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Ｌａｐｉ
ｚ （ラピス ） はスペイン語で鉛筆の意味。
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 。
世界中の子どもたちに笑顔を。
Ｌａｐｉ
ｚ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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Lapiz 編集長
天皇は８月１５日、日本武道館で催
された全国戦没者追悼式で「先の大戦
に対する深い反省」と述べました。同
式典での「おことば」に「深い反省」
が盛り込まれたのは、１９８９年に現
天皇が即位して初めてといいます。戦
後７０年の同式典で、天皇がアジア・
太平洋戦争への深い反省をしたことは
何を意味するのでしょう。
その２日前、私は映画「日本のいち
ばん長い日」を見ました。半藤一利さ
んのノンフィクション作品を基に作ら
れた終戦決定をめぐる裏舞台がテーマ
です。本土決戦を主張し玉音放送の録
音盤を奪おうとする青年将校と、天皇
の「聖断」によって終戦やむなしに傾
く軍参謀。その確執のなかで葛藤する
天皇が描かれています。
参謀と青年将校。共通しているのは
「国体護持」でした 。「２０００万人
が特攻になれば勝てる」と過激な戦争
続行派の将校はもちろん、ポツダム宣
言の受け入れを容認する参謀も「国体
を護持すること」をその条件としたの
です。

玉音放送である天皇の「終戦の詔勅 」
には「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ」と
あります。天皇も「国体護持」を終戦
の条件としたことは疑う余地がありま
せん。少なくとも「国体護持」と言わ
なければ軍部は納得しない、と考えた
でしょう。
マ ッ カー サ ー連 合 国 軍 最高司 令官
は、日本の占領をスムーズに進めるた
めに、天皇の戦争責任をあえて問わな
い、との方針をとったことはよく知ら
れています。その結果、天皇は戦犯に
なることを免れ、天皇制は存続されま
した。それは「国体」が「護持」され
たことを意味するのでしょうか。
そもそも「国体」とは何でしょう。
明治憲法には、その告文に「惟神ノ
宝祚ヲ承継シ」とあり、第１条に「大
日本 帝 国ハ 万 世一 系 ノ 天 皇之ヲ 統治
ス」と規定されています。さらに第４
条で統治権を持つ元首であることを明
らかにし 、１１条から１４条にかけて 、
陸海軍の統帥、宣戦布告や講和、戒厳
令布告などが規定されました。要する
に天皇は絶対権に近い権能を持つ一国
の統治者でした。それだけならば、近
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井上脩身

代国家の皇帝と大きくは違いません。
天皇の場合 、「万世一系」であるがゆ
えに「現人神」とされたのです 。「国
体」とは「万世一系の現人神である天
皇が統治をする国の形」といえるでし
ょう。
戦後２年がたった１９４７年５月３
日 、現在の平和憲法が施行されました 。
その第１条では「天皇は日本国の象徴
であり 、日本国民統合の象徴であって 、
この地位は主権の存する日本国民の総
意に基づく」と規定されました。いわ
ゆる「 象徴天皇 」規定です。ここでは、
主権が国民にあることをうたいあげた
うえで、天皇はその国民によって存在
することを示したのです。これを受け
て天皇は４６年１月１日 、「天皇ヲ以
テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ
民族ニ優先セル民族ニシテ、延テ世界
ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル
観念ニ基クモノニモ非ズ」との詔書を
発布しました。いわゆる「人間宣言」
です。
現憲法の規定と人間宣言とを合わせ
るならば、国民主権の下、戦前の国体
は否定された、と私は考えます。私が
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小学校２、３年生のころ、天皇一行が
私の住む大阪府高槻市にやってきまし
た。私たちは国道の両側に並んで天皇
を出迎えました。誰も日ノ丸の小旗は
手にしていません。天皇の車が通りか
かった時、誰ひとり「天皇陛下万歳」
とはいいませんでした。みんな 、「国
体護持」とは思っていなかったからに
違いありません。
しかし 、「国体は護持された」と主
張する人もいます。とりわけ歴史修正
主義の立場をとる人たちは、その象徴
として靖国神社にまつられている戦死
者を英霊としてたたえます 。「天皇陛
下に命を捧げた美しい殉死者」だとい
うのです。靖国参拝をする政治家はそ
うした考えの持ち主とみても間違いで
はないでしょう。安倍晋三首相は今年、
参拝を控えましたが玉串を自民党総裁
として捧げています。安倍首相も歴史
修正主義者に近い考えだとみられるの
は当然でしょう。全国戦没者追悼式の
式辞で首相が「皆さまの尊い犠牲」と
述べ、戦死を尊いとした点にそれが如
実に表れています。

すでに述べたように、戦後も天皇制
が絶えることなく続き、昭和天皇が引
き続き天皇の座にあったことは歴然と
した事実です。このことが、この国の
戦後をあいまいなものにしてきたこと
もまた事実です。このあいまいさが、
再びあいまいなまま戦争の道に進まな
いとは言い切れません。だからこそア
ジア・太平洋戦争の総括を日本人はき
ちっとしなければならないのです。戦
後とは何なのでしょう。戦後７０年の
夏の本号では「戦後」を考えてみまし
た。

一方、天皇は同式典で「深い反省」
と踏み込みました。この言葉は「ここ
に過去を顧み、さきの大戦に対する深
い反省と共に、今後、戦争の惨禍が再
び繰り返されぬことを切に願い」とい
う文脈の中で使われています。私は、
天皇の名によって行われた戦争に対す
る反省だと理解します。天皇は国体護
持論にくみしない姿勢を、
「 深い反省 」
の言葉のなかに込めたのではないでし
ょうか。

１９４５年沖縄戦で
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ルビコン川を渡ったか、日本
ルビコン川とは、古代ローマ時代、ガリアとイタリアと
の境をなした川で、ルビコン川より内側には軍隊をつれて
はいってはいけないとされていた。その川をカエサルは渡
ってローマへと兵を進めた。
そこで「ルビコン川を渡る」（英: cross the Rubicon）と
いう言葉は、その後の運命を決め後戻りのできないような
重大な決断・行動をおこなう表現として使われている。
安倍政権は一連の戦争法案を採決し戦争のできる国にし
てしまった。先に決めた特定秘密法とともに、戦前の日本
をほうふつとさせる。これらの法の下で果たして平和や人
権など憲法に定められた内容を守ってゆけるのか。
全く新しいイヤ、「戦前に回帰した日本」はどのようにな
ってゆくのか、考えてみた。
片山通夫
ガイウス・ユリウス・カエサル像
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何の ため の集 団 的自 衛権
の行使
大詰めを迎えていた安全保障関連法
案を審議している参院特別委員会が中
央公聴会を開いた。公聴会の席上、
「憲
法の番人・最高裁元判事だった」浜田
邦夫さんと国会周辺で反対デモを続け
ているＳＥＡＬＤｓ（シールズ ）」メ
ンバーの奥田愛基（あき）さんらが公
述人として発言した。
浜田さんはこれらの法案を「違憲」
と断定し「非常に危機感がある。本来
は憲法９条の改正手続きをへるべきも
のを内閣の閣議決定で急に変えるの
は、法解釈の安定性で問題がある」と
鋭く批判した。奥田さんは「憲法とは
国民の権利。それを無視することは国
民を無視するのと同義」と述べ反対の
立場を鮮明にした。
いったい何のための集団自衛権行使
なのか、安倍首相をはじめとする政権
のこれまでの説明の矛盾が明確になっ
てきている。
安部首相はホルムズ時の機雷掃海に
ついて「現在の国際情勢に照らせば、
現実の問題として発生することを具体
的に想定しているものではない 」。日
本人の母子を乗せた米艦の防護も、中
谷防衛相は「邦人が乗っているかは絶
対的なものではない」と述べた。

この先に見えてくるもの
同盟国・アメリカは今世紀になって
も世界中で戦争をしている。理由は様
々だ。イラクの場合、ありもしない大
量破壊兵器があるという理由だった。
今世紀に入ってのアメリカが関与・
介入もしくは全面的に参戦していると
思われる戦争を並べてみた。
2001 年～（継続）アメリカのアフガ
ニスタン侵攻（対テロ戦争）
2001 年～（継続） - パキスタン紛争
2003 年 - リベリア内戦
2003 年～ 2010 年 - イラク戦争
2006 年 - イスラエルのガザ侵攻・レ
バノン侵攻
2006 年 - エチオピアのソマリア侵攻
2008 年 - 第二次南オセチア紛争（グ
ルジア紛争）
2008 年～ 2009 年 - イスラエルのガザ
紛争
2011 年～シリア内戦
2014 年～ IS との戦い
今世紀に入ってもズーッと、世界中
へ出かけて戦争をしている国が、我が
国の同盟国であるアメリカだ。こんな
好戦的な国と「集団自衛権」とやらで
固く結ばれるということは、すなわち、
安部首相や中谷防衛相たちの国会答弁
も非常に危険極まりない。
少子化の日本で、実態を知れば自衛
隊員に応募する若者が激変する。いや、
だからＳＥＡＬＤｓの若者たちは反対
デモをしているのだ。
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実際に自衛隊員が減少すれば、次に
来るのは当然「徴兵制」だ。そうでな
くては「自衛隊は軍としての機能」を
発揮しえない。自衛隊出身の自民党の
議員が「 「現代戦において、シロウ
トが突然加わって部隊で機能を果たす
というのは、ほぼ無理な話だ」と話し
ていたが騙されてはいけない。現在唯
一の分断国家である韓国も北朝鮮も
「徴兵制」をとっている。 38 度線の
防衛の任務は徴兵された若者たちが担
っている。
もう一度言う。騙されてはいけない。
憲法に「苦役を禁じる」項目があるか
ら絶対にあり得ないという安部首相の
言に至っては噴飯ものだ。憲法を踏み
にじった本人にだけは言われたくな
い。

廃案に向けて
最後に、これらの法律が成立した暁
には、まず選挙でこれら賛成票を入れ
た議員たちを落選させなければならな
い。そのうえでリベラルな政権に「廃
案」する法律の制定が必要とする。
もっとも最高裁が「違憲立法審査権」
を行使して違憲判断をするのが一番手
っ取り早い。その時、一日３億円とも
いわれている国会の運営費などを自民
党や公明党に賠償させなければならな
い。
いや、ますます忙しくなってきたぞ、
われわれ国民は…。
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参考
アメリカの戦争
2001 年 9 月 11 日、いわゆる９・１
１でアメリカニューヨークで同時多発
テロが起きた。歴史上はじめて、アメ
リカ本土が攻撃されたわけである。犠
牲者の数は 3025 人を数えた。そして
アメリカは報復としてアフガニスタン
紛争、イラク戦争を引き起こした。ア
メリカは「テロを新しい戦争」と定義
して、テロの恐れがありアメリカに害
を及ぼすと判断したら、世界中どこへ
でも先制攻撃をすると宣言した。この
アメリカの「対テロ戦争」に我が国は
集団的自衛権という名の戦争で協力し
ようとしているのだ。

米同時テロの現場・2001 年
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平和憲法を殺した安倍首相
Lapiz 編集長

井上脩身

「憲法を殺した男」というほかないであろう。安倍晋三首相である。
誰の目にも明らかに憲法違反である集団的自衛権行使のための安
全保障関連法を強引に成立させた安倍首相。もはや憲法をないが
しろにしたにとどまらず、憲法の平和理念を根底から否定し、戦争へ
の道をまっしぐらに進もうとしているのである。決して反安倍感情で本
稿を書いているのではない。私なりに考えたすえの結論である。
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平和憲法から始まる戦後
憲法が施行されたのは１９４７年５
月３日だ。その前文で「政府の行為に
よって再び戦争の惨禍が起こることの
ないようにすることを決意」し 、「日
本国民は恒久の平和を念願し、人間相
互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚する」とうたいあげた。戦争放棄
を定めた９条と相まって、
「平和憲法」
といわれるゆえんである。
この前文は、平和への理想の抱く国
民として、戦争を起こすような政府の
行為に対する厳しい目を持ち続けるこ
とを誓ったもの、と捉えることができ
るだろう。言い換えれば、平和への理
想と政府への監視を怠らないという国
民の決意表明である。
実際、吉田茂首相（当時）は憲法施
行に当たって「徹底せる平和主義と中
正なる民主主義において比類なき進歩
を示したものであって、誠に優れた憲
法として世界に誇るべきもの」と述べ
た（『昭和史全記録』毎日新聞社）。
自衛のための軍隊を持つことも禁止さ
れていると理解され、軍に関する諸法
令は廃止された（伊藤満『日本国憲法
三十年』朝日新聞社）。
しかし、自民党はこの憲法を「押し
つけ」と一貫して言い続けてきた。し
かし、古関彰一・獨協大学名誉教授の
研究によれば、ＧＨＱ案になかった９
条１項の冒頭の文節「日本国民は、正
義と秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し」が国会での議論のなかで付
け加えられ（古関『平和憲法の深層』
ちくま新書）、当時の２大保守党であ

る自由党、進歩党はともに（明治憲法
から現憲法への）憲法改正案に賛成し
た。
「押しつけ憲法」の主張は、後にな
って「賛成したが本心でなかった」と
言っているようなものだ。政権の座に
ついている公党として恥ずべき痴話げ
んかレベルの言い草である。憲法学者
の多くは「憲法制定過程をみれば押し
つけとは言えない」とみる。
しかし 、「自主憲法の制定」と党是
とする自民党は今なお、その論拠を「押
しつけ」にすがる。安倍首相は２０１
３年に産経新聞のインタビューで、現
憲法について「ＧＨＱの憲法であって、
国際法の素人が８日間でつくった」と
述べた。安倍首相が「押しつけ」にす
がる時代遅れの保守政治家である証左
である。
ＧＨＱの影響による憲法だとして
も、その源泉は「日本は戦争と再軍備
に関わらない」などと定めたポツダム
宣言にある。ところが安倍首相は今年
５月の党首討論で「ポツダム宣言はつ
まびらかに読んでいない」と語った。
先の大戦で日本の無条件降服を求めた
ポツダム宣言。その内容も知らずに「戦
後レジームからの脱却」を旗頭に据え
る安倍首相は 、「憲法を頂点とする国
の戦後の基本的枠組み」を変える、と
いうのだ。
無知ほど怖いものはない。それも一
国の首相なのである。どうしてこのよ
うな国になってしまったのだろう。が
く然、である。
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日 本の 危険 除 去名 目 の戦
争
１９５０年６月、朝鮮戦争が勃発し
た。その半年前、マッカーサー連合国
軍最高司令官は「憲法は自衛権を否定
しない」と声明、７月、国家警察予備
隊の創設を指令した。周辺事態が憲法
を揺るがす最初である 。「教え子を再
び戦場に送るな」をスローガンにした
日教組をはじめ、全国で再軍備反対闘
争が繰り広げられたが、同予備隊は５
２年、保安隊に改組、さらに５４年、
自衛隊に変わり、防衛庁が発足した。
一方、５１年９月、サンフランシス
コで日米平和条約が調印された数時間
後、日米安保条約が調印された。その
前文には「無責任な軍国主義がまだ世
界から駆逐されていないので、固有の
自衛権を行使する有効な手段をもたな
い日本には危険がある。よって日本は
アメリカとの安全保障条約を希望す
る」とある（『 日本国憲法三十年 』）。
いかにも日本側の要望によるとの外観
を繕った条約である。朝鮮戦争が起き
たのを機に、日本を共産化の波の防波
堤としたいアメリカの軍事政策に基づ
く条約であるが、自民党政府は一度も
「押しつけ条約」とは言っていない。
同条約は米軍の駐留を認めた（第１
条）もので、平和条約が調印された後
も、米軍が駐留することとなった。さ
らに同条約第３条に基づく行政協定
で 、「日本はアメリカに対し基地の使
用を許可することに同意する 」（第２
条１項）と定められ、全国各地の米軍
基地の法的根拠となった。
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安保条約の本質について、前泊博盛
・沖縄国際大教授は「アメリカの目的
は日本全土を『潜在的基地』とするこ
とだった 」（前泊『本当は憲法より大
切な「日米地位協定入門 」』創元社）
という 。「日本には危険がある」との
名目で、戦闘機や軍艦がいつでも出撃
できるよう軍事基地を設けるのがアメ
リカの狙いだった、というのだ。
実際、６５年、ベトナム戦争が起こ
ると、アメリカの施政権下にあった沖
縄の嘉手納基地から出撃しただけでな
く、東京都の横田基地もＦ１０５サン
ダーチーフ戦闘機の出撃拠点になった
といわれている。北ベトナム軍の戦闘
行為によって日本には何ら危険が生じ
ていないにもかかわらずだ。この一点
をみても「日本の危険の除去」が単な
る戦争名目でしかないことがわかる。
この間、自衛隊は着実に兵力を増強
してきた 。「米軍が日本の危険を取り
除いてくれる」のであれば、自衛隊は
災害救助活動だけでよいはずだ。米軍
との連携が当初から念頭にあったから
にほかならない 。「アメリカの戦争の
支援」が前提だったとみるべきだろう。
事実、０１年、小泉首相はアメリカの
対テロ戦争支持を表明。アルカイダの
活動拠点があるアフガニスタンに対す
る米軍の攻撃支援として、米艦船への
洋上給油のための自衛艦をインド洋に
派遣。イラク戦争では戦後初めて自衛
隊の戦地派遣に踏み切り、イラク南部
のサマワに陸上自衛隊派遣部隊５５０
０人を投入した。（共同通信社編『「改
憲」の系譜』新潮社）
いずれも「日本の危険除去」ではな
く 、「経済大国として国際的孤立」を

避けるためだ 。「平和を守る」という
憲法理念よりも 、「大国のメンツ」を
優先したのである。安倍首相は集団的
自衛権の行使について「わが国の存立
危機にあたって、国民の幸福追求権を
守るため」と説明する。しかし、実態
は小泉政権の自衛隊海外派兵路線の延
長であることは明らかだ。

ア メリ カ 迎合 の 最高 裁長
官
米軍の駐留問題に話を戻す。米軍駐
留が憲法違反かどうか、が裁判上問わ
れることになる砂川事件が起きたのは
１９５７年である。同訴訟をめぐって、
当時の最高裁長官がアメリカ側に迎合
する姿勢を事前に示した秘密文書が２
０１１年に見つかった。米軍が、その
軍事戦略のため、なりふり構わず司法
にまで介入していたのである。
秘密文書を掘り起こしたのはジャー
ナリストの末浪靖司氏だ。それによる
と、砂川事件の最高裁判決前の１０５
９年１１月、田中耕太郎・最高裁長官
と当時のマッカーサー駐日大使が秘密
裏に会談した。同大使は密談内容を同
５日、アメリカ大使館から国務長官に
宛てて極秘書簡として発送。同６日、
受領された。末浪氏は１１年秋、アメ
リカ国立公文書館でこの報告文を発見
した。
砂川事件は１９５７年、砂川町（現
立川市）の米軍基地内に数メートル入
ったデモ隊の２３人が逮捕され、７人
が起訴された事件。東京地裁の伊達秋
雄裁判長は５９年３月３０日、「米軍
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駐留は憲法９条違反」との画期的判決
を下した。安保条約の改定を翌年に控
えた日米両政府は、この伊達判決に衝
撃を受け、最高裁に跳躍上告をした。
米国政府が最高裁で地裁判決を覆すこ
とを望んでいたことはいうまでもな
い。こうした緊迫した状況のなかで、
最高裁長官と駐日アメリカ大使が秘密
裏に会談をしたのである。
マッカーサー大使が国務長官に対し
て行った報告は次の通りである。
「田中最高裁長官との最近の非公式
の会談のなかで、砂川事件について短
時間話し合った。長官は、時期はまだ
決まっていないが、来年のはじめまで
には判決を出せるようにしたいと言っ
た」と、田中長官が判決言い渡し時期
を示唆したことを表示。さらに「裁判
官の何人かは、東京地裁には合衆国軍
隊駐留の合憲性について裁定する権限
はない（と考えていることが）私には
わかった」と、会談から受けた感触を
述べた。
このうえでマッカーサー報告は「田
中長官は、下級審の判決が支持される
と思っているという様子は見せなかっ
た。反対に彼は、それが覆るだろうが、
重要なのは１５人のうちのできるだけ
多くの裁判官が憲法問題に関わって裁
定することだと考えているという印象
だった」と、多数意見についての感触
にまで言及 。「憲法問題に伊達判事が
判決を下すのはまったく誤っていた、
と彼（田中長官）は述べた」と、田中
長官が伊達判決を否定していたことも
明らかにした。（前掲書）
はたして最高裁判決は会談から１カ
月余り後の１２月１６日に大法廷で言
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い渡された。地裁判決を破棄し差し戻
したうえで、「憲法９条は自衛権を否
定していない」と自衛権を認めた。さ
らに安保条約について「違憲か合憲か
の法的判断は司法裁判所の審査には原
則としてなじまない」と憲法判断を避
けた。憲法によって安保条約を裁定で
きないとするこの統治行為論は、安保
条約が憲法の上位にある、と認定した
ことにほかならない。
田中長官がマッカーサー大使の要請
に従って判決を下したとまでは言えな
いが、会談に応じること自体、同大使
への迎合姿勢であったと言わざるを得
ない。極限すれば、砂川最高裁判決は
憲法を軽んじる米国向け判決だった。
田中・マッカーサー秘密文書は最近
刊行された『検証・法治国家崩壊』
（創
元社）に掲載された。同書は吉田敏浩
氏（ジャーナリスト）、新原昭治氏（国
際問題研究家）と末浪氏の共著である。
吉田氏も「安保法体系を憲法体系より
優先させた判決」と述べる。
安倍政権は集団的自衛権の合憲性の
根拠を砂川事件最高裁判決に求めた。
「判決で国としての固有の自衛権を認
めている」ことを理由に挙げているが、
真の狙いは「憲法より安保条約が上位
にある」との同判決のアメリカ向け判
断だろう。集団的自衛権行使は憲法よ
り上位にある、との安倍首相の憲法軽
視論の理論的支柱となった。

「ナチスに学ぶ」の狙い
２０１３年８月、麻生太郎副総理兼
財務相は講演の中で改憲問題に絡ん
で、ヒトラーがワイマール憲法を骨抜
きにして独裁政権を確立した点をとら
え 、「あの手口、学んだらどうか」と
語った。安倍首相は「現政権の意向で
はない」と釈明に追われたが、だから
といって麻生副総理を罷免しなかっ
た。憲法違反である集団的自衛権を行
使できるようにするために、安倍首相
自身がナチスの手口を真似ようと考え
ていたのかもしれない。
ワイマール憲法は、第一次世界大戦
の敗北を契機に１９１８年 、「内外の
平和に貢献し、社会の進歩を促進する
ために」制定された。国民主権を基本
として生存権などの人権保障規定を置
く、当時としては世界で最も民主的な
憲法だった。
１９３３年、ヒトラーが内閣を握る
と選挙に打って出て、ナチ党２８８議
席、連立を組む国家人民党５２と与党
が過半数を確保。ヒトラーは授権法の
制定に乗り出した。同法は立法権を国
会から政府に移し、憲法に反する行為
もできるという政府に絶対的権限を与
えるものだ。
ワイマール憲法によって、改正には
議員の３分の２以上が出席する議会
で、３分の２以上の賛成が必要だった。
与党の議席は３分の２に達していなか
ったが、政府は欠席議員も出席扱いで
きるようにする議会運営規則の修正案
を提出。すでに共産党議員の多くを拘
禁しており、彼らの口を封じたうえ、
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臨時議会場に周辺に突撃隊を配備して
採択した。
この授権法の結果、ワイマール憲法
は完全に骨抜きにされた。同憲法の平
和主義と民主主義をさらに進めたのが
日本の憲法である。
麻生副総理は「護憲と叫んで平和が
くると思ったら大間違いだ」と述べた
うえで「ドイツのヒトラーは、ワイマ
ール憲法という当時ヨーロッパで最も
進んだ憲法の下で出てきた。『静かに
やろうや』ということで、ワイマール
憲法は誰も気がつかないうちに変わっ
た。あの手口、学んだらどうかね」と
語ったのである 。（２０１３年８月２
日付毎日新聞）
日本の憲法を「静かに変える」には
どのような工夫があるか。安倍首相が
採ったのは、憲法改変のための国民投
票を行う（憲法第９６条）のではなく、
集団的自衛権行使容認を閣議決定した
うえで、様々な関連法案でオブラート
に包み、国会を通過させるという目く
らまし作戦だった。正面から憲法改変
手続きをしようとすれば大きな反対運
動が起きる。閣議決定なら静かに実行
できる、というわけだ。
今振り返ってみると、麻生副総理の
講演は「ナチスの授権法も知らない軽
薄発言」と笑って済ませる話しではな
く、安倍政権の底意であったことに気
づかされる。なぜそうまでして安倍首
相は集団的自衛権にこだわったのか。
さらに分析を進めなければならない。
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専守防衛から先制防衛へ
安倍首相を安保法成立を強行させた
のはアーミテージレポートであろう。
アーミテージ氏は米海軍兵学校を出
て、ベトナム戦争に従軍した軍人出身
の政治家。ブッシュ政権時代に国務副
長官に就任し、外交指針を取りまとめ
た。ブッシュ氏が大統領になる前年の
２０００年に第１次アーミテージレポ
ートをまとめた。この中で日本に対し
て有事法制を策定するよう助言。０１
年に成立した第１次小泉内閣の官房副
長官だった安倍首相は同レポートに少
なからず影響を受けた、とみられてい
る。
アーミテージ氏は０７年 、「２０２
０年を見据えた課題」と題する第２次
レポートを発表 。「日本への助言」と
して、①情報の機密性の保障②憲法よ
る行動の制限に関する議論③自衛隊の
海外派遣に関する議論――などを提
言。第１次安倍政権での首相であった
安倍氏がこの提案を丸のみして採り入
れようと考えたことは想像に難くな
い。１２年に再登板した安倍首相は圧
倒的多数与党をバックに、アーミテー
ジ報告の実践に取り組んだ。
まず、武器輸出三原則を防衛整備移
転三原則に変更し、安全保障面で協力
関係がある国への輸出を可能にした。
「米国などの同盟国が紛争当事国とな
った場合も我が国が武器輸出を続ける
ことを許し、実質的に武力紛争への参
戦だ」と東京弁護士会が反対声明を出
したが、確かに集団的自衛権行使容認
に向けた布石であった。その後、特定

秘密保護法を成立させたのも同レポー
トの通りである。
アーミテージ氏はさらに追い打ちを
かける形で第３次レポートを作成。
「緊
急事態における米国との防衛を含めた
日本の責任を拡大すべきだ」としたう
えで 、「日本の集団的自衛権の行使の
禁止は、日米同盟の束縛となっている。
この禁止を撤回すれば、より緊密で有
効な安保同盟になろう」と、集団的自
衛権の行使容認を求めた。
さらに日本に対し 、「国家の防衛に
は攻撃的責務があり、集団的自衛権禁
止の解除による政策の変更」を求めた。
具体的には平和時、緊張、緊急、危機、
戦争の各場合における日米の完全な協
力を強調。①地域の緊急事態に対する
日本の責任範囲の拡大②ペルシャ湾で
の掃海作業と南シナ海での（米国など
との）共同監視――などを担うよう要
請した。
同レポートにそって、安倍首相は「切
れ目のない安全保障」を掲げ、「武力
攻撃事態法案 」「重要影響事態法案」
といった意味不明な法律を作りだし
た。国会答弁がしどろもどろになるの
も、発案が自らではなくアーミテージ
レポートであるからだ。我が国の存立
に重大な影響を及ぼす事態として、ホ
ルムズ海峡の閉鎖を挙げた際の政府の
説明が何ともとんちんかんであった
が、これも同じ理由である。要するに、
安保関連法は“アーミテージレポート
まる写し法”なのである。
ここで看過してはならないのは、同
レポートが「国家の防衛には攻撃的責
務がある」と強調している点である。
「攻撃的防衛」は言葉を換えれば「先
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制防衛」であろう。相手が攻める前に
攻撃する、ということである。これま
での内閣は「専守防衛」を堅持し、集
団的自衛権は憲法違反だとしてきた。
安倍首相はここでも１８０度、政府姿
勢をひっくり返し、「先制防衛」に打
って出ようというのである。
アーミテージレポートはアメリカの
国益を最優先にまとめられたものであ
る。安保関連法の成立は、集団的自衛
行使の名でアメリカの戦争に自衛隊が
参戦することにほかならない 。「戦争
法案」といわれるゆえんでもある。

非核二・五原則化の恐れ
これまでの政府は憲法と安保条約を
シーソーのようにその重さを測りなが
ら、ぎりぎりのところでアメリカと折
り合おうとしてきた。歴代首相は、基
本的にはアメリカ一辺倒であり、自衛
隊を増強しながらも、憲法を全くない
がしろにすることだけはできなかっ
た。その理由として、例えば後藤田正
晴元副総理のような戦中戦後を生き抜
いた自民党の長老が「戦争は許されな
い 」「憲法を守れ」とクギを刺し続け
たことが挙げられる。
しかし、戦後派の安倍首相は、平和
憲法の基本精神を理解する想像力が欠
如しているとしか思えない。冒頭に述
べたように、憲法違反の集団的自衛権
が出来るようにすることは、憲法を事
実上たたきつぶしてしまうことを意味
するからである。
今年になって、安倍首相の側近の磯
崎陽輔首相補佐官が安保法制について
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延べた「法的安定性は関係ない」との
言葉が、安倍首相の本心を見事に表し
ている。法的安定性とは、憲法を骨格
とした法体系（憲法体系）を根幹とす
る立憲主義をいう。その憲法体系は安
保法案とは「関係がない」というので
ある。１００万人が「憲法違反」と言
おうが我が行かんとの頑強でかつ偏狭
な態度である。憲法を踏みつぶすつも
りでなければできることではない。憲
法が殺されるということは、平和を求
める権利をはじめ、国民の基本的人権
も殺される、ということである。
では安倍首相は次は何を狙ってくる
であろうか。
安倍首相は広島での平和記念式典で
の挨拶で「非核三原則」に触れなかっ
た。これまでの首相は、唯一の被爆国
のリーダーとして非核への強いメッセ
ージを込め、「非核三原則堅持」を誓
ってきた。安倍首相が「非核三原則」
に触れなかったのには何らかの意図が
あるからに違いない。
思い起こされるのは民主党政権時

