


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
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編集長 井上脩身Lapiz

国立公文書
館（東京都千
代田区）で今
春、特別展「江
戸幕府最後の
闘い――幕末
の文武改革」
が開かれまし
た。今年が明
治元年（１８
６８年）から
１５０周年に

当たるのを記念しての企画です。新聞に「江戸幕府も近
代国家への脱皮を試みていたことがわかる」と紹介され
ていました。ＮＨＫの大河ドラマ「西郷どん」を欠かさ

、 、ず見ている私は何らかの知識を得たいとおもい ４月末
展覧会をのぞいてみました。

展覧会は「もたらされる海外情報 「海外知識の受容」
と学問 「幕末の文武改革 「維新後の徳川家」の４章で」 」
構成され、約６０点の史料が展示されていました。長崎
に入港するオランダ船が幕府に提出した海外情報の和訳

「和蘭船風説書」など一級史料がずらっと並んでいて、
幕末史に興味のある人には胸が高鳴る展覧会でした。実
際、７０歳前後と思われる男性は、流れるように墨書さ
れた文書を、小さく声を出しながら読んでいました。私
は古文書を読む訓練を受けなかったことを悔しく思たも
のです。

それはともかく、私が興味をひかれたのは軍事と啓蒙
思想、そして大政奉還・王政復古が一連の流れとして展
示されていることでした。

まず軍事について。

千代田形の軍艦の写真パネルが展示されていました。
軍艦といっても甲板には大砲もなく、何とも頼りない船
です。これが我が国初の蒸気軍艦なのです。キャプショ
ンには「文久３（１８６３）年、帆船軍艦として就航、
慶応２（１８６６）年、蒸気軍艦として竣工」とありま
す。全長２９メートル、１２８トン。日本の海の守りは
北前船に毛が生えた程度のひ弱い軍艦から始まったので
す。

ほかに、慶応３年の歩兵訓練の写真、やはり慶応３年

国立公文書館
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に陸軍所が刊行した「兵学程式」や「歩兵令詞」が展示
されていました 「歩兵令詞」の小隊之部には「軍隊ヲ。
真中ヨリ分チ各一列ニ作ル事」などと、黎明期ならでは
の極めて基本的な記述がなされています。

次に啓蒙思想。

展示されているのは中村正直が翻訳した『自由之理』
と『西國立志編 『自由之理』は１８７０年に出版され』。
ました 「思想及び議論の自由」の項目では「随意ニ著。
述ヲ出板スル」ことは「政府ノ暴虐ヲ防グ為ノ必要ナ具
（どうぐ 」とあります。同年に出版された『西國立志）
』 「 」編 はサミュエル・スマイルズの Ｓｅｌｆ Ｈｅｌｐ

を中村正直が翻訳したもので、自主や自由などの精神を
旧幕臣に植え付けようとしたといわれています。
展示は大政奉還、王政復古の史料に移ります。

大政奉還については「二条摂政記」が出品され 「従、
来之旧習ヲ改メ、政権ヲ朝廷ニ奉帰、広ク天下之公議ヲ
尽シ」と、政権を朝廷に返上する旨の記載がなされてい
ます。王政復古については「黒川秀波筆記」が展示され
ました。この中で「王政復古の大号令」として「神武創
業」の始めに復古することが記されています。黒川秀波
（ほなみ）は長崎県士族で修史館御用を勤め、１８７７
年、東京府知事にこの筆記資料を納めました。

こうした展示をみれば展覧会の意図は、軍事、啓蒙、
大政奉還・王政復古を経て明治維新になったことを示そ

うとしたとわかります。この通りだとすれば、明治とは
思想・議論の自由を認めつつ、天皇中心の軍事国家の時
代ということになります。しかし、実際の明治政府は思
想・議論の自由を抑え込みました。

展覧会では１８８９年２月１１日に発布された大日本
帝国憲法（明治憲法）も展示されました。明治天皇の御
璽がある極めて貴重な史料ですが、ここには「朕ハ我カ
臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ」と記されています。
国民の権利は天皇国家体制に反しない範囲内でのみ存在
することを天皇自ら宣言したのです。明治維新とは明治
憲法制定への道のスタートでもあったのです。

当然、自由を求める人たちは政府に反発し立ち向かい
ます。本号では「編集長が行く」シリーズの中で「秩父
事件」を取り上げました。生糸の価格暴落などによって
生活が困窮した農民たちが秩父困民党を結成、蜂起した
１８８４年の事件です。明治１７年のこの農民決起のな
かに、明治という時代の「国民抑圧」という本質が見え
るではないか、と考えたからです。
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写真・文 中務敦行
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花筏（奈良県宇陀市で）
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植樹された桜が成長した吉野山
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散居村は広大な耕地の中に民家（孤立荘宅）
が散らばって点在する集落形態をいう。我が
国でも最大の面積を誇角は富山県砺波平野で

220 7,000あり、およそ 平方キロメートルに
戸程度が散在している。砺波平野の散居村は

世紀から 世紀にかけて成立したと考え16 17
れれている。通常の集落は家屋が一か所に集
まっているが、ここでは散居している。一説
には広大な平野を見渡せれば検地などの時不
利であるために、散居して各家には屋敷林を
植えて見渡せなくしたとも言われているが、
定かではない。
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写真・文 片山通夫

ソ連軍の樺太侵
攻と敗戦

（ ）鄭泰植 左写真
1930 5は 年 昭和（

年） 月生まれ12
というから、今
年 歳になる。87
植民地朝鮮で生
まれ 年に樺1943
太で働く父・好
潤（ホユン）を
頼って西柵丹へ
渡った。戦況が

厳しくなるにつれて、樺太の石炭を本土へ
運ぶことができなくなった。制海権を敵側
に奪われて来たのである。日本政府は樺太
の炭鉱の閉鎖を決め、炭鉱夫など労働者を
本土の常磐炭鉱と筑豊炭鉱へ移動させた。
好潤は九州の筑豊炭鉱へ移動し、そこで日
本の敗戦を知った。その頃、好潤の帰りを
待つ泰植たちの一家の住む樺太はソ連軍に

8 19よって攻撃されていた 樺太の敗戦は 月。
日以降に徐々に進んだものの、ソ連軍の上
陸作戦による戦線拡大もあった。 月 日8 23
頃までに日本軍の主要部隊との停戦が成立
し、 月 日の大泊（現コルサコフ）占領8 25
をもって樺太の戦いは終わった。
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ソ連統治下のサハリンで

父・好潤はいわゆる「逆密航」を企てて無事泰植たち
の住む樺太・西柵丹まで帰還した。そしてソ連軍政の下
何食わぬ顔で元居た炭鉱で働いた。ソ連統治下のサハリ
ン（樺太）では、自由にものを言えなかった泰植だった
が、もともと頭がよく勉強の好きな泰植は、ロシア語も
日本語も韓国語も自由に話せる若者になっていた。
こんなエピソードがある。まだ戦後間もない頃のこと

だ。ソ連軍は統治に苦労していた。何しろ統治する相手
の大半が日本人で、そのほか若干（ 万人ともいわれて6
いた）の朝鮮人である。おまけにロシア語はほとんど通
じない。勢い日本語と朝鮮語のできる樺太在住の朝鮮人
と中央アジアから連れてきたロシア語と朝鮮語の話せる
高麗人（戦前日本が朝鮮を植民地にしたことを嫌って沿

） 。海州に逃げた朝鮮人を高麗人と呼ぶ を通訳にしていた
そして日本の新聞・樺太新聞の組織を接収して、日本語
新聞・新生活を発行した。泰植はその新聞「新生活」を
配達していた時期があったという。

朝鮮語学校の教師生活

泰植はソ連が設置した朝鮮語学校の校長を務めていた。
この学校はソ連の少数民族教育の一環で設置されてい
た。一般の学校とは別に朝鮮人の子弟を受け入れて、い
わゆる民族学校として存在した。日本の統治時代、この
ような学校は存在しなかったため、祖国に帰国できなか
った朝鮮人の子弟を親たちはこぞってこの学校へ通わせ
た。そしてある人の紹介で結婚する相手に恵まれた。

泰植の校長時代に朝鮮語を習ったという女性に話を聞い
たことがある。イ・ボクスンをいうその女性はセコリョ
（新高麗）新聞という韓国語新聞社で働いていた。
「泰植先生？とてもやさしい先生だったですよ。わから
ないところは何度でも、いやな顔しないで繰り返して教
えてくれた」
校長先生時代のエピソードは彼女からは聞けなかった
が、彼女の働くセコリョ（新高麗）新聞の通信員も教師
の傍らしていたという。通信員は住んでいる地域のニュ
ースなどを新聞社や放送局に送る駐在記者のようなもの
である。

ソ連邦の崩壊

（ ）泰植たちソ連邦の人々にとってはそれ ソ連邦の崩壊
は突然の出来事だった。 年 月のロシア革命から1917 11
1922 12 69 1991年 月に成立したソビエト連邦は 年後の
年 月 日に崩壊した。12 25
そして同日、ロシア連邦が成立し、かつてのソ連邦を構
成していた国々はそれぞれ独立国家としてド国の道を歩
み始めた。

年以降、ロシア政情は不安定だった。象徴的な1991
のは 年にソビエト連邦に併合されラトビア、エス1940
トニアそしてリトアニアのバルト 国の独立だった。そ3
してロシアでは所謂るブル危機と言われる不況の波が押
し寄せた。

当然サハリンの経済も悪化する。 年に筆者が聞1999
いた話では「動いている工場はウオッカ工場だけ」だっ
た。筆者の友人の家でくつろいでいると、近所で火事が

12



あったが、消防車はなかなかやってこなかった。後で聞
いたが「消防士の手当て及び消防車の燃料費はだれが払
うか」が問題になっていて、出動が遅れたとか…。
ソ連邦はこのように経済の行き詰まりから崩壊したと

いうことである。泰植はこの大事件を職場の食堂のテレ
ビ放送で知ったということだ。その時一緒に見ていた同
僚たちと「呆然として」として口も聞けなかったという
ことだった。

父・好潤の死

好潤は北九州から帰ってきて、何食わぬ顔で元居た炭鉱
で働いていた。泰植は師範学校の通信教育で教職免許を
取るべく苦労していた。何しろロシア語の教育である。
そしてようやく卒業試験を受けることができたのは、

年 月 日のことだった。場所はアレクアレキサ1968 3 30
ンドロフスク・サハリンスキー。試験官が「すぐ家に帰
れ」と泰植に告げた。父好潤が亡くなったという知らせ
だった。父は韓国から樺太、そして北九州・筑豊炭鉱、
逆密航してソ連統治下のサハリンへ帰り、妻や泰植たち
の生活のため、黙々と炭鉱夫として働くだけの人生だっ
た。

鄭泰植の挑戦

泰植は父が北九州からぼろぼろの体で樺太の北の端に近
い西柵丹に帰ってきた日のことが忘れられなかった。も
う冬の装いの西柵丹の町では雪が舞ったいた。学校から
帰ってきた泰植が母と今日あったことを話していると

き、入口から冷たい風がさっと入ってきた。泰植は、閉
めたはずなのにおかしいなと思いながら入口に目をやっ
た。そこには汚れてぼろぼろになった服を着た父が立っ
ていた。
すこしずつ父の話を聞いていた泰植の心の中に渦巻いて
きたのは、父をそして自分たちの家族をこのような運命
に追いこんだ歴史を見つめなおす作業をいつか始めよう
という気持ちだった。
その機会はなかなか訪れなかった。それでもこつこつ

と研究・調査し始めた。その機会が訪れたのは 年1991
にソビエト連邦が崩壊してからのことだった。

「徴用」という言葉がある。辞書によると「戦時など
の非常時に、国家が国民を強制的に動員して、一定の仕
事に就かせること、また、物品を強制的に取り立てるこ
と」をいう。泰植は自分の父・好潤は二重に徴用を受け
たと考えた。
そして「二重徴用」の実態を調査することとした。

、 。余談だがこの二重徴用の資料は今 筆者の手元にある
テシクさんの依頼で筆者がまとめることになった。この
夏までには何らかの形で発表したい。
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二重徴用の問題を提起する人々
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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
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文・写真 編集長 井上脩身Lapiz

明治維新は農民に犠牲を強いた政変ではないのか。私は高校３年生のときに日本史を習って以来、
。 、 。このような疑問をいだいてきた 専門的に学んだわけではないので 根拠といえるほどの理由はない

だが、明治新政府が産業振興と軍備増強を基本とした近代国家を目指そうとしたところで、突然産業
構造が変わるはずはなく、結局のところ江戸経済の根幹であった農民からの税収に頼るしかない。極
論すれば明治とは江戸時代以上の農民から収奪の時代といえないか。そんなふうに思いをめぐらして
いて、高校時代の教科書のなかに秩父事件があったことを思い出した。犠牲を強いられた農民たちが
国に立ち向かうのは当然だろう。今年は明治維新１５０年の年である。明治維新の本質を秩父事件の

写真：山に囲まれた秩父の町なかに見ることができるのではないか。４月下旬、秩父を訪ねた。
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私年号・自由自治元年

秩父事件は自由民権
思想が農山村にも浸透
しつつあった１８８４
（ ） 、明治１７ 年１０月
自由党員らと農民たち
が埼玉県西南部の秩父
で立ち上がった決起の
ことだ。開国に踏み切
って以降、富国強兵の
ため政府は増税策を進
めてきたが、８１（明
治１４）年１０月、大
蔵卿に就任した松方正
義は財政政策を一層強

行に推し進めた。日本銀行の創設と兌換紙幣である日本
銀行券の発行、酒造税や醤油税などの増税、政府予算の

。 、圧縮などがその主な政策だ これがデフレを引き起こし
「松方デフレ」と呼ばれた。この結果、経済構造として
脆弱な農業がもろにその影響を受けた。農産物の価格が
下落し、農民たちの困窮度が急激に進んだ。
加えて７３年ごろからヨーロッパ経済も不況になり、

８２年、欧州最大の生糸取引所であったフランスのリヨ
ン生糸取引所で生糸価格が大暴落し、養蚕農家を直撃。
生糸の値段が１８８１年から２年間で半分以下になっ
た。

写真：養蚕農家を描いた絵（椋神社の説明板より）

秩父地方は信州などとともに昔から養蚕が盛んな所
だ。１８８８年の統計では秩父の養蚕・生糸関係戸数は
１３０７１戸。うちわけは養蚕家９１２３戸、製糸家５

、 、 、 。６３戸 製種家８６戸 機業家７戸 糸繭商家５８６戸
ほとんどが養蚕農家だ。生糸の価格暴落は秩父経済の根
底を揺るがした。秩父の養蚕農家の多くは生糸の売り上
げをあてに金を借りて米や麦などの食料をはじめ生活物
資を購入していたが、たちまち生活資金に困りだした。
農民の足元につけこんだ高利貸しが暴利をむさぼり、農
民たちの生活は悲惨な状況を呈していた。

８４年６月、群馬県の自由党員が困窮した農民たちを
妙義山麓に結集し、圧政打倒を掲げて兵を挙げた群馬事
件が発生。９月には茨城県の加波山に武装した１６人の
民権運動家が挙兵する加波山事件が起きた。同事件は専
制政府を打倒し立憲政体を造り出すことを打ちだしたも
ので、秩父の農民たちに強く影響を与えた。とくに秩父
は生糸を通じてフランスとの結びつきがあったことから
自由民権思想を受け入れやすい土壌があった。
群馬事件や加波山事件に並行する形で、秩父でも自由

党員が中心になり、増税や借金苦にあえぐ農民とともに
「困民党 （秩父困民党、秩父借金党などと呼ぶ文献も」
ある）を結成。同年８月、山林集会を開き、税の軽減に
ついての政府への請願や借金の返済延期を求めて高利貸
しと交渉することを決定した。しかし、こうした穏和な
方法ではらちが明かず、１１月１日夜、秩父・下吉田の
椋神社で決起集会を開いた。
この決起で注目されるのは役割や軍律が制定されたこ

とだ。役割には総理、副総理、会計長、参謀長、甲大隊
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長、乙大隊長、各村小隊長、兵糧方、軍用金集方、弾薬
方などがあり、総理に田代栄助、副総理に加藤織平、会
計長に井上伝蔵が就任した。

軍律は「私ニ金品ヲ掠奪スル者ハ斬 「女色ヲ犯ス者」
ハ斬 「酒宴ヲ為シタル者は斬 「私ノ遺恨ヲ以テ放火其」 」
他乱暴ヲ為シタル者は斬 「指揮官ノ命令ニ違背シ私ニ」
事ヲ為シタル者は斬」の５条から成っている。
困民党のメンバーやその同調者は「自由自治元年」と

いう私年号を用いた。この６文字に蜂起の思いが込めら
れているといえるだろう。

強欲高利貸しを襲撃

秩父事件については井上幸治氏の『秩父事件――自由
民権期の農民蜂起 （中公新書）が詳しい。井上氏はフ』
ランス近代史が専門の歴史学者で、神戸大や津田塾大な
どの教授を歴任した。秩父の出身で 「秩父事件の舞台、
となった土地に生まれ、子供のときからさまざまな言い
伝えを聞いていた （同書まえがき）という。歴史家と」
して身につけた史料の整理や分析力などを生かして事件

。 。をまとめあげたのは１９６８年 ５０年前のことである
同書を引用しつつ蜂起部隊の足跡をたどりたい。
椋神社に集合したのは約３０００人。ここから二手に

分かれて出発した。甲隊は「強欲じじい」と呼ばれた高
利貸しを襲い、刀剣８３本を奪ったうえ放火。乙隊の１
０００人も高利貸しの家に小銃弾をあびせて放火した。
この後、両隊は小鹿野地区になだれこみ、警察分署に乱
入、書類を焼き捨て、高利貸しの家に放火。別働隊がゲ
リラ的に役場に押し込み、公証簿を焼くなどした。

、 、２日朝 小鹿野の町を出発した蜂起隊は先頭に銃砲隊
つづいて竹槍隊、抜刀隊と二列縦隊で行進。物置に潜ん
でいる高利貸しを捕らえ、貸金証書８２通（約２０００
円分）を取り上げた。秩父神社に集まった後、本陣を郡
役所に移し、普請中の小学校に分営した。
２日の夜から３日にかけては、高利貸しへの攻撃、軍

、 。用金の募集 近村への働きかけの３点に重力が置かれた
１０年間で５万円の財をなした秩父最大の高利貸しに対
し 「借金の半分の年賦返済と１０００円の献金」を申、
し入れたところ 「４５０円なら」と答えたため、拒否、
して打ち壊した。軍用金については、豪農を中心に２９

困民党蜂起の様子を描いた絵（椋神社の説明板より）
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８０円が集められ
た 秩父は武甲山 １。 （
３０４メートル）の
北側に広がる盆地
だ。その山麓の村々
にゲリラ隊を派遣、
戸長に対し１戸１人
の人足を出すよう促
すなどの働きかけを
した ある店では 自。 「

由党幹部」の肩書で「このたびは世直しをして政治改革
をするので、当店で食糧の炊き出しを頼む」と申し向け
た。
当初、警察は困民党の大集団に手を出しあぐねていた

が、蜂起隊が小鹿野の町を占領したとき「尋常な一揆で
はない」と、ことの重大性を認識、憲兵隊の派遣を内務
卿の山県有朋に上申した。蜂起隊は１万人にも及ぶとの
情報もあり、山県は憲兵隊の出動を決定。事件は全国に
知られることとなった。

写真：秩父困民党が蜂起した椋神社

蜂起軍と鎮台兵の銃撃戦

政府と県の本部が秩父北東２０キロの寄居に置かれ、
警察官４３０人、憲兵３小隊、鎮台１中隊で守備隊が編
成された。１１月４日、守備隊は秩父の出口を封鎖。総
理の田代栄助が夜陰にまぎれて姿を隠したほか、蜂起隊
幹部が逃走したり捕らえられたりして本陣が解体した。

困民党のメンバーのなかに本陣の解体を知らなかった
者は少なくなかった。秩父の中心地から１０キロ北、皆
野という町のはずれの金屋では蜂起軍１００人と鎮台兵
７０人が３０分間、銃撃戦を展開した。新聞は「死体は
いずれも股引き脚絆、草履姿。けがを負った１４、５歳
の少年が助けを求めて声をあげ、５０歳余りの老夫が健
気に奮闘してたおれた」と、蜂起軍の敗北を伝えた。こ
の戦闘で農民の即死者は６人、収容後の死者は４人、負
傷者が９人であるのに対し、軍隊・警察の死者は４人。
火力のちがいは歴然としていた（前掲書 。）
この金屋の戦闘は秩父事件最大の戦闘とされている。

井上氏は「本陣解体後、困民党の戦意はくじけず、本格
的な出撃作戦に出たことは大きな意味をもっている」と
高く評価している。

一方、八ヶ岳山麓で高利貸しに打ち壊しをかけた残党
部隊は１１月９日、長野県佐久郡東馬長（現長野県小海
町）で鎮台兵と警察部隊の襲撃を受けて壊滅。指導者、
参加者らは次々に捕縛された。警察署で蜂起農民を見た
記者の一人は「いずれもぼろぼろの衣服を着て、顔は黒
やっこのようで、手は熊手のようだ。昨日まで田畑で農

、 」耕に従事し 山林できこりの仕事をしていた純粋の農民
との感想をもったという。
事件後、埼玉関係では大宮、小鹿野など４カ所で暴徒

糾問所が設置され、群馬・長野県でも取り調べが始まっ
た。この結果、約３０００人が処罰され、田代栄助、加
藤織平ら８人が死刑の判決を受けた。
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生活困窮が原因

秩父困民
党の蜂起は
当時どのよ
うにみられ
ていただろ
うか 『秩父。
事件』は当
時の新聞報
道を以下の
ように紹介
している。

東京日日
新聞は秩父

事件の第１報で「小民が不景気の余響に苦しめられ、博
徒、あぶれ者、あるいは過激の政党輩（やから）加わっ
てこれを煽動」と伝え、埼玉新聞も社説に「もっぱら乱
民を指揮する者は旧自由党員と称する者及び博徒、もぐ
り代言人」と書いた。
自由党員があおりたて、バクチ打ちらが加わって暴挙

に至ったというのだ。内務卿の山県ら政府がこのように
みていたことの反映だろう。事件後、蜂起メンバーの処
分を審査するために設けられたのが「暴徒糾問所」であ
ったことが、このことを如実に示している。
これに対し、横浜毎日新聞は、今回の暴民はこれまで

の竹槍、むしろばたの徒とやや色が異なるとし、博徒、
あぶれ者、過激の政党輩の扇動が主要原因とするのは誤
りとしたうえで 「其大原因ハ人民生ヲ聊（やすん）ゼ、

ザルノ一事ニ存セザル可カラズ」と、人々が普通に生活
できない状態であることが原因とした。朝野新聞も不況
と農民の困窮があることを指摘し「秩父郡ノ人民ハ近来
産業ヲ失ヒ貧困ニ陥ルモノ多ク、其ノ餓渇ニ瀕スルヨリ
シテ一時ニ蜂起ヲナスニ至リシナリ」と分析した。

