


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女
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Lapiz 編集長 井上脩身

今年は戦後７０年でした。Lapiz で 
は首相談話をはじめ、戦後７０年の今
を様々な角度から取り上げました。実
は戦後７０年以外にも重要な節目の年
でした。なかでも忘れてはならないの
は「米兵少女暴行事件２０年」です。
「沖縄の怒り２０年」と言い換えても
いいかもしれません。ところで、辺野
古基地建設をめぐって、政府と地元沖
縄県は真っ向から対立しています。安
倍晋三首相は有無を言わさず基地建設
を強行する構えです。一方、首相は集
団的自衛権行使のための安保法も強行
して成立させました。首相の言う集団
的自衛権とはアメリカの戦争に自衛隊
も加わることに他ならず、憲法違反で
あることは論を待ちません。２０年前
の沖縄の怒りが日本中の怒りになって
いれば、辺野古も集団的自衛権もなか
ったのではないか。そんな風に思えて
なりません。

１９９５年９月に沖縄で起きた少女
暴行事件については、これまでにも

で取り上げましたので詳しくは
書きませんが、いたいけな少女が米兵
に乱暴されたことに沖縄の人たちの怒
りは天を衝かんばかりに爆発しまし

た。その年の１０月２１日、沖縄県内
３カ所で開かれた米軍糾弾総決起大会
には宜野湾海浜公園８万５０００人、
宮古２０００人、八重山３０００人、
計９万人が参加。いずれの会場も抗議
の人たちで埋め尽くされた、と琉球新
報は伝えています。

高校生の代表は次のように挨拶しま
した。

いつまでも米兵におびえ、事故にお 
びえ、危険にさらされながら生活を続
けていくことは、私はいやです。未来
の自分の子どもたちにも、そんな生活
をさせたくありません。私たち生徒、
こども、女性を犠牲にするのはもうや
めてください。人を殺すための道具が
自分のまわりにあるのもいやです。私
たち若い世代に新しい沖縄のスタート
をさせてほしい。沖縄を本当の意味で
平和な島にしてほしいと願います。軍
隊のない平和な島を返してください。
（沖縄歴史教育研究会・新城俊昭『琉
球・沖縄史』編集工房東洋企画）

「軍隊のない平和な島に」。沖縄の 
高校生の悲痛な訴えは、戦後、憲法が
施行され「平和な国のなかで伸び伸び
と生きていきたい」と心の奥底から沸

き上がるような喜びを覚えた、映画「青
い山脈」の世代の本土の女子高校生た
ちと、何という違いでしょう。私は、
沖縄の女子高校生の叫びは、沖縄を埒
外に置いてきた日本の戦後への糾弾で
もあるように思います。

戦後７０年とは戦後民主主義の７０
年であり、平和憲法の７０年でもあり
ます。自衛隊は憲法で認められている
か、の論はここでは触れませんが、国
民の多くは自衛隊が軍隊であることを
意識することなく日々を過ごしていま
す。平和は空気のような存在になって
いるように見えます。

でも、沖縄は違いました。１９７２
年に本土に復帰し、ようやく憲法も沖
縄の人たちのものになりました。しか
し米軍基地は治外法権に置かれまし
た。憲法から前文と９条を除いて適用
された言っても過言ではありません。
その結果が、少女暴行事件です。沖縄
の女子高校生が述べたように「人を殺
す道具」を持つ人は、戦場でなくとも、
全うな精神状態を保つのは難しいので
す。平和憲法を守ることは、少女を守
ることでもあるのです。

Lapiz

巻頭言
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辺野古に基地をつくる理由につい
て、菅義偉・官房長官は１９９６年の
普天間基地移設に関する日米合意を挙
げます。確かに普天間は住宅密集地に
あって、危険極まりない基地です。元
々、沖縄の人たちの土地だった所を米
軍が強奪同然に基地化したわけですか
ら、返還されるのは当然のことです。
だからといって、別に基地をつくる、
というのは「強盗犯人から奪った物を
返してもらう代わりに別の物を与え
る」ようなものです。筋が通りません。

筋違いの辺野古を政府はなぜ強引に
実行しようとするのでしょう。米軍の
言いなりになりたいからに違いありま
せん。沖縄の人たちを「強盗の被害者
のまま」にしておこう、というわけで
す。

加えて集団的自衛権です。後方支援
と称して米軍と一緒に戦争をしようと
いうのです。政府が辺野古建設を焦る
のは、米軍と自衛隊共用の集団的自衛
基地にしようと考えているからではな
いか、と私は疑っています。「米兵に
おびえる」女生徒たちの「未来の子ど
もたち」のために、辺野古建設はやめ
るべきなのです。沖縄の人たちの「辺
野古阻止」の訴えの原点は、あの少女
暴行事件の怒りなのです。

戦後７０年は平和な時代だといいま
した。しかし正しく言えば、それは見
かけだけのことです。空気中の酸素濃
度が一定以下になるまで自覚すること
がないように、平和濃度が下がってき
ても、それに気付かずにいる人は少な
くありません。これまでにも、自衛隊
を海外派遣させてきました。それでも、
一応政府は憲法の枠（かなりむりに広
げましたが）の範囲内にとどめようと
しました。しかし、集団的自衛権行使
法のようなあからさまな憲法違反法が
まかり通るのはかつてなかったことで
す。今、平和という酸素はほとんどな
くなりました。７０年前の息苦しい国
になろうとしています。

創刊から４年がたちました。
わずか４年のうちに、この国が地響き
をたてて戦前に戻ろうとしていること
に驚きを禁じ得ません。戦後７０年と
は何だったのでしょう。前号に続いて
本号でも再度取り上げました。

Lapiz

巻頭言
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写真・文 片山通夫

LapizStyle夏号の
はその夫婦の田植え
風景を取材した。冬
号ではその田んぼの

。収穫を追った
最近の農業には今

更ながら驚かされ
る。コンバインとい
う有能な農機具がほ
とんどすべてをこな
してくれるという。

コンバインでする
刈り取りはなんとな
く拍子抜けの収穫風
景だった。

コンバインは、稲や麦
を刈り取りながら脱穀す
る機能を備えた農業機械
である。

旧来、稲刈りは鎌によ
る手刈りやバインダーと
呼ばれる刈取り専用の農
業機械で行い、その後脱
穀機やハーベスターで脱
穀していたが、自脱型コ
ンバインはその一連の収
穫作業を一台の機械で行
えるようにした。刈取機
と脱穀機を組み合わせた

、その構造から combined
すなわちコンバインと呼
ばれる。

（ ）ウイキペディア

LapizStyle 収穫だ！
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収穫期を迎えた田んぼ

LapizStyle 収穫だ！
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刈り取った米の袋を運ぶ

LapizStyle 収穫だ！
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刈り取りと袋詰めを一挙にこなすコンバイン

LapizStyle 収穫だ！
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LapizStyle 収穫だ！
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LapizStyle 収穫だ！
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LapizStyle 収穫だ！
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LapizStyle 収穫だ！
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これから乾燥して脱穀すると玄米となる

LapizStyle 収穫だ！
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LapizStyle 収穫だ！
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福島原発・今もって危険な状況だ。
およそ子供の砂遊びか

と聞き間違う程度の状況
だ。福島第一原発の海側
「遮水壁」がようやく完
成したと、 月 日付10 27
で報じられている。しか
し東京新聞によると「放
射性物質の海洋流出が完
全に止まるわけではな
い」ということだ。つま

400り相変わらず「毎日
トンの地下水」が流入し
てくるのを止めることが
出来ていないとか…。

一方で「高速増殖原型
炉もんじゅ」だが、原子
力規制委員会（田中俊一

委員長）が文部科学大臣
に出した勧告が原子力界
を揺るがせている。日本
原子力研究開発機構（原
子力機構）にはもんじゅ
の安全管理能力がないの
で 「運転するなら他の、
組織を探すこと（つくる
こと 」を命じたと朝日）
新聞は 月 日に報じ11 24
ている。

そんな中、政府は川内
原発の再稼働に踏み切っ
た。使用済み核燃料の行
き先が全く決まっていな
いというのにである。暴
挙というほかはない。

原発を考える
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文 渡辺幸重

＜私と放射能＞

世界で原発事故が起きる恐怖
あの福島第一原発事故が起きたにもかかわらず、日

本政府が再稼働をし、輸出までしようとしているのを
みると、いまにも世界のどこかで、いや日本のどこか
で原発が爆発する恐れを感じる。政府や電力会社の発
言は前にもどこかで聞いたような気がするのだ。福島
原発事故以前にいる感覚がある。まだ事故が収束され
ず、避難している人が多い中で、事故の教訓をきちん
と受け止めないこの社会の現状が恐怖を与えるのだろ
う。私なりにいま一度、原発事故以前を振り返り、二

“ ” 。度目の 事故前夜 を永遠に体験しないようにしたい

驚異の数値を示す線量計・飯館村で

原発を考える　私と放射能
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年に大学を卒業した私は４1974
年間、静岡で新聞記者として仕事を
し、中部電力浜岡原発の取材にも携
わった。その中でいまでも印象に残
る体験がある。

それは中部電力の記者会見の中で
の出来事だ。私は中部電力技術課長
に質問をした 「原発で応力腐食割。
れ（ ）というトラブルが起きてSCC
いるようだが、どのように対応して
いるのか」－－技術課長は、あなた
はいかにも素人だな、という感じで
答えた 「ステンレスの包丁が腐食。
しますか。原発の配管はステンレス
でできているので腐食はおきませ
ん」と言い切った。私は食い下がっ
た「応力腐食割れが起きたという新
聞記事がある 「腐食しないからス」
テンレスというんですよ 。同席し」
ていた記者たちも「そんな初歩的な
ことを聞いて恥ずかしくないのか」
という雰囲気だった。そのあとで記
者クラブと中部電力の懇親会が予定
されていたように思う 「そんなど。
うでもいい質問は切り上げて早く楽
しもう」という雰囲気だった。

私は、記者仲間も一緒に中部電力
に迫ってくれるのかと思っていたの

だが、その場の雰囲気では私は孤立
してしまっていた。だが、確かに新
潟の原発でわかったこととしてすで
に新聞記事になっていたことだった
のだ。

いま調べてみると、ウィキペディ
アには「応力腐食割れ」について、

「原子力発電所において初めて応力
、腐食割れが確認されたのは 年1965

ドレスデン原子力発電所( )Dresden
であると言われる。以降、原子力発

1960電所が世界で増加していった
、年代末から 年代初頭にかけて1980

特に プラントでは共通する不BWR
具合として問題になり 」...

とあり、脚注に

「六ヶ所村ラプソディー（筆者注：
年公開の映画、鎌仲ひとみ監2006

督）の中で、撮影当時原子力安全委
員会委員長であった班目春樹は 原、『
子力発電所を設計したときには、応
力腐食割れ、 なんてのは（メSCC
ーカーは）知らなかったんですよ』
と述べている」

という記述もある。

私が中電課長に質問したのは
、 年であったろう。課長は本1975 6

当に応力腐食割れを知らなかったの
だろうか。今回の東電福島第一原発
事故でわかったことは複雑な原発シ
ステムのなかでは、たとえ些細なパ
イプの一つの損傷であっても、大き
な破損事故あるいは大量の放射能漏
れにつながることがわかった。いま
ではほとんどのパイプは応力腐食割
れに対応しているよ、と言うかも知
れないが、原発の血管とも言えるパ
イプにはどんな病気やけがが起きる
かわからない。未知の事象にも真摯
に対応しなければならないのに、電
力会社の体質は変わっていないばか

、 。りか 開き直っているようにも思う

課長が応力腐食割れを知らなかっ
たとしても、知っていて軽く見てい
たとしても、どちらにしても電力会
社が原発という巨大システムをコン
トロールする能力がないことを示し
ていたのだと思う。それを指摘でき
なかったマスコミは機能不全に陥っ

。 、ていたと言っていい あのときにも
原発事故は予見できたのだ。

渡辺 幸重 (わたなべ ゆきしげ)
、 。 、 、 、 、1951 年 鹿児島県屋久島生まれ 新聞記者 予備校・塾講師 教育コンサルタント 編集プロダクション経営

大学教員などを経て、現在はジャーナリスト兼団体職員 「島と海」をライフワークとし、環境、地域、人権、。
教育、情報社会の問題などに取り組んでいる。

原発を考える　私と放射能
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文・井上脩身

裁判で暴かれる大間原発の危険性

今年１０月、国連本部で開かれた委員会で、中国の傳聡軍縮大使は「日本は
１０・８㌧のプルトニウムを国内に保有している。核兵器１３５０発分に当た
る」と、日本のプルトニウム政策を非難した。その政治的意図はともかく、２
０１４年末時点で日本は４７・８㌧のプルトニウムを保有。英仏両国に核燃料
再処理を委託している３７㌧以外は、同大使の指摘通り、日本の国内にある。
核拡散防止条約（ＮＰＴ）に加入している非核保有国でこれだけの量のプルト
ニウムを保有しているのは日本だけだ。２番目に多いドイツが２・１㌔である
ことをみると、その多さは際立っている。

原発を考える　世界初のフルMOX燃料
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「軍事利用に転用するのが目的ではないか」との疑惑を払拭するため、とし
て、政府はプルトニウムとウランを混合したＭＯＸ燃料を原子力発電所で使用
する、いわゆるプルサーマル政策を打ち出した。なかでも政府が力を入れてい
るのが、世界初のフルＭＯＸ燃料原子炉である大間原発だ。驚いたことに、政
府は、これまで原発を扱ったことがない電源開発に事業開発を担当させた。し
かも、実験炉、実証炉をつくる、というプロセスを経ないでいきなり商業炉を
つくらせようというのだ。

線香花火すら触ったことがない子どもにダイナマイトを扱わせるようなもの、
いやそれよりもはるかに危険極まりない無謀政策である。地元住民が恐れおの
のくのは当然だ。昨年、大間原発から３０㌔足らずの函館市が国を相手に同原
発建設差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。原発推進を国策としてき
た国に対し地方自治体が歯向かった、としてマスコミが注目したのは当然だ。
だが、同原発については、地権者である女性の「たった一人の抵抗」としての
裁判闘争や、市民団体の提訴には全国メディアは関心を注がなかった。その結
果、原発に反対している人たちでさえフルＭＯＸ燃料原発の危険性を十分知ら
ないでいるのが実態だ。
プルトニウムがたまりにたまったのは私たち国民の責任ではない。プルトニウ
ムを減らすためとしても、原発による重大なリスクを国民が負わねばならない
義務は毛頭ない 「大間裁判」を通して、フルＭＯＸ燃料原発とはなにか、を考。
えてみたい。

事業主体は原発未経験
のＪパワー

「大間マグロ」で知られる大間町
（青森県）は本州の最北端、下北半
島の突端にある。人口は現在約５８
００人。漁業以外にこれといった産
業のない、津軽海峡沿いのうら寂し
い町に原発計画が持ち上がったのは
１９７０年代の後半だ。７６年、町
商工会から要請があった「原発新設
にかかわる環境調査」の実施を町議

会が採択した 「作るとは言ってな。
。 」 、い ただ調査するだけ というのは

原発推進派が最初に口に出す常套句
だ。８２年、建設主体に電源開発が
なることが決定し、原発が新型転換
炉（ＡＴＲ）であることが判明。８
４年、町議会は原発誘致決議を採択
した。

電源開発は、戦後復興に向けての
電力需要に対応するために１９５２
年に設立された国策会社である。佐
久間ダムをはじめ水力、火力合わせ

て６７カ所の発電所を所有、総発電
量が１６９９万㌔㍗に上るわが国最

。 、大の電気卸し業者だ ６０年代以降
原発が国のエネルギー政策の花形に
なるなかで、電源開発も原発進出を
模索してきた。

国が大間に建設を予定していたの
は、動力炉・核燃料開発事業団（動
燃）が開発した新型転換原型炉「ふ
げん」の実証炉（６０万㌔㍗）だっ
た。しかし、コストがかかり過ぎる
ことから民間の各電力会社は敬遠。

キエフ市内で
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電源開発が名のりを上げた。電源開
発にとって、採算度外視の悲願の原
発であった。

ふげんは７０年に動燃が敦賀市に
建設したもので、重水を減速材とし

。 、て使用するのが特徴 しかし９５年
実証炉以降の計画も含めて中止に決
定。したがって、大間での計画も立
ち消えるはずだった。ところが、改
良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）に
計画が変わって息を吹き返す。原発
の中身が何であれ 「原発ありき」、
だった。

ＡＢＷＲは原子炉の格納容器の外
に配置されていた再循環系ポンプを
容器内に収納させたもので、柏崎刈

、 、 、羽原発６ ７号機 浜岡原発５号機
志賀原発２号機で採用されている。
０６年、浜岡と志賀で振動が大きく
なってタービンが自動停止したり、
羽根が折れて脱落する事故が発生。
効率化を求めて大型化したために、
タービン翼の設計上の不備が現れ
た、と指摘された。

このように問題原子炉であること
が判明したにもかかわらず、Ｊパワ
ー（０３年の電源開発促進法廃止に

、 、ともなって 電源開発は民営化され
。 ）０４年に上場 その際につけた愛称

は０７年８月、大間原発の建設工事
着工を公表した。

一坪地主の会の立ち上げ

わが国の他の原発と同様、大間原
発も海際に立地するため、地元自治
体と原発企業はまず関係漁協の同意
取り付けに全力を挙げる。大間でも

、 （ ）８４年 大間漁協と奥戸 おこっぺ
漁協に対し、町と電源開発が原発調
査対策委員会設置のための総会を開
くよう要請。両漁協から「先祖から
受け継いだ海を守る」などとして否
決されると、電源開発は露骨に切り
崩しにかかった。

電源開発の職員がコンブ漁や田植
えなどの手伝いをして反対漁民を懐

。 「 」 、柔 さらに 先進地視察 の名目で
温泉旅行に無料招待し、一人ずつ賛
成派に組み入れていった。こうして
８７年に大間漁協が、８８年に奥戸
漁協がそれぞれ「原発についてあら
ゆる角度から検討し調査する」とし
て原発調査対策委員会の設置を決定
した 電源開発のスケジュールは ９。 「
１年に着工」だ 「あらゆる角度か。
ら検討する」時間は、始めからなか
った。９４年、両漁協は原発建設計
画に同意し、漁業補償を受け入れる
ことを決める。

電源開発は「海攻め」の見通しが
「 」 。つくとともに 陸攻め を開始した

大間原発の敷地面積は東京ドーム
２８個分の１３２万平方㌔。地権者
は約６００人。漁業関係者が少なく
なく、電源開発の用地買収は「海陥
落」とともに大きく進んだ。

しかし、８６年、建設予定地内に
土地を持つ反対派漁民ら十数人が
「大間原発に土地を売らない会」を
結成。さらに青森県の労働運動団体
のメンバーらが地主から土地を譲り
受けて「一坪地主の会」を立ち上げ
た。

こうした抵抗にあって、２％の土
地が未買収のまま電源開発は９９
年、原子炉設置許可を申請。国はそ
の申請を認めた。

電源開発は「いずれ買収できる」
と高をくくったのであろう。

原子炉の予定地から１００㍍しか
離れていない所に熊谷あさ子さんは
土地を持っていた。未買収の２％の
土地の半分が熊谷さんの土地だ。彼
女は頑として買収に応じなかった。

やむを得ず電源開発は熊谷さんの
土地買収を断念し、０３年、原子炉
の位置を２００㍍南に移動すること
を決めた。原発敷地のど真ん中に一
般の民有地が虫食いのまま存在す
る、という異例の事態になった。

たった一人の共有地裁判

熊谷さんの闘いはこれだけでは済
まなかった。

原発建設予定地内の土地は、戦後
の農地解放によるもので、町道とそ
れぞれの土地をつなぐ道路が設けら
れている。この道路は土地所有者の
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共有地になっており、電源開発は用
地買収のめどがつくと、この共有道
路の買収にかかり、それぞれの持ち
分に応じて買収を受け入れるよう求
める裁判を起こした。

「共有地裁判」と呼ばれたこの訴
、 、訟では 既に用地買収に応じた人も

応じなかった人も同じ土地の共有者
、 。になるため 権利関係が複雑だった

被告（土地所有者）弁護団は電源開
発と和解することに決定。各権利者
の同意書を集めるだけになってい
た。ところが、熊谷さんは「どうし
ても土地は売らない」と主張 「原。
発に自分の土地は売らないが、共有
地の和解には応じる」という他の被
告とたもとを分かつことになった。

こうして０５年、熊谷さんはたっ
た一人の「共有地裁判」を青森地裁
に逆提訴した。それまでマスコミに
は「匿名」だった熊谷さんは青森県
庁で記者会見し 名前を名乗って 原、 「

」 、発計画で人間関係が破壊された と
道路共有者ですらばらばらに寸断さ
れたことを挙げて 「カネで代えら、
れないものがあることに町民は気が
つくべきだ」と、金万能社会を批判
した。

地裁で敗れ、上告した仙台高裁で
「土地は絶対売らない、共有地部分
も売らない」と述べたがここでも敗
訴。最高裁に特別抗告したが却下さ
れた。

熊谷さんは０６年、ツツガムシ病

にかかって亡くなった。６８歳だっ
た。電源開発に土地を売った人たち
から「あさ子が土地を売らないから
学校も保育園も建たない」などと陰
口をたたかれ、村八分同然のなかで
の寂しい最期だった。

熊谷さんは亡くなる前、自分の土
地に、電源開発の攻撃から守るため
の砦として、ログハウスを建てた。
彼女の死後 「あさこはうす」とい、
う愛称の小さな家は反原発運動のシ
ンボルになった。

０８年、あさこはうすの後ろの空
き地の草が刈られ 「大間原発着工、
抗議集会」と「大マグロック」が開
かれた。マグロとロックを重ねたネ
ーミングの大マグロックでは、ロッ

クグループのライブが繰り広げられ
た 「海と空の青がいっぱいに広が。
る大間には原発は似合わない」とい
う思いがこもったエレキギターの音
が、天国の熊谷さんに届けとばかり
に響きわたった。

住民団体のわかりやすい
裁判

あさこはうすで開かれた大間原発
着工抗議集会には「大間原発訴訟の
会」のメンバーが参加 「大間原発、
はプルトニウムとウランを燃やし、
最も危険なゴミを出す」と同原発の
危険性を強調した。同会は「学べば
学ぶほど、大間原発が恐ろしい原発
であることを知った」市民が「裁判
をしてでも原発を止めよう」とつく
った団体だ。

大間漁協と奥戸漁協が原発建設計
画に同意するなど、大間原発の建設
に向けて大きく動き出した９４年、
函館で「大間で事故が起きれば函館
はもろ被害を受ける」と危惧した市
民約３００人が集まって「ストップ
大間原発道南の会」をつくった。熊
谷あさ子さんが亡くなって半年後、
「あさ子さんの遺志を継ごう」と会
の内部組織として 「大間原発訴訟、
準備会」をつくり、翌年 「大間原、
発設置許可をさせないことを求める
署名」運動を始めた。

署名は北海道内や青森県内だけで

あさこはうす

原発を考える　世界初のフルMOX燃料

21 Lapiz2015Winter



なく東京や関西方面などから６万人
分以上が集まり、 年、経済産業08

。 、 、大臣に提出 しかし この１カ月後
電源開発の中垣喜彦社長（当時）が
大間町を訪れ 「４月中に原子炉設、
置許可を取得し、５月に着工する」
と町長に告げた。事実、４月に原子
力安全委員会による大間原発の安全
審査は終わり、経産相は設置を許可
した。原発ストップに向けて待った
なしの段階になったのだ。

準備会は「大間原発訴訟の会」に
名称を変更。会のメンバーが原告と
なって裁判を起こすことを決めた。
もんじゅ訴訟など多くの原発訴訟の
弁護人にもなった海渡雄一弁護士ら
で弁護団が編成された。

３カ月後、あさこはうすで抗議集
会が開かれたころ、被告住民と弁護
団との間で、裁判内容を詰める話し

。 、合いが何度も持たれた その会合で
同会員の函館市在住のフリーライタ
ー、野村保子さんが「活断層、ＡＢ
ＷＲの危険性などを取り上げてほし
い」と発言 「それを訴状に書いて。
ください」と海渡弁護士は言い放っ
た。

「わかりやすい裁判」が原告団の
合言葉だった。法律の素人が訴状を
書くという異例の原発訴訟は１０年
７月に始まった。司法の用語でいえ
ば、国に対して大間原発の原子炉設
置許可処分の取り消しと損害賠償を
求める訴えを函館地裁に起こしたの