代、岡田克也外務大臣（当時）が会見
で「将来緊急事態の場合には、三原則
を守るという選択と、場合によっては
それに例外をつくってでも国民を守る
という場合がきた時に、時の政権が命
運をかけて判断すること」と述べ、
「二
・五原則化」への可能性を示唆したこ
とだ（『法治国家崩壊』）。
二・五原則とは「持たず、つくらず、
持ち込ませず」の非核三原則のうち、
「持ち込ませず」については陸上への
貯蔵と配備に限定し、核兵器積載艦船、
航空機の領内通過や寄港、飛来を認め
るというものだ。核持ち込みについて
かねてから密約の疑いがもたれていた
だけに、岡田発言はその存在を暗に認
めたと言えなくもない。
「時の政権」を今担う安倍首相の指
南の書ともいえる「アーミテージレポ
ート」は、集団的自衛権が行使できる
ようになった後の日米間の同盟につい
て「米英間の特別な関係がモデル」と、
日米関係の米英同盟化を提唱してい
る。
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問題は米英関係の中身だ。イギリス
は現在、アメリカの核ミサイルの提供
を受けて、核戦略を立てている。アー
ミテージ報告にいう「特別な関係」は
こうした核武装の共有をも指すとみら
れる。
アーミテージレポートは、原発の再
稼働を求めている。実際、安倍首相は
原発推進の姿勢をとり、九州電力の川
内原発１号機を再稼働させた。
これだけをもって、安倍首相がアメ
リカとの核の共有にのりだすとは言え
ない。だが、広島での一件を思えば「非
核二・五原則」に踏み込む懸念は大い
にあるだろう。その場合安倍首相の視
線の先に「核武装の共有」がある可能
性が高い。集団的自衛権と核の共有が
セットになれば、広島・長崎の悲惨な
過去すら葬り去ることになる 。「戦争
法」どころか 、「地球破滅法」になら
ないとは限らないのである。

Lapiz2015Autumn

ルビコン河を渡ろうと
する（渡った）日本
常本
「 賽は 投げ ら れた ！」
とで も叫 ぶつ も りだ ろう
か。 まさ に、 ル ビコ ン河
を渡 ろう とし て いる カエ
サルならぬ安倍晋三首相。
（2015 年 9 月 14 日現在）
強行 採決 しよ う とし てい
るの は、 平和 ・ 安全 とい
う名 の戦 争法 案 だ。 国家
の岐 路に 個人 的 な賭 けは
控えてもらいたい。
い つの 世も 政 権へ の国
民の 期待 は、 景 気と 年金
で 6 割は超えてしまい、
平和や外交は 1 割程度。

その 1 割の批判で、これ
ほ ど安 倍 内閣 の 支持 率を
落としているというのに、
そ の世 論 も無 視 して 突っ
走 ろう と する 。 最近 、周
り から 怖 いと の 声を よく
聞 くが 、 あな が ち法 案が
戦 争に 関 する も のと いう
理由だけではないだろう。
安倍 さ んは う そぶ く。
お じい ち ゃん の （と は言
わないだろうが） 60 年安
保、 70 年安保の時も、そ
ん な法 案 を通 し たら 戦争
に 巻き 込 まれ る と野 党は
14

一

言 って いた が 、戦 争 にな
ら なか った じ ゃな い か。
な るほ ど、 ど うや ら 、安
倍 さん の辞 書 には 「 一線
を 越え る」 と いう 表 現は
ないらしい。
確か にこ れ まで の 日本
の 安全 保障 の 政策 は 、憲
法 9 条の理念からすれば、
少 しず つ後 退 を重 ね てき
た とい える だ ろう 。 安保
も ＰＫ Ｏも 違 憲か も しれ
な い。 しか し 、そ れ でも
戦 闘期 間・ 地 域に は 自衛
隊 を出 さな い とい う 「一
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線を 越え る」 こ とは なか
ったのだ。
それを今回の法案は簡単
に越 えて しま う 。そ のた
めな らば と、 戦 闘地 域を
「現 場」 と「 後 方」 に分
ける とい う、 そ んな バカ
な！ と誰 もが 突 っ込 むよ
うな 、姑 息で 粗 雑な 概念
操作 にま で手 を 染め る始
末。 そこ まで し て日 本の
平和 国家 とし て の歩 みを

否定するのか。
「一 線 を越 え る」 こと
になれば、憲法 9 条も変
えられてしまったも同然。
9 条にとっても、ルビコン
河 は解 釈 改憲 と いう 土俵
上 の俵 で ある 。 幸い 、相
撲 はど れ だけ 押 され て後
退 して も 、俵 を 割ら なけ
れ ば負 け とは な らな いル
ー ル。 俵 に足 が かか った
今 こそ 、 踏ん 張 り時 であ

澤地久枝氏よびかけのポスター
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る。
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編集部・片山通夫
今年も８月１５日に全国戦没者
追悼式が開催された。わが国は戦
後 70 年もの間、真摯に「戦争の総
括」をしてこなかった。
よく比較されるドイツの場合、
「1970 年 12 月 7 日、ヴィリー・ブ
ラント西ドイツ首相（社会民主党
＝ SPD・当時）はワルシャワを訪
れ、ポーランドとの国交正常化基
本条約に調印。その足でゲットー
英雄記念碑に献花し、ひざまずい
て黙祷を捧げた」ことはよく知ら
れている 。（ http://goo.gl/QQ9ogF）

ユジノサハリンスク勝利広場・９月２日
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わが国はこの総括を「経済支援
一辺倒」でやりとおしてきた。つ
まり「お金で解決」してきたわけ
だ。残念ながら「お金で解決」は
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貰ったほうは時間が経てば忘却の彼方だ。古人の心を打
つということは本当にまれだとおもう。
私はこの２日、たまたまロシア・サハリン州の州都・
ユジノサハリンスクに居た。そこで繰り広げられていた
のは「対日戦勝記念日」の大イベントだ。期せずして「戦
後７０年」をかの地で考える機会を得た。
無条件降伏を《終戦》と表現し、戦死者を《英霊》、軍
隊の敗退を《転戦》と表現する我が国。こんな言葉遊び
をするよりも、私たちはあの戦争を、今一度、真摯に振
り返ってみる必要があるのではないだろうか。しかし残
念ながら現在、安部首相率いる政府・自民党はそんな「感
傷」を決して許さない風潮である。「これだけ経済支援・
援助ししてきたのにいつまで文句を言っているのだ」と
口ででこそ出さないがそんな雰囲気が蔓延してきている。
中国が９月３日の戦勝記念日に安部首相を招いた。し
かし彼は行かなかった。いや、筆者に言わせると行けな
かったのだ。 ブラント西ドイツ首相（当時）のように
勇気がなかったとしか思えない。得意の外交手腕を発揮
する絶好の機会を彼は自ら捨ててしまった。残念なこと
である。

17

Lapiz2015Autumn

写真はいずれも９月２日ユジノサハリンスク市内で
筆者撮影

18

Lapiz2015Autumn

常本

一

大阪市中央区の大阪城公園にある、平和博物館「ピースおおさか」。今では大幅に展
示内容がリニューアルされてしまったが、以前には二階展示室の床面に、戦前の大阪城
周辺の軍事関連施設を示す地図が描かれ、その一つとして、「戦争資料館」と記されて
いた。
筆者は 2 年前まで「ピースおおさか」に勤めていたが、これは「ピースおおさか」の
前身ですか、とよく尋ねられたものである。もちろん違う。コンセプトからすれば、対
極にある施設だ。その名は「大阪国防館」。戦意高揚を目的とした戦争博物館であった。
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国策の戦争博物館

設立された。

本稿のタイトルは“知られざる”で
あるが、それは戦後のこと。日本紀元
2600 年、つまり 1940（昭和 15）年 3
月に大阪国防館がオープンした際に
は、もちろん大々的に宣伝されている。
それは上に記したように、時局を反映
した国策によるものであったからだ。
内閣情報部が 1940 年に出版した「写
真週報 116 号」は、以下のように報
じている。

物価の変動はあるものの、 1931 年
に完成した大阪城天守閣が 47 万円だ
ったことを思えば、当初の計画どおり
鉄筋 3 階建てくらいのものはできただ
ろうが、資材節約の時節柄、木造 2 階
建て（一部は平屋、地下室もあった）
、
建坪 300 坪の仮の建物での開館となっ
た。敷地内には、高射砲、複葉機など
も屋外展示されていた。

「大阪に生れ出た殉国の勇士を偲び
国防思想の普及をはかろうとする大阪
城内の国防館は、紀元 2600 年の陸軍
記念日を期して一般に開館され、大人
にも子供にも非常な好評を博していま
す。大阪城天守閣北裏にあるこの国防
館は、館長萩原大佐の下に、その設備
はあくまで教育的で日本では始（ママ）
めてのいろいろな特殊装置によって観
覧者に直接近代戦の体験を得させるよ
うになっているのが最大の特色です」
（現代仮名遣いに改めた。以下同じ）
すなわち、大阪国防館とは、靖国神
社付属の遊就館や国防館に範をとり、
大阪城天守閣の北側に隣接する山里丸
にあった、公園の西半分を敷地として、
時代が太平洋戦争へと向かう中、少国
民を含む国民の精神を戦争に動員する
ための啓発施設であったのである。
発端は 1932（昭和 7）年に大阪の第
四師団長となった寺内寿一の言。それ
を後押ししたのが天王寺在住の有志、
中野太右衛門による 50 万円の寄付で
あった。それで財団法人大阪国防館が

ラクション的な展示法も取り入れてい
ること。1940 年 3 月 13 日の朝日新聞
にて、萩原館長が次のように語ってい
る。
「第一に教育的であること、第二に
ただ眺めるだけでなく直接体験を得さ
せるために観覧者自らの手に持たせ、
さわらせること、第三に文字の説明を
できるだけ少なくして見ただけでわか
らせること、第四に国民を感奮興起せ
しむること…」

入館料は、大人 10 銭、小人５銭。
啓発施設であるため比較的安かった。
ガイドは傷痍軍人や戦没者遺族から選
ばれ、職員も同様で、戦災保障の一面
もあったようである。中国での戦闘で
右手を負傷した、国防館の守衛を「守
衛勇士」と讃える新聞記事も見られる。
入館者数については、初日の午後 3
時までに 1500 人を超えたという記録
があるように、大阪城という一級の観
光地に立地しているため、啓発施設と
して十分役割を果たせるほどの集客数
であっただろう。

同館長はさらに、具体的に述べる。
「地下第二室航空室の９３型双発に
よる操縦爆撃、射撃の操作実験など現
在航空士官学校で使用しているものと
同じもので、誰でも同機に乗って足の
下に流れ動く二千メートル上空から見
た地上図をねらって爆撃の快味を味わ
うことができる。また同室のボタンに
よる点灯装置の爆弾の威力表示、高層
建築の防空施設ジオラマなど一目でい
ろんなことが分るようになっている。

現代的な展示法

第七室のガス実験室には直結式、連
結式のガスマスク約十個を準備し希望
者には密閉した同室で催涙ガスその他
お好みのガスを何でも経験させる」

展示品には、当然のように、軍国主
義精神を宣伝するものが多い。西住戦
車長、中村震太郎少佐、梅林孝次大尉、
井上中尉夫人のような軍神クラスのみ
ならず、館長の萩原正秀大佐が全国の
遺族を訪ね歩いて収集したという遺品
が、100 点以上展示されていた。
驚くのは、大型の機器を使い、アト
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筆者は大学で博物館経営論を教えて
いるが、入館者を増やすための博物館
の手法として、これは理想的だろう。
エデュケーション（教育）とエンター
テインメント（娯楽）を併せ持つ、エ
デュテインメントという概念が確立し
たのは戦後のことだが、大阪国防館の
展示法は 75 年前という古さを全く感
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じさせない。
現在の韓国にある「独立紀念館」の
展示法と比べても、それはわかる。同
館を見学した、ある研究者は以下のよ
うに書いている。
「順路の通り歩いていると、いきな
り砲弾音が聞こえ、周囲に煙が立ちこ
め 、「戦争」が始まる。韓国の独立軍
が繰り広げた戦闘が再現されているの
だ。兵士を模したマネキンは動きこそ
しないが、サウンドで鳴り響く音や煙
がリアルで、戦場気分を味わえる…巨
大なスクリーンに映る敵兵を倒す射撃
コーナーもあった。敵は 2 頭身にデフ
ォルメされていて、どこの国の兵士か
はわからないが、銃は韓国軍の主力小
銃であるライフルＫ２を模したような
作りになっていて、重厚感もある」
（古
市憲寿『誰も戦争を教えてくれなかっ
た』）
もちろん、両館に共通する展示法、
つまり戦争博物館のそれがいかに入館
者を増やそうとも、
「ピースおおさか」
ではそれは許されないことはいうまで
もない。入館者数を誇るよりも、日本
の平和博物館が質・量ともに世界をリ
ードしている現状を誇ることこそ、平
和国家としての在り方であろう。
それに比べれば、独立紀念館の展示
は、現下の韓国の平和を巡る厳しさを
感じさせる。朝鮮戦争は未だ休戦に過
ぎないのだ。大阪国防館があった時代
の日本は、この後、悲劇の戦争へと突
入するのだが、韓国はそうならないこ

とを祈りつつ、本題に戻ることとした
い。

大阪城を離れた国防館
1940（昭和 15）年に開館した大阪
国防館が、大阪城内で活動した期間は
2 年余りと短かった。戦争の激化に伴
い、1942 年 9 月以降、大阪城内には
市民が立ち入れなくなったため、啓発
施設としてはその意味を著しく失って
しまったからである。
そこで、1943 年 8 月に難波の高島
屋の 7 階に移転することになる。集客
が期待できる場所であるし、販売する
ものが乏しくなっていた百貨店側にと
っても、売り場提供の一環であった。
高島屋にはすでに市立戦時生活館も移
転してきていた。
大阪国防館は移転したとはいえ、積
極的な活動をやめなかった。高島屋で
の展示では、光学、電気兵器の分野を
強化したり、枚方遊園での菊人形を大
阪国防館の主催で「戦力増強決戦菊人
形」と銘打ち、約 67 万人を集めたり
している。
さらに、枚方遊園地を「大阪国防館
枚方錬成場」として使用することにし、
忠霊顕彰館、軍事普及館、国土防衛館、
機械化兵器講堂などの建設に取りかか
るなど、意欲的にその使命を完遂しよ
うとしていたことがうかがえる。しか
し、時すでに遅し。 1944（昭和 19）
年 2 月、戦局の悪化を理由に、工事は
中止となってしまったのである。
では、国防館の移転後、大阪城山里
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丸の施設はどう利用されたのだろう
か。大阪城内に本部を置いていた第 35
航空情報隊は、 1943 年から「翼隊」
と称された女子通信手を採用すること
になり、それら少女たちの宿舎として、
すでに山里丸の東半分にあった兵舎だ
けでなく、国防館の一部もそれに当て
ることにしたのである。
終戦の年、 1945（昭和 20）年、空
襲が激しくなってくると、山里丸にあ
った建物のほとんどは 6 月の空襲（1
日とも 7 日ともいわれる）によって焼
け落ちてしまった。大阪国防館の建物
としての歴史もここに終わったのであ
る。
現在、跡地には、かつてここに大阪
国防館があったとうかがわせるものは
何もない。代わりに、女子通信隊有志
により建立された「真心碑」が立って
いる。彼女たちも戦時中、軍国主義精
神を注入された少女たちであった。そ
の何人かは、きっと、大阪国防館を訪
れていたことだろう。
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１）1942 年の大阪城の空撮写真。真中に見えるＬ字を 90 度右
に傾けたような建物が大阪国防館である。同じ敷地内で国防
館に対し平行ではなく“斜め”に建っている施設も関連施設
と思われる。山里丸の東半分には第 35 航空情報隊の兵舎がす
でに建てられている。中央下は左に天守閣、右は貯水槽（池）
である。写真左は兵器補給廠の倉庫群、右は砲兵工廠である
ため、軍事機密により黒く塗りつぶされている。 写真＝大
阪市都市計画局

２）1945 年 9 月に撮られた写真。山里丸（左下）にも 1 トン爆弾が落とされ大きな穴があいている。大阪国防館は 6 月に焼
失したため、その部分の瓦礫はすでに片付けられているが、焼け残った写真１の“斜め”の施設が写っている。天守閣方面
からの国防館への入口は姫門（跡）だが、よく見るとそこに 1 対の狛犬が据えられているのがわかる。狛犬は明の時代のも
ので、日本軍が中国から略奪してきたもの。 写真＝ TIME 社
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３）大阪国防館の看板。山里丸から南を向いて撮影したも
の。それゆえ、写っている天守閣は北側の側面である。 写真
＝「写真週報 116 号」

４）大阪国防館の館内。 93 式重爆撃機
の機首の部分。すでにこの頃は第一線を退
いて練習機となっていた。 写真＝「写真
週報 116 号」
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５）大阪国防館の館内。89 式中戦車。
初期型と思われる。砲塔は逆を向いてい
て、砲塔の後部の機関銃は外されている
のがわかる。主砲は写っていないが、口
径などは軍事機密であったため、外され
ていた可能性が高い。 写真＝「写真週
報 116 号」

６）大阪国防館の館内。
1 トン爆弾や 500 キロ爆
弾の 大き さに びっくり
する 少国 民た ち。これ
らは レプ リカ 。 写真
＝「写真週報 116 号」
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７）大阪国防館の館内。
戦 場で名誉の戦死 を遂
げた軍馬の剥製。軍犬、
軍 鳩の剥製もあっ た。
写真＝「写真週報 116
号」

８）大阪国防館が第 35
航 空情報隊女子通 信手
た ちの宿舎となっ てい
た 頃、天守閣の方 角か
ら 山里丸の西半分 （一
部 ）を見たところ 。左
上 が国防館の一部 。屋
外 展示されていた 複葉
機 がそのまま放置 され
て いる。右の噴水 池の
へ りに座っている のが
女 子通信隊員たち 。噴
水 池がかつて山里 丸が
公 園だったことを 偲ば
せ る。 写真＝ブ ログ
「大日本者神國也」
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７１年ぶりに漂着地・奄美を訪問
生還学童…胸に秘め続けた苦悩と思い
原井一郎
戦後 70 年の節目を迎えた 8 月４日、１人の老人が奄美空港に降り立った。元教員の上原清さ
ん（ 81 ）=沖縄県うるま市。上原さんは７１年前、１０歳時に学童疎開船「対馬丸」に乗り合わせ生
還した、奇跡の生存者の１人。沈没時、仲間ら４人と筏で６日間漂流、命運尽きかける寸前で奄美
大島・大和村今里の岩場に打ち上げられた。手厚い村人の看護、かん口令による軍による管理、
沖縄への帰還、さらに故郷で待ち構えていた地上戦…。過酷な時代を生き抜いた上原さんは長
い沈黙の末、初めてこの夏、漂着地の人々に感謝を伝え、亡くなった学友たちを弔おうと来島、洋
上から供養を果たした。「生存者としてやるべきことがようやく出来た」。だがその胸中は単純でな
い。護衛艦はなぜ救助活動をしなかったか。米側は民間人を乗せた疎開船であることを知ってい
たのではないか。上原さんの推論と重ねながら、世界の海難史上類を見ない惨劇となった学童
疎開船事件の真相に迫り、この事件から私たちは何を汲み取るべきか考えてみる。
26
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込んだ。教育関係者や父兄はおりしも
接近する台風のシケの中、不安な思い
で見送らざるを得なかった。
すでに南西諸島一帯は制海権をほ
ぼ連合国軍に奪われ、米潜水艦が頻繁
に出没 、「標的の海」と化していた。
米潜水艦による船舶攻撃は、１９４２
年２月から始まり、１９４４年７月ま
でに５８隻が沈没している。

命よりも船

対馬丸

８月２１日、運命の陸軍徴傭船「対
馬丸」は 6,754 トンの巨体を那覇港沖
に浮かべ、乗船する学童待ちをしてい
た 。「船団の中では対馬丸が最も大き
く優秀。護衛の駆逐艦もいるので一番
安全ですよ」。那覇の国民学校長だっ
たＴは、同じく見送りに来ていた沖縄
県視学・永山寛の言葉が長く耳朶に残
った。永山は船舶に関しては素人に近
い。従って対馬丸が大正 3 年、英国で
建造された元日本郵船の老朽船で航海
速力 11 ノットと船足が遅いこと、満
州から沖縄へ航海中に魚雷１発を受け
たが不発で、辛うじて難を逃れたこと
を知るはずもなかった。永山がそう言
わざるを得なかったのは、学童疎開を
危険視する校長会が執拗に「ぜひ軍艦
の使用を」と懇請していたからだった。
だがこの鈍足で巨体、標的になり
やすい対馬丸がローテーション上起用
され、第三陣疎開者約 5,000 人中、二
つの僚船・暁空丸、和浦丸より幾分多
めの 1,788 人（学童 834 人）が乗り

すなわち
▼嘉義丸(1943 年 5 月 26 日撃沈 死
者・行方不明者３２１人 生存者約１
００人）▼湖南丸(同年 12 月 21 日撃
沈）▼台中丸(1944 年 4 月 12 日撃沈)
▼富士丸(同年 6 月 29 日撃沈）▼宮古
丸(同年 8 月 5 日撃沈）で、奄美を含
む南島の島々には夥しい死体が漂着し
始めていた。
鈍足の対馬丸船長・西沢武雄は奄
美大島を通過時点で敵潜水艦の追尾を
察知しジグザグ運航を強く主張。しか
し輸送指揮官の陸軍少尉は「船団から
離脱し到着が遅れる」と直線航行を命
じた。その結果、ナモ１０３船団を早
くから追尾監視していた米潜水艦「ボ
ーフィン号」は船団の西側から並走、
群れから遅れ出した対馬丸を主標的に
狙いを定めると、２２日２２時１２分、
悪石島北西１０キロの地点で対馬丸に
魚雷を発射、命中。大量の水が流れ込
み逃げ惑う学童たちの中、わずか約１
０分後には爆発沈没した。その結果、
船中に取り残され、あるいは筏に飛び
乗ったものの波に呑まれて 1,476 人
（うち学童 779 人） =氏名判別者 =が
帰らなかった。
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問題は「その時」である。海に飛
び込んだ学童他の多くは甲板に大量に
用意されていた筏が投下され、それに
乗り移り、他は木材など浮遊物にすが
って対馬丸の周囲に屯していた。対馬
丸での爆発音に気づいた駆逐艦「蓮」
は反転して浮上逃避するボーフィン号
に魚雷攻撃。しかし闇の中に敵を見失
うと、他の疎開船 2 隻と足早に立ち去
っている。砲艦「宇治」については反
撃の記録さえない。こうした行為は後
に非難の対象になる。宇治艦員だった
駿河良栄さんは 99 年、沖縄を訪ね小
桜の塔を詣でた時、「なぜ護衛艦がい
ながら多くの助けを求める人々を見捨
てたのか」という遺族の鋭い問いに呵
責の念に駆られた。
生還学童の上原清さんは「最初か
ら救助という考えがなかったのではな
いか」とこう推論する 。「対馬丸は陸
軍傭船で船団も軍の管理下にあった。
学童疎開船を護衛するということは、
僚船沈没時などに際しての行動計画が
なければならない。しかし救難という
現場海域での行動が一切見られない。
…すでに当時海軍の艦船は壊滅状態で
兵員・武器輸送も支障を来しており、
輸送船が重宝視されていて、対馬丸も
この後再び中国で輸送に当たる予定だ
った。つまり軍の足を失うことは何よ
りの痛手で、残る２隻の輸送船の安全
のためにも、救助より退避を優先した
のではないか。命より船、命より物の
軍思想の反映だ」。
泣き叫ぶ学童や一般民の声を振り
切って、残る船団は２日後の 24 日、
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目的地・長崎港に到着した。沖縄出発
時約 2,300 人だった学童はこの時、
1,514 人だった。

無差別攻撃
一方、アメリカ軍側に非はなかっ
たか。もとより戦時国際法は軍人と文
民、軍事目標と民用物を区別せずに行
う「無差別攻撃」を禁じている。大戦
勃発時、英国の客船が戦艦と勘違いさ
れＵボートに撃沈される事件があっ
た。英国側は直ちにチャーチルが国際
法違反を訴え、ヒットラーはこれに基
づき事実調査の上 、「あらゆる客船へ
の攻撃禁止」を命じている。しかし米
軍は終盤、日本本土に空から無差別爆
撃を加え続け、ベトナム戦争でも同様
に多くの民間人犠牲者を出した。
ボーフィン号は対馬丸が民間人、
しかも学童を中心にした疎開船である
ことを本当に知らなかったのか。
ハワイを拠点とする同艦が第六次
の哨戒活動中の 8 月 19 日、沖縄島北
西で第 609 船団(対馬丸、和浦丸、暁
空丸、砲艦宇治、駆逐艦蓮、同梅で編
成)に遭遇、その際に浮上攻撃を試み
たが逃げられている。609 船団は中国
山西省の治安担当の第 62 師団を上海
から沖縄への兵員輸送を担っており、
潜水艦攻撃をかわし那覇港に辛うじて
逃げ込んだのだ。そして駆逐艦・梅を
除いてナモ 103 船団に再編成され、
長崎への学童輸送を担うことになっ
た。

そうした船団をボーフィン号は久
米島沖で待機監視。21 日夜の沖縄出
港と同時に追尾を開始、浮上と潜行を
繰り返しながら付かず離れず追い続け
た。運命の 22 日、艦長ジョン・コー
バスは哨戒機を避けるため夜間攻撃を
決定。全速で船団を追い越して悪石島
沖で待ち伏せし当初、三つの目標（対
馬丸、暁空丸、蓮）を魚雷撃沈後、和
浦、宇治を沈める作戦をとった。そし
て 22 時 9 分、浮上して艦首から魚雷
５発を発射、予定通り右旋回し再度魚
雷攻撃。しかし駆逐艦・蓮が反撃に出
たため現場海域を退避、対馬丸が爆発
沈没する状況を確認しただけだったと
いう。

米潜水艦「ボーフィン号」

「真珠湾の復讐者」の渾名を持つ
同艦が、すでに 8 月 16 日の時点で日
本軍の暗号解読に成功、対馬丸の「上
海から那覇向け出発」を察知していた。
その上で同船を徹底マーク、撃沈した
のだから「学童疎開船だったことを知
らないはずがない」という意見は少な
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くない。前出の上原さんは「確証はな
いが、那覇港で対馬丸に学童たちが乗
り込むのを高性能潜望鏡で覗いていた
だろうし、その後の追尾でも学童たち
が甲板で騒ぎまわるのを見ていたはず
だ」と言う。同様『対馬丸遭難の真相』
の著者・當間栄安も「巨大輸送船に兵
士がうろつき兵器まで配備され、重要
な任務を担った軍用船と断定し、学童
や非戦闘員がいるにしても、国際法規
の違反と知っていても、攻撃・沈没さ
せてしまえばよいと考えたのでは」と
述べている。
対馬丸事件後になるが、1945 年 4
月、病院船「阿波丸」がシンガポール
から日本向け航行中、米潜水艦に撃沈
され 2,000 人を超す犠牲者が出た。日
本の抗議に米側は責任を認めたが、戦
時下では現場の状況次第、指揮官の判
断一つでこうした悲劇を生む。
対馬丸事件の米軍対応を調べるた
め、これまで琉米歴史研究会などが資
料調査や米側関係者の聞き取りに当た
ってきたが、潜水艦では最終権者の艦
長コーバスが死去したこともあって未
解明な点が多い。ただ魚雷発射任務に
ついていた元二等兵曹アーサー・カー
ターは琉球新報のインタビューに「艦
長も子供たちの乗船を知らなかった。
夜間にそれを見分けるのは困難だっ
た」と語りつつ、学童疎開船と知って
いたらどうしていたかの問いに「答え
るのがとても難しい質問だ。潜水艦の
命令を出せるのはたった一人の人間
（艦長）だけだ。もし私が知っていた
ら、撃っていなかっただろう」と述べ

Lapiz2015Autumn

ている。また生還学童の上原さんは
1995 年、米フロリダで乗組員ジョセ
フ・ノックスに面談した。ノックスも
やはり「学童の存在は当時知らなかっ
た」と述べ、上原さんが当時の悲惨な
現場の絵を示すと「戦争は地獄だ」と
つぶやいたという。
真相は藪の中だが、一つ言えるの
は「無差別攻撃」に対する軍規が徹底
され、民間船に対する慎重な対応がな
されたら 、「対馬丸の悲劇」は避けら
れたということだ。如何に戦時下とは
いえ米軍の無差別的な攻撃姿勢、杜撰
な行動が取り返しのつかない悲劇を生
んだというそしりは免れない。
果して現代では子供や女性たちが
巻き添えになることはないか。テロは
もとより、その根絶をうたった無差別
攻撃が実は今も中東の子供たちの命を
奪い続けている。別名「真珠湾の復讐
者」ボーフィン号は今、ハワイの記念
公園にその銀色の船体を横たえ、観光
客の記念撮影に収まっている。

台風とかん口令
対馬丸沈没が最も早く伝わったの
は 24 日午後、救助活動が本格化した
のもこの日からだった。丸２日の初動
の遅れは折からの台風接近（24 日は
北大東島付近と最も近く、 26 日には
遠のき四国南方へ）にもよるが、もっ
と早い救助活動が展開されていたら、
より多くの漂流者たちを救助できたの
ではないか。そして護衛艦は現場を去