郵便報知新聞はさらに具体的に次のように報じた。
そもそも秩父郡の貧窮はなにから生じたのであるか。

この郡は山間僻地であるが物産に富み、埼玉の富郡で、
生糸、絹、薪炭を産出していたが、一時期は秩父絹によ
って生計に余裕を生じ、開港以来、製糸業が開け、座繰
機械を用いてもっぱら製糸をおこなうようになり、絹織
りをやめてしまった。生糸が高価な時は２、３カ月の労
働で、以前１年間に得る利益をしのぐ収入があったが、
生糸の価格が下がりはじめると、非常の困難に陥ってし
まった。その上、もはや薪炭の材料たるべき山林も伐り
つくし、畠も桑を植えてしまったので、いっそうの困難
がくわわってくる。

郵便報知新聞の記事こそ秩父事件の本質を見抜いてい
たといえるだろう。自由民権運動の高まりにともない、
ジャーナリズムが根をはりだしたことを示したという意
味でも、この記事は貴重だ。

３４年間逃亡の会計長

秩父事件裁判で８人が死刑を受けたことはすでにふれ
たが、実はこのなかに、行方がわからず欠席裁判で死刑

。 。を言い渡された者が二人いた 一人は参謀長の菊池貫平

映画撮影に復元された「丸井商店」の土蔵
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２年後、甲
府で捕らえ
られたが、
減刑され１
９０５年、
出獄してい
る。もう一
人が会計長
の井上伝蔵
だ。伝蔵の
自宅「丸井
商店」は１

（ ） 。 、８００ 寛政１２ 年以来の江戸御用達の商店 食料品
雑貨、生糸などを手広く商っていた。伝蔵が会計長に選
ばれたのはこうした商い上の経験をかわれたためと思わ
れる。
秩父出身の新井佐次郎氏が著した『秩父困民軍会計長
井上伝蔵 （新人物往来社）によると、伝蔵は丸井商』

店の土蔵に２年間潜んだ後、行方知れずになった。とこ
ろが３２年後の１９１８年６月、北海道東部の野付牛駅
（現北見駅）から自宅に「デンゾウキトク」の電報が届
き、伝蔵が生存していることがわかった。伝蔵の弟が現
地に駆け付けたところ、死亡した後だったという。
秩父困民党の幹部が３０年以上も逃亡していたことが

話題となり、東京毎日新聞は「井上伝蔵翁は死刑の宣告
を受けながら、正義と自由の熱血湧きたつまま、見果て
ぬ夢をおしんで、北海道に隠れた」と報道。地元、釧路
新聞は「秩父颪」のタイトルで２４回連載し 「一命あ、
るかぎり軽々しく自由を捨てるわけにはいかぬ。同士の
誰かが正義の旗を樹てるに相違ない。その時までこの体

を傷つけることはできぬ」と決心し 「大井憲太郎との、
密約に一縷の望みを託して」身を潜めた、としている。
大井憲太郎は自由民権運動を指導、自由党に参加し、

秩父困民党の指導もした。だが伝蔵と大井の間で実際に
何らの約束があったかどうかはわからない。
伝蔵が亡くなって８６年後の２００４年、秩父事件１

２０周年企画として映画『草の乱』が製作された。神山
征二郎監督がデビュー当時から同事件の映画化を夢見て
いたといい、伝蔵の生きざまに焦点を当てて事件を描き
だした。主人公の伝蔵は緒形直人、総理の田代栄助は林
隆三というキャスト。エキストラは延べ８０００人。伝
蔵の実家「丸井商店」を、残っている写真などを頼りに
忠実に再現し、ほとんどのロケは秩父で行われた。とく
に椋神社の蜂起シーンについては、実際の決行日である
１１月１日の夜、同神社境内で撮影された。

自由を求める変革思想

私は秩父には西武線の電車で向かった。西武秩父駅か
らバスで約５０分、龍勢会館という停留所で降りた。す
ぐ前の会館に映画『草の乱』の撮影のために復元された
伝蔵邸「丸井商店」の建物があるからだ。撮影終了後、
「秩父事件資料館」になった。
天井に絹糸が飾り付けられた資料館内の壁には「下小

鹿野村」など、各村々の名前が書かれた白旗が並んでい
る。村ごとに蜂起隊が編成されたことを示しているのだ
ろう。ほかに新聞記事のパネルや、実際に使われた衣装
などが展示されている。
私が最も興味を引かれたのは「金借用之証」だ。キャ

映画『草の乱』の一シーン
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プションに
は「明治１
２（１８７
９）年１０
月２６日、
上吉田村の
高岸金三郎
が井上伝蔵
より借金し
た証文、伝
蔵直筆」と
ある。高利
貸しから金

を借りてたちまち返済に苦しんだ農民たちをみて、伝蔵
自ら金を貸したのだろう。また 「伝蔵が読んだと思わ、
れる書物」として植木枝盛の『民権自由論』やスチーベ
ン著の『自由平等論』なども展示されており、伝蔵が自
由民権思想に強く引きつけられていたことがうかがえ
た。
龍勢会館には土産物コーナーもある。地場の漬物を買

った後、椋神社におもむいた。歩いて２０分余りのとこ
ろに神社はあった。本殿は幅約８メートル、鮮やかな朱
色である。この前の広場は約１０００平方メートルの広
さ。決起の夜、ここにむしろばたを手にした農民たちが
集まり気勢をあげたはずだ。今はもちろん静かである。
初夏を思わせる強い日差しが広場に木立の影を映しだし
ている。

境内の隅に「秩父事件百年の碑」が建っている。１９
８４年１１月、秩父事件１００周年を記念して建てられ

たもので、碑文には「困民党軍のたたかいのなかで農民
の意識はさらに昂揚し、圧政を変じて良政に改め自由の
世界を出現させる信念は益々強化されていった。自由民
権期の変革思想が大地で斧や鍬を振るう人々を、必死の
行動にかりたてるエネルギーとなった」とある。

井上氏は「秩父事件は自由民権運動の最後にして最高
の形態。この事件ほど日本の歴史過程に大きな発言をし
ている事件はない。これがわがふるさとの事件であった
ことを誇りに思っている」と『秩父事件』のまえがきで
高らかにうたいあげている。碑文の行間にも「郷里の誇
り」が生き生きと脈打っているように思える。
今回の私の秩父の旅の意味はこの碑文にすべてが表さ

。 、れているといえるだろう 農具しか持たない農民たちが
軍や警察という武器を振るうプロに立ち向かわざるを得
なくなった、やむにやまれぬ動機。それは自由を獲得す
るためだったのだ 「市民平等」をうたった明治新政府。
が実は自由を奪う圧政であったことの証左ともいえるだ
ろう。
帰りのバスは秩父の繁華街で降りた。街のたたずまい

は昭和レトロの雰囲気だ。その古い家々の向こうに武甲
山がそびえている。伝蔵が自宅の土蔵から逃げるとき、
いったん武甲山麓で身を隠したと伝えられている 「自。
由を守れ 。山がそう呼びかけているようにおもった。」

映画に使われた困民党の各村の旗
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笠戸丸出港１１０年の光と影
―ブラジル移民の蒼氓―

文・写真 井上脩身

笠戸丸が第１回の移民船としてブラジルへの
移民７８１人を乗せて神戸港を出港したのは１
９０８年４月２８日のことだ。それからまる１
１０年がたった。ブラジル移民とはなんだった
のだろう。この移民をテーマにした石川達三の
小説『蒼氓』を読み返し、かつて国立移民収容
所だった神戸市立海外移住と文化の交流センタ
ー（以降、交流センター）を訪ねた 「さあ行こ。
う一家をあげて南米へ」のキャッチフレーズに
のって、言葉も習慣も季節も何もかもが違う地
球の裏側の国に渡った移民たち。その決断はな
みなみならぬものだったに違いない。日本に残
っても地獄、ならば少しでも夢がある方にかけ

たのであろう。１９０８年といえば明治維新からちょうど４０年後だ 「富国強兵」を掲げた明。
写真：笠戸丸でブラジルへ向かう移民たち治という時代。その威勢のよさの陰にブラジル移民があった。
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定着者は４分の１

広大な国土を
もつブラジルで
は１９世紀、ア
フリカからの黒
人奴隷を使って
のコーヒーのプ
ランテーション
農業が行われて
いたが、１８８
８年に奴隷制度
が廃止され、新
たな労働者が必

要になった。ヨーロッパからの移民を受け入れたが、イ
タリア人移民が奴隷と変わらない過酷な労働や住環境、
賃金の悪さなどに不満をもち、反乱を起こしたことから
移民を中止。労働者不足にたちいたった。そこでブラジ
ル政府は１８９２年、日本人の移民受け入れを表明。９
５年、日伯修好通商航海条約が結ばれ、外交関係が樹立
した。

一方、日本人移民を受け入れていたアメリカのカリフ
ォルニア州など西海岸では人種差別による日本人移民排
斥がひどくなり、日本政府は１９００年、アメリカへの
移民を制限した。１９０４年に勃発した日露戦争で日本
は勝利したものの、ロシアからの賠償金を得られなかっ
たことなどから経済が混乱し、農村の疲弊と貧困は深刻
な状況になっていた。こうして日本とブラジル双方の利

害が一致した。

移民の送り出し事業を営んでいた「皇国殖民会社」が
「 」１９０７年に １９０８年以降３０００人の移民を送る

との契約をサンパウロ州政府と締結。この際、同政府は
「家族単位での移民」を条件とした。このため、見ず知
らずの男女が形式上夫婦となるケースが少なくなく 構、「
成家族」と呼ばれた。

こうして冒頭に述べたように１９０８年、７８１人が
東洋汽船の笠戸丸に乗り、６月１８日、サントス港に到
着した。サンパウロへ鉄道で移動し、移民収容所に収容
された後、それぞれの家族が契約したコーヒー園に向か
った。皇国殖民会社が経営難に陥ったため、同１０年、
竹村殖民商会が受け継いで第２回の移民９０６人が送ら
れた。

皇国殖民会社は募集に際して高待遇・高賃金をうたっ
。 、た このため移民者のほとんどは契約労働者として働き

金を貯めて日本に帰国するつもりだった。しかし、大半
の農園では居住環境が劣悪で過酷な労働を強いられ、賃

。 、金も低かった 貯金するどころか借金が増えるばかりで
「移民でなく棄民」と不満がつのり、移民者たちの夜逃
げが後を絶たなくなった。１９０９年に外務省の通訳官
が調査したところ、笠戸丸の移民者のうち、当初契約し
たコーヒー園で定着したのは４分の１に過ぎなかった。
逃亡した移民には、自分の土地を得て自作農になった

者は少なくないという。こうした移民たち同士が資金を
出し合って共同で農地を取得するケースもあり、１９１
９年、ミナスジェライス州に初の日系農業組合「日伯産

神戸市海外移住と文化の交流センター
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業組合」が設立さ
れた。自作農とし
て独立した人たち
はコーヒーの価格
が暴落すると、コ
ショウ、ジャガイ
モ、茶などの栽培
に転換して成功す
る者も現れた。や
がてサンパウロな
ど都市部で日本人
移民向けの店を開
いたり、工場を経
営したり医師にな
る者も出るように
なる。
以上はあくまで成
功者を中心とした
ブラジル移民幕開
け時代の説明。脱

落した者が少なくなかったのはいうまでもない。

移民収容所と石川達三

移民を送り出す側の日本では１９２８年、神戸・三宮
の高台に「国立移民収容所」が開設された。７日から１
０日をかけて移民者にポルトガルの基本を教え、眼病な
どの治療を行うのが目的。鉄筋５階建て、ベッド数６０
０でスタートし、２年後に２５０のベッドがある別棟を

建てた。
同収容所以外に「神戸館」など十数軒の移民宿があっ

た。交流センターに神戸館の写真パネルが展示されてい
る。木造３階建ての宿は大人や子どもがぎっしりと詰ま

、 。っていて 落ち着きなく外を見ている様子が写っている
交流センターに入れなかった人たちなのだろうか。その
表情には「南米で一旗」といった気概が感じられず、見
ていて哀れをもよおした。
交流センターの説明パネルによると、南米までの船舶

として、当初は日本郵船の神奈川丸、鎌倉丸、博多丸な
どが使われたが、後に大阪商船のさんとす丸、らぷらた
丸、ぶゑのすあいれす丸、ぶらじる丸などが神戸からサ
ントスまで４４日をかけて移民者を運んだ。これらの船
は家族単位の移民という条件に合わせた設計が施されて
いた。

交流センターには『蒼氓』についての解説パネルもあ
る。以下はその抜粋である。
筆者の石川達三（１９０５～８５年）は１９３０年、

国立移民収容所に入所、らぷらた丸の助監督としてブラ
ジルに渡り、６カ月間移民を体験。この経験を基に『蒼
氓』を執筆した。友人から雑誌『星座』の創刊号に載せ
たいといってきたが、石川は「あまり評判がよくないの
で」と断った。ところが友人が載せてしまった結果、１
９３５年の第１回芥川賞を受賞することになった。
石川が『蒼氓』を書いた１９３１年は昭和６年だ。小

説には国家批判をした部分もあるが、この当時、言論統
制や風俗面での規制はまだ厳しくなかったので受賞でき
たという。

石川達三
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以上の記述
を読んでい
て、石川に
発禁処分を
受けた小説
があったこ
とを思い出
した。１９
３８年に書
いた『生き
て ゐ る 兵
隊』だ。

石川は南京
陥落（１９
３７年１２
月１２日）
後、中央公
論の特派員
として中国
大陸に入っ
た。南京事

件に関与したとされる第１６師団３３連隊への取材に基
づいて著した小説だ。主人公の医学士である１等兵が、
人間の命を守るために学んできた医学と、その命が戦場
で失われるというギャップに悩むという物語 「反軍的。
な内容をもつ時局柄不穏当な作品」として即日、掲載誌
は発売禁止の処分を受けた 石川は新聞紙法第４１条 安。 （
寧秩序紊乱）違反で起訴され、禁固４カ月、執行猶予３
年の判決を受けた。

そんな石川の出世作となった『蒼氓 。私は書棚から』
その文庫本（新潮文庫）を取り出し、ページを開いた。

声なき民の桜の国の別れ

個人的なことだが 『蒼氓』にはいささかの思い出が、
ある。
私が新聞社に入って最初に鳥取支局に配属された。そ

の２年目のあるとき 支局長が私を居酒屋に誘った 蒼、 。『
氓』を話題にし、私に「読んだか」と尋ねる 「読んで。

」 、「 」 、ません と答えると 第１回の芥川賞作品なのに と
ちょっとがっかりした顔になって「貧しい民は国から捨
てられるんや」と言った。支局長は戦時中、大阪の外国
語学校でインドネシア語を学んでいる。私は海外への思
いを５０歳になってなおもち続けているのだ、と理解し
た。

だがなぜ『蒼氓』を話のタネに持ち出したかがわから
なかった。今回、交流センターに足を運んで合点した。
これは後述する。

話を『蒼氓』そのものに戻そう。
「１９３０年３月８日。神戸港は雨である。細々とけぶ
る春雨である」から物語は始まる。
行李や風呂敷包みを担いだ移民たちは、家族ごとにま

とまって赤土の坂道を上り、移民収容所に入る。このな
かのお夏が主人公。お夏は秋田の出身。紡績工場で働い
ていて、女工監督の堀川が結婚の申し込みをしてくれた
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が、ぐずぐずしてい
るうち形式上友人の
妻になり、移民家族
の一員としてブラジ
ルに渡ることになっ
た。

収容所で寝ている
とき、お夏は小水助
監督に犯された。だ
が、石川はストレー
トな表現はしない。
「小水助監督の眼鏡
をはずした青白い顔
が、すぐ眼のまえに
ぼんやりと浮いてい

るのを見た （略）お夏はほとんど抵抗する術をしらな。
いような娘であった （略）静かに顔をそむけて眼を閉。
じたまま意志を失った和やかさで横たわっているばかり
であった」と、やんわりと書く 「風俗紊乱」と指摘さ。
れないよう、表現に注意したことがうかがえる。
写真：移民宿のひとつ「神戸館 （交流センター展示パネルより）」

お夏に小水からも結婚しようと言ってくれたが、その
ときは本当の友人の妻になる決意をした後だった。
収容所最後の日、主任医師が船医あての報告書を書い
。 （ ）、た トラホーム患者１８２人 うちほとんど全快７２人

肺炎、栄養不良、腎臓炎各１人、耳下腺炎２人、インフ
ルエンザ３１人、妊娠中１６人。おそらく石川が収容所
にいたときの実数だろう。

腎臓病患者は本当は脚気だ。ブラジルでは脚気は伝染
病と同じ扱いを受け、入国が禁止されているので、腎臓
病といつわって書いたのだ。
神戸港から移民一行が船に乗り込むと、突堤に並んだ

小学生が小旗を振って歌いだした。
行けや同胞海越えて／南の国やブラジルの……／未開
の富を拓（ひら）くべき／これぞ雄々しき開拓者……

『蒼氓』はらぷらた丸が出港したところで終わる。だが
このあと『南海航路 『声無き民』の３部構成になって』
いて、いずれも新潮文庫に『蒼氓』として所収されてい
る 『南海航路』はその名のごとくブラジルまでの洋上。
での物語 『声無き民』はサンパウロ到着から農園に着、
くまでを描いている。いささかややこしいが、ここでは
全体を『蒼氓』として扱う。
移民たちがサントス港に着いて船から降りると、作業

員がベッドを取り外し、鉄枠をがちゃがちゃと片隅に放
りなげる。この鉄格子の音響をききながら、移民たちは
チェーホフの『桜の園』の桜を伐るさびしい斧の音を思
い出していた、と石川は描写している 『桜の園』を思。
い浮かべたのは石川本人にちがいない。移民たちが「桜
の国への別れ」を強く感じていたことを石川はこう表現
したのだ。

お夏たちは汽車でサンタ・ローザ駅に向かい、そこか
らカローシャという車に乗せられる。やがてサント・ア
ントニオ農場に着き、土蔵の土間に寝ることになった。
翌朝、働きに出る男たちを友人一家のお婆さんと見送っ
た 「この老女の柔らいだ表情のうえに、喜びとも悲し。
みともつかない一筋のなみだが流れているのを、お夏は
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」知っていた
と書いて、
石川は長い
物語に終止

。符を打った

金融恐慌
の波かぶ
る

『蒼氓』に
は国家批判

をした部分もある、とされていることはすでにふれた。
そうした部分と思われるのは、次の記述だろう。

写真：サントス港に着いた移民たち（交流センター展示パネルよ

り）

ブラジルについて「隣の部落迄は近くて３里遠ければ
１０里、そこにはラジオは愚か新聞雑誌は愚か、郵便の

。 。配達さえない 百姓達は土間に自分で寝台を作って住む
働くと食うと寝る他にする事もない所だ。猛獣も居れば
鰐もいるが医者の居る部落は殆どない。そしてマラリヤ
の絶えざる脅威がある （略）けれどもブラジルへ行っ。
た移民達は一向に帰って来ようとはしない。これら無数
の迫害よりももっと恐ろしいものが日本にあるからだ」
と書いたあと、その恐ろしいものとして以下のように記
す。
東京市会議員大疑獄に次いで藤田鎌一の合同毛織事件

と天岡直嘉の売勲事件。山梨半造が釜山取引所事件で起
訴され、小川平吉が私鉄疑獄で引っぱられた。その次に
樺太山林事件があり明政会事件もある。最近には現職文
部大臣が収賄事件で辞任して今朝は起訴されている。こ
うした政界財界の腐敗の一方には１月の金輸出解禁とそ
れに伴う消費節約のどさくさ、引き続いての各地生産業
界の困憊 （略）次々と起ってくる是等のめまぐるしい。
事件を日毎に知らされるだけでも彼（移民者の一人）は
身も心もさむざむとする様に思い、母国の終焉を見るよ
うに悲しかった。

お夏の紡績工場に関する次の記述も国への批判といえ
なくもない。
時はあたかも小さな紡績全般の苦闘の時代であった。

１９２７年昭和２年の金融恐慌で大阪の近江銀行が破綻
し、その為に起った中小紡績の激しい金融難に苦しめら
れ、それが現在に至って傷痍未だ癒えざるに印度の関税
引上げがあり、その余波を受けて中小工場の操業短縮率
増加を決行する事になった。それは大紡績の自衛策であ
り、防禦の武器を持たない小工場は壊滅に瀕している。
（小説からの引用は原文のまま、洋数字は本文では漢数
字）

欧米に一歩でも近づくために富国強兵を急いだ明治政
。 、府 だが欧米列強とは財政力は比較のレベルですらなく

そのしわ寄せを農村が受ける形となった 「故郷には傾。
いた家と、麦の生え揃った上を雪が降り埋めている幾段
幾畝の畑と、そして永い苦闘の思い出」があるが、まだ
ブラジルの方がましかもしれないと、その故郷の家も畑
も売り、家財道具を人手に渡して移民募集に応募した人
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が大半だった。
こうして１９３３、３４年には移住者は年間２万人に

のぼった。
『 』 、蒼氓 に登場する移民のほとんどは東北出身者だが

沖縄はさらに貧しかった 『蒼氓』の物語の６年後の１。
、 。９３６年 上原幸啓さんが神戸からブラジルに向かった

当時まだ８歳だった。上原さんの回顧談が交流センター
のビデオに収録されている （収録は１０年前）。
上原さんは父母と８人兄弟。上の兄２人と姉２人はす

でにブラジルに渡っていた。上原さんは伯母一家の連れ
家族として移民の一員になった。神戸に向けて那覇港か
ら出港するとき、父と母がゆっくりと進む船に合わせて
波止場の端まで見送ってくれたのが今も頭にある、とい
う。
さんとす丸で神戸港をたったのは１１月１４日。遠ざ

かる六甲の山並みが脳裏に鮮明に刻まれている。１２月

１８日、サントスに着き、移民収容所に入れられること
なくそのままパルミタールという所のコーヒー園に向か
った。住居はレンガ造りだった。

この農園での労働について上原さんはひと言も語って
いない。私は「ジャポネス・ガランチードス」と上原さ
んが言ったことに注目した。上原さんによると「日本人
はバカ正直」という意味に使われたという。やゆされる
くらいに日本からの移民の多くは懸命に働いたのだろ
う。上原さんはそうした一人にちがいない。サンパウロ
大学名誉教授で収録当時はブラジル日本文化福祉協会会
長。上原さんは典型的な成功者なのだ。

