があったというこの周
囲はいかにも下町といった風情の住
宅が密集。その間を第２京浜国道が
通っている。住宅街と第２京浜の高
架の間から横浜駅前の高層ビル群が
迫っている。青木本陣はここから３

神奈川台関門の記録写真（関門台跡案内板より）
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００メートル西、ＪＲ東海道線と京
浜急行線をまたぐ「青木橋」という
高架橋の付近にあったようだ。青木
橋の下は６本のレールが通ってい
て、電車がゴーと音をたててひっき
りなしに走る。

これではかつての宿場の雰囲気を
感じ取ることはできない 「滝ノ橋。
と本陣跡」の解説板に「この付近に
高札場があり、現在地区センターに
復元されている」とあったのを思い
出した。滝ノ橋から東に約１５０メ
ートルのところに「横浜市神奈川地
区センター 。その前に高札場があ」
った。長さ８メートル、幅約１・５
メートルの屋根つき高札場である。
資料に基づいて復元したといい、２

枚の大きな板にそのいわれが達筆で
書かれている。字が小さいうえ高札
が木製の柵で囲まれていて近づくこ
とができず、読みとれなかった。せ
っかくの展示なのだから少しは工夫
があれば、と残念に思った。

復元高札場の前の通りは旧東海道
である。道幅約５メートル。高札場
から東に５０メートルほどの通りの
両側は松並木である。少しでも東海
道らしさを、と植樹したのだろう。
いくぶんか涼しく感じた。

ヘボンの診療所

滝ノ橋のすぐ北側、したがって神
奈川本陣跡のすぐ近くに宗興寺があ
る。曹洞宗の寺だが三角屋根の近代
的な建物が３棟並んでいて、寺とい
うより福祉施設といった趣だ。同寺
の入り口に「宗興寺とヘボン」と題
して「開港当時、アメリカ人宣教師
で医者であったヘボン博士がここに
診療所を置いた」と記された案内板
がかかっている。寺らしくないたた
ずまいは、ヘボンの診療所という事
跡を大事にしているからなのだろう
か。

後に「ヘボン式ローマ字」で日本
人に知られる宣教医師ヘボンは１８
５９年１０月、妻を伴って横浜港に
やってきた。

ヘボンはアメリカ・ペンシルベニ
ア大学で医学を学び、４６年からニ
ューヨークで病院を経営していた
が、北アメリカ長老教会の宣教医と
して、日本で布教のかたわら、医療
活動を行おうと決意したのだった。
横浜に着いたヘボンはさっそく神奈
川宿内の成仏寺の本堂を住まいにす
るとともに、宗興寺に神奈川施療所
を設けたのだ。

ヘボンは６２年２月、居留地に住
居を移し、医療活動の本拠地も居留
地に変えたので、宗興寺での医療活
動の期間は長くない。ヘボンの専門
は脳外科だが、日本では眼病が多か
ったため、眼科が中心の医療になっ
た。６１年９月にウラリー博士に送
った手紙には、３５００人の患者に
処方箋をかき、瘢痕性内反手術３０
回、眼球摘出手術１回、白内障の手
術１３回などのほか、痔ろう手術６
回、直腸炎手術１回を行ったと記し
ている。時期的にみて、これらの手
術の多くは宗興寺で行われた可能性

ヘボンが診療所にした宗興寺
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が高い。名医のうわさを聞いた人た
ちが江戸をはじめ各地からやってき
て神奈川宿に投宿し、ヘボンに診て
もらったのだろう。

ヘボンは来日した翌年、神奈川宿
近くの東海道で、宣教師のシモンズ
らとともに大名行列を見学した。尾
張徳川家の行列だった 小西四郎 開。 『
国と攘夷 （日本の歴史１９、中央』
公論社）に 「東海道を行く大名行、
列」の写真が掲載されている 「絵。