る際、事件をなぜ緊急打電しなかった
のか、打電したが軍が無視したのか、
疑問は尽きない。

漂着現場付近の海で合掌する上原清さん（左）

事件当時、沖縄県の鹿児島事務所
で疎開児童受け入れを担当していた仲
間智秀は 24 日 15 時ごろ、鹿児島県
警特高課から「長崎に向かった疎開船
の船名について」の問い合わせを受け、
胸騒ぎした。さらにその 2 時間後、
長崎港での出迎えに出向していた同僚
から「疎開船 3 隻中、和浦丸、暁空
丸の全員無事上陸」の知らせを受けた。
対馬丸の名がない。不安が募った。21
時ごろ再び特高課の警官が訪問 。「対
馬丸が大島沖で遭難、救助者が山川港
に上陸した。救助者は旅館、病院で収
容診療中」と通告を受けた。天保山の
病院に急行すると学童 21 人、一般 11
人がいた 。「対馬丸の遭難沈没は動か
ぬ事実となった」（仲間）。
この事件で軍は徹底したかん口令
を遭難当事者、関係者に敷いている。
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奄美大島では島の西側に死体漂着が相
次ぎ、村々の警防団が腐乱死体を回収、
近くの浜辺に埋葬したが、奄美要塞司
令部（古仁屋）は目撃そのものを部外
秘にするよう命じ、現地警察官が徹底
させた。このため「親に浜には近寄る
な」と言われ、薄々しか事件を知らな
い島民が多い。また奇跡的に生きて漂
着した学童らは手当後に瀬戸内町古仁
屋の旅館に収容され、外部との接触も
ないまま、送還の日を待つことになっ
た。
沖縄では親たちが騒ぎだした。 23
日の到着予定日にも一報もなく、県援
護課も「知らせはない」。学校は県を、
父兄は学校を疑い疑心暗鬼が渦巻い
た。しかしこれほどの事件が隠しおお
せるはずがない。対馬丸遭難は公然の
秘密になり 、「子供を返せ」と学校に
乗り込む父兄も現れた。ついに沖縄県
は「対馬丸は悪石島沖で敵潜水艦の攻
撃を受け遭難」と公表した。
いわゆる「かん口令」は戦時下の
軍機保護法を民間にも拡大適用し、報
道規制や流言蜚語の取り締まりを行う
もので、戦時国で多く採用されている
が、とりわけ日本は厳格だった。従っ
て「南西諸島の海域ではそれまでに１
７隻の引き揚げ船や本土航路の船が沈
められていた」事実が秘密にされ、多
くの学童・一般は航海の危険性を知ら
ないまま乗船した。真実が周知されて
いたら、対馬丸の悲劇は回避された可
能性がある。
昨年末、特定秘密保護法が施行さ
れた。スパイ行為などを処罰するもの
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で、政府は一般国民とは無関係だと言
うが、軍機保護法と同様、拡大解釈さ
れればまた「物言えぬ時代」に逆戻り
しかねない。安保法案と合わせ、戦後
７０年の日本で国民の危惧が強まって
いる。

たが、又聞きの話しか思い出せなかっ
た。漂着事件はすでにその処理に当た
った子、孫の世代になっていた。
もっと早く訪ねることはできなかっ
たか。敢えて残酷な質問をぶつけてみ
た。

ＰＴＳＤ
小学校校長で教員生活を終えた上
原清さんは、定年後ようやく対馬丸事
件に向き合うようになった学童生還者
の数少ない一人だ。そして 71 年目の
夏、初めて当時の記憶を確かめに漂着
地・大和村今里（奄美大島）を踏査、
関係者からの聞き取りと亡くなった同
乗者の洋上供養を果たした。
「記憶の風景とずいぶん違う」。漁船
で島の西側・大和村今里の海岸線を見
て回った上原さんは戸惑いの表情に。
３人の仲間と乗っていた筏が打ち上げ
られ、飛び移ったあの生死の境目の出
来事、現場の風景は、脳裏に強く焼き
付けられていたはずだ。だが岩場の様
子や奥ゆきがどこか違う。「どうも 70
年の歳月の中で想像が膨らみ過ぎてい
たようだ 」。６日間も東シナ海の海原
を漂流、喉の渇きと灼熱の日差しでつ
いに幻覚さえ現れ出していた頃、筏が
生きよと命じるように運んだ緑の島
影。満身創痍の上原さんらは地元・今
里の人々のクリ舟で救出、民家で治療
を受けたが、すでにその建物も関係者
もいなかった。同年代の 81 歳の女性
に「自分たちを見なかったか」と訪ね

対馬丸の行動を暗号電報で読み取った米軍側資料

すると上原さんは同様に漂着し沖縄に
生還した学友Ｎの話をした 。「彼は昔
は慰霊祭にも出席していた。だけどそ
こで遺族に会うことになる。母親が『う
ちの子が生きていたら』とＮの姿に重
ね合わせて泣く。そのことに耐えきれ
ず、今は引き籠りに近い。耳が遠いこ
ともあるが、事件を忘れたいという思
いが強く、新聞記者にも会おうとしな
い 」。同じ筏に命運を託し生還した 4
人中、2 人は死亡、残る仲間の１人も
なお精神的打撃から立ち直れず、苦し
んでいる 。「今度の奄美慰霊も一緒に
行こうと誘ったんですよ…だけど 」。
精神科医らがつくる沖縄戦トラウ
マ研究会が 2013 年に行った沖縄戦体
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験者 400 人への調査によると、「沖縄
戦体験者の４割が心的外傷後ストレス
障害（ＰＴＳＤ）を患っている可能性
が高い」とし、戦後かなりの時間が経
過したにもかかわらず回復しないの
は 、「沖縄戦が激烈な地上戦だったこ
とに加え、米軍基地が今も身近にある
ため、戦争を思い出しやすい」と分析
している。
上原さんは奄美漂着から暫く後、
沖縄・那覇の実家に戻ったが、すぐに
10・ 10 大空襲に遭遇、炎の中を逃げ
回った。そして沖縄決戦が秒読みに入
った 2 月、北部の国頭に避難。4 月に
連合国軍が猛攻を加え、県民 4 人に
１人が犠牲になる地上戦では累々の屍
を彷徨い、気づいた時は摩文仁の丘近
いキャンプに収容されていた。
戦後、教職の道を歩んだ上原さん
は沖縄戦の悲惨さについては子供たち
によく伝え聞かせて来た。だが対馬丸
事件と自身の漂流体験は口を閉ざし続
け、家族にさえ「6 日間漂流して助か
った」と明かしたに過ぎない。その時、
上原さんが学友Ｎを語ってみせたの
は、実は自分もまた同様だと言うため
ではなかったかと気づいた。恐怖の沈
没現場と泣き叫ぶ仲間の声、死と向き
合った苛烈な日々は今も癒えることが
ないのだろう。 71 年目の夏、ようや
く上原さんは重く苦しい胸中を乗り越
えて 、「真相を伝え残す」ために立ち
あがった。
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※１：対馬丸の犠牲者数は今も一致しない。それは乗船時、駆け込みで乗り込んだ人がいたことなどによる。対馬丸記念館
の最新調査（8 月）によると犠牲者総数は重複者が判明し１人減ったことで、「学童 783 人を含む 1,484」となった。
対馬丸事件
サイパン島玉砕（1944 年 7 月 7 日）の報は国民に衝撃を与えた。本土爆撃が不可避になり、「次は沖縄」の緊迫が高まっ
た。この夜、政府は緊急閣議で南西諸島の老幼婦女子１０万人の「本土引き揚げ」を決定。直ちに鹿児島、沖縄両県知事に
伝達、その狼狽ぶりが窺える。沖縄には第 32 軍が築営、喧噪の中で学童たちの本土移送が動き出した。その第３陣「ナモ 103
船団」、すなわち「対馬丸」ほか輸送船２隻と駆逐艦「蓮」、砲艦「宇治」の護衛下、台風接近で荒れる那覇港を出発したの
は８月 21 日夕刻。学童・一般合わせて 1,788 人が乗り合わせていた対馬丸の船内は旅行気分にはしゃぐ学童らで騒々しさに
包まれていた。翌２２日午後 10 時 12 分、奄美大島北のトカラ列島・悪石島近くを北上中、待ち伏せていた米海軍潜水艦「ボ
ーフィン号」が放った 3 発の魚雷が命中、爆発沈没。阿鼻叫喚の中、船内に閉じ込められた者や海に飛び込み、筏で漂流し
た多くがシケの海に呑みこまれ、乗客乗員 1,476 人が死亡する大惨事になった。多くの遺体は奄美大島西岸に打ち上げられ
たが、生存者も。一週間（最長 10 日）もの漂流を耐え、約 259 人が奇跡の生還を遂げ、うち学童は 59 人と伝えられている。
昭和 33 年に遺族会結成。現在、那覇市に対馬丸記念館があって、学童らの遺品展示や伝承活動を続けている。慰霊碑は那覇
・護国寺「小桜の塔」と現場近い悪石島にあるが、「奄美大島にもぜひ」との要請を受け、多くの遺体が漂着した宇検村船越
海岸に来年にも供養塔が建設される。
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沖縄ノート裁判にみる戦後問題
文・井上脩身
三島 、慎 太郎 、 大江 と戦
後文学
戦後２０年である５０年前、私は大
学生だった。ある時、現代文学に興味
を持つ仲間の間で「戦後文学とは何か」
が議論になった。私たちが戦後文学の
旗手として挙げたのは三島由紀夫、石
原慎太郎、大江健三郎の３人。三島の
破滅の美意識、慎太郎の衝動的行動、
そして大江の反権力。私たちは彼らの
作品を通して、戦後という時代を読み
取ろうと試みた。
その後、三島は市谷の自衛隊駐屯地
で割腹自殺をし、東京都知事になった
慎太郎は尖閣諸島の購入計画を発表し
て政治的混乱を引き起こした。ノーベ
ル賞作家となった大江は「九条の会」
の発起人の一人として、反戦護憲活動

を続ける。３作家のその後を思うと、
私たちが３人の小説を通じて戦後を考
えようとしたことは間違いではなかっ
たのだ。
仲間たちは議論の末、私たちは大江
に傾倒し、大学祭で大江をテーマにし
たシンポジウムを開いた 。「戦後と大
江とぼくら」がそのタイトルだった。
大江は１９７０年、
『沖縄ノート』
（岩
波書店）を書いた。当時、私は山陰の
地方記者だった。何年か後に、『沖縄
ノート』を読んだが、沖縄問題が取材
テーマになることはなく、何となく字
面を追ったに過ぎなかった。ましてや、
沖縄戦に関する記述にある「軍命によ
る集団自決」をめぐって裁判で争われ
ることになろうとは夢にも思わなかっ
た 。「大江と戦後とぼくら」と大見え
を切りながら、沖縄問題に全く思いが
及ばなかった学生時代を恥じるしかな
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い。
戦後７０年のこの夏、私は『沖縄ノ
ート』を読み返す一方で、裁判に関連
するいくつかの書物に目を通した。裁
判で問われた集団自決を通して戦後を
考えてみようと思ったからである。
（ここからは登場する人には氏をつけ
る）

慶良間諸島の集団自決
大江健三郎氏の著書『沖縄ノート』
中の「集団自決を命じたとする記述に
よって名誉が損なわれた」として、沖
縄戦当時の旧日本軍の元少佐が名誉棄
損に基づき、また元大尉（故人）の弟
が敬愛追慕の情の侵害に基づいてそれ
ぞれ大江氏と岩波書店に損害賠償を求
めるとともに、同書店には出版差し止
めを求めて大阪地裁に提訴したのは戦
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後６０年の２００５年８月である。
「沖
縄集団自決裁判」と呼ばれた。
裁判で問題になったのは『沖縄ノー
ト』の中での次のような集団的自決の
くだりである。
「多様性にむかって」の項。上地一
史著『沖縄戦史』の慶良間諸島での集
団自決の記述を引用し 、「生き延びよ
うとする本土からの日本人の軍隊の
《部隊は、これから米軍を迎えうち長
期戦に入る。したがって住民は、部隊
からの行動をさまたげないために、ま
た食糧を部隊に提供するため、いさぎ
よく自決せよ》という命令を発する（中
略）事件の責任者はいまなお、沖縄に
むけてなにひとつあがなっていない」
「戦後世代の持続」の項。１９３５
年生まれの高校教師は「慶良間列島の
渡嘉敷島でおこなわれた集団自決」に
ついて「本土からの軍人によって強制
された、この集団自決の現場で、祖父
と共にひそんでいたひとりの幼児が、
隣りあった防空壕で、子供の胸を踏み
つけ、凶器を、すぐにもかれ自身の自
殺のためのそれとなる凶器をふるうひ
とりの父親を覗き見てしまい、祖父と
共に山へ逃げこむ」
「本土」は実在しないの項 。「新聞
は、慶良間列島の渡嘉敷島で沖縄住民
に集団自決を強制したと記憶される守
備隊長が、戦友（！）ともども、渡嘉
敷島での慰霊祭に出席すべく沖縄にお
もむいたことを報じた。僕が自分の肉
体の奥深いところを、息もつまるほど
の力でわしづかみにされるような気分

をあじわうのは、この守備隊長が、か
つて《おりがきたら、一度渡嘉敷島に
わたりたい》と語っていたという記事
を思い出す時である 」「慶良間の集団
自決の責任者も、人間としてそれをつ
ぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨
塊のまえで、かれはなんとか正気で生
き伸びたいとねがう」
『沖縄ノート』は１９７２年の沖縄
の本土復帰を前に、大江氏が本土に踏
みつけられてきた近代史を沖縄住民の
視点にたってレポートしたもので、沖
縄戦だけをテーマにしたわけではな
い。集団自決について大江氏は歴史書
や目撃者の話、報道に基づき、自らの
感想や思いを交えて書き進めた 。「集
団自決の責任者」の守備隊長について
は、名前を出さないなどの配慮をした。

海上特攻秘密基地の島
『沖縄ノート』で取り上げられた慶
良間諸島は那覇市の西３０～４０㌔の
東シナ海にあり、慶良間海峡を挟み、
渡嘉敷島、座間味島、阿嘉島、慶留間
島など約２０の島々で構成されてい
る。これらの島々は、アジア・太平洋
戦争末期、海上特攻作戦の秘密基地に
なった。ベニヤ板製の水中爆雷を搭載
した特攻艇を各所に隠れ潜ませ、敵戦
艦に突撃させる自爆部隊である。
米軍は沖縄本島攻撃の前に慶良間諸
島を押さえる作戦を採った。１９４４
年３月２６日朝、第７７師団の大戦闘
部隊が阿嘉島に水陸両用トラクターで
上陸したのを皮切りに、慶留間島、座
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間味島、渡嘉敷島などに侵攻。日本軍
の守備兵は迫撃砲で迎撃したり、ガマ
を利用した塹壕から小火器で反撃。さ
らに小銃や日本刀で突入するなどの肉
弾戦もしかけたが、米軍の艦砲射撃に
加えて、空からの機銃掃射やロケット
砲などの絨毯攻撃の前では戦いにもな
らなかった。２９日までに同諸島のす
べての島が米軍の手に落ちた。米陸軍
省編『沖縄・最後の戦い（OKINAWA
：THE LAST BATTLE）』は「日本軍
兵士５３０人を殺害、１２１人を捕虜
にした。米軍兵士の犠牲は死者３１人、
負傷者８１人だった」と記している。
『沖縄・最後の戦い』には次のよう
なレポートがある。
３月２８日、渡嘉敷島の北端から１
・７㌔のキャンプ地の所で３０６連隊
の部隊は爆発音と苦痛にともなう金き
り声を聞いた。翌朝、部隊は１５０人
以上の死体と瀕死の日本人（彼らのほ
とんどは住民だった）が狭い谷に散ら
ばっているのを見つけた。
侵攻してくる野蛮人が住民を殺害
し、女性を暴行するだろうと教えられ
ていた住民は、アメリカ人が食べ物を
与え、医療行為をするのを、驚きをも
って見守った。自分の娘を殺した一人
の老人は、後悔の念をもってすすり泣
いた。
「しかしながら自殺したのは日本の
少数民族であった」と同レポートは付
記している。米軍は沖縄の人を少数民
族とみていたのだ。また「座間味島の
集落で日本軍の３００人が朝鮮人労働
者とともに、集落から丘の北側に逃走

Lapiz2015Autumn

した」とも報告しており、朝鮮人を戦
闘のために徴用したこともうかがえ
る。同レポートによると、捕虜になっ
た住民は１１９５人である。

「軍令で集団自決」
実際の集団自決はどのように行われ
たのだろう。沖縄の地元紙「沖縄タイ
ムス」は「沖縄集団自決裁判」と相前
後してキャンペーン「挑まれる沖縄戦」
を展開、慶良間諸島の戦争体験者３７
人に取材し、集団自決の真相に迫った。
このキャンペーン記事を基に０８年、
『証言 沖縄「集団自決」――慶良間
諸島で何が起きたか――』を岩波新書
から出版した。
以下は同書からの抜粋である。
渡嘉敷村に住むＫさん（取材時９７
歳）の証言。３月２３日、Ｋさんと子
ども４人、義母の６人は防空壕に避難。
「日本軍と離れた方が安全」とさらに
山奥に逃れたが、米軍の艦砲射撃に遭
い、山を降りた。その時「北山に集ま
れ」との軍令が出ていたため、住民た
ちはフィジガーと呼ばれる、本軍の北
山陣地の近くに集められた。
突然、万歳三唱を促す声が聞こえ、
Ｋさんも「天皇陛下万歳」と叫んだ。
間もなく、一斉に手榴弾の爆発が始ま
った。人びとはワーワーと泣き叫んだ。
Ｋさんが気がつくと、隣りの女の子の
息は絶えていた 。「あんたがた、早く
逃げなさい」。大けがをしている叔父
が必死に呼び掛けていた。

後に教師になるＳさんもフィジガー
に集まった一人だった。手榴弾が爆発
すると手や足を吹き飛ばされた人びと
の悲鳴や泣き声が聞こえ、地獄絵のよ
うな光景が広がったという。
フィジガーは『沖縄・最後の戦い』
の中の「渡嘉敷島の北端から１・７㌔
のキャンプ地の所」のようである。
「軍
が渡した手榴弾が住民の集団自決に使
われた」とＳさん。「軍の責任、軍令
はなかったといえるのか」と憤懣やる
かたない。
Ｍさんは元座間味村の役場職員の
妹。座間味村駐屯の日本軍と村の間に
立って忙しくしている兄はいつも緊密
に軍と連絡をとっていた、という。兄
は村の兵事主任として、軍の命令を住
民に伝える役割も担っていた。集団自
決の軍令を伝えたのも兄だったと証言
した。

「軍の自決命令はなかっ
た」
『沖縄ノート』に異を唱えたのは作
家、曽野綾子氏である。集団自決を命
じたとされる元大尉をはじめ、元軍人
らに取材し１９９２年、『ある神話の
風景 』（ＰＨＰ文庫）を刊行。裁判が
始まった翌年、
『沖縄戦・渡嘉敷島「集
団自決」の真実 日本軍の住民自決命
令はなかった！』と改題、ＷＡＣ文庫
から出版された。
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同書によると元大尉は「住民に手榴
弾を配っていない。私が亡くなった人
を見たのはほんの数人」などと述べ、
自決命令を出したことを否定した。曽
野氏自身、取材や集団自決の現場を訪
ねたことなどから、「軍による命令は
なかった」と確信。『沖縄ノート』に
ついて「元守備隊長を今の時点で告発
することはやさしいが、それは軍隊と
いう組織の本質を理解しない場合のみ
可能」と批判した。
裁判の原告が曽野氏の著書に触発さ
れたのは言うまでもない。原告側弁護
団の中には、靖国応援団といわれる徳
永信一弁護士や、稲田朋美・現自民党
幹事長がいた 。「守備隊長である元少
佐や元大尉が集団自決を命じ、住民多
数を死なせながら自らは生き延びたと
いう虚偽の記述がある」という原告側。
その主張には 、「集団自決が日本軍の
強制による、というのは自虐史観であ
り、歴史を歪めるもの」との歴史修正
主義の考えにそったものであることは
明らかだった。
被告弁護人は沖縄戦に関する資料や
書籍、新聞記事などを駆使して反論。
「日本軍は『軍官民共生共死の一体化』
の方針の下、秘密保持のため、住民に
対し米軍の捕虜となることなく、いざ
という時は玉砕させる方針をとってい
た」としたうえで、「米軍の捕虜にな
った時は『女は強姦され、男は八つ裂
きにされて殺される』などと恐怖心を
煽りたて、米軍上陸の際には捕虜とな
ることなく自決するよう指示し、自決
用の手榴弾を交付した」と軍強制の立
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証に努めた。
弁護側は住民の証言などを積み重
ね、元少佐については「住民たちが軍
の指示、命令に従って自決を決行しよ
うとするのを知りながら、これを中止
させなかった」と指摘。元大尉につい
ては「日本軍の自決の指示、命令は最
高指揮官である元大尉の意思に基づか
なければあり得ない」と主張した。

軍による集団自決を認め
る判決
大阪地裁の深見敏正裁判長は０８年
８月 、「集団自決に日本軍が深く関わ
っていたものと認められる」として原
告の請求を棄却した。
その理由として深見裁判長は①座間
味島、渡嘉敷島で集団自決に使われた
手榴弾について、多くの体験者が「米
軍に捕まりそうになった際の自決用に
日本軍の兵士から交付された」と語っ
ている②日本軍の装備からみると手榴
弾は極めて貴重な武器であり、沖縄本
島からの武器の補給は困難だった③沖
縄では集団自決が発生したすべての場
所に日本軍が駐屯しており、日本軍が
駐屯していなかった渡嘉敷島の前島で
は集団自決が発生しなかった――など
を挙げた。
このうえで元少佐と元大尉について
は「（ ２人を）頂点とする上意下達の
組織があったことから、集団自決に関
与したことは推認できる」と判示した。

大阪高裁は０８年１０月 、「座間味
島と渡嘉敷島の集団自決については
『軍官民共生共死の一体化』の大方針
の下で日本軍が深く関わっていたこと
は否定できず、このことを総体として
日本軍の強制や命令と評する見解もあ
り得る」と判断。さらに「集団自決が
元少佐と元大尉の命令によるというこ
とは戦後間もないころから両島で言わ
れてきたもので、学会の通説ともいえ
る状況だった」として、
「『沖縄ノート』
は公正な論評の域を逸脱したとは認め
られない」と原告の主張を退け、控訴
を棄却した。
最高裁は１１年４月、上告を棄却す
る決定を行い、大江氏や岩波書店の全
面勝訴が確定した。

書き換えられた教科書
被告弁護団は訴訟記録をまとめて１
２年、
『記録・沖縄「集団自決」裁判』
（岩波書店）を刊行した。その中で、
「集団自決を体験した人びとの新たな
証言が発掘された結果、集団自決の実
態や、日本軍―３２軍―守備隊長とい
う、関与・強制できるタテの構造が明
らかになり、集団自決が日本軍の命令
によるもので、その責任が日本軍にあ
るという歴史的事実が再確認された」
と、訴訟の意義を強調。さらに「集団
自決が日本軍の強制によるなどとした
歴史教科書の記述を変えさせようとす
る提訴者の狙いは阻止された」として、
出版・表現の自由の観点からも高く評
価した。
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当の大江健三郎氏は同書に『誤読・
防諜「美しい殉国死 」』と題する一文
を寄せている。その中で、１９８５年
に「原爆被害者調査」に当たった厚生
省の基本的な考えを表す文面を問題視
した。文章には 、「およそ戦争という
国の存亡をかけての非常事態のもとに
おいては、国民がその生命・身体・財
産等について、その戦争により何らか
の犠牲を余儀なくされたとしても、そ
れは、国を挙げての戦争による一般犠
牲として受忍しなければならない」と
あり、国民に戦争犠牲受忍義務を求め
ている。
大江氏はこうした受忍義務論がまか
り通る現実を深く憂慮し 、「すべて国
民は、個人として尊重される。生命・
自由及び幸福追求権に対する国民の権
利については、公共の福祉に反しない
限り、立法その他の国政の上で、最大
の尊重を必要とする」との憲法１３条
の幸福追求権が逆風にさらされてい
る、と書いた。その具体例として「有
事法制」の制定や、政府、文部科学省
による教科書の書き換えを挙げる。
実際、文部科学省は０７年、翌年度
から使用される高校の歴史教科書で、
集団自決の軍関与を否定する意見書を
つけ、事実上、教科書の記述を書きか
えさせた。文科省が軍関与否定の理由
として挙げたのは、『沖縄ノート』の
記述が訴訟係属中であることだ。歴史
修正主義者の目論み通りになったので
ある。
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歴史修正主義者との闘い
大江氏は『誤読・防諜「美しい殉国
死」』の中で、「原告ら訴訟代理人の第
２番目に名前のある稲田朋美氏は、い
ま映画『靖国』の国会議員向け試写会
で名を馳せている衆議院議員」と紹介
している。稲田弁護士は現在、自民党
幹事長であることは既に述べた。
「靖国 YASUKUNI」は 07 年に製作
された日中合作のドキュメンタリー映
画だ。中国人監督の李纓氏が１９９７
年から１０年間にわたって取材した映
像を編集したもので、靖国神社内で軍
刀を作る刀鍛冶職人を中心に、小泉純
一郎首相が参拝する様子などが映し出
されている。香港国際映画祭で最優秀
ドキュメンタリー賞を受賞した。
映画には文化庁所管の独立行政法人
・日本芸術文化振興会の芸術文化振興
基金から７５０万円の助成金が出てい
た。週刊新潮が「中国人監督による反
日映画」と主張したことから、助成金
交付が不適切ではないかとの声があが
り、稲田議員が「政治的変更の有無を
確認する」ことを理由に「映画を見た

い」と要求。これを機に、上映中止を
求める右翼の街宣運動が起こり、東京
や大阪の映画館は上映を中止した。
弁護士の徳永信一氏は靖国をテーマ
にした別の映画に出演し、
「国体護持」
を強調している。徳永氏と稲田氏はと
もに靖国応援団の右派弁護士であるこ
とは既に触れた。この両氏が「軍の命
令による集団自決」の文言にかみつい
たのは 、「天皇陛下のための軍は正義
の戦いをする」という歴史修正主義者
としての思想の根幹にかかわるからで
あろう。
歴史修正主義者たちは、従軍慰安婦
についても軍による強制はなかった、
と主張。さらに、先の大戦は侵略では
なく、欧米の帝国主義からの解放であ
った、とみる。こうして戦死を殉死と
捉えて日本の軍国主義を美化するので
ある。稲田氏を自民党の幹事長に抜擢
したのは同党総裁の安倍晋三首相であ
る。安倍首相もまた歴史修正主義者と
みられてもやむを得まい。
安倍晋三首相は今年、憲法違反であ
る集団的自衛権の行使のための安全保
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障関連法案を国会に上程した。歴史修
正主義と集団的自衛権が一本の線に結
ばれたといえるだろう。アメリカのた
めの戦争と天皇のための戦争。戦前と
戦後の奇妙なドッキングは、歯止めな
く戦時国家に突き進む危うさがある。
戦後７０年の今年は、平和国家から軍
事国家に踏み出した年として歴史に刻
まれることになるのだろうか。
『沖縄ノート』にかかわる裁判を私
なりに勉強してわかったことは 、「軍
の強制によって狂気の集団自決が行わ
れた」ことを踏まえて初めて、戦争の
実相を捉えることができる、というこ
とだ。だが大江自身がいうように、人
権尊重という憲法の基本理念は右傾化
した政治に吹き飛ばされそうである。
かつて「憲法９条を守るべきだ」など
と議論をし合った仲間のうち二人が数
カ月前、相前後して亡くなった。あれ
から５０年。私は７０歳になった。先
はそう長くはない。「戦後と大江とぼ
くら」の一人としてどう生きていくの
か。私自身が問われる戦後７０年であ
る。
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首相談話を考える
アーミテージ下敷きの矛盾談話
新たな緊張を引き起こす恐れ
井上脩身
安倍晋三首相は８月１４日、戦後７０年の首相談話を発表した。注目された「植民地
支配」「侵略」「反省」「おわび」の四つのキーワードには一般論や引用などの形をとっ
てさらっと流しただけの、村山談話の踏襲とは言えない無味乾燥な内容だった。代わっ
て首相が強調したのは女性の尊厳である。植民地支配と侵略には冷淡で、従軍慰安婦問
題には重ねて言及するという矛盾した首相談話である。ある程度私の予想通りだった。
安倍首相が外交・防衛政策上の手引きにしているアーミテージレポートが「従軍慰安婦
問題で韓国と折れ合い、日米韓で中国に相対する」よう求めているからである。国内外
の注目を集めた談話だが、実はアーミテージレポートの宿題を果たすための談話だった、
といっても過言ではない。
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集団 的自 衛権 求 める レポ
ート
リチャード・アーミテージ氏はアメ
リカの海軍兵学校を出てベトナム戦争
にも従軍した軍人出身の政治家。知日
派ともいわれる。ブッシュ政権時代に
は国務副長官に就任し、外交指針を取
りまとめた。ブッシュ氏が大統領に就
任する前の２０００年 、「米国と日本
成熟したパートナーシップに向けて
の前進」
と題するレポートを作成した。
第１次アーミテージレポートといわれ
るもので 、「日本の集団的自衛権行使
の禁止は、日米同盟の束縛となってい
る。この禁止を撤回すればより緊密で
有効な同盟となろう」と、集団的自衛
権の行使を提言した。
アーミテージ氏は０２年 、「２０２
０年を見据えた課題」と題する第２次
レポートを発表。この中で①情報の機
密性の保障②憲法による行動の制限に
関する議論③自衛隊の海外派遣に関す
る議論――などを求めた。いずれも集
団的自衛権の行使のための前提条件と
して実施に踏み切るよう暗に示したも
のといえた。
「憲法による行動の制限」
は、憲法９条によって集団的自衛権が
認められていないことを指すのはいう
までもない。
さらに１２年、第３次レポートを作
成した 。「米日同盟 アジアに安定を
定着させる」と題し、エネルギー問題、
経済・貿易問題などとともに、中国に
関する分析も盛り込んだ。日米同盟に
関しては「平時から緊張、危機、戦争
状態まで、安全保障上のあらゆる事態