神代の時代に逆戻り

戦前の移民はすでに述べたように金融恐慌にともなう
農村の疲弊が背景にあった。経済が破綻した戦後、食い
ぶちを求めてブラジル移民をした人は少なくなかった。
戦後、移民の実務を担った財団法人日本海外協会連合会
（海協連）の輸送助監督として南米に出張した若槻泰雄
氏が戦後移民の実態をまとめ、２００１年 『外務省が、
消した日本人――南米移民半世紀』のタイトルで毎日新
聞社から刊行した。以下は若槻氏のレポートである。
若槻氏は１９５４年、新造になった移民船「ぶらじる

丸」で出張。移民約８００人が乗っていて、うち半数は
アマゾン川中流のベルテーラが目的地だった。ブラジル
政府直営試験農場の雇用労働者に応募したのだ。船は神
戸港を出港し、１カ月後にアマゾン川河口のベレン市の

さんとす丸
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沖合に投錨した。

受け入れ責任者であるアマゾン産業の日本人社長が船
に乗り込み、移住者募集要項に記載された日当が３分の
２に減ると説明。さらに「まだゴム林になっていない原
始林の中に入れば、ヤシの実が落ちている。これを拾っ
て売れば金になるし、食料のたしにもなる」と述べたこ
とから 「落ちた木の実を拾って飢えをしのげというの、
」 、 。 、か と 移民たちの怒りが爆発 下船拒否の挙にでたが

結局「違約であることを知っている者をゴム農場まで同
行させる」ことを条件に農場に向かうことにした。この
同行者が若槻氏だった。

移民たちは川船に乗り換え、６日かかってベルテーラ
に着いた。この間、他の船とすれ違うことはなく、岸辺
に一日に１、２軒のヤシの葉でふいた小屋を見かけただ
けだった。受け入れ責任者の言葉に殺気だっていた人た
ちも、一日、二日とたつうちに怒ることも泣くこともや
めて、ただ茫然と原始林を眺めていた。

ブラジル国立ベルテーラ・ゴム試験場はフォード自動
車が創設したもので、診察所や学校もあり、小さいなが
らも住宅が用意されていた。
若槻氏は移民たちと別れてアマゾン川中流の都市・マ

ナウス市の対岸にあるマナカプルー移住地に向かった。
２０代の青年がもんぺ姿の奥さんと現れ 「土は砂混じ、
り。野菜ができず、できたところでマナウスまで運ぶの
が一苦労。携行資金がなくなり、赤ン坊に飲ませるミル
ク代もなくなった」と嘆いた。彼は「郷里にはうんとい
いことを書いて、みんなをこの地獄に引きずり込んでや
る」と自暴自棄気味だ。次に若槻さんが訪れた移住地で
も、悩みは「作物がほとんどとれない」だ。そして全員
が「せっかく作っても売ることが出来ない」と声をそろ
えた。

マナウス市から数百キロ離れたモンテアレグロ近くの
入植地では男性の一人が「神代の時代に逆戻り」といっ
た。原始時代というのだ。病院がないこの入植地では、
病人が出ると通りかかる船を呼びとめる 「船が通るま。
で２週間かかったことがあった。船に乗っても７００キ
ロもあるので１週間もかかり、重病人は死んでしまう」
と男性。学校はあるが先生はいない。移住者募集要領に

移民たちに立ちはだかる原始林の巨木（交流センター展示パネルより）
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「小学校」と記載さ
れていても、教育は
存在しないのだ。

こうしたアマゾン
の出張訪問を終えて
リオデジャネイロに
到着したとき、ベル
テーラに落ち着いた
はずの移民４００人
がゴム試験場から追
い出された、との情
報が届いた。ブラジ
ル政府は「日本移民
はアマゾン開拓地の
自営農として受け入
れるのであって、試

験場の雇用労働者として受け入れるのではない」との立
場をとっており、移住者たちは荷物を解く間もなく、２
０～３０家族から十数家族単位でアマゾン各州の開拓地
に分散移住させられた。

写真：カルモ公園の桜（ヤフーブログより）

日当が約束と違っていただけでなく、そもそも基本的
な移住の目的が違うという事態に直面した移住者たち。
「日本政府に裏切られたのだ。ベレンの日本領事館は何
をしていたのか」と若槻氏は外務省に怒りをぶつける。
若槻氏によると、アマゾンに散在する地方都市の人口

は、州政府所在地であっても数万に過ぎないうえ、住民
たちに野菜を食べる習慣がなく、作物が売れる量にも限
度がある。そもそも人口の６０～８０％は市場経済の外

にあり、零細農業にならざるを得ない。
移住者の一人が若槻氏に吐くように言った 「コショ。

ウのような国際市場に出せる農産物がないこんな所で食
っていけるか。一体われわれに何を作れというのだ、日
本政府は 。生活できるあてがないのに送り出した移住」
政策。これが「棄民」でなくてなんだろう。

根づいた高知の雪割り桜

本稿の最後に 『蒼氓』後の移民収容所にふれておき、
たい 「国立移民収容所」の名では捕虜収容所と誤解さ。
れるとして 「海外移住教養所」に名称変更した後 「外、 、
務省海外移住斡旋所」に変わり、１９６４年９月、神戸
海外移住センターになった。
１９７１年５月、最後の移民船ぶらじる丸が１０９人

を乗せて神戸港をたつと移住センターは閉鎖された。鳥
取支局の支局長が『蒼氓』を話題にしたのは、時期から
みて「最後の移民船」がニュースになったからだろう。
私はその記憶がなく、なぜ支局長がこの話をしたのか不
思議だった。
ところで神戸海外移住センターに名が変わった１９６

４年は東京オリンピックの年だ。７１年は大阪万博の翌
年である。この間は我が国の経済成長のピーク。経済成
長がブラジル移民の必要性がなくなったことを示してい
る。それは同時に、ブラジルに渡った日系人の祖国への
意識も変わることになる。よくも悪くも 「自分または、
親の祖国は経済大国」との思いが誇りとなり、日本文化
へのあこがれになった。
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日系人の間から「お花見がしたい」との声がでたのは
７０年代の前半だ 『蒼氓』のなかの、移民たちがチェ。
ーホフの『桜の園』の桜を伐る音を思い出していた、と
のくだりはすでにふれた。日系の人たちの多くは桜への
強い思いを心の底にだきつづけていたのだ。日本のあち
こちからソメイヨシノをはじめ様々な桜の苗を取り寄せ
て試植した。どれもこれも根を張らなかったが、高知県
須崎市の雪割り桜だけが根をつけた。１９７７年８月、
サンパウロ市郊外のカルモ公園に桜の園がオープン。着
物姿で俳句を詠む姿が見られたという。
同公園の桜はいま４０００本にのぼる。８月初めの雪

割り桜が開花する日に合わせて毎年桜まつりが開かれて
いる。
カルモ公園で桜が初めて咲いたとき、石川は７１、２

歳。健在だった。知っていたのかどうか 『桜の園』は。
チェーホフが最晩年の１９０３年に書いた戯曲。借金返
済のため売りに出された桜の園の物語だが、カルモ公園
の桜は、貧しさのゆえにブラジルに移民した人たちが、
自分たちの力で取り戻した桜の園といえるだろう。
ブラジルの日系人は今１５０万人にのぼる。混血は現

在４５％だが、３０年後には９０％になるとみられる。
今年７月２１日、サンパウロ市でブラジル移民１１０周
年記念祭典が催され、８月３～５日、第４０回カルモ公
園桜まつりが開かれる。日本人としてのＤＮＡの象徴の
ようなカルモ公園の桜。サンパウロ大学名誉教授にまで
なった上原さんのような成功者にとってはこの上なく華
やかな桜だが、芽が生えることすらなく絶望の淵に落ち
込んだ人たちが少なからずいたことも忘れてはならな
い。
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文、写真 井上脩身

石畳の旧街道を歩く
――江戸時代の旅人に思いはせて――

私が高校に入学した１９６０年は６０年安保
闘争をはじめ、三池闘争、浅沼稲次郎社会党委
員長刺殺事件など、騒然とした一年だった。こ
の年の出来事を調べていて 「箱根旧街道」が、
国の史跡に指定されたことを知った 「天下の。
嶮」である箱根の山を上り下りする旧東海道。
石畳や杉並木がその名残をとどめている、と評
価されたのだ。東海道五十三次の１０番目の宿
場である箱根宿（標高７２５メートル）は箱根
関所から箱根峠に向かう狭い所にあったといわ
れている。江戸から西に行く旅人は石畳の道を
あえぎあえぎ上ったのだろう。歩かなければ旅
人の思いはわからない。４月下旬、箱根旧街道
に挑んだ。

歌川広重「東海道五十三次、箱根 （ウィキペディアより）」
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江戸時代のままの道

小田原から箱根
登山電車で箱根湯
本駅へ。箱根には
江戸時代、湯本を
はじめ塔之沢など
七つの湯治場があ
り、湯本は当時か
ら湯治客の拠点だ
った。湯本駅前か
ら箱根旧街道線を
行くバスに乗車。
バスは三枚橋を渡
ったところで湯治
場への七湯道と分
岐して元箱根に向
かう。湯本駅から
１０分間バスにゆ
られ「ホテルはつ

はな前」で降りた。ここから徒歩で箱根旧街道を行く。
ほどなく須雲川という小さな集落が道の両側に広がっ

。 （ ）ていた 記録によると須雲川地区は１６３４ 寛永１１
年、年貢の代わりに毎年銭４貫文（後、５貫文）を納め
て街道の維持、管理に従事する「間の村」として成立し
た。

１８０１（享和元）年、大坂で初演された人形浄瑠璃
『 （ ）』。箱根霊験誓仇討 はこねれいげんちかいのあだうち

兄の敵、北条方の滝口上野の手がかりを求めて、飯沼勝
五郎が病身の妻、初花を伴って箱根山中の阿弥陀寺にや
ってきた。そこに上野が初花の母を人質に取って現れ、
初花を連れ去る、という物語。今年１月に歌舞伎座で上
演された。

須雲川地区の鎖雲寺に勝五郎と初花の墓がある。墓石
はいずれも高さ５０センチ程度の小さなものだが、だれ
が供えたのか花がたむけられていた 「昼なお暗い」箱。

。 、根路 旅人にとっておどろおどろしいこの山中の街道は
仇討ちものにはピッタリだ 「初花堂」というほこらに。
「 」 。箱根路や家族で参詣 と書かれたのぼりが立っていた

鎖雲寺から少し歩いたところで 「女転ばし坂」と刻、
まれた石柱が目に留まった。１６７２（寛文１２）年の
『須雲川村明細帳』に「あまりの急坂のため女性が落馬

」 。して死んだ との伝承があることが記されているという
箱根宿に向かうこの街道の厳しさをうかがわせる言い伝
えだ。

ここから幅約４メートルの石畳道になる。石畳道にな
ったのは江戸時代の初め。それ以前はアシなどを敷いて
いたが、雨の後はひどいぬかるみになったという。石畳
道のほとんどは関東大震災（１９２３年）と北伊豆地震
（１９３０年）で崩壊。現在の石畳は後に神奈川県が整
備したものだ。ただこの辺りの石畳だけは江戸時代のま
まに残っていて、石の大きさはさまざま。とがった石も
あり凹凸がはげしい。まるで登山道のようなごつごつ道
である。大名行列はさぞ難渋しただろう。

畑宿村という集落に着いた。小田原―箱根峠間の東坂

江戸時代のままの石畳道
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四里（約１５・
６キロ）のなか
では最もにぎわ
った間の村だっ
た。このほぼ中
間に「本陣跡」
の標識。村の名
主、畑右衛門家
が「茗荷屋」と
いう屋号で茶屋
を営んでいたも
ので 「安政４、
（ ） 、１８５７ 年
１１月２６日、
アメリカの初代

総領事ハリスが江戸に向かう際に休息し、庭園を観賞し
た」とある。この集落の端に「畑宿一里塚 。江戸から」
２３里目の地点だ。高さ約２・５メートルのお椀形の塚
が二つ並んでいて、江戸時代の形状のままだという。

さらに「七曲がり」と呼ばれる急カーブの道を過ぎる
と「箱根旧街道資料館 。かやぶきの質素な建物だ。駕」
籠をはじめ江戸時代の旅の風俗を表す資料が展示されて
いる。この隣は「甘酒茶屋 。古い農家のような休憩所」
だ。文政年間（１８１８～３０）の史料に「甘酒小屋」
と記されている。この地にはほかに３軒の茶屋があった
が、現存しているのはこの甘酒茶屋だけだ。ここで一休
みした。

出女お玉の悲劇

。 、休憩を終えて石畳の道をひたすら上る 坂を上り切り
道が平坦になったところで「箱根馬子唄」の石碑 「箱。
根八里は馬でも越すが……」で知られる唄である。外国
人の男女が一べつもくれず通り過ぎた。英語の解説がな
いのだから関心をもたないのは当然だろう。それにして
も、すれ違うのは外国人ばかり。日本人はなぜ旧街道を
歩かないのだろう。ここに歴史が息づいているというの
に。

ほどなく「お玉ケ池」の標識が見えた。池は道から少
し離れたところだ。私は澄みきった池を思い浮かべてい
たが、水は全くなく、枯れたアシの一群だけが目につい
た。向こうの山に瀟洒な別荘が建っている。いささかア
ンバランスな光景だ。

１７０２（元禄１５）年、お玉という１０代の少女が
江戸の奉公先から伊豆の実家に逃げ帰ろうとした。関所
手形を持っていないため箱根関を通ることが出来ない。
そこで山中の柵を通って関所破りをしようとしたが、関
所の番人に捕まり処刑された。後にお玉の首がこの池で
洗われたとの伝説が生まれ 「お玉ケ池」と呼ばれるよ、
うになったという。

しばらく進むと「ケンペル・バーニーの石碑」があっ
た。そばにケンペルとバーニーの写真が組み込まれた説
明碑が建っている。この碑のことは後述する。先を急ご
う。

「茗荷屋」があった本陣跡標識
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ほどなく
芦ノ湖が目
の前に広が
り、街道は
杉木立の間
をいく。石
畳ではなく
土の道。快

。適に歩ける
杉並木を抜
けると箱根
関所跡だ。
現在の番所
の建物は１
９６５年に

大番所を模して、元の場所とは道を隔てた反対側に建て
られた。

受付でもらった「箱根関所通行手形」と書かれたパン
フレットを開く。箱根関所ができたのは１６１９（元和
５）年。関所の役割は「入り鉄砲に出女」を取り締まる
こと、つまり江戸に入る武器類と江戸から出ていく女性
の監視だ。しかし箱根関所では入り鉄砲の検査はしてお
らず、もっぱら「出女」に目を光らせていたという。お
玉の悲劇が生まれたのは、容赦ない出女取り締まりのゆ
えだった。

お玉の物語だけでなく、初花や女転び坂など、女性に
まつわる伝承が多いのが箱根街道の特徴だろう。それだ
け箱根八里は女性にとって大変な難所だったわけだ。

関所を通過すると箱根宿はもうそこだ。小田原からの
厳しい上り道を振り返った旅人たち。ほっとして汗をぬ
ぐったことだろう。私もここを箱根宿の旅のゴールとし
よう。歩いた距離は８キロ程度だが４時間かかった。す
でにふれたように石畳といっても凹凸がある歩きにくい
道だった。私はスニーカーをはいていたが、登山靴にす
るのだったと後悔した。江戸時代の旅人の履物はわらじ
だ。さぞ足の裏は痛んだだろう。だがその程度で悲鳴を
あげるようでは旅人失格。４時間歩いただけでわかった
気になるな、と江戸の旅人に叱られそうである。

ケンペルの『日本誌』

「ケンペル・バーニーの石碑」に話を戻す。エンベルト
・ケンペルとシリルモンタギュー・バーニーを顕彰する
碑だ。
ケンペルはドイツ人の医師。オランダの東インド会社

の船医になった後、１６９０（元禄３）年、オランダ商
館付きの医師として来日し、２年間出島にいた。９１年
と９２年に連続して江戸参府の機会を得、将軍綱吉にも
謁見した。出島滞在中、オランダ語通訳、今村源右衛門
の協力で精力的に資料を収集。これを基に書いた原稿が

、 『 』 、彼の死後 弟子らによって 日本誌 としてまとめられ
広く紹介された。

この中で日本には聖職的皇帝 天皇 と世俗的皇帝 将（ ） （
軍）の二人の支配者がいることを紹介。また当時絶滅し
たとされたイチョウが日本に生えていることに注目する
など、日本の自然風土や動植物、社会風俗、政治、宗教

勝五郎と初花の墓
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などを詳細に記録した。ゲーテやカントらも『日本誌』
を読み、１９世紀のジャポニズムの遠因にもなった。ケ
ンペルから１４０年後に来日したシーボルトも大きく影
響されたと伝えられている。

日本では１８０１（享和元）年、志筑忠雄がケンペル
の論文「廻国奇観」のオランダ語版を「鎖国論」と題し
て訳したことからその名が知られるようになった。２０
０１年、ボルフンガ・ミヒエル九州大教授が１０年がか
りでケンペルの手書きの原典を判読し『今日の日本』の

タイトルで刊行 今村源右衛門の子孫の今村英明さん 元。 （
東芝国際事業担当部長）がミヒエル氏と知り合ったこと
がきっかけで「先祖が携わった原典を日本語で読めない
のは残念」と翻訳に取り組み、昨年 『日本誌』の原点、
の和訳が完成した （毎日新聞２０１７年１１月１１日。
の電子版）

一方、シリルモンタギュー・バーニーは大正時代に芦
ノ湖畔に別荘を構えたイギリス人の商人 『日本誌』の。
序文を引用して石碑に碑文を刻むことで自然の美しさを
伝えようとした。彼の自然保護の精神を受け継ごうと１
９８６年から地元の住民が中心になって毎年１１月２３
日に「ケンペル・バーニー祭」が開かれている。
実は私は「ケンペル・バーニーの石碑」で初めてケン

ペルという人物を知った。ペリーも浦賀に来航したさい
『日本誌』を携えていたという。鎖国日本の内状を世界
に伝える針穴の役割をケンペルが担ったのだ。私の不勉
強ではあるが、それにしても余りに日本では彼のことが
知られてなさすぎる。

歩かなければこの石碑は気づかずにいた。獅子文六は
小説『箱根山 （ちくま文庫）の中で、ケンペルが箱根』
を通った最初の外国人、といった意味のことを書いてい
る。ケンペルは箱根宿に泊まったにちがいない。
バスで湯本に戻った。湯本駅前では大きなキャリーバ

ッグを引く外国人旅行者が目立つ。箱根登山電車の車掌
も次の駅名を英語でもアナウンスしており、国際色が豊
かになった。その元はケンペルといえなくもない。

石碑に組み込まれたケンペル（左）とバーニ の肖像ー

77



はない みほ

「テレビの存在」 この春私は、私事で関西に帰郷していた。普段は観な
いテレビだが、母がさみしいからと朝からずっと付けて
いたので、否応しに観る事となる。どの番組もずっと、
同じニュースが流れている。ゴールデンウィークでは、

がジャニーズ の暴行事件の記者会見をタNHK TOKIO
イムリーに流していた。さすがの母も の受信料をNHK
払っているのに、何たる事だと抗議しようかと怒った。

は、変わってしまった。Ｅテレで流れる子ども向NHK
け番組も、ドキュメンタリーも経済重視の番組が主体と
なっていた。 は公正な番組作りに専念するとホーNHK
ムページ上や、受信契約書等には書いてあったが、公正
どころか、あの頃の大本営のように政府の都合で放送内
容が作られている。番組が経済の名の下、お金儲けを主
体に構成している。国会中継も、大事な所は声が消え、
途中でニュースに変わってしまうのだから、政府の不都
合は流さぬ は、国民の信用を日に日に失っているNHK
のだろう。他局も本当か嘘か、朝からバラエティーでニ
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ュースの補
足と、どこ
の誰か解ら
ぬコメンテ
ーターが、
小さなニュ
ースを大き
な出来事の

、ように伝え
大事なニュ
ースを大し
た事のない

ようにあしらう様は滑稽である。テレビはもはや、洗脳
機としか言いようがない。
テレビが日本で放送されたのは、１９５３年２月１日

のこと。日本では最初に がテレビ放送を始めた。NHK
戦後の の監視のもとアメリカ方式の技術標準でのGHQ

。 。 、放送となる １９５３年の時の首相は吉田茂氏 この年
１９５０年から始まった朝鮮戦争が７月で休戦となった
時代である。１９４５年に日本は太平洋戦争に敗戦し、
それから８年目を迎えた年である。敗戦後、天皇と政府
に命を預けていた臣民は 「日本国憲法」公布により国、
民となり、命を我が身に取り戻し、一見自由となった。
ただ戦争で何もかも失った状態であるのだから、国民は
生活する為に必死だったに違いない。豊かさとは飢えを
凌ぐ事であり、家に住む事であり、人間らしい営みがで
きる事が優先である。敗戦後の５年後に勃発した朝鮮戦
争の事を自分ごとのように思考する意識は、ないに等し
かったであろう。明治の「韓国併合」の言葉からも、朝
鮮人への差別が当たり前に臣民の中に浸透していたゆえ

、「 」 。に 朝鮮特需 という言葉が生まれたのも理解できる
国民が戦争時代の縛りと戦後の喪失感から、朝鮮特需の
報酬に少しゆるみを取り戻した頃、国民は、テレビと言
う新聞やラジオをしのぐ情報機器兼娯楽機を手にし始め
た。
私は７０年安保反対運動時代の頃に生まれたので、国

民がテレビにどのように魅了していったかは、テレビの
ドラマ等を観て感じるしかないが、あの時代の民衆の様
子からは、熱狂するものを一生懸命食らいついていたよ
う見える。その熱狂ぶりからは、どれだけの民衆がプロ
バガンダという言葉や政治と経済の結びつきを理解して
いたのかどうか想像がつかない。鬼畜米兵からツイギー
やビートルズ来日に熱狂する日本人。ビートルズの真似
をするグループサウンズやサイケファッション。オリン
ピックに万博、その頃に不思議と流行った抱っこちゃん
人形。すべて、テレビを中心としたマスメディアの誘導
に国民が国体的に連れて行かれたように感じる。その時
代からみれば、今はもう少し分散しているように思われ
るが、連休中に観たジャニーズ の記者会見は、TOKIO
このマスメディアの芸能娯楽のカンフル剤のごとくであ
った。

「民にはパンと娯楽と・・・」

、 、 、半年前のこと 元東京都知事の猪瀬氏は ある番組で
「昔ある国の王様が国を治めるには、国民には“少しの
パンと娯楽を与えておけばいい”と言っていた」と語っ
たが、まさにテレビは娯楽を与え、国民の意識を占領し
た。ゆえにアメリカナイズした思考、ファッション、生
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活様式が日
本に入り込