である。
その訴状の第１章には「不慮の死

をとげた熊谷あさ子さんの子らは、
母の遺志をついで今も反対の意志を
貫いている」と記されており、熊谷
さんに代わって行う裁判との性格を
色濃くしていた。

３点の危険な“改良”

住民による大間原発訴訟での最大
の争点の一つは世界で初めてとなる
フルＭＯＸ燃料原発の危険性であ
る。

通常の原発でＭＯＸ燃料を燃やす
プルサーマル計画では、その装荷は
３０％である。プルトニウムのコン
トロールが難しいことなどのため
で、フランスでは１０％程度といわ
れている。大間原発が１００％装荷
を予定しているのは、冒頭に述べた
ように日本が保有している膨大な量
のプルトニウムを消費するためだ。
同原発でのプルトニウム装荷量は１
年で６・５㌧とみられている。

こうした多量のプルトニウムを使
うことで、核分裂によるエネルギー
がウラン燃料より高くなり、圧力容
器や炉内を損傷する危険もまた高ま

。 、 、る この結果 金属の老化が早まり
事故につながる恐れは一段と強くな
る、と指摘されている。大間原発の
場合、フルＭＯＸ燃料であるため、
その危険性は浜岡などのＡＢＷＲよ

りもはるかに大きい。

こうした問題点があるにもかかわ
らず、大間原発では①コンクリート
製原子炉格納容器②内臓型再循環型
ポンプ③新型制御棒駆動機構――の
３点が採用された。

①について、従来の沸騰水型原子
炉（ＢＷＲ）の原子炉格納容器の厚
さは３０～４０㍉の鋼製だったが、
大間原発は内側に厚さ６㍉の鋼板を
張ったコンクリート製だ。しかし、
この変更は建設工事の効率化のため
とみられ、安全性に疑問が持たれて
いる。②は、外側にあった再循環ポ
ンプを原子炉の下部に内蔵するもの
だ。地震の揺れに影響されやすい外
部配管をなくすためだが、この変更
に伴って緊急時に使用する低圧注水
系システムの容量を従来型より縮小
しており、事故時の冷却能力が低下
する恐れがある。③は、フルＭＯＸ
対策として、ホウ素を濃縮添加した
高価値制御棒を使用するものだ。ホ
ウ素が中性子を捕まえる性質を利用
して、核分裂のスピードをコントロ
ールするためだが、ここでも制御棒
がうまく操作されないと核暴走事故
につながりかねない危険性が指摘さ
れている。

既に述べたように原発未経験であ
る日本電源に、実験炉、実証炉とい
う当然のプロセスも経ず、商業炉と
して建てさせる、というのだ。政府
は「安全」をはなから投げ捨ててい
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るのである。同会の原告らが「大間
を止めなければ」と悲壮な思いに至
るのは無理からぬことなのである。

地震とテロの心配も

さらに問題なのは大間の地理的要
因である。肺がんを誘発する極めて
毒性の強い物質であるプルトニウム
が混じるＭＯＸ燃料は、津軽海峡を
通って陸揚げされることになる。太
平洋と日本海を結ぶ同海峡は国際海
峡であり、さまざまな国の船が通過
する。テロ攻撃を受ける恐れがある
ことはいうまでもない。

その海底から大間原発の直下にか
けて活断層が存在すると指摘されて
いるが、安全委員会は「活断層でな
い」と否定。しかも、新潟県中越地
震（０７年）後の安全審査でありな
がら、大間原発では同地震前の耐震
設計である４５０ガルのままパスさ
せた。地震に耐えられるのか。住民
たちの素朴な疑問だ。

野村さんは同原発が問題だらけで
あることを訴状にまとめた。

第１回口頭弁論は２０１０年１２
月２４日に行われ、同会の竹田とし
子さんが「事故が起これば函館市民

」 。の暮らしは破壊される と意見陳述
熊谷あさ子さんの娘は「大間の海は
宝の海といった母の言葉を考えてほ
しい」と訴えた。

それから３カ月近くたった３月１
１日、東日本大震災によって福島第
１原発が事故を起こし、電源開発は

。 、大間原発の工事を休止した しかし
電源開発は大間町に「工事再開に全
力を挙げる」と表明、事故を深刻に
受け止めているようにはみえなかっ
た。

福島事故３カ月後の５月１９日か
ら１３年３月まで８回、口頭弁論が

、 、 、 、開かれ 地元酪農家 医師 元教師
福島原発避難者のほか、佐藤亮一元
大間町議が意見を述べた。

佐藤氏は９５年から０７年まで３
期、町議を務めた。元は林野庁の職
員。大間の名産、ヒバ林をはじめス
ギ、アカマツなどの針葉樹が広がる
町の自然を誇っている。経験から学
んだことは「豊かな森は海を豊かに
する」だ。海藻が多く採れるのは豊
かな林があればこそ、というのだ。
だが、町議会の原発反対派は佐藤氏
だけだ。

佐藤氏は口頭弁論で「もし事故が
起きれば、国道に町民が殺到し、さ
らなる悲劇が起こる恐れがある」と
訴え、裁判官に現地視察をするよう
求めた。大間は下北半島の突端に位
置するため、住民は同半島を南に逃
げるしかない。しかし南北に通る国
道は２本しかなく、渋滞の恐れが出
る、というのだ。

わが国の原発の多くは半島に立地

している。その半島の付け根がネッ
クになって、幹線道路で見動けなく
なることが懸念されている。佐藤元
町議の指摘は大間原発だけではない
のだ。

同訴訟では２次、３次提訴も行わ
れ、原告は６６５人に上った。その
行方が注目されるなか、函館市が裁
判闘争に打って出た。

函館市の課題は原発凍結

函館市の工藤壽樹市長が大間原発
の建設凍結を求めて国を相手に提訴
したのは１４年４月３日である。市
が国に反旗を翻したのだ。新聞各紙
は１面で大々的に報道したのはいう
までもない。一地方自治体が法廷で
国に挑むのである。よほどやむにや
まれぬ思いがあるからに違いない。

工藤市長が大間原発について挙げ
たのは次の点である。
①福島第１原発事故以前の審査基準

、 。で許可され 建設が進められている
②毒性が強く、危険性が指摘されて
いるフルＭＯＸ燃料での世界初の原
発。
③大間原発の北方海域や西方海域に
巨大な活断層がある可能性が高い。
④津軽海域は国際海峡であって、領
海が３海里（５・５㌔）しかなく、
テロ対策上の問題がある。
②大間原発では使用済み核燃料は２
０年分しか保管できず、その処理方
法や最終処分場が決まっていない。
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こうした工藤市長の指摘は 「大、
間原発訴訟の会」の主張をほぼその
まま認めたもので、同会の運動を高
く評価したといえる。

また工藤市長は「大間原発で事故
が起きた場合の想定」について「最
短で２３㌔の道南が危険にさらさ
れ、地域経済が壊滅的な打撃を受け
る 「函館市域が放射性物質によっ」
て汚染され、市民の離散が生じ、地
方自治体としての機能が崩壊する」
とする。

こうした観点のうえに立って、工
藤市長は次の２点を提言する。

①原発の新設は、福島の事故を起
こした我々世代が判断することでな
く、他の安全なエネルギー開発の状
況を見ながら、将来世代の判断に委
ねるべきだ。
②原発の建設をするにしても、あら
かじめ自治体が避難計画を立てられ
るかどうかを審査し、少なくとも３
０キロ圏内の自治体の同意を得るべ
きだ。

提訴に踏み切ったことについては
「脱原発、反原発や原発容認など様
々な意見があるなか、市にとっては
大間原発の無期限凍結が最大の課題
であり、原発政策に対して特定の立
場をとっていないことで多くの理解
を得られ、道南地域がまとまれる」
と説明。大間原発を止めることは函
館市民の最大公約数というのだ。

提訴から１か月後の昨年５月２１
日、大飯原発訴訟で福井地裁の樋口
英明裁判長は「原発の稼働は経済活
動の自由に属し、憲法上は人格権の
中核部分より劣位に置かれる」と憲
法論を見据えたうえで、運転差し止
めを命じる判決をした。同裁判長は
「２５０㌔圏内の住民には原発の運

」 、転による具体的危険がある と指摘
「地震の際、原子炉を冷やす機能と
閉じ込める機能に欠陥があり、安全
技術や設備は確たる根拠のない楽観
的な見通しに基づいたもの」と判示
し、関西電力の主張を退けた。

こうした「原発ノー」判決に背を
押されるように、市民レベルの原発
訴訟の訴状を書いた野村保子さんは

、『 』今年３月 大間原発と日本の未来
（ ） 。 、寿郎社 を上梓した 庶民の目で
廃炉までの道筋を考察し 「一人で、
も多くの人に大間の恐怖を知ってほ
しい」との思いからまとめ上げた。
それは、単に大間原発周辺だけの問
題にとどまず、原発列島のすべての
人々への問いかけだ。

だが、安倍晋三首相は原発推進政
策を変えようとはしない。それどこ
ろか、原発を世界に売り込むことに
熱心だ。川内原発１号機を新規制基
準に合致したとして８月１１日に再
稼働させた政府である。函館市が起
こした大間原発訴訟で「市に原告適
格はない」と主張し、門前払いを食
わせるつもりであろう。

冒頭に述べたようにプルトニウム
を多く保有することになったのは国
の原子力政策のよるものであって、
住民が原発の被害を受けるいわれは
全くない。その責任を顧みることな
く住民を無視し、国策を押しつける
安倍政権。圧倒的多数の与党を背景
におごり高ぶる原発盲信政治への裁
判闘争は正念場を迎える。

参考
https://twitter.com/asakohouseあさこはうす公式ツイッター

http://ouen.org/asakohouse/あさこはうす応援プロジェクト
http://japansafe.net/asako.htmlあさこはうすレポート

井上脩身 （いのうえ おさみ） 年、大阪府生まれ。 年、毎日新聞社入社、鳥取支局、奈良支局、大阪1944 70
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。
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川瀬 俊治

韓国の使用済み核燃料
廃棄物処理場はどうなる

写真：将来は１０基が立ち並ぶハンウル原子力発電所（２０１４年９月２６日撮影）

２０１２年の立法調査官
の提言

韓国の原発を知る上で１人の法律
専門家（韓国政府教育科学チーム立
法調査官イ・ウォングン）が２０１
２年１２月末にあらわした冊子『原
子力安全の現況と政策及び立法課
題 （国会立法調査処）は基本的な』
提言を行っている。ただ、脱核に焦
点をあてていないが、現状の写しだ
すには１つの検討材料になる。
巻頭の「要約」で７項目の提言を

、 。しているが 最初の項目にこうある

「使用後の核燃料臨時保存施設が
年から段階的に飽和状態にな2016

る。 年には月城核廃棄場のス2100
ペースが 個必要だ」20

「使用後の核燃料臨時保存施設」と
は核廃棄物の臨時存は各原子炉内に
設けられた施設（サイト）一次貯蔵
のことだが、２０１２年当時は２０
１６年に飽和状態になると予想して
いた。イ・ウォングンが根拠として
いたのは韓水原の資料による（ 国「
家放射性廃棄物管理計画 。」）
その後、新規原発施設の際との活

用などで２０２５年まで可能になっ
たが、２１００年には月城核廃棄場
（正式名「月城原子力環境管理セン
ター 、以下「管理センター ）が２」 」
０個必要だという予想はあまり変わ

らないのかもしれない。
ただ 「管理センター」は使用済、

み核燃料処分場ではなく、中・小核
廃棄物の処分場であり、使用済み核
燃料処分場ではない 「管理センタ。

」 。ー に併設することでもないだろう
イ・ウォングが提起しているのは、
使用済み核燃料処分場の建設が緊急
を要する課題だと提起していると考
えられる。

地下水問題をどう克服で
きるのか

「管理センター」に一番大きな問題
は地下水流出だ。核廃棄物を保管し

原発を考える　韓国の使用済み核燃料廃棄物処理場はどうなる
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ておくためには強固な岩盤地帯が選
ばれるのだが、建設工事は２００７
年７月１８日からスタート、２００
９年６月１日に工事がストップ、３
０か月も延長した末に２０１５年９
月に完成した。地下水を食い止める
コンクリートの防御壁をつくり完成
にこぎつけた。
「管理センター ）は２００５年１」
１月に公募した４地方自治体の中で
住民投票の最も賛成率が高かった慶
尚北道慶州市に決定決。敷地面積約

ｋ に リットルドラム缶2,100 m 2002

万本が収容できる地下施設（岩80
盤空洞型処分施設）になる。月城原
発に近く、地下に設けられた施設に
放射能が安全レベルに下がる３００
年間保管される。
「管理センター」の場所の決定は、
慶州市都市部からが約２０キロ離れ
ているが、南西の蔚山市の距離が約
１０キロ、北西の浦項は約２０キロ
に位置している。慶州市だけで決定
したことに「代表権の問題」がある
とする指摘もある（ 国会―市民社『
会討論会』資料集ｐ４５ 。）

ことごとく白紙化

１９８０年代後半から始まった核
廃棄物処理場選定候では住民の反対
からことごとく白紙化してきた。韓
水原と産業資源部が合同で進める処
理事業（１９９７年以降）は２００
０年に放射性廃棄物促進法を制定し

（ ）自治体の公募方式 ７自治体が応募
で候補地として決まれば３０００億
ウォンの支援金を出すことも決め
た。しかし２０００年公募も、さら
に２００３年公募（４自治体が名乗
り）もいずれも住民反対で白紙化し
た。さらに忠清南道扶安郡長が単独
で応募したが、住民の反対で白紙化
した。

２００４年には使用後の核燃料と
中・低レベル廃棄物分離することを
決めて、扶安郡長の方針に郡民が実
施した住民投票方式を政府が取り入
れて２００５年の地方自治体からの
応募による住民投票実施で慶州市に
決定と進んだ。
さらに 「管理センター」決定で、

の反省から政策の透明化策として使
用後の核燃料公論化委員会を設け
て、２０１３年１０月末から委員会
協議が始まり２０１５年６月に政府
への勧告内容が決まった。地下セン
ターを向けて地中処分を設ける予定
だ。ただ公論化員会のるスター時に

委員の選定に抗議して反原発を訴え
ているメンバー２人が脱退した。ま
た短期間に結論を出すことに抗議し
ている。
施設建設はまだまだだが、５年後

に構想を具体化するという。施設建
設が始動して３７年。公論化委員会
の議論は短期間だった。これでいい
のだろうか。

国際社会が総量規制を
打ち出せるか

今後どう展開するのか。
使用済み核燃料廃棄物処分は１０万
年も放射能が安全レベルに下がらな
い。これ以上を作りださない総量規
制を国際社会が合意して進めねばな
らない。しかし新規参入した中国を
はじめ「原発ビジネス」は激化する
一方だ。これでいいはずはない。
温室ガス規制と同じように総量規

制を打ち出さないといけない。そう
でないとイ・ウォングンが指摘した
ように臨時処分場では足りなくな
る。国際社会の緊急の課題だ。

川瀬 俊治 (かわせ しゅんじ）
大学時代は仏教学を専攻。奈良新聞社、解放出版社記者など歴任。天理大学、帝塚山大学で人権問題などの講

座を担当。目下、韓国の言論改革動向や文解（識字）運動の取り組みをまとめている。
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編集長 井上脩身Lapiz
）

ヘリ編隊に集団的自衛権を思う

突然上空で轟音が鳴り響いた。見上げると、兵庫県西部の私の家の真上を９機の自衛
隊ヘリが飛んでいる。９月半ば、安保法案の国会審議がヤマ場に差し掛かっているとき
だ。１年に１回くらいは数機のヘリの訓練飛行を見かけるが、９機ものヘリ編隊を目に
したのは初めてだ。高度は１００㍍くらいだろうか。まるでデモンストレーションをし
ているかのように３回、低空で旋回した。

グオーンというエンジン音とローターのブルブルという回転音。普段静かな山あいの
私の町は騒音の渦に覆われて重苦しい空気に包まれた。最後尾のヘリはローターが二つ
ある大型だ。全国に１５機しか配備されていないＣＨ―４７Ｊ型輸送機だろう。安保法
案は「安全保障法案」とは名ばかりの集団的自衛権を行使するための法案だ。要するに
アメリカの戦争に自衛隊を参戦させる法案である。恐らく最後尾ヘリは指揮官ヘリなの
であろう 「海外で戦争するのだからしっかり練習しろ」と叱咤しているようだった。。

びえんと　ヘリ編隊に集団的自衛権を思う
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「 」家庭調査書に 憲法守る

この私の家に大阪府内の町から移り
住んだのは３８年前である。長男は小
学１年生だった。ある時、長男が学校
から「家庭の方針」という調査用紙を
持って帰った。２項目あって、１点目
は「基本的な考え 、２点目は「子ど」
もに伝えること」だった。１点目につ
いては 憲法を守る ２点目には 差「 」、 「
別をしないこと」と書いた。

「 」大概の家庭では 明るく健康な家庭
とか「友だちと仲良くする」などとし
たためるのだろう。担任の先生は私の
答に興味を持ったのか、家に訪ねてき
た。私は不在だった。先生は書棚から
憲法の本と狭山事件の本を手にし 借、「
ります」といって帰ったという。校庭
にわらで弥生時代のころの住居を児童
たちに作らせるなど、熱心な女性教師
だった。当時、私は大阪の新聞社の教
育担当記者。先生は憲法をどう考え、
人権問題をどう教えるのかを聞きた
い、と思った。しかし、忙しさにかま
けてその機会のないまま、私の方が転
勤してしまった。

ヘリの轟音に耳をふさいだ時、どう
いうわけか４０年近く前の「家庭調査
」 。 。書 を思い出したのだ そして思った

集団的自衛権行使は憲法と差別の観点
からきちっと問いかけねばならない、
と。

「憲法を守る」は高校１年生の担任

の福家光夫先生の影響だ。高校に入学
したのは１９６０年。安保条約改定が
最大の政治課題だった 「わしは若干。
二十歳にして部隊を率いていた」とい
う元海軍少尉の福家先生は、社会科の
授業中、ほとんど必ず「戦争でえらい

」 、目にあった などと太平洋戦争に触れ
「憲法を守らんといかん」と口酸っぱ
く言い続けた。

入学して２カ月近くたつと、学校内
で自然発生的に安保討論会が行われる
ようになった。その輪のなかに、女性
の体育教師がいた 「市川先生」とい。
った。市川先生はにこにこと笑顔を絶
やさず、生徒たちの議論に耳を傾けて
いた。市川先生は２年後、学校を辞め
た。全校生徒の前での退任挨拶で「日
本独立バンザイ」と叫び、私たちは度
肝を抜かれた。市川先生が市川正一・
共産党副委員長（当時）夫人と知った
のはずっと後、長男が家庭調査書を持
ち帰ったころだ。

安保反対のデモに行く

安保阻止統一行動デーの１９６０年
６月１５日、全学連主流派のデモ隊が
国会に突入、機動隊と衝突し、東大生
の樺美智子さんが死亡した。その翌日
の討論会の時、市川先生は「岸政権は
許せない」といって泣きだした 「米。
軍基地があるから日本が攻撃される」
と厳しい口調でいった市川先生の目は
怖いぐらいにつり上がっていた。私は
「デモに行こう」と思った。

１８日、集合場所の大阪城前の広場
に行くと、大阪府内各地からやってき
た大勢の高校生がいた。私たち高校生
は４列縦隊で大阪のメーンストリート
の御堂筋をデモ行進し 安保反対 岸、「 」「
を倒せ」と声をからした （写真上）。

それから５０年がたった２０１０
年、毎日新聞社から『６０年安保闘争
の時代』という写真集が発行された。
Ａ４判約２５０㌻。６月１８日のペー
ジをめくった。国会に押し寄せるデモ
隊を上空から撮影した大きな写真の下
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の小さな写真に目を奪われた。

キャプションは「大阪の高校生のデ
モ隊…大阪・大手前公園」とある。女
生徒の白色セーラー服は、明らかに私
の母校の制服だ。男女合わせてざっと
３０人の生徒が写っている。この隊列
に間違いなく私はいた。ルーペで凝視
したが、私も、そして一緒にいたクラ
スメートも写ってなかった。

隊列は１年生から順に組まれてい
た。私たちの後ろを進む学校の生徒た
ちが掲げているにぎやかな横断幕がカ
メラマンの狙いだったのだろう。写っ
ていたのは３年生のようだ。

同じページには「樺さんは天国、岸
君は地獄」と書いたプラカードを持つ
大阪府学連のデモの写真が載ってい
る。そういえば、大阪府学連のデモ隊
にも出会った。勢いよく駆け込み、制
止しようとする警察隊とぶつかりそう
になっていた。

国中に反安保のうねりが嵐のように
渦巻くなか、１９日、安保条約は参院
の議決も経ずに自然承認された。

目くらまし目的事態熟語

高校に入学する前年の１９５９年、
砂川事件の裁判で東京地裁の伊達秋雄
裁判長は「駐留米軍は憲法９条に違反
する」と、画期的な判決を下した。校
内討論で誰かが「米軍が憲法違反なら
安保条約も憲法違反と違うか」と言っ

た 「なるほど」と私は思った 「岸を。 。
倒せ」は私にとって「憲法を守る」と
同義だった。

実際、岸元首相の本当の狙いは「自
主憲法制定」だった。その孫である安
倍晋三首相は幼少期から「いまの憲法
は悪い憲法」と脳裏にすり込まれたに
相違ない。

歴史は時に奇妙な一ページをつく
る。安倍さんが超秀才のおじいさんと
同じ地位に就いたのだ。安倍さんが四
つのとき、政府はレバノン紛争に絡ん
で国連平和維持活動（ＰＫＯ）として
の自衛隊派遣を求められたが、岸首相
は憲法上の制約を理由に拒絶した。安
倍さんは「おじいちゃんにもできなか
った海外派兵をやろう」と決意したに
違いない。

安倍さんが集団的自衛権が行使でき
るようにと考えだした手は、安保関連
法案というオブラートに包み込む目く
らまし戦法だ 武力攻撃切迫事態 存。「 」「
立危機事態 「重要影響事態」――。」
同義語熟語の試験問題のような「事態
熟語」で煙に巻こうという算段だ。

悪質なのは 砂川判決を悪用して 集、 「
団的自衛権は最高裁も認めている」と
言いだしたことだ。

砂川裁判で 「憲法違反」という東、
京地裁の判決に仰天した政府は最高裁
に跳躍上告 「米軍は憲法でいう戦力。

」 、に該当しない との判決を引き出して
地裁判決を破棄して差し戻しをさせる
ことに成功。この判決で最高裁は安保

条約について「意見か合憲かの法的判
断は司法裁判所の審査になじまない」
との、いわゆる「統治行為論」を持ち
だし 「法の番人」であることすら投、
げ出した。

「司法審査になじまない」のに「憲
法の戦力に該当しない」との結論を下
すのは論理的矛盾だが、それはともか
く、この裁判で問われたのは駐留米軍
であって、集団的自衛権行使のために
外国の戦場におもむく自衛隊ではな
い。政府与党は全く関係のない事柄を

「 」持ちだして 集団的自衛権行使は合憲
とぬけぬけと言い放った。

辺野古から自衛隊機？

憲法学者のほとんどが「憲法違反」
。 、と指摘したのはいうまでもない だが

「 」悪い憲法なのだから守る必要がない
と信じているのか、安倍首相は衆参両

、 、院で強行採決に踏み切り ９月１９日
安保法が成立した。これほど明白な憲
法違反法も珍しい。だが、与党のなか
から造反議員は出なかった。社長が誤
った判断をしているのに、役員や幹部
が異議を唱えることなくついていく会
社はやがて倒産の憂き目にあう 「こ。
れでは日本は危うい」と与党の議員の
誰一人思わなかったとすれば、その方
がはるかに問題である。

若者は政治に無関心といわれて久し
い。それでも 「おかしい」と多くの、
高校生が思い出した。

びえんと　ヘリ編隊に集団的自衛権を思う
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同法成立前夜、国会前には多くの人
たちが駆けつけた。学生団体「ＳＥＡ
ＬＤｓ（シールズ 」の大学生らに交）
じって高校生らが「賛成議員を落とそ
う」と叫んだ。来年の参院選から１８
歳になると選挙権があるのだ。彼らの
いうように 若者の将来のためには 安、 「
倍のいうまま」の人物を議員とて国会
に置いておくわけにはいかない。

だが、国政はいま「安倍の思うがま
ま」である。この国はどうなるのだろ
う。
６０年安保の後 「所得倍増」のう、

たい文句にのって、世の中は高度成長
に浮かれた。４年後、国民は東京オリ
ンピックに酔う。その翌年の１９６５
年にベトナム戦争が勃発し、沖縄の嘉
手納基地から米軍の戦闘機が出撃し
た。大学生だった私は「ベトナム戦争
反対デモ」に参加したが、沖縄が戦争
に巻き込まれていることを知らなかっ
た。