入りロンドン・ニュース１８６４年
８月６日号より」とあり、大名の駕
籠をお供の侍１０人が先導している
図だ。行列の向こうにわらぶきの民
家。周囲は松並木である。ヘボンが
見た行列もこのように進んでいただ
ろう。その先触れの侍から「ひざま
づくように」と命じられたが、ヘボ
ンとシモンズは従わず立ったまま行
列を見つめた。尾張藩主もこの大胆
な外国人に興味を示して駕籠を止め
させ、オペラグラスでヘボンらを観
察。行列の兵士らに張りつめた空気
が流れたが、数分後、尾張侯の行列
は何事もなく出発、ヘボンらもこと
なきを得た。

ヘボンが居留地に居を構えて７カ
月後の６２年９月、衝撃的な事件が
起きた。

江戸から東海道を薩摩に向かう島
津久光一行が神奈川宿の手前約５キ
ロの生麦村に差し掛かったところ、
馬に乗ったイギリス人４人が行列に
近づき、割り込む格好になった。４
人は横浜でアメリカ人が経営する商
社の勤め人や香港在住の商人の妻ら
だ。薩摩兵４人に斬りつけられ、１
人は落馬してとどめを刺された。
幕末最大の事件ともいえる生麦事件

である。

逃げた３人のうち２人は本覚寺の
アメリカの領事館に助けを求めた。
同寺はヘボンが住居にしていた宗興
寺の西約３００メートルの所だ。駆
け付けたヘボンはさっそく治療を施
し、２人は命をとりとめた。

Jamesところで、ヘボンの本名は
である。日本語ではCurtis Hepburn

ジュームス・カーティス・ヘボンと
表記される。だが、どうみても

をヘボンと発音できるとはHepburn
思えない。素直に発音すればヘップ
バーンだろう。実際、父親はサムエ
ル・ヘップバーンである。なぜヘボ
ンなのか。

ヘボンが最初に暮らした成仏寺の
門前の名主が１８６１年に記録した
「御用留」には「ヘボン」と書き留
められている。どうやらヘボンは横
浜に上陸した直後「ヘボン」と名乗
ったようだ。最初「ヘップバーン」
といったが、幕府役人に正しく聞き
とってもらえなかったのかもしれな
い。ちなみに１９８１年、映画『黄
昏』で２回目のアカデミー主演女優
賞に輝いたハリウッドスター、キャ
サリン・ヘップバーンは同じ一族で

（ウィキペディア）３５００人を治療したヘボン
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ある。

「田中屋」のお龍

ヘボンゆかりの宗興寺からもう一
度「神奈川台関門跡」に戻った。関
門跡に江戸から向かうには３００メ
ートル余りのゆるやかな坂を上らね
ばならない。東海道をゆるゆると上
る気分を味わいたいと思ったからで
ある。だらだら坂のちょうど中間に
料亭「田中屋」があり、その前の案
内板は次のように書かれている。

弥次さん 喜多さんが活躍する 東、 『
海道中膝栗毛』に 「爰（ここ）は、
片側に茶店軒をならべ、いづれも座
敷に二階造、欄干つきの廊下桟（か
けはし）などわたして、浪うちぎは

の景色いたってよし」とある 「お。
やすみなさいやァせ」茶店女の声に
引かれ、二人はぶらりと立ち寄り、
鯵（アジ）をさかなに一杯ひっかけ
ている。

この記述の上に歌川広重『東海道
五十三次』の神奈川宿の図が刷り込
まれている。坂道の海側に６、７軒
の茶店が並んでいる。その裏は海が
広がり、千石船と思われる停泊中の
大型の和船が描かれている。遠くに
４隻の帆かけ舟。のどかな風景であ
る。葛飾北斎が『冨嶽三十六景』の
なかで描いた「神奈川沖浪裏」は、
大きな波の下に富士山が点景で配さ
れており、神奈川宿から富士山がく
っきりと眺められたことを物語る。