。んでいった
、私が幼い頃

両親は洋画
、が大好きで

テレビで日
曜洋画劇場
を欠かさず
観ていた。
その頃の洋
画は、西部
劇が多く、

西部の白人のガンマンが良い者で、アメリカ先住民はイ
ンディアンと呼ばれ、野蛮で、白人を襲撃する民俗と伝
えていた。あのように与えられる娯楽を喜んで受け入れ
ていたから、あの頃の両親たちの意識の中に、白人は善
でインディアンは悪の意識が入り込んでいたようだ。
さらに、テレビは民衆に“不安”と“解決策”を与え

る機械へと変貌し続けた。 の「きょうの健康 「趣NHK 」
味の園芸」は、主婦や退職後のシニア世代に親しまれて
いる番組である。 を国民の要望で一番正しい、公NHK
正な立場で放送している機関だと信じ切っている人たち

。 、 、は少なくない ゆえに この番組で流れた話を疑いなく
これがお手本で、これを見習うべきものだと信じ込む。

、 、私も２０年ほど前に園芸を始めたときは を信じNHK
化学肥料を当たり前とし、大事な花を虫から守る為に農
薬を使った事もあった。けれどちょうちょちょうちょ菜
の葉にとまれの詩でおなじみのちょうちょの幼虫は、葉
を食べるいも虫であり、そのいも虫を花のために一瞬の

うちに害虫駆除する農薬に、違和感を覚えた。また、化
学肥料混入の土を頻回に触れていた頃、私の手の甲がた
だれ始め、これが園芸のせいだと皮膚科の医師に言われ
たことで、肥料や農薬の危険性を改めて感じるようにな
った。この事については、この５月２４日にアゴラ子ど
も美術工場で講演会を予定している京大人文科学研究所
准教授・藤原辰史氏の「戦争と農業 （インターナショ」
ナル新書）でも記載されていて、農薬と軍需産業のつな
がりが明らかにされている。しかし、この化学肥料や農
薬の毒性を改めてピックアップされる事は番組ではほと
んどなく、それより化学肥料と農薬を容易く使用できる
情報提供者となる。

「キャンペーンとしての番組」

さらに高血圧、骨粗鬆症、肺炎球菌ワクチンの事、高
脂血症、癌、鬱病、統合失調症、発達障害等、各テーマ
に従い危険性を伝えながら、早期発見早期治療を促すテ
レビ番組の「きょうの健康 。民衆は不安を煽られ、未」
病からテレビに上がる危険因子をチェックして、病気あ
りきの身体にしてしまっているようである。薬を飲まな
いシニアがどれくらいいようか。私が医療者だった時代
から、上記あげた病名がこの数年で急激に増え、医療者
時代になかった新たな病名が追加され、さらに透析をす
る患者さんも増えている。この医療の動きと比例して上
昇しているのが、医療費であり、製薬メーカーと医療機
器の売り上げである。安倍政権は、以前経済成長を医療
産業にと伝えた。医療が産業だと言い切ったのだ。
先日、静岡県三島市にあるクレマチスの丘に行った。
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そこは、新興住宅地というか、医療特区というか、企業
の誘致場所でもあり、産業廃棄物最終処分場もあった。
静岡県掛川市も今、工場誘致されている場所は、かつて
のゴミ処理場所であり、そこがいっぱいになって埋め立
てられ、木々を植え、見栄えを良くし、美しい景観の地

。 、域となっている どこも同じようなゴミ対処法がなされ
その有効利用として美しい都市計画が展開されたのだろ
う。話は三島市に戻すが、クレマチスの丘の下には、が
んセンターがあり、その並びに「医療健康産業研究セン
ター」というところがあった。この名前をみて、医療と

、 、健康の並びに産業とあることに 医療も健康もお金儲け
経済の手段である事ことを教えてくれているようだっ
た。
阪神淡路大震災以降、 という概念や、精神科よPTSD

りハードルの低い心の病気に対応する心療内科ができ
。 、 、た その頃 不安神経症はパニック障害と病名が変わり

分裂病は統合失調症となり、鬱症状もプチ鬱と言う言葉
ができ、滅多にない精神疾患が、友達のように身近な存
在となってしまった。思い返せば、その頃テレビでは母
親が鬱になる月９ドラマが放送されていた。鬱のキャン

「 」ペーンの一環として お父さん眠れてなかったら鬱かも
というキャッチフレーズの垂れ幕を富士市の歩道橋には
り、各自治体でも広告し、それを富士モデルと言うそう
だが、その頃から、鬱病が増え、精神薬、眠剤の服用人
数が増え、同時に薬の売り上げも比例している。その前
後に「きょうの健康」ではこれがテーマになり、朝の県
内版ニュースでは、精神疾患を煩っている人が、薬を飲
みながら日常を頑張って生きている人を特集しているの
である。

「テレビよりネットから情報を得る若者」

テレビに支配された民衆に、流れ込んだインターネッ
ト。インターネットの普及により、一方通行の新聞やラ
ジオやテレビに選択できるツールが加わったインターネ
ット。今やスマートフォンの普及で、自分の知りたい情

CIA報を私たちが選べる時代へと変わった。しかし、元
のスノーデン氏のいうように、監視されているのもイン
ターネットである。若者が使うラインも も情報はSNS
管理会社につつ抜けである。さらに一度使用したネット
は手放せなくなる要素を持ち合わせている。ゲームは中
毒性を持ち、パチンコ依存ならぬネット依存で、なかな
かゲームやスマホを手放す事ができない代物である。
我が家の近くに小さな郵便局があるのだが、午後４時
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半頃にそこを通った時、たくさんの大人や子どもがスマ
ートフォンを片手に、その郵便局に集まっていた。時間
帯からしても違和感を覚える情景に、私の想像をはるか
に超えた域で、民衆はネットの中に入り込んでいるのだ
と教えられた。 産業や医療産業での経済成長とはいIT
ったいなんなのか。
義務教育は産業革命から始まったと言われている。日

本では明治から始まった義務教育。その義務教育で、こ
の春からあんなに反対の声があがった道徳が、成績が付
く教科になり始動されたそうだ。小学、中学の親たちは
この動きに戸惑いを隠せない。この道徳教科書が子供達
の心理を誘導しないでほしいと思う。柔軟な思考をもつ
子供達は、 と教育とテレビに囲まれている。今経済IT
は何を金儲けにしているのかということだろう。命と意
識が自分の手元から離れている。それを今様々な事象か
ら教えてもらっている。そろそろ新しい概念をもつとき
かもしれない。

画像はインターネットから借用
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ジョセフ・ヒコの幕末維新
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井上脩身
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リンカーン編

電信が変えた戦争の形

写真は特に記載なき場合はウイキペディアより
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江戸時代の終わりごろ太平洋上で漂流し、救われてアメリカに渡
った後、数奇な運命をたどったジョセフ・ヒコ。彼を語るうえで避
けて通れないのはリンカーン大統領に直接会ったことだ。奴隷解放
宣言をしたことで世界史に名をとどめ、歴代アメリカ大統領の評価
として第１位にランクされるこの大統領に会ったただ一人の日本人
なのである。だがヒコがリンカーンの事績を認識していた気配はな
い。私はヒコの目で幕末維新をとらえようとしているが、リンカー

。ン大統領が幕末維新になんらかの影響を及ぼしたといえるだろうか

私は『彦蔵漂流記 （海外渡航記叢書４所収、雄松堂）のページを』
何度も繰った。二つの図版に目を留めた。１点は蒸気機関車と電信
線を組みにして描かれた図、他の１点は合戦図だ。前者の図で、な

ぜ列車と電信がワンセットなのだろうと考えていて、ペリーが横浜で日米和親条約（１８５４
年）を結んだとき、幕府に４分の１の大きさの蒸気機関車とモールス電信機を贈ったことが頭
に浮かんだ。ペリーはアメリカの近代化の象徴として、この二つをあえて日本に見せつけたに
相違ない。では合戦図は何を意味するのか。ヒコは南北戦争に遭遇している。アメリカを二分
したこの戦争はリンカーンが大統領に就任するとともに勃発し、北軍勝利に終わった直後に暗
殺されている。
私の頭の中でヒコがかいた二つの図が重なった。リンカーン大統領は北軍（合衆国軍）を有

利に展開させるために鉄道と電信を駆使したのではないのか。もしそうであるなら、結果とし
て明治維新後の戦争のモデルになったのではないか。歴史には門外漢の私だが、自分なりに検
証してみようと思った。

リンカーン大統領写真：
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ペリーの贈り物

ペリーが幕府に贈っ
た蒸気機関車と電信機
について、ペリー側の
資料である『ペリー提
督日本遠征記 （宮崎』
濤子監訳、角川ソフィ

） 。ア文庫 でみてみよう
「日本の労働者たちは
悪天候から荷を守るた
め小屋を建て、小型機
関車の円周軌道を敷設
するため平坦な土地を
選定し、電線をはるた
め柱を持ってきて立て
てくれた」と記録して
いる。幕府役人は蒸気
機関車と電信機に強く
関心をもち、その設置

の支援、協力を惜しまなかったのだ。
まず蒸気機関車 「小型蒸気機関車、客車、炭水車を。

そろえた鉄道も （役人の）興味をそそる点ではひけを、
とらなかった」という 「客車はきわめて細工を凝らし。
たものだったが、小さいので六歳の子供を乗せるのがや
っとだった」にもかかわらず「日本人はなんとしても乗

（ ） 」。ってみないと気がすまず 略 屋根の上にまたがった
「威儀を正した大官が、丸い軌道の上を時速２０マイル
（約３２キロ）の速度で、ゆったりと長衣を風でひらひ

らさせながらぐるぐる回っている姿は少なからず滑稽な
見もの」だった。そして「屋根の縁をしっかりつかんで
必死にしがみつき、あまりのおもしろさに歯をむきだし
て笑ったり、かがめた身体をひきつるように震わせて、
臆病笑いを浮かべたりしている役人を乗せて、汽車が円

、 、周軌道を突進するのを見ていると この汽車が動くのは
煙を吐きながら苦もなく作動している機関車の力という
よりは、苦闘する大官の馬鹿力のせいではないかと思え
てくる」とつづっている。
遊園地の子供用のような機関車に乗ってはしゃぐ幕府

役人を小馬鹿にしたレポートだ。ペリー艦隊がいかに日
本を見下していたかを示している。このような態度では
攘夷の嵐が巻き起こり、幕府を腰ぬけとなじる声がわっ
とわき上がったのも当然であろう。だが、初めて遊園地
で小型列車に乗って歓声をあげた幼少時を思い出せば、
幕府役人の気持ちもわからないではない。西洋文明から
閉ざされていた幕末日本の笑うに笑えない現実であっ
た。
一方、電信機 「 米側の技師の）指導で電信装置が間。（

もなく稼働するようになり、電線が１マイル（約１・６
キロ）ほどまっしぐらに張り渡され、その一端は条約館
に、他の一端はとくにこの目的のために設けられた建物
にあった 。そして両端にいる技術者の間で通信が開始」
されると 「日本人は強烈な好奇心をもって操作法に注、
目し、一瞬のうちに伝言が英語、オランダ語、日本語で
建物から建物に伝わるのを見て、びっくり仰天した。毎
日毎日、役人や大勢の人々が集まってきて、技手に電信
機を動かしてくれるよう熱心に頼み、伝言の発信と受信
を飽くことなく注視していた 。」

「 」（『 』 ）写真 ヒコが描いた 蒸気車とテレグラフ 漂流記餘話 より
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電信機については、蒸気機関車と接した役人の無邪気
さとは違って、知的好奇心を最大限働かせたようだ。こ
の好奇心がやがて産業発展の導火線になる。

ここで蒸気機関車と
電信機の誕生からペリ
ーが来航する１９世紀
半ばまでのアメリカで
の沿革にふれておきた
い。

蒸気機関車は１８０
２年、リチャード・ト
レビシックが台車に蒸
気機関を載せてつくっ
たのが始まりとされて
いる。１８１４年、ジ
ョージ・スチーブンソ
ンが実用的な蒸気機関
車を製作、時速６・４
キロで上り坂を３０ト
ンの石炭を運ぶことに
成功。翌年、アメリカ
・ニュージャージー州
のジョン・スチーブン
スが蒸気鉄道の導入を
提唱し、１８２５年、
自宅の庭に線路を敷
き、自作の蒸気機関車
を時速１９キロで走ら
せた。これがアメリカ

で最初に走った蒸気機関車だ。これを機にアメリカでも
鉄道への関心が高まり、１８５０年ころにはニューイン

、 、グランド約４１５０キロ 大西洋岸北部約４３５０キロ
五大湖周辺東部１６３０キロなど、アメリカ北部を中心

ペリーから贈られた小型蒸気機関車と電信（遠くに電信線が見える （ ペリー提督日本遠征記』より））『
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に鉄道が敷設され、総延長は約１万３７００キロにのぼ
った。
鉄道に比べて電信は歴史が新しく、１８３７年にモー

ルスが電信機を発明。４４年にモールス符号を発表し、
ワシントン―ボルティモア間６４キロの間で電信線がは
られた。同年５月、初めて通信に成功。そのときのメッ
セージは「神は何を為し給いしか」だったという。

『 、 』中野明氏は サムライ ＩＴに遭う――幕末通信事始
（ＮＴＴ出版）の中で、モールスが開発した電信方式を
細かく検証している。いささか専門的になるので紹介は
省くが、同書によると電信ネットワークはアメリカ全土
に普及、ペリーが２度目に来航した１８５４年には総延
長距離は６万６０００キロに及んでいた。中島氏は「ペ
リーが持ち込んだ電信は、当時、アメリカでサービスさ
れていた電信のコピーを縮小サイズにしたものであろ
う」と推測する。
では日本側は電信をどう記録していたのだろう。記録

をとどめたものに「亜墨理駕船渡来日記 「亜米利加船」、
」「 」「 （ ）」渡来日記 亜美理駕船渡来日記 神奈川日記 写し

の四つの史料がある。このうち「亜墨理駕船渡来日記」
は、幕府役人の日記を神奈川・石川郷の名主、石川和輔
が筆写したもので「石川本」と呼ばれ、以下のように書
き留めている。
テレカラフの仕掛けは、応接場の北の方へ５町ほどの

所に杉の柱をだいたい２０間間隔で立て、場所の都合に
より少々西の方へ折れ曲って、あと４町ほど同様の要領
で杉を立てた。柱の上にギヤマンの壺を置き、針金をそ
の柱の壺ごとに一つ一つ巻き付けた。柱の最後は洲干弁

、 、天前の吉左衛門という人物の庭に 少し太い柱を立てて
、 。その柱の上に針金をとめて 下の方に引き下げてあった

針金の余りは土の中に埋めてあった。座敷に別の仕掛け
があり、仕出し料理やのムカデ台に似たものが置いてあ
った。ムカデ台の下にギヤマンの壺が七つあって、中に
酒の色の水が八分目ほど入っている。壺の口からは細い
針金が一つ一つ出ていて、針金の元は土の中から出た針
金と結び合わさり、ムカデ台の中央の時計のような物に
至っている （口語約は中野氏）。
ペリー艦隊のレポーターがいうように、好奇心あふれ

る幕府役人は実に細かくメモをした。だが、それぞれの
パーツがどのような働きをしているのかはわからなかっ
たに違いない。
石川本を読み解くとこうだ。応接場（条約館）の９町

（約１キロ）の間に２０間（約３６メートル）間隔で杉
、 。柱を立て それぞれのガラス製碍子に電線を巻きつけた

電線の端は地中に埋められた銅板につながっている。ム
カデ台のような電池が吉左衛門の座敷におかれていた。

同書によると、条約館側から「ＪＥＤＯ （江戸）を」
―‐―‐（Ｊ 、‐（Ｅ 、―‐‐（Ｄ 、‐ （Ｏ）と打） ） ） -
電すると、ＹＯＫＯＨＡＭＡ（横浜）と打ち返してきた
という。

「アメリカの電信がもつ特徴は、横浜の電信にも色濃く
受け継がれていたはず」と中野氏はいう。実際に文明開
花のなかでどのように電信が使われたのかは追って考察
したい。

さてヒコである。前回（ラピス２０１８春号、ジョセ
フ・ヒコの幕末維新①＝中浜万次郎編）の中で、ペリー
の最初の来航の１カ月後の１９５３年７月、ニューヨー
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クのホテル
で税関長の
サンダース
が自宅に電

、報を打った
と述べた。
「２０分く
らいで返事
がくる」と
サンダース
がいった通

り、間もなく自宅から返事が届き「電報の手紙が鳥より
速く飛べるとは」とヒコが驚いたこともふれた。
電信そのものを最初に見た日本人はおそらく中浜万次

郎だろう。万次郎が帰国後、土佐で語った話をまとめた
『漂客談奇』の中にテレカラーフ（電信）の図が載って
いるのだ。図には数本の電信柱と電線が描かれ「書状ヲ
鍼金（はりがね）ニ付継場々々ヘ飛ス図」と説明がつけ
られている（中濱博『中濱万次郎――「アメリカ」を初
めて伝えた日本人――』冨山房 。サンフランシスコか）
その周辺で見た電線を描いたと思われる。
実際に電信を利用しているのを目撃した最初の日本人

はヒコであろう ペリーが電信デモンストレーション １。 （
９５４年３月）をした８カ月前のことだった。
このときの様子を『彦蔵漂流記』には次のように記し

ている。
この旅籠屋（ホテル）の住人はテレカラフを職業とし

ていた。サンダースが私にいうには、この町から自分の
生国まで日本の里数でおよそ百里へだたっているが、明
日帰宅するということを下の家にゆき道具仕掛けで知ら

せてやれば、日本の時間の八分時の一で音信が通じ、そ
の返事がくるという。その速やかなことを信じられなか
ったけれども、共に下の家に行ってみるとしばらくして
返事があった （略）後に究理学を学びかつその仕掛け。
を見れば、空中のエレキ銅線を伝えれば、やりとりは一
瞬の間にできるのである （略）翌日ブロクフェン（ブ。
ルックリン）から蒸気車にのった。蒸気車はすごく早く
走るという話はかねて聞いていたが、今日はじめて体験
した （略）蒸気車の内に乗っていて近い田畑で耕作し。
ている農民などを見ていると、飛ぶ鳥のようで、はっき
りと見とどけることができないけれども、車の動揺はは
げしくなく少しの書き物ならできる程であった。
鳥より速く伝わる電信と飛ぶ鳥のような蒸気機関車。

ヒコが鉄道と電信をワンセットで図にしようと考えた理
由が以上で了解できるだろう。ヒコにとってこの二つは
アメリカで遭遇した異文化の象徴だったのだ。
では その図にヒコは何をかいたのだろう 以下は 漂、 。 『

流記』の中の「蒸気車・テレグラフ図」である。
蒸気車図は貨車を蒸気機関車が黒い煙を吐いて牽引し

ている様子を描いたものだ。貨車の屋根には十人ほどの
人たちが立ちあがって手を振っている 「蒸気車は旅人。
の荷物をたくさん積み込み、人を乗せて極めて速く走ら
せば、一ツ時（２時間）に６０里行くというが、そのよ
うにすれば事故があるため政府は２５里を限度と定めて
いる」との説明がついている。

写真： ペリーから贈られたエンボッシングモールス電信機
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一方テレグラフの図では電信柱にはられた２本の電線
が描かれている。電線の下では馬に乗った男たちが何か
の指示をしているように見える 「鋼（銅線）を引くと。
きは、テレグラフの銅線をこちらの言葉をどこへでも伝
える。その速やかなことは、一ツ時に５、６０里の遠く
に達する」と注釈を加えている。文法的誤りや誤字があ
る文章だが、図は電線を引いている様子を表しているよ
うだ。

第一次世界大戦の先駆

『彦蔵漂流記』にみえる合戦図はどのような戦いを表し
ているのだろうか。図には「予一度メキシコと亜国の合
戦を遠望――」との注釈をつけて「米西戦争図の説明」
としている。アメリカとスペインの間のいわゆる米西戦
争は１８９８年に起きた戦争だ。ヒコはこの前年に亡く
なっており、遠望できるはずはない。では注釈通り、ア
メリカがメキシコと戦ったいわゆる米墨戦争か、となる
とそれも否定せざるを得ない。同戦争が起きた１８４６
～４８年はヒコが９～１１歳のときだ。生地の播州にい
た。では、この合戦はいつどこで目撃したのだろうか。

注釈ではヒコは次のように記している （口語訳は同。
書より）
私は一度メキシコとアメリカの合戦を遠望し、また大

。 、砲を打ち合う軍艦の中にいたことがある 戦を始める前
兵卒の顔色は土のようになり、一度大砲を発すると顔色
はなおり、勢いが猛くなって恐怖の色はなくなる。その
場におれば、われを忘れて弾丸をはこぶ心になり、日頃

思っているほど恐ろしいものではない。しかし国のため
の合戦ほど悪いものはない。一度敗北すると国力はよわ
まり、人一代では元に復することは困難である。また勝
った方も人命を損じ、宝を費やし、末代までも怨みをの
こすのである。

ヒコが最初にサンフランシスコに上陸したのは１８５
１年。５２年に帰国のために香港に向かった後、同年に
再び渡米。５８年に日本に帰国し、６１年、三度目の渡
米をし、翌年帰国している。この間、アメリカで行われ
た戦争は１８６１～６５年の南北戦争しか見当たらな
い。あるいはメキシコとの戦争の終結後も小競り合いが
あったのかもしれないが、メキシコとの国境線付近にヒ
コが行ったという記録はない。ヒコの注釈通り、合戦の
様子を軍艦の中から遠望したのであれば、この合戦は海
の近くで行われたのであろう。

南北戦争の主たる戦場は中部大西洋岸のバージニア州
だ。この海岸沿いに北に進むと、アメリカ滞在中に世話
になったサンダースの家があるボルティモアの港に行け
る。ヒコが何度かサンダース家に足を運んでいることか
ら、ボルティモアに向かう船の中から南北戦争の一コマ
を遠望した可能性を否定できない。とはいえ実際に軍艦
に乗ったという点に疑問が残る。ヒコがほぼ制海権を握
っていた北軍の軍艦に乗れる地位や立場にはなく、ヒコ
の自伝にもその記述はない。ヒコは米英仏蘭４カ国が長
州を攻めたとき、軍艦に乗っている。そのときの記憶と
混同している疑いは捨てきれないが、図には十人ほどの
騎兵が描かれており、いわゆる四カ国戦争でないことは
明らかだ。
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という次第で断定はできないが、ここでは南北戦争に
しぼってヒコの動向を探ってみたい。
まず南北戦争を概観する。
アメリカは１７８０年の独立戦争後、南部では綿花栽

培を中心にプランテー
ション農業が拡大し、
その労働力としての黒
人奴隷が独立時の５０
万人から１８２０年に
１５０万人、１８６０
年には４００万人と、
８０年間で８倍に増え
た。一方、北部では紡
績業を中心に産業が発
展し、ヨーロッパから
の移民労働者が増え
た。この結果、都市の
人口が急増。サムエル
・モリソン著『アメリ
カの歴史 （集英社文』
庫）によると、ニュー
ヨーク、フィラデルフ
ィア、ボルティモア、
ボストンの人口の合計
が１８２０年の３４万
人から１８５０年には
１１６万人に増えた。
ひとことでいうなら
ば、南部では黒人労働
者が、北部では一般労