さて安倍首相である。安保法を国民

の目から外すためか 「新三本の矢」、
。 、を掲げ出した 名目ＧＤＰ６００兆円

出生率１・８、介護離職ゼロ――の３
点である。首相就任とともに打ちだし
た三本の矢（金融政策、財政政策、成
長戦略）には、結局、低所得者層は何
の恩恵もあずからなかった。その総括
もないまま 「新三本の矢は、貧しい、
人々も豊かになりますよ」と、さもア
ベノミクスにバラ色の夢があるかのご
とくに装い、２０２０年東京オリンピ
ックに酔ってもらおう、というのが筋
書きか。

ならば東京五輪の翌年あたりに集団
的自衛権行使と称して、自衛隊機が出
撃する事態にならないか。しかも沖縄
から。ベトナム戦争の時は嘉手納基地

。 。からだった 今度は辺野古が要注意だ
政府が沖縄県民の意思を踏みにじって
まで辺野古にこだわるのは、そこから
自衛隊機を飛ばしたいから、と私は疑
う 。。

面積が全国の０・６％の沖縄に米軍
専用施設の７４％が集中するいびつな

日米安保 「普天間基地移設」を名目。
にさらに新基地を押し付ける安倍政治
は「沖縄差別政治」というほかない。

（ ） 「 」１８７９ 明治１２ 年に 琉球処分
という名の琉球併合を行って以来、政
府は一貫して沖縄を差別してきた。集
団的自衛権を行使すれば、相手国から
襲撃されるリスクが高まる。その危険
性を沖縄の人たちだけにかぶせようと
しているのではないのか。

私の家の上空を飛んでいた自衛隊ヘ
リの編隊は７、８分後、南の空に消え
た。災害地に救助に駆け付ける自衛隊
ヘリをテレビで見て、隊員にあこがれ
る高校生は少なくない。だが、本業は
防衛である。いまの高校生が社会人に
なるころに「海外戦闘第一弾」となら
ないとは言いきれない。そんな思いで
いると、ヘリ編隊の残像がまぶたに焼
き付いて離れなかった。

びえんと　ヘリ編隊に集団的自衛権を思う
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沖縄戦捕虜となった元阪神監督

松木謙二郎 波乱万丈の野球人生
井上脩身

日露「終戦」百十年にあたって
近藤雅雄

サハリンと韓国

今も残る建造物
片山通夫

特集　戦後70年
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文・近藤雅雄

写真・片山通夫

敗戦七十年の年が暮れる

戦後七十年、と言われ続けて明け
暮れた一年だった。

区切りのいい数字をあげて、そこ
に何か意味を見出そうとすること
が、人々はみな好きである。仏教で
は七の倍数で法要をしたり、フラン
スは十二進法だったり、はたまた物
理学者や数学者にとっては素数や完
全数が意味を持っていたり、歴史を
たどれば、おそらくいろいろと倍数
の基準はあるのだろうけれど、株主
資本主義と同じように十進法がグロ
ーバルスタンダードとなった現代で
は、十や百で節目をとるのが何より
わかりやすい。

十進法で「記念の」区切りを通過
することが単純でわかりやすいの
は 「民族が違う」などという意味、
のない識別のために何か目印を探し
て差別するのと、どこか似た気楽さ

があるからかもしれない。反省すべ
きこと、思索すべきこと、考えるべ
きことは本来、区切りなどとは関係
なく続いていなければならないもの
であるけれど、それはたいへんな努
力、労力を必要とするし、苦しい。

戦後七十年は、本来、敗戦七十年
と呼ばれるべきものだろう。

多くの人たちによって批判され続
けているように、八月十五日の「終
戦」記念日などというわけのわから
ない呼び方は、本来まっとうな日本
語ではないし、歴史的にもこの日は
ただ単に「玉音放送」があった日で
あって、国際的には「戦争が終わっ
た」日ではない。ソ連は翌十六日に
樺太に侵攻しているし、九月一日に
は歯舞・国後、五日に色丹を占領し
ている。

法的にも戦争は続いていて、米軍
の上陸が八月二十九日、連合国に対

する降伏文書の調印が九月二日、南
京で支那派遣軍の総司令官が降伏文
書に署名したのは九月九日だった。
日本と戦ったり侵略を受けたりした
国では、九月二日や三日を戦勝記念
日としていることが多い。

いつも思うことは、あえて反省す
べき「節目」とするのなら、敗戦の
日より開戦の日ではないか、という
ことである。

敗戦は主体的意志にかかわらず訪
れる。いくら敗戦なんかしたくない
と思っても敗れる時は敗れる。誰も
負け戦を望むわけではない。強い主
体性をもって行なう行為は「開戦」
なのである。

だから、心のどこかで武士道にも
とる卑怯な行為と意識しながら奇襲
をかけたその瞬間こそが 大きな 節、 「
目」であり、何よりもそこに至る過

特集戦後70年　日露「終戦」百十年にあたって
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程の検証が今もって最大の課題だろ
うと思う。

まあいわば、いきなり後ろからバ
ットで殴る路上強盗みたいな手段か

、 、ら始めた戦争だけれど その時点で
正面から向かっていけば負けると意
識していたことになる。まともに勝
てる相手ではないと、どこかで理解
していたのに戦いを始め、国民を巻
き込んでいった愚かな連中が戦後も
国の中枢に生き続け 自分たちが 鬼、 「
畜米英」とあおったそのアメリカの
手下として、こすっからく利益を得
てきたことこそが 「戦後七十年」、
の最大の汚点である。そのことをあ
いまいにし、すりかえてきた、いか
さま政治を許した国民意識の原点が
「終戦」という、日本の得意な造語
作法にあるのだ。

玉砕 や 転進 の歴史が 美「 」 「 」 、「
しい日本」や「積極的平和主義」へ
と姿を変える転換を遡れば、その結
び目が「終戦」記念日にある。

日露戦争「勝利」から百
十年

「戦後七十年」は、じつは日露戦
争の終結から百十年の「節目」でも
あった。

日の丸を揚げ、君が代を歌うこと
にばかり血道をあげて、きちんとし
た現代史を避けて通る日本の文部省
教育を受けた若い人たちはおそら

く、ほとんどこの戦争を知らないだ
ろう。日本とアメリカがかつて戦争
したということさえ知らない若者が
たくさんいるという現実には、なん
ともいえないむなしささえ感じる。

日露戦争の当時、日本はまだ、世
界で知る人などほとんどいないよう
な、アジアの小国だった。

日本とロシアが戦争になった、と
いうニュースに接した世界の人々
は、多少の事情通でも、たちまち日
本が負けるだろう、と思った。それ
までの欧米社会にとってロシアは歴
史ある超大国であり、聞いたことも
ない極東の国など、たちまち壊滅さ
せられるだろうとしか想像できなか
った。

それが、世界最強とも謳われたバ
ルチック艦隊を破り、ロシアを屈服
させたというので騒然。一躍、日本
という国名は世界に轟いた。まあ、
それにはそれなりに、双方戦争を長

く続けられない事情もあり、日本は
賠償金なしに領土の獲得だけで講和
したので、日本国民は不満を持ち、
東京では焼打の暴動まで起きている
けれど 日本人の妙な自信はこの 戦、 「
勝」で一気に増大した。

太平洋戦争への突入は、この日露
戦争での勝利に遠因があるのではな
いかと思っている。日露戦争の前に
日清戦争があり、ここでの「勝利」
もかつての大国に対するものではあ
ったけれど、当時、相手としてロシ
アははるかに強大だった。清国に対
しては多くの犠牲を払わせたが、ロ
シアとは賠償金なしに講和したとい
うことがそれを物語っている。

とはいえ、清国も秦、漢以来、唐
や隋を経て、日本の宗主国となって
もおかしくない強大国家だった。そ
れを思いのままにし、さらにロシア
を屈服させたというので、日本の国
民が、この時期みずからの国を、世
界で無敵と錯覚しただろうというこ
とは容易に想像できる。

戦えば勝つ。負けることはない。
どこかでそういう、信仰にも似た

信念が芽生えたこと。そして戦って
勝つことへの美意識や、周辺国への
優越感がこの時期に醸成されたよう
な気がする。

その錯覚が「国民意識」の深層に
受け継がれ、そこを、日中戦争や太
平洋戦争への道筋に利用されていっ
たのではないか。

日露戦争の日本軍上陸地点・サハリン南部
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日露戦争当時は、まだ、日本でも
武士道的精神が色濃く生きていた。

この戦争の時、日本国内にはロシ
アから七万人の捕虜が移送されてき
たといわれる。これはものすごい数
で、第二の開国と言われるくらいの
カルチャーショックがあったよう
だ。

捕虜たちは虐待などされることな
く、待遇もきちんとしていて、かな
り自由に行動でき、将校級では売春
宿にまで出入りしたという。捕虜収
容施設などとても間に合わない人
数、お寺や民家が収容先だったとい
うから、そういったこともその鷹揚
な扱いの背景にあったかもしれな
い。

まだ大量殺戮戦争と前近代戦との
端境期だったのだろうか。その後、
日中戦争・太平洋戦争に至って、な
ぜ、日本があれほどまで残虐な国と
なっていったのか、そこをちゃんと
知りたい、考えたいと思う。

「戦後七十年」は、まるで後ろに
向かって歩き始めるような情けない
年となった。

その点では、あえて節目をいうの
なら、来年は太平洋戦争の「開戦七
十五年」である。さらに再来年は、
その遠因ともなる日中戦争の「開戦
八十年」である。

世界の中の日本の精神史を振り返
って考え、未来への希望を少しでも

膨らませるために、現在を前向きに
変える「節目」は、まだこれからで
ある。

近藤雅雄（こんどう まさお）
年岡山市生まれ。週刊誌取1950

材、書籍編集、専門誌編集長を経て
フリーランスのライター、エディタ
ー。出版同人草莽社代表。

日露戦争の日本軍上陸地点・サハリン南部

特集戦後70年　日露「終戦」百十年にあたって

34 Lapiz2015Winter



文・写真 井上脩身

今年夏の全国高校野球選手権大会は「高校野球１００年」の節目として大い
に沸いた。その企画として、ＮＨＫは本土復帰前の１９５８年の第４０回記念
大会で、沖縄から初めて首里高校が出場したことを取り上げた。当時中学２年
生だった私（筆者）は、首里高の試合の実況中継を家のラジオで聴いた。相手
は敦賀高校だった。敦賀は何度も甲子園に出ていて、勝負にならないと思われ
た。０－３で敗れたが 「よくやった」と思い切り拍手をしたのを今も鮮明に、
覚えている。翌日の新聞は首里の健闘をたたえていた。後に沖縄が高校野球の
強豪県になったのは、首里高校の甲子園経験があったればこそであろう。高校
野球史のエポックであったことはまぎれもない。

この歴史に残る試合を松木謙治郎が複雑な思いで見ていたことを最近、沖縄
戦を掘り起こしたアメリカ人の著書を読んで知った。松木は私が物心ついてタ
イガースファンになったころの監督である。松木と首里をつなぐものは何だろ
う。松木の野球人生を知りたいと思った。

特集戦後70年　沖縄戦捕虜となった元阪神監督
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甲子園で大連商業と対戦

松木は１９０９（大正１４）年、
福井県敦賀市で生まれた。

その２年前、南満州鉄道が設立さ
れ、１９１０年には日本が韓国を併
合、大陸への侵略と植民地支配に乗
り出した時期だが、松木は野球少年
として成長し、敦賀商業に入学。３
番一塁手として活躍し、３年生のと
き（１９２５年 、第１１回中等野）
球優勝大会の北陸代表として甲子園
の全国大会に初出場した。

初戦の秋田商業戦で松木は２安打
を放ち、５－４でサヨナラ勝ち。準
々決勝の相手、第１回大会に出場し
ている早稲田実業には歯がたたず４
－１１で敗れた。翌年の第１２回大
会にも敦賀商業は甲子園に連続出
場。初戦の大連商業戦で松木はノー
ヒットに終わり、２－４で敗れた。

この大会には予選として満州大
会、朝鮮大会、台湾大会があり、大
連商業は満州大会決勝で青島中を破
って全国大会に出場。朝鮮からは京
城中が、台湾から台北商業が甲子園
にコマを進めた。
ちなみに朝鮮大会と満州大会が始ま
ったのは第７回からだ。第９回から
台湾大会も加わった。要するに、甲
子園は「大東亜共栄圏大会野球」に

なっていたのだ。

大連商業は準々決勝で京城中を１
７－３と圧勝、準決勝で和歌山中を
１－０で降して決勝に進出。静岡中
に１－２で惜敗し、準優勝に終わっ
たが、野球評論家として名をはせて
いた飛田穂洲は「巧みな戦法をもっ
てその弱を補い、牙城一歩に迫って
遂に果たさなかった大連軍に心から
の慰安の言葉を送る」と、最大級の
称賛評を書いた。

大連は満州の玄関口だ。大連商業
の活躍は国民に満州や蒙古の開拓の
希望を一層かきたてることになった
だろう。松木少年の胸にも「大連」
が強く刻まれた。

特集戦後70年　沖縄戦捕虜となった元阪神監督

36 Lapiz2015Winter



大恐慌直前にアメリカ遠
征

松木は敦賀商業を卒業後の２７
年、明治大学に進み、１年生のとき
からレギュラーに抜擢された。いき
なり３割４分６厘の高打率をマーク
し、不動の３番打者に。翌年、春と
秋の六大学リーグ優勝を果たし、そ
の褒美として、アメリカとヨーロッ
パを遠征した。ヨーロッパまで回っ
たのは日本の野球界としては初めて
だった。
明大チームを乗せた「サイベリア

号」がホノルルに到着したのは１９
２９年３月２３日。ハワイの日系人
らの歓迎を受けた後ロサンゼルスに
向かい、４月６日、地元チームと対
戦。松木は先制タイムリーヒットを
放った。試合は逆転勝ちし、幸先の
よいアメリカ遠征旅行となった。５
月２１日、シカゴ大と対戦した後、
大リーグのカップルズ対パイレーツ
戦を観戦。松木らは外野手の強肩と
打者の巧みなバットコントロールに
舌を巻いた。
ウォール街の株が大暴落し世界中

をパニックに引き込んだ、いわゆる
「暗黒の木曜日」は１０月２４日の
ことだ。その５カ月前である。全米
の投資家たちは、ダウ平均株価が上
昇するのにつられて投機熱にかられ
ていた。明大チームは今でいうバブ
ル景気のなかで、本場アメリカのベ
ースボールに夢中になった。５月２
７日、全米大学野球の覇者、ホーリ

ーグロス大と対戦。４－９で敗れた
が 「明大はマイナーリーグのレベ、
ルにある」とプロのスカウトから評
され 「ある程度通用する」と選手、
たちは手ごたえを感じた。

当時、シカゴはジャズの拠点だっ
た。ルイ・アームストロングが第１
期の黄金時代を築いていたころであ
る。松木たちはアメリカの大学生と
試合をするなかで 「アメリカンド、
リーム」そのもののビビッドでスピ
ィーディーなアメリカの若者の明る
さを肌で感じたに相違ない。

明大ナインはアメリカ遠征後、ロ
ンドンに渡り、６月２日、アメリカ
の軍艦チームと親善試合を行う。こ
の時、１５年後にアメリカの軍艦に
命を奪われかかることになるとは夢
にもおもわない松木だ。凱旋門やエ
ッフェル塔、ベルサイユ宮殿など見
物、ドイツ観光も楽しみ、７月２９
日 「白山丸」で神戸港に戻った。、

やがて日本も大恐慌の影響をもろ
に受け、都市部では失業者があふれ

。 「 」ていた 松木は 大学は出たけれど
と言われるほどに就職先がないなか
で、明大を卒業する。

巨人の沢村栄治を打つ

大学野球でスラッガーだった松木
は１９３３年、実業団野球チームの
名古屋鉄道局に入る。都市対抗野球
にも出場するが、翌年、大連実業団
に移った。甲子園での大連商業の大
活躍に触発されてのことだろう。こ
の年の８月、ドイツではヒトラーが
総統になり、日本の陸軍省は「国防
の本義とその強化」を提唱。戦争と
いう毒草の芽が出始めていたが、多
くの国民は気付かない。松木も大連
で野球人として花を咲かせようとし
た。

大連実業でも松木は３番を打っ
た。３５年、内地遠征し、１０月３
日、日本で唯一のプロ球団だった巨
人軍と対戦。巨人軍の投手は沢村栄
治だった。この年、沢村は第１次ア
メリカ遠征で２１勝８敗１分けの成
績を残し、大リーグでもエースとし
て通用することを立証した剛速球投
手である。松木は４回打席に立った
が手も足も出なかった。翌月、もう
一度沢村と対戦したが、この時も４
打数ノーヒットだった 「沢村の球。
を打ちたい 「打倒沢村」が松木の」。
目標になった。

３５年に創設された大阪タイガー
スから願ってもない話が舞い込ん
だ。入団の誘いである。躊躇なく大
阪タイガースに入る。若林忠志、藤
村富美男らとともに、今年創立８０
周年となった阪神タイガースの貴重
な創設期メンバーに名を連ねること
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になった。

松木がタイガースに入って数カ月
後、陸軍の青年将校が反乱、二・二
六事件が起こる。このクーデターが
未遂に終わった後、歩兵第一連隊長
に就任した牛島満大佐は、やがて松
木の運命ともかかわる。
もちろん、このころの松木にはあ

ずかり知らぬことだ。３７年５月３
、 。０日 西宮球場で行われた対巨人戦

３対３の同点で迎えた八回表、ラン
ナー二三塁の場面。打者松木に対し
スタルヒン投手の球はストライクが
入らず、巨人軍は沢村にスイッチ。
その二球目を松木がフルスイングす

、 。ると 打球は右翼席に突き刺さった
この春のシーズン（この年は春秋の
２シーズン制）で松木は３割３分８
厘を打ち、タイガース初の首位打者
になった。

４０年に監督を兼任。その前年、
イギリスとフランスがドイツに宣戦
を布告して第二次世界大戦が始まっ
ていた。この３国は、松木が明大時
代に訪ねた国だ 「タイガース」は。
敵性語として、球団名は「阪神軍」
に変わった。遠征した国であるアメ
リカが日本の敵国になる時が刻々と
迫っていた。
実際、この頃から藤村富美男、門

前眞佐人、景浦将らタイガースの主
力選手が次々に出征。監督就任１年
目は２位だったが、翌年には５位に
転落、到底巨人とは対抗できなくな
った。

４１年１２月８日、日本軍が真珠
湾を攻撃し、太平洋戦争の火ぶたが
切られた。この報で松木はタイガー
ス退団を決意 「戦争にとられない、

」 。 、から と大同製鋼に入社した だが
４２年６月、ミッドウエー海戦で大

。 、敗したのを機に戦局は悪化 ４３年
３５歳になっていた松木にも赤紙が
やってきた。

中国北部で訓練を受けた後、松木
がいた５０００人の部隊は上海で船
に乗せられた。４４年８月である。
船は「対馬丸」といった。
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対馬丸の悲劇

対馬丸は北に進路をとっていた。
松木らは日本に帰れる、と喜んだ。
数日後、船が着いたのは那覇港だっ
た。岸壁では大勢の子どもが日の丸
の小旗を振って迎えてくれた。兵士
全員が下船すると、入れ替わりにこ
の子どもたちや市民が乗船した。８
月２１日のことだ。
対馬丸がその後どうなったかを、

長い間、松木は知らなかった。軍部
が隠していたからだ。後にわかった
のは以下のことである。

松木が那覇港に上陸する約１月半
、 、前 政府は沖縄県から本土へ８万人

台湾へ２万人の疎開計画を立てた。
しかし、沖縄近海に米軍の潜水艦が
出没していたこともあって、子ども
の疎開を希望する親は少なかった。
８月中旬になってようやく学童疎開
の第一陣が出発した。２１日は第二
陣の学童らを乗せた３隻の疎開船が
出港。そのうちの一隻である対馬丸
は奄美大島近くで潜水艦の魚雷攻撃
を受けて沈没した。乗客１７００人
のほとんどがおぼれ死んだ。生存者
は学童疎開の５９人、一般疎開の１
６８人だけだった。
疎開対策の遅れが起こした悲劇だ

った。松木らを乗せた対馬丸が那覇
に寄らず、そのまま鹿児島港に向か
っていたら、子どもたちは犠牲にな
らず、兵士の多くが海のもくずと消
えたに違いない。児童らは兵士の身

代わりになった、という意味で二重
の悲劇でもあった。

そうとは知らない松木は、沖縄中
部の喜捨場（北中城村）の小学校に
陣取った大隊本部の炊事兵を命じら
れた。東シナ海の海岸まで４㌔の地
点の丘陵地に本部はあった。

１０月１０日、那覇が初めて空襲
に遭った。米軍機１４００機の爆撃
で死者６００人、負傷者９００人を
数えた。１２月２日、沢村栄治が乗
った輸送船が、屋久島西方の東シナ
海で米軍潜水艦の魚雷によって撃沈
された。かつての宿敵の戦死を知ら
ないまま、松木は４５年を迎えた。

３月２３日の早朝、嘉手納沖に
米軍艦隊が迫っているのを松木は
目にした。米軍は「アイスバーグ
作戦」と銘打って、艦船１５００
隻、兵士５４万人という気が遠く
なるような編成で臨んだ。松木は
「将棋盤にコマをたてたようで、
深い緑の海も黒一色に塗りつぶさ
れた」と、米艦隊の密集ぶりに仰

。 、天した 昼間は爆撃機の波状攻撃
夜は艦砲射撃。米軍の攻撃は絶え
間がなかった。

特攻機戦闘を目撃

４月１日、米軍は上陸を開始し
た。松木の部隊は丘の中腹に人ひ

、とりが入れる穴を掘って隠れ潜み
攻めてくる米軍戦車に攻撃する戦
法をとった。米軍の大型戦車に通
じるはずはなかった。やむなく米
軍陣地に爆雷を抱えて突っ込む肉
弾攻撃を仕掛けたが、電波探知機
でたちまち発見される始末。日本
兵は艦砲弾や機関銃の集中攻撃を
受け、次々に死んでいった。

そうこうしているうちに、松木
のいた陣地は四方を米軍に囲まれ
た 「首里に向かおう」と隊長（中。
佐）が決した。松木は帯剣を外し
て身軽になり、自殺用の手榴弾だ
けを携えて、迫撃砲が雨あられと
降る中、敵陣を突破。首里への街
道を突っ走った。１２０人の部隊
のうち無事、首里に脱出できたの
は３０人だった。

首里の陣地は高台に位置してお
り、５㌔西の海岸を見張らすこと
ができた。特攻機が米軍機を襲う
様子も陣地からよく見えた。

特攻作戦が初めてとられたのは
４４年１０月のフィリピン沖海戦
だ。沖縄では４月６日から６月２

、２日まで１０次にわたって行われ
鹿児島県南部の知覧飛行場などか

。ら計約１９００機の航空機が出撃
操縦していたのは２０代前半の陸
・海軍の予備学生だ。大半は撃墜
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された。
絶対に生きては帰れない世にも

悲惨な「神風特攻」だが、常に死
を目前にしている松木にとっては
別の意味があった。

特攻機が奄美大島を過ぎた辺り
で米軍陣地に警報が鳴り響き、砲
撃はやむ。各艦隊は砲の向きを変
えて特攻機を待ち構える。特攻機
が島の上空から、艦隊のいる西海
岸に迫ると、サーチラで空を照ら
して対空射撃を始める。米軍艦隊
が特攻機の対応に追われている間
は陸上への攻撃がないので、松木

。らはつかの間の安心感にひたれる
特攻機が体当たりに成功し、火柱
が舞い上がる様は両国の花火を見
ているようだったと松木。だがそ
れは確実に特攻兵が命を落とした
瞬間だった。

あるいは松木が目にした特攻機
のなかに名古屋軍の選手だった石
丸進一が操縦する一機もあったか
もしれない。松木がタイガースの
兼任監督だった４１年に入団して
おり、内野手だった石丸とは試合
で顔を合わせていたと思われる。
石丸はその後投手に変わり、ノー
ヒットノーランを達成したが４３

、 。年 召集され特攻隊員を志願した
配属された鹿屋基地で、海軍の報
道班員として滞在していた作家、
山岡荘八とキャッチボールをし、
１０球を投げたところで「もう思
い残すことはない」と言って特攻
機に乗り込んだ。特攻で死んだた