話を広重の神奈川宿の図に戻す。
坂の上から三番目の茶店に「さくら
や の看板がかかっている この さ」 。 「

」 「 」 。くらや が現在の 田中屋 なのだ

田中家は１８６３(文久３)年創業
の料亭。田中家の初代当主、晝間弥
平衛がさくらやを買い取ったとい
う。

文久３年といえば脱藩の罪が許さ
れた坂本龍馬が、勝海舟が進めてい
た海軍操練所設立に奔走していたこ

ろだ。長州の尊王熱にうかれた過激
派が朝廷工作をするなど風雲急を告
げるなか、龍馬は神戸から大坂を経
て江戸に向かった、と司馬遼太郎は
『竜馬がゆく （文春文庫）のなか』
で書く。この部分がフィクションで
ないなら、東海道を下ったはずだ。
ならばさくらやから衣替えしたばか
りの田中屋の前を通ったに相違な
い。

田中屋のＨＰによると、アメリカ
、 、 、総領事ハリス 伊藤博文 西郷隆盛

高杉晋作らがここで倒幕の計画を練
ったという。芸者をあげて宴会をし
ているようにみせかけたのか、それ
ともこっそりと店に入ったのか。こ
こに龍馬の名前がないのは、彼らの
秘密会合が龍馬死亡（１８６７年１
２月、京都・近江屋事件）以降だっ
たからだろうか。

さて江戸に下ってからの龍馬。ま
たも脱藩し、神戸海運操練所を開設
した。このころ楢崎龍と出会ってい
る 『竜馬がゆく』ではおりょうの。
名で登場、後に霧島を二人で訪ねた
ことが、日本で初めての新婚旅行と
される。龍馬が刺客に倒れたあと、
お龍は高知の坂本家に引き取られ

。 、 「 、た やがて龍馬の姉 乙女は 竜子

維新の立役者が密会した田中屋
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家を守らず、非行をあえてす」とし
てお龍を離別した 『竜馬がゆく』。
の「あとがき」によると、お龍はそ
の後、東京に出て、西郷隆盛を頼ろ
うとしたが、西郷が征韓論にやぶれ
て鹿児島に帰ったため、放浪のすえ
横須賀に住み、人の妾にもなった。

（ ）亡くなったのは１９０７ 明治３９
年、６６歳だった。

そのお龍が実は龍馬亡き後、この
田中屋で住み込みの仲居として勤め
ていた、と田中家の案内板に記述さ
れている。田中屋のＨＰには「月琴
を奏で、外国語も堪能で、物怖じし
ないまっすぐな性格が、ことに外国
のお客様に評判だった」とある。こ
の通りだとすれば、大和撫子とは正
反対の、大胆で竹を割ったような性
格のお龍は、外国に開かれた開港の
町・横浜にぴったりの女性だったこ
とになる。ＨＰはさらに「横須賀に

、 、嫁いでいき 田中家をやめたあとも
ひいき客からはいつまでも話題に上
った」と記している。

この田中屋で密会した伊藤博文、
西郷隆盛、高杉晋作らが成し遂げた
新政府樹立によって、徳川体制下の
宿場制度は幕を閉じた。だが 「田、

中屋」は維新の立役者らのひいきも
あって、明治になっても残る。そこ
でお龍が働いているというのだ。龍
馬が知ったら「おりょう、おまんは
さすがにわしの志がようわかっちょ
る」と、人の目もはばからずお龍を
抱きかかえたかもしれない。

「田中屋」はいま、２階建て白壁、
黒色格子窓という高級感あふれる料
亭だ。玄関の前には赤色の京和傘が
立てられていて、玄関の軒下には紋
付き丸形提灯がぶら下がっている。
だがその周囲は高層マンション。こ
の田中屋だけが時代に逆らっている
ように見える。