働者が急カーブで増えたのだ。
ここで挙げた１８２０年に 「北緯３６度３０分以北、

」 「 」の西部地区には奴隷制を認めない との ミズーリ妥協
が南北間で成立している。この妥協によって、奴隷制を

ヒコが描いた合戦図（ 漂流記』より）『
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合法とする南部の奴隷州と、奴隷制を禁じる北部自由州
が並立することとなった。
ところが先にふれたメキシコとの戦争に勝利し、カリ

フォルニアがアメリカの領土となったため、新しい州に
も奴隷制を認めるかどうかをめぐって、南北間で激しく
対立するようになった。１８６０年１１月の大統領選で
奴隷制の拡大に反対していたエイブラハム・リンカーン
が当選したことから、南部は態度を硬化。１２月にサウ
スカロライナ州が合衆国からの脱退を宣言したのを皮切
りに、ミシシッピ州、フロリダ州、アラバマ州、ジョー
ジア州、ルイジアナ州、テキサス州が脱退を決め、この
７州でアメリカ連合国を結成。首都をアラバマ州のモン
ゴメリーに置き、ジェファーソン・デイヴィスが大統領
になった。

６１年３月４日、リンカーンが合衆国大統領に就任す
ると、４月１２日、南軍が合衆国のサムター要塞（サウ
スカロライナ州チャールストン）を砲撃して戦端が開か
れ、バージニア州、アーカンソー州、テネシー州、ノー
スカロライナ州も連合国に合流。連合国の首都はバージ
ニア州のリッチモンドに移された。一方、奴隷州の中の
デラウェア州、ケンタッキー州、メリーランド州、ミズ
ーリ州、バージニア州西部（後に独立してウェストバー
ジニア州）は合衆国に残り、国を二分する内戦の様相と
なった。
合衆国の首都ワシントンと南部の首都リッチモンドは

１６０キロしか離れていず、この間で南北両軍が激突し
た。北軍は早期決着を図って６１年７月、７万５０００

（ ）人を動員してバージニアに侵攻 第一次ブルランの戦い
した。前掲の『アメリカの歴史』によると、新式の円錐
形ミニエ式銃弾が使用され、北軍だけも８０種類以上の
小銃が用いられるなど、火力はメキシコ戦争当時の２倍
になった。
この戦いで南軍が激しく抵抗し、北軍の作戦は頓挫、

長期戦が必至となった。１８６２年３月、北軍司令官マ
クレランが率いる１１万人のポトマック軍がリッチモン

（ ）。ド南東に上陸してリッチモンドに肉薄 七日間の戦い
南軍の北バージニア軍は２万６００人の死傷者が出た
が、北軍も１万５８００人が死傷。結局北軍は退却を余
儀なくされた。この戦いに並行して行われたバージニア
侵攻（第二次ブルランの戦い）でも、南軍を統率するリ
ー将軍の巧妙な作戦の前で北軍は敗北。メリーランドへ
の侵攻（アンティータムの戦い）でも後退するはめに陥
った。
こうしたなか、リンカーンは６２年９月、奴隷解放予

奴隷解放宣言を起草するリンカーン大統領ら閣僚（ リンカーン』より『
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備布告を発布した 「１８６３年１月１日に、合衆国に。
謀反の状態にある州のすべての奴隷が永久に自由を与え
られる」というものだ 「この布告はアメリカの歴史の。
上で、他のいかなる出来事にも見られないほど革命的な
人間関係を作りだすもの」とサムエル・モリソンは高く
評価している。リンカーンは以降奴隷解放に対する戦い
であることを大義名分に掲げた。
南軍のリー将軍はひるまず１８６３年７月、北部侵攻

に打ってでた。ボルティモア北西のゲティスバーグで、
北軍の中央を突破する死闘を繰り広げたが、総じて北軍
が優勢に展開した。同年１１月１９日、リンカーンはゲ
ティスバーグの戦場につくられた国有墓地でゲティスバ

ーグ演説として後世に名を残す演説を行った 「われわ。
れの前に残された大事業」は「これら戦死者の死をむだ
に終わらしめさせないように、われらがここで堅く決心
するため、またこの国家をして、神のもとに、新しく自

、 、 、由の誕生をなさしめるため そして人民の 人民による
人民のための政治を地上から絶滅させないためでありま
す （高木八尺、斎藤光訳『リンカーン演説集』岩波文」
庫）と高らかにうたいあげた。それほどにゲティスバー
グではおびただしい戦死者が生みだされたのだ。
以上は東部戦線といわれる戦いである。これに対しア

メリカ東部を南北に貫くアパラチア山脈以西の戦いを西
部戦線という。１８６１年８月、ミズーリ州スプリング
フィールドの北軍と南軍側のミズーリ州兵との間の戦い
で南軍側が勝利したものの、６２年２月、テネシー州ド
ネルソン砦の戦いで南軍の大部隊が降服。４月、同州シ
ャイローの戦いで再び北軍が勝利し、ミシシッピ川の要
衝の都市メンフィスを占領。ささらに軍艦によるメキシ
コ湾からの侵攻でルイジアナ州のニューオーリンズを陥
落させた。ミシシッピ川では東西の交通の要で、難攻不
落といわれたビックスバーグ要塞（ミシシッピ州）を南
軍が確保していたが、北軍は６２年５月から７月にかけ

、 。 、ての血みどろの戦いのすえ 同要塞を攻略 同年１１月
テネシー州チャタヌーガの戦いに勝利した。
１８６４年３月、北軍の総指令官にグラントが就任。

その指揮権を引き継いだシャーマンが５月、ジョージア
州のアトランタを、６５年２月にはサウスカロライナ州
の海港都市チャールストンをそれぞれ陥落させた。同年
３月、北軍は最後の攻勢としてバージニア州のアポマト
ックス方面作戦を展開。４月３日、南軍はリッチモンド
から撤退し、４月９日、リー将軍が降服、南北戦争は事

奴隷解放宣言をするリンカーン大統領（ リンカーン』より）『
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実上終了した。
アトマトックスで行われたグラントとリー両将軍の会

見で、グラントは「武器と資材を明け渡す」ことなどの
降服の条件を書き記したあと、将校が腰につけている武
器の携行を許した。小銃は戦争のための兵器として武装
解除の対象だが、ピストルは自己保身の武器だから持つ

ことは認める、ということであろうか。
、 。動員兵力は北軍１５６万人 南軍は９０万人に及んだ

戦死者は北軍３６万４５１１人。南軍の公式戦死者数は
ないが司令官報告に１３万３８２１人という数字がある
ことから両軍合わせて５０万人はくだらず、６２万人と
いうデータもある。負傷者は５０万人近くに上る。

北軍のキャンプを視察するリンカーン大統領（ リンカーン』より）『

95



当時のアメリカの人口は３０００万人といわれ、日本
と大きく変わらない。西南戦争の死者が政府軍、西郷軍
合わせて１万２０００人だったことに比べると、けた違
いに壮絶な戦いであった。
『アメリカの歴史』は重要な新しい戦術的発明として、
海軍では装鋼艦と潜水艦、それに浅い海での防衛用の機
雷を挙げる。とくに機雷については、これに触れて沈没
したり大破した軍艦は４０隻にのぼった。陸上では野戦
の塹壕のほか、気球による上空からの偵察などが行われ
た。同書は「第一次世界大戦の先駆をなした」という。
死者６０万人という数字をみると、サムエル・モリソン
の分析は大いにうなずける。
もうひとつ見逃せないのは肉親が南北に分かれて争っ

たことだ。リンカーン大統領夫人メアリーの兄弟３人は
南軍に投じて戦死。連合国（南軍）のデーヴィス大統領

夫人の親戚に北軍で戦った者がおり、リー将軍のいとこ
は北軍側の海軍を指揮した。おそらく名もない兵士たち
の兄弟では、こうした例は枚挙にいとまがなかっただろ
う。

まるで保元・平治の乱のような身内の間の骨肉の争
い。内戦なればこそであろう。その一方で『アメリカの
歴史』が指摘するように、第一次世界大戦の先駆的戦い
ともいえる近代戦争が展開されたのだから、量的にも血
で血を洗う戦いになったのだ。

ヒコがどこかで遠望したならば 「人命を損じ、宝を、
費やし、末代までも怨みをのこす」戦争という近代史の
負の一面を目にしたことになる。

電信駆使の大統領

南北戦争にリンカーン大統領はどのようにかかわった
のだろうか。奴隷解放宣言をするような人権派政治家な
のだから、戦争を嫌ったにちがいない、と私は思ってい
た。実際、リンカーンは元はイリニイ州の弁護士。政界
に打って出たものの軍事はしろうとだ。だが調べてみる
とリンカーンは軍事作戦にのめりこみ、勝利に向けてあ
くなき執念の火を燃やし続けたという意外な一面が浮か
び上がった。
戦争が始まる前、すでに鉄道と電信の延伸がかなり進

んでいたことはふれた。どうやら両者は車の両輪のよう
な形で敷設されたようである。モールスがワシントン―
ボルティモア間に電信実験をした際、ボルティモア側の
受信場所がアメリカ最初の長距離鉄道であるボルティモ
ア・オハイオ鉄道の本社だったことがこのことを象徴的

ゲティスバーグの戦い（ リンカーン』より）『
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に示している。
内田義雄氏の『戦争

指揮官リンカーン――
アメリカ大統領の戦
争 （文春新書）によ』
ると、当時鉄道は単線
であるためたびたび事
故が発生。鉄道が延び
るに従い、列車が運行
通り動いているかどう
かの掌握、管理が大き
な課題になっていた。
ひとつの列車に運行上
の支障が起きれば、対
向する列車と正面衝突
が起きる危険性が高く

なるからだ。この対策としてモールス信号による電信が
有効とわかり、鉄道会社はただちに採用した。こうして
鉄道線路に沿って電信柱が立てられ、電信線が延びた。
駅には必ずモールス信号を打てる駅員がいて、列車の到
着、出発の連絡をしたという。
南北戦争が始まると、鉄道は部隊や兵器、食糧の輸送

手段として利用された。産業が発展しつつあった北部だ
けでなく南部の軍隊も鉄道を最大限利用した。マーガレ
ット・ミッチェルは名作『風と共に去りぬ （鴻巣友季』
子訳、新潮文庫）の中で、アトランタについて「鉄道の
便ゆえ商業取り引きの交差点となっていた」とし 「戦、
場の軍隊に支給する食糧と物資を集積する南部の主要駅
のひとつとなって、戦時の需要をこたえていた」と書い
ている。もし鉄道がなければ南北双方合わせて２４６万

人もの兵員の食糧補給は不可能だっただろう。
すべて戦争は司令官と前線の指揮官との通信によって

展開されるといって過言でない。南北戦争以前、司令官
の伝達は早馬による伝令だった。南北戦争が始まる５年
前、マイヤーが昼間は信号旗で、夜間は松明による伝達
法を考え、１８５９年、リー大佐（後の南軍の将軍）が
採用。陸軍に信号隊が編成された。すでに述べたように
モールス信号による電信線はかなり延びていたにもかか
わらず、リーという南軍のエースは有効活用しようとは
考えなかったようだ。

、 、これに対し リンカーンが電信に着目していたことが
２０世紀になって陸軍省電信室で働いていた電信師の回
想によって明らかになった。前掲の『戦争指揮官リンカ
ーン』は、コミュニケーションとして当時最先端技術で
あるモールス電信の効能にリンカーンはいち早く気づい
て最大限に利用した、としたうえで「南北戦争にリンカ
ーンがなぜ勝つことができたか。その問いに答える大き
な手がかりが、ここにある」という。
以下は同書のエッセンスである。
モールス電信については、政府が金を出さなかったた

め民間の手によって事業が進められた。１８５６年に設
、 、立されたウェスタン・ユニオン電信会社は北部 中西部

西部内陸部に電信網をもち、南北戦争が始まるころには
西海岸のサンフランシスコまで電信線を延ばし、大陸横
断電信を達成させいていた。おなじころに設立されたサ
ウスウェスタン電信会社はテネシー州、アラバマ州、ル
イジアナ州、テキサス州、アーカンソー州など南部や南
西部に電信網を広げていた。
いち早くモールス電信を活用したのは新聞社だった。

北部には３０００、南部には８００の新聞社があり、合

マーガレット・ミッチェル
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わせて９００万部余りの
発行部数があった。南北
戦争が始まると１５０人
の記者が戦場特派員とし
て前線で取材し、電信に
よって記事を送った。

合衆国陸軍省も電信室
を設置、民間人である電
信士４人を雇用。戦争が
激しくなると１２人に増
やした。

第一次ブルランの戦い
が繰り広げられていた１
８６１年７月２１日、リ
ンカーン大統領とシワー
ド国務長官、チェース財

務長官ら首脳が電信室に集まり、現地からの電信を待ち
うけた。午前１１時半過ぎ、モールス信号のトン・ツー
音が鳴った 「午前１１時２５分、重砲及び消火器の発。
砲激化。マスケット銃の発砲激しさを増す。中尉カーチ
スより 。同中尉からほとんどリアルタイムに打電され」
る現地情報だった。

このように刻々と電信が入る 「午後２時４５分、戦。
闘少々遠方へ 「午後３時３５分、十分前戦闘やむ」と」
いったあんばいだ。電信室はホワイトハウスのほど近く
にあり、陸軍省長官が管轄していた。以後、リンカーン
は足しげく電信室に出向くようになった。
リンカーンは午前１０時から昼過ぎまでホワイトハウ

スを訪れる一般市民と会うことを日課にしていた。その
多くは職探しの陳情だったため嫌気がさし、気分を晴ら

す意味もあって電信室に入り、机の引き出しからファイ
ルされた電文を一番上から読んだという。
陸海軍総司令官でもあるリンカーンは気晴らしだけで

電信室に出入りしたわけではない。北軍のバーニジア軍
が南軍に追い詰められた１８６２年８月２７日、大統領
が自ら現地のハウプト大佐にあてて「ブルラン川に架か
った鉄橋は破壊されたか？」と打電。同大佐から「橋を

、 」 。確保していたが 今は撤退しつつある と返信してきた
翌日、大統領は同大佐に「反乱軍が予想以上に強大で、
彼らは最良の将軍によって指揮されているという情報を
貴官はいかにして知ったか？」と尋ねるなど、一将校に
対するものとは思えない質問を電信で行っている。
軍司令官のマクレランに対しては１８６２年８月２９

日 「全体状況はどうなったか？」と打電。マクレラン、
から「閣下が私に何をしてほしいのか言ってください」
と打ち返してきた。マクレランに対しては９月１０日、
「今どんな様子か？ 、同１５日には「なんとしても反」
乱軍を撃滅されたい」と指示。１０月２５日には「わが
軍の無策ぶりは敵の騎兵部隊を利することになっている
のではないか」と痛烈な電信を打ち、怒ったマクレラン
は「なぜ南軍の騎兵部隊がわが騎兵師団より優秀だとい
うのでしょうか」と返信に憤まんをぶつけている。
ゲティスバーグの戦いでは北軍が優位に立ったことは

すでにふれたが、１８６３年７月４日、リンカーンは戦
勝報告を陸軍省電信室から全国に向けて発信した 「ポ。
トマック軍からの報告は連邦の大義に偉大な勝利を約束
し、多数の勇敢な戦死した兵士にたいして、すべての人
が哀悼の意を表すべき勝利の報告だった」というのがそ
の内容だ。この電信を各地の新聞社が受信して報道。戦
争史上、そしてメディア史上の画期的な電信になった。

サミュエル・モールス
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１８６５年４月９日、リンカーンがリッチモンド視察
を終えてワシントンに戻るとグラント将軍から「リー将
軍降服」の緊急電信が入っていた。
戦争終結後のステーガー電信総監の報告では、軍事用

の電信線が毎日１２～１９キロのスピードで延び、総延
長は１８６１年末までに１８００キロ、６４年末までに
１万４０００キロにのぼった。さらに６２年１月、ワシ
ントンとフォート・モンロー間のチョサピーク湾に１１
０キロの海底ケーブルが敷設された。フォート・モンロ
ーは南部の首都リッチモンドを海から攻める際の前線基
地だ。ワシントンと電信で結ぶことは北軍の戦略上極め
て重要だったのだ。この海底ケーブルは後の大西洋横断
海底ケーブルのモデルになった。
電信が報道に使われたことはすでにふれたが、ドリス

『 』（ 、・カーンズ・グッドワイン著 リンカーン 平岡緑訳
中公文庫）によると、電信自体が報道規制の対象になっ
た。戦争が始まって間なしのころ、最初の死傷者が出た

、 。ことを受け 電信局での報道の検閲が初めて実施された
第６マサチューセッツ連隊の死傷者名簿を打電しようと
電信局に向かった報道記者は、電信局が合衆国ライフル
分隊によって占拠されており、電信を禁じる命令が発せ
られているのを知った。憤慨した記者たちがシワード国
務長官の自邸に押しかけると、同長官は「戦死した、ま
たは負傷した者たちに関する記述を送付すると、国民感
情に影響を及ぼし、和解の障害になる」と述べた。
電信が脆弱な部分を抱えていることも浮き彫りになっ

た。連邦離脱主義者たちがボルティモアに通じる全電信
線を切断、ワシントンを囲む全鉄道も破壊され、ワシン
トンは一時北部との交信の道を断たれて孤立した。電信
は小刀一本で容易に切断されるだけでなく、情報が敵に

漏れる危険性も内蔵していたのだ。実際、敵に漏れると
いう理由で記者の電信使用が妨げられたケースもあっ
た。
このように見ると、南北戦争は奴隷解放の戦いという

表の顔と、電信駆使ハイテク戦争という裏の顔があった
ことがわかる。電信室から日常的に前線の司令と交信し
ていたリンカーン大統領 『戦争司令官リンカーン』は。
「電信の裏に大統領あり」と書いている。良くも悪くも
リンカーンは大統領としてただ者でなかった。

戦争に巻き込まれる

ジョセフ・ヒコに話を戻そう。１８６０年１１月、帰
国した新見豊前守を正使とする遣米使節団と会ったこと
は前回ふれた。このとき、一行を出迎えた神奈川領事代
理のヴァン・リードの通訳を引き受けたヒコだが、実は
この年の２月に、神奈川領事館付き通訳の職を辞してい
た。アメリカ政府の通訳でないことに不満を持っていた
ためで、ヒコはサンフランシスコからやってきた友人と
横浜で貿易商社を興した。このころ横浜の外国人居留地
には清国からの商品が入って来て、貿易港らしくなりつ
つあった。だが、船荷を集める程度にしかならず友人と
の共同を解消、ヒコが独力で事業を継続した。そんな折
りに桜田門外の変が起き、攘夷の暴風が吹き荒れ始めた
ことも前号で触れた。
６１年になると、神奈川や横浜の役人から「身辺に注

意を」との警告を受け 「東海道に馬で乗り出すことが、
ないように」とか「居留地から絶対に遠くにいかないよ
うに」などと、こまごまと指示されるようになった。一
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方、ヒコ自身、神奈川の合衆国海軍倉庫管理官の地位を
得たいとの希望をもっていた。こうした事情からヒコは
またもアメリカに渡ることを決意。９月１７日、横浜を
出港、１０月１６日にサンフランシスコに着いた。
サンフランシスコで以前の雇い主のＴ・Ｇケアリーに

アメリカに来た目的を話すと、ケアリーが「それならワ
シントンに行った方がよい」と、サンフランシスコの銀
行家らの署名をつけて、海軍長官あての「アメリカ政府
に奉公するうえで、日本の役人と同列に立てる職を得さ
せてほしい」との請願書を書いてくれた。
こうしたなか、ヒコはアメリカの南部諸州が連合国を

結成し、合衆国側の北軍と戦争状態になっていることを
知った。友人から経済力は北部が勝っているが、将校は
南軍の方が優秀と聞いており、どちらが勝つか即断でき

。 、ない状況だ 戦争は長期化の様相を呈していることから

ヒコは急ぎワシントンに行くことにした。
ヒコはパナマまでの船便をつかまえ、地峡部を汽車で

横断、ニューヨーク行きの汽船、チュンピオン号に乗っ
た。南北戦争は激しさを増していた。カリブ海に浮かぶ
セント・ドミンゴ島にさしかかったとき、右舷方向に１
隻の気船が進んでいた。この海域は南部軍の武装商船が
出没しており、船長は危険を察知、全速力で北進した。
気船は船長が直感した通り、南軍の武装商船だった。追
跡してきたが、スピードに勝るチャンピオン号は逃げき
った。
１２月１６日、ニューヨーク港に到着。水先案内人が

新聞の束を抱えて甲板にあがってきた。カリブ海での出
来事があっただけに、戦争を肌で感じていた乗客たちは
むさぶるように新聞を読んだ 「ポトマック河畔のわが。

、 」「 」「 、部隊 近く行動開始か 大会戦迫る 南部軍兵力十万
ワシントンに進軍中」などの見出しが躍っている。なか
でも「イギリス政府は北部軍にメーソン、スライデルの
引き渡しを正式要求」という記事が注目された。
「メーソン、スライデル問題」というのは、南部連合の
外交使節メーソンとスライデルの両上院議員が乗ったイ
ギリスの郵便船に合衆国軍艦サン・ジャシントン号が乗
り付け、二人とそれぞれの秘書を連れ去った事件。彼ら
は連邦の要塞に監禁された。イギリスは英国国旗への侮
辱と受け取り、ロンドンの新聞は「合衆国が謝罪しない
なら開戦すべきだ」と大きく報道。北部の人たちはイギ
リスを敵に回すことを恐れた。リンカーン大統領がイギ
リスに屈することの影響を心配していたところ、シアー

「（ ） 」 、ド国務長官が 秘書を含む ４人を釈放する と発表
、 （『 』）。ただちに実行され 事件は落着した アメリカの歴史

ヒコらがニューヨークに着いたとき、事件はまだ決着

ヴァン・リードとヒコ（右 （ ヒコの生涯と新聞史』より））『
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していなかった。イギリスが南軍に加担すると合衆国軍
、 。はイギリス軍と南軍との挟み撃ちにあい 敗北は必至だ

その報道に乗客たちはおびえた。ヒコも前途に不安を覚
えたにちがいない。
翌々日、ヒコはケアリーの母がいるボストンに向かっ

た。彼女はケアリーの義兄であるアガシス教授を紹介し
くれた。１２月３１日に同教授に会うと、シワード国務
長官や有力な上院議員への手紙を書いてくれた。くだけ
た文面から教授は国務長官と親しい間柄であるとヒコは
感じた。
６２年１月初旬、ヒコはボルティモアのサンダースを