だ一人のプロ野球人である。
牛島満司令官が率いる第３２軍
の司令部壕も首里に設置されてお
り 「首里は堅塁で持ちこたえられ、
る」との安全神話が松木に一時的
とはいえ心に余裕を与えたのだろ
う。その首里を放棄し、南部に後
退することになったのは５月９日
である。炊事兵である松木が弾雨
のなかを決死の覚悟で運んだ食糧
はすべてむだになった。

退却途中、迫撃砲の破片が松木
の足と尻に当たり、野戦病院にな
っている壕に運ばれた。

島南部のこうした野戦病院に 従「
軍看護隊」として女子生徒が投入

。されたのは４５年３月ころからだ
沖縄女子師範学校と沖縄第一高等
女学校の生徒による「ひめゆり部
隊」などの４１４人が犠牲になっ
た。

松木が収容された壕には従軍看
。護隊の女生徒はいなかったようだ

すぐそばまで米兵が迫ってきたた
めこの壕を出て、島の南端の野戦

。 。病院にたどり着いた 満員だった
今、平和祈念公園になっている摩
文仁海岸に向かった。数日後、満
員の壕は米軍に爆破された。

６月２３日、牛島司令官は「最
後まで敢闘し悠久の大義に生くべ
し」の言葉を残して自決した。沖
縄戦の事実上の終了だったが 「悠、
久の大義」のため、決死の突撃を
したり自決する兵は後を絶たなか

った。

兵隊当時の松木一等兵
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逃走中米軍の捕虜になる

松木の壕には３０人の兵と２１
人の女子挺身隊員がいた。女子挺
身隊員は兵隊の世話をしてきた地
元の女性たちだ。炊事兵である松
木は何度も女子挺身隊の人たちと
食事を作ってきた。その女子挺身

。隊の全員が自決すると言いだした
「米兵に捕まれば、殺されるか辱
めを受けるにきまってる」という
のだ。

松木は「野球でアメリカ遠征を
したことがある。アメリカ人の気
質は知っている。心配するような
ことは決してない」と、降服する
よう説得した。とはいえ、彼女た
ちだけで敵陣までいくのは容易で
はない。火炎放射で顔中を焼かれ
た少尉に「連れて行ってほしい」
と頼んだ。松木の負傷部位に巻か
れた布を白旗にして、少尉は挺身

。隊員とともに米軍陣地に向かった

松木は泳いで島の北部に逃げよ
うと試みた。ところが海に金網が
張ってあり、海を進むのはむりと
わかった。米軍の掃海艇が周囲を
見張っている。岩陰に隠れている
うち裸のまま寝入ってしまった。
気がつくと１０人の米兵に取り囲
まれていた。手榴弾は少し離れた
ところに置いたままだ。自殺もで
きず、捕虜になるしかなかった。

牛島司令官自決３日後の６月２
５日のことだ。

連れていかれたのは嘉手納海岸
の捕虜収容所だった。収容された
２０００人の９割以上が負傷兵だ
った。１週間後、東海岸の石川収
容所に移された。６０００人がい
た。四方は有刺鉄線が張り巡らさ
れ、米兵が絶えず機関銃を構えて
監視していた。

収容所は連隊の形をとっていて、
連隊長、大隊長もいた。松木は第７

。 、大隊に属した ７００人以上がいて
隊長は憲兵曹長だった。ＤＤＴを頭
の先から足先まで散布された。

４、５日後、身元調査をされた。
職業を聞かれた。プロ野球の監督、
と答えると、米軍の通訳は大リーグ
の選手名を挙げて「知っているか」
と尋ねる。日本に来た名捕手でその
妻は美人ダンサーだったと言うと、

「 」通訳は 彼から私は日本語を習った
と感激し、タバコ１ケースを松木に
与えた。

こうして、普通の兵士には考えら
れない形で松木の捕虜収容所暮らし
が始まった。松木にとってもっとも
うれしかったのは、女子挺身隊の２
１人が無事に収容されていることを
確認できたことだった。

米軍が上陸した沖縄西海岸の残波岬

大勢の兵士や市民が命を落とした摩文仁の
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収容所の野球大会

収容所暮らしが２０日ほどたった
ころ、カリフォルニア米が船で運ば
れた。米を食べるだけで健康はみる
みる回復した。８月１５日の夕方、
天皇が玉音放送をしたことを知らさ
れた。将校や下士官は肩身を小さく
した。松木は大学を出ているのに、
将校に昇任できる試験を受けなかっ
た 「将校になったら戦場から逃れ。
られない」というのが本音だった。
炊事一等兵だったことが幸いした。
ある時、収容所内で野球大会が開

かれることになった 「経験がある。
者は本部に集合せよ」と大隊長。通
訳には本職を明らかにした松木だ
が、捕虜仲間の兵隊たちには「小学
校出の女郎屋のおっさん」で通して
いた。ところがどういうわけか「タ
イガースの松木が収容所にいるらし
い」とうさが広がった。松木はしら
を切っていたが、捕虜のなかに阪神

、 。電鉄の社員がいて ばれてしまった
こうして野球大会が開かれること

になり、応援団が編成された。収容
所内の病院からシーツとハサミ、飛
行場から塗料などを盗み出し、和裁
屋が団長用の着物、洋裁屋がセーラ
ー服を縫い上げた。さらには毛糸を
ほぐして日本髪のカツラを作る者も
いて、立派な応援団ができた。劇団
女形や日本舞の師匠がプロの技を発
揮して応援したこともあって、松木
のチームは優勝。松木自身、この時
のために作ったブドウ酒で祝いあっ

た。その酔いが回るにつれ、様々な
本職を持つものが、その腕と技を押
し殺して兵器を持たされる戦争の不
条理を思った。

１１月下旬、また別の収容所に移
動させられた。そこは今、宜野湾市
の牧港火力発電所がある辺りであ
る。ある暴風雨の夜、兵士のＴが脱
走した。米兵だけでなく、収容所の
日本兵も捜索をさせられた。機銃を
構えたジープを先頭に、松木らが乗
ったジープも続いたが、見つけるこ
とは出来なかった。Ｔは夜間だけ行
動し、島北部にたどりついたが、漕
ぎ出せる舟を探しているうち、米兵
に捕まり、収容所に戻された。３日
間、入り口に置かれたドラム缶の上
に立たされたという。

松木が本土に送還されたのは４６
年３月４日のことだ。その１カ月後
の４月１０日、戦後の新選挙法によ
る初の衆院選挙が行われ、女性が３
９人当選。その年の１１月、憲法か
公布された。松木の戦争はようやく
終わった。

阪神タイガース松木一等兵の沖縄捕虜記 現『 』（
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戦死した大学の球友

沖縄の収容所から引き揚げて、大
阪で鉄工所を営んでいた松木の所に
４９年、藤村富美男が訪ねてきた。
「タイガースの監督に復帰してほし
い」との要請だった。プロ野球はこ
の年、セントラルとパシフィックの

、 、２リーグ制がしかれ 若林監督以下
別当薫、土井垣武ら主力選手がごっ
そりパリーグの毎日オリオンズに引
き抜かれ、監督不在という非常事態
になっていた。

翌年、監督に復帰し助監督の藤村
とともにターガースの立て直しにか
かった。終戦後、米軍に接収されて
いた甲子園球場を４８年からタイガ
ースが専用に使えるようになってい
た。５１年３位、５２年と５３年は
２位と、優勝を狙えるまでに成績が
上がった。

５４年、ビキニ環礁でのアメリカ
の水爆実験で第五福竜丸の船員が被
ばくし、原水爆実験反対のうねりが
全国にひろがった。その年の７月、
大阪球場での対中日戦。味方選手の
一打がファールか三振かをめぐって
紛糾、松木は主審を投げ飛ばした。
これを機に阪神ファンがグラウンド
になだれ込んだため、主審は審判控
室に逃げこんで「ゲームセット」を
宣告。タイガースは０－９で敗れる
という球史に残る放棄試合になっ
た。

松木はこの年のオフにタイガース
を退団し、翌年、大映スターズのコ

ーチに就任した。５６年に監督にな
り、５７年は沖縄でキャンプを張っ
た。松木は練習の合間に摩文仁の断
崖に向かった。そこで手を合わせて
いる女性を見かけた。田部武雄の母
親だった。田部は明大がアメリカ遠
征した時のメンバーだ。松木よりも
田部の方が大リーグのプロの評価が
高く、東京巨人軍の草創期の１番打
者になった。背番号は３である。

松木は沖縄戦線で、応召した田部
がすぐ近くの壕にいることを知っ
た。会う機会がないまま終戦を迎え
た。田部が摩文仁の海岸で戦死した
ことを後に知った。

このキャンプ中、女子挺身隊の女
性たちをも訪ね回った。一人に会う
ことができたが、放心状態だったと
いう。

当時、キャンプに参加した選手は
「まるで西部劇だった」と沖縄の印
象を語っている。その言葉通り、沖
縄はアメリカであった。

藤村が松木にタイガースの監督を
要請していたころ、アメリカは沖縄
を日本本土と切り離し 「太平洋の、
要石」として軍事基地を強化する方
針をとった。５０年に朝鮮戦争が勃
発し、５２年、日米安保条約が締結
されると 「防共の砦」としてアメ、
リカは沖縄を軍事支配下に置いた。
５３年、土地収用法を公布し、立ち
のきを拒否する住民の前で有無を言
わさず土地を奪う「銃剣とブルドー
ザー」によって、要塞の島にした。
面積が日本の０・６％に過ぎない沖

現役プロ野球選手当時の松木謙治郎
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縄に米軍専用施設が７４％集中して
いる現在の原型は、このときに出来
あがった。松木が最初に配備された
喜捨場の小学校は普天間基地の３㌔
南西だ。そこから見た嘉手納の海岸
近くの嘉手納基地から、朝鮮戦争で
は爆撃機が次々に飛び立った。
嘉手納基地の東６㌔のコザ地区は

今も横文字の店が軒を接し、アメリ
カ西海岸の場末の街を歩いているよ
うな錯覚に陥る 松木にとっては 懐。 「
かしいアメリカ風景」だったのか、
それとも「異様なアメリカ」だった
のか。戦争が終わったというのに、
沖縄が「戦争のアメリカ」になって
いたことをどう思ったのだろう。

首里高校の甲子園の土

１９５８年の全国高校野球大会は
第４０回を記念して沖縄を加えるこ
とになり、４７校が甲子園に出場。
沖縄大会を制したのは、沖縄一中以
来の伝統校である首里高校だった。

沖縄戦で沖縄一中の生徒３７１人
が「鉄血勤皇隊」として招集され、
２１０人が「鉄の暴風」によって若
き命を落とした。それから１３年後
の晴れ舞台である。
その２年前、アメリカの軍用地接

収政策に対し 沖縄の住民たちは 土、 「
地を守る４原則」を掲げて「島ぐる
み土地闘争」を展開するなど、アメ
リカ支配に対する反発が強まり、本
土復帰の要望が高まっていた。そう
した中での首里高校の甲子園であ

る。沖縄全島民の期待がいやがうえ
にも首里ナインに注がれた。

首里高校は首里城跡とは目と鼻の
先の高台にある。松木が特攻機の攻
撃を目撃した首里の陣地にもほど近
い。松木にとって縁の薄からざる土
地だ。しかもは、プロ野球のキャン
プなどで沖縄に滞在中は、現地の高
校生の指導もかってでていた。この
年から東映フライヤーズの打撃コー
チになっていた松木は元甲子園球児

、 。として 首里の出場を素直に喜んだ

パスポートを携え、３日がかりで
甲子園近くの宿舎にやってきた首里
の選手たちを松木は中華料理に招待
しようと考えた。しかし、食中毒の
心配があるとして外食は認められな
かった。そこで、松木は宿舎にスイ
カを差し入れ、選手を激励した。

組み合わせ抽選の結果、初戦の相
手が敦賀であったことは冒頭に触れ
た。敦賀高校は、敦賀商業や敦賀中
学などが合併して４８年に新生高校
として発足。要するに松木の母校で
ある。松木のときの初出場から数え
てこの年は１４回目の出場だった。
ＯＢでかつプロ野球指導者である松
木がおおっぴらに首里の応援をする
わけにはいかない。内心、気が気で
はなかっただろう。

開会式の選手宣誓は高野連会長の
計らいで首里の仲宗根弘主将が行っ
た 「沖縄の子が日本語を話す」と。
驚いた人は少なくなかった。

首里の試合は大会二日目、つまり
開会式の翌日だった 「坂東英二投。

甲子園で選手宣誓をする首里高校の仲宗根弘主将
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手にさえ当たらなければ」と、選手
たちには密かに期するものがあっ
た。坂東投手は剛速球投手と名はせ
ていた優勝候補の筆頭の徳島商業

のエースだ。だが、甲子園の常連校
である敦賀はやはり一枚上だった。
首里は３安打に抑え込まれ、逆に敦
賀は１２安打を放った。スコアは０
－３。首里の守備陣が敦賀の強打線
をよくしのいだといえた。
那覇のラジオ店の前の黒山の人だ

かりからはため息がこぼれたが、そ
の一方で「本土との差はわずか」と
一種の自信が沖縄の人たちに芽生え
た。
首里ナインが全国の注目を集めた

のはこの後である。
試合後、敗れたどのチームもする

ように、首里の選手たちは甲子園の
土をスパイクシューズのケースやビ
ニール袋、なかにはユニホームのズ
ボンのポケットにまでいっぱいに詰
め込んだ。京都や奈良を観光したあ
と８月２６日、鹿児島から船で那覇
港に着くやいなや、選手たちが大事
に持ち帰った甲子園の土が没収され

。「 」た 外国からの土は持ち込めない
との法律にひっかかったのだ。植物
防疫官の手で、瓶詰された土が海に
投棄された。新聞は「甲子園の土哀
れ」と報じた。
全国から「かわいそう 「非情な」

法律」の声が沸き上がり、日本航空
のスチュワーデスが甲子園周辺の小
石４０個を拾い集めて首里高に送っ
た。その小石を埋め込んだモニュメ
ント 「友愛の碑」が首里高の敷地、

内に造られた。
「甲子園の土」事件は、沖縄が外

国であることを多くの国民に気付か
せることになった。

坂東英二と張本勲

第４０回全国高校野球大会で、試
合として球史に残したのは、首里ナ
インが「対戦したくない」と思った

、 。徳島商業のエース 坂東英二である
準々決勝で魚津（富山）と対戦し、
０－０のまま延長。１８回になって
も決着せず引き分け再試合になっ
た。

それは京都五山送り火の日だっ
た。私は両親に連れられて京都の夏
の夜を彩る大文字を見に行った。私
は、京都と大阪の中間の高槻に住ん
でいた。家を出る時、すでに徳商―
魚津戦は始まっていた。京都の大学
病院の屋上から大文字を楽しみ、国
鉄（当時）京都駅に戻ると、試合は
まだ続いていた。駅ビルのスピーカ
ーから実況放送が流れていて 「ホ、
ームに突っ込んだ。タッチアウト」
というアナウンサーの興奮した声が
浴衣姿の人ごみに響いた。

翌日の再試合を３－０で勝った徳
商は決勝に進んだが、柳井（山口）
に０－７で負けた。坂東は疲労のた
め本来のピッチングができなかった
のだ。魚津との再試合の日、柳井は
休むことができた。魚津戦が再試合
にならなければ、坂東が優勝投手に
なった可能性が高い。

その坂東は旧満州からの引き揚げ
一家の末っ子である。ソ連軍の侵攻
によって母親は４人の子どもを連れ
て満州をさ迷い歩いた。６歳だった
英二少年は粗末な小屋で動けなくな
った 「このままでは死ぬ」と母親。
は中国人に預けることを決意した。

、 。翌朝 雪の中を中国人が迎えにきた
「 」 、おいしいご飯が食べられるよ と
母親は坂東を抱き上げた。だが、坂
東はひっしに母親の足にしがみつ
き、離さなかった。母親は預けるの
を断念した。

一家は８カ月間の逃避行のすえ、
日本に引き揚げることができた。１
０年後、母親に捨てられそうになっ
たと知る 「母ちゃんはぼくを売る。
ろうとした 。その激しい憎しみを」
忘れるために坂東は野球に没入し
た。甲子園に大きな足跡を残した坂

。 。東 その胸の奥に戦争の影があった

松木に話を戻す。首里高や坂東の
甲子園の翌年、東映に張本勲が入団
した。

張本の母親は韓国・慶尚南道の出
身。３人の子どもを連れて広島へ。
６畳一間、トタンぶきのバラックで
暮らした。爆心地から２㌔しか離れ
ていなかった。５歳の時、被爆。姉
が亡くなった。

その張本が被爆者であることを松
木は知らなかっただろう。広島に原
爆を落とされたとき、松木は沖縄の
捕虜収容所にいて、点呼の際に内地
のニュースを聞かされた。原爆投下

特集戦後70年　沖縄戦捕虜となった元阪神監督

45 Lapiz2015Winter



を知らさが、信じられなかったとい
う。
高校を出てすぐに東映のキャンプ

に参加した張本は松木の薫陶を受け
た 「打率を残せ、ホームランを打。
て、盗塁もできる完璧な打者を目ざ
せ」と高い目標を課した松木は張本
の打撃フォームを直した。１９８１
年に引退するまで３０８５安打、５
０４本塁打、３１９盗塁を記録。３
０００本安打を超えたのは日本のプ
ロ選手では張本ただ一人である。
最近、張本は、被爆者としての新

聞記者やテレビなどのインタビュー
に答えて「戦争は絶対にしてはいけ
ない」と強い口調で主張している。

タイガース日本一の年

国中が安保闘争のうねりとなった
６０年に東映フライヤーズの打撃コ
ーチをやめた松木は６９年から７０
年の途中まで東映の監督を務めた
後、プロ野球界の一線から退く。沖
縄が本土に復帰したのはその２年後
だ。
８５年、阪神タイガースはランデ

ィ・バース、掛布雅之、岡田彰布ら
の「第二次ダイナマイト打線」が火
を噴き、２１年ぶりにリーグ優勝を
した。さらに日本シリーズも制して
２リーグ制になって初の日本一に輝
く。松木が阪神の監督を退いて３１
年がたっていた。
タイガースファンが熱狂している

その夏、日航ジャンボ機が御巣鷹の

尾根に墜落し、５２０人が犠牲にな
るという航空史上最大の事故が起き
た。

それは８月１２日、甲子園球場で
高校野球の熱戦が繰り広げられてい

。 （ ）るときだった 羽田から大阪 伊丹
に向かっていた日航のボーイング７
４７型機が突然、操縦不能状態にな
ったのだ。後部圧力隔壁の修理ミス

、 、が原因とされているが 異論もあり
真相はなお闇のなかである。

１９０３年にライト兄弟が有人動
力飛行に成功して以来、２０世紀は
航空機の世紀になった。１１年後の
第一次世界大戦で早くも戦闘機とし
て登場。第二次世界大戦では航空機
が最大限に駆使された。那覇をはじ
め全国の都市を襲ったＢ２９も、原
爆を落としたエノラ・ゲイも、日本
軍のゼロ戦もそして特攻機も航空機
である。

米軍占領下の日本の悲願のひとつ
は民間航空の運航だった。５１年に
日本航空が設立されたが 翌年 も、 、「
く星号」が伊豆大島で墜落、乗員乗
客３７人が死亡するなど、多難の船

。 、出だった ６１年からジェット化し
航空輸送は高度成長を支える花形に
なった。８１年から始まるバブル経
済を前にしたジャンボ機事故は 少、「
しでも早く」という戦後の日本経済
の効率主義の陰の部分をさらけ出し
たといえた。

バブルといえば、タイガースの打
線もいささかバブル的であった。甲
子園球場でのバース、掛布、岡田の

バックスクリーン３連続ホームラン
に見られるように、打ち出せば止ま
らない実力以上の打線だった。松木
の目にはどう映ったのだろう。

その年のクリスマスイブに松木は
自宅で血を吐いた。胃の潰瘍が重症
化していたのだ。翌年２月２１日、
７７年の生涯を閉じた。
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少女乱暴事件の沖縄米兵

松木謙治郎が亡くなって９年後の
１９９５年、沖縄で米兵による少女
暴行事件が起きた。
９月４日午後４時ころ、沖縄島中
、 、部 キャンプハンセンの軍人３人が

商店街で買い物をしていた１２歳の
小学生の女児を乗っていた車に押し

、 。込んで拉致 近くの海岸で強姦した
沖縄県警は逮捕状を請求。しかし日
米地位協定によって、起訴前は逮捕
状を執行できない決まりになってお
り、県警は３人を拘束して取り調べ
ることができなかった。沖縄は本土
に復帰し、甲子園にもパスポートな
しに出場できるようになったもの
の、こうした不合理な地位協定に縛
り付けられているのが実態だった。

沖縄の人たちの米兵の横暴に対す
る怒りが爆発、１０月２１日、宜野
湾市で県民総決起大会が開かれ、８
万５０００人が参加した。大田昌秀
・沖縄県知事は「少女を守れなかっ
た と悲痛の声を上げた それは 米」 。 「
兵は怖い 「米兵出ていけ」という」
素朴な沖縄の人たちの思いを表した
ものだった。
もし松木が生きていたら、この報

道をどう思っただろうか。女子挺身
隊員に「アメリカは（女性に乱暴す
るような）そんな国でない」と説得
した松木である。実際、女子挺身隊

が無事であったことは既に述べた通
りだ。沖縄戦中の米兵と、戦後の米
軍基地の米兵とは別物なのかどう
か。野球人である松木はアメリカの
よい面だけを見てきたのかもしれな
い。

乱暴米兵が駐
留していたキャ
ンプハンセンか
ら北約１３㌔の
所に辺野古があ
る。政府はこの
少女暴行事件翌
（ ）年 １９９６年

の日米合意に基
づいて普天間基
地を移すという
名目でジュゴン
が生息するこの
辺野古沖に新し
い米軍基地を建設しようと躍起だ。
昨年１１月の知事選で当選した翁長
雄志知事は 「辺野古基地反対」を、
掲げて、政府と真っ向から対立。国
と沖縄県とは法廷で争うに至った。

沖縄の人たちの思いが高校球児に
のり移ったのだろうか。１９９９年
春の甲子園で沖縄尚学高校は決勝へ
と勝ち進んだ。水戸商業に９回まで
に７－２とリード、沖縄初の甲子園
優勝は目前だった。私は歴史的瞬間
をこの見届けようと、沖尚のアルプ
ススタンドにいた。大阪在住の沖縄
出身者たちは口笛を吹きならし、エ
イサーを踊りだしてまるでお祭り騒
ぎだ。優勝が決まった瞬間、誰もか

もが抱き合っていた。
２０１０年には興南高校が春夏連

覇というとんでもない偉業を成し遂
げた。首里が初出場して半世紀。本
土のチームと堂々と渡り合い、かつ

相手をのみ込むまでに成長したの
だ。

政府は辺野古問題に関し、沖縄県
民の民意を無視する構えである。だ
が、戦前、戦中、戦後の歴史の中で
日本軍に、米軍に、そして日本政府
に踏みつられながら沖縄の人たちは
抵抗の魂を磨いてきた 松木なら 沖。 「
縄の高校野球が沖縄人の誇りを実証
している」というだろう。

原発の町の光と影

高校野球１００年の今年春の甲子
園、選抜高校野球大会で敦賀気比高

嘉手納基地上空で訓練飛行をする米軍戦闘機
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校が優勝した。松木の出身の敦賀市
の私立高校だ。北陸では初めての全
国制覇だった。もうひとつ、マスコ

「 」 。ミが気付かない 初めて があった
原子力発電所が立地している市町村
の高校としては初めての優勝なので
ある。

琵琶湖まで２０㌔足らずの敦賀
は、北国と畿内を結ぶ物資運搬の拠
点として早くから発展し、江戸時代
から明治の半ばまでは北前船の交易
港として栄えた。敦賀市の中心地か
ら日本海に突き出ている敦賀半島の
ほぼ中央に常宮神社がある。いまも
海上の守り神として信仰を集めてい
る。
その常宮神社の約１０㌔北、同半

島の突端に原子力発電所の建設が始
まったのは１９６６年のことだ。日
本原子力発電（原電）敦賀原発１号
機である。松木がＮＨＫの解説者を
していたころだ。東映の監督時代の
７０年３月１４日、営業運転を開始
し、大阪万博へ送電。開会式で「原
子力の灯が万博会場に届いた」とア
ナウンスされた。日本では東海原発
に続いて２番目、西日本では初めて
の商業用原発である。
「原子力の平和利用」の名のもと

に原発推進を国策としてきた戦後日
本。そのなかで、敦賀は“優等生”