において、米国と自衛隊が協力できる
ための法制化を日本側の権限と責任で
行う」と、切れ目のない安全保障体制
を求めた。

従 軍慰 安 婦問 題 に向 き合
え」
非核三原則を否定する内容も含まれ
ている第１次の同レポートが公表され
て２年後、福田康夫内閣官房長官（当
時）がオフレコながら「非核三原則は
国際情勢の変化で変わることがあるか
もしれない」と語った。当時内閣官房
副長官だった安倍首相も同レポートに
強く影響されたとみられる。第２次安
倍内閣になって成立させた特定秘密保
護法や、集団的自衛権行使容認の閣議
決定、そのための「武力攻撃発生事態」
「武力攻撃切迫事態」
「重要影響事態」
「存立危機事態」などを想定した“事
態漬け”安全保障関連法案は、アーミ
テージレポートの指示や助言、提言に
そうものであることは明白だ。
だが、第３次レポートには、安倍首
相が違和感を覚えたのではないか、と
思われる日韓関係にかかわる次のよう
な指摘もなされた。
「米日韓３カ国の協力関係は（日韓
の間の）短期的な不和によって進展を
妨げられている」としたうえで 、「日
本が、韓国との関係を悪化させ続けて
いる歴史問題に向き合うことが不可
欠」と分析 。「慰安婦像を建てないよ
う働きかける日本政府のロビー活動な
どの政治的動きは、（韓国側の）感情
を刺激するだけでなく、日韓の指導者
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や国民が共有すべき大きな戦略的事項
に目が向かなくなる」と、日本の対韓
国外交を批判した。
そのうえで 、「北朝鮮の好戦的態度
と中国軍の規模、能力が高まっている
ことは 、（日韓）両国にとって真の戦
略的難題となっている」と指摘し、日
韓が力を合わせて北朝鮮と中国に相対
するよう求めた。平たく言えば 、「中
国問題という大問題が前にあるのに日
韓が歴史認識問題でもめるのはまず
い。だから日本は韓国側歩み寄れ」と
いうわけだ。
安倍首相は「従軍慰安婦が日本軍に
よる強制という自虐的歴史観は歴史を
歪めている」との歴史修正主義の立場
に近いとみられ、アーミテージレポー
トの主張にはくみできないはずだ。そ
の一方で、同レポートが指摘するよう
に、経済的、軍事的に台頭する中国を
封じ込めるのが首相の外交・防衛政策
だ。結局、同レポートの求めに応じる
以外にない、と首相は判断したに相違
ない。

韓国に歩み寄る安倍首相
安倍首相は今年６月２３日に在日韓
国大使館で開かれた日韓国交正常化５
０周年の記念行事で 、「新たな時代を
築き上げるため朴槿恵大統領と力を合
わせる」とあいさつした。この韓国向
け挨拶とアーミテージレポートを併せ
考え、私は安倍首相の談話が次のよう
になると予想した。
従軍慰安婦の軍の関与を認めると読
める玉虫色の言辞を弄して朴大統領の
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顔を立てる。一方、南京大虐殺などの
中国で行った日本軍の残忍な行為を、
「真実ではない」として認めない歴史
修正主義的立場を維持する表現にとど
める。朝鮮半島に対する植民地支配に
は触れるが、中国大陸に対する侵略、
という言葉は使わず、結果として中韓
を分断した形の談話となる。
私がこの予想をしたのは日韓国交正
常化５０周年の記念行事の直後であ
る。談話には「歴史認識に一定の理解
を示すので、共に中国に立ち向かおう」
との朴大統領へのメッセージを込め
る、というのが私の読みだった。
その後、安倍首相は安保関連法案を
衆議院で強行採決させ、国民の内閣支
持率は急落した 。「侵略」を避ける談
話では、歴史修正主義者には歓迎され
ても、国民の支持がさらに下がれば政
権はもたない。安保法成立のためには
背に腹は代えられず 、「侵略」の文言
を盛り込むかもしれない。安倍首相は
迷っている、と思った。実際、広島市
の平和記念式典の挨拶では「非核三原
則堅持」には触れず、長崎では触れる
という矛盾する態度をとっている。
安倍首相の心の動揺が現れた談話に
なるのではないか。私は８月１４日午
後６時に始まった記者会見のテレビ放
送に食いいった。

をやたら羅列しただけの印象の薄い悪
文である。

おわ びの 心の な い無 責任
談話

「植民地支配からの決別」だという。
日本の戦後は「植民地支配から決別」
することから始まった。７０年がたっ
た今、談話がいう「決別」とは何を意
味するのか。前後の文脈を考えても、
決別が過去形なのか現在形なのかそれ
とも未来形なのかが判然としない。
「決

普段早口の首相だが、「ここは正念
場」と腹を決めたのか、ゆっくりと談
話を語りだした。だが、抽象的な言葉

問題は四つのキーワードについてど
う述べたかである。
「事変、侵略、戦争。いかなる武力
の威嚇や行使も、国際紛争を解決する
手段としては、もう二度と用いてはな
らない。植民地支配から決別し、すべ
ての民族の自決の権利が尊重される世
界にしなければならない」
「我が国は、先の大戦における行い
について、繰り返し、痛切な反省と心
からのお詫びの気持ちを表明してきま
した」
「侵略」を「事変 」「戦争」の間に
紛れ込ませたことに私は言葉を失っ
た。事変、戦争は突発的であれ国と国
との軍事衝突であれ、武力行使に伴う
ものである。それは侵略のための手段
である場合が多いが、侵略は武力によ
る場合だけではない。支配された人び
との自由を奪い、様々な形で弾圧し、
搾取して物心ともに隷属させるもの
だ。そもそも談話には「侵略」の主体
が示されていない。「日本のことでは
ない」とも読める。「侵略」の客体も
記されていない。中国大陸をはじめア
ジアを指してるのではない、とも言い
張れる責任感欠如の文節である。
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別」する主体が日本とは書いていない
のは「侵略」の場合と同様である。
「痛切な反省と心からのお詫びの気
持ちを表明してきました」と述べた。
ここでは「表明」は過去形である。ど
うやら後述する村山談話を念頭に置い
たようだ。通常の日本語文章ならこの
後 、「私も痛切に反省し心からのお詫
びをします」と現在形で自分の思いと
誓いを語る。これがなければ「反省し、
お詫びしたのはオレではない」という
意味にもなる。もし反省やお詫びをす
るのが真意なら、致命的欠陥文である。
逆にいえば、首相は「反省」
「お詫び」
をする気はさらさらない、ということ
の証左である。

女性の尊厳に２度言及
女性の尊厳についてである。
談話の前半で「中国、東南アジア、
太平洋の島々など、戦場となった地域
では、戦闘のみならず、食糧難などに
より、多くの無辜の民が苦しみ犠牲に
なりました」と述べた後 、「戦場の陰
には、深く名誉と尊厳を傷つけられた
女性たちがいたことも、忘れてはなり
ません」と語った。
さらに後半。「私たちは、２０世紀
において、戦時下、多くの女性たちの
尊厳や名誉が深く傷つけられた過去
を、この胸に刻みます。だからこそ、
我が国は、そうした女性たちの心に、
常に寄り添う国でありたい。２１世紀
こそ、女性の人権が傷つけられること
のない世紀とするため、世界をリード
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してまいります」
「傷つけられた女性」が従軍慰安婦
を指すことはいうまでもない。しかし、
「従軍慰安婦」とは明確には言わず、
「戦場の陰に」と述べたことなどをみ
ると、軍の関与については予想通り玉
虫色であった。
従軍慰安婦について、１９９３年、
河野洋平官房長官が談話として「当時
の軍の関与の下に、多数の女性の名誉
と尊厳を深く傷つけた」とし「あまた
の苦痛を経験され、心身にわたり癒や
しがたい傷を負われた方々に対し、心
からのお詫びと反省の気持ちを申し上
げる」と謝罪した。しかし、朝日新聞
の従軍慰安婦報道が誤報だったことも
あり、安倍首相は河野談話の検証を指
示するなど、「軍の関与」には否定的
もしくは消極的である。
安倍首相が四つにキーワードにはま
るであさっての方向を見るかのように
受け流す一方で、女性の尊厳にはこの
ように２度にわたって取り上げたので
ある。
従軍慰安婦をはじめ、戦争の名で女
性の尊厳を傷つけてきたことに安倍首
相が深い悲しみをもつならば、それは
大いに歓迎すべきことだろう。しかし、
アーミテージレポートに従っただけ、
ということであれば 、「女性の尊厳」

を政治的に利用しただけになる。心か
らの謝罪でない限り、真の従軍慰安婦
問題の解決にはならない。

村山談話継承なき矛盾
１９９５年に発表された村山談話で
は「わが国は、遠くない過去の一時期、
国策を誤り、戦争への道を進んで国民
を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵
略によって、多くの国々、とりわけア
ジア諸国の人々に対して多大の損害と
苦痛を与えました。私は、未来に誤ち
なからしめんとするが故に、疑うべく
もないこの歴史の事実を謙虚に受け止
め、ここにあらためて痛切な反省の意
を表し、心からのおわびの気持ちを表
明します」と表現。「植民地支配」と
「侵略」の主体は「わが国 」、被害を
受けたのは「アジア諸国の人々 」、ま
た「反省」と「おわび」の主体が「私」
であることをはっきりと述べている。
村山富一元首相は記者会見し「植民
地支配や侵略などの言葉をできるだけ
薄めたもの」と安倍首相の談話を批判。
村山談話の継承については「その認識
はない」と語気を荒げ、村山談話の継
承とは言えない、との考えを示した。
日韓歴史共同研究委員会の日本側座
長である三谷太一郎・東大名誉教授
（日本政治外交史）も「今回の談話は
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（村山・小泉）両談話を継承したとい
えず、むしろ植民地支配や侵略につい
ての明快な表現から後退した」と、否
定的な評価を下した 。（８月１５日付
毎日新聞）
では、安倍首相の狙いである韓国と
の関係改善に向かうことになるのだろ
うか。朴大統領は従軍慰安婦問題の言
及があった点を踏まえて 、「予想より
悪くなかった」という微妙な表現で一
定の評価をした。だが、その半面、中
国大陸については「インドネシア、フ
ィリピンはじめ東南アジアの国々、台
湾、韓国、中国など、隣人であるアジ
アの人々が歩んできた苦難の歴史」と、
一くくりのそっけない扱いだ。中韓分
断の魂胆が透けて見え、日中関係が一
層冷えこむ危うさをはらむ。
「侵略」
「植
民地支配」を軽んじ、従軍慰安婦につ
いては厚く盛り込むというアンバラン
スは外交上のアンバランスを生じかね
ないのだ。
アーミテージレポート言いなりの首
相談話。私はこれが東アジアに新たな
緊張をもたらす元になることを恐れ
る。その場合に集団的自衛権を行使し
ようというのが首相の魂胆なのであ
る。
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軍事大国化にすでに歩んでいる日本
ジャーナリストの覚悟を問う
川瀬
国民が多数反対しようと安倍晋三首
相は意に介することないのか。安保法
制は参議院で強行採決された。
現在の安保体制の急変は、日本の原
発輸出の体制まで変えることはあまり
注目されていない。ほとんど指摘され
ていないが、第２次安倍晋三政権は２
０１４年４月、これまで武器輸出が原
則禁止されていた「武器輸出３原則」
に代わり「防衛装備移転三原則」を閣
議決定し、武器輸出は条件が満たせば
可能になった。さて産業の振興を求め
た「防衛計画の大綱に向けた提言」
（２
０１３年３月）が原発輸出と合わせて
実現する法律的整備がＯＤＡにも及ん
だのだ。
この日本が戦時協力する国家に変質
することで、今後原発輸出が軍事協力
と抱き合わせで進められる可能性がで

俊治（ジャーナリスト）

てきた。それも昨年４月の段階で誕生
していたのだ。今回の強行採決以前の
段階で軍事国家に「脱皮」していたの
である。

リカの連合（ＧＥ＋ Hitachi）は無理
だった 。「武器輸出３原則」が生きて
いたからであり 、「武器輸出３原則」
に後方支援による自衛隊の派兵の範ち
ゅうでもないからだ。

具体的な事例をあげよう。
韓国が原発輸出国の仲間入りをした
のは２００９年１２月２７日のこと
だ。アラブ首長国連合（ＵＡＥ）と原
発輸出契約を結ぶと、韓国のメディア
は記者会見を緊急放送し、以後、２、
３日間は、テレビ、新聞は、祝賀一色
ともいえる報道や特別編成番組が続い
た。ＵＡＥの原発輸出契約では、経営
者としての李明博の経験が生かされた
ことは、李明博が自著『大統領の時間』
（アレイジコリア、２０１５年）に書
かれている。軍隊を派兵できる国が最
終的に契約競争に残ったことがわか
る。２００９年時点では、日本とアメ

ＵＡＥは２００８年から原発導入を
決めた。石油産出国がなぜかと思われ
るが、いくつかの理由があるだろう。
技術力を高めるシンボルとして原発を
最終的に自国で作り出したいという願
望があるだろし、エネルギー安保から
原発導入で安定化をはかることもあ
る。さらに長年原水禁運動に続けてき
た武藤一羊が鋭く指摘しているよう
に 、「出発点の原爆から原発へという
回路に代わって、原発から原爆へとい
う回路が開けた」というねらいもある
だろう。最後の核開発への誘惑は絶え
ず存在するが、核拡散防止条約により
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厳しい査察を受けて、ねらいが具体化
することはまずない。ただ、朝鮮半島
のような戦時体制で国家間が対立する
ことがあれば、選択枝として浮上する
かもしれない。
原発導入のモチーフはともかくとし
て、２００９年末の契約成立までの交
渉過程をみてみると、当初、フランス
がＵＡＥに破格の条件で防衛産業と軍
事協力を申し出たことが功を奏し一番
有力だとみられていた。韓国はフラン
スが中東での発言権が弱いことをあげ
て、原発輸出の付帯条件である軍事上
の安保協力が実現できるとアピ－ル
し、最終的に逆転して契約を勝ち得た。
韓国が開発した「ＡＰＲ１４００」と
呼ぶ原子炉４基の輸出契約を結んだの
は、フランスより価格が安かったほか、
過酷事故が起こしていないことも選択
材料にもなったようだ。李明博は現代
建設社長時代にＵＡＥとの交渉経験が
あり、ＵＡＥ大統領に大きな影響力を
もつ国王に交渉過程で電話接触するこ
ともあった。
『原子力産業』という月刊雑誌があ
り、韓国、フランス・アレバ―社、Ｇ
Ｅ＋Ｈ itachi の原発内容の比較表が掲
載されているが、一番出力が大きかっ
たのがフランスで１６０万キロワッ
ト、次いで韓国の１４０万キロワット、
そしてＧＥ＋Ｈが１３５万キロワッ
ト。稼働容量から選んだわけではなか
った。契約成立から１１か月後、原子
炉輸出以外に軍事、医療を含んだ協力

条件があることがわかり（李明博前掲
書 ）、契約から１年目に韓国軍兵士が
ＵＡＥに派兵された。２０１５年７月
の『朝鮮日報』では派兵から５年目を
刻む活動を報じていた。韓国軍は原発
警備にあたっている。
原発輸出は核廃棄物処理が未解決で
あるなどの環境問題だけではなく、軍
隊派兵という平和問題とも関連してい
ることを韓国の論者は指摘していたが
（エネルギー正義代表李憲錫）、日本
はもう別格ではなく、フランス、韓国
と同じ地点に立っことになったのだ。
軍事大国化の道は２０１４年４月から
始まり、特定秘密保護法の施行で情報
管理を徹底して軍事情報の漏えいに重
罪をちらつかせてジャーナリストでも
近づくことに二の足を踏ませる体制が
生まれ（法律上は除外されているとさ
れるが ）、いよいよ集団的自衛権容認
を盛り込んだ安保法制を可決した。あ
とは憲法９条を変えることが安倍政権
の最終目標である。背後には日経連が
協力を惜しむことなく推進した武器輸
出がすでにスタートを切っている。
もし日本の原発輸出で武器輸出の密
約を暴露すれば特定秘密保護法でしょ
っ引かれることも十分予想される。そ
ういう時代こそ、平和を破るものこと
ごとくを白日のもとに曝すのがジャー
ナリストの存在証明だろう。情報との
闘いがますます明確になった。
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１８歳の息子に来た自衛隊・防衛大学勧誘のハガキ
はない みほ

戦後７０年と言われる今年、あらゆる所で戦後の振り返りを問う人たちがいる。私も
今年ほどこの戦後と言う言葉と７０年と言う数字を意識した事は無い。震災までの私は
戦争を知らない子供達の一員であり、戦争と言う言葉を文字だけで解決し、文字だけで
納得していた大人だったのかもしれない。なぜ戦争が起こったか、なぜ戦争は終結し、
戦後日本はどんな歩みを辿ったかということを知る意識さえ消えていたかもしれない。
それほどまでに私は、高度経済成長時代に育った恩恵を受けて平和に浸りきっていた
ようだ。今年７月１５日、国会衆議院で、与党による集団的自衛権における安保法制が
強行に閣議決定された。昨年に続く議論なき閣議決定。騙し舟を差し出され、目をつむ
っている間にほらごらんと事を決めている。
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その強行可決された日に、
我が家に防衛大学と自衛隊
への勧誘のハガキがポスト
に投函された。前月に１８
歳になった息子宛てだった。
私はぞっとしてそのハガキ
をゴミ箱に捨てた。しかし、
これでは私の中で解決する
だけに終わると考え、また
ゴミ箱からひろい、１８歳
の息子に見せた。息子は、
一通り目を通し、ため息を
つきハガキをほった。この
ハガキは単に勧誘のハガキ
であり、防衛大学、自衛隊
への入隊は強制ではなく、
自分が決めるだけのことだ
から、この事をそんなに意
識する話ではないとする人たちはいるだろう。私と同年代の親たちの中にもそんな感覚
で事をおさめてしまう。しかし、このハガキは昨年の１８歳にはこなかった。アメリカ
ではベトナム戦争勃発時、選挙権が１８歳に引き下げられ、軍隊入隊が１８歳より可能
となった。そしてアメリカの２０１６年軍事予算は、軍隊を昨年より４万人削減して予
算を組んでいる。偶然の一致か。日本は誰の為に集団的自衛権を容認したのか。自衛隊
が自衛の為だけでなく、同じ同盟国の為に戦う事が出来る。その幅は限りなく無限に近
い。
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戦争 に歩 み寄 る きな 臭い
足音
日本は戦後、日本国憲法を持ちその
中の憲法九条「日本国民は正義と秩序
を貴重とする国際平和を誠実に希求
し、国権の発動たる戦争と武力による
威嚇または武力の行使は国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放
棄する。前項の目的を達する為に、陸
海空軍その他の戦力はこれを保持しな
い。国の高政権はこれを認めない」と
して「戦争放棄 」「国際紛争の平和的
解決 」「武力行使・威嚇の禁止」を謳
っている。しかし朝鮮戦争勃発時、旧
海軍の残存部隊は海上保安庁となり、
他に警察予備隊という武装組織が日本
に生まれ、それを前身にして自衛隊が
つくられた。
１９６７年に佐藤内閣により共産圏
諸国、国連決議で武器輸出が禁止され
ている国、紛争当事国とその恐れがあ
るものへの武器輸出を禁止した。１９
７６年三木内閣がこれ以外の地域への
武器輸出も禁止し事実上武器輸出全面
禁止、共同開発を含む武器技術供与や
武器を製造する海外企業への投資も禁
止した。しかし１９８３年中曽根内閣
により、武器技術供与の取り決めを強
行し、小泉内閣時に弾道ミサイル防衛
システムの導入が閣議決定され、武器
輸出三原則はどんどん歪められていっ
た。安倍政権はさらに、防衛装備移転
三原則で武器輸出を認め、４月にはパ
リで開かれた武器国際展示会「ユーロ

サトリ」に日本企業１３企業が参加し
ている。クライシスインテリジェンス、
フロントライン・イクイップメント、
藤倉航装、富士通、日立製作所、池上
通信機、ジャパンセル、川崎重工、三
菱重工、NEC、クインライト電子精工
株式会社、東芝 、（株）ヴイ・エス・
テクノロジー。それらの企業が産業の
ために武器を売りさばき始めれば、憲
法九条は骨抜きにされてしまう。２０
１２年夏、民主党の野田総理がベトナ
ムに原発を輸出する事に決めた。同年
１２月民主党が敗退し、自民党が返り
咲き、現政権が動き出した。
安倍政権はトルコとインドにも原発
輸出を約束した。原発は今までのよう
に電気供給だけの発電所では停まらな
い。原子力発電所で原子炉の中では、
核分裂反応が起こり、そこでは、プル
トニウムが生産されている。日本の長
崎に落とされた原爆・プルトニウム爆
弾のプルトニウムである。福島原子力
発電所の事故以前の日本において、原
子力発電所は、クリーンエネルギーを
生む未来のエネルギーと称し、健全な
イメージの産業だった。しかし、原発
事故が起き、原子力発電所の実体を日
本中のみんなが知り始め、日本の未来
を考えた時、原子力発電所の危険度と
原子力発電所がなぜ日本に５０基も存
在し、今なお動かそうとするのかと言
う事や、核武装と言う言葉が当たり前
に飛び交うのかを思考した時、原子力
発電所は、上記あげたユーロサトリに
参加した企業の武器の一つに過ぎない
のだと言う事を感じるのである。
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戦 後レ ジー ム の脱 却 を目
論む政権の暴走
今年８月３０日、国会には１２万人
の人々が結集し「安保法制絶対反対！」
と叫んだ。一日を通してその反対デモ
行進に参加した人々は３５万人とも言
われる。このような事態が起こったの
は、あまりにも民意を無視した安倍政
権の横暴が暴走し続けているからだ。
その暴走に私たちの平和が壊される事
態が目の前に見える。
私たち日本人が戦後７０年間、戦争
を知らずに豊かに生きてこられたの
は、７０年前の無惨な戦争の過ちを二
度と繰り返さないと心に誓った私たち
の先人が、武力では何も解決しないこ
とを心底感じ武力放棄と私たち日本国
民の平和を維持できるように強い信念
で次世代を守り繋いできたからだと確
信する。ただ私たちは本当にその７０
年の間に知らぬ間に生まれ出て、その
生まれ出た環境は当たり前にあったの
だと錯覚して生きてきたのかもしれな
い。戦後レジームの脱却という言葉か
らはじまった安倍政権が何からの脱却
を示しているのか。
戦後レジームとは、太平洋戦争での
日本の降伏後、 GHQ によって出来上
がった日本国憲法をはじめとする法令
を意味する言葉として使われていると
ウェキペディアではある。安倍氏は日
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本国憲法は GHQ によってもたらされ
押し付けられた憲法であると主張し、
戦後の世界状勢が変化しているのに変
わらぬ法体制でいいのかと言う投げか
けをし、新たに自民党により憲法改正
案が出来ている。しかし、この自民党
によって出された憲法改正案は、日本
国憲法に言葉を足して見事に憲法を覆
す法案となっている。いわゆる生命保
険の加入手続きの下に小さな本当の保
険の効力を書いているようなそのごま
かしに大変似ている。自民党の憲法改
正はみごとに大日本帝国憲法に合致し
ている。安倍氏が言う戦後レジームの
脱却と言うのは、 GHQ 云々の話では
なく、戦後辿ってきた武器を手放し戦
争を放棄した日本の体制からの脱却。
つまり殖産興業と富国強兵を推し進め
る戦争ありきの軍国国家を目指してい
るに過ぎないのだ。
２０１４年には群馬県の富岡製糸工
場、今年に入って静岡県の韮山反射炉
が世界遺産に登録された。これは明治
の産業革命の遺産として意味付けられ
ている。なぜ、今あの時代の産業革命
時の遺産が次々に登録されるのか。そ
の背景には政権の戦後レジームの脱却
と深く結びついているように私は思
う。負の歴史としての富岡製糸工場と
して捉えるのか。あの頃の時代をもう
一度という意識が蠢いているのか。安
倍政権は、労働法改正によって、正規
雇用者削減と派遣社員の雇用期限の拡
大を容認し、法人税の減税、消費税増
税を行った。ワーキングプア問題は民
主党時代よりどんどん拡大し、格差社
会が広がっている。その状況は富岡製

糸工場の時代と重なるではないか。
「あ
あ野麦峠」でもあったシーンを思わず
思い出す。農村の貧困層が低賃金で朝
から晩まで働かされて、地主、財閥は
労働者を死ぬまでこき使い使い捨てに
する。その悪条件の背景に国の潤いが
あり、その潤いをもっと肥やす為にた
くさんの戦争に向かい、領土拡大を画
策した大日本帝国があったのだ。その
時代へもう一度と画策する人々がい
る。それが安倍政権を支える。

戦後７０年の検証
私は戦争を知らなさすぎる世代であ
る。その知らなさすぎる世代が今国の
舵を取っていることやその世代がまさ
に戦争に連れ去られる子をもつ親世代
であるがゆえにその実態を知らないま
ま、安倍政権の言いなりの社会に埋も
れたくはない。作家・ジャーナリス・
日本近現代史研究者である保坂正康氏
を岩上安身氏のネット放送で知った。
彼は終戦を小学一年生の時に迎え
る。１９４５年８月１４日ポツダム宣
言を受諾前日、アメリカによる空爆は
なかった。しかし煙があちらこちらか
ら上がっていたと言う。その煙の正体
は、軍からの命令で各自治体までに至
り、戦争に関わる機密資料含め様々な
資料、証拠を消す作業だった。戦時中
は士気を煽り、一億玉砕を提唱してい
た軍がたちまち敗戦になり証拠をもみ
消し、アメリカに従う様を彼は幼いな
がらも見続けた。彼は戦争を追い、戦
争後の東南アジア諸国の人々にインタ
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ビューをし、様々な声を集めた。戦争
は、日本人の人口すべてに、東南アジ
アの人口すべてに、中国、朝鮮のすべ
ての人々にとっての歴史が刻まれてい
て、簡単な言葉で処理できるものでは
ない。大事な人を奪われた人、戦争へ
向かって厳しい仕打ちをされた人、空
襲、原爆、もうたくさんだと言う人々
の思いが何十にも重なり戦争の中身を
伝えている。だから保坂氏は、あらゆ
る立場の人の声を聞く事により、いろ
んな戦争の有り様が見えてくると言
う。丁寧な取材の末に出来上がった書
物には、戦中、戦後の思いが詰まって
いる。その思いを誰も検証する事無く、
敗戦後、アメリカに追従し、次の歴史
を作り出した日本人。その日本人の過
ちが現政権を作るに至ったのではない
か。
７３１部隊も、A 級戦犯も、軍人、
隣組、婦人会・・・様々な人々が、敗
戦と言う現実と次ぎに与えられたアメ
リカの介入と何もかも失った空洞の自
分に反省する事も無く、忘れると言う
処置で自分の傷を癒し、生き残るため
に無我夢中で生き方を模索した。それ
が一つに朝鮮特需であり、次に沖縄の
基地問題であり、高度経済成長であっ
たのではないか。戦争の記憶の消えた
頃、戦争当時者の意識は、当時の汚名
を晴らすべき血の流れにより受け継が
れ、蠢いている。
保坂氏は「戦争をもっとリアリティ
ーをもって掴まないといけない。政権、
官僚は戦争に行かない。ましてや自分
たちの息子が戦争に行かないシステム
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を作っている。新たな安保法制は、確
実にあの頃に私たちを連れて行く。皆
言葉の中に込められたリアリティーを
感じ取らなくていはいけない！」と叫
ぶ。バーチャルになれてしまった人々、
そして言葉の意味を情報処理のように
流してしまい、立ち止まって考えない。
その危うさが本当に我々を後戻りでき
ない制圧の中に閉じ込めてしまうの
だ 。「私たちだけは違う」そんな言葉
を言える人は少数の既得権益保持者で
ある。そんな格差社会をあえて安倍政
権は２０１２年から作っている。社会
福祉に手をつけ、労働法規を変え、グ
ローバル企業を応援する。
その格差は、戦争へ行く人を育成し
ていた 。（自衛隊勧誘は、公務員、授
業料無料等の好都合な条件を前に出
す。奨学資金制度を使った若者の苦し
みを手招きをして甘い水を用意し、連
れて行く）心の不安をあえて作り、対
立軸をあえて作り、原発事故に対して
も手を施さず、さらに原発再稼働を推
し進めた。人が不安になればなるほど、
心の憎しみが破壊への気持ちを助長
し、自分だけはという気持ちを育成す
る。対立軸を作り、不安要素を作り出
す原因は安倍政権なのである。

民主主義を問うて
９月２日京大の安保法制反対集会に
参加した。京大の先生方中心の集会に
ママの会、S ＥＡ L Ｄ’s 関西、ティ
ーンズの高校一年生の子、各近隣の大
学の先生の声を聞いた。ヒトラー研究