訪ねた。サンダースは自分の息子がきたかのように喜ん
で迎えてくれた。アメリカに来た目的を話すと、一緒に
ワシントンに出かけて、上院議員のレイサムに会い、彼
にひと肌脱いでもらおうといってくれた。
翌日、ボルティモアからワシントンに向かった。車窓

から見ると、切れ目なくテントが並んでいた。テントの
周りにいるのは新兵ばかり、とヒコには見えた。滝のよ
うな雨が降り続いたかと思うと、氷雨になったりと陰々
とした空の下、秋の豪雨にさらされたひな鳥のようだ、
とヒコは思った。ワシントンに着くと、地方から大勢の

。 。人々がやってきていた 南北両軍の衝突を見にきたのだ
町は戒厳令が敷かれていた。
ホテルは制服の将校で満員。食堂は金筋入りの軍帽、

肩章、金ボタンがうごめいていた。人々が口にする言葉
といえば 「大勢が殺された」とか「南軍がどこそこを、
占領している」といった殺伐とした話ばかりだった。
レイサム議員に会うと、一緒に海軍長官に会ってくれ

ることになった。海軍長官は「戦争中なので東洋の兵站
部は一人も増員できない とつれない返事をしたあと シ」 「

ワード長官に会ってはどうか」と言ってくれた。レイサ
ムに促されて国務省にシワード長官を訪ねた。倉庫管理
官への紹介状を読んだシワードは 「神奈川領事館に正、
式の通訳官を置くことになった。通訳官になってはどう
か」と勧めてくれた。通訳官は国務省管轄下の官職。ヒ
コは長官に感謝の言葉を述べた。
ボルティモアに戻って知人宅にいたとき、一人の憲兵

中尉が家に入って来て 「憲兵隊まで同道ねがう」とヒ、
コを連行した。憲兵隊に着くと、暖炉のそばにいた大尉
が「捜していた男だ。２階に連れていけ」と命じた。大

「 」 、尉に旅券を見せて 誰か他人との間違いだ と言ったが
大尉は「ワシントンから逮捕を命じる電報がきている」
と容赦なかった。
連れて行かれたのは片隅にベンチが数脚あるだけの汚

い部屋だった。やがて中尉がやってきて「下におりろ」
という。ヒコの友人が大尉や憲兵司令と話をつけてくれ
たというのだ。１階におりると友人がいた。２万５００
０ドルの保証金を出してくれたので解放されたとヒコは
知った。
ことの次第はこうだ。南軍の将校が北部の首都に攻撃

を仕掛けるために偵察をしている、との情報が流れてい
た。この将校の古い写真を手に尾行していた探偵がヒコ
を「こいつだ」と思い込んだことから逮捕されたのだっ
た。大尉は「逮捕したのは間違いとわかった」といい、
保証金を返却したうえ、使者をヒコの元にやって陳謝し
た。
サンダースの家に「神奈川領事館通訳官」という正式

辞令が届いていた。３月１２日、帰国のあいさつのため
シワード長官を訪ねると、長官は「我が合衆国のタイク
ンに会わないで帰国する手はない」といった。このひと
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言で、日本人が初めてリンカーン大統領に会うという歴
史的瞬間を迎えることとなった。
この模様をヒコは『アメリカ彦蔵自伝』のなかで、次

のように書いている。
「さあ。ヒコさん、行こう 。シワードはそう言って部」
屋を出た。裏庭に入るとシワード氏は私の腕をとり、そ
こを横切って大統領官邸に引っぱって行った。歩きなが
らシワードは言った。
「今日は閣議のある日だが、君を、われらの偉大にして
善良なる人物に会わずに出発させるわけにはいかん」
こうしてヒコはリンカーン大統領に会うことになっ

た。
『リンカーン』に掲載されている南北戦争当時のワシン
トン中心街の地図によると、ホワイトハウスのすぐ西に
陸軍省、東に財務省と国務省が並んでいる。国務省のす
ぐ北にシワード長官の家がある。ヒコがシワードに会っ
たのが自邸なのか国務省なのかは伝記からはわからな
い。以前、シワードに国務省で会っていることから、こ
のときも国務省の長官室に訪ねたと考えるべきだろう。
国務省の裏庭がどのスペースを指しているのかわからな
い。国務省の裏はホワイトハウスとは反対方向だ。そこ
を横切るって大統領官邸に引っぱって行かれた、という
のだから、むしろ国務省の前の庭を通ってホワイトハウ
ス正面玄関に向かったのではないだろうか。
ヒコはすでに２回、ホワイトハウスに入っている。正

面か裏かくらいはわかっているはずだが、緊張していた
せいで記憶があやしげになっていたのかもしれない。

リンカーン大統領に面会

『アメリカ彦蔵自伝』によるリンカーン面会幕をつづけ
る。
シワード国務長官とヒコが大統領室に入ると、大統領

は肘掛け椅子に腰を掛けていた。そっくりかえり、両足
首を組み重ねて前の机の上に投げ出し、眼鏡を額までず
りあげていた。彼はすぐ近くにすわっている一人の陸軍
将校の話をじっくり聞いていた。その将校は、たくさん
の書類を手に持ち、自分の机の隅には、もっとたくさん
の書類を置いていた。部屋に入るときに大統領は私たち
に目をやった。シーワド氏は私に椅子を示し、それに腰
をおろせと言った。彼自身は、テーブルのところに行っ
て、新聞をとりあげて読みだした。
私（ヒコ）は部屋を見わたし、将校が大統領にしゃべ

っているのをきいていた。将校の立て板に水の弁舌の大
体から察すると、この男は騎兵大佐で、突然上司からク
ビにされたらしい。彼はこれを不当と考え、大統領の口
ききで復職させていただきたいと言うのであった。
（略）
この男がいなくなった後、大統領は腰をあげてこちら

へやって来たので、私たちも席を立ち上がった。
「 、 」 、 。シーワド君 こんにちは と言って 相手と握手した
そこでシーワドは言った。
「私の友人で、日本人のヒコ氏を紹介したいと思います
が」
大統領は大きな手をさしのべて、日本のような遠いと

ころからよく来てくれましたね、と言った。彼は私と、
まごころのこもった握手をかわし、それからアメリカの
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境遇について、数多く
のことを尋ねた。

私たちがしゃべって
いるうちに、財務長官
が入って来た。それか
ら海軍長官もやって来
た。そこで私は、大統
領にどうも任官ありが
とうございましたとお
礼を述べ、急いでいと
まごいをした。ほかの
人びとにも別れを告
げ、どうぞ無事でとい
うあいさつを受けて退
出した。

大統領は長身痩躯、
手は大きく、黒みがか
った髪には銀髪がまじ

り、わずかばかりの頬ひげをたくわえていたが、口まわ
りはきれいに剃っていた。彼は黒いフロック・コートを
着ていた。きわめてまじめで親切な人間で、接する人び
との誰にも愛され、とくに自分の一統や友人からひどく
愛されていたとのことである。

写真：ヒコが持ち帰った新聞に掲載された大統領候補時代のリン

カーン（ ヒコの生涯と新聞史』より）『

以上の記述によると、リンカーンは「日本のような遠
いところからよく来てくれましたね」と言った後、アメ
リカでの境遇について数多くの質問をしたに過ぎない、

ということになる。歴史的瞬間というには、これではい
かにもさびしい。
『開国逸史――アメリカ彦蔵自序伝』には「大統領は遠
来の紳士に面接するを喜ぶ旨を告げ、大なる手を広げて
親しく握手の礼を賜ひ、日本の状態を問われたり」とあ
る。ヒコが日本の状態をどう答えたかは何ら記されてな
い。もう少し色はつかないものか。手元のヒコをテーマ
にした小説のページを開いた。
中川努『日系米人第一号――アメリカ彦蔵と呼ばれた

男 （現代教養文庫）』
大統領は大きい手をさしのべて、日本のような遠い国

からよく来ましたねと言った。そして、アメリカではど
うしているのかなど、いろいろのことを質問した。
吉村昭『アメリカ彦蔵 （新潮文庫）』
大統領は、大きい掌を出し、

「日本ノヨウナ遠イ地カラ良ク来マシタネ」
と言って、彦蔵の手を握った。優しい眼であった。

（略）
「君ノヨウナ人ガ領事館ニ勤務シテクレルトハ、頼モシ
イ。アメリカノミナラズ、日本ノタメニモ尽力シテ下サ
イ」
リンカーンは、大統領というより優しい農夫のような

感じであった。
山下昌也『ヒコの幕末――漂流民ジョセフ・ヒコの生

涯 （水曜社）』
ヒコはリンカーンに問われるまま、漂流からの話をし

た。リンカーンは、いちいち頷いて聞いていた。ヒコは
任官のお礼を述べた後、さっきシーワド長官から聞いた
大統領の政治理念について質問した。
「人は全て平等とはどういうことでしょうか」
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聖書にそう書いているのは知っている。しかし、ヒコ
が経験したアメリカ社会でも平等とは言い難かった。リ
ンカーンはニコリともせずに答えた。
「それは基本的な権利です。分かりやすく言うと、どん
な人間でも、自分で働いて得たパンは誰にも邪魔されず
に自由に食べることができるということです。その権利
を護るために国家があり、それを実現させるのが政治の
役割なのです。ところが、そのパンを奪われたり、食べ
ることに干渉されたりする人々が現実にいるんだ。今の
戦いもそれを無くすためのものですよ。その責任者とし
て私はいるんだ」
（略）
国民や国家の責任と義務について話は続いていたが、

ほどなく財務長官、海軍長官が打ち合わせのために入っ
てきたのを期に、ヒコはお暇の挨拶をした。
山下氏は想像をたくましくして書いている。確かにこ

れくらいの話をヒコにしてくれていたら、文句なく歴史
的な出来事といえただろう。
『彦蔵漂流記』には漂流から最初の帰国までの記述を中
心とした「漂流記」と、アメリカなどで見た文物を紹介
する「漂流記餘話」からなる。その「漂流記餘話」にア
メリカの大統領制や政治の仕組みに関する記述がある。
アメリカでだれかから聞いたことは間違いない。この内
容についていずれ詳述するつもりだが、リンカーンに会
ったとき、アメリカの政治制度の基本は知っていたと思

。 。われる おそらくサンダースに教えてもらったのだろう
サンダースは税務官というれっきとした合衆国の役人な
のだ。
すでに述べたように、ヒコがリンカーンに面会したの

は１８６２年３月１２日だ。この前日、大統領は戦争令

を発令してマクレランの総司令官としての任務を解いた
ばかりだ。これはどのような意味をもつのだろうか。
『リンカーン』によるとこの年の１月２７日に「一般戦
争命令第一号」を発布し、２月２２日（初代ワシントン
大統領の誕生日）を「合衆国の陸海軍が反乱軍に対して
総攻撃する日」と定めた。これを受けて軍司令官のマク
レランは軍隊をポトマック川の船で輸送し、上陸後リッ
チモンドを目指す作戦を立てた。これに対し、リンカー
ンは陸路を進軍し、南軍をリッチモンドに向けて後退さ
せるという接近戦をとれば首都ワシントンを守ることが
できると考えた。マクレランの迂回作戦ならば南軍はリ
ッチモンドを犠牲にしてワシントンを攻略するかもしれ
ないと懸念したのだ。彼はワシントンが攻略されて、諸
外国が南部連合を承認することを恐れていたのだ。
３月８日、南軍の砲兵中隊が後退し始めたのをみて、

マクレランは絶好機とばかりに敵陣への急襲を命じた。
ところが南軍は全軍挙げてテント、兵糧、武器もろとも
退却。そこには大砲にみせかけて黒色に塗った丸太棒が
残されていただけだった。難攻不落を偽装した要塞を前
に、マクレランは足止めをしていたのだ 「クエーカー。
教徒の大砲」と呼ばれたこのトリックにまんまとひっか

「 」 。かったマクレランは 世界中の笑いもの と嘲笑された
こうした次第でリンカーンはマクレランの総司令官の

任務を解いたのだ。大統領は総司令官ポストを空席のま
まにし、大統領と陸軍長官が総合的な戦略を打ち出すこ
ととした。マクレランを最高幹部から外したことで保守
派が反発することが予想され、リンカーンの判断が正し
いかどうかの瀬戸際だ。リンカーンがことのほか神経を
遣っているときにヒコが面会に訪れたのだ。ヒコの自伝
からは、そうした緊張感がうかがえず、いつものように
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嫌々ながら猟官陳情を受けているようである。
すでに述べたようにリンカーンは午前中、職を求める

市民と会い、午後、電信室で気晴らしをしている。シワ
ード国務長官は当然そのことを知っていたので、ヒコを
連れていったのは午前中だろう。すでに領事館通訳とい
う職を得ていたので、シワードはヒコがリンカーンに嫌
がられることはない、と踏んでいたはずだ。リンカーン
がヒコと会話をしているとき、チェース財務長官らが入
室した。第一次ブルランの戦いの際、リンカーン、シワ

、 。ード チェースが電信室に集まったことはすでにふれた
同じメンバーが大統領室に居合わせたことは注目すべき
だろう。彼らはその日の午後、電信室で顔を合わせたの
かもしれない。この３人は共和党のなかで大統領候補を
争った仲だが、大統領に選ばれたリンカーンは彼らを重
要閣僚に指名した。３人はリンカーン体制の３本柱なの
だ。奇しくもヒコはこの３人に出会ったのだ。

、 。さて リンカーンはヒコに政治姿勢を語ったかどうか
これまで述べた経緯をみれば、リンカーンにそのような
時間も精神的余裕もなかったと考えるべきだろう。戦場
はワシントンのすぐそばだ。神奈川領事館通訳になる男
にこの緊急時のなか、そのような話を直接しなければな
らない理由がない。
むしろ戦争が緊迫するなか、国務長官がヒコを連れて

大統領に面会させ、それをリンカーンが受けたことが驚
きというべきだろう。この戦争は決して悠長な戦いでは
ない。第一次世界大戦の先駆的戦争との分析があること
はすでに述べた。合衆国軍の総司令官である大統領に会
ったことは、ヒコがその認識があったかどうかにかかわ
らず極めて歴史的なできごとだった。やがて世界中に波
及するであろう近代戦争の目撃者となったのだ。

南北戦争が終結し、奴隷解放に向けてさあこれからと
いうとき、リンカーン大統領は暗殺された。このことは
すでにふれた。ヒコはリンカーンに会った翌月の４月１
日、ニューヨークをたち、カリフォルニア、上海を経て
６２年１０月１３日、横浜に着いた。領事館通訳の業務
についたが翌年９月３０日辞任。６４年６月 「海外新、
聞」を発行した。日本語で書かれた我が国初の新聞とい

。 、うふれこみだ この新聞については次号で取り上げるが
海外新聞第６号は「北部大統領レンコロン、ワシントン
の芝居を見物に行きしに１１時ともおぼしきころ、一人
の狼藉者が袖銃で一発に（大統領を）打倒」という記事
を載せることとなった。
『アメリカの歴史』によると、リンカーン暗殺事件の概
要は次の通りである。
１８６５年４月１３日夜、リー将軍の降服を祝ってワ

。 、シントンの町はイルミネーションが施された １４日夜
リンカーンは妻と共にフォード劇場のボックス席で『ア
メリカのいとこ』という芝居を見物した。警護すべき護

。 、衛は芝居をよく見たいと２階席にいった 午後１０時半
一発のピストルの音が響いたかと思うと、大統領は席に
すわったままがっくりと体を伏せた。犯人のブースはボ
ックスから舞台に飛び降り、バージニア州の標準語であ
るラテン語で「暴君の運命はかくのごとし」と叫び、裏
口から逃走した。
大統領は劇場の向かいの下宿屋に移され、小さなベッ

ドに寝かされた。リンカーン夫人は１時間に１度、夫の
枕もとに近寄っては涙を流した。４月１５日午前７時２
２分、大統領の心臓は止まった。
リンカーンが撃たれたころ、シワード国務長官も自宅

で襲われた。シワードの下あごは死人のようにがっくり
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上野彦馬が撮影した「西南戦争 田原坂 （ 写真発祥地の原風景」『

／長崎』より

垂れていたが、一命はとりとめた。
ヒコはシワード国務長官に見舞いの手紙を出した。１

８６５年９月２５日付けの返事がシワードから届いた。
「 、万里をへだてた貴国の心地よき風光のさなかにあって
小生をお忘れなきご厚情まことにありがたい」としたう
えで「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 それにもかかわらず国民一同災厄を脱しました
としたためられていた。

西南戦争での電信

ペリーが持ち込んだ電信機に話を戻したい。幕府役人
が強い好奇心をもってデモンストレーションに接したこ

とはすでにふれた。反射炉を築いたことで歴史に名を残
した伊豆韮山代官、江川英龍は電信機の貸し出しを願い
出て許され、調査研究にのりだした。成果がでないまま
英龍は急死したが、そのころオランダ政府から幕府に最
新式モールス電信機が贈られた。この利用方法の習得を
命じられたのが勝麟太郎だ 『サムライ、ＩＴに遭う』。
によると、１８５５年８月、浜御殿（現浜離宮）で「天
地和合 「鶴亀」など７語について実演を行った。通信」
は成功、電信機は単なる見世物から利用する物へと進化
した。
勝は１８６０年、咸臨丸で太平洋を横断しサンフラン

シスコに滞在中、近くの島にいた中浜万次郎に電報を打
って呼び寄せた。これが日本人の電報利用の第一号とい
われている。電信線を見た最初の日本人と思われる万次
郎。この電報を受けてさぞ感慨無量であっただろう。ヒ
コがニューヨークのホテルで電信による通信にふれて７
年後のことだ。
そのヒコがリンカーン大統領に会ったとき、電信を最

大限に活用して戦争を進めていることはもちろん知るは
ずがなかった。だが、戦争に勝利することだけを考える
権力者がその有効性に飛び付かないはずはなく、開国し
て日が浅い日本もその例外ではなかった。
明治に入って鉄道と電信は富国政策の一環として導入

されるが、なかでも電信は一歩先んじ、西南戦争で戦況
報告として政府軍に使われた。このため「政府軍の勝利
は電信の勝利」と分析する研究者もいる。
まず鉄道についてみておこう。我が国の最初の鉄道実

験はペリーのデモンストレーションから１１年後の１８
６５年、長崎で行われた。貿易商トーマス・グラバーが
６００メートルの線路を敷設、蒸気機関車に客車２両を
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つなぎ、長崎市民を乗せたと記録されている。
明治維新後の１８６９年１１月、新政府は新橋―横浜

間の鉄道事業を決定、翌年から工事が始まり、１８７２
（明治５）年１０月１４日に正式に開業。７３年の乗客
の１日平均は４３４７人。年間収入は旅客４２万円、貨
物２万円。直接経費を差し引いた利益は２１万円で、上
々の滑り出しだった。
鉄道事業に並行して１８６９年１０月、東京―横浜間

３２キロに電信線が引かれ、フランス製の電信機を使っ
て日本初の電信サービスが始まった。
１９７７年、西南戦争が勃発、鉄道事業の展開が困難

になり停滞したが、電信線の方は全国に張り巡らされる
ようになり、西南戦争のとき、東京から長崎、植木（熊
本城の北 、熊本まで電信線が延びていた。）
西南戦争は征韓論に敗れた西郷隆盛が首領となって政

府に反旗を翻した戦争だ。なかでも激戦となったのが政
府の熊本鎮台が置かれた熊本城の攻防戦。田原坂の戦闘
で政府軍が不利に展開、その戦況がただちに電報で東京
に伝えられた。
３月７日付の東京日日新聞に「電報ハ吾人ヲシテ戦地

ノ実形ヲ数百里外ニ坐観セシムルの快器ナリ」と伝えて
おり、司馬遼太郎は『翔ぶが如く』のなかで「電報の威
力が認識されたのは、この西南戦争からであるといって
いい」と書いている。
熊本城の炎上も政府に報告された。すでに１８７３年

に徴兵制がしかれており、東京にいながら、最前線の状
況を把握していた政府軍は形勢不利との情報が入ると北
海道や東北など各地から援軍を送りこむことができた。
電信線は鹿児島までは延びていなかった。開明派の薩

摩藩主、島津斉彬は電信機の製作実験をさせている。斉

彬を尊敬していた西郷が電信に着目しなかったのはどう
いうことだろう。新政府では西郷は参事という重職にあ
った。鹿児島まで電信線の延伸を急がせることはできた
のではないか。この一点だけでも西郷はこの戦争で勝と
うとは考えていなかった証左といえるかもしれない。
ちなみに政府軍は軍艦１２隻をもち、通信用の銅線１

・６トンと鉄線３・３トンを用意したのに対し、西郷軍
には軍艦がなく電信資材については記録がない。政府が
アメリカの南北戦争をどこまで研究したかは明らかでな
いが、政府軍だけが近代戦争的な構えで臨んだのだ。
私が本稿をここまで書き進めたとき、東京都写真美術

館で開催された「写真発祥地の原風景 長崎」展（３月
６日～５月６日）を見た。長崎を中心に幕末から明治初
年に撮影された約２００点の写真が展示されていて、居
留地など開国された長崎の実景を知ることができた。そ
うしたなか、会場の出口近くに展示された１点に釘づけ
になった。上野彦馬（１８３８～１９０４年）が撮影し
た「西南戦争 田原坂」の題がつけられた写真だ。
上野は我が国最初期の職業写真師。彼が長崎で開業し

た日本初の写真館「上野撮影局」で坂本龍馬、高杉晋作
らを撮影。また、西南戦争の戦跡を撮影したことから我
が国初の戦場カメラマンとして知られる。
展示された写真には、荒れ果てた林の間にゆっくりと

Ｓ字にカーブする道があり、その道端、写真ではほぼ中
央に立つ一本の電信柱が写っている。電信柱には左右に
二つの碍子があり、２本の電線が張られている。撮影は
１８８７年。西南戦争の年だ。西南戦争戦跡の一環とし
て撮られた一枚であることはまぎれもない。
問題はこの電線だ。１８８３年、我が国で初めての電

灯会社として東京電灯会社が設立され、８６年１１月に
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送電された。熊本電灯会社が設立されたのは８９年だ。
西南戦争のとき、まだ熊本には電灯会社はなかった。上
野の写真に写る電線は電灯用ではない。となれば電信線
であることは明白であろう。上野が電信柱を写真中央に
配したのは、この意味を十分認識していたからにほかな
らない。
上野撮影の「西南戦争 田原坂」はこの戦争が電信活

用の近代戦争であることを示す貴重な証拠写真なのだ。
ヒコと西南戦争は何の関係もない。ただアメリカで起

きた近代戦争の現場にいたことは無視できない 「富国。
強兵」を旗印にした明治維新。欧米のものを何もかも取
り込もうとした結果、戦争の近代化も導入された、とい
えるだろう。言い換えるなら、ヒコは近代戦争の原点の
場に迷い込んだのだった。
ヒコがリンカーンに会ったとき、奴隷解放というきら