として、原発立地を進めてきた。北
前船が衰退するとともに町の活気が

。「 」なくなった敦賀である 昔の栄華
を取り戻そうと、原発政策にのった
のだろう。敦賀原発２号機のほか、
同半島には現在、関西電力の美浜原
発１～３号機、日本原子力研究開発
機構（原子力機構）の高速増殖原型
炉「もんじゅ」が立地している。一
市町村としては最も原発が最も密集
している所の一つだ。

１９９９年７月、敦賀原発２号機
で一次冷却水漏れ事故が起きた。運
転中の原発を冷やせなくなる恐れの
ある事故だった。金属疲労によって
配水管に亀裂が生じたためだった。
原電側は「火災報知機が作動したの
で事故に気付いた」と説明したが、
「安全神話」は揺らぎ始めた。

２０１１年３月１１日、福島第１
原子力発電所が、津波による電源喪
失によって原子炉内を冷やすことが
出来なくなり、メルトダウン状態に
陥った。敦賀２号機の事故を教訓と
していれば 「冷やす」ための対策、
がもっととられていたかもしれな
い。

今年３月、敦賀１号機の廃炉が決
定した。敦賀気比高校の快挙の１８
日前である 「万博の灯」に始まっ。

て、事故そして廃炉へ。敦賀原発は
「原発大国」である戦後日本の光と
影でもあった。

松木と原発は基本的には何の関係
もない。だが、松木が生まれた１９
０９年に原子と分子の実在が証明さ
れ、松木生誕１００年の２年後に福
島原発事故が起きたことを思うと、
敦賀出身であることとは無縁でない
のかもしれない。

松木は７４年 『阪神タイガース、
』 。松木一等兵の沖縄捕虜記 を著した

２０１２年、現代書館から復刻され
た 本稿は同書を基に構成した 生。 。「
きて虜囚となるなかれ」の戦陣訓が
兵士に骨の髄まで浸透、復員後も捕
虜になったことを隠していることが
多く、捕虜収容所の記録は少ない。
松木はあっけらかんと文章を綴って
いて、多くの戦記もののような悲壮
感も英霊賛美もない。だがその淡々
としたタッチがかえって貴重な記録
になっているように思える。

戦後７０年。それは戦前、戦中の
３０年も合わせた１００年のレンジ
でみてはじめて、その現代史的意味
をとらえることができるだろう。松
木の波乱万丈の人生。それはこの国
の波乱万丈の１００年そのものであ
った （文中敬称略 ）。 ）

特集戦後70年　沖縄戦捕虜となった元阪神監督
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ロシア正教会。これは当時はなかった！

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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戦前からあるというパン屋さん。もっとも当時の面影はない。群山

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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日本家屋が再生された町・群山

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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製紙工場引き込み線・群山

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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製紙工場引き込み線・群山
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製

紙工場引き込み線・群山

列車の運行状況（写真右）

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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旧広津家屋・群山

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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旧日本領事館・木浦

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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旧日本領事館内部・木浦

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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旧第 銀行・仁川58

特集戦後70年　サハリンと韓国・今も残る建造物
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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。













breath of CITY
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喫煙に関する反宇宙論的考察
白石阿光・作

男は叫んだ。
国民総禁煙法は憲法違反だ！「
個人の基本的人権を侵害し

ている」
「国会の多数決で決まったこ
とです。喫煙による健康被害

。は医学的に証明されています
また、煙草による疾病が増え
て医療費が膨らみ、国家財政
が危機に瀕しているのです。
基本的人権どころではありま
せん。選択の余地はないので
す」
「税金だって人より多く払っ
てきたじゃないか」
「病気が増えて医療費負担が
増えた上に、働ける人が減っ
て税収が減ったんです。あな
たの税金では足りません」
「私は認めない！ 自分のこ

とは自分で決める。おれは吸
うぞ！」
「わがままは許されません。
あなたを逮捕します」

男は連れ去られた。

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

「明日は山狩りだそうだ」
「俺たちもかり出されるの
か？」
「 。 、それはそうだろう なんせ
最後の一人だからね。絶対に
逃がすわけにはいかんのだ」
「いよいよ喫煙人絶滅か」
「どこにかくれているか、わ
かってんのか」
「一番深い谷しか残っていな
いんだからそこしかない。あ
したは総攻撃だ。国防軍も出
動する」

次の日、谷を取り囲む稜線
には森の木の数よりも多い軍

、 、隊と警察隊 自衛団が集まり
空には数機のヘリの轟音が空
を振るわせていた。
「いたぞ！ 無人機のカメラ
に人影が写った」
「北東斜面からガス中隊を突
入させよう」
「紫煙防護マスクを全員につ

けさせるのを
忘れるな」

「あなた！ あ
なた！ もう諦
めて出て来て

ください。秘密のタバコ畑も
潰されました。もう何をして
も無駄です。お母さんも麓で
待っています。お腹の子供も
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泣いています」
「あなたは出てきても捕まり
ません。人間研究国宝として
年金が支給されるそうです。
ハローワークに通わなくても
いいんですよ」

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

騒々しさが極限に達したと
思われたとき、一瞬にして世
界の音も色も、装飾のすべて
が消えた。

、 。男は 記憶と思考を失った
そしてただ立っていた。

、男が銅像になりかけたとき
膝の前を何かが横切った。い
や、何かと言っても気配だけ
の何かだ。しかし、男は確か
に感じたのだ。何も見なかっ
た目がその気配を捉えた。気
配が無数に飛び交い、目はた
だ真っ白い世界の中にそれを

。 、感じていた ニュートリノか
と男は直感したが、それはむ
しろ反ニュートリノというべ
きものであったろう。

目を大きく見開き、頭蓋骨
がぶっとふくらむくらいの力
を込めてまばたきしたとき、
ぱっと視界が開け、世界の色
と音が戻った。

目の前に現れたのは一瞬の
。どかな田園風景かと思われた

最初に目に飛び込んできたの
は世界で一番大きいと教わっ
た熱帯系の花びら。その真ん
中にヨークシャー種の牛が立
っており、乳房から伸びたホ
ースはまっすぐ上空に立ち上
がり、牛乳がその中を上って
いくのが見える。乳は上に行
くにつれて微粒子化し、やが
てホースも乳も見えなくなっ
てしまった。

見渡すと、色とりどりの大
きな花があちこちに咲いてお
り、その上に馬や熊、鹿、ラ

、 。イオン 虎がじっとしている
さらに目を凝らすと形と大き
さが異なった大小の花びらが
辺り一面に敷き詰められ、そ

、 、の一つ一つに猫や犬 ネズミ
、 、 、アルマジロ ゴキブリ ハチ

てんとう虫、ミミズ、ダンゴ
ムシ、ダニなどがたたずんで
いる。

男は、自分のまわりにも何
かがあることに気がついた。
ホースが頭についている。体
のまわりには透き通った真綿
のようなものがロートをひっ

くり返した形で上に伸びてい
る。男は息を吸った。思い切
り吸った。頭がボーッとなっ
て何もわからなくなってしま
った。

風が吹いていた。確かに風
が頬をなぜたのだ。男はおも
むろに目を開けた。

無数の反ニュートリノが無
数に飛び交っていた。ここは
どこなのだーー男は思い出し
た。宇宙が始まるとき、エネ
ルギーの揺らぎから世界がで
きた。無からできた宇宙、そ
れがこれまで育ってきた世界
だ。では、見たことがなかっ

。たこの世界は反粒子の世界か
突然、雷鳴が轟き、大きな

。 。光が走った 光は粒子である
ここの光は反光子と呼ぶべき
か否か。そんなことを考える
まもなく、光のチューブの中
を裸の子供があっというまに
巻き上げられて消えた。する
と男の体がふっと浮いたかと
思うと、光のシャワーに持ち

。上げられて放り投げ出された

。あの世界はなんだったのか
男にはわからなかった。しか
し、さっきあの裸の男の子が
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走り去るのはしっかりと目に
焼き付いていた。あの子はあ
の世界から追放されたのだ。

あの世界は物が動くことに
よる心や物の摩擦をなくして
いる。動きを止めることによ
って平和を得たのだろう。そ
して、先祖帰りなどで動くも
のが現れたら、反宇宙の意思
として排除するのだ。

あの子は花びらの茎を伝っ
て降り、小さい花びらを蹴散
らしながら走り回っていた。
男の記憶にその場面だけが浮
かんだ。その小さい花びらか
らは無数の赤い微粒子が吹き
出し、超スピードで天上に吸
い込まれた。天はその子を吸
い上げようとして、同じく排
除すべき存在、すなわち男を
発見したのであろう。

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

「国民総禁煙法は憲法に優先
する」――内閣法制局長官が
つぶやくように発言した。
「聞こえないぞ！」――野党
議員の声のようだ。

議長が小さな声で言った―
―「憲法の効力を停止し、喫
煙禁止取締法案他関連 法100

案を一括して採択します」
与党議員が合図とともに起

立し、そして議場から逃げ去
った。野党議員はあっけにと

、 。られ ただ茫然と立っていた
その時には国会議事堂は国防
軍に取り囲まれていた。

それから始まった喫煙者狩
りはすさまじいものだった。
隣近所で煙がたなびくとどこ

。からともなく禁煙兵が現れた
密告も後をたたなくなり、地
域社会の絆は崩壊した。

政府内部の政権抗争にも利
用された。そのあげく、政治
家のほとんどは粛清され、合
法的に軍事政府ができあがっ
た。

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

男は山中深い洞穴にいた。
天井から滴る水滴を避けなが
ら奥深く進むと、そこにいた
のは貧乏神のような老人だっ
た。見ると煙草をおいしそう
にぷかぷか吸っていた。その
横には「ノンニコタル」と書
いた煙草の箱のようなものが
あった。

男は思わず「私にも吸わせ

てください」と叫んだ。老人
はチラッと目ん玉を男の方に
回転させたが、それもほんの
一瞬だけだった。
「タバコをください！ 「タバ」
コを タバコを タバコ タ」「 」「 」「
バコ！ 「タバコォオ～ 」」 !!

老人の耳元で叫んだ。
「お前は・タバコが・吸いた
い・のかね」

昔のコンピューター合成音
のような声で老人は言った。
「どれでも・吸うが・いい」
「ただし・どうなっても・知
らない・ぞ」

男はかまわず煙草の箱を開
け、老人の前のランプのほや
を上げて火を付けた。
「うまい！ 「生きててよかっ」
た 幸せだ～ サイコー う」「 」「 」「
めえ～」

忙しく吸いながら、吸うた
びに歓喜の声を上げる。
「わしの話を・聞いてから・
吸えば・いいもの・を」
「その・タバコは・わしが発
明・したものじゃ。一箱を・
除いてな。昔は・愛煙家が多
くて・税金も多かった。じゃ
が・健康被害が増え・労働者
が減った。医療費が増え、税
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。金が減った・ということじゃ
そこで政府は、わしに健康に
いい煙草を作れと言った。発
明したのがこれじゃ。ニコチ
ンもタールも出ないが、脳を
ある仕組みで刺激すれば煙草
を吸ったと脳が勘違いし、満
足する。これでうまくいくは
ずじゃった」

いつのまにか老人の声は合
成音ではなく、しわがれ声に
なっていた。

「脳が勘違いさえすれば何で
煙草を作ってもいいのだが、
煙草栽培農家は困る。他にも
妨害者はいたが、そのうちま
がい物が出てきた。同じ仕組
みを使って脳をコントロール
しようという者が現れた」
「そして、ついに事故が起き
たのじゃ。タバコを吸うと脳
が溶けた」
「大統領派は脳をコントロー
ルしようとしたのだが、首相

。派は煙草を禁止しようとした
健康被害なんか関係ない。政
争の具に使われたのじゃ」

言い終わったとき、男は倒
れていた。脳が溶融する煙草
を吸ったのだ。老人は紛れ込
んだ 箱を男のおかげで選び1
出すことができた。

洞窟の前の空を爆撃機が飛
んだ。森を押し倒す音がだん
だん近くなった。
「さてそろそろだな」

。老人はやおら立ち上がった
その声は覇気のある若者の声
だった。

老人、いやいまや若者は、
残りの煙草をかき集めて機械
にかけた。一瞬、ある気配が
超高速で飛び交った。それは
数千億個のニュートリノであ
ったろう。

煙草は無数の青い微粒子に
なり、森の中を進軍してきた
兵士たちを抱き込んだ。空も
青く染まり、爆撃機もヘリコ

。プターのエンジン音も消えた
兵士は体がだるくなった。

乗っていた戦車は瞬時に花び

らに変わっていた。兵士はや
がてゆっくり立ち上がり、裸
になって笑顔を見せたまま花
びらの上で動かなくなった。

爆撃機もヘリコプターも地
上に落ちたときには花びらに
変わり、操縦士も戦車の兵士
と同じ形となった。

と、それらの変化と同時に
。空からチューブが伸びてきた

そして、花びらともども兵士
。 、を吸い込んで消えた すべて

あっという間の出来事であっ
た。

軍隊は消え、静かな森がよ
みがえった。

☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇☆◇◇
◇◇☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇☆
◇◇◇◇◇☆☆☆☆☆☆☆☆

静けさは、ニュートリノと
反ニュートリノが衝突して無
のエネルギーを取り戻したか
のようだった。

（出典明記の上転載自由、改作不可、追記創作・コメント歓迎）
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文 ・井上脩身
写真・片山通夫

～ひっかき画にみる古代と現代～

一つの絵に目を奪われた。石に釘ようのもので
ひっかいてかいたような線画だ。絵の中で大勢の
ひとたちがバイオリンやチェロなどの楽器を弾い
ている。タイトルは「オーケストラ 。札幌市の道」
立三岸好太郎美術館で出合った一点だ。作品の脇
の解説パネルには「ひっかき技法でかかれた」と
ある。三岸好太郎（以後、三岸と表す）が実際に
何かでキャンバスをひっかいて仕上げたのだ。私
はこの作品からふとニシンの豊漁に沸く北の海人
を思い浮かべた。三岸の母イシはニシン漁の村の
出なのだ。

オーケストラ 三岸好太郎画

北前船　ニシンに沸く石狩の港
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夭折の画家・三岸好太郎

三岸は１９０３年、札幌市に生まれ
た。早くから才能が開花し、１９歳で
画家修業のために上京 「天才」とほ。
めそやされ、２１歳のとき「兄及ビ彼
ノ長女」で春陽会賞の主席に。この兄
は１１歳年上の異母兄である作家、子
母沢寛である。その年、節子と結婚。
節子は女性洋画家初の文化功労者とな
り９４歳の長寿を全うするが、三岸は
放縦な生活がたたったのか、胃潰瘍が
悪化し３１歳の若さで世を去る。

「オーケストラ」は３３年、第３回
独立美術協会展に出展された。手前の
左右にバイオリン、中ほどにチェロ、
後ろにコントラバスが配されていて、
刻まれた線から音が出ているように感
じる程、線と線が響き合っている。こ

の時、三岸は３０歳。脂がのった天才
画家の傑作だ。

冒頭に述べたように、三岸の母は厚
田の出である。司馬遼太郎は７９年、
『街道がゆく１５――北海道の諸道』
（朝日新聞社）の取材で厚田村を訪ね
ている。司馬は「かつて（明治の中期
まで）鰊（ニシン）が間断なくやって
きてこの村に金と人が渦巻いていたと
いうようなにおいはもう残ってない」
といささか残念そうである。

さらに司馬は、子母沢の『夜逃げし
た厚田村』のなかの「半農半漁、昔は
豊かな村であったが私が十歳のころか
らはばったりニシンがとれなくなっ
て、うちの漁労長（せんど）が、私の
祖父（網元も兼業していた）へ、海の
水が湯みてえだといって、泣きっつら
をしているのを見た」とのくだりを引
用 「なにしろ子母沢さんの小学校の。
ころ（明治３０年代の前半）にはすで
に鰊が不漁だったらしい」と書く。

三岸の母が子どもだったころ、ニシ
ン漁は昔のような活況がまだ残ってい
たようだ。司馬はこうも書く。

イシが札幌での貧乏ぐらしのなか
で、厚田村がいかにいい所かをお伽話
がわりに語ってきかせたのであろう。

、 、幼い好太郎の脳裏に この村の浜や磯
あるいは鰊がクキ（群来）をなしてや
ってくるさまなどを活きて動くように
映し出されたにちがいない。

三岸が夭折して３３年後の１９６７
年、節子ら遺族によって寄贈された２

２０点をもとに道立美術館が開設さ
れ、７７年に道立三岸好太郎美術家に
改称された。三岸芸術のすべてがこの
美術館でわかるわけだが、直接ニシン
漁を描いた作品はなさそうだ。だが、
司馬がいうように 「ニシンの村」の、
歓喜への思いが彼の創作の根底に流れ
ていたのであろう 「オーケストラ」。
が、ニシンの豊漁に沸く村人を表して
いるように見える、というのはあなが
ち私の思い過しとは言い切れないだろ
う。

１６００年前の洞窟画

手宮洞窟は厚田から約５０㌔南西の
。 （ ）小樽港近くにある １８６６ 慶応２

年、小田原からニシン番屋の建設に来
た石工、長兵衛によって発見された。
長兵衛が建設用の石を探していると
き、凝灰岩の岩壁に様々な文様が刻ま
れているのを見つけたという。

イギリス人地質学者、ジョン・ミル
ンによって学術調査が行われ、岸壁に
は「角のある人」や「手に杖を持った
人 「四角い仮面のようなものをつけ」
た人」などに見える文様が刻まれてい
ることがわかった。続縄文時代中期か
ら後半に当たる、今から１６００年前
のものとみられた。洞窟壁画といえば
旧石器時代のスペインのアルタミラの
洞窟画が有名だが、古代日本でも洞窟
に石器を使って文様を刻んでいたの
だ。

「角をもつ人」はシベリアなどの北

三岸好太郎美術館
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東アジア地域で見られるシャーマンを
表現したのではないか、といわれてい
る。手宮辺りの先住民はすでに日本海
を挟んで北東アジアの人々と交流して
いたことを示すものとして１９２１
年、国の史跡に指定された。

小樽市総合博物館の運河館に手宮洞
窟画のレプリカが展示されている、と
聞きさっそく訪ねた。

文様のほとんどは鮮明ではなく、素
人目には普通の岩の凹凸との区別はつ
かない。だが 「角のある人」は確か、
に一目了然だ。私には「角をもつ」と
いうより、両手を上げて踊っているよ
うに見えた。

そのそばに、刻まれた部分だけを黒
く示した「手宮洞窟陰刻画実測図」が
展示されている。これを見ると、大小

とりまぜて約３
０の文様が刻ま
れている。弓を
持っている人、
シカのような動
物、モリで何か
をつっついてい
る人などの文様
にみえるものも
ある。私は、一
つの集落が獣の
猟や魚の漁で獲
物を得て喜びあ
っている様を表
している、と思
った。

ところで、１９５０年、小樽の西約
１０㌔の余市に海水浴に来ていた札幌
の中学生と高校生の兄弟がフゴッペ洞
窟を見つけた。この洞窟の壁にも同じ
ような文様が刻まれていた。洞窟は海
岸から２００㍍の所だ。二つの洞窟画
を併せ考えると、獣猟にも増して豊漁
の喜びを表しているといえそうだ。

三岸が１８歳、上京する時に手宮洞
窟画は国の史跡に指定された。このニ
ュースを知っていた三岸が「オーケス
トラ」の構図のヒントにした、と思え
なくもない。

屏風に描かれたニシン漁

小樽総合博物館運河館は、ニシン漁
で発展した小樽の歴史を学べる場であ
る。私もいきなり手宮洞窟画を見たわ
けではなく、まずはニシン漁に関する

展示物に触れることから始めた。

先住民がいつからニシン漁をしてい
たかは定かではないが、蝦夷地であっ
た北海道西海岸のアイヌの人たちはニ
シンを「カムイチエップ（神魚 」と）
して崇めてきた。春、海岸に祭壇を設
けてイナウ（木幣）を立ててニシンを
迎える祭りをしたという。アイヌの人
たちはイラクサなどで編んだたも網で
漁をした、と伝えられている。

本州から蝦夷地に渡ってきた和人が
ニシン漁を始めたのは１４４７年ころ
だ。海中に仕掛ける刺し網漁だった。
渡島半島南部の江差地方では、浜で小
屋掛けするようになったという。江戸
時代、松前藩の家臣に与えられた知行
地での交易を委託された商人がニシン
漁の主体になった。藩の統制下の、い
わゆる場所請負制での漁だった。

だが、江戸も中期に入ると大きく様
相が変わる。本州各地で新田開発が進
むなか、肥料としてニシン粕の需要が
急激に高まり、蝦夷地はその供給地と
して脚光を浴びることになった。石狩
湾岸を中心に日本海に面した港は、ニ
シン交易をする北前船が出入りした。

明治に入って場所請負制度が廃止さ
れると、ニシンの漁獲量が飛躍的に増
加。家族経営の刺し網から、数百人規
模の建て網漁へと規模が拡大した。北
前船が小樽まで北上したのは１８７０
（明治３）年だ。小樽など石狩湾の各
港からニシンを積んだ北前船が南下し
ていった。

手宮洞窟画のレプリカ
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以上は同館に入る前に関連図書など
で仕入れた予備知識である。同館では
北前船の模型、北前船の航路解説パネ
ル、廻船問屋が発行した引き札などが
展示されている。北前船が出入りする
港の多くの展示場とほぼ同じ展示方法
だ。だが、この後が違う。大きな屏風
絵が目に飛び込んできたのだ 「鰊盛。
業屏風」と名づけられた六曲一双屏風
である。

左半分には港から出ていく８隻の小

舟が描かれている。沖にはすでに３隻
の舟が待ち構えている。右半分には大
きな建物。番屋だろう。その手前には
数多くのむしろが敷かれていて、男た
ちがほうき様の道具でむしろの上のも
のを平にしている。さらに右端には４
個の大きな釜。煮炊きの準備が始まろ
うとしているようだ。

描かれている男の人数を正確には数
えられないが、１００人前後にはなり
そうだ。そのほとんどは季節労働者で

あろう。屏風の作者は明治時代の日本
画家、久保田金遷。明治３７年、セン
トルイス万博の出品作品だ。作品解説
パネルには「網入れ、網起こし、鰊つ
ぶし、出荷までの一連作業を、躍動的
かつ繊細に描写している」とある。ニ
シン漁が華やかだったころの様子を活
写したのだ。

隣の部屋には「春告魚（にしん）が
やってきた」の見出しがついた解説パ
ネル。それによると、ニシンは３月下
旬～４月上旬、産卵のために日本海岸
にやってくる。豊漁の時は海が盛り上
がるくらいにニシンが押し寄せたのだ
そうだ 「この魚とともに春が訪れる。
ことから春告魚（はるつげうお）とも
呼ぶ」と付言されている。寒い冬が過
ぎてやってくるニシンの群れ。漁民で
なくとも心はうきうきとしただろう。

小樽の人口は明治初期の１８７０年
が３１６９人。明治末の１９１０年に
は９万１３４３人と３０倍近く膨らん
でいる。小樽近郊のニシン漁獲量は明
治２１年には９万㌧近くに上ってい

鰊盛業屏風（部分）

鰊盛業屏風（部分）
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る。ニシン漁は小樽発展の礎だった。

栄華しのぶニシン御殿

明治時代のニシン景気で漁場の経営
者は巨万の富を得て、ニシン御殿を築
いた。その典型は北海道中部の日本海
に面した小平町にある旧花田家番屋に
見られる。間口約４０㍍、奥行き２３

㍍の木造一部２階建て。明治３８年ご
ろに建てられたもので、国の重要文化
財に指定されている。
そこまではいかないが、運河館の解説
パネルで平磯岬 余市町 に銀鱗荘 旧（ ） （
猪俣家 、祝津（小樽市）にニシン御）
殿（旧田中家）があると知った。祝津
のニシン御殿に向かった。

観光名所の運河や倉庫がある小樽の

中心街からバスで約４０分。小さな漁
港の先、岬の灯台の下に御殿は建って
いる。小樽の観光ガイドから「少し離
れた展望台に行くと御殿がよく見え
る」と教えてもらった。バスの終点の
停留場から１５分ほど急坂を上り切っ
たところに展望台があった。