１日の乗降客が２２４万人（２０
１５年）という膨大な数の人々が動
く横浜駅。そのほど近くにある神奈
川宿跡に旧東海道があることにほと
んどの人は気づかない。だが、横浜
駅に東京への大動脈が通っているよ
うに、幕末という動乱時代の血脈は
神奈川宿を通っていた。お龍を介し
て龍馬が登場するのも神奈川宿なら
では、といえるだろう。日が西に傾
き、風が坂下からさわさわと吹いて
きた。１５０年前の風が吹きそよい
でいる。そんな心地よい気分にひた

りながら、横浜駅に向かう急な階段
を下った。

（写真上：田中屋で勤めた故坂本龍
馬の妻お龍）

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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L piza

三匹が撮る！雲もしくは雲のある風景
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写真・文 片山通夫

小樽運河は何のために生まれたのか？そしてその周辺の倉庫群は誰が作ったのか？

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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北海道がまだ「蝦夷地」と呼ば
れていた頃から大阪を出た当時
の商船は、下関から日本海へ入
、 、り 沿岸の港港で商品を降ろし

そして積み込み、次の港へ向か
った。沿岸の人々はこれらの商
船を「北前船」と呼んだ。

左の図は北前船の航路と商品
の一覧である （小樽市博物館）。

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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北前船の役割

一般に北海道の開拓は明治に入ってからだと考えられ
ている。しかし徳川幕府の時代、 年（寛政 年）1800 12
八王子から、そのころまだ蝦夷地と呼ばれていた北海道
に渡った人々がいた 「八王子千人同心」という。盛ん。
に幕府に対して威圧・交渉を仕掛けてくるロシアに対し
ての備えを強化した。このことを聞いた「八王子千人同
心」の組頭・原半左衛門は、弟新介とともに同心子弟約

人を連れて蝦夷地に渡り、半左衛門が白糠（現・白100
） 、 （ ） 。糠町 へ 新介が勇払 現・苫小牧市 に入植していた

このことは本稿とは直接関係がないので、これ位にして
おく。

さて本題の北前船の歴史を少し・・。ブリタニカ国際
大百科事典の説明によると次の通りである。

， ，北前船は江戸時代 寛永年間 ( ～ ) に日本海1624 44
瀬戸内海を経て大坂にいたる西廻海運に就航した廻船。
北陸では「べんざい」 (弁財船) と称した。 世紀末18
には航路は蝦夷地まで延び，北陸，奥羽，松前の米穀や
海産物を買入れて下関海峡を経て瀬戸内海に出て大坂に
いたり，ここで積荷を売りさばいては酒，塩，雑貨を仕
入れ，北国で売払って巨利を得た。買積商内 (かいづみ
あきない) と呼ばれるように，運賃積によらず船主が売
買問屋を兼ねた。近江商人や北陸筋の商人が船主であっ
た。加賀の銭屋五兵衛は有名。幕末から明治初期が最盛
期で，中期以降は，汽船や内陸鉄道網の発達によって衰

微していった。

ここに見るように、北前船は単に商品・物資を運ぶの
ではなく、船自体が商店、つまり商社化しているところ
に特徴がある。在るところから無いところへ商品を運ん
で利ザヤを稼いだのである。ゆえに荷揚げした商品・物
資を、売れるまで保存しておく倉庫が必要となる。大坂
などの大消費地であれば、商品は飛ぶように売れたであ
ろうが、開拓間もない北海道・小樽から、奥地への便も
定かではなかったので、北前船の着く港沿岸にはそれら
を保管する倉庫が立ち並んだ。

小樽運河と倉庫

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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旧武岡商店
（北海道開拓の村）

北海道各地には開拓が進む
につれてこのような商家が
増えていった。そして扱う
商品は北前船が運んだ。

武岡家は旧徳島藩の家老稲田邦植（くにたね）に従って 年（明治 年）に1871 4
淡路島から静内郡に移住、 年から米穀、雑貨、荒物などを扱ってきた商家。1882

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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旧河野村の旧船主右近権左衛門家前の北前船模型