びやかな政治家というよりは、ハイテク駆使の軍事大統
領だった。明治政府が学んだのは奴隷解放という人権重
視ではなく、戦争の近代化ではなかったか。ヒコのせい
でないことはいうまでもない。
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Vol.2

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。総数 店舗余り。30

この「市」の一番の特徴は何といっても、あたたかい人の
繋がりと底抜けの明るさと大阪特有の人なつっこさで訪れる
人を魅了するところである。

このシリーズではそんな店舗の店主の暖かさとあふれる魅
力を余すところなく紹介する。
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（よしずみあきひろ）吉住哲洋

南門入口すぐに店を構える。
「自然焙煎珈琲・バビルサ」店主

「珈琲の個性、鮮度を大切に」をモッ
トーとする。

吹田市に直営焙煎所を構え、関連商品
をも含め全国に発送。

吹田市千里山在住
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（とでよしえ）戸出よしえ

オリーブ油輸入代理店エスティア日本勤務

「飾らず、背伸びせず、いつもありのまま」を
モットーに。

常に笑顔を絶やさぬはにかみ屋さん。
出店 年以上。3

年生まれ。泉佐野在住1969
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（まやまきんいち）真山謹一

完熟天然蜂蜜「真山養蜂場」店主
河内長野、堺、奈良など各地に巣箱をもって
出張。毎回 代目（息子さん）と二人で。2

「やはりこの市の看板と同じ、自然ですね」

大阪市住之江区在住
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時国家の初め

わが国の地方にはとてつもない規模の屋敷が存在す
る。もちろん個人の持ち物である。そして現代のそれで
もない。歴史上の人物のものであり、物語はそこから始
まる。

石川県能登半島にある、江戸後期に 年間かけて建28
てられたといわれている屋敷のことである。現代の感覚
からすれば、 年とはとてつもない時間をかけている28
としか思えない。おそらく、人間の平均寿命が現代ほど
でない当時ではなおさらの感があっただろうと察する。
そんな屋敷の一つが時国家である。祖先はあの「平氏

にあらずんば人にあらず」と豪語したといわれている大
納言時忠その人だという。彼は壇ノ浦で天皇家の印の神
器を水没から救ったという功で一命を助けられ能登に配
流の身となった。

その時忠の二代目が時国である 「能登平氏」の初め。
でもある。無論「能登平氏」とは正式名称ではない。便

。 、宜上呼んでいるだけである 清盛の義弟平大納言時忠は
「平氏にあらずんば人にあらず」と豪語したといわれ、
平関白ともいわれた平家一族の実質上の統領だった。源
平の合戦で平家が滅亡した際、時忠は神器の帰座の功に
より特別の計らいで能登に配流となり、ここ能登で没し
た。
その子・時国は、近隣の村々を統合し、館を構えた。

、 、第 代当主は 現代に残るこの豪壮巨大な屋敷を築き21
第 代当主が現在も屋敷と伝統を守っている。25

上時国家 玄関
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能登で時国の子孫は、江戸初期から 石の豪農とし300
て天領大庄屋を務め、江戸後期に 代当主が、前述し21
たように、現在の巨大で格式高い屋敷を 年かけて建28

。 。造した 現存する近世木造民家では最大級であるという

時国家と北前船

時忠の子・時国は、世が鎌倉時代なので、牛尾という
山の中にしばらく身を潜めていた。しかし頼朝は義経追
捕に躍起で時忠の子孫などに関心を持たなかったので、
山から出て、館を構えたといわれている。その後、町野
川下流地域に勢力を伸長し、代々の当主の努力により土
豪となって、近隣の村々を統治したといわれている。し
かし鎌倉幕府の世でもあり 「平」の姓を名乗り続ける、
ことに支障を感じたので、二代目・時国の名を姓とし現
在に至っている。江戸時代初期の時国家の石高は 石300
で、下人の数は 人から 人ほどいたといわれてい150 200
る。

生業は、広い田畑を耕作する他に、製塩、木炭、鍛冶、
石切、桶細工などと幅広い業種を手掛けていたと考えら
れていて、なかでも廻船業には力を注いだ。

時国家の地元ともいえる町野川だが、当時は河口近く
で大きく蛇行していて「潟湖」になっていたため、船の
出入りが容易だった。
そんな土地柄で、時国家は八百石積みから千石積みの

大きな北前船を持ち、大坂から日本海を経て北海道の松

前まで航海して、巨万な富を得、その財力で金融業にま
で手を伸ばした。
海の交易を盛んに関心を持ち、宋貿易を行ってた平清

盛の教えを忠実に守っていたのかもしれない。

時国家の財力を知るエピソードだが、時国家に「大納
言の間」という、いわば貴賓室がある。大納言だった時
忠にちなんだ名前だが、ある時、中納言であった前田の
殿様が「余は中納言である。恐れ多い」と入室を固辞さ
れたという話が残っている。

上時国家へ
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大納言の間の天井と欄間
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平家の紋所 揚羽調の紋が入った襖
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北前船の船箪笥
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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）
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魑魅魍魎が跋扈した時代

京都の北に茅葺屋根の集落で名高い美山という山間の
集落がある。その美山から更に北へ「西の鯖街道」と呼
ばれた若狭の国・小浜に通じる国道 号線を北上する162
と、名田庄という集落に入る。その集落には「おおい町
暦会館」という博物館がある （合併以前は名田庄村だ。
ったが現在は福井県おおい町となっている）暦を主題に
した博物館がこんな（失礼だが）田舎に？といぶかった
ことは白状しておく。

応仁の乱を避けた土御門家

ではなぜこんな田舎に土御門家が住んでいたのかとい
うと、京の都に戦乱の嵐が吹き荒れた時代、つまり室町

1467 1477 9時代の 年（応仁元年）に発生し、 年（文明
年）までの約 年間にわたって内乱を応仁の乱があっ11
た。この内乱に関してはここでは詳しくは書かないが世
に応仁の乱と言われている。

この内乱を避けて京都の公家たちは疎開した。その疎
開した人々の中に土御門家もあった。文献等の史料によ
れば、応仁の乱（ ）の戦火を避けて所領の当地（中1467

） 、 、世では名田庄上村 へひきこもり この地で陰陽道及び
天文・暦・易の三道をつかさどっていたと伝えられる。
安倍家は安倍晴明を祖とし、陰陽道・泰山府君を祀る安
倍神道が成立したという。

天文や暦の学問は陰陽師の世界でも重要だったよう
で、応仁の乱を避けて自身の荘園だった名田庄に疎開し
てからも、研究に研究を重ねた。

安倍晴明・土御門家（安倍氏）の祖先

安倍氏は晴明以後も朝廷に代々公家として仕えていた
が、室町時代に他の公家同様本姓ではなく家名を称する
ようになった。一般的には有世をもって土御門家の初代
とするが、実際には室町時代中期以後の南北朝時代の当
主安倍有宣から土御門の家名を名乗ったといわれてい
る。さてその安倍清明だが、陰陽師の総元締めのような
存在だ。
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陰陽師は全ての事象が陰陽と木・火・土・金・水の五行
、 （ ）の組み合わせによって成り立っているとする夏 殷 商

王朝時代にはじまり周王朝時代にほぼ完成した中国古代
の陰陽五行思想に立脚し、これと密接な関連を持つ天文
学、暦学、易学、時計等をも管掌した日本独自の職であ
るが、前提となる陰陽五行思想自体は飛鳥時代、遅くと
も百済から五経博士が来日した継体天皇 年（ 年）7 512
または易博士が来日した欽明天皇 年（ 年）の時15 554

、 （ ） 、点までに 中国大陸 南北朝またはそれ以前 から直接
または朝鮮半島西域（高句麗・百済）経由で伝来したと
考えられている （この稿ウイキペディア）。

安倍晴明と葛の葉

その出自は定かではないが、 年（延喜 年）に921 21
摂津国阿倍野（現・大阪市阿倍野区）に生まれたとされ
るがこんな伝説が大阪にはある。その生まれからして伝
説であり、謎に満ちている。

稲荷の狐が化身した女性（葛の葉）と人間の男性との
間に生まれた子として 伝わります。 「葛の葉伝説」と
呼ばれ、江戸時代には 「蘆屋道満大内鑑」 （通称「葛、
の葉 ）などと題されて人形浄瑠璃や歌舞伎でも広く演」
じられました。
この「葛の葉伝説」ゆかりの社である、大阪府和泉市の
信太森葛葉稲荷神社や大阪・京都の阿倍晴明神社を訪ね
て、その痕跡をみました。
恋しくば 尋ねきてみよ 和泉なる 信太の森の うら

（この稿ウイキペディア）み葛の葉

またこんなエピソードも伝えられている。
＊晴明の家では式神を家事に使っており、人もいないの
に勝手に門が開閉していた。
＊晴明がある時、カラスに糞をかけられた蔵人少将を見
て、カラスの正体が式神であることを見破り、少将の呪
いを解いてやった。
＊藤原道長が可愛がっていた犬が、ある時主人の外出を
止めようとした。驚いた道長が晴明に占わせると、晴明
は式神の呪いがかけられそうになっていたのを犬が察知
したのだと告げ、式神を使って呪いをかけた陰陽師を見
つけ出して捕らえた。

現代のわれわれから言わせると、安倍晴明
自身が妖怪変化かのようである。

狂言師で重要無形文化財総合指定者の野村萬斎という
方がいる これは映画のの物語なのだが 彼の主演で 陰。 、 「
陽師 「陰陽師Ⅱ」がある。夢枕獏氏の同名連作に出て」
くる逸話を使って話は展開する。
この映画を見て、まさにあの時代に生きる人々の「闇

を恐れ 「占いに頼り」そして「陰陽師を恐れおののき」、
ながらも信頼する」姿が面白くも悲しい。
それは想像のけものの鵺や鬼を恐れることでもある。

もしかすれば、安倍晴明のみならず、あの時代そのも
のが鵺の世界であり、恐ろしい闇が支配する時代だった
のかもしれない。
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名田庄・土御門神社
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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？

Part 2

今回も話は 年頃にさかのぼる。1963
当時の鉄道フアンは私を含めいわゆる列車好きが多かった。
今はやりの豪華列車や数年前までの電気機関車〈ＥＦ 〉での特急寝台列車（ブルートレイン）ではなく旧式65
機関車で牽引するあの（がたごと列車（である。加速時・減速時での連結器やブレーキ系統の音、振動、そし
てショックの激しさは今では想像のできない世界であった。
その機関車、 からディーゼルへ、さらに電気機関車へと時代の流れに連れてゆっくりとSL
世代交代していくちょうど過渡期であったと思う。そしてその時代にいわゆる今の「おたく」とよぶにふさわ
しい鉄道フアンのなかで、当然のこととして知れわたっていたことの一つに「電気機関車よりもディーゼル、
さらに のほうがスピードは別として音、振動､シヨツクは断然しずかだ。長時間の旅を楽しむには疲労の少SL
ない に限る」と。sl
時代の流れとは全く逆のこの評価の確認と自分の鉄道フアンとしての未熟さの反省を兼ね全国の時刻表と少し
の情報をもとにベストダイヤを探しあてわざわざ全行程を乗車したことは言うまでもない。

同一列車（同一ダイヤ）で 種類の機関車牽引を経験できるダイヤは他に存在していたが、はじめて知り得た3
、 、 、 、ダイヤ はじめて通る路線を含む そして交換回数が多いとする情報などを鑑み あえて探しあてたこの列車

何と近畿地方を走っていたのだ。
列車番号７４２.
・草津６：１０分発草津線経由普通列車、和歌山市行きである。琵琶湖のほとり草津から亀山を経由、紀伊半
島を一周して紀淡海峡の付け根和歌山市を１５時間１７分、総距離４８０ で結ぶ、このダイヤの存在を知km
った時の興奮の記憶はいまだ鮮明である。

乗車記録の断片は次号で。
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関西本線・大河原駅
（京都府南山城村）

♪ 水をはなれて六丈の 高さをわたる
鐵の橋 すぐればこゝぞ大河原 河原の岩
のけしきよさ

鉄道唱歌の「關西・參宮・南海篇」の
一節である。今では歌詞にある「河原の
岩」は見当たらない。そして沈下橋がか
けられている。

沈下橋：わざと低くし、欄干も設けず、増水時に水面か

ら沈んで見える橋。

大河原駅付近の木津川にかかる沈下橋
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少しこの大河原駅の説明したい。この駅は 関西本線JR
の駅である。奈良から木津を通って、恭仁京の跡を左に
見て、木津川沿いに進み、加茂、笠置を超えると大河原
に着く。関西本線は 名古屋駅 難波駅間の 線で- JR JR

を走る。しかし現在のところ、全区間を通して走174.9km
JR - JRる列車はなく 東海が管轄する名古屋駅 亀山駅間、 、

西日本の非電化区間である亀山駅 加茂駅間、同社の電-
化区間である加茂駅 難波駅間の 区間に分かれてい- JR 3
る。

さてその大河原駅だが、京都府南山城村という京都府で
唯一の村にある。このシリーズの登場するので、当然無
人駅である。

年 月 日当時の国鉄ダイヤ改正で 東京―湊町 現1962 3 10 、 （
ＪＲなんば）間の夜行急行「大和」があった。この列車が
和歌山から来た普通列車の一両を王寺駅で関西本線・湊町

20 13 7 14駅を 時 分に出た東京行急行「大和 （ 号車から」
号車までの 両編成）を待ち、その最後尾に 号車として8 6
連結されて「大和」は奈良、伊賀上野、柘植、亀山、四日
市、桑名と停車し、名古屋に到着、 号車から 号車まで1 5
が増結されて、東海道本線に入る。ここでまたも逆向きと
なり、東京駅着は午前 時 分、 時間 分の長旅とな6 40 12 48
った。

大河原駅はもちろん通過したが、ホームはやけに長いの
が、この時代の長い列車の名残だった。現在は、右の写真
のようにワンマンの一両。さみしい限り。

大河原駅全景

大河原駅に着いた加茂行ワンマンカー
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左の地図で分かるように、大河原駅は 号線163
と木津川に沿ったところにある。まず、このあた
りの木津川が
♪ 水をはなれて六丈の 高さをわたる鐵の橋 す
ぐればこゝぞ大河原 河原の岩のけしきよさ
と歌われたあたりだと思う。 しかし現在はなだら
かな川になっていて、謳われているような岩は見
当たらない。ただ沈下橋の名前が「恋路橋」とい
うのがいささか気になる。
南山城村のホームページの説明によると次のよう
な悲しい物語が秘められていいた。
恋志谷神社 ～ 恋路橋

時は鎌倉末期。幕府と対立し笠置山に難を逃れ
るために身をよせていた後醍醐天皇。後醍醐天皇
を慕うある高位の女官が天皇の身を案じ遠く伊勢

。から療養の身にもかかわらず駆けつけてきました
が、時すでに遅し・・・。天皇は追手から逃れる
ために、笠置山を発った後。女官はとうとう自害
してしまいます。そして 「天皇のことを案じ、恋、
い焦がれ、病に苦しむような辛いことは自分一人
で十分。人々の守り神になりたい」と遺言された
ということです。これを哀れんだ人々が祠を建て
祀ったのが「恋志谷神社」のはじまりだと言い伝
えられています。最後まで「天皇が恋しい、恋し
い」と言い続けていたところから、いつしか親し
みを込めて「恋志谷さん」と呼ばれるようになり
ました 「恋志谷さん」へ通じる恋路橋を歩いて渡。
ってお参りすると、願いごとがよく叶うとか。
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安倍政治が再び日本を崩壊させる

松岡 正喜

－ウソが政治を支配している－

昨今の新聞報道やテレビの国会中継を見ていると、腹
立たしいことばかりでウンザリする。安倍政権は公明・
維新を取り込み、多数を良いことにやりたい放題だ。裁
量労働制のデータの採り方・比較のでたらめさ、それで
も押し通そうとする。加計問題での、自衛隊スーダン日

。 。報問題でのうウソ 森友問題でのウソにつぐウソの連続
極めつけは、財務省の国有地のタダ同然の払い下げ疑惑
だ。政権は元の文書を改竄してまで 年間も国民にウソ1
をつき続けてきた。この文書改竄は財務省だけでできる
ものではない。改竄せざるを得ないよほどの事情が背景
にあったからこそ、やらなければならなかったし、でき
たと見るべきである。この度し難い・真実をまげて隠ぺ
いし、ウソをつく体質は何によってもたらされたのか、
考えてみた。

－隠ぺいとウソつきは歴代政権の体
質－

今年で戦後 年になる。ドイツと異なり、戦後の政73
治の中枢に戦争勢力の一員だった政治家や官僚が残り、
息を吹き返した。彼らが「大東亜戦争」を総括し、改革
を試みた面を否定はしないが、徐々にトーンダウンし妥
協と変節を重ねた。背景には「連合国総司令部」名称の
アメリカがいた。あの戦争に「負けた」ということを、
「なかったこと」にして戦前を総括することを放棄し、
アメリカの言うがままの構造に身を置いた。またそれを
希む勢力があった。東西の冷戦がはじまり、日本が東ア
ジアの反共のトップランナーに据えられ、それゆえに戦
争を総括をする必要性が削ぎ取られた。どこに問題があ
るのか曖昧にし、かかわった人物や組織・制度における
責任の所在をなおざりにした。以来こんにちまでこの構
造が続いている。いわゆる「永続敗戦論」である。沖縄
の基地問題・核もち込みや貯蔵は言うまでもなく、郵政
民営化・ ・原発依存など経済やエネルギー政策に至TPP
るまで実体を隠し、ウソをバラまいて進められてきた。
モリ・カケ問題もその構造に根差している。真実を知ら
れたくないため隠ぺいする。なかったことにしたいがゆ
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えにウソをつく。

－小選挙区制・政党助成金の導入によ
る政治の劣化－

政界と財界の癒着を改め、政権交代の可能な 大政党2
、制をつくる目的で 年余り前に導入されたこの制度は20

失敗だった。いつでも政権交代ができる「健全」な 大2
政党制を築くことがこの国の政治を良くする、というキ
ャンペーンがマスメディアを通じて繰り返された。異論

、「 」 。を述べようものなら 守旧派 のレッテルが貼られた
果たして、そうだったのか。当時賛成の立場で世論（せ
ろん＝ ）誘導の一端を担った人が、いpopular sentiment
ま露呈している政治の劣化の最大の要因がここにあると
悔いている。
余談になるが、この時の の解説員は「推進者」NHK

の立場でものを言っていた 「公共放送の は、皆。 NHK
さまの受信料で支えられています」はウソだと思った。
公共性が担保されていないと思った。以来受信料の支払
いをお断りするようになった。何度も玄関先で集金人の
方と議論したが、いまだ納得のいく回答をいただいてい
ない。
この小選挙区制によって、歴代自民党政権の行き詰ま

りから保守連立政権、後の民主党政権へと権力の担い手
は変わった。が、中身は変わらなかった。民主党政権へ
の期待が大きかっただけに、この政権の失敗は決定的だ
った。市民・国民もこの政権の限界を見抜けていなかっ
た。安倍自民党を再び政権の座に着けてしまった。
小選挙区制は、もともと多数の議席を占めてきた自民

党に有利な選挙制度である。一票でも足りなければ、有
権者の多様な意見は議席に結びつかない。少数であって
も多様な意見を取り入れる寛容さを奪い、多数を占めた
政党が多様な意見や考えを排除しても構わない制度上の
根拠をあたえてしまった 「民主主義的手続」による独。
裁への道が開かれたと言っても過言ではない。ナチス・
ヒトラーも同様の手続きを経て権力をにぎっていた。
この制度が導入されて四半世紀を経たが、政界・財界

の癒着は変わってはいない。税金によって運営される政
党は「国営政党」化し、自主性・独立性を大本のところ
で失った 「民主主義とっての必要経費」論は「身を切。
る改革」を放棄した体の良い言い逃れにすぎない。
このような制度の中で議席を手にした政党に、自らの

議席が付与された市民・国民の日々の営みに存在する不
満・不安の原因は分からない、ましてや希いはなおさら
分からない。むしろ政党の論理が優先し、それを達成す
るために行動の原理でしかない多数決の横暴を、何の痛
みも感じることなく押し通すことを専らのこととするよ
うになった。説明責任を果たさない。ウソと言い逃れで
その場を取り繕うことに終始する。政治が一部の権力者
の私物と化す。政治の劣化以外の何物のでもない。

－強欲資本主義が世界を壊す－

こういう政治がファシズムを生み出す。第 次大戦後1
のヨーロッパ・東欧・南米・日本をみれば明瞭である。
不戦条約や和平への努力が戦後の国連憲章へとつながっ
たが、それ以上にファシズムが世界を席捲し第 次大戦1
の教訓が生かされなかった。今また世界は同じ轍を踏も
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うとしている。
国家機密法を 年に強行採決し、 年には集団的2013 14

自衛権を、 年には平和安全法制の法的整備（＝戦争15
法）の強行、 年には共謀罪法と矢継ぎ早に「安全保17
障」関係法の強行採決をくり返した 「安全保障」関係。
法で外枠を固め、内には聞こえのいい政策スローガンで
ごまかし人口に膾炙しようとした。しかし、実体を伴わ
なかった。
経済の低成長が叫ばれて久しいが、その根本要因であ

る経済の空洞化に目を覆っている。むしろさらにその方
向を強めようとしている。国民生活の安定的な維持と向
上（ 教育・福祉、医療・介護・年金、最低賃金・労働=

400時間 のための国民本位の改革は眼中にはないのだ） 。
兆を超える企業の内部留保は投資に回さず、回せず、マ
ネーゲームの原資だけではなく、海外生産への移転の基
金として蓄えられている。
資本家にとって日本はもはや市場ではなくなった。資

本主義は行き詰まりにぶつかっている。資本主義の危機
は戦争に転化して乗り切ろうという衝動を引き起こす。
ゆえに政治的・軍事的危機をあおり、外交や対話の可能
性を躍起になって否定する。
数年にわたって「安全保障」関係法を強行に「整備」

したのは、この経済危機・資本主義経済構造の行き詰ま
りを将来的に「乗り切る」ための法的・軍事的な地なら
しをするために他ならない。軍事的に海外へ出ていくた
めには憲法が邪魔なのである。スーダンに自衛隊を派遣
し、しかも日報の存在を「廃棄」したとウソをついてま
で否定した。イスラエルでは を敵にまわす「経済援IS
助」発言をして、日本人を救出しようとしなかった。何
れもこんご資本による利益獲得の「新天地」を開拓する

意図と結びついていた、と言っても言い過ぎではない。

－単線的・切り分け的歴史観に異議
あり－

1868 150 150明治維新 年 から今年で 年になる この（ ） 。
年を安倍政権は祝賀ムードを演出する中、とりわけ戦前
の 年で欧米列強に劣らない「近代化」を達成したこ75
とを自賛し 「この道」に間違いはなかったと誇り高く、
唱えるだろう。