ニシン御殿は白壁に赤い屋根であ
る。その赤と白が海の青のなかに映え
て、異国情緒ともいえる不思議なムー
ドを醸し出している。

もとは１８９１（明治２４）年、積
丹半島の西の付け根辺りの泊村のニシ

、 。ン網元 田中福松が７年をかけて建造
、 、１９５８年に祝津に移築され ６０年

「北海道有形文化財鰊漁場建設」とし
、 。て 民家で初めて文化財に指定された
田中福松は津軽の出身 １８５４ 安。 （

政元）年、１７歳の時、叔父を頼って
北海道に渡って漁夫に。まもなく独立
して刺し網漁から建て網漁に移行し、
業績を伸ばした。ニシンで見事にひと
山当てたのだ。

御殿は総面積６００平方㍍、一部２
階建て切妻造り。東北地方から取り寄
せたヒノキがふんだんに使われてい
る。御殿は、漁民たちが宿泊する番屋
をも兼ねていたかもしれない。

そういえば、ＮＨＫの朝の連続テレ
ビ小説「マッサン」で、余市のニシン
漁師が登場。ウイスキー造りを夢見る
マッサンを支える男気のある人物とし
て描かれていた。大金持ちになった田
中福松も、海の荒くれ者をまとめる力
量の持ち主だったのだろうか。

岬に立つニシン御殿（旧田中家）
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だが、ニシン漁は昭和に入るとピタ
リと止まる。大正末、小樽では９万㌧
の漁獲量があったのに、昭和の初めに
は５千㌧を割るまでに激減した。すで
に北前船は、鉄道網の整備で明治時代
半ばから衰退している。

ニシン御殿の望む展望台に高さ２・
。「 」５㍍の歌碑が建っている 北海浜節

という。作詞作曲は千葉勝友氏。碑文
には、１９６６年にこの地を訪れた千
葉氏がヤン衆の心意気に深く感動し
た、とある。

♪春は春はソーランヤン衆の声も
遠く呼ぶよぶ小金の波は（ソイ） せ
めて波風おだやかに サアサ今日も船
は行く行く♪

ニシン場の作業歌である。作詞作曲
、「 」から半世紀がたったが ソーラン節

のようなポピュラーな民謡にはならな
かった。ニシン景気はすっかり過去の
ものになった時代の新曲だからやむを
得ないのかもしれない。

いま、小樽は北海道では札幌に次ぐ
観光の町である。運河沿いの道は中国
からの観光客でごったがえしていた。
その運河の壁に北前船を描いたレリー
フがある 「日本海航路が本格的に開。
かれたのは、約１８０年前の文化、文
政の頃で、１枚帆の弁財船が主役だっ
た」との説明文が付いている。日本語
がわからない中国人だけでなく、ほと
んどの日本人観光客も気付いていな
い。

小樽は、そして石狩の港は、北前船
もニシン景気も昔語りである。１９９
８年ごろ、私がいた新聞社が主催する
音楽コンクールで審査員をした岩城裕
之さんが「北海道交響楽団の指揮をし
た」と話したことを思い出した。三岸
の「オーケストラ 。やはり北の大地」
の音楽がふさわしい。小宮洞窟の壁の
文様も古代のオーケストラなのかもし
れない。目を閉じると、新しい時代に
あった音楽を耳を澄まして待つ三岸と
小宮の古代人がまぶたに浮かんだ。

引き札
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Lee E-sik

Lee E-sik のアルバム
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Lee E-sik のアルバム
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「 」ユジノサハリンスクで１０月２～６日まで韓国文化フェスティバル 韓露友好の熱風
が開催された。エトノス芸術学校の生徒たちの民族の踊りと歌で幕を上げ、続いて韓国
映画の上映、お茶会などが行われた。また、サハリン州立美術館でクラッシュ音楽会、
韓国の画家らの展示会、そしてサハリン芸術家らとの交流の場も設けられた。

Lee E-sik のアルバム
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Lee E-sik のアルバム
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Lee E-sik のアルバム
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Lee E-sik のアルバム
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Lee E-sik のアルバム

90 Lapiz2015Winter



（番外編 ）戦争解剖学の世界 4

― 戦争の主体と進化③ ―
（元ピースおおさか専門職員）常本 一

今回は人類の歴史における軍隊の
変遷について見ていくわけだが、戦
争解剖学においては、軍隊というも
のを兵士の集団ととらえるのではな
くて、戦争参加者のそれとして理解
することはすでに述べたところであ
る。ここでその理由を今一度確認す
ることから稿を起こしていきたい。
一般に軍隊とは「武器を装備し、

その集団的運用を専門にする組織」
と定義づけることができるだろう。
しかしこの定義だけでは、戦争解剖
学でいうところの 個人のケンカ 個、 （
人レベルの戦争）をも含むような広
い意味での戦争における“軍隊”を
カバーすることは到底不可能なので
ある。
読者諸氏ももうお気づきであろう

が、個人のケンカすら戦争の本質と
して言及するような戦争解剖学にお
いては、戦争の主体たる軍隊とは人
間の戦争である限り、つまるところ
人間そのものであると理解するとこ
ろから出発しているわけである。
そう考えることによってのみ、例

えば人類の自殺となるような全面核
戦争において、地球上に住んでいる
老若男女、全ての人が概念上の“軍
人・兵士”となる可能性についても
理論上、受け入れることができるだ
ろう。
このようにここでは、軍隊とは戦

争の主体（被害を受ける軍隊の場合
は戦争の客体＝前回で説明した戦争
に巻き込まれる人々）であり、戦争
参加者であるとして論じていきた
い。
さて、軍隊の変遷史についてであ

るが、それはなかなか直線的に理解
することにはなじまない性質のもの

。 、 、である なぜなら 歴史を紐解けば
様々な形態の軍隊が何度も反復して
あらわれ、別の形態の軍隊にとって
替わられたり、同時に存在したりし
ている事実があるからだ。
にもかかわらず、直線的な変遷史

を記す学者も決して少なくない。一
例を挙げれば、古代ギリシャ・ロー
マの重装歩兵 → 中世ヨーロッパの
封建騎士団 → 絶対王政の傭兵 →

近代的国民軍などのようにである。
しかし、まず第一に、これはヨー

ロッパ文明圏だけに見られるもの
で、他の地域の戦争（軍隊）史では
ない （多くの著作でこのような記。
述がなされているが、ヨーロッパ偏
重のそしりはまぬかれないであろ
う）
例えば、人類の文明史は紀元前三

千年頃のシュメール（古代メソポタ
ミア）に始まるが、その頃にはもう
重装歩兵のように密集陣形を組み、
槍を前に突き出して進む軍隊が存在
していた。そして、その十数世紀の
ちに、馬に引かれた戦車を擁する軍
団があらわれ、その密集歩兵隊を蹴
散らして、古代文明社会を混乱に陥
れたのだ。
また、傭兵の名を歴史に最初に刻

んだのは、古代エジプトで活躍した
ヌビア（スーダン）の傭兵であり、

、 、以後 傭兵はいつの時代にも存在し
、1982 年のフォークランド紛争でも

ネパールのグルカ傭兵が脚光を浴び
ている。
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忘れてはならないのは、遊牧騎馬
軍団であろう。歴史家の杉山正明は
「銃火器が戦争を根本から変えてし
まう近代になるまえ、ずっと遊牧民
集団こそが、地上で最良・最強の機
動軍団であった」と指摘している。
（これは近代科学偏重の歴史観が人
類史をゆがめているとの指摘でもあ
る）
もちろん杉山の言をまつまでもな

く、世界史上最大のモンゴル帝国を
知らない人はいないだろうし、ヨー
ロッパがアジア遊牧民の軍事力をか

18ろうじてしのぎ始めたのは もう、
世紀になろうかという頃であった。
次に、ヨーロッパ地域に限定した

としても、その直線的な変遷史はあ
まり正確とはいえないだろう。例え
ば、古代ギリシャで重装歩兵が出現

する前には、中世のように騎士が軍
隊の中心であったし、傭兵に至って
は、同じくギリシャにおいて、紀元
前四世紀頃にはすでにもう出現して
いたからである。
これまで見てきたことは、軍隊の

変遷史とはいかに直線的な把握が難
しいものかを証明しているといって
よいだろう。しかしながら、それを
大まかとはいえ、比較的に直線的、
発展的な進化として理解する方法も
同時に存在するといわなければなら
ない。その方法とは以下の二つの視
（ ） 、点 指標 から見るやり方であるが

本講座ですでに述べてきたことであ
るものの、読者諸氏の便宜のため、
ここで再掲してみたい。

「…文化における直線的、発展的進

化と同様なものを戦争についても考
えるためには、次の二つの指標が必
要となるのである。それらが…『武
器の進歩（＝威力の増大）の程度』
と…『戦争参加者の規模（＝武装権
の広がり 』の二つである」）
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いうまでもなく、図ｍにおける矢
、 、 、 、印は進化の方向であり Ａ Ｂ Ｃ

の各段階の上段に記してあるものが
前者の指標であり、下段は後者のそ

れである。そして今回は軍隊の変遷
の歴史を考察しているため、戦争参
加者の規模（＝武装権の広がり）と
各段階の下段に記された軍隊につい

て述べることとなる。それを、前回
の図ｏの形式に当てはめたものが以
下の図ｐである。

上記の図ｐは、戦争解剖学の戦争
主体論において、最高度に解剖を進
めたものといえよう 「武装権の広。
がり」をキーワードに歴史的、進化

的に三種類に軍隊をタイプ分けし、
その変遷を見ること。また、Ｃの段
階において、その軍隊自体も、移行
の矢印においても点線となっている

ことなど。すなわち、図ｐについて
の詳しい解説については、次回まで
待たれたい。乞うご期待。

常本 一 （つねもと はじめ）
年、大阪に生まれる。上宮高校、ノースランド大学（米国）卒業。平和学専攻。 元(財)大阪国際平和センター（ピースおおさか）専門職員1957

大阪府立和泉総合高校特別非常勤講師（ ～現在） 関西大学非常勤講師（ ～ ）相愛大学非常勤講師（ ～ ）著書： 戦争と平和2006 2009 2011 2011 2013 『

の「解剖学 （東方出版） 年『戦争出前噺 （みずのわ出版） 年」』 』2005 2008
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文 井上修身
写真 片山通夫

アイヌ魂に触れる旅
私（筆者）はいま、子ども向けの小説 『シャックシャインの戦、

い』を読んでいる。児童文学家、小暮正夫氏が１９８５年から毎日
小学生新聞に連載し、童心社から刊行された江戸時代初期のアイヌ
の英雄の物語である。ストーリーを理解する参考として 『アイヌ、
民族の歴史と文化 （田端宏・桑原真人監修、山川出版社）をひも』
といていて、一葉の写真に目を留めた。神社の小さな鳥居の前にア
イヌの家であるチセが写っている。キャプションには「義経神社下
のアイヌの家屋を借りて開校した平取アイヌ学校」とある。平取は
シャクシャインの砦があった静内の西北３０㌔の隣の郡に位置す
る。いわばアイヌの英雄のおひざ元だ。なぜここに義経がまつられ
ているのだろう。その謎を解いてみようと思い立ち、シャクシャイ
ン砦と義経神社を中心に北海道南部の日高、胆振地方を訪ねた。
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自然と共生して暮らす

義経神社は苫小牧の東約６０㌔の所
で太平洋に注ぐ沙流川の約１５㌔上流
にある。頼朝に追われた義経は奥州・
衣川（岩手県）で自害したとされてい
るが、実は津軽海峡を渡り蝦夷地に逃
れ、ここ平取にやってきた、との伝説
が今もまことしやかに語り継がれてい
るのだ。

ここではとりあえず、この義経伝説
が史実だと仮定しておこう。頼朝が鎌
倉幕府を開いて２７年後の承久元（１

２１９）年、現在の岩手県を占拠した
南部氏は甲州から徒党を組んで海路、
蝦夷地への征服事業を行った、と『奥
南旧指録』にあるという（司馬遼太郎
『街道をゆく１５、北海道の諸道』朝
日新聞社 。義経が衣川からそう遠く）
ないどこかに潜んでいて、南部氏の一
団とともに蝦夷地に渡った、とみるこ
とはできなくもない。

そのころのアイヌの人たちの生活は
どうだったのだろう。

『シャクシャインの戦い』は、シべ
チャリ川（静内川）が太平洋に注ぐ河
口近くのコタン（集落）の暮らしを描

写することから始まる。シべチャリ川
は沙流川のさらに東約４０㌔のところ
を北から南に流れている。コタンは１
２戸からなる。コタンとしては大きな
集落だ。

沖にはくり舟が浮かんでいる。その
へさきにはイナウと呼ばれる柳の木を
削って作った木幣が飾られ、男たちが
祈りを捧げている。シリカップ（カジ
キマグロ）などの漁に出掛けようとし
ているのだ。

アイヌたちにとって最も大切な海の
生き物はシャチだ。フンペ（クジラ）

シャクシャインの戦いの舞台となった砦跡から眺めるシベチャリ川河口付近
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を浜に追い上げてくれるので、レプン
カムイ（沖の神）と崇め、漁期には浜

（ ）辺に祭壇を設けてカムイノミ 祈願祭
を行う。

秋はサケが川をさかのぼる。サケ漁
はコタン総出だ。網やヤリで捕まえた
サケは、イサパキクニという柳の棒で
頭をたたき、女たちが岸辺でスジコを
取りだす。この後、背開きにし、囲炉
裏の棚に並べて干す。干しサケは冬の

、 。保存食であり 重要な交易品でもある
冬にかかると、男たちはマタギにな

って山に猟へ出かける。クマを弓矢や
。 、ヤリで仕留められたら最高だ クマは

神が人間界につかわした客、キンムカ
ムイなのである。

アイヌの人たちはこうしてずっと昔
から、自然と共生してきた。山の幸、
海の幸それぞれに神が宿っていると考

、 。え すべてに祈る心を持ち続けるのだ
史実に基づいて書かれた『シャクシ

ャインの戦い』でアイヌの人たちの暮
らしについての基礎知識を一応学んだ
うえで、シャクシャイン砦跡に向かっ
た。

まずは砦跡に建てられているシャク
シャイン記念館を訪ねた。講堂くらい
の広い部屋の中央に縦５㍍、横１・８
㍍の囲炉裏が切られていて、地元の小
学生約１０人が芦田新一さん（ ）の65
話に耳を傾けていた。芦田さんはアイ
ヌの血を引いていて おばあさんは テ、 「
レナシ」という名だったという。牧場
を経営していたが、１０年前に脳梗塞
を患い、今はボランティアでアイヌの
暮らしについての語り部をしている。

小学生が帰った後、芦田さんは木幣
を作ってくれた。長さ５０㌢の柳の木
に器用にナタを入れて、表皮をクジャ
クの冠のような飾りに仕立てるあげ
た 「玄関の内側に立てておくと、悪。

」 、魔が中に入ってこない と言いながら
芦田さんは出来上がりに満足そうな顔
をみせた。

もし義経が蝦夷地にやってきたな
ら、だれかが義経のためにイナウを作
ってくれただろう。義経は、白拍子で
ある静御前がしずしずと舞い踊った神
社の御幣を思い出し、静への追憶にひ
たったはずである。

実際はどうだろう。芦田さんが作っ
た素朴な木幣を手にとってみると、私
には華麗な戦歴の義経とはどうしても
イメージがかみ合わないのだ。

アイヌに不利な交易比率

蝦夷地征服に意欲をみせた南部氏に
津軽の代官、安東氏が戦いを挑んだの
は嘉吉２（１４４２９）年のことだ。
あえなくやぶれた安東氏をしたって南

、 、部地方の豪族 蠣崎氏も蝦夷地に渡り
日本海に面した渡島半島西部の「上の
国」辺りに館を置いた。これを機に本
州から蝦夷地をめざす和人が増加。康
正２（１４５６）年、総首長のコシャ
マインは和人追放の戦いを起こした。

『 』 、シャクシャインの戦い によると
東はコシャマイン砦に近い鵡川から西
は余市に至る和人の居住地を襲ったう
え、点在する１２の館を襲撃、１０の
館を攻め落とした 「コシャマインは。

、 、十中八 九まで勝利を手にしていたが
蠣崎の一味の武田信広に謀殺された」
と、筆者の小暮氏は書いている。正攻
法で攻めるアイヌ側に対し、和人は卑
怯な手を使った、というのだ。

柳の枝を削ってイナウを作る芦田さん
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蠣崎氏の跡取りとなった武田信広か
ら数えて５代目の慶広のとき、秀吉が
朝鮮侵略戦争（文禄・慶長の役）を起

こし、肥前に名護屋城を築いた。慶広
は名護屋城内で秀吉に謁見。志摩守に
任じられた。慶広は松前志摩守という

れっ

きとした大名になったのだ。

北海道立アイヌ総合センター蔵和人との交易風景・
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次いで慶広は家康にも会った。慶広
は蝦夷錦と呼ばれる豪華な衣装を身に
まとっていた 「松前殿、結構な胴着。

」 、を着ていなさるな と家康がほめると
即座に蝦夷錦を脱いで、家康に献上し
。（『 、 』）た 街道がゆく１５ 北海道の諸道
蝦夷錦は、元は中国・清の役人の制

服であった高級絹織物。公益財団法人
アイヌ文化振興・研究推進機構が中高
校生の学習用に編集、発行した『アイ
ヌ民族：歴史と現在』によると、清朝
が北方民族に毛皮を差し出させる代わ
りに、この衣服を与えたもので、アム
ール川（黒竜江）下流域まで行ったア
イヌの人たちにも蝦夷錦が与えられた
という。

当時、余市などの北海道西部のアイ
ヌはサハリンやアムール川流域で交易

。 。をしていた いわゆる山丹貿易である
蝦夷錦はこうした交易品の最高級品な
のだ。

五十嵐聡美『アイヌ絵巻探訪――歴
』（ ）史ドラマの謎を解く 北海道新聞社

は、アイヌの人々が描かれた絵をもと
に、アイヌの魂を探ろうとした本だ。
その表紙に江戸時代の夷画（えぞえ）
画家・小玉貞良がかいた「アイヌ盛装
図」があしらわれている。黒地に鋭い
目の竜が浮き上がり、色鮮やかな雲が
うかぶ絢爛豪華な衣装だ。

慶広が家康に献上した蝦夷錦の意匠
は定かでないが、その異国的華麗さに
家康の目が奪われたことは想像に難く
ない。慶広はいずれ家康の時代が来る
と見越したのであろう。事実、江戸幕
府が開かれると、慶広は家康から黒印
状を授けられ、蝦夷地での交易の独占
権を手にした。

松前藩がとった交易制度は「商場知
行制」と呼ばれる。簡単にいえば、交
易権を持つ藩の家臣（場所持ち家臣）
が、ある程度の地域を束ねるアイヌの
総首長と特定の場所で物々交換をする
システムだ。藩主は二十数か所、家老
は数か所、上級家臣は１カ所の場所を
持ち、中級家臣の場合、数人で一つの
場所を共有する。場所持ち家臣は知行
主とも呼ばれ、１年に１回交易船を仕
立てて、交易地におもむく。

知行主が用意するのは米、酒、鉄製
、 、 、品や漆器など アイヌ側は干鮭 干鱈

熊胆、鹿皮、ラッコ皮、鷹羽などだ。
（ アイヌ民族の歴史と文化 ）『 』

知行主は、交易品の用意や交易船の
手配などについて経験豊かな本州の商
人に頼らざるを得ない。家康の黒印状

には「アイヌに対して不法なことをし
てはならない」の一項があるが、もう
け第一主義の商人たちがのさばりだす
のは目に見えていた。それはアイヌ側
が取引の上で不利になることを意味し
ていた。

こうしたなか、寛文５（１６６５）
年、松前藩の実権を握っていた家老、
蠣崎蔵人が交易比率の変更を断行し
た それまで米２石に対しサケ５束 １。 （
束１０尾）だったのに、１５束へと一
気に３倍もレートを変えたのだ。アイ
ヌにとって、米は祭りなどの儀式では
なくてはならないものだ。アイヌの人
たちに藩への怒りの心が芽生えた。商
い場はぎすぎすした空気になってい
く。

シャクシャインの砦の下のシベチャ
リ川河口にもシベチャリ場所が設定さ
れていた。ここは蠣崎七右衛門ら３藩
士の共有場だ 『シャクシャインの戦。
い では 夏の海がおだやかな日の 太』 、 「
陽が真上にあがった時刻」に、交易船
が沖に錨をおろすと、数人の男が小舟
で浜に向かって漕ぎ、浜辺で会見の場
をつくりはじめた、という。

アイヌ側からはシャクシャインを先
頭に１０人の首長が冠であるサパウン
ペをかぶって会場へ。知行主一行には

。 、 、商人もいる 交換比率で対立し 結局
アイヌ側が折れる。アイヌ側が損をし
た分だけ、無念の思いが内にこもる。

私たちが訪ねた時、シャクシャイン
の砦跡の真下の太平洋は晩秋の陽光に
きらめいていた。浜辺の小さな漁港に

蝦夷錦
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は数隻の漁船が係留されている。シャ
クシャイン場所はこの辺りに置かれて
いたのだろうか。ふと気づいた。砦は
標高１００㍍くらいの高台にある。敵
の来襲をいち早く知るのが目的だが、
交易船がやってくるころ、だれかが交
代で沖を見続けていただろう。１年に
ただ１回の交易。それに静内地区一体
のアイヌの人たちの暮らしがかかって
いるのだ。その取引で問われるのは総
首長であるシャクシャインのリーダー
としての技量だった。

シベチャリ砦から蜂起

松前藩家老、蠣崎蔵人が交易比率変
更に踏み切ったころ、シャクシャイン
はシベチャリ川を挟んで西側に陣取る
オンネベシ勢と対立していた 『シャ。
クシャインの戦い』は、シャクシャイ
ンは巨漢な男と記している。総首長に
なって１５年になる。６０歳くらいと
いう年齢には見えないほど胸板が厚
く、強弓を引ける。

シベチャリ川の東に勢力をもつシャ
「 （ ）」クシャイン勢の 東の衆 メナシクル

は、川を挟んで西側のオニビシを総首
長とする「西の衆（シュムクル 」と）
何かと角を突き合わせている。シベチ
ャリ川での漁業をめぐるいざこざが絶
えないことに加えて、同川の上流で砂
金が採れるようになったことがもめる
元になった。上流が金掘り人たちに荒
らされるとサケが遡行できなくなり、
たちまち生活に支障が出る。しかし、
藩にとって砂金は大きな財源だ 「西。

の衆」を援助して砂金場を守る策をと
っている。シャクシャインの前の総首
長のカモクタインが「西の衆」に殺さ
れると、今度はシャクシャイン勢がオ
ニビシを殺害するなど、血を血で洗う
激しい戦いを繰り広げた。

だが、アイヌ共通の敵は和人だと気

付いたシャクシャインは、松前藩打倒
を決意、各地のアイヌに立ち上がるよ
う呼び掛ける。

だが 「決起は無謀」といさめる総、
。『 』首長もいた シャクシャインの戦い

の次の記述は興味深い。

石狩の総首長 ハウカセはいう ３、 。「
０年前、島原と天草でキリシタンや農
民が反旗を翻した時、幕府は全力で鎮
圧した。謀反を許しては幕府の権威が
傷つき、大名へのにらみがきかなくな
るからだ」

実際、キリシタン禁令で蝦夷地に逃
れたキリシタンたちは島原の乱後、こ
とごとくはりつけの刑に処されてい
る。天草の英雄、天草四郎時貞を中心
とする天草勢に痛い目にあった幕府で
ある。キリシタンが異教徒であるよう
に、幕府にとってアイヌは異民族であ
る。アイヌに新たな英雄が出現するこ
とを阻止するために強硬策をとるだろ
う、というのがハウカセの見方だ。決

、 。起すればつぶされるだけ というのだ

だが、シャクシャインの決意は固か
った。寛文９（１６６９）年、アイヌ
軍は砂金堀り人や鷹待、交易商船を襲
撃、東蝦夷地で２１３人、西蝦夷地で
１４３人の和人を血祭りにあげた。松
前藩の和人１万５０００人のうち家臣
はわずか８０人。全アイヌが蜂起すれ
ば藩は崩壊の恐れがでた。幕藩体制に
綻びが出るきっかけになりかねない。

、 、ハウカセが予想した通り 幕府は津軽
南部、秋田の各藩に出兵を命じた。

チャシ（砦）に立つシャクシャイン像
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松前藩は本州の藩兵に蝦夷地を踏ま
せたくなかった 「幕府にばれると藩。
の取りつぶしにあう隠しごと」がある
からだ。要するに、シャクシャインの
言い分がもっともであることを江戸幕
府に知られたくなかったのだ。
そこで松前藩はクンヌイ（国縫、現