をしている京大の藤原先生が「アウシ
ュビッツの近くには工場があった。戦
争は武器を作り売るお店が儲かる。そ
のお店が儲ける為には安い賃金で遣え
る労働力が必要だ。ただ同然の労働者。
アウシュビッツの隣にそのお店はあ
った。今も日本でもそういうお店はあ
る。福島原発の現状もしかり。去年４
月パリの武器の展示会に参加した多数
の日本企業。武器を作って儲ける」と
語った。企業が人を殺め、破壊を作る。
戦争がなぜ無くならないのか？それ
は、戦争で潤う武器を作る企業が昔も
今もずっとずっといるから。そしてそ
こに働きに行っている人がいるから。
そんな企業をよしとしている人間がい
るからだ。
いちばん心に響いたのは、ティーン
ズの高校生の演説だった。飾らない言
葉が、同じ年の息子を持つ母親を刺激
する。飾らない、本当の声が木霊する。
安倍政権は嘘ばかりで作られた中身の
ない空洞。幻想に捕らわれた想念だけ
で出来上がった器でしかない。その器
は、金と欲で塗りたくられている。ど
んどんメッキが剥がされ、丸見えの中
身の無いハリボテ。他人任せの明治時
代から続く、封建的委ねの人間意識が、
戦争の反省もせず、そのままアメリカ
と組んだ。戦中の社会構造を作り上げ
ていた権力の温存が、今まさに動いて
いる。大学では、もう軍事研究に予算
を盛り込まれ、それ以外の学部に対し
ては予算削減の動きが出ている。自衛
隊に企業が研修と称し、若者は企業統
制出来る人材育成のために自衛隊に参
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加している。１０年前からあったとい
う。その研修が大学で、研修という隠
れ蓑を来て子ども達を自衛隊へ連れて
行くこともあり得るということも聞い
た。その時代に生きる子供達を私は息
子として育て、造形教室で身近な存在
として関わっている。少数の利益の為
に破壊を生む戦争ありきの考えを大人
たちはもっと深く思考し、想像し、身
体をはって諌めないといけない。私が
今ここにあるのは先人がその思考を緩
ませなかったからであり、今の子供達
が未来に存在できるのは、今この時代
に生きる私たち大人のたゆまない平和
を願う努力の先にある。１９４９年に
出版された「民主主義」という文部省
が作った高校生向けの教科書であった
ものを１９９５年に径書房から出され
た本がある。教科書でありながら感情
の入り交じった民主主義を問うこの本
は、今この瞬間に生きる私たちに叫ん
でいる。憲法はあっても民主主義を動
かすのは憲法の存在だけでなく、そこ
にいる私たち一人一人の努力が生かす
のだ。それが本当の民主主義なのだと。
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Lapiz 編集長

井上脩身

台湾映画
「悲情城市」の街を訪ねる
７月初め、台北市郊外の町・九 份 を訪ねた。かつて金鉱山で栄えたこの町が映画
「悲情城市」のロケ地と知ったからだ。映画のテーマは日本からの支配から脱し
て２年後に起きた二・二八事件。大陸から渡ってきた国民党によって弾圧された
台湾住民の悲哀を描いた。戦前のゴールドラッシュの夢がついえた廃坑の町のも
の悲しさと、どこかイメージの上で重なる。日本の支配が終わり、「光復」になっ
たはずの台湾。だが現実は「悲情」だったというのだろうか。私（筆者）にとっ
て初めての台湾の旅。そこに見たのは台湾戦後史の切ない闇だった。
二・二八事件が勃発
１９４７年２月２７日。台北市で闇
タバコ販売をしていた４０歳の女性が
国民党の取締官に摘発された。取締官
は許しを請う女性を銃剣で殴打して商

品と所持金を没収。女性に同情して集
まった台湾人大衆に取締官が威嚇発砲
したところ一人の住民に命中、死亡さ
せた。これがきっかけとなって台湾住
民の国民党への怒りが爆発。２８日、
抗議のデモ隊が市庁舎へ大挙して押し
かけた。国民党軍は市庁舎屋上に機関
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銃を据え、デモ隊に向けて無差別に掃
射。多くの市民が殺された。
以前から台湾にいた人たちは本省
人、戦後、大陸から渡ってきた人たち
は外省人と区別され、双方に強い軋轢
が生じていた。本省人のなかにはまだ
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国民党は二・二八事件を機に戒厳令
を発令。大陸での国共内戦に敗れた国
民党政府は４９年１０月１日、台湾に
逃げ、間もなく台北を臨時首都にして
本格的に台湾統治体制を敷く。反国民
党運動家への弾圧の手を緩めることな
く 、「白色テロ」と呼ばれる恐怖政治
に徹した。反国民党政府学生運動家の
一人に外国人初の直木賞作家、邱永漢
氏がいる。当局の目をかい潜り、香港
を経由して日本に脱出した。邱氏のよ
うに海外逃亡を企てた活動家は少なく
なかった。
東シナ海を遠くに望む九份の町

日本国籍を持ったままの人も少なくな
く、１９４５年の日本の敗戦まで５０
年間に及ぶ日本の統治時代の名残が完
全には消えてなかった。本省人である
台湾の人たちは、国民党に占拠された
施設に抗議行動を開始。日本語で「台
湾人よ立ち上がれ」と呼び掛け、たち
まち反国民党運動は台湾全域に広がっ
た。国民党の在台湾行政長官は本省人
との対話姿勢を見せる一方で、大陸の
国民党政府に援軍を要請。蒋介石は一
つの師団と憲兵隊を派遣して反撃を開
始した。
国民党軍は日本統治時代に高等教育
を受けた裁判官、医師、役人らエリー
トを片端に逮捕、投獄した。拷問によ
ってその多くは命を奪われた。同時に
国民党軍は一般市民にも無差別に発
砲。全体で２万８０００人が殺害、処
刑されたといわれているが、正確な犠
牲者数は今なおわかっていない。

戒厳令が解除されたのは半世紀後の
１９８７年である。

支配国の曲が抵抗歌に

は耳が不自由で言葉を話すことが出来
ない。釈放された文清は、次々に処刑
された仲間の遺品を遺族の元に届ける
旅に出る。仲間が牢から引き出されて
処刑場に向かうとき 、「幌馬車の唄」
が日本語で流れ、映画はクライマック
スを迎える。
実際に二・二八事件の際、「幌馬車
の唄」が台湾民衆の間でうたわれたと
いう。
♪夕べに遠く木の葉散る 並木の道を
ほろぼろと 君が幌馬車見送りし 去
年の別離が永遠えに
想い出多き丘の上で 遥けき国の空眺
め、夢と煙れる一と年の 心無き日に
涙湧く♪

侯孝賢監督の映画「悲情城市」は戒
厳令が解かれて２年後の１９８９年に
公開された。それまでタブーとされた
二・二八事件を取り上げたことで反響
を呼び、台湾映画として初めてベネチ
ア国際映画祭で最高賞の金獅子賞に輝
いた。
映画は天皇の玉音放送で幕を開け、
国民党政府が大陸から渡ってきた４９
年までのある家族の物語。日本の支配
から解放されたとき、長男の妾宅で男
児が誕生。日本軍の軍医である次男は
まだ南洋、三男は通訳として上海に徴
用されたまま、という設定。
二・二八事件が勃発し、四男・文清
は戒厳令下の台北で逮捕された。文清
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映画「悲情城市」の一場面

幌馬車と台湾。どうにもそぐわない。
そのはずだ。１９３２年、山田としを
作詞、原野為二作曲で満州をイメージ
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して作られたのだ。和田春子がコロン
ビアからリリースしたが、日本では余
りはやらなかった。
台湾映画に詳しい田村志津枝さんは
「悲情城市」に「幌馬車の唄」が登場
することに注目し、レコード盤を探し
回った。その苦労を著書『悲情城市の
人びと――台湾と日本のうた』（晶文
社）の中で書きとめている。田村さん
が同書を上梓したのは９２年。幸い、
２０１５年の今はユーチューブでミス
コロンビアといわれた和田春子の歌声
を聴くことが出来る。甲高く澄んだの
どだ。のんびりした雰囲気の歌である。
別離の歌だというのに和田の穏やかな
声は、聴く者の心を和ませる。
しかし、それは一面的な見方だろう。
１９３２年といえば盧溝橋事件が起き
ている。やがて泥沼のアジア・太平洋
戦争へと突入する 。「幌馬車の唄」は
大陸の中国人からみれば、日本の侵略
の歌にほかならないのではないのか。
なぜ、本省人の台湾の人たちは、日本
の統治からの解放の後、支配者側の歌
をうたったのだろう。しかも抵抗の歌
として。
私は疑問と混迷が渦巻く頭を抱えて
九份に向かった。

金鉱山で潤った九份
台北市中心地の地下鉄駅前で九份行
き路線バスに乗った。料金は１００台
湾元。約４４０円だ。カーブするたび

呼ばれる東北アジア最大の金山を支配
国である日本がただ指をくわえている
はずはなかった。日本政府はただちに
採掘禁止令を発布、翌９６年、鉱山を
二分し、田中組と藤田組に採掘権を与
えた。２年後、田中組は日本人採掘者
１３０人を雇用。１２０人の台湾人を
運搬や雑役などに使っていた。１９１
４年の同組の従業員は日本人約６００
人、台湾人１６９人。ほかに下請け労
働者が２千人近くいた。

観光客でにぎわう九份の商店街

に窓枠や椅子がきしむ。現在の日本で
は珍しいおんぼろバスである。１時間
半ほどたったころ、バスは急な坂道を
青息吐息で上がり出した。エンストを
起こさないかと心配し始めたとき、眼
下に大きな入江が見えた。南シナ海に
つながる基隆湾である。九份は同湾か
らせり上がる山の中腹に、へばりつく
ようにつくられた町である。
１８９０年、基隆湾に注ぐ基隆川に
鉄道を架ける工事中、砂金が見つかっ
た。上流に向かって金鉱の探査が進め
られ、９３年、九份で金鉱脈が発見さ
れた。当時は日清戦争の最中。清国政
府にとって、金鉱の管理まで手が回ら
ず、放任状態のままゴールドラッシュ
をまねいた。
同戦争によって日本が清国から割譲
された台湾の統治を始めたのはその２
年後だ。金瓜石（きんかせき）鉱山と
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同鉱山の最盛期は１９３０年代後
半。１９３６年の採掘量は金５㌧、銀
１５㌧、銅１万千㌧にのぼった。３９
年の従業員は日本人７４７人、台湾人
６２９８人、大陸からの出稼ぎ者２４
４３人。少数の日本人が台湾人らを使
う、典型的な植民地経営だった。
戦時体制が進むと、政府は金や銅の
増産に躍起になった。４２年にはシン
ガポールで捕虜にした英国兵８００人
を投入。過酷な採掘労働のうえ、赤痢
や栄養失調などで死者が続出。国際法
を無視した日本軍の不条理な捕虜対策
がここでも行われた。
しかし、戦争末期になると採掘量が
急減し、４３年に金の生産が中止に。
４４年には銅も生産されなくなり、終
戦とともに閉山。戦後、中華民国政府
が鉱山を再興したが、採掘量は上がら
ず８５年、閉山した。９０年間の総生
産量は金１２０㌧、銀２５０㌧、銅２
５万㌧にのぼるとみられている。
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ゴールドラッシュの夢

のが口惜しい。

バスを降りて「五番坑跡」を訪ねた。
レンガで築かれたトンネルの入り口は
高さ１・５㍍。鉄製の格子がはめ込ま
れていて、中に入ることはできない。
入り口の上に「九大――」と書かれた
金属板が張り付けられているが、さび
ついて文字が読み取れない。
その脇に中国語と英語、それに日本
語で書かれた案内板がある 。「九大有
限公司を下請けとし、さらに細分化し
て下請けに出していた」とある。どう
やら、国民党政府になってから、九大
有限公司がこの坑道の採掘権を得たよ
うだ 。「坑道の入り口では出入りの労
働者を管理する見張り所が当日、坑道
に入る労働者数を確認してから、労働
者の就業証と伝票を預かる代わりに、
木製の札を渡す」と案内板の文面は続
いている。銭湯の下足札とはもちろん
異なるだろうが、江戸時代の金山のよ
うな前近代的な仕組みが残っていたの
かもしれない。

街角に荷車で金鉱石を運ぶ上半身裸
の工員のブロンズ像があった。通りか
ら外れた小さな広場の隅にひっそりと
建っている。この像に気付く観光客は
少ない。

中をのぞいてみた。数本のさびつい
た鉄パイプが放置されたままだ。石組
の壁は緑色に苔むしていて、湿った空
気がじっとりと漂う。入り口ですら不
快感を覚える蒸し暑さだ。坑内の環境
の悪さは想像を超えるものだっただろ
う。

九份が観光地化したのは、映画「悲
情城市」のロケ地になったからだが、
宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」の
モデルの地とうわさされたことで、さ
らにヒートアップした。地元の人の話
では「昼間は台湾の観光客、夕闇が迫
り灯ともしごろになると、大勢の日本
人が神秘的なムードを求めて押し掛け
る」のだそうだ。

台湾の女性観光客がやってきた。入
り口に立ち、遠くを指さしている。彼
女たちは五番坑にどのような印象をも
ったのだろう。尋ねることができない

２・５㍍くらいの狭い急な坂道の両側
にびっしりと軒を接する土産物店や食
べ物店。江の島の参道をさらに狭くし
て雑然と店を並べた、といった雰囲気。
すでに台湾では夏休みに入っていて、
若い台湾人カップルであふれかえって
いる。

近くに平屋建ての小じんまりとした
民宿があった 。「五番坑公園堡」とい
い 、「合法民宿」の看板がかかってい
る。違法民宿があるのだろうか。その
玄関の両脇に立て看板が二つ。「昔日
掬金採礦五番坑」
「今日夢留宿公園堡」
とある 。「昔は金の採掘の五番坑、そ
の夢を公園堡の宿で見る」というのだ
ろうか。
恐らくかつてのゴールドラッシュの
夢をいま誰よりも見ているのは、九份
の町の人たちだろう。九份は観光地と
し脚光を浴び出したのだ。

脚光浴びる観光の街

私が訪ねたのは午前１１時ころだ。
だから日本人の姿はほとんどない。幅
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映画館「昇平戯院」

「戲夢人生」と書かれた提灯があち
こちでぶら下がっている。夜にはこの
灯がともり、幻想世界を醸すという。
「人生、夢と戯れる」ということだろ
うか 。「今日夢留」という四字熟語の
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ような言葉を五番坑近くの民宿で目に
したばかりだけに、何やら夢見心地に
なる。旅のテーマは「悲情」だ。だが、
ここは「歓情」の街なのか。
「昇平戲院」という名の映画館があ
った。レンガ造りの古びた建物だ。入
り口に案内看板。ここでも中国語、英
語、日本語で解説。それによると、１
９３４年に建設された「昇平座」が前
身。敷地面積は約６６０平方㍍。バロ
ック様式の建造物で柱は六角形。６２
年に改築され、映画のほか新劇や人形
劇なども公演されている。
「中を見るだけなら入場無料」と係
り員が教えてくれた。戦前のものと思
われる古い映写機がドーンと置かれて
いる。客席は長椅子。壁には上映され
た映画のポスターが展示されている。
その一つが「戲夢人生」。「悲情城市」
を撮った侯孝賢監督による１９９３年
の映画だ。後で調べると、日本支配下
の５０年間をテーマにしたもので、カ
ンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞して
いる。提灯の「戲夢人生」は映画のタ
イトルから採られたのだ 。「人生、夢
と戯れる」などという軽いものではな
いのである。
さらに館内を回る 。「悲情城市――
九份取景年度大戲」と手書きされた板
が吊り下げられ、映画の場面のスチー
ル写真が展示されている。そのうちの
一枚に目を奪われた。主人公の四男・
文清が危険を察知し、妻と写真に収ま
る場面である。若い妻のきりっとした
目が印象的だ。夫の身に迫る悲劇を思

いながら、悲しみをこらえて毅然とし
ている、といった強い光が内にこもっ
ている。
映画では、山奥に逃れて祖国建設を
語り合う青年たちが国民党の軍隊に包
囲されて一網打尽にあう。この無残な
場面が九份ロケで撮られたのは間違い
ないだろう。

は台湾で初めての公設市場として、戦
後は映画館として使われた。２００８
年、１００周年を記念して改修され、
１６の店が並ぶ新しいカルチャー基地
に衣替えした。いまは若者の人気スポ
ットだという。

昇平戲院を出て、基隆湾を見渡せる
通りを歩いた。夏の強い日差しを受け
て、穏やかな海がきらきらと光る。
「幌
馬車の唄」の２番の歌詞が頭をよぎっ
た。
♪想い出多き丘の上で、遥けき国の空
眺め、夢と煙れる一と年の、心無き日
に涙湧く♪
九份の丘で、遥けくも民族が自決で
きる国を思う。だがその夢もこの一年
の弾圧でついえ、反抗の心を抑えて涙
にくれる。このように解釈してみると、
二・二八事件の台湾の人たちの気持ち
がくみ取れるように思え、心は暗然と
する。

日 本語 教 育を 受 けた 悲し
き台湾人
それにしても、なぜ「幌馬車の唄」
なのだろう。なぜ、台湾の人たちの固
有の歌をうたわなかったのだろう。
台北市街地の西部に位置する地下鉄西
門駅の前にレンガ造り八角形の「西門
紅楼」がある。１９０８年に日本の建
築家によって建てられたもので、戦前
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西門紅楼全景

ふらっと立ち寄った。例によって三
つの言語による解説パネルをみる。
「日
本の占領統治が始まると、町は有無を
言わさず改造された。台北の城壁も取
り壊され、統治者の権威を象徴する新
しい建物が建造された」と、日本統治
時代の街の日本化を概説 。「日本文化
が入り込むにつれて、紅楼は故郷を懐
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かしむ日本人の買い物天国となり、当
時の台湾人にとっては最新の流行発信
地となった」と、台湾の人たちが日本
に憧れた様子を述べている。

人たち。二・二八事件のとき、日本の
歌謡曲しか知らなかったのではないだ
ろうか。その方が「悲情」ではないか。

戦後、アメリカの占領とともにアメ
リカの文化が一挙に入ってきた日本。
英会話に夢中になり、ハリウッド映画
を見た後、ジャズ喫茶でコーヒーを楽
しむ若者。日本統治下の台湾は戦後日
本に似た状況だったのだろうか。
戦前の記録コーナーに「思ひつき夫
人」という題の映画のチラシが展示さ
れている。主演の竹久千恵子は１９３
０年から４０年にかけて活躍したモダ
ンな知性派女優だ。ほかに清川虹子、
花菱アチャコらが出演した。
「思ひつき夫人」の広告の下の近日封
切り映画欄には「エノケンの森の石松」
の文字がある。
「エノケンの森の石松」
は１９３９年に製作され、竹久千恵子
も出演している。ということは「思ひ
つき夫人」も３９年ころに上映された
ようだ。
台湾を統治した日本は１９３７年に
日中戦争が勃発すると、国語運動を柱
とする皇民化教育を推し進めた。こう
した中、台湾の人たちはアチャコやエ
ノケンが出るコミックな映画をどのよ
うな思いで見たのだろう。日本人のよ
うに笑い転げたのだろうか。
日本の台湾統治、皇民化教育、日本映
画。こうした「台湾の人の日本人化」
の流れの中で「幌馬車の唄」がうたい
継がれたのである。
日本語の教育を受けた戦前の台湾の

２２８和平公園に建てられた寺院

２２８和平公園を訪ねた。１９９６
年に建立された記念碑をはじめ、数棟
の伝統様式の建物が建てられている
が、にわかづくりの安っぽさを感じ、
期待外れだった。一人の若者が日本語
で「どんな印象ですか」と話しかけて
きた。日本語で尋ねられるのは三十数
年前、中国・南京で「車は何台ありま
すか」などと日本語会話の例題通りの
質問をされて以来だ。
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「素敵です 」。私は心にもない答え
をした。日本語会話は続かず、青年は
どこかに消えた。青年はなぜ日本語を
学ぼうと思ったのだろう。現代青年に
とっての二・二八を尋ねるべきではな
かったか。いささかの悔いを残して私
は台北の旅を終えた。
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４年に１度、千年の神が舞う
文・井上脩身
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私（筆者）はいま、写真絵本に掲載され
た水田の写真に目を奪われている。
細長い泥田の中で一人の男性が作業をし
ている。その向こうに茫漠とした海が広が
り、いくつかの島影が見える。「棚田に水を
張り、肥えを入れ始めた。今年も田植えの
始まりだ」。隣りのページにはこの写真の情
景が淡淡とした文章でしたためられている。
フォトジャーナリスト、那須圭子さんの写
真と文による『平さんの天空の棚田』（みず
のわ出版）の中のひとコマである。瀬戸内
海に浮かぶ祝島。対岸に計画された原子力
発電所の工事がストップした今、昔ながら
ののどかな島風景がそこに映し出されてい
る。
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３０年かけて開いた棚田
山口県東部の柳井市から瀬戸内海に
突きだすように伸びる半島と島の上関
町。その島々の一つが祝島である。周
囲１２㌔の小さな島だ。平萬次さんは
祖父、亀次郎さんが島の南端に３０年
私は最近になってこの写真絵本を手
に入れたのだが、奥付をみると発行さ
れたのは２０１２年８月１５日だっ
た。その日は、祝島で４年に一度に営
まれる「神舞」の前日である。
神舞は１０００年の歴史があるとい
われる祝島最大の伝統行事。山口県の
無形文化財にも指定されている。祝島
の島人総出で祭りの準備に追われてい
る最中に『平さんの天空の棚田』は出
版にこぎつけたのだ。単なる偶然でな
いように思えた。神舞と天空の棚田。
そこには祝島の島人の魂が宿っている
のではないだろうか。
神舞は平安時代半ば、８８６年に豊
後・伊美（大分県国東市）の人びとが
山城・石清水八幡宮（京都府八幡市）
からの帰りに嵐に遭い、祝島に漂着し
たのをきっかけに始まったと伝えられ
ている。４年に１度、伊美別宮社から
二十数名の神職や楽師が御座船で祝島
にやってきて、斎場で祝島の人びとと
合同神事を催す。祭りは御座船の入船
から出船まで４日間をかけて行われる
。
１２年８月１６日、お伴船を従えて
御座船が入港。太鼓や三味線の鳴り物
を奏でるシャギリ隊が出迎える中、刀

をかけて切り開いた棚田を守って暮ら
しを立てている。棚田は９０度に近い
急斜面の上にあり、はるか目の下では
瀬戸内海の波が打ち寄せている。那須
さんは、天空の棚田の話を耳にして、
平さんのもとに何度も通った。「棚田
と海と空はやがて一つにつながって、
私たちが住むこの世界とはどこか別の
を手にした若者が船の舳先で古式にの
っとって舞うと祭りはクライマックス
に。伝統の舞いだが、島人たち「こん
なにうれしい舞いはなかった」とかつ
てなく高揚し、感慨を深くした。３０
年間、原発立地問題で翻弄されてきた
神舞。ようやく原発の心配なく神舞に
酔うことができるようになったのだ。

降 って わ いた 上 関原 発計
画
「千年の歴史が舞い降りる」がうた
い文句の祝島伝統行事、「神舞」が中
止になったのは１９８４年のことだ。
その３年前の８１年１２月、上関町
長が議会で「（ 原発建設）構想の一つ
として上関を調査していると聞いてい
る」と述べ、中国電力上関原発計画が
浮上した。翌年９月、中電社長が上関
町を訪ねて原発立地候補地であること
を正式に表明。上関町長が「原発も企
業誘致の対象」と積極的な姿勢を見せ
たことから、原発計画は同町や周辺自
治体の将来を左右する最大の問題にな
った。
同計画は同町四代・田ノ浦地区の敷
地は１６０平方㌔に改良型沸騰水型軽
水炉（ＡＢＷＲ）２基を建設するとい

56

世界が、そこには浮いていた 」。高低
差が３０㍍にもなるまで石垣を積み上
げてできた亀次郎さんの棚田を前に不
思議な感覚にとらわれた那須さん。そ
の心の軌跡のままにシャッターを押
し、一冊の写真絵本にまとめた。
うもの。中電は９０年ころの運転開始
を目標に地元対策に乗り出し 、「地元
からの要請による立地」の形をとろう
とした。実際、８４年１０月、上関町
長が中電に対し立地事前調査の申し入
れを行い、これに呼応するように中電
は立地調査事務所を開設した。国や電
力会社の押しつけでなく、地元要望に
応えるよう取り繕うこの立地形態は
「上関方式」と呼ばれ、原発推進派か
ら注目された。
山口県は岸信介、佐藤栄作両元首相
を輩出した自民党の牙城の地だ。その
自民党が進める原発推進政策を県が反
対するはずはなく、９４年、原発立地
のための環境影響調査を許可。これを
受けて中電は９６年に上関町に原発建
設の申し入れを行い、９７年７月、用
地買収にかかった。買収価格は１平方
㍍当たり、水田４３５０円、畑２９０
０円、山林１４５０円。いずれも相場
の倍の値段といわれ 、「金で横っ面を
張る」という大手資本の現ナマ主義が
露わになった。
中電にとって最大の関門は漁協だっ
た。９９年１２月、漁業補償として総
額１２０億５０００万円を積み上げ
た。内訳は海面埋め立てによる漁業権
消滅補償４７億２５００万円、温排水
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影響補償７８億２５００万円。８漁協
中、四代漁協、上関漁協など７漁協が
受け入れを決定した。
「金で釣る」作戦は地元自治会に対
しても露骨に展開された。０６年９月、
上関町に「協力金」名目で３億円を寄
付した。同町は海峡温泉泉源採掘や児
童医療費無料化、ＣＡＴＶ加入費補助
などに充てあてた。１０、１１年度に
は町民一人当たり２万円分の地域振興
券が配られており、住民たちは知らず
知らずのうちに中電マネー漬けにさせ
られた。
こうして中電は０９年、原子炉設置
許可申請にこぎつけ、１１年２月、海
上の埋め立て作業にかかった。中電と
しては着工へのヤマ場だった。「ここ
を越えれば着工できる」との思いを中
電幹部らはもったことだろう。だが思
いがけない事態になった。翌月１１日、
東日本大震災が起こったのである。

金に動じぬ島人魂
東日本大震災は中電にとって、全く
予期しない出来ごとだった。だが、こ
うした自然災害にもまして予想できな
かったのは「金では動かない」という
確固たる精神を持つ人びとがいるとい
うことだろう。祝島の見えざる「千年
の神」が、中電の「安全神話」の前に
立ちはだかったのである。
祝島は原発立地計画地から１０㌔の
所だ。原発計画が表面化すると、島の
女性たちが島内の家々を回って反対運
動に加わるよう訴えて回った。やがて
島民の９割で組織された「愛郷一心会」

が発足、島内デモを始めた。同会は「反
対運動の決意の固さを示す」ため、前
述のように海舞の中止を決定、代わり
に漁船で海上デモを敢行して気勢を上
げた。
「原発で島が潤う。原発がこなけれ
ば衰退する一方だ」。原発推進派から、
罵声が浴びせられた 。「原発がなくて
も島起こしができることを示そう」と
８７年の同会の総会で島起こし部会を
立ち上げた。漁協婦人部が中心になっ
てサヨリの一夜干しやビワ茶の開発に
取り組み、島外からアーチストを呼ん
でコンサートを開いた。
同会結成１０周年の９２年２月、
「上
関原発を建てさせない祝島島民の会」
（島民の会）に名称を変更。推進派に
も加入を呼びかける一方 、「中電の金
には手を出さない」との“反金権”姿
勢を一層鮮明にした。２０００年、中
電は漁業補償金の半額を管理委員会に
支払った。原発にかかる８漁協でつく
られた同委員会は５月、祝島漁協分と
して５億４０００万円を送付。同漁協
は受け取りを拒否し、即刻送り返した。
同委員会はやむを得ず法務局に供託し
た。
供託期間の１０年が過ぎた２０１０
年、この５億４０００万円の取り扱い
について組合員集会が開かれた。出席
議員６６人中４３人が再度受け取り拒
否を表明。祝島の島人の潔癖さが改め
て示された。
実際には同漁協は負債を抱えてい
て、中電の環境調査迷惑料を受け取る
方向で進んでいた。だが島民の会の女
性たちが「中電の金ノー」を強く主張、
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この金の受け取りも撤回された。島民
の会の会長個人が１５００万円を借り
入れて漁協に融通して乗り切った。
こうした原発マネーには微動ともし
ない祝島の島人たち。その毅然とした
態度は、原発反対闘争のなかでも貫か
れ、中電側をたじたじとさせた。

お ばち ゃん 部 隊が 工 事阻
止
中電が初めて計画推進のために実力
行使をしたのは９４年１１月だ。県の
許可を得た環境影響調査を行う気象観
測塔の建設資材を搬送するため、大型
作業船７隻を投入。中電社員やガード
マン、作業員１１０人のほか、県警か
ら１００人が配備され、海上保安庁の
警備艇１９隻が出動した。祝島の住民
は１００隻の漁船をロープでつないで
阻止線を張り、陸上では座り込みを展
開。中電側は大型クレーンの台船を阻
止線に突入させるなどして強行突破を
図ったが、島人たちのガードは固かっ
た。
９６年、中電が上関町に原発建設の
申し入れを行ったときには、島民の会
の３００人が中電本社前で抗議の座り
込みを行ったほか、９９年５月に同町
体育館で計画された環境影響調査書説
明会も、会場座り込みで阻止。さらに
０１年４月、経済産業省資源エネルギ
ー庁が同原発に対する知事意見を照会
した際には、１００人が県庁前に座り
込んだ。さらに数日間にわたって夜間
１０～３０人が県庁前のバルコニーで
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泊り込み、０８年、県が公有水面埋め
立て免許を交付したときも、島民の会
は知事室前に座り込み、県庁内をデモ
した。
０８年９月、中電は工事海域を示す
灯浮標の設置にかかった。その報告を
受けた島民の会のメンバーら６０人が
陸上で陣取り、海上では漁船３０隻に
加え、シーカヤック部隊が加わって、
灯浮標が置かれた岸壁前で阻止線を張
った。さらに、島の「おばちゃん部隊」
が漁船に乗り込み「美しい海に原発は
いりません」などとマイクで訴える。
これに対し中電社員は「いまのままで
は島は成り立たない」などと原発立地
の経済効果を主張。美しい自然か経済
優先かの舌戦が海の上で展開された。
「おばちゃん部隊」の頑張りが予想
以上に効を奏した。１０年になると福
島瑞穂社民党党首（当時）ら国会議員
の現地視察が相次ぎ 、「祝（ほおり）
の島」（纐纈あや監督 ）、「ミツバチの
羽音と地球の回転」
（鎌仲ひとみ監督）
など、祝島の原発反対運動を焦点にし
た映画が製作された。明らかに風向き
が変わったのである。
１１年２月、中電は埋め立て工事を
行うため作業台船１５隻を現場海域に
移動させた。作業員２００人のほか、
陸上に４００人を配備するこれまでに
ない態勢で臨んだが、中電にとっては
大きな成果とはならず、工事進捗率は
相変わらず「０％」だった。