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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石川県加賀市に橋立という町
がある。この加賀橋立は、近世
前半までは茅葺民家が建ち並ぶ
半農半漁の集落に過ぎなかった

18と言われている。ところが
世紀半ばから北前船の船主とな
る者が橋立に現れだした。橋立
も日本海に面した土地であり、
近在に北前船の寄港地、例えば

、 、 、 、 、敦賀 三国 美川 安宅 羽咋
輪島などがある。 年には1796
船主 人、船頭 人と記録に34 8
あり、北前船にかかわりのある
人々が住む集落として発展し
た。

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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加賀・橋立の北前船の船主たちは、北海道の開拓とともに歩んできたと言っても過言ではな
い。しかしその後北前船は鉄道の発達等流通の変化で姿を消すこととなった。

年（明治９年）建てられた橋立の北前船主・酒谷長兵衛宅1876

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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L piza

引き札とは、簡
単に言うと商店な
どの広告用チラシ
である。江戸、明
治、大正時代にか
けて、顧客に配布
された。広告の歴
史資料としてだけ
でなく、独特の色
合いと大胆な図柄
から美術品として
の価値が認められ
ている。

北前船シリーズ　小樽運河と北前船
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写真・文 片山通夫

網走から知床半島の斜里を経て釧路へ伸びる釧網本線・北浜駅が今回の舞台だ。

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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北緯 ４度というと、網走の町を通ってオ4
ホーツク海に伸びる。北浜駅はその網走駅か
ら つ目の駅だ。北緯 度 分 秒と4 43 57 30.26
いうから、ほぼ北緯 度に位置するといっ44
ていいのかもしれない。

そしてこの駅もまた無人駅である。ただ喫
茶「停車場」が 年に開業した。1986

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅

151



この案内板が好きだ。名所の一つが流氷のオホーツクと来たもんだ！

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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流氷はないけれどオホーツクを撮る

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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当たり前のことだが単線で非電化。おかげでのどかでもある。

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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駅の喫茶店。名前は
「停車場 。」

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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L piza

あの「網走番
外地」の網走
駅の撮影はこ
の駅だった。

無人駅シリーズ　釧網線・北浜駅
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魑魅魍魎が跋扈する
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大阪市北区野崎町。西に太融寺という寺
院があり、東に読売新聞大阪本社がある結
構な街中だ。前ページの写真に見るように
鬱蒼たる銀杏の古木が道路に生えている。
いや鎮座している。

あたり一帯は、西側にある太融寺の境内
だったようだ。写真で見るように道路の拡
幅工事がなされようとし、銀杏の古木も伐
採されようとした。ところが、幹に鋸を入
れて四分の一ほど伐ったところで事故が起
こり、伐採した人は、ことごとく、その事
故がもとで亡くなってしまったんだとか。
当然のことながら、伐採は中止されて、銀
杏は現在のような形で残されたという話。

ところでこの龍王大神だが、調べてみる
と太融寺には白龍大社があるので、その対
としての龍王ではないだろうか？

そしてこの銀杏の古木には白蛇が棲ん
でいるとか…。

関西では蛇の総称として親しみを込めて
ミイさんと呼んでいる。

筆者には魑魅魍魎としか思えないが。

魑魅魍魎が跋扈する
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道路工事で切られな
かった銀杏の古木。
ご神木なのだ。

魑魅魍魎が跋扈する
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ようやく秋らしい季節になってまいりました。
月並みですが、食欲の秋、読書の秋、そして芸術の
秋とはよく言ったものです。

そして虫の声を聴きながら、おいしい肴を前に一
献・・・。そう虫の声を聴きながらです。
いいですねえ。

そんなことを思いながら本号の編集に携わってま
いりました。

私事ですが 月 日から紀伊國屋札幌店で サ、 「11 25
ハリン逍遥」というタイトルで展を開催します。
お近くの方はぜひ… （ ）。 M

編集長 井上脩身
編集・発行人 片山通夫
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