・長万部）に出兵した（ アイヌ民族『
の歴史と文化 。 『シャクシャイン』）
の戦い』によると、松前藩はクンヌイ
川左岸に二重の柵を設置。鉄砲１５０
丁に大筒２門を構えて防御態勢を敷い
た。２７００人の兵士で構成するシャ
クシャイン勢は総攻撃をかけたが、内
側の柵にさしかかると、銃弾を浴びて
アイヌ兵士は次々に犠牲に。たちまち
千数百人にまで減った。１カ月間にら
みあった挙げ句、食糧が乏しくなり退
却を余儀なくされた。

砦に戻ったシャクシャインに藩側は
使者を出して和睦をもちかけた 「砂。
金場を閉鎖し、交易率も改める」とい
う藩側の提案をシャクシャインがの
み、和睦が成立。酒宴が開かれ、シャ
クシャインは勝利の美酒に酔った。
その夜、藩の奇襲隊が砦の柵が破り

火を放った。シャクシャインは槍を振
るって防戦したが、その分厚い胸板に
奇襲隊の銃弾がくいこんだ 「和睦を。
むすんで襲うとは、卑劣このうえもな
い 『シャクシャインの戦い』は英雄」。
の最期をこう書き表している。

シャクシャインの砦は今もその面影
をとどめている。広さは３万平方㍍く

。「 」らいだろうか シベチャリチャシ跡
として１９９７年、国の史跡に指定さ

れた 「チャシ」はアイヌ語で砦を意。
味する。案内板には「シャクシャイン
の戦いの拠点」とあり、砦跡の中央に
は高さ３㍍のシャクシャイン像が建っ
ている。碑文によると１９７０年に建
てられたもので「シャクシャインは人
間平等の理想を貫かんとしてやむなく
蜂起した」とある。

（ ）像の台座には町村金吾道知事 当時
の揮毫で「英傑シャクシャイン像」と
彫り込まれている。シャクシャイン像
は先が二つに分かれた木の棒を高く振
り上げており、最後まで槍を振るって
戦ったという英雄らしい姿だ。

像の前には２本のイナウが立てられ
ていた。イナウを作ってくれた芦田さ
んの掘りの深い顔がシャクシャイン像
の引きしまった顔と重なった。シャク
シャインの魂が今もこの砦に宿ってい
るように思えた。

アイヌの牙抜く義経神社

シャクシャインの戦いから１世紀余
りがたった寛政元（１７８９）年、ク
ナシリで乙名であるマメキリが率いる
アイヌの人たちが蜂起した。乙名は場
所での税務署的な業務を行う運上屋に
組み込まれたアイヌの首長である。

元禄期（１６８８～１７０４年）に
江戸の消費経済が拡大、これまでの夏
商いに加えて秋味、ナマコなどの交易
が進み、商人がその取引を請け負うよ
うになった。こうして商場知行制から
場所請負制へと移行し、商人の力がさ

らに強くなった。その商人の一人、飛
騨屋久兵衛が松前に進出したのは元禄
１５（１７０２）年。交易のための事
業費を飛騨屋から借りた松前藩主は、
その返済に困り、負債の引き当てとし

（ ）、て藩主直轄場所であるエトモ 室蘭
アッケシ（厚岸 、キイタッフ（霧多）
布 、クナシリ（国後島 、ソウヤ（宗） ）

） 。谷 の５カ所を飛騨屋に請け負わせた

義経神社に残るご神体・義経像
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飛騨屋の支配人、番人らはアイヌの
人たちを強制的に働かせるため、暴力
・脅迫・性的暴力など、理不尽な取り
扱いを重ねた （ アイヌ民族の歴史と。『
文化 ）』

ただ働き同然に酷使されたアイヌの
人たちが決起したのが「クナシリ・メ

ナシの戦い」である。
（ ）乙名マメキリの蜂起にメナシ 根室

のアイヌの人たちが呼応。クナシリ、
メナシの運上屋、番屋、交易船を襲撃
し７１人の和人を殺害した。松前藩士
１人を除く７０人は南部、津軽、出羽
などからの出稼ぎだった。

松前藩は２６０人の鎮圧隊を編成、
現地に派遣した。しかし、決起したア

イヌの人たちは、アッケシやノッカマ
フ（根室）の乙名の説得に応じ、鎮圧
隊と戦うことなく投降。蜂起したクナ
シリ４１人、メナシ８９人、計１３０
人中３７人が和人殺害の罪で処刑され
た（前掲書 。）

幕府はマメキリの蜂起を、シャクシ
ャインの戦い二の舞とみて恐れたに違

平取町を流れる 沙流川
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いない。アイヌの英雄シャクシャイン
を忘れさせることが、幕府側のアイヌ
政策になったのだろう 「和人の英雄。
を作ろう」と考える者が出てくる素地
であった。
クナシリ・メナシの戦いから９年後

の寛政１０（１７９８）年、江戸幕府
の巡見使、近藤重蔵が蝦夷地一円を探
検した。近藤は「義経が蝦夷地に渡っ
た」という義経渡海伝説をどこかで耳
にしただろう。小寺平吉著『北海道再
発見 （學藝書林）によると、渡島半』
島西部、乙部町には次のような言い伝
えが残っている。
義経とともに静御前も逃れてきた。
日本海に注ぐ小さな川で長く艶やかな
髪を洗っている静御前を、アイヌ人の
男が物陰から何気なく見ていた。それ
を知った静御前は恥じ入って川に身を

。 「 」 。投げた 川は 姫川 と名付けられた
、 。話もここまでくると何でもあり だ

それはともかく 『北海道再発見』に、
よると、義経伝説からアイヌ系民族の
信仰を集めようと思いついた近藤は一

体の義経像を携えた。積雪をおかして
沙流川上流を探検し、佐流太に義経神
社を建立した、という。佐流太村は沙
流郡の一角。江戸時代、松前藩のサル
場所が置かれていた。冒頭に記したよ
うに、シャクシャインの砦から３０㌔
の所である。

沙流川上流には砂金採取場があり、
そこでのトラブルからアイヌ人蜂起に
つながらないとはかぎらない。近藤は
「和人のヒーローをアイヌの人たちの
心に植え付けて和人化しよう」と考え
たのだろうか。

近藤が神社を建立したのは寛政１１
（１７９９）年だ。ご神体の木像の背

「 、 」 、には 寛政十一年 近藤重蔵 とあり
「江戸川神田住大仏工法橋善啓作」と
造像者名が刻まれている。近藤重蔵製
義経神社であることはまぎれもない。
後に義経神社は同郡内の平取に移され
た。現在は同町の氏神である。

義経神社を訪ねた。大きな鳥居をく
ぐり石段を上がると本殿がある。由緒
書きには「昭和３６（１９６１）年に
現社殿を造営し遷座す」とある。目の
前の立派な社殿は昭和の本殿なのだ。

境内の資料館の「平取と義経」と題
する説明パネルには 「義経公はアイ、
ヌ民族をこよなく愛し、アイヌの人た
ちにアワ・ヒエの耕作や舟の造り方、
はた織り、若者への武芸を伝授し、ア
イヌの人たちから神のように崇められ
た」としたためられている。

私は２０年前、吉川英治の『新平家
物語』を夢中に読んだ。物語の主人公

はいうまでもなく義経だ。義経は巧み
に馬を操って、一の谷や屋島の合戦で
平家勢を奇襲。壇ノ浦では、得意では
ないはずの水軍戦も制した。だが、耕
作や機織りはどうだろう。吉川英治に
感想を聞きたい、と思った。

義経神社のご利益によって、という
わけでは毛頭ないが、クナシリ・メナ
シの戦いを最後に、アイヌの人たちに
よる強固な抵抗闘争はなくなる 『ア。
イヌ絵巻探訪』には松前城内でオット
セイや鶴を献上するアイヌの首長を描
いた「蝦夷国風図絵」がある。首長は
家臣の前で卑屈に体をかがめている。
シャクシャインがむき出したアイヌの
抵抗の牙はすっかり抜き取られたよう
に見える。

アイヌ人を強制移動

蝦夷地が北海道と改称されたのは明
治２（１８６９）年である。新政府は
北海道を国の直轄地とするために場所
請負制を廃止、開拓使を置いて、アイ
ヌの人たちの日本人化を進めた。開拓
使は入墨（いれずみ）などのアイヌ民
族の風俗、習慣を禁止し、一人前の男
性を示すあごひげを剃ることまで強い
た。

『アイヌ民族の歴史と文化』による
と、明治６（１８７３）年の北海道内
のアイヌの人口は１万６２７２人、和
人は９万４９２４人。アイヌの人たち
は全体の１５％を占めていた。ところ
が同４１（１９０８）年では和人が１
４２万８２９６人に膨れ上がったのに

義経神社の静御前と常盤御前の碑
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対し、アイヌ人は１万８０１７人と微
増しただけで、全人口に占める割合は
１・２％にまで下がった。明治時代は
本州の各地から入植した人たちを中心
とした開拓の時代であったことをこの

。 、統計は如実に示している 逆に言えば
アイヌの人たちの存在意義が国によっ
て薄められていった時代でもあった。
こうした中で、国はアイヌの人たち

に日本語を話すよう強制 明治３４ １。 （
９０１）年に北海道庁が発令した「旧
土人児童教育課程」には 「旧土人の、
児童」を「他の児童」と区別して授業
をすることを認めている。アイヌの人

たちの子どもを「旧土人」とし、本州
などからやってきた人たちやその子孫
の子どもである「その他の児童」とは
別扱いをしたのである 「旧土人」と。
いう言葉自体に、明治政府のアイヌの
人たちへの差別意識がもろに表れてい
る。

冒頭に取り上げた義経神社の前の
「平取アイヌ学校」は、明治１３（１
８００）年に開拓使によって開校され
た 「旧土人児童教育課程」を先駆的。
に実施された初期アイヌ子弟教育機関
とみることができるだろう。その目的

は「同和教育」だ。政府はアイヌ民族
を差別しつつ、あるいは差別をしてい
るからこそ、固有の言語を認めず日本
語を強いたのである。

アイヌ学校は義経神社下のほか、元
室蘭、有珠など数カ所でも開かれ、明
治３２（１８９９）年に「北海道旧土
人保護法」が制定されてからは２５校
に増えた。義経神社下での開校は、教
室として使用できる家屋があったから
に過ぎないのかもしれない。だが、私
は「義経神社」にひっかかる。

義経が頼朝に追われることになった
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遠因として、一の谷の合戦後、後白河
法皇から平家追討の褒賞として検非違
使の官位を得たことが挙げられる。頼
朝はこの報に「勝手なことをした」と
激怒、義経を平家追討軍から外す。し
かし、平家討伐が思うように進まず、

、 。義経を屋島 壇ノ浦の合戦に投入した
平家滅亡の立て役者となったにもかか

わらず、頼朝は結局、義経を許さなか
った。

明治維新は、鎌倉幕府に始まる武家
政権から天皇政権に戻した王政復古的
側面が濃厚だ。図式的にいえば、頼朝
は反天皇側、義経は天皇側になる。実
際、吉川英治は『新平家物語』のなか
で義経を朝廷を重んじる若武者として
描いている。江戸時代、歌舞伎などで
義経ものは「判官びいき」の庶民の人
気を得ていたが、明治時代に入って、
義経の政治的価値が一段と高まったの
だ。アイヌ学校を義経神社下に設けた
のには、天皇制をアイヌの人たちにも
浸透させる皇民教育的意図があったか

らではないのか。

平取アイヌ学校とシャクシャインの
砦跡の間に広がる日高地区では明治の
初期から馬の育成が行われていた。そ
の一角の新冠に馬牧場が造られ、馬の
改良事業が進められた（毎日新聞社編
『開拓――北海道の歴史 。この新冠』）
牧場は後に宮内庁の所管になり、明治
２１（１８８８）年、新冠御料牧場と
いう名の皇室の牧場になった。面積７
万㌶。広大な牧場だった。

牧場内にいたアイヌの人たちは新冠
（ 、 ）川上流のアネサル 姉去 新冠町朝日

に強制移住させられた。さらにこのア
ネサル地区が飼料場になったため、今
度は上貫気別（平取町旭）に再移住さ
せられた。上貫気別は義経神社の近く
を流れる沙流川の上流である。

上貫気別と義経神社の間の沙流川沿
（ ）いの二風谷地区に大正１５ １９２６

年、萱野茂氏が生まれた。そのころ、
二風谷には江戸時代から続く昔ながら

。 、のコタンの風景が残っていた 祖先は
シャクシャインの砦がある静内の出身
だという。

後に参院議員になる萱野氏は１９８
０年 『アイヌの碑 （朝日文庫）とい、 』
うエッセー風一代記を著した。その中
に、子どもの時に新冠から上貫気別に
移住した淵瀬佐一郎さんのことを書い
ている。淵瀬さんは当時７２歳。記憶
は確かだった。

淵瀬さんが萱野氏に語った話では、
祖父母、両親、子ども５人の１１人家

族が上貫気別に当てられた土地は「大
人が両手をつないでも届かない」太い
アカダモの木が生い茂っていて、両親
は、木々の間のわずかな空間に、草で
作った小さな小屋を建てて雨露をしの
んだ。開墾をはじめて少しずつ畑にし
ていったものの、ろくに食べ物がない

、 、 、なかでの重労働がたたって 祖父 父
母、兄弟が相次いで亡くなり、全く目
が見えない祖母と佐一郎少年だけが残
った。淵瀬さんはカジカ、ドジョウ、
ザリガニなど食べられるものは何でも
取ってきて飢えをしのいだ。食べる物
が全くない日が何日も続いたという。

上貫気別には明治３５（１９０２）
年に簡易教育所が設置されている。淵
瀬さんがここで教育を受けたのだろう
か。萱野氏は書いていないが、仮に淵
瀬さんが学校に通う事ができたとして
も、それは想像をはるかに超える苦闘
の日々だったに相違ない。

萱野氏は昭和８（１９３３）年に二
風谷小学校に入学した。学校では弁当
のない児童のために、昼食時におにぎ
りを１個与えていた。萱野氏は自分だ
けがにぎりめしをもらうのが嫌で、支
給日には学校を休んだり、家に帰って

。 、ヒエのおかゆをすすっていた ある時
弟が病気になり元気をなくした 「に。
ぎりめしを食べさせれば病気が治るか
もしれない」と考え、学校でにぎりめ
しをもらった。だが、弟には食べる気
力がなくなっていて、間もなく亡くな
った。まだ学校に上がる前の弟は、何
ら教育を受けることもなく世を去った
のだ。

平取アイヌ学校
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「貧乏な小学校時代、何一つ楽しい
ことはなかった」と萱野氏。恐らく、
アイヌの子どもたちの多くは、貧困と
差別のなかで楽しくない学校生活を送
ったのであろう。
萱野氏は１９７２年、自宅のそばに

「 」 。二風谷アイヌ文化資料館 を建てた
「 」 、その後 二風谷アイヌ資料館 に改称

萱野さんが収集した約３０００点の資

料が保管され、その一部が展示されて
いる。

同館に立ち寄った。女性が機を織っ
ている写真が展示されていた。オヒョ
ウの木の皮で着物を作っているところ
だという。そういえば、萱野氏の弟が
亡くなった時に母親が埋葬の際に着せ
る着物を縫う様子が『アイヌの碑』に
記されている。母親は「死んでからい
い着物を作っても――」と涙を流しな
がら縫っていた、とある。アイヌの悲
しみが画面いっぱいにこもる写真であ
る。

アイヌの言葉で国会質問

ベトナム戦争を描いた『戦場の村』
（朝日新聞社）などの著書があるジャ
ーナリスト、本多勝一氏のアイヌルポ
のスタートは「二風谷アイヌ文化資料
館」が開館式だった。その時の模様を
『アイヌ民族 （朝日新聞社）のあと』
がきに次のように記している。

（黒人などの）被抑圧民族の当然の
権利主張が世界的に高まる中で、アイ
ヌ民族の雌伏何百年の鬱憤が呼応しは
じめるのも時間の問題でした。それを
アイヌ自身の言葉として私自身が初め
て聞いたのは、アイヌ文化資料館の開
館式における貝沢正氏のあいさつで
す 「３００年の卑屈と劣等感の歴史。
を、これから追放するための拠点とし

」 、たい といった調子の貝沢氏の言葉は
そのわずか１０年前には考えられなか
った激しい内容でした。

貝沢正氏は同館の初代館長 「３０。
０年の歴史」はシャクシャインの戦い
から３００余年の歴史を意味する シ。「
ャクシャインのようなアイヌの誇りを
取り戻そう」との“アイヌ魂宣言”だ
った。

アイヌの復権運動は終戦とともに始
まった。４６年２月、シャクシャイン
砦がある静内町で全道アイヌ大会が開
かれた。社団法人北海道アイヌ協会の
設立とともに、新冠御料牧場の返還を

求める決議が行われた。

その翌月、アイヌ問題研究所の高橋
真氏が『アイヌ新聞』を創刊 「アイ。
ヌの人々の自由な言論機関」というの
が触れ込みだ。第２号では「 アイヌ“

” 」 、の為 マ元帥に訴ふ！ との見出しで
「北海道旧土人保護法の適正な運営」
を訴える記事を掲載した。

同法はアイヌの人たちが農業に従事
する場合、１万５０００坪の範囲内に
限り、無償で分け与えることや、貧困
者には農具や種子を提供することなど
を内容としている。いうならば狩猟民
族であるアイヌの人たちを、日本人と
しての農耕民族に変える法律である。
「アイヌモシリ」と呼ばれる北の大地
でクマやシカを狩り、サケなどを取っ
て暮らしを立ててきたアイヌの人たち
の生活様式を根底から覆す法律なので
ある。上貫気別に強制的に移住させら
れた淵瀬さんの例に見られるように、
アイヌの人たちの多くは、与えられた
耕作に適さない土地で辛酸をなめさせ
られるはめになった。

「北海道旧土人保護法」というアイ
ヌの人たちのアイデンティティーを奪
い去った法律は、基本的人権をうたう
現憲法の施行に際し、即刻廃棄される
べきだっただろう。だが、アイヌ人の
自由な言論機関をもってしても「法の
適正運営」という修正要求でしかなか
った。それは 「お上から分けてもら、
う」という和人権力者に対する卑屈な
態度が習性となってしまったがゆえ、
だったのだろうか。

故萱野茂氏
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それから３０年 「卑屈と劣等感の。
歴史を追放する」との表明に本多氏は
感動したのである。

その年の８月、児童文学家の小暮正
夫氏がシャクシャインの砦を訪ねた。
小暮氏は１５年間構想を練り 『シャ、
クシャインの戦い』を毎日小学生新聞
に連載したことはすでに触れた。８７
年に単行本になり、本稿でもたびたび
引用してきた。この本の主人公である
シャクシャインの現代における役回り
を誰かが演じる以外に追放闘争はな
い。そんな小暮氏の思いがこの本の行
間に流れている。とはいえシャクシャ
インのように槍を振るって暴れるわけ
にはいかない。民主主義のルールにの
っとった闘いである。今振り返ってみ
ると、その役回りを担ったのは萱野氏
だった。

７５年に平取町会議員に当選して５
期務めた萱野氏に、社会党から参議院
議員選挙に比例代表から立候補の打診
があったのは９２年である。この年の
１２月 ニューヨークの国連本部で 世、 「
界の先住民の国際年」の開幕式が行わ
れ、北海道ウタリ協会の野村義一理事

「 （ ）」長が演壇から ウレシパモシリ 地球
とアイヌ語で語りかけた。アイヌ民族
の側から民族の共生を呼び掛けた演説

。（『 』）だった アイヌ民族の歴史と文化

萱野氏はこの野村演説に触発された
に相違ない。立候補を承諾。名簿順位
１０位までが当選だった。１１位の萱
野氏は落選したが、２年後の９４年８
月、繰り上げ当選しアイヌ民族初の国

会議員になった。

議員バッジをつけて３カ月後の参院
内閣委員会。萱野氏は、アイヌ新法制
定問題に関して質問した 同法は 北。 、「
海道旧土人保護法」の廃止を前提に、
アイヌ民族を少数民族と認め、アイヌ
語を含むアイヌ文化の振興など４項目
から構成されていた。

萱野氏は「現在北海道で使われてい
る地名の９０％以上はアイヌ語であ
る」と日本語で述べた後「イタップリ
カ ソモネコロカ シサムモシリモシ

」 。リソカワ―― とアイヌ語で質問した
日本語での発言の後、アイヌ語に翻訳
して再度述べたものだが、国会質問に
アイヌ語が登場したのは初めてのこと
だった。山口鶴男・総務庁長官をはじ
め、各委員はさぞ驚いただろう。この
アイヌ語質問は国会議事録にも載って
おり、アイヌ史にエポックを刻んだ。

萱野氏が議員在任中の９７年、旧土
人保護法が廃止され、アイヌ文化振興
法が制定された。翌年 「狩猟民族は、
足元が暗くなる前に故郷に帰るもの
だ」との言葉を残して、１期だけで議
員を引退。２００６年、急逝肺炎のた
め７９歳で亡くなった。沙流川に二風
谷ダム建設計画が起こると、計画の撤
回を求めて訴訟を起こすなど、闘い続
ける一方で、小学校しか出ていないな
がらアイヌの民俗研究で２００１年に
は博士号を授与された萱野氏である。
現代のシャクシャインといえば称え過
ぎであろうか。

二風谷アイヌ資料館の周囲には数棟

のチセが保存されていて、コタンの風
情を漂わせている。写真を取っている
と「白老の方がすごい」と聞いた。

苫小牧市と室蘭市の中間に位置する
白老町の小さな湖ポロト。そのほとり
にアイヌ民俗博物館がある 愛称は ポ。 「
ロトコタン 。コタンを復元した公園」
である。ポロチセ（大きな家）を中心
に、５棟のチセと食料倉庫などが点在
するなか、クマの檻に目が向いた。檻
は、春先に生けどりにし 「神の子」、
として家の中で育てたクマを７月ころ
に入れて育てるためのものだ。翌年２
月になると、イヨマンテの儀式が行わ
れ、カムイ（神）の国に送られる。

チセには十数個のザパンペ（冠）が
吊るされている。柳の皮などで作られ
た男性の儀式用の冠である 『アイヌ。
民俗』には１９７８年に行われたシャ
クシャインの祭りで、ザパンペをかぶ
った長老が酒を捧げている写真が載っ
ている。

シャクシャイン祭りは静内で１０６
９年に再開され、ポロトコタンでは毎
年９月２３日の秋分の日に、全道各地
のアイヌの人たちが集まって催されて
いる。女性ガイドの話では、イチャル
バという儀式が行われ、踊りの奉納で
祭りは最高潮に達する。鳩山由紀夫元
首相や鈴木宗男元北海道開発庁長官も
見学にきた、と誇らしげに語った。
「なぜ９月２３日なのか」と尋ねると
「知らない」という。後で調べると、
シャクシャインが謀殺されたのが１０
月２３日であるところから、１カ月前
倒ししてとり行われることになった。
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２０２０年のアイヌの心

さて、義経神社である。参道の両側
には源氏の色である白色の幕がずらり
と並んでいる。見ると 「ホウライア、
キコ号 「テイエムハリアー 「メイシ」 」
ョウマンボ」など、馬の名前や牧場名
が書かれている。競馬での必勝祈願な
のだ。本殿前には「義経公勇将なるは
言うに及ばざることなれど、特に優秀
なる御愛場の活躍に負うところ大なる

ことも周知の事実なり」と、効能が書
かれた看板が立っている。日高は日本
有数の名馬の産地である。Ｇ１レース
の人気が高まる中、義経伝説も復権し
義経神社も観光スポット化しそうな気
配である。

２０２０年の東京オリンピック開催
と同時に、ポロト湖畔に「民族共生の
象徴となる空間」がオープンする予定
だ。政府のアイヌ政策推進会議（座長

） 、・菅義偉官房長官 で決まったもので
「先住民族アイヌの歴史や文化を学ぶ
拠点」として、国立博物館やアイヌ文
化の伝承・体験ゾーン、慰霊施設で構
成するという （１０月３０日付毎日。
新聞）

国民のほとんどがオリンピックに酔
いしれるなかで、一体何人がこのポト
ロ湖畔に目を向けるだろう。ハコもの
を並べただけのばらまきに終わってし
まわないか。アイヌの魂に触れるのは

、 。カネではなく 人としての心であろう
「二風谷アイヌ文化資料館」が開館

した１９７２年は沖縄の復帰の年でも
あった 「辺野古基地反対」を訴える。

沖縄の人たちの意思を無視して国は基
。「 」地建設を強行している アイヌ復権

というアイヌの人たちの思いを本当に
国がくもうとしているのか。沖縄に対
する政府の姿勢を思うと、何とも疑わ
しい。

スポーツを通してのさながら国威発
揚合戦であるオリンピック。その影で
人権は抑圧されてきた。２０２０年、
アイヌの心は世界の人たちに届くの
か。義経はジンギスカンになったとい
う。その怪しげな伝承よりも今世界に
問いかけるべきなのはシャクシャイン
の戦いの意義ではないのか。そんな思
いがこみ上げる旅であった。