暗礁に乗り上げた原発工
事
東日本大震災が上関原発計画をデッ
ドロックに乗り上げさせることになっ
たのは言うまでもない。事故から２日
後の２０１１年３月１３日、二井関成
山口県知事は「極めて慎重に対応して
ほしい」と述べ、５月１９日、公有水
面埋め立て免許（１２年１０月期限）
について「免許延長しない」と表明。
中電は「計画の変更はない」としなが
らも、埋め立ての準備作業の中断を余
儀なくされた。
島民の会は１１年７月、現場海岸の
監視テントを撤去し、臨戦体制を解い
た。３０年ぶりに平穏な島に戻ったの
だ。８月１６日、長崎市をスタートし
た原水禁の反原発キャラバン隊は、広
島からのグループと合流して同２８
日、上関町室津で「さようなら上関原
発」全国集会が開かれた。参加者は１
２５０人。いわば勝利集会だった。
上関町室津から１日３便しか定期便
がない離島、祝島。原発計画が表面化
したころの島の人口は１０５０人。い
ま４５０人と３０年間で半減した。高
齢化は進む一方だ。原発計画は食い止
めたものの、祝島の未来像をどう描く
のか、島民に大きな課題がのしかかる。
原発反対運動を展開するなかでつく
られた「長島の自然を守る会」。０８
年、国の天然記念物に指定されている
絶滅危惧種、カンムリウミスズメが原
発建設予定海域で確認。また世界一小
さいクジラといわれる体長２㍍のスナ
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メリが生息していることも同会の調査
でわかっている。祝島の周りの海は自
然の宝庫なのだ。
こうした美しい自然を生かすことが
できるかが島の将来のカギといえるだ
ろう。こうした観点から、福島第１原
発事故が起きる２カ月前の１１年１
月 、「一般社団法人祝島千年の島づく
り基金」が設立され、企画の策定と実
施をする「祝島自然エネルギー１００
％プロジェクト」がスタートした。再
生可能エネルギーや、食、アート、エ
コツーリズムなどの取り組みを進めよ
うというものだ。
こうした取り組みを進めるうえで、
平さんの「天空の棚田」は一つのヒン
トになるかもしれない。海と棚田、そ
して天空。日本人の心のよすががそこ
にある。

原発阻止闘争の記録出版
昨年１２月の衆院選で自民党が圧勝
したことは、祝島の人たちにとって新
たな不安のタネである。原発推進を公
言する安倍晋三首相は山口県の選出で
ある。県知事が自民党の顔をうかがお
うとするのは目に見えている。中電の
鼻息がまたも荒くなることは必至だ。
もし、国と中電が工事再開に向けて動
き出せば、これまでのように「おばち
ゃん部隊」が体を張って阻止できるだ
ろうか。あの元気あふれるおばちゃん
部隊もいずれ歳には勝てなくなる。
島民の会の代表だった山戸貞夫さん
が１３年８月、３０年の反原発闘争の
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記録をまとめ、『祝島のたたかい――
上関原発反対運動史 』（岩波書店）を
著した 。「原発に頼らない暮らし」を
大事にする島人の生き生きとした姿が
描かれていて、私は感動を覚えた。本
稿は少なからず、同書によって書き進
めてきた。多くの人が読み、共感し反
原発の思いを強めてほしいと私は願う
からだ。祝島の人口が激減する現実を
見るならば、「上関に原発をつくらせ
ない」という全国の人たちの堅い輪を
一刻も早くつくらねばならない。
平さんの棚田からはるか西に国東半
島がある。西の海に沈む夕日が海を黄
金に照らし、空が茜色に染まると、伊
美の神さまは海を越えてこの天空の棚
田に舞い降りたいという誘惑にかられ
るだろうか。そんな風に想念をめぐら
すと、平さんのおじいさんが３０年も
かけて棚田を作ったのは、単に平家が
食べていくためだけでなく、伊美の神
さまを迎えるためでもあったようにも
思える。島人の思いを一つにした棚田
といえなくもない。だから天空なのだ。
この海に原発ができたら、伊美の神
さまは天空の棚田にやってこれなくな
るだろう。原発が事故を起こせば、天
空に放射能をまき散らし、神さまに通
せんぼをするからだ。伊美の神さまの
ためにも、美しい海を守り抜かねばな
らない。

祝島 （いわいしま ）：瀬戸内海有数
の漁場とされる周防灘と、伊予灘の境
界に位置する山口県熊毛郡上関町の島
である。瀬戸内海の海上交通の要衝に
位置し、万葉集にも登場、古代から栄
えた歴史を持つが、高度経済成長期か
ら人口が流出。現在は漁業と有機農業
で生計を立てる過疎地域。祝島の文化
としてユニークな神舞と石積みの集落
は 2006 年に発表された水産庁の未来
に残したい漁業漁村の歴史文化財産百
選に選ばれた。

神舞神事 ：神舞（かんまい）は、
祝島に古くから伝承される神事であ
る。4 年毎の閏年に旧暦の 7 月 1 日か
ら 5 日にかけて、三隻の御座船あるい
は神様船とも呼ばれる神船を、大漁旗
で飾った百余隻に及ぶ奉迎船が出迎え
て祝島で行われる。入船神事、祈願神
楽（岩戸神楽、夜戸神楽 ）、参拝（お
宮参り ）、出船神事などの催しを全島
を挙げ、手作りで行なう祭祀である。
島外で生活する祝島出身者がこの日に
帰島して参加するため、神事期間中の
人口はふだんの数倍に膨れ上がるとさ
れている。
20 人が櫂で漕ぐ櫂伝馬船（かい
てんません）や大漁旗をたなびかせた
100 隻以上の漁船など、出迎えの護衛
船を従えた神船が、大分県国東半島の
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最北端にある伊美別宮社から国東市国
見町伊美港を出発。いわゆる御神体と
ともに乗り込んだ二十余名の神職、里
神楽師、伊美の郷の氏子代表や漁師を
祝島に迎え、三十三種類の神楽舞が、
新しいカヤで編んだ苫を小屋掛けした
仮神殿で奉納。祝島を斎場として神恩
に感謝する行事である 。「祝島の神舞
神事」の名称で山口県の無形民俗文化
財に指定されている。2005 年 2 月に
は農林水産省の外郭団体である都市農
山漁村交流活性化機構が主催する第 4
回むらの伝統文化顕彰で 、「小屋掛け
から神舞までを一体として伝承し、ま
た、祭り前の海岸のゴミ拾いなど住民
一人一人が一役を担い、共同作業で信
仰と郷土芸能を支えている」ことが評
価され、農林水産大臣賞を受賞してい
る。
2007 年 5 月にハワイの航海カヌ
ー「ホクレア」が日本を訪問した際に
は、祝島島民の強い要望を受けて急遽、
この島に立ち寄り、島民は櫂伝馬船で
これを迎えた。
（ウイキぺディア）
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この宿場町を見つけたのはほんの偶然だった。
北前船の取材で福井県・三国港へ行ったことが
ある。この時基礎資料をあさっていた折に見つ
けた。滋賀県と福井県の境にある山あいの宿場
町である。といっても、木曽の妻籠や馬籠のよ
うに観光客が押し寄せてくるというわけでもな
い。しかし写真で見るように石畳の立派な街道
が通っていたようだ。若狭・琵琶湖地域と福井

地域を結ぶ街道は、木ノ芽峠を越え
北陸・福井に入る近江西路と栃ノ木
峠を越える北国街道の２ルートがあ
った。この２つのルートは板取の手
前で合流し、今庄宿へ向かう。この
宿場が重要だったゆえんである。
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戦争解剖学の世界
（番外編3）

― 戦争の主体と進化② ―
常本

一（元 ピースおおさか専門職員）

さて、前回に続いて話を進めていきたい。話の展開上だけでなく、読者諸氏の便宜のためにも、ここで、前回の一部を引
用させていただきたい。前回は以下のように論じた。

上の図ｍは、戦争の進化の三段階を、武器の進歩（＝威力の増大）の程度を基準にして描いたものである。Ａ、Ｂ、Ｃ、
の各段階は、図ｇの三つ点ＡＢＣに原則として対応し（原則というのは、ＡＢＣは各戦争段階の極大点であるため、各々の
点までのある程度の範囲をも含むという意味である）、上段に各段階の戦争の名称を、下段にそれらの各段階に対応する代表
的軍隊が記されてある。
さて、図ｍは各戦争が矢印の方向へ進化することを示したもので、その点では理解しやすいものであるが、最後のＣの段
階の軍隊が「主体」と「客体」に分かれていることに関しては少し説明が必要かもしれない。そもそも、主体や客体の軍隊
などという聞きなれない言葉は何を意味しているのだろう。
ひと言でいえば、主体の軍隊とは攻撃をする側で、客体の軍隊とは被害を受ける側ということになるが、これはあるひと
つの戦場で向かい合った軍隊が互いに攻撃したり、被害を受けたりする場合のことではない。
具体例を挙げれば、主体の軍隊とは例えばＡの段階の戦争が行われている社会における、封建騎士団のようなまさに主体
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の存在を指す。それに対し、それらの騎士たちの従者である農民軍は、戦争に際し荘園から無理やり連れ出された農民たち
によって構成されている軍隊であり、多くの場合戦意も高くなく、戦争のむしろ被害者であるという意味で、客体の軍隊と
いうことになるのだ。
しかし、何といっても戦争における最大の被害者は、家を焼かれたり、巻き添えになって殺されたりする一般民衆であろ
う。彼らは普通の意味では軍隊などと呼べるはずもないが、前回述べたように、戦争解剖学では軍隊を戦争参加者と把握す
るため、戦争に巻き込まれた、つまり参加を余儀なくされたという意味で、彼らは典型的な客体の軍隊ということになるの
である。
（それゆえ、正確には図ｍのＡとＢの段階における戦争の箇所にも、それぞれ主体：封建騎士団、客体：一般民衆、主体
：近代的国民軍、客体：一般民衆、と記されるべきものだが、便宜上、省略している）
ここまでが引用の部分。そして、最後の括弧内に記した省略の部分を今回、図ｍに書き入れると以下の図ｎとなる。

すると、熱心な読者の方には、図ｎと引用の部分とには、少し整合性の点で問題ありと思われる人が出てこられるのでは
と期待している。（期待とは、この連載のような理屈ばかりの論考についてきていただきたいとの思いである）
その点とは、「封建騎士団」の中にも、荘園から無理やり徴発された農民軍＝客体の軍隊が入っているので、「主体：封建
騎士団」のように一括して記すのはおかしい、という“疑問”であるはずなのだが、お分かりになっただろうか。
この点については、引用したように、農民軍は多くの場合戦意も高くなく、また強力な武器や十分な訓練も積んでいない、
つまり軍隊としては専門性が低いというところが次のポイントとなってくるのだ。
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すなわち、歴史上の軍隊についていえば、社会との関係において、「主体」と「客体」だけでなく、もうひとつの基準を使
って二つに分類することもできるということである。その基準とは、「軍隊の専門性」である。以下の図ｏのように。

軍隊というのは“勝つ”という使命を持った組織であることはいうまでもない。そのため、“強く”あるためにまず、身
体の頑丈な男子を集め（誰でもいいというわけではないのだ）、一箇所に隔離して、中身の濃いスパルタ式の訓練を実施する
必要がある。
また、武器も洗練されたもの（普通、高価である）を持たすため、その意味でも軍隊は、比較的少数の、選ばれた、専門
性の高い、他の言葉でいえば、一般社会との垣根が高い（それゆえ図ｏでは実線で表している）集団となる傾向があるとい
えるだろう。
ところが、戦争史をひもとく時、そのような専門性の高い軍隊（普通の軍隊はこのタイプである）とともに、図ｏのよう
に、専門性が低く一般社会との垣根が低い軍隊（点線で表している）も同時並行的に存在してきたことが見てとれるのだ。

65

Lapiz2015Autumn

ある学者はこの二種類の軍隊を、軍服のきれいな軍隊（図の右）とボロボロの軍隊（図の左）とに分けるというユーモラ
スな基準を用いているが、まさに本質をついているといえるだろう。
さて、上記の“疑問”について。読者諸氏の（期待の）ご指摘のとおり、図ｎは正確ではなく、その点で誤りであること
に間違いはない。ではなぜ（図ｍにとどめていればバレなかったかもしれないのに）図ｎを記したのか。
実はその、点線で表す、軍隊の一般社会との垣根の低さが、戦争史においては一般に、徐々に広がる傾向をみせ、特に近
代に入ってからはそれが顕著となることが、戦争や軍隊の歴史を理解する上で、決定的に重要な鍵であること。そのことを
強調せんがために、ここで披露しておきたかったからなのである。
今、「戦争史においては一般に」と書いたように、人類史上、軍隊の歴史とはなかなか直線的、発展的な進化としてとらえ
ることは難しいといわれている。しかし、大まかな傾向としては理解できるものがあるかもしれない。そこで、次回は軍隊
の変遷史についてみていくことにする。

常本一

著書紹介
前著『戦争と平和の「解剖学」』から 10 年。戦争が起きるメカニズムを理論で理解し、
防止策を考えるという新たな試みを継続・充実させた書。なぜ戦争が起こるのかを知
れば、戦争を防ぐこともできる。あわせて戦後 70 年のいま、体験を未来へつないでい
くための方法論も提示する。世にはびこる古い「戦争宿命論」を打ち破る。

常本 一
1957 年大阪生まれ。上宮高校、米国ノースランド大学卒業。平和学専攻。元大阪国際
平和センター(ピースおおさか)専門職員。大阪教育大学非常勤講師、大阪府立和泉総
合高校特別非常勤講師。著書に、『戦争と平和の「解剖学」』(東方出版)、『戦争宿命論
からの解放学』ノンヒョン出版(韓国・ハングル)。編書に『戦争出前噺─元日本兵は
語る』(みずのわ出版)がある。大阪市在住。
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文・南浦邦仁
＜鬼無鬼島＞
堀田善衛の小説『鬼無鬼島』は「キ
ブキジマ」と読むのだが、題名から
してケッタイである。昭和 31 年 11
月刊の「群像」に発表され、翌年に
新潮社から単行本『鬼無鬼島』が刊
行された。鬼無鬼島という島に鬼は
住んではいない。しかしそれでも鬼
の島であるという。猟奇的なこの小
説は、横溝正史が描く閉鎖的な僻地
の因習や土着宗教の秘儀を思わせ
る。堀田善衛らしからぬ作品であろ
う。
甑島

鹿児島県
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鹿児島県の離島、甑島（こしきじま）
片野浦のある小さな集落に、いまも隠
れキリシタンがひっそりと暮らしてい
るという。数十戸の集落だが、住民全
員がカクレキリシタンである。という
か、正確には数百年前まではキリシタ
ンであったが、過酷な弾圧をおそれ、
彼らはキリスト教を密封してしまっ
た。十字架も聖画も聖書も讃美歌もカ
トリックの儀式も、すべてを消してし
まった。そして残ったのは形骸化し誰
もその意味を理解できなくなってしま
った儀式と若干の役職のみである。彼
らの信仰は「クロ宗 」（くろしゅう）
という。
集落の住人は村外者を完全に拒む。
取材にも一切応じない 。「クロ宗」信
者には集落内での出来事や仕来りを一
切口外してはならないという鉄の掟が
ある。同じ島に住む他村民はこう語っ
ている 。「クロの宗徒から、一連の話
を聞き出すことは、絶対に不可能だ。
クロにしゃべれと言うたって、それは
連中にとって死をかけることと同じ
だ」
かつてクロ宗の秘密を探ろうとした
男がいた。岡谷公二著『島』によると、
クロ宗の秘密を探求するために地区の
分校に三年間勤務したが、何もわから
なかった。また何度も住人から、理由
のない迫害すら受けたという。
婚姻についても村外者との結婚を認
めなかった。近親者同士ばかりの通婚
を繰り返してきたが、さすがに現在で
はよそ者との結婚を認めている。ただ
し条件が付く。絶対に村の秘密を配偶
者にも話さないこと、そしてもうひと
つの条件が、どこか他所に居を構えな

ければならない。クロ宗の集落での夫
婦の生活は認められない。
キリシタン遺物の一切ない同集落だ
が、例外としてただひとつだけ大切な
物がある。この島に四百年ほど昔に、
秘密の宗教をもたらした人物の聖なる
墓とされる。地元では「天上墓」と呼
ぶ。秘密の宗教は、「クロ宗」あるい
は「クロ教」という。十字のクロスが
語源とされる。
墓の主には二説ある。ひとりは薩摩
出身のヤジロウ。フランシスコ・ザビ
エルを鹿児島に案内した人物である。
名の漢字表記は確定しないが、これま
での調査では弥次郎が正しいようだ。
もう一説では 、「島原・天草の乱」
の残党ではないかとする。また異説と
して、ヤジロウが島原の乱後、甑島に
逃れたという説もある。しかしヤジロ
ウがザビエルとともに明のジャンクで
鹿児島に着いたのは天文 18 年 8 月 15
日（1549）だった。聖母マリア被昇天
の祝日にイエズス会（耶蘇会）のザビ
エル一行が、ジャンクで同伴の信者で
通訳のヤジロウの郷土である鹿児島に
着いた。日本へのカトリックの伝道は
この日に始まる。
しかし島原・天草の農民とキリシタ
ンの乱は、寛永 14 年（1637）から翌
年の足かけ二年である。ヤジロウがザ
ビエルとともに伝道をはじめたのは、
そのおおよそ九十年も前である。ヤジ
ロウは島原の反乱には当然だがかかわ
ってはいない。
島のキリシタンの教祖と考えられる
ヤジロウであるが、彼は薩摩の武士だ
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ったようだ。しかしある事件を起こし、
鹿児島湾坊ノ津からポルトガル船でマ
ラッカへ、そしてインドのゴアに逃亡
した。同地でキリスト教に帰依し、イ
エズス会の学校も卒業した。イエズス
会士のフランシスコ・ザビエルに、日
本へのキリスト教布教の必要性と意義
を説く。
ザビエルとともに鹿児島に着いたヤ
ジロウたちは、熱心に布教につとめる。
薩摩藩主の島津貴久は当初は交易に利
するキリシタン宗の伝道を認めていた
が、翌年には仏教界からの排訴を受け、
キリシタン禁制と追放令を出した。ザ
ビエルは平戸に逃れ都を目指す。ヤジ
ロウは薩摩に残って秘密裏に布教を行
ったが、仏教僧からの迫害を受け下甑
島に逃れた。梅北道夫著『ザビエルを
連れてきた男』には「ヤジロウは改め
て伝道を続けたが、さらに厳しくなっ
た迫害から逃れるために、下甑島の片
野浦に移り、クロ宗と改めて密教の集
落を組織した」
島民は官憲による探索を避けるため
に、三方を山に囲まれほかの地区の人
たちを寄せつけない当地に、教祖ヤジ
ロウを住まわせた。そして彼の墓がい
まも現存する「天上墓」であると言わ
れ続けている。
ところで昭和 21 年、カトリック鹿
児島教区長の司祭が、 GHQ の米兵と
ともに片野浦の集落にやって来た。そ
して「正統カトリックに復帰するよう
に」と呼びかけた。村落のサカヤの大
毛（だいもう）は彼らを真宗の寺に案
内し、自分たちは浄土真宗本願寺派の
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門徒であると主張し、お引き取りを願
った。米村竜治はこの集落の立派な寺、
片野浦説教所を「住民の秘密を守る防
砦でもある」と記している。
昭和 63 年 2 月（1981）、ローマ法王
ヨハネ・パウロ 2 世が来日した。その
折、随伴した法王庁の使節団から片野
浦のヤジロウ墓を訪問墓参したい旨の
打診があった。法王庁でもヤジロウ墓
のことは公然の秘密であった。だが片
野浦の同村はにべもなく断った。彼ら
の秘匿性は徹底している。

＜昭 和初 期の ク ロ宗 調査
報告書＞
『鹿児島県史』卷 3 に、甑島のクロ
宗の記述がある。県史はつぎのように
記している。
下甑島の片ノ浦（現・片野浦）にク
ロ宗と称する基督舊教に属する一種の
秘密教団を存し、同部落八十余戸がこ
れを奉じて居り、クロは十字架（クロ
ス）から転化したもので、この教団は
島原一揆残党の一部が転住したに始ま
ると伝へ、今日部落には十字架を彫り
つけた三基の墓碑が遣っているともい
う。年一回の祭礼たる基督降誕祭は深
夜秘密に催すが、これは禁制時代より
続いた古い習慣と思われる。教徒死亡
の際にはクロ宗により祭祀し、次いで
喪を発して後、真宗による葬儀を行う
という。
そして昭和 11 年、鹿児島県史刊行
の五年ほど前に、鹿児島県立川内中学

校（旧制）が編集発行した『川内地方
を中心とせる郷土史と伝説』に「甑島
のクロ宗」の記述がある。なお大毛家
は代々庄屋だった家だが 、「サカヤ」
と呼ばれる世襲の司祭である。サカヤ
カトリックのサクラメントの転嫁であ
り、秘蹟あるいは秘蹟を行う者を意味
する。
サカヤには現代では「賢家」の字を
あてているが、大毛家は世襲制度の賢
家であり、万世一系によって継承され
ている。サカヤは村に対して、いまも
強大な絶対的支配権を握っている。川
内中学の報告は以下の通りである。現
代語にあらためる。
甑島下甑村の片ノ浦には「クロ宗」
と称せられるカトリックに属する一種
の密教が現存している。
片ノ浦海岸を隔たる十町、谷間の山
間部落にして八十余戸が密集し、平和
な農村部落を形成している。部落民の
結束極めて固く、すべて秘密主義をと
っているため、このクロ宗、本体もま
た判然となっていない。
最近県当局の調査によれば、クロ宗
のクロとはキリストのクロスから転化
した語とみられている。付近の古老の
言によれば、今を去る約三百年前、島
原の乱に破れた信徒の一部が信仰の自
由を求めて海を渡って密かにここに転
住したものといわれ、従って現在では
クロ宗に関するよるべき確実な資料は
発見されず、ただ部落には十字架を彫
り付けた三基の墓碑が残っているのみ
である。
部落民の特殊な風俗について見る
と、部落民は極端にクロという言葉を
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嫌悪し、便所も十字を踏まぬ構造にな
っている。祭礼の行事は年一回深夜極
秘に催される。この深夜、祭事を行う
のは、イエス・クリストの誕生日にヤ
ソ教徒が深夜に祭りを行うという古い
習慣があるのを部落民が襲行している
ものと考えられ、信徒死亡の祭は、ま
ずクロ宗による祭が行われて後、喪を
発して真宗による祭儀を執行するとい
われている。
同部落の素封家、大毛示氏は、クロ
宗の本家と称せられ祭事を掌っている
ものといわれているが、氏は京都中学
を経て中央大学出身の人格者である。
同氏を中心とする部落民の信仰生活は
又めぐまれたものであろう。

＜カクレキリシタン＞
隠れキリシタンはいまでは長崎県に
しか存在しないといわれている。甑島
や摂津の高槻、そして奥州など全国の
何ヶ所かにも隠れキリシタンが近現代
に存在したという説があるが、それは
正しくない。古野清人は『隠れキリシ
タン』において、現代においても集落
をなして、キリシタン信仰と行事とを
多少とも持ち続けているのは長崎県下
のほかには確認されていないとする。
長崎県以外の現代の隠れ信者たち
は、自身がキリシタンの末裔であると
いう認識や記憶が一切ない。単なる土
俗宗教らしきものを護持しているだけ
であって、カクレであっても、彼らは
キリシタンではない。
宮崎賢太郎著『カクレキリシタン』
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によると、たくさんの人たちがカクレ
キリシタンに興味や関心を抱く理由を
つぎのように説明している。
キリスト教という世界最大の信徒数
を擁するメジャーでグローバルな普遍
宗教が徹底的な迫害を被り、仏教や神
道や日本の民俗信仰と深く融合しなが
らも、二百数十年間厳しい弾圧に耐え
て信仰を守り続けた驚異的な強さに人
々が心動かされるからであろう。さら
に深く私たちの好奇心をかきたてるの
は、現代では信仰の自由が認められて
いるにもかかわらず、なぜ今日にいた
るまでカトリックに戻ることなくその
信仰を守り続けているのだろうか、と
いう素朴にして根源的な疑問によるも
のであろう。
現存のカクレキリシタンは、いまだ
に隠れてキリスト教を守り続けている
という、幻想的にしてロマンチックな
イメージによって生み出されている。
宮崎は「現在のカクレキリシタンはも
はや隠れてもいなければキリシタンで
もない。日本の伝統的な宗教風土のな
かで年月をかけて熟成され、土着の人
々の生きた信仰生活のなかに完全に溶
けこんだ、典型的な日本の民俗宗教の
ひとつである…カクレキリシタンにと
って大切なのは、本来のキリシタンの
教えを守っていくというのではなく、
先祖が伝えてきたものをたとえ意味は
理解できなくなってしまっても、それ
を絶やすことなく継承していくことで
あって、それがキリスト教の神に対し
てではなく、先祖に対する子孫として
の最大の務めと考えているのである。
カクレはキリスト教徒ではなく、祖先
崇拝教徒なのである」

＜堀田善衛とクロ宗＞

であろう」

ところで堀田善衛の小説のクロ宗記
述は、部外者が書いたとは思えぬほど
詳しい。離島の山中の秘密の寒村につ
いて、なぜ彼はここまで知ることがで
きたのであろう。実に不思議である。
鬼行にたとえられる伝承の葬送儀式
など、また登場人物の言動など、当然
だが堀田の創作である。しかしそれら
を差し引いても、堀田の記述はあまり
にも現地の事情に通じ過ぎているほど
だ。鹿児島にも甑島にも接点をもたな
いはずの堀田が、なぜこの作品をつく
りあげることができたのであろう。

そして堀田は、天皇制の成立基盤に
ついて、つぎのように問いかけている。
日本の土俗の奥の方にあるらしい、無
限に不気味な怪物がそれを成立させて
いるのではないか。「それ」は「天皇
制」である。天皇制とは何か、それが
存続しうるいちばんどん底の理由はな
にか、とその解答を求めて模索してい
た時期の作品が『鬼無鬼島』であった。
また堀田は、自分のなかには、戦中
戦後を通じて天皇制の問題が、鋭く自
分をつきあげるものとして存在しつづ
けていた。「天皇制とは何か、それが
存在しうるいちばんどん底の理由とは
何か、天皇制というものは、日本の、
たとえばピラミッドの頂点にあたるも
のなのか、それともそれはなにかの頂
点などというものではまったくなく
て、日本の、どん底の何物かなのか、
なぜそれがアリガタイモノなのか、そ
れは現代世界とどういう関係にあるも
のなのか、それはいかなる理由によっ
て肯定されなければならぬものなの
か、またいかなる理由によって否定さ
れなければならないか、もし否定され
るとすれば、いつ否定されるものなの
か」

堀田は本式にキリシタン小説を書く
ために九州を訪れた。しかし彼は、さ
まよい歩いて鹿児島まで流れて行って
しまい、とうとう薩摩半島南端の野間
岬という、本土のドンジリまで行って、
そこの網元である山本家に一月近くも
世話になった。
「この野間岬からポンポンで四十分
行くと、甑島がある。上と中と下の三
っの島にわかれている。ほんとうにさ
びしい岩ばかりの離島である。そこの
東シナ海側の断崖にかこまれた某村に
クロ教というものがある、と聞いたの
で別に、それほどの関心をもってでは
なくて、山本家の若旦那といっしょに
ポンポンで行ってみた。…クロ教とい
うものが、キリシタンの土俗化したも
のであろうという小説『鬼無鬼島』の
設定は、これは要するに私の設定とい
うものであって、その正体は、これは
わからないというよりほか仕方はない
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天皇制をめぐっては、疑問は山のよ
うにあって、疑問だけが存在するので
ある。しかもなお天皇制は存在するの
である。堀田にととのった答えがない。
「誰にあろう？」しかし「この問題に
答えることが出来ないで、疑問を疑問
のままで放ったらかしておいて、どう
して現代の日本で文学者であることが
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出来るか、それが悪夢のように私につ
いて来た。…私はいろいろに考えた。
結論は、ない……。そういう頃に、私
は『鬼無鬼島』を書いた。」
真継伸彦は堀田善衛全集解説でこの
ように記している 。「天皇制というも
のに、何ら実体はない。鬼無き鬼とは、
実体がない幽霊が民衆をおびやかして
いるということの象徴である。天皇と
いう権威は、私たち日本人が生きるた
めに、
『考えれば不要』のものなのだ」。
小説ではサカヤを村では「山の天皇」
と呼んでいる。（1974 年版第 4 巻『鬼
無鬼島』収載）
鈴木昭一は帝塚山短大紀要「宗教と
その土俗化」において、『
「 鬼無鬼島』
は、クロ宗の実体の考察のなかで、日
本における神・信仰・思想の土俗化と
それに密着したものとしての天皇制の
根源を追及しようとしたものである」
と記している。
先に紹介した旧制川内中学校の「甑
島のクロ宗」に「最近に行われた鹿児
島県当局の調査によれば……」と記さ
れている。川内中が刊行したのは昭和
11 年である。昭和初年にクロ宗の現
地調査が行われたのである。
この詳細な報告書を堀田は読んだの
であろう。それにしても、なぜこのよ
うな特殊な官制の文書を知ったのか？
戦後間もないころ、おそらく昭和 31
年かその前年に堀田はクロ宗報告書を
読んだとしか考えられない。甑島へは
たぶん三度通っている。
当時の鹿児島県立図書館館長は、久