年の歴史を単線的に今日の近代化と繁栄を築いた150
75「 」 、輝ける 時代として評価する見方がある一方 前半の

年はまだ明治は良かったが、大正・昭和と時代が下るに
つれて悪くなり、やがては日中戦争、アジア・太平洋戦
争へと突入していったという捉え方がある。それはアジ
ア・太平洋戦争の悲惨な結末をのみ取り上げて、その時
代だけは評価できないという歴史の切り分け論的評価と
言える。どちらの見方も問題がある。前者はこの 年150
の歴史過程を戦前の 年も、戦後のそれも連続して見75
る捉え方である。あいだにアジア・太平洋戦争の敗戦と
いう歴史的画期があったということを見落としている。
見落としている限り、なぜ戦争に突入したのか総括する
考えは生まれない。後者の場合は、戦前の 年の歴史75
を分割した捉え方である。しかし、その切り分け論は、
生まれたばかりの国家が進取の精神で、はつらつ活動し
新国家建設にまい進した成功物語として描きたいという
ものである。明治・大正はそういう時代であったと。
しかし、歴史の事実に基づけば成立しない。明治の初

めから天皇の神的権威を発揚することで新国家の統合が
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図られ 神祇官が設置されて神道の国教化が図られた 王、 （
政復古の具体化 。これは中途で挫折するが、国家神道）
の道は引き続き追求された。同じ時期に廃仏毀釈が行わ
れた。この神道国教化への衝動が明治帝国憲法・教育勅
語に結びつき富国強兵政策とともに侵略的国家体制が作
られていった。いわゆる「国体」の祖型の完成である。
神道が道徳的権威の中心に据えられ、他の宗教と別物扱
いにされた。明治の中頃には「脱亜入欧」や「欧州的帝
国」論が唱えられ、日清戦争へ至る「準備」が整えられ
ていった。日清戦争後は台湾を植民地化し、遼東半島を
清朝から割譲させた。
日清戦争は、やがて朝鮮半島の領有をめぐる日・露の

対立を導き、列強の中国侵略の糸口を開いたと言える。
このように見ると、戦前の 年を明治は良かったが、75
大正・昭和と時代が下がるにつれて悪くなったと切り分
けて捉えることはできない。
日本近代の歴史を連続して直線的にとらえる今の政権
、 「 、『 』 」は 戦後を 不甲斐ない 伝統と誇り を失った時代

としてみているだろう。でなければ 「美しい強い国を、
取り戻す」といえないはずである。なぜなら、彼らにと
って明治はもとより、アジア・太平洋戦争に突入した時
代こそ「美しい強い国」であったと捉えているからだ。
歴史に向き合い自国の侵略戦争に謙虚に学べない国は、
再び過誤を繰り返す危険性を孕んでいる。
さて、仕事を辞めてこの数年、隠ぺいとウソで固めた

安倍政治を批判し声を上げてきた。寒風の吹く日も、暑
熱が照り返す日も、街頭に立ちマイクを握った。街ゆく
人にどういう訴えが届くか、日々考えてきた。憲法が前
文で言う「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が
おこることのないようにすることを決意し・・・」を実

現するために与生を使いたいと考えている。
私事だが、先年亡くなった父は戦争末期に兵役法で中

国戦線に狩りだされた。軍歴が残っているはずだと聞い
て調べてみた。予想していたよりも詳細が分かった。父
は栄養失調でマラリアと脚気を患っていた。甲種合格・

。 、柔道は黒帯だった 敗戦までの軍籍は長くはなかったが
食料は現地調達だった。食うや食わずのまま何日も行進
させられ、ひもじくてどうしようもなかったと、私が小
・中学生の頃よく話していた。また 「戦争は 度とす、 2
るものじゃない」とも。中国湖北省の高粱畑の平原をひ
たすら行軍していた姿を想像している。
村で同級生 人のうち 人が戦死していた。もし父も3 2

、 。戦死していたならば 私はこの世に生まれていなかった
戦争は人の命を奪い、運命を変えてしまう。戦争につい
て考え、行動せざるを得ない与生となってしまった。
※与生は余生（余った人生）ではなく 「与えられた、

人生」という意味で使った。
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嘘と詭弁の世の中だ」「
一之瀬 明（年金生活者）

（ 年 月 日・記）2018 5 11

柳瀬唯夫元首相秘書官の参考人招致が去る 月 日に5 10
国会で行われた。最初に苦言を野党に言っておきたい。
それはあまりにも不甲斐ない質問だということだ。この
問題はすでに一年を経過している。野党の面々はこの一
年間、いったい何をしていたのかと思う次第である。

ところでいささか旧聞になろうかと思うが、先月つまり
月 日の愛媛新聞の社説に注目した。全文は愛媛新5 11

聞のサイトで読まれたい。
https://www.ehime-np.co.jp/online/editorial/→

社説にはこうあった。

「柳瀬氏国会招致 加計学園への厚遇ぶりが見えた」
加計ありき の疑惑は さらに深まった 学校法人 加「 」 、 。 「

計学園」の獣医学部新設を巡り、柳瀬唯夫元首相秘書官
の参考人招致が、衆参両院の予算委員会で行われた。こ

「 」れまで今治市や県の職員との面会に関して 記憶がない
と否定し続けていたが、県の備忘録に示された２０１５
年４月、学園幹部と会って国家戦略特区を活用したい旨
を聞いていたと認めた。

返す刀で同紙は県が公表した柳瀬氏の名刺の記事を掲載
した。少し長くなるが引用したい。

《面会時の職員受け取る 愛媛県が柳瀬氏の名刺公開》
愛媛県は１１日 同県今治市に新設された学校法人 加、 「

計学園」の獣医学部を巡り、２０１５年４月２日に県職
員が首相官邸で柳瀬唯夫元首相秘書官と面会した際に受
け取った柳瀬氏の名刺を公開した。記者会見した中村時
広知事によると、県職員は柳瀬氏と名刺を交換したとし

。 「 」ている 中村知事は うそは他人を巻き込むことになる
と改めて柳瀬氏を批判 「県職員３人はメインテーブル。
に座っていた」とし、覚えていないとの発言は不自然と
の見方を強調した。

県知事の怒りはもっともだ。彼は「部下を信頼する」
と終始自らが表に立って情報公開や意見を述べている。
上に立つ人の正しい姿だと感服する次第である。

、 、一方 財務大臣の体たらくと防衛大臣の逃げ足の速さ
いやそれよりも、内閣総理大臣の詭弁と逃げ、欺瞞には
恐れ入る。財務省の公文書改ざん問題、森友学園の籠池
氏への言動の変遷及びその後の仕打ちを見ていると、証
拠があろうがなかろうが、上に立つ人間たるもの、国民
にしっかりと、自ら説明し、そして部下をかばい、自ら
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の責任でその職を辞するのが当然の姿勢だと思うのだ
が、この内閣の連中はそのような気概を持った人物はい
ないようである。
真に嘆かわしい次第だ。

（2018年5月12日・記）

ありゃありゃ、名刺が愛媛県知事が公表した。さすが
の安倍首相も柳瀬元秘書官もこの公表を止めるわけには
ゆかなかったようだ。まるで愛媛県の職員がその場に居
なかったような答弁を繰り返していた柳瀬元秘書官は赤
っ恥をかいたわけだ。しかし安倍首相は凝りもせずに報
道によると次のように話した。

《安倍首相は１１日夕、フジテレビ番組に出演し、衆参
予算委での柳瀬氏の答弁について「１つ１つ記憶を呼び
起こして誠実に答えた」と述べた。柳瀬氏が学園関係者
と３回面会しながら、首相に報告しなかったことは「問
題ではない」とし「国家の重大事でない限り、秘書官か
ら途中経過を報告されることはほとんどない」と説明。
獣医学部新設を知ったのは１７年１月２０日だとの立場
を堅持した 》。
堪えん連中だ。

（2018年5月15日・記）

安倍首相と麻生財務相、とうとう従来の立場の変更を
しだしたのか。昨日の発言を聞いていると「軟化」しだ

。 「 」したように思える 首相は 忖度があったかもしれない
と述べ、財務省はセクハラ問題に頭を下げた。

国民はこの二人の行動をどのように感じるのか。かな
りの策士が二人についていると思ったほうがいいだろ
う。つまり、内閣支持率のUPを目指しているのだろう。
反省する振りで。

ここまで書いてバカバカしくなってしまった。以後の
動きは毎日の新聞や雑誌を見ていればわかるだろう。
そうである。つまりはすべてが茶番であり、その茶番の
狂言回しは時としてマスコミであり、国民はただただ眺
めているだけ。つまり無関心が最大の支持者となってし
まっているわけだ。

覚醒しなければならない。
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井上脩身

ヨウ素剤配布で住民を守る
―兵庫県篠山市の例をみる―

原発から４０～６０キロ離れた兵庫県篠
山市は、放射能被曝した場合、すこしでも
その影響を緩和するためとして、安定ヨウ
素剤を住民に配布している。国は原発から
５キロ圏の予防防護措置区域（ＰＡＺ）つ
いてはヨウ素剤の事前配布を、５～３０キ
ロ圏の緊急防護措置区域（ＵＰＺ）では緊
急時に配布できるよう求めている。国が配
布を求めていない３０キロ以上離れた自治
体では、配布する例はほとんどないが、５
０キロ前後の篠山市は「原発危険地帯」と

認識しているのだ。もともと原発がなけれ
ばヨウ素剤の事前配布は必要のないことだ
が、現に稼働原発があるかぎり、住民とし
ては自己防衛するしかない。ヨウ素剤が配
布されたからといって、服用しないで済む
に越したことはない、とだれもが思う。住
民は否が応でもヨウ素剤問題の元凶である
原発に関心を持つだろう。その意味でも篠
山市の施策は大いに意義がある。
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５０キロ離れても放射能の不安

兵庫県中東部の篠山市。福井県若狭湾岸の関西電力高
浜原発の南南西４３キロから６０キロの所に位置する。
人口約４万２０００人。ＪＲ大阪駅から約１時間。篠山

城の城下町を中心とした山あいのまちである。
毎日新聞の報道（３月２８日付夕刊）によると、福島

第一原発の事故によって４０キロ以上離れた福島県飯舘
村が放射能に被災して全村避難になったことから、篠山
市の酒井隆明市長は「３０キロを超えると安全というの

」 。 、は根拠がない と危機意識をもった さらに１２年３月
京都府が行った事故想定の放射能拡散シミュレーション
で、篠山市でも大量に被曝する恐れがあることが判明。
また兵庫県が公表した事故想定でも篠山市の甲状腺の被
曝量は１００ミリシーベルトを超え 国際原子力機関 Ｉ、 （
ＡＥＡ）によるヨウ素剤服用推奨基準の５０ミリシーベ
ルトを大きく上回った。このため酒井市長は「住民を守
るためにとるべき措置があるのでは」と１２年１０月、
原子力災害対策検討委員会を立ち上げた。

、 、 、 、 、委員会は自治会長会 消防団 医師会 薬剤師会 県
市民ら１３委員で構成。ヨウ素剤の危険性について検討
した。

、 、その結果 アレルギー反応などの副作用があるものの
重篤な副作用を招く確率はインフルエンザの予防接種の
２０分の１であることがわかった。住民が事前にヨウ素
剤を持っているとの安心感によって、実際に避難するこ
とになった場合、冷静に行動できるという心理的沈静効
果もあると判断。備蓄しておき、緊急時に配布する方法
についても検討したが、①情報や交通が遮断される恐れ
があり、悪天候時や休日夜間の場合は配布が困難②被ば
く直前に摂取すると効果が高いが、そのタイミングで配
るのは実際上難しく、配布する職員に被曝のリスクが伴
う――などの問題点が浮かび上がった。
こうした検討を経て１５年６月、対策委員会はヨウ素

高浜原発からの距離
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剤の速やかな事前配布を提言。篠山市はヨウ素剤購入費
を自主財源でまかなうこととし、１６年１月から３歳以
上の希望者に配布を開始。すでに１３歳未満の約８割に
行きわたったという。また３歳未満児については１７年
１０月、乳幼児も飲めるヨウ素のゼリー剤を１０００人
分購入、希望者に配っている。

事故で甲状腺ガンが７２倍

前項で述べたように篠山市が「市民の健康を守る」と
の立場からヨウ素剤配布を実施したのは、放射性ヨウ素
１３１を体が取り込むと甲状腺に集まり、甲状腺がんの
元になるからだ。特に子どもにその影響は大きく、子ど
もの健康を守るためにはヨウソ剤を事故直後に飲み、放
射性ヨウ素が甲状腺に行くことをストップさせることが
肝要といわれている。
小出裕章・元京大原子炉研究所助教は「放射性ヨウ素

を取り込む前に飲んでこそ９０％以上の効果があるが、
取り込んで４時間たてば５０％に落ち、６時間後にはほ
とんど効果がなくなる （ 原発・放射能 子どもが危な」『
い』文春新書）と指摘。事故が起きて４時間以内に配布
できる範囲は限られており、篠山市のように事前に配布
しておかないかぎり子どもを守ることはできない。
ではヨウ素剤を服用してなければどのような健康被害

が起きるだろうか。

ノンフィクション作家の広瀬隆氏が『東京が壊滅する
日――フクシマと日本の運命 （ダイヤモンド社）のな』
かで、福島県内で行われた「福島県民健康管理調査」に

ついて次のように指摘している。

２０１１年１０月から１４年１２月末までの間に同調
査によって受診した子どものうち、検査結果が判定した
のは３０万１７０７人。このうち甲状腺がん８７人、が
んの疑いのある子は３０人。がんの疑いのある子もすで
に細胞の組織検査を終えているので、医学的にがんであ
る確率は９０～９８％とされる。こうした結果から、合
わせて１１５人が発症したと広瀬氏は推定した。これら
の子どものうち８７人が甲状腺の摘出手術を受けてい
た。

広瀬氏は「この年齢層は、普通は甲状腺がんがほとん
ど発生しない年代」として国立がん研究センターのデー
タを挙げる。それによると、福島事故以前の１９７５～
２０１０年の１０万人あたりの甲状腺がんは、全国で年
間０～４歳がゼロ、５～９歳がゼロ、１０～１４歳が０
・２人、１５～１９歳が０・５人。全体では１０万人あ
たり０・１７５人になる。

これに対し、福島県での原発事故後の発症率は１２・
７人と事故以前の全国の７２・６倍にものぼる 「厳密。
な意味での統計学的比較ではないが、おそるべき数字」
と広瀬氏は驚愕する。広瀬氏によると「甲状腺検査評価
部会」が最終判定で甲状腺がんが数十倍に激増している
のを認めていながら「精密に全員に検査するようになっ
たためで、福島事故とは無関係」と判断している。
広瀬氏は「全国的に検査して比較してみるべきだ」と

主張する。もっともな意見だ。他の地域、とりわけ放射
能の影響が少なかった西日本の子どもと比較調査すべき
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だろう。やらないのは福島事故によって子どもの放射性
がんが急増したことが明らかになるから、とみられても
反論の余地はないだろう。

ヨウ素剤配布体制の提言

３０キロ圏について国がヨウ素剤配布を求めているこ
とはすでにふれた。では３０キロ外ならばヨウ素剤の準
備をしなくてもよいのだろうか。チェルノブイリ原発事
故では５００～６００キロの地点でも１キロメートルあ
たり５～１５キューリーのセシウムが検出された。放射
性ヨウ素は半減期が短いため確認されていないが、かな
り広範囲で汚染されていたことはまぎれもない。
一方、チェルノブイリから３００キロ以上離れたポー

ランドでは、原発事故に際して、３～１２歳児に５０ミ
リグラム、３歳未満児に２５ミリグラムのヨウ素剤が投
与された。その結果、放射性降下物の甲状腺吸線量を推
定で４０％減少できたと報告されている。

こうしたデータを踏まえて日本医師会総合政策研究機
構は２０１３年、原発災害による緊急被ばく医療対策に
関する調査、研究を実施。この成果を受けて日本医師会
は１４年 「原子力災害における安定ヨウ素剤服用ガイ、
ドライン」をまとめた。
調査は福島事故の分析を中心に行われた。安定ヨウ素

剤の服用については、富岡町、双葉町、大熊町、三春町
の４町で指示があったものの、富岡町（２万１０００個
配布）は１号機ベント後の夕方から翌日にかけて、双葉
町（少なくとも８５４人服用）は１号機ベントの翌日、

大熊町（三春町に避難した３４０人服用）と三春町（７
２５０人服用）はさらにその翌日だった。服用が放射性
物質が拡散してかなりの時間が経過していたことなどか
ら、研究グループは効果に疑問が残るとしている。
一方、配布したものの服用指示をしなかったいわき市

（ ）３月１６日午前１５万２５００人に２５万７７００錠
と楢葉町（１５日午前３０００人）では、飲むタイミン
グがわからず県の指示まちだったと釈明。浪江町では同
町内の津島地区に避難した８０００人を対象に１３、１
４日、避難所に安定ヨウ素剤を配布したが、服用指示は
しなかった。

このように服用指示があいまいな状態だったことか
ら、研究グループは「国による安定ヨウ素剤服用指示は

」 、 。空振りに終わった とし 具体的な指針の必要性を痛感
より実効性のある安定ヨウ素剤の事前配布と服用の計画
が必要との結論に達し、二つの提言をまとめた。
その第１はＰＡＺ、ＵＰＺだけでなくＰＰＡ（３０キ

ロ圏外）をも対象とした、数万人から数十万人規模の住
民に対する安定ヨウ素剤の事前配布体制を国は整備すべ
き、というものだ。２点目は事前配布と服用について医
療関係者の意見を聞く場の設置を求めた。この場で住民
の被ばくリスクの軽減のための服用や配布時期などに関
して行政機関に助言をしてもらおうというものだ。
ガイドラインでは「甲状腺被曝は、放射性ヨウ素に曝

露する２４時間以内に安定ヨウ素剤を服用することで低
減する。曝露後でも４時間以内なら効果がある」とした
うえで、①ＰＡＺ内では全面緊急事態に至った時点で、
避難指示とともに、原子力対策本部か地方公共団体の指
示にしたがい、安定ヨウ素剤を服用する②ＰＡＺ外では
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全面緊急事態に至った場合、屋内避難を行った後、同本
部や地方公共団体の指示に従って服用する、とした。
服用回数は原則１回。服用量は１３歳以上は丸剤２丸

（１丸中のヨウ化カリウム量５０ミリグラム 、３歳～）
１３歳未満は丸剤１丸、生後１カ月～３歳未満はヨウ化
カリウム量３２・５ミリグラム、新生児は同１６・３ミ
リグラム。現実の服用に際し、原則として乳幼児と若年
齢を優先するとしている。

保守、革新を超える住民政策

篠山市は日本医師会総合政策研究機構の調査、研究結
果と日本医師会のガイドラインに沿いつつ、市としての
具体的措置を決めたようだ。酒井市長は兵庫県議時代に
は自民党籍があったが、記事のなかで「この問題に保守
も革新もない。住民のためにできる最小限のことをして
いるつもり」と語っている。
若狭湾では５月１２日現在、大飯原発３、４号機、高

浜原発３、４号機が再稼働している。若狭湾以外では伊
方原発３号機、玄海原発３号機、川内原発１、２号機が

、 。運転しており 福島の二の舞の危険性は常につきまとう
いかにして住民を守るのか。確かに「この問題に保守も
革新もない」のである。
「住民の健康を守る」とする篠山市。言葉を国民と置き
換えれば国の立つべき姿勢は明らかだ 「国民の健康を。
守る」ことが安倍政権の最大の責務なのだ。だが現実に
は原発再稼働にまい進している。これが国民に放射能汚
染という最悪の健康被害を及ぼす原因となることは、福
島の事故の例をみるまでもない。

政権に批判的な声に耳を傾けない安倍首相。だが、酒
井市長が言うように「この問題に保守も革新もない」の
だ。政権が国民の健康を損なう政策を進めている現実。
「国難」というほかない。

破滅のイメージ
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樹高 ｍ 幹周り ｍ 樹齢約 年21.0 11.0 700

葛の葉稲荷のクス 樹高 ｍ 幹周り ｍ21.0 11.0
写真・文 片山通夫

人皇第 代、花山天皇熊野行幸の際「千枝の楠」の称を賜る。又、清少納言の草紙に65
「森は信太森」と記して以来、和歌の題となっている稀有の楠である。
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この神社は正しくは

「信太森神社」 通称

「葛葉稲荷神社」とい

う。創建は、和銅元年

（ 年 。またこちら708 ）

の神社には 安倍保名

と葛の葉姫の恋物語が

言い伝えられていて、

歌舞伎・文楽において

現在も語り継がれてい

る。
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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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撮影 年 月、 月2018 1 2
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写真・文 片山通夫
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別子銅山の始まりは１６９０年に銅の鉱脈が発見され
てからというから元禄年間で、翌１６９１年には開山
し１９７３年までの約２８０年の間、７０万トンを産
出し続け、我が国の近代化や交易に寄与した。また経
営は住友家が一貫して経営し、現在の日本を代表する
巨大財閥への道をこの別子銅山が築いた。

余談だが筆者の来年のカレンダーは旧住友財閥の二
代目総理事伊庭貞剛の四男伊庭慎吉の邸宅をモチーフ
にしたものである。
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明治 年企画「ジョセフ・ヒコの幕末維新」第二150
弾はリンカーン編です。

。今号の表紙はサハリン在住のチョン・テシクさん
数奇な運命の翻弄された半生をカバーストーリーで
振り返ります。また新しい書き手、松岡 正喜氏が

に登場！ご期待ください。Opinion
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年大阪生まれ 年読売新聞大阪本社入社、写真部勤務、新聞中務 敦行 43 65

カメラマンとして、あらゆるジャンルの写真を取材、 年 読売新聞大阪本社98

写真部長 年退職03

年兵庫県淡路島生まれ。モノクロ写真を続けて 年。中川 眞須良 1945 45

ますますその深みにはまりもがく日々を過ごす。

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。建北 博文
築士、フォトグラファー。

エッセイスト。滋賀県出身看護師を経、代替医療などに関わるはないみほ
（年金生活者）松岡 正喜・一之瀬 明

年サハリン州生まれ。 年から、韓イ イエシク（ ）E-SIK LEE 1949 1989

「 」 。国語新聞セコリョの写真記者 年からは サハリン韓人 をテーマに活動中.1991

ジュ・ミョンス（ ・ ）Dyu Men Su
、 。 。 、１９４８年 サハリン州生まれ ユジノサハリンスク在住 ロシア画家同盟会員

２０１３年、ロシア画家同盟より「創作活動の成功及びロシア芸術発展へ貢献し

たものに送る賞」を受賞。２０１４年、ロシア連邦功労画家称号を受ける。

年大阪生まれ フリー サハリン残留朝鮮人のルポルタージ片山通夫 44

ュなどいたってマイナーなテーマを追う。
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