保田彦穂という。動物物語で有名な児
童文学者の椋鳩十が、久保田の筆名で
ある。昭和 30 年のころ、堀田は鹿児
島に椋を訪ねた。そして甑島のクロ宗
の話を聞いて驚いた。当時、鹿児島図
書館が所蔵していた昭和初年に県が実
施したクロ宗調査報告書を読み込ん
だ。わたしの勝手な推理だが、おおむ
ね正しいであろうと信じている。

＜椋鳩十と島尾敏雄＞
久保田彦穂、ペンネーム椋鳩十は明
治 38 年（1905）、信州下伊那郡喬木村
阿島に生まれた。阿島中学校そして法
政大学を卒業した後、鹿児島県立病院
の眼科医だった実姉の清志を頼って昭
和 5 年（1930）に新妻とともに来鹿。
種子島の中種子高等小学校の代用教員
をつとめる。椋は 25 歳であった。
しかし赴任してすぐの夏、あまりの
暑さに越中ふんどし一丁姿で授業に臨
んだ。これが有名な「ふんどし授業事
件」で、大騒ぎになった挙句、椋はわ
ずか 3 か月で解雇された。困り抜いた
椋を助けたのはまた姉の清志であっ
た。彼女は弟のために、加治木高等女
学校の国語教師の職を斡旋した。
そして敗戦の 2 年後に重成格知事の
要請で、 42 歳から定年で退職するま
で鹿児島県立図書館長をつとめる。
「鹿
児島方式」と全国の図書館人から絶賛
された農村読書活動と、母と子の読書
運動は、椋が主導した図書活動である。
子息の久保田喬彦（椋鳩十記念館館
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長）の講演記録から椋のエピソードを
抜粋する。
県立図書館の本はそれまで東京、大
阪などの県外から割引で購入してい
た。それを定価で地元から買いなさい
とした。本を定価で買うことにより、
地元の本屋さんが大きくなり、書店が
大きくなれば鹿児島県の文化が大きく
なる。という考えからだった。
そして読書運動にも取り組んだ。農
業文庫の予算を議会で減額された時、
「減らされるために予算を出していな
い、線香の火では風呂は沸きません」、
「一銭もいらないので来年ください」
と言ったという。
当時は農業人口が 70 パーセントの
時代であった。読書は「活字の林をさ
まよい、思考の泉のほとりにたたずむ」
ような文学や教養を高める読書でな
く、経済的にも儲ける、自分に役に立
つ読書もあってよいではないか。と、
農業文庫を始めた。県、農協などの団
体や大学と一緒になり実益をねらった
読書運動として話題になった。
この読書選定委員会の最初に、子ど
もの本を持ち帰ってもらい、次の会で
感想を述べさせたという。すると子ど
もの本も面白いという感想が多かっ
た。農業文庫の読書委員の方々は後に
なって、親子読書運動のヒントはあれ
だったのではと言っている。炊事をし
ながら子どもの本を読む声に 20 分間
耳を貸してくださいという運動だっ
た。
また、地域図書館づくりは市町村単
位で本をまとめて移動すれば効率がよ
い、という椋の移動図書館の発案から
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始まった。何ごとにも付和雷同せず、
前後左右を忘れ一本道をいく鹿児島の
人と共通点があった。
昭和 39 年から椋は「母と子の 20 分
間読書」を開始した。椋は、経済優先
の時流のなかで、子どもたちが家庭で
も取り残され、愛情に飢えつつあるこ
とに気づく。そして親子だんらんの場
として、毎日短時間でも時間を割き、
子どもと 1 冊の本に向き合うことは、
その絆を取り戻し、ひいては明るい家
庭、社会へのバネになる、という思い
に至った。椋は「教科書以外の本を子
どもが 20 分くらい読むのを母が、か
たわらにすわって、静かに聞く。たっ
たこれだけのことである。よく人は、
なんだ、ばかにしたような簡単なこと
ではないか。と言う。ほんとに、ばか
にしたような、この読書のやり方に、
私どもは『母と子の 20 分間読書運動』
と名づけて、大まじめに、しかも相当
大がかりにやっているのである」
鹿児島県下で図書館の椋が中心にな
って展開した運動は「県内 10 万人を
超す人々が参加する、大きな読書推進
活動の広がりと充実を促すこととなっ
た」と、児童文学者たかし・よいちは

語っている。
椋は、昭和 33 年に奄美大島図書分
館長に文学者の島尾敏雄を招いてい
る。島尾も椋と連携し、活発な図書館
運動を展開している。
原井一郎は当誌「Lapiz」 2013 年冬
号に、奇しくも椋と島尾のことを載せ
ている。
奄美大島龍郷町の円小学校は児童数
わずか十人ほどの小さな町立校であ
る。在校生は 40 年以上、読書の伝統
を守っている。毎週水曜日午後 6 時か
ら 30 分間、行政無線のスピーカーか
ら元気な声があふれ出る 。「夕読み放
送」だが、数人の子どもたちが代わる
代わる、いつもとは違う、かしこまっ
た調子で 30 分間、本を読み上げる。
「時
には孫が出ますからね。テレビ消して、
耳を傾けていますよ。いいですねえ。
子どもたちの元気な本を読む声は。気
分も明るくなります」と村のおばあち
ゃんたちは、放送を楽しみにしている。
「親子読書会」の名で夕読み放送がは
じまったのは昭和 46 年であった。す
でに半世紀近い年輪を重ねている。島
尾敏雄たちの運動からはじまった。

このように図書を通じての活発な活
動、そして九州の南端から文学者とし
てのネットワークも彼らは展開してい
たと思われるのである。
さて、気づいてみると、わたしは見
事に脱線してしまった。タイトルは「隠
れキリシタンと天皇制」であった。し
かし堀田善衛がクロ宗を知ったのは、
鹿児島図書館の椋鳩十の協力があった
からであろう。椋に関心が向くなかで、
島尾敏雄が登場してしまった。
やはり脱線であるが、紙数も筆力も
尽きた。堀田善衛の天皇制については、
できれば次号で考えてみたいと思った
りしている。それにしても、堀田と椋
と島尾、彼らのかつての熱心な活動と
文筆の成果は、いまも色褪せずに燦然
と輝いている。
またここで紹介した何冊かの文献
は、いずれも昭和期に書かれた。すべ
て図書館で読むことができる。何冊か
は流通もしている。しかし形あるもの
を、弾圧を避けるためにすべて、ここ
ろのみを残して捨ててしまったかつて
のキリシタン……。それに対して書き
残したものが残ることの重要性を、筆
者は現代日本人としていまあらためて
考えている。

参考図書
『島 水平線に棲む幻たち』 岡谷公二著 1984 年 白水社
『鹿児島県史』卷 3 昭和 16 年 鹿児島県
『ザビエルを連れてきた男』 梅北道夫著 1993 年 新潮選書
「隠れキリシタンと隠れ念仏」 米村竜治著 『共同研究 日本人はキリスト教をどのように受容したか』所収
日文研叢書 17 国際日本文化研究センター
『隠れキリシタン』 古野清人著 1959 年 日本歴史新書 至文堂
『カクレキリシタンオラショー魂の通奏低音』宮崎賢太郎著 2002 年 長崎新聞
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「宗教とその土俗化―『海鳴りの底から』『鬼無鬼島』にみる」 鈴木昭一著 帝塚山短大日本文芸研究室 昭和 50 年 紀
要『青須我波良』第 10 号所収
『「児童文学の至高」椋鳩十と「純文学の極北」島尾敏雄 作家 2 人が開かせた「心の花園」 斬新な戦後図書活動を展開―
鹿児島・奄美 』原井一郎著 「Lapiz」2013 年冬号
『堀田善衛全集』 全 16 巻 1974 年 筑摩書房
『堀田善衛全集』第 2 期 全 16 巻 1994 年 筑摩書房

南浦

邦仁

（みなみうら

くにひと）

1950 年、兵庫県姫路市生まれ。少年時代は農村地帯でのほほ
んと育つ。後に本好きが高じて、40 年近く本屋に勤務。現在
は隠居生活の日々を送っている。ブログ「ふろむ京都山麓」
を好評（？）連載中。京都市在住。
http://blog.goo.ne.jp/0000cdw

クロ宗儀式の場と言われているところ・甑島
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写真：E-sik Lee

文：片山通夫
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１９４５年９月２日、ロシアは対日戦
に勝利した。既に８月１５日にはボツ
タム宣言を受け入れていた日本は千島
列島のすべてと北緯５０度線以南の樺
太を当時のソ連に奪われることになっ
たわけである。
戦後７０年と言う節目の対日戦勝記
念日は、州都ユジノサハリンスクの「勝
利広場」で大々的に繰り広げらた。

戦勝記念日に
沸くサハリン
75
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対日戦を戦った元軍人たち
胸の勲章がその活躍を物語る
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そしてその夜州政府の主催で
コンサートと花火大会が開催された。

E-SIK LEE

(イ イエシク)

1949 年、サハリン州マカロフ区域で生まれ。
1989 年から、韓国語新聞セコリョの写真記
者を務め、1991 年からは「サハリン韓人」
をテーマに活動中。
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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 。
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写真・文

解体され更地となった国立競技場

軒先でから揚げや焼きそばを販売している店が並ぶ

丸古一

霞ヶ丘団地内にある外苑マーケット

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催まで残り 5 年を切り、いよいよ本
格化してくるはずのオリンピックブームに水を差すような形で、新国立競技場の設計取
り消しや五輪エンブレムの問題が噴出。新国立競技場の杮落としとして 2019 年に開催
を予定していたラグビーワールドカップの開催も水に流れてしまい、ますます混迷の様
相を呈してきた中、渦中のエリアである神宮外苑前周辺を歩いてみた。
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新国立競技場の今
東京メトロ銀座線外苑前駅で下車。
地上に出ると、すぐ目の前に三叉路が
広がる。これが外苑前交差点。青山通
りを背にしてスタジアム通りを歩いて
いくと、軒先でビールや焼酎、焼きそ
ば、から揚げが並ぶ。ここは、ヤクル
トスワローズの本拠地神宮球場の最寄
り駅。当日は、対広島戦を控えており、
背中に「MAEDA」と刺繍された広島
のユニフォームを着た人々が列を成し
ていた。秩父宮ラグビー場を過ぎたあ
たりから、すでにビール片手におっぱ
じめている人もちらほら 。「 1 塁側 2
枚あります」と看板を掲げているダフ
屋の姿を尻目に、神宮球場のもう少し
先。突如、白い板で囲われた広大な敷
地が現れた。ここが新国立競技場の建
設予定地だ。
白塀に沿って、とりあえず 1 周してみ
ることにした。以前、国立競技場を訪
れたときの面影は、すでになく隙間か
ら見える敷地は更地となり、所々に重
機が置かれたままの状態になってい
た。
建設計画を知らせる看板が目に付い
た。そもそも建設工事は都市の様相を
一変させる。そのため、各自治体へ建
築申請を行い、申請が完了後、中高層
建築物については、周辺に告知する義
務があり、もちろん、新国立競技場の
建設概要を明記しなければならない。
建築計画によると、施工地は東京都新
宿区霞ヶ丘町 10-1 他、渋谷区千駄ヶ
谷一丁目 15-1 他。敷地面積 11 万 3039

㎡に鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）
の地上 6 階地下 2 階の延べ床面積 21
万 9500 ㎡の高さ 70 ｍの巨大構造物。
用途としては観覧場、集会場、博物館、
飲食店などが予定されていた。これが、
あのザハ・ハディド氏があの新国立競
技場がデザイン設計を行った詳細とな
る。建築主は、独立行政法人日本スポ
ーツ振興センターとあり、詳細設計は
日建設計・梓設計・日本設計・アラッ
プ設計共同体。施工者は、もちろん未
定となっている。着工予定費が 2015
年 10 月 1 日、完了予定が 2019 年 3 月
31 日とある。約 2520 億円という巨額
な施工費となったザハ・ハディド氏の
案が見直しとなった今、今後のスケジ
ュールがどのように動いていくのか注
目されるところだ。
この日は休日。競技場の周辺の道路は
歩行者天国となり、競輪が開催してい
る自転車教室が開かれていた。渦中の
国立競技場といえども、ここはいつも
と変わらないのどかな場所だと感じ
た。

昭 和の 哀 愁漂 う 霞ヶ 丘団
地
一周して元の霞ヶ丘町の交差点にたど
り着いた頃 、「国立霞ヶ丘陸上競技場
《等》とりこわし工事」が目に付いた。
国立競技場の正式名称が「国立霞ヶ丘
陸上競技場」に驚くと同時に、「等」
に該当するエリアに足を踏み入れてみ
た。
国立競技場の南側、神宮球場からスタ
ジアム通りをはさんだ向かい側の一画
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に「霞ヶ丘団地」がある。 1964 年開
催の東京五輪に合わせて造られた団地
で、1961 年に竣工。築 50 年を越えか
なり年季の入った都営団地だ。団地は
全 10 棟からなり、コンクリートが剥
がれ落ち、色あせた赤い壁の色、滑り
台やジャングルジムのある小さな公
園、団地の真ん中に聳え立つ貯水塔、
団地のスーパー「外苑マーケット」の
外観を目の当たりにすると、一気に昭
和へタイムスリップしたような感じに
襲われた。ここが 2020 年開催の東京
五輪をきっかけに取り壊しとなるの
も、どこか哀愁を感じる。
今回の設計見直しに伴い、すでに設計
案が再公募されている。計画地の見直
しとなり、この団地も伸るか反るかの
状況。今後の動向に注目したい。

前途多難なオリンピック
そのまま原宿方面へと向かって歩いて
いると、途中、これまた「エンブレム
問題」で世間をにぎわせているサノケ
ンこと、佐野研二郎氏が代表を務める
事務所 MR_DESIGN が見えてきた。
オフィスのある 3 階の窓には、すべて
ブラインドがかけられていた。
新国立競技場の建設費に巨額の 2520
億円を打ち出した手前、日本に金脈を
見たのだろうか。ベルギーのリエージ
ュ劇場がロゴデザインと似ているから
と、エンブレムの使用料をせしめよう
とするのも、わからなくもない。しか
し、まんまとその手に乗ってしまった
日本のメディアと、そこから杜撰さが
露呈したデザイン界、そして侘び寂び
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ではぐくまれた恥を忍ぶ文化から責任
の擦り付け合いにまで発展している。
もはや「おもてなし」で一斉を風靡し
た日本の和の心までもが窮地に立たさ

れている。
前途多難な 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック。果たして無事に
成功するのだろうか。

国立競技場

霞ヶ丘交差点

昭和の雰囲気が漂う霞ヶ丘団地内の様子

敷地の周回道路の一角で行われている自転車教室
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原宿にある MR_DESIGN が入居するビル
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10 代の若者が集まる竹下通り、外国人観光客も多い

Lapiz2015Autumn

SWC の世界

文と写真
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中川眞須良
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シリーズ

とんぼり濃度
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太左衛門橋上、スマホを耳に大声で「今どこや？あ
あっそこ右や、すぐ右に交番があるからそこまた右
や」
しばらく沈黙ののち「わからんの？・・・だったら
こっちから行くわ、今どこ？」

とんぼり濃度

６月中旬

浪速区日本橋
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スーパーのレジに並ぶ
お婆さん二人の会話の一部。
「８０を過ぎると毎日がお祭りなの、カレンダーな
んか見ていると駄目ね」

とんぼり濃度

６月中旬

アメリカ村
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橋の上でグリコの看板をにらみつけながら
「あれっ？今日はまだ電気点いてない、せっかく見
に来たのに・・・」
「この前は確か５時半頃には点いていたはず・・・」

とんぼり濃度

６月中旬

日本橋
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ＳＷＣ世界における Lapiz 的呟き
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《ある女性詩人のこだわり》
江間章子の歌詞「花の街」の一節に「七色の谷を越えて流れていく風のリボン・・・」がある。
作者曰く

．．
．．
．．
「必ず、いや、絶対『流れていく・・・』であって『流れてゆく・・・』ではなく、『流れて行く・・・』でもない。
．．
あくまで『ながれていく・・・』のである。この感覚は私の日常の小さな、また大きなこだわりです」と。
折あれば全文をご覧あれ。

《ポイ捨ての空論》
１）吸殻
２）みかん、バナナの皮
３）ジュースなどの空のボトル
地球環境保全の見地からわずかに許される要素があるとすれば、その順位は？

Lapiz
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海の男のロマンこもる
海の男のロマンこもる
文 ・井上脩身
写真・片山通夫
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ＩＴ社会になっても新聞折り込
みや映画館などに置かれるチラ
シはＰＲの有力ツールだ。主婦
はスーパーの特売品を探し、映
画好きは上映情報を手に入れる。
新装開店となれば街角でも配布
されるチラシだが、その起源は
江戸前期の天和３（１６８２）
年、江戸の呉服商、越後屋が考
えだしたチラシ商法とされる。
チラシは引き札といわれ、開店
する際に江戸市中に配ったのだ
そうだ。
伏木北前船資料館の引き札の展示

引き札による宣伝は北前船による交易でも大いに行われたことを、７月下旬に富山県
高岡市の「伏木北前船資料館」を訪ねて知った。元は廻船問屋だった同館の土蔵に多数
の引き札が展示されていたのである。おそらく江戸末期から明治初期のころの当主が引
き札を収集したのであろう。おかげで今では引き札を通して北前船の歴史を学べる貴重
な展示室になっている。
たまたま私（筆者）は１９６１年に出版された『宣伝文』（朝日新聞社）を手にして
いた。筆者の鵜月洋氏は江戸文学を専攻する研究者。引き札に興味を持ち、一冊の本に
まとめた。読んでみると、ものを売るために知恵を絞って書いた宣伝文は、単なる商品
名記載にとどまらず文学性を帯びた文章だったことがわかる。ならば北前船の引き札も、
海の男ならではのロマンがこめられているのではないか。『宣伝文』を参考にしながら
「北前船引き札」に思いをはせた。
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望楼のある秋元家住宅

開かれている。伏木湊に入ってくる船
をこの望楼からチェックするととも
に、出船のための日和観測を行ったと
思われる。
同館の資料によると、秋元家は文化
年間（１８０４～１８１８年）にはこ
の地で海運業を営んでいた。元は船頭
や水主（かこ）らのための宿だったと
いう。宿では内密に商取引が行われて
いたらしく、やがて、船持ちの廻船問
屋に発展した。
越中富山では北前船はバイセンと呼
ばれていた。北海道のニシンを買って
儲け、富山の米を売って儲ける。売買
取引の儲け船というわけだ。同館には
こうした北前船の船名を書き連ねた巻
物が展示されている 。「北海丸」から
「陸奥丸 」「敦賀丸 」「鹿児島丸 」「門
司丸 」「兵庫丸 」。「神戸丸」まである
ことから、明治になってからの入り船
と思われるが、伏木湊には全国の北前
船がやってきたことがうかがえる。

望楼が見える

「伏木北前船資料館」は高岡市が指
定文化財として保存している元廻船問
屋、秋元家住宅である。富山平野西部
の田畑を潤して富山湾に注ぐ小矢部
川。その河口の伏木港のそばに同館が
ある。切妻造りの板壁住宅。２階の屋
根から白壁の望楼が頭をのぞかせてい
る。建物を特徴づかせているこの望楼
は２畳の広さ。海の方向に窓が大きく

この巻物のそばには数枚の船の絵が
展示されている。そのうちの数点には
モクモクと煙を吐く蒸気船が描かれて
いる。ペリーの黒船を彷彿とさせ、秋
元家当主の進取の気性がみてとれる。
北前船を「バイセン」と、そのものず
ばりで呼び表した越中の廻船問屋の気
風とも関係しているのかもしれない。
こうした気風が引き札コレクションに
つながったのであろう。

江 戸・ 越後 屋 の第 １ 号引
き札
我が国第１号引き札は越後屋の三井
八郎右衛門によるもので、「呉服物な
にによらず、格別下直に売り出し候。
（中略）お直切りあそばされ候ても、
負は御座なく候」とある。「安く売る
ので、値切ってもまけない」というの
だ。買い手が値引き交渉をする浪速商
法に対し、越後屋は掛け値なしの薄利
多売商法で打って出た。これが見事に
当たり、たちまち越後屋は江戸一番の
大店にのしあがった。
後に三越となる越後屋の成功は、全
国をまたにかける北前船の船乗りを通
じて廻船問屋にも瞬く間に伝わったこ
とだろう。秋元家コレクションを通し
て北前船引き札模様をみてみたい。
伏木湊の柴野平右エ門名で発行され
た引き札。魚津、糸魚川、直江津、新
潟、佐渡、酒田、函館、小樽などの地
名とともに「汽船、帆船、和船の荷物
取扱所」の文字があり「汽船乗客様に
は一層注意仕る」という宿屋としての
宣伝文句が入っている。
越後屋の引き札同様、この柴野引き
札には絵はなく、代わって里程表が掲
載されている。「滑川二り」「三日市三
十丁」などと日本海側各地の地名と距
離が書き込まれており、船乗りたちの
ための実用引き札だった。
しかし、文字だけでは何とも地味だ。
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里程表は役に立つにしても、宣伝物と
してのパンチ力は乏しい。実際、同館
を訪ねた私自身、柴野引き札には一瞥
しただけで通り過ぎた。
絵入り引き札に目がいくのはやむを
得ないだろう。石川県金沢区博労町通
り、廻漕店・大津組の引き札には店先
の繁盛ぶりが描かれている。その脇に
は長い書き物を手にした女性。おそら
く、注文状または送り状通りに入荷し
ているかどうかを点検しているのだろ
う。荷車に山と積まれた荷物を降ろす
男。馬の背にも大きな荷物がのってい
る。店内には荷物が所狭しとばかりに
置かれ、
その奥には番頭が控えている。
この店には「御宿」の看板がかかって
おり、廻漕問屋が宿屋を兼ねていたこ
とがうかがえる。

軽妙洒脱な滑稽引き札
平賀源内といえば、オランダ製静電
気発生装置エレキテルを紹介した蘭学
者として教科書にも登場する。その平
賀は明和６（１７６９）年、歯磨き粉
の販売を手掛けたえびすや兵助に頼ま
れ、嗽石香の引き札に一文をしたため
た 。「たかが歯をみがくが肝心にて、
そのほかの効能はきかずとも害になら
ず 。（中略）おつかい遊ばされ候て、
万一よろしからず候わば、たかのしれ
たるお損」とある 。「この歯磨きで歯
はピッカピカ」「お口に優しいスィー
トな歯磨き」などといった歯の浮くよ
うなキャッチフレーズは使わない。た
かが歯磨き、何の効能がなくとも損は

しれている、という人を食ったような
書き方だ。
しかし、軽妙洒脱な文章のなかに源
内が作った歯磨きであることなどが盛
り込まれていて、模範的宣伝文とされ
た。

でいる。「もうかるぞ」「今夜はどんち
ゃん騒ぎですね」とでも言ってるのか。
この絵を見ている方も懐が温かくなっ
た気分になるから不思議だ。
軽妙洒脱。文章であれ絵であれ、人
の心をくすぐるのはＰＲの基本のよう
だ。

軽妙洒脱さでいえば、加賀国安宅港、
廻漕問屋・木下傳二の引き札も決して
平賀引き札に劣らないだろう。こちら
は平賀のようなしゃれた文章は一字も
ない絵入り引き札である。

引き札にも遊女と美人画

松の木のある浜辺で恵比寿さまがタ
イを釣り上げた。その脇では大きな袋
を手にした大黒さまが何やら声をかけ
ている。恵比寿さまは童子のように素
直に喜び、大黒さまも歓喜に跳び上が
りそうな躍動感をひめる。二人の向こ
うから朝日が半分顔をのぞかせ、海は
明るく輝きだしている。

元禄時代、一晩で千両の金が落ちた
と言われる吉原の郭は老中・松平定信
の寛政の改革で火が消えたように寂れ
た。なんとか打開しなければ、と吉原
の妓楼・万字屋茂吉が打った手が引き
札を市中にばらまくことだった 。「値
段引き下げ、御徳用向き遊女たくさん
仕入れ 、（中略）お客様方仰せ合わせ
られ、昼夜に限らず、お賑々しく御光
来のほど希い上げ候」との願い文に、
遊女の値段を添えた。

のどかでいささか滑稽な絵だが、な
ぜか引き込まれる。「我が問屋と取引
をされれば、互いに恵比寿さまとなり
大黒さまとなって、商売繁盛間違いな
し 」。そんな宣伝文句がスーッと脳裏
に浮かび上がるような、面白味ある絵
なのである。
滑稽といえば、伏木港の廻船問屋・
堀田善右衛門の引き札も、思わず頬が
和らぐ絵がかかれている。１隻の帆船
が港に入ってくる。待ち構えるのは帆
に「壽」の文字のある宝船。船内には
数俵の米俵。舳先で一人の男が大黒顔。
その後ろで別の男が手をたたいて喜ん
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「遊女大売り出し 」。こんな宣伝文
句の引き札にはさすがの江戸っ子も仰
天した。

『偐紫田舎源氏（にせむらさきいな
かげんじ）』で、耽美で官能的な世界
を描いた柳亭種彦は、船宿開業の引き
札を依頼され「四季折々のたえまなく、
おいでを今の松阪の（中略）主の女が
いうままに」と書いた。品川の松阪屋
の遊女お波が八丁堀で船宿を開業した
ので、昔のよしみでひいきしてほしい、
というのがその内容だ。実際の宣伝文
は４００字以上にのぼる。情感あふれ
る文章である。
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ないと思うと、極寒に耐えて原野を開
いた開拓民の艱難辛苦に心が痛む。

今も昔も風光明美

吉原とは比べようもないが、北前船
で潤った港は必ずといってよいほど花
街があり、船頭ら船乗りの相手をする
遊女がいた。大阪・鰹座、井上定治郎
発行の「鰹蓈商」の引き札。定治郎は
必ずしも北前船だけを扱ったのではな
いだろうが、そこには７人の遊女が描
かれている。扇子を手に踊る美女、見
返り美女、そして編みがさの高貴な衣
装の美女。まるで浮世絵だ。よく見る
と、絵の右端に落款があり、印も押さ
れている。それなりに名のある絵師の
手によるものだろう。極めて史料的価
値の高い芸術作品である。
遊女ではないが、目鼻立ちの整った
美人画もある。伏木港で旅館と旅客荷
物取扱店を営む井上才忠の引き札には
盆栽を持つ見返り美人が描かれてい
る。井上才忠の店は北海道への移住の
周旋所も兼ねていた。この引き札を手
にした人は「北海道に行けば美女がい
る」と思ったかもしれない。富山から
北海道に渡った人は少なくない。この
引き札がその一助になったのかもしれ

弘化２（１８４５）年、江戸・新川
の酒屋が新酒「軒端松」を売り出すた
めに杵屋勝三郎に作曲を依頼した。出
来上がった長唄「軒端松」は今風でい
えばコマーシャルソングである。
「軒端の松の深緑、酌むや千歳の竹
の露、いつともわかぬ若葉時、山ほと
とぎす待つ夜にも――」。七夕、初紅
葉、白菊花筏などの詩情の語句が織り
交ぜられていて、今も昔も、四季を彩
る豊かな自然風景を日本人はこよなく
愛してきたことが、この長唄に表され
ている。

場合、雪は天橋立、月は松島、花は紅
葉の宮島を描く。武良の引き札には、
天橋立に雪はなく、月は松島でなく宮
島にかかっている。この引き札の絵師
は常識にはとらわれなかったのだろう
か。それとも「日本三景雪月花」はも
っと後の絵師たちの感性だったのだろ
うか。
若狭・小浜港の廻船問屋・平井久吉
の引き札には「北陸道各所産物之図」
として、金沢公園、佐渡金山、越中山
岳、敦賀港などの風景画に加えて、輪
島塗の重箱、九谷焼の花器や上布、縮
などの織物、ウニやカレイなどが描か
れている。確かに北陸は海の幸が豊富
であるうえ、華麗で繊細な伝統工芸品
もあり、立山や白山などの日本を代表
する信仰の山々が連なる。

引き札にも景色は描かれた。なにせ、
日本中の風光明美な景観に接する機会
のある船乗りである。引き札にも知恵
を働かせたに違いない。
伯耆、境港の船問屋・武良惣平の引
き札には日本三景の松島、天橋立、宮
島が描かれた三本の扇と梅、菊などが
あしらわれている。

境港も小浜も北前船のメーンルート
にあり、過疎に悩む現在では想像でき
ないほど賑わっていた 。「日本三景に
負けぬ三保の松原 」（境港）、「鯖の道
で京とつながる港」（小浜）。そんな気
概がうかがえる引き札である。

寛永２０（１６４３）年、儒学者の
林春斎が『日本国事跡考』の中で３カ
所を「奇観」と書き留めた。実際に「日
本三景」と呼ばれるようになったのは
元禄２（１６８９）年に貝原益軒が『己
巳紀行』の中で天橋立について「日本
の三景の一とするもよし」と記したこ
とから、と伝えられている。
通常、日本三景を雪月花で表現する

文明開化の風が吹き、突然、ハイカ
ラが求められるようになった明治初
期。東京は銀座３丁目に開業した高級
理髪店、杉浦は引き札でトップモード
の宣伝をはじめた。「旧弊の髷節を切
って、因循の垢を洗い落とし、元結の
束縛を解いて自由に寝起きできるのが
開化の散髪頭」と、ザンギリ頭をアピ
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最後の華の文明開化
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ール 。「ご婦人方までしげきご来車ね
がうと、銀座の街の中央（まんなか）
より、分けて諸君へ告ぐるになん」と、
旧弊、因循、開化、散髪などの言葉を
散りばめながら、江戸風俗との決別を
訴えた。
この一方で、明治４年の『新聞雑誌』
に掲載された横浜５２番、洋服用品商
・ロースマンドの広告には「奇なり妙
なり世間の洋服 。（中略）日本人の台
に西洋諸国はぎ分けの鍍金（めっき）
せるが如し」と、急ごしらえの西洋風
の風俗をあざ笑った。
しかし、西洋人からどう見られよう
と、日本人はけなげなほど、西洋かぶ
れをした。それは引き札にも見られる。
備前、下津井港の港問屋・中井辰五
郎の引き札にはザンギリ頭に背広、ニ

ッカーズボン姿の若者が描かれてい
る。彼の革製ベージュ色カバンも今で
も通用しそうなモダンなものだ。どう
やら肥料の取引のためのＰＲ引き札ら
しい。
下津井の背後に広がる干拓地に栽培
されていた綿の肥料にはニシンの粕が
最も良いとされていた。このため、同
港には明治初年、年間５０～６０隻の
船が寄港。最も多い年には８３隻にの
ぼったという。綿の花は加工されて錦
糸や反物となり、北前船の帰り荷とな
った。中井辰五郎もこうしたニシン粕
や綿製品による商いで身代を肥やした
一人であろう。彼自身、率先してザン
ギリ頭になったのかもしれない。
明治６年、東京で「市中回転馬車、
芝新橋回汐留神田新三河三か所、相開
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き」と書かれた引き札が出回った。貸
し馬車の広告である 。「汐留の義は、
蒸気車よりお上りのお客様お待ち受け
に相設け申し候」とあるから、蒸気機
関車で上京する客にも対応できるよう
態勢を整えたのだろう。
蒸気機関車と蒸気船が描かれた引き
札がある。高岡市の永久組回漕店が出
した。旅館、荷物運搬などのＰＲ用で、
勢いよく煙を吐く蒸気機関車と大きな
マストに救命ボートも積まれた蒸気機
関車が店名文字の左右に配置されてい
る。高岡市が市制を敷いたのは１８８
９年だから、この引き札は明治３０年
前後に発行されたものだろう。皮肉な
ことだが、鉄道網が整備されて北前船
は衰退する。永久組が北前船廻漕問屋
として永久に続くことはなかったので
ある。
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文 ・井上脩身
写真・片山通夫

南山城・椿井大塚山古墳を訪ねて
３世紀半ば、女王・卑弥呼が治めた古代の王国・邪馬台国。古代史学会内で１００年
以上も続く北九州説と畿内説の対立は一向に決着の気配がなく、在野の学者やアマチュ
ア研究者、それに考古マニアまでが自説を振りかざす。平塚らいてうは１９１１年、雑
誌「青踏」の創刊を祝って「元始、女性は太陽であった」を寄稿した。女性の権利の獲
得を訴え、女性解放運動に強烈なインパクトを与えた一文だが、多くの人たちが卑弥呼
を“太陽の女性”として神々しい印象をもつことにもなった。この夏、私（筆者）はた
またまテレビで邪馬台国がテーマの映画を見たのをきっかけに、まだ発見されていない
卑弥呼の墓に思いをはせることになった。
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邪馬台国探す鉄道マン
映画は「まぼろしの邪馬台国」であ
る。実話に基づいて２００８年に製作
され、今年７月、テレビで放映され。
島原鉄道の常務だった宮崎康平の物語
である。康平には竹中直人が扮し、目
が見えない康平を支え続けた妻の和子
を吉永小百合が演じた。
まずは実話である。眼底網膜炎を患
い、視力を失っていた康平が古代に興
味を持ったきっかけは、１９５７年の
島原大水害だ。鉄道の復旧工事を行っ
たところ、古代の土器が出土した。康
平は「邪馬台国を探し出そう」と思い
立ち、島原鉄道を辞めて九州一円から
朝鮮半島にまで踏査。この結果をまと
めて６７年に著した『まぼろしの邪馬
台国 』（講談社）はベストセラーにな
り、第１回の吉川英治文化賞に輝いた。
授賞理由は「邪馬台国論争を一般にま
で広げたこと」だ。
映画では島原鉄道ワンマン社長の康
平が取締役全員の反対を押し切って観
光バス事業に乗り出し、ラジオの声優
をしていた和子をスカウト、バスガー
ルの教育係を命じる。バス事業がよう
やく軌道に乗ったとき、集中豪雨に見
舞われた。崩れた鉄道の路肩を康平が
点検していたところ、足をすくわれ命
を落としそうになる。偶然、むき出し
になった土器によって助けられた。そ
の時 、「邪馬台国は九州にある」と、
康平は確信を抱いた。

邪馬台国に夢中になり取締役を解任
された康平。再婚（前妻とは離婚して
いた）した和子の目を頼りに、北九州
一円を歩く。吉川文化賞を受賞した後
も探査を続け、ある時、海が見える小
さな丘の上に立つ。白い杖を地面に差
し込んだ康平は「ここだ、ここが卑弥
呼の墓だ」と叫んで仰向けに倒れ、帰
らぬ人となる。
以上が映画のストーリー。卑弥呼の
墓発見のくだりはフィクションだか
ら、場所は特定されてない。だが 、“
墳墓”の背景の山には見覚えがあった。
２年前、島原を旅した時に目にした山
に間違いない。島原半島の主峰、雲仙
・普賢岳（１３５９㍍）である。
私は諫早から有明海沿いに同半島を
南下した。国道に平行して島原鉄道の
線路が延びていて、時折、１両か２両
の列車がのどかに走る。終点の島原駅
は普賢岳の麓にある。ということは映
画での墳墓は島原鉄道の線路にも近い
のだ。
康平は島原に生まれ育った。もし卑
弥呼の墓が島原鉄道の近くにあるのな
ら、島原の鉄道マンとして、島原の考
古マニアとして、康平は天にも昇る思
いをするだろう。
現実の康平は１９８０年 、『まぼろ
しの邪馬台国』の改定版を出し、研究
への意欲をみせたが急逝 。「卑弥呼の
墓」は見果てぬ夢に終わった。
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鉄道工事現場から卑弥呼の
鏡
私はサユリストである。彼女が大学
に入る時、入学式場で２時間も前から
待ち続けた（超売れっ子だった彼女は
結局、会場には姿を見せなかった）と
いう５０年来のファンである。新聞の
番組欄で「吉永小百合」の文字を目に
留め 、「まぼろしの邪馬台国」を見た
次第だ。
映画で初めて宮崎康平という邪馬台
国につかれた鉄道マンがいたことを知
った。それにも増して私は康平との間
に目に見えない糸でつながっているよ
うな思いにかられた。２年前、島原半
島を旅したからだけではない。まった
く偶然だが、鉄道工事をきっかけに「卑
弥呼の墓ではないか」といわれた古墳
があることを知ったばかりだったから
だ。
「椿井大塚山古墳 」。京都府南部、
木津川市山城町椿井にある。京都から
南に約２５㌔、奈良からは北に約１０
㌔。木津川沿いの前方後円墳だ。京都
と奈良を結ぶＪＲ奈良線の電車が前方
と後円の間を走り抜ける。
ここに鉄道が敷設されたのは１８９
６年のことだ。現在では信じられない
ことだが、同古墳を分断して工事が進
められた。その以前、すでに前方部が
切り崩されて宅地になっており、古墳
破壊鉄道は問題にはならなかったのだ
ろう。
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幅１・１㍍。３世紀後半のころの、い
わゆる「邪馬台国の時代」の古墳だ。
邪馬台国畿内説の立場から卑弥呼の
墓として現在最も有力視されているの
は奈良県桜井市の箸墓古墳である。全
長２７８㍍、後円の直径１５０㍍、高
さ３０㍍。後円径は魏志倭人伝にいう
卑弥呼の墓の径「百余歩」に一致する
という。

椿井大塚山古墳

自然にできあがった山と違って、古
墳は人工の山だ。崩れやすい。大雨が
降ると、土砂が線路をふさぎ、運転中
止になる。１９５３年３月、土砂崩れ
を防ぐため、斜面の勾配を緩くする工
事が行われた。この時、古墳の石室が
発見され、数多くの古代の鏡が出土し
た。
京大考古学教室の研究者らが駆けつ
けて調べたところ、鏡のうち３２面の
裏面には古代中国の想像上の獣などが
描かれた三角縁神獣鏡だった。邪馬台
国についての唯一の史料である『三国
志』の魏志倭人伝に「銅鏡百枚」を下
賜した、とある。この銅鏡が三角縁神
獣鏡であるとの有力な説があり「卑弥
呼の鏡」といわれていた。ならばこの
古墳は卑弥呼の墓ではないのか 。「邪
馬台国畿内説」をとる京大の研究者ら
が興奮したのはいうまでもない。
同教室などの調べでは、古墳の全長
は１７５㍍、後円の直径８０㍍、高さ
２０㍍。
竪穴式石室の長さは６・９㍍、

椿井大塚山古墳は箸墓古墳より一回
り規模が小さい。卑弥呼の墓と見るの
はむりがあるのか。康平なら「ぐずぐ
ず考えずに自分の目で見ろ」というだ
ろう。椿井大塚山古墳に向かった。

古墳を横切るＪＲ奈良線

古墳を横切るＪＲ奈良線

椿井大塚山古墳は２０００年に国の
史跡に指定された。ＪＲ奈良線の鉄橋
をくぐると墳丘に上がる細い道があ
る。奈良線の線路を下に見ながらのぼ
る。元は貴人の円墳と思われていたら
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しく、なだらかな丘状になっている。
竹が生い茂っており、もし「山城の竹
の名所の丘」と言われば 、「おいしい
タケノコがとれそう」と思うだろう。
「椿井大塚山古墳」の看板がなければ
普通の竹林の丘としか思えない。
１０分も歩かないうちに頂上に着
く。すぐ目の前は農家が軒を接する小
さな集落。その向こうに水田が広がり、
木津川の堤防が遠くの視界をさえぎ
る。この辺りでは川幅は６０㍍くらい
か。江戸時代、いや明治の初めまで、
川は重要な運搬路だった。椿井大塚山
古墳の被葬者が木津川の支配権を握っ
ていたことは疑う余地がない。恐らく
その支配権は、古墳の位置を起点とし
て同川に沿って及んだだろう。
墳丘から下りる途中、奈良行きの電
車がやってきた。緑色の何の変哲もな
い車体。京都―奈良間は近鉄京都線が
メーンルートだ。マイナーなＪＲ奈良
線の乗客を増やしたいなら、卑弥呼の
想像画を車体にラッピングし 、「卑弥
呼電車」と銘打って走らせてはどうか。
実際、映画「まぼろしの邪馬台国」で
は、吉永小百合が卑弥呼になって神秘
的で幽玄な世界を描き出していた。小
百合の卑弥呼なら、全国の古代史ファ
ンとサユリストが乗りに来るに違いな
い。こんなたわいもないことに頭をめ
ぐらしているうち、「京都府立山城郷
土資料館」に着いた。同館には三角縁
神獣鏡（複製）をはじめ、椿井大塚山
古墳関係の史料類が展示されているの
だ。
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古墳の価値決める水銀朱
府立山城郷土資料館の展示ケースの
中に４㌢四方の二つの赤い塊がある。
椿井大塚山古墳出土の水銀朱である。
キャプションには「木製の棺を納めて
いた竪穴式石棺の内部からは水銀朱が
出土した」とある。京都府山城町（現
木津川市）が国史跡指定を記念して２
０００年に発行したパンフレット『椿
井大塚山古墳』には水銀朱の記述が全
くない。三角縁神獣鏡の大量出土によ
り、邪馬台国研究のエポックとして注
目された古墳だが、水銀朱の出土も負
けず劣らずこの古墳の価値の高さを示
している、と私は思った。
水銀朱は古くは丹と呼ばれた。邪馬
台国から約１００年後の中国の『十八
史略』の武帝の項には「丹砂可化爲黄
金」の記述がある 。「丹砂は黄金に変
えることができる」というのだ。古代
中国では水銀朱は珍重され、倭国でも
貴重なものとして扱われた。大豪族の
古墳の石棺は朱に彩られるようになっ
たのである。椿井大塚山古墳では１０
㌔を超える水銀朱が使われたとみられ
ている。
魏志倭人伝には「山丹有」の記述が
ある。水銀朱が採れる場所の多くは「丹
生」の地名が付けられている。椿井大
塚山古墳が卑弥呼の墓というために
は、そう遠くない所に「丹生」の名が
ついた山あいがなければならない。も
しあるならばそれは木津川の上流だろ
う。

地図で木津川上流を追う。約２０㌔
上流地点に笠置山がある。同山は南に
細長く笠置山地を形成している。その
山中に「丹生」の地名があった。奈良
市丹生である。その東には木津川に注
ぐ布目川。笠置山地で産出した水銀朱
を布目川、木津川を経由して椿井まで
運ばれた、との推測は大いに成り立つ
ではないか。とすれば、「卑弥呼の墓
でない」とあっさり捨てることはでき
ない。

住みついたのではないだろうか。木津
川下流に目を移した。
椿井から北西約６㌔、同志社大学京
田辺キャンパスの西に普賢寺地区があ
る。雲仙・普賢岳が頭をよぎる。さら
に注意して地図をみると、普賢寺の隣
は多々羅という地名だ。砂鉄から鋼を
つくるたたらを意味するのではない
か。京田辺市の多々羅地区に向かった。

「島原と椿井は線路でつながってい
る。だから卑弥呼への思いもつながっ
ている 」。こんな風に言う泉下の康平
が頭をよぎった。

古代のたたら生産地
椿井大塚山古墳でもう一つ気になる
のは、椿井地区が属するかつての町村
名が高麗村であることだ。朝鮮半島北
部に紀元前３７年に勃興した高句麗
は、新羅や百済との抗争を繰り返しな
がら６６８年まで続いた。５世紀ころ
高句麗自身「高麗」と自称、日本の史
書にも高麗と記された。高麗村の高麗
は高句麗のことを指すと考えられるだ
ろう。
魏志倭人伝では、魏から邪馬台国に
向かうにはまず帯方郡から韓国を経て
狗那韓国に至る、とある。卑弥呼の使
者は朝鮮半島を通ったのだ。この一点
からみても、古来、倭国と朝鮮との行
き来があったことは間違いない。
朝鮮半島からの渡来人がこの一帯に
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京田辺市多々羅地区の新宮社

「新宮社」という名の神社跡がある
と聞いた。尋ね回ってようやく同志社
大学のキャンパスのそばにあることが
わかった。「同志社大敷地につき立ち
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入り禁止」の立て札のある階段状の参
道を進むと鳥居。さらに十数段の階段
をのぼると小さな本殿があった。幅２
㍍足らず。祠という方が正しい 。「新
宮社」と刻まれた扁額がかかっている。
まだ新しい。灯篭には茶せんや茶碗が
レリーフされていて「昭和五十五年吉
日」と彫り込まれている。１９８０年
以降に建て替え、または再興されたの
だろう。
解説板を読む 。「この付近は欽明天
皇のとき、百済人爾利久牟（にりくむ）
王の住居があった所と伝えられる。こ
の人は鉄工業を伝えた人で、朝廷から
多々羅の姓をもらったとされる」とあ
る。やはり鋼（はがね）をつくるたた
らだった。
欽明天皇は５６２年に朝鮮半島の新
羅に征伐軍を送り、高句麗にも軍を派
遣した、との記録が残っている。爾利
久牟はこの時に日本に渡ったのだろう
か。多々羅でつくられた鋼は普賢寺川
から木津川を経て都に運ばれたのだろ
う。

朱智神社は荘厳な構えである。現在
の本殿は慶長１７（１６１２）年に再
建されたもので、桃山風の華麗な社殿
だ。軒下には唐獅子や牡丹が丹念に描
かれている。天王の人たちのこの神社
にかける思いがひしと伝わる。

荘厳な天王の朱智神社

神社の来歴をみると、古代、この地
に勢力があった息長（おきなが）氏の
祖神を祭る神社で、仁徳天皇のとき、
現在地の西の峰に創建され、宣化天皇
の５３５年、天王号をつけ、「朱智天
王」と称した、という。

朱智神社

欽明天皇は卑弥呼から２００年も後
の大王だ。ただちに卑弥呼とは結び付
かない。解説板をさらに読み進める。
「朱智神社の境内末社となり、素盞鳴
命（すさのおのみこと）を祭神として
いる」と続く。朱智神社の朱が気にな
る。朱智神社に何らかのヒントが隠さ
れているのかもしれない。
新宮社から西に約１㌔、狭い山道を
登り切ったところに朱智神社があっ
た。一帯の地名は天王。７、８軒の農
家があるだけの小さな集落だ。田や畑
にできる平地すらない急峻な斜面に白
壁の倉を持つ大きな家々がたつ。

井上脩身（いのうえおさみ）1944 年、大阪府生まれ。70 年、毎日新聞社入社、鳥取
支局、奈良支局、大阪本社社会部。徳島支局長、文化事業部長を経て、財団法人毎日書道会
関西支部長。２０１０年、同会退職。 創刊号より lAPIZ 編集長
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素盞鳴命は天照大神（あまてらすお
おみかみ）の弟とされている。卑弥呼
は天照大神という説がある。眉唾もの
には違いないが、卑弥呼が死んで後、
彼女をしのぶ豪族がいても不思議でな
い。椿井を挟んで南東に丹生、北西に
朱智。椿井大塚山古墳が卑弥呼の墓な
らば、多々羅の製鉄もうなずける。卑
弥呼をしのぶ鉄剣がつくられた可能性
がないとはいえなくなるからだ。
卑弥呼の墓に思いめぐらして夏を終
えた。実際のところ、卑弥呼の墓はど
こにあるのだろう。宮崎康平ならずと
も、１７００年もたった今なお卑弥呼
に誘われるのである。あるいは日本人
の精神風土の底に卑弥呼の魂が流れて
いるのかもしれない。
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若者を待つ
恋の神さま
ハートマークの
ピンクの駅

文・写真

井上脩身
「恋山形駅」のピンク色駅舎
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ホームに設置された「恋」のハートマーク

鳥取県東部、智頭町の国道を、鳥取砂丘に向かって車を走らせていて、「恋山形駅」
の標識に目を留めた。国道に平行している智頭急行智頭線の駅名だ。中国山地に囲まれ
た寂しい山里の恋の駅。ふと心の奥にうずくものを感じ、立ち寄った。
112
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恋かなう高台の駅
２０１３年１０月上旬、東日本大震
災の被災地を訪ねた。断崖が連なるリ
アス式海岸のあいまに小さな浜辺があ
り、わずかな集落をなしている。大津
波がその集落をまるごとのみこみ、ほ
とんどは跡かたもなくなっている。そ
んな小さな浜辺の一つに三陸鉄道南リ
アス線の「恋し浜駅」があった。岩手
県大船渡市小石浜地区である。
「小石」
をもじった駅名であることは明らか
だ。

い大人向けストーリー。男女の出会い
の場がいっぱいの都会だからこその物
語だが、ホテルどころか民家がわずか
に点在するだけのここ因幡の山形。ピ
ンク色はどうだろう。
プラットホームに上がった。ホーム
は上り用と下り用があり、単線の智頭
線ではここで行き違いができる。だが
切符を扱う事務棟はない。要するに無
人駅なのだ。

その半年前の４月５日、不通になっ
ていた同線のうち盛―吉浜間が開通。
「恋し浜駅」にも列車が走るようにな
った。だが、津波の爪痕は深い。厳し
い生活を強いられている住民たちにと
って、男女の恋の舞台であるよりも、
まずはかつての暮らしが戻ることを恋
い焦がれていたはずだ。
「恋山形駅」の標識を見たとき、目
に浮かんだのが「恋し浜駅」だった。
「恋山形駅」では何を恋うのだろう。
国道から車で５分。高台に上がった
ところに駅があった。駅舎はピンク色
だ。どうみても、緑豊かな山すその自
然景観にそぐわない。大きな文字の駅
名のうえに「恋がかなう駅」とキャッ
チフレーズが書き込まれている。
以前、東タイラ作「駅から始まる恋
の物語」という漫画があった。東京の
郊外を舞台にしたいかにもピンクっぽ

駅員はおろか、自販機もない田舎駅。
恋とピンク、それに女性車掌から想像
を広げることができる不思議な駅であ
る。

４ つの 恋の 駅 プロ ジ ェク
ト
かつて４時間以上かかった大阪―鳥
取間の時間短縮のために、途中の上郡
―智頭間５６㌔をつなぐ智頭急行鉄道
智頭線が１９９４年に開通。智頭町大
内地区に新駅ができた。当初 、「因幡
山形駅」にする予定だったが、地元住
民の要望を受け 、「来い山形」の意味
も込めて「恋山形駅」になった。この
時は、普通の無人駅だった。
２０１２年５月、北海道登別市で「恋
駅プロジェクト」のミーティングが開
かれたのが転機になった。

女性車掌もあしらわれた待ち合い所

雨よけの小さな屋根があるホームの
待合所。その壁には紺の制服姿のかわ
いい女の子が描かれている。智頭急行
の特急「スーパーはくと」の車掌がモ
デルなのだという。なるほど、同特急
の車掌は若い女性ばかりだ。車掌目当
てに特急に乗ってもらおう、との魂胆
なのか 。「恋山形駅」には特急は止ま
らない。

113

日本に「恋」の名がつく駅は「恋山
形駅」、前出の「恋し浜駅」、それにＪ
Ｒ北海道の「母恋駅」（室蘭市）、西武
鉄道の「恋ケ窪駅」
（東京都国分寺市）
の四つ。この４駅をもつ鉄道各社に室
蘭市、登別市が加わって「『 恋の駅』
というつながりを生かす」をテーマに
意見が交わされた。この「恋」の熱気
に触発されて、智頭急行は「恋山形駅
大改造」に取りかかった。
「恋し浜駅」では「恋し浜」がブラ
ンドになっているホタテ貝が有名。
「母
恋駅」では地元名産のホッキ貝が入っ
た手作り駅弁が人気を呼んでいる。
「恋
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ケ窪駅」は、国分寺市内の姿見の池が
遊女と武士の悲恋の物語の舞台となっ
たことから名づけられたもので、民話
好きにはこたえられない。この３駅と
比べると「恋山形駅」にはこれといっ
たアピール材料がない。

今年 、「パステルピンクな恋」とい
う歌がリリースされた。三村かな子が
うたった。

そこで考え出されたのが「恋の神さ
ま」づくりだ。鳥取方面行きホームに
高さ２・５㍍、幅２㍍、奥行き７０㌢
の絵馬かけ堂がつくられた。その中央
には「恋」の１字を浮き上がらせた５
０㌢くらいの大きさのハート型シンボ
ル。その周りに普通の神社にある絵馬
をつってもらおうという趣向だ。絵馬
を奉納すれば霊験あらたかに、いとし
いひととの恋が実る、という“ハート
神”降臨である。

鳥取と言えば、最大のデートスポッ
トは鳥取砂丘。行楽シーズンには大阪
などの都会から観光客がどっと押し寄
せる。その途中 、「恋山形駅」で願掛
けをしては、というのがもくろみだが、
残念ながら振り向いてもらうのは容易
ではないようだ。どうすれば「恋」の
罠に応えてもらえるのか。

堂内をのぞいた。４０枚以上の絵馬
が吊るされていた。
「４０才までに結婚できますように」
「優しくて頼もしい彼氏が出来ますよ
うに 」「ずーと仲良しでいられますよ
うに 」。どうやら女性からの願かけの
ようだ 。「赤ちゃんが元気にうまれま
すように」というのもある。晴れて夫
婦になった後も恋の神さまにすがろ
う、というわけだ。絵馬は同急行の本
社で１枚４００円で売られているとい
う。
今年６月、このハートのお堂に直径
１５㌢の鐘が吊るされた。その名も「恋
がかなう鐘」。絵馬に鐘があればそれ
こそ金棒。恋の成就請け合いというわ
けだ。

♪今振り向かせてあげる パステル
ピンクな罠で応えてね♪

吊り下げられた恋成就を願う絵馬

道遠し恋の罠
列車がやってきた。白地に青色ライ
ンが入ったモダンな１両車両。そのフ
ロントの円型行き先表示板には女性車
掌が描かれている。特急の車掌は文字
通り看板娘なのだ。
若い女性が降りてくることを願い、
カメラを構えた。絵馬をかけるところ
をカメラに収めようと思ったのだ。だ
が、中年の女性が 1 人降りただけで、
足早に立ち去った。
同駅の１日の乗降客は数えるほど
だ。なにせダイヤは１時間に１本。駅
の周辺には格式ある神社や古刹は見当
たらず、時間のつぶしようがない。
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「恋し浜駅」がある三陸鉄道南リア
ス線は昨年４月５日、吉浜―釜石間が
開通し、盛―釜石間３６㌔の全通がな
った。ホタテ貝「恋し浜」もこれから
が復興への正念場だ。
１０年前、よしもと新喜劇が「田舎
の駅の恋物語」を上演した。小堺一機、
遠山景織子、原田大二郎らが出演した。
いうまでもなくお笑ものだが、そこは
かとした田舎の素朴さが芝居の底に流
れていたという。
都会の若者にとって心が洗われるよ
うな恋の場にできないだろうか 。「恋
山形駅」がある智頭町は杉の町である。
「恋山形」をブランド化した杉製品を
ぜひ考えてほしい。二人の愛のこけし、
恋の輪、ときめきブローチ――。
神頼みだけでは生き残れない。
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サハリンは樺太である。樺太
であるからには日本名の町や
河川そして山などが残ってい
る。最も今ではロシア語に置
きかえられているのが実情
だ。このナイバ川は 1904 年 2
月 8 日 － 1905 年 9 月 5 日、
の日露戦争の古戦場だった。
右の写真は日本帝国銀上陸地点
写真・文
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写真・文
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岩部八幡の大いちょう
高松市

樹齢約六百年
現社地山麓に鎮座（素婆倶羅
社前の御舊蹟）していた社が山
上に遷座されて岩部八幡宮と称
えられるようになった。
里人は厚く八幡宮を尊崇し屡
々社殿の増改築・参道の整備を
行い、明徳三年（一三九二年）
には細川頼之も宮社の修築をし
ている。
いちょうはその頃植えられたも
のと云われている 。（神社誌よ
り）
むかし、周辺のお百姓衆は、
この大いちょうを見て四季の移
り変わりを知り一年の農作業を
進めていた。
また、幹から垂れ下がる多数の気根は母親の乳房に似ていて産婦の信仰厚く乳を授かる
ように同樹に乞う者が多い。（案内板より）
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今年は色々な「節目の年」であるようだ。戦後７０年だの、日韓国交回復５０年はよ
く言われているので、ご承知だと思う。キリシタン大名として名高い高山右近が亡くな
って４００年だとか。園高山右近、クリスチャンとして生涯を貫いた。キリシタン禁止
令で国外追放され最後はマニラで病死した。バチカンは今年の終わるころに高山右近を
「福者」として遇するという話がもっぱらだ。
その右近の母は高山マリアという。勿論マリアは洗礼名だ。その墓が右近の生まれ故
郷、大阪府豊能町にあるというので出かけてみた。
福者：福者（ふくしゃ Beatus）は、カトリック教会において、死後その徳と聖性を認められた信者に与えられる称号。
この称号を受けることを列福という。その後、さらに列聖調査がおこなわれて聖人に列せられることもある。
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大阪府豊能町

実を言うと「マリアの墓」なんて聞いて「聖母マリア」を思い浮かべた。だってキリストの墓もある我が国だもの、その
母の墓があってもおかしくないと思ったのだ。しかしそれは大きな間違いだった。このマリアは高山右近の実母で、洗礼名
がマリアだという。そういえば右近の洗礼名はジュスト。
キリストの墓：青森県戸来村

http://www.vill.shingo.aomori.jp/07sight/sight-christ.html
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マリアの墓
なぜか墓石は４基あった。うち一基は写真（上）で見るよう
に離れて建てられている。
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石川郁子写真集

どこで生きようとも、
そこに幸あり
海の道がつなぐ時間を感じながら
小さな町の日常を撮る。
発行者
発行所

A4 判変形／ 120 頁／並製
978-4-86329-113-3
定価 2000 円 (＋税)
2015 年 3 月発行

小野静男
弦書房

http://genshobo.com/?p=6370

1966 年生まれ。大分県大分市在住。紛争直後の現コソボ共和国
でボランティア、取材を行う。その際に撮った写真が地元の月
刊誌に掲載され、写真活動を始める。阪神淡路大震災から数年
後、あらためて、被災者であり日本の中のマイノリティーであ
る「在日」の存在に気づかされおもに関西地域の「在日」を取
材。大阪市生野区のコリアタウン、大阪市東成区役所、韓国・
済州大学で写真展を開催。オキナワの民俗、風景も取材進行中。
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Vol.16

2015 年１２月１日発行

編集長が行く
奄美の風
Life&Art
LapizStyle
E-shik Lee のアルバム
宿場町を行く
breath of CITY
日和見ぶらり旅
びえんと
旅するカメラ
SWC の世界
サハリン逍遥
原発を考える

2015Autumn
編集後記
戦後 70 年の取材やサハリン出張のため、発行が遅れましたこと
をお詫びいたします。また編集の終盤になって国会では「戦争法案」
が参議院を通過するような事態になってまいりました。特定秘密保
護法と言い、なんとも危なっかしい日本になっていることを実感せ
ざるをえません。
これらの法は憲法を捻じ曲げた解釈で出されたとしか言えない悪
法、いや違憲法です。成立の暁には「廃案」法を制定すべく、次期
選挙で国会議員の総入れ替えをする必要があります。
E-sik Lee 氏がサハリンの対日戦勝記念式典を取材してくれました。
戦後 70 年の大きなイベントでした。
（ M）
http://lapiz-international.com/

mail info*lapiz-international.com
編集長 井上脩身
編集・発行人 片山通夫
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