写真説明
アイヌ学校
義経神社下に開校した平取アイヌ学校（ アイヌの歴史と文化』山川出版社）より『

シャクシャイン物語
小暮正夫著『シャクシャインの戦い （童心社）の表紙』

義経神社
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の執筆陣が自由に熱い思いをお届けする欄です！Lapiz
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文 南浦邦仁
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月 日の総選挙11 8

ミャンマーの総選挙で、アウンサン
スーチーの （国民民主連盟）が圧NLD
勝した。総議席の ％は軍が常時お25
さえており残りの議席を争うのだが、

はその内の 割を取り、全体議席NLD 8
でも約 割に達し過半数を制した。6

軍事政権下で自由を求めて戦ってき
たたくさんのひとたちにとって、 月11

日のこの選挙結果は歴史的な勝利で8
あり、アジアの民主主義にとっても重
要な節目であろう。選挙直後、スーチ
ーはこう語った 「我々はミャンマー。
の民主主義について、いま世界に示し
はじめたに過ぎない 」。

テインセイン現大統領はまだ開票作
業が進んでいる段階で、スーチーに祝
福の電話を入れた。そして自らの政党
である の敗北を潔く認め、平和USDP
的な政権移譲を約束した。軍出身で、
国軍勢力を利するはずのテインセイン
だが、彼は実に潔い人物のようだ。

しかし喜んでばかりはおれない。現
憲法では外国籍の家族がおれば、議員
に当選しても大統領になることはでき
ないとされている。スーチーのふたり
の息子は英国籍である。

75問題の多い憲法だが、上下両院で
25％の賛成があれば改正できる。だが

％の議席が常に軍に割り当てられてい
る。軍が反対すれば憲法改正は不可能

である。

国防治安評議会という曲者もある。
、大統領以下 名の委員で構成するが11

は 名の委員しか出せない。過半NLD 5
の 人は国軍が占めるという規定があ6
る。有事には、大統領ですらこの委員
会、すなわち国軍の決定に従わなけれ
ばならない。

閣僚の選定だが、国軍は憲法の規定
によって三大臣を指名する。国防、内
務（警察 、国境相である。大統領は）
単に三人を追認し、任命するだけであ
る。

スーチーは選挙後の会見でつぎのよ
うに述べている。自らは大統領になる
ことはできないが、自分はその上に立
つ（ ） 存在になり、above the president
大統領を超える。その計画はすでに立
てており、決定はすべて自分が下す。
大統領には一切の権限はない。

しかし彼女は独裁者になることは不
可能だ。仲間の よりむしろ、軍NLD
勢力の協力を得なければ、閣僚をそろ
えることもできない。スーチー率いる

は、政権を握ったのではなく、旧NLD
支配層の軍部と協力して、国家を運営
する機会を与えられたというべきのよ
うだ。

事情に詳しいある日本人ジャーナリ
ストは、スーチーを「演説とメディア
戦略のうまさでのし上がり、独裁を標
榜するあたり、まるでミャンマーの橋

下徹です。大量に当選した スーチー“
チルドレン は人材不足で、大統領候”
補の名もあがりません 」。

だが日本とミャンマーでは、あまり
にも国情がことなる。まず軍と民主主

、 、義 経済や民族と宗教の問題などなど
彼我の差は大きすぎる。平和で豊かな
大阪府市と、つい数年前まで動乱の続
いていたミャンマーと、比較すること
は困難であろう。

現在のスーチーはミャンマー国民に
とって、宗教的崇拝に近い敬愛の対象
だという。呼称は、ザレディー、マザ
ー・スー、スー母さん、英雄スーチー
など、 歳の彼女の双肩には国民の期70
待が重く覆いかぶさっている。

スーチーは難題が山積するミャンマ
ーを、どのように構築していくのだろ
うか。彼女はふたりの最高権力者に書
簡を送った。ひとりはテインセイン大
統領、もうひとりはミンアウンフライ
ン国軍総司令官である。

課題である国内少数民族の武装勢力
との停戦交渉、被差別の立場に置かれ
貧困にあえぐイスラム教徒の少数民族
ロヒンギャの問題 。それらはミャ……
ンマーの抱えるたくさんの課題のごく
一部でしかない。スーチーの対話はい
ま、大統領と軍総司令官たちとはじま
った。難題はあまりにも重い。
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アウンサンスーチー
略年譜

年 ビルマの首都ラングーンに生1945
まれる。テインセイン大統領も生年が
同じ。

年 「ビルマ建国の父」と呼ばれ1947
た父アウンサン将軍が暗殺された。

年 母キンチーがインド大使に着1960
任。

年 スーチーはデリー大学で政治1962
学を学ぶ。

年 オックスフォード大学で、哲1964
学・政治学・経済学を専攻。

年 国連本部事務局に勤務。1969

年 チベット研究者のマイケル・1972
アリスと結婚。アレキサンダーとキム
の息子をもうける。

その後、ブータン外務省、オックス
フォード大の職員をつとめる。

年 京都大学東南アジア研究所1985
で、父アウンサン将軍について翌年ま
で研究。京大名誉教授の濱島義博氏は
当時のスーチーについて「留学中は、
二男キム君と修学院の京大国際交流会
館に滞在していた。彼女は、自転車で
川端通を同センターまで通っていた。
あの裾の長い民族衣装のロンジー（ス

カート）が、車輪にからまるんじゃな
いかとよく心配して見ていたものだっ
た 」。

年 母の看病のためにビルマに戻1988
る。反政府民主化運動が激化。 万人40
集会でスーチーが演説を行った。濱島
義博は「黄金の輝くシュエダゴン・パ
ゴダの特設ステージの真ん前で、スー
チーさんが現れるのを待っていた。／
その時の彼女の演説は、決して激しい
口調ではなかった。興奮する大群衆を
なだめるような優しい表現だった 平。『
和的手段で、すべての民族が仲良く力

、 』。を合わせて 民主化を実現させよう
説得するかのような彼女の姿に、私は
非暴力主義を提唱したガンジーの姿を
ダブらせていた 。しかし運動は徹底」

、 。的に弾圧され 数千人が犠牲になった

年 ビルマは国名をミャンマーに1989
変更。スーチーは家族のいるイギリス

。 、への出国勧奨を拒否 一度出国すると
軍政権は再入国を認めないためだが、
以降 年間にわたって自宅軟禁を受15
ける。

年 総選挙。スーチーたちの野党1990
が勝利したにもかかわらず、政権軍部
は選挙結果を無効とした 「民主化よ。
り国の安全を優先する」という一方的
な理屈である。

年 スーチーはノーベル平和賞受1991
賞。 が困難なため出国せず、授再入国
賞式には家族が代理で出席した。

年 夫アリスがイギリスで病死。1999
スーチーはやはりミャンマーから出な
かった。

年 軍政権は憲法を改正。自己に2008
有利に、スーチーはじめ野党には不利
な条文に改変した。

。2010 NLD年 が総選挙をボイコット
与党 が圧勝。スーチーの自宅軟USDP
禁が完全に解除された。

年 テインセインが大統領に選ば2011
れた。彼は就任演説で「新政権の重要
な課題は、良い統治と汚職のない政府
をつくるために働くことである。国民
の声を尊重して、すべての国民が利益
を享受できる政府をつくる 。そして」
実際に彼はそのように実行してきた。
首相には 年から就任していた。2007

年 連邦議会補欠選挙でスーチー2012
が立候補し当選。改選議席数は 。内48

、 。国会の 議席中 議席を獲得した45 43
スーチーは 党首、中央執行委員NLD
会議長に選出された。ノルウェーのオ
スロでノーベル平和賞受賞演説 「テ。
インセイン大統領が国家にあらたな道
を開く意向であることを確信してい
る。民主化への道のりはまだ遠いが、
民主主義と人権を重んじる人々による
努力が実りはじめる兆しが現れてい
る 」。

年 年ぶりに来日。2013 27

年 月 日 が圧勝。2015 11 8 NLD
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年 月から翌春ま2011 11
でのミャンマー

年の年末から翌年にかけて、わ2011
たしは備忘録のようにミャンマーのこ
とを書いたことがある。そのころ北朝
鮮と親密で、特殊な孤立国家だったミ
ャンマーが劇的に大変革を起こし出し
た。新しく大統領に就任したテインセ
インの力が大きいようだが、この変化
は何だったのか？ いくらかリライト
したが、参考までに当時の文を再録し
ます。

近ごろ気になる国のひとつがミャン
マーだ。ごく最近、たいへん急激な変
化をとげつつある。民主化と国民の幸
福実現のために、国のかじ取りが大き
く変わりつつあるようだ。どうも本物
のように思える。もし早い時期に当面
の目標に届けば、国民の圧倒的多数は
獲得した自由と幸福に驚くことであろ
う。世界中でも有数の幸福度の高い国
になる可能性がある。

ミャンマーすなわちビルマは、国土
面積が日本の 倍。人口は 万人1.8 5300
ほどと東南アジアでも大きな国。国民
は勤勉で辛抱強く、手先が日本人より
も器用という。識字率は 割と高く、9
イギリスの植民地だったため英語を理
解するひとも多いそうだ。周囲には中
国、ラオス、タイ、バングラデシュ、
インドの カ国が取り囲むという、地5
政学的にも重要な位置にある国だ。

しかし長く軍政下にあり、政敵や反
抗する少数民族に対して容赦しない。

NLD殺害や投獄はあたりまえで、野党
を率いるアウンサンスーチーはごく最
近まで、 年間も自宅に軟禁されてい15
た。

言論報道の自由もなく、世界報道自
由度ランキングをみても、 年はビ2011

、 。リから 位 年はワースト 位11 2010 5
国民の所得はアジアで最低レベル ア。「
ジアを代表する自由と豊かさのない最

G貧国のひとつ とまで呼ばれていた」 。
は 億米ドルで福井県なみ。D P 356

また孤立国家のひとつで、米国を中
心とする国際経済制裁を長く受けて来
た。同様の孤国北朝鮮と連携し、ミサ
イル、地下基地、核兵器開発で北と協
力している危険な軍事国家とみなされ
ている。

そのように劣悪な国家とされていた
ミャンマーがいま、あれよあれよとい
う間に大変革を起こし出した。政治犯
の釈放も進みつつある。暴力革命によ
らず、平和裏に現政権が脱皮に成功す
れば奇跡だろう。 年 月以降の2011 11
動きをみてみよう。

月 日 首脳会議に出11 18 A S E A N
席した野田総理はバリ島でミャンマー
のテインセイン大統領と首脳会談。野
田はセインが進めている民主化・国民
和解融和の動きを歓迎すると評価し
た。また日本で本年開催予定の日メコ
ン首脳会議への大統領の出席を希望。
テインセインは「訪日が実現するよう

努力したい。野田総理にはミャンマー
を訪問していただきたい」と話した。
また の 年議長国にミャンASEAN 2014
マーが決定した。

参考までにアセアン東南アジア諸国
連合 カ国を記す。数字は概数人口10
万人。インドネシア 億 千万、フィ2 4

1 9 7リピン 億、ベトナム 千万、タイ
千万、ミャンマー 百万、マレーシ53
ア 千万、カンボジア 百万、ラオ3 14
ス 百万、シンガポール 百万、ブル6 5
ネイ 万。40

月 日 クリントン国務長官がミ11 30
。 、ャンマー入り テインセイン大統領と

翌日にはアウンサンスーチーと会談し
た。市民代表や少数民族指導者にも会
った。米国務長官の訪ビルマは 年57
ぶり、 年のダレス以来である。1955

月 日 玄葉外務大臣がミャンマ12 25
ーにセイン大統領を訪ねた。改革に指
導力を発揮していることを高く評価す
ると、玄葉は述べた。またカチン州の
少数民族武装組織との停戦、労働団体
法の制定と人権状況改善、スーチー女
史率いる野党 がこの 月 日のN L D 4 1
国会議員補欠選挙（ 議席）に参加で48
きるという大進展を玄葉は評価した。
テインセインは「民主主義国家として
発展するためにも経済発展は重要。経
済面また人材育成のため、日本の支援
を得たい 」。

年 月 テインセイン大統領がは2012 1
じめて外国メディアの取材に応じた。
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彼は軍政下の 年 月より首相、2007 10
民政移管にともない 年 月より2011 3
大統領。

月 日 枝野経済産業相がミャンマ1 12
ー入り。同行したのはクボタ、東芝、

JXスズキ 太平洋セメント シャープ、 、 、
日鉱日石エネルギー、ヤマハ、三井物
産など 社の代表。14

月 日共同 テインセイン大統領は1 31
訪問先のシンガポールで地元英字紙の
会見に応じ「北朝鮮から核兵器を調達
していない」と述べ、民主化路線の継
続を表明した。

月 日共同 ミャンマー連邦議会で2 1
財務相が対外債務額をはじめて発表。
約 億ドル。これまで公表されたこ110
とは一度もなかった。

月 日日経新聞朝刊 日本政府は新2 1
興途上国へのインフラ輸出拡大のため
の支援を決定。対象国はミャンマー、
カンボジア、インドネシア、パナマ、

6 10マレーシア、モロッコの カ国の
事業、総額 兆円規模。ミャンマーに1
は 事業、上下水道下水処理施設の整2
備（東洋エンジニアリング 、ヤンゴ）
ンの火力発電所の補修（三井物産 。）

発電については中国がすすめていた
カチン州の水力発電所建設が、カチン
の激しい反対世論を考慮し、ミャンマ
ー政府の英断で中止になった。この発
電所は電力の 割を中国に送ることに9
なっていた。またダウェー港周辺では
工業開発が計画されているが、ミャン

マー電力相は公害問題を危惧する住民
の反対を理由に、石炭火力発電所の建
設中止を表明していた。電力の安定供
給は、ミャンマーの産業発展と民政向
上に欠かせない基本条件。

いずれにしろ、ミャンマーでは自由
にモノが言える雰囲気が高まっている
ことは確かなようだ。現状だけでもす

。 、でに奇跡的だ 北朝鮮やイランなども
きっと注視していることだろう。

北朝鮮とテインセインと
アウンサンスーチー

つい先日のこと、北朝鮮にくわしい
方と話していたら、話題は自然とビル
マ（ミャンマー）の変革に行き着いて
しまった。ごく最近に変化著しいミャ
ンマー大改革は本物か？ 北朝鮮とと
もにアジア最貧国で、自由のカケラも
なかった国が、本当に変身するのか？

軍出身のテインセイン大統領が、は
じめて外国メディアの取材に応じた。
「ニューズウィーク」 年 月 日2012 2 1
号。

記者「短期間に驚くべき変化が起き
ているが、この国を変えようと思った
動機は？」

テインセイン「平和と安定、そして
経済発展を実現したいという、人々の
強い希望が根底にあるからだ 」。

言い得て妙だと思う。国民のために
平和と安定と経済発展を目指す。国家
のトップとして、言い尽くされた目標

のはずだ。口先ではなく、彼が実行し
ているのがすごい。

またテインセインは今後のステップ
について「透明性を大切にしたい。世
界の国々と友好関係を維持していきた
い 」。

やっと自由になったアウンサンスー
チーが率いる野党 は、政党としN LD
て登録された。そして 月 日の国会4 1
補欠選挙で議席 すべてを獲得する48
べく、活動を開始している。まだ解放
されていない収監中の政治犯も、何人
もがこの日には釈放されるという。

少数民族の武装グループとの信頼関
係構築も、テインセインは最重要課題
にあげている。全国に の武装勢力11
があるが、すでに最大派のカレン族勢
力とは停戦合意を結んだ。ほかのすべ
てのグループとも対話を継続してい
る。

テインセイン大統領は欧米諸国につ
3いて「われわれに求めている条件が

点ある。政治犯の釈放、補欠選挙の実
施、スーチーをはじめとする人々を政
治プロセスに参加させることだ。これ
らの条件はすでに達成したと、わたし
は確信している。欧米の側もやるべき
ことをやるべきだ。 つの条件を実行3
したのは、国の外から圧力を受けたか
らではない。この国のために必要だと
思ったからやったのだ。欧米による経
済制裁の目的はミャンマー政府を痛め
つけることだったが、実際は国民の利
益を損なった 」。
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また北朝鮮との核兵器開発での連携
協力がウワサされているが「北朝鮮と
は外交関係を結んでいるが、核開発や
兵器の開発協力といった関係はない。
そのような懸念は疑惑にすぎない。核
は保有しておらず、北朝鮮との軍事協
力もない。北朝鮮はわれわれの国を支
援できる状況ではなく、われわれには
核開発をはじめる財政手段がない 」。

北朝鮮と国交のない日本からすれ
ば、北と外交関係のあるミャンマーが
奇異にうつるかもしれないが、そんな

。 。ことはない 日本こそが少数派である
世界 カ国が北朝鮮と国交を結んで162
いる。米韓日は当然だが国交はない。

また大統領は「この国で民主主義が
、 。繁栄するための条件は 主に つある2

国内の平和と安定の実現と、経済発展
だ。経済を発展させて国民の生活を向
上させるため、必要な手段を実施して
いる最中だ。 国民の貧困は、 年以… 20
上に及ぶ経済制裁のせいだ。この国で
民主主義を繁栄させたければ、経済制
裁を緩和して、民主主義に必要な活動
を奨励するべきだ 」。

北朝鮮もミャンマーの行きかたを熟
考すべきであろう。核すなわち原子力
だが、貧しい国が自国を守るために、
保有し開発し続けることには無理があ
る。外国からは危険な敵とみなされ、
同国は疲弊し尽くすしかない。国民は
食に窮してどん底に堕ち、数え切れな
いひとたちが餓死していく。そのよう
な国家がいつまでも存続できるはずが
ない。

たいへん危険な状態にある現在の北
朝鮮事情について、李相哲氏は次のよ
うに記しておられる 金正恩政権を 維。 「
持するには、差し迫った食糧事情を何
とかするしかないが、外からの援助を
受けるには、その代償として、核廃絶
に向けた態度表明を含む、責任ある態
度を、国際社会から要求されるのは逸
れない （雑誌「諸君！」 年 月」 2012 2
臨時増刊号 北朝鮮特集）

国民を餓死させないという当面の課
題も果たせないのであれば、北朝鮮の
現体制は存在してはいけない。その能
力も資格もない。差し迫ったいまが、
ふつうの国に変わるための絶好のチャ
ンスのはずだ。

しかし核を手放し自由化と開放に向
かえば、きっと反乱を起こす国民の手
で虐殺されるであろうと確信している
金一族と一部特権階級であるならば、
外国に移住すればよい。彼らを温かく
迎える、おおらかな国は世界にいくら
でもあるはずだ。しかし立つ鳥、あと
を濁さずという。

のミャンマー補欠2012 4 1年 月 日
選挙、そしておそらく投票終了直後に
実施される全政治犯の釈放。当日のテ

4レビ報道がいまから楽しみだ この日。
は絶対に、エイプリルフールで月 日1

あってはならない。

連邦議会下院補選立候補に彼女は届
け出た。スーチー率いる野党 （国NLD

民民主連盟）は全 議席獲得を目指48
しているが、彼女は立候補のために住
民登録を貧民が多数住む村に移した。

は 月下旬に党本部で選挙対策NLD 1
会議を開いた。 人の立候補者の住所48
地をどこに置くかを決めるためであ
る。会議の席で「地図を広げて検討し
ていたところ、スーチーさんは貧困層
が多いヤンゴン南部コムー地区郊外の
ワティンカ村を指定した 。そして党」
関係者が同村を訪れたところ、面識の
ないカレン族の 歳前後でふたり暮60
らしの姉妹が 「スーチーさんの住民、
登録はぜひわたしの家にしてくださ
い」と強く希望した。スーチーは選挙

4の前日夜に姉妹宅にはじめて泊り、
月 日はこの家から投票場に向かう予1
定である。ワティンカ村での彼女の姿
は、きっとテレビ映像で全世界に流れ
ることだろう。

彼女が少数民族と貧困層の問題を大
切に考え、実行していることを象徴す
る話題だ。武装少数民族の問題につい
てスーチーは「少数民族側は私に和解
仲介の役割を求めている 。政府が望」
めば仲介を実行すると彼女は先月話し
ている。

ビルマ、すなわちミャンマーのいま
の大改革は、テインセイン大統領とア
ウンサンスーチー女史、ふたりを中心
に進んでいる。そのように思える。し
かし在野のスーチーは、これからどの
ような戦略を立てていくのだろうか？

スーチーはテインセイン大統領につ
いて「私は大統領が本心から改革を求
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めていると信じている。ただ軍部が大
きな権力を持つことを認める現行憲法
の下では、大統領は国のトップであっ
ても、最高権力者であるとは限らな
い 」。

確かに、改革を進めるテインセイン
NLDに敵するのは、スーチーたちの

よりも、もしかしたら軍部現政権内部
の保守派かもしれない。テインセイン
主導の改革は、ここにひとつの危惧を
感じてしまう。

また彼女は 月の補欠選挙について4
「 議席すべてを確保したとしても、48

議席以上ある上下院の中ではわず600
かにすぎない。あらゆることを一度に
実現することはできない。議会の中で

。」徐々にわれわれの活動を広げていく
国会の議席は 分の を軍部が独占4 1

すると、憲法は定めている。憲法改正
は重要な課題だが、新憲法の成立まで
には大きな障害がある。今回の補選は
ミャンマーにとって大きい意味を持つ
が、現実には小さな一歩にならざるを
得ないのであろう。

テインセイン大統領についてスーチ
、 「 、ーは 年 月に 新政府が誕生し2011 3

テインセインがトップに立ったからこ
そ改革が進んでいる。彼は変化と改革
の必要性を理解し、最善を尽くしてい

。 、る 政府内の改革派はほかにもいるが
彼なしに実現できたとは思わない。テ
インセインは軍から尊敬されている。
大統領は現政権の中でもまれな、汚職
に手を染めていない人物のひとり。彼
だけでなく彼の家族も同様で、これは

とても珍しいことだ 」。

ミャンマーの軍部や政府高官たちに
は汚職が当然とされるなか、テインセ
インの清潔さはなぜであろう？ 彼は
ミャンマー南西部のイラワジ川デルタ
地帯で幼少年期をすごした。父は船着
き場での荷役労働者であった。 歳上6
の兄は学業を断念し、弟のテインセイ
ンを中学そして高校へと進ませた。テ
インセインが高校卒業後に国軍士官学
校に入学したのは、学費が無料だった
からである。

彼は汚職に染まらなかった。それは
軍で生き抜き出世するための狡猾な処
方であろうか？ 貧民として生まれ育
ってきた自らの過去からの清廉志向で
はなかろうか。

テインセインの出身地、ジョンク村
「 、 、住民は 子どものころ 彼は目立たず

また偉ぶることもなかった 。軍部ト」
ップだった独裁者タンシュエは、テイ
ンセインが「物静かで野心がなく、従
順である」から後継に選んだともいわ
れている。

スーチーは、当然だが次の補選で当
選する。しかし大統領が望む閣僚就任
は辞退するはずだ。ミャンマー憲法で

、 。は 閣僚の政党活動は禁止されている
スーチーの党 は 月から新スタNLD 4
ートを切る。彼女は党建設に力をそそ
がねばならない。

そしてテインセインとスーチーは競
うけれども連携し、新しいビルマ・ミ

ャンマーを建設していくはずだ。国民
の自由と幸福のために。

ここまでは 年 月に書いた文2012 2
章である。そして 年 月 日の2015 12 2

、 、今日現在 スーチーは 年前と同様に3
信頼する同志のテインセイン現大統領
と連携し、新生ミャンマーを築きつつ
あるようだ。改めて、そのようにしか
わたしは考えることができない。ミャ
ンマーは軍と と の相互理USDP NLD
解と協力を必要としている。

（ ）南浦 邦仁 みなみうら くにひと
年、兵庫県姫路市生まれ。少1950

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、 年近40
く本屋に勤務。現在はほぼ隠居生活
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
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はないみほ

新自由主義と戦争

軍需産業は、戦争時は武器を
作り、戦争が終われば家電や日
常品に切り替え、また戦争が起
これば武器に切り替える、こう
いう変容がある。
戦争はなぜ起こるか。それは物
が売れなくなり経済活動が停止
するからで、そこにイノベーシ

ョンが！と声高らかに訴える経
済学者が権力を持つ国から生ま
れ、同時にきな臭い空気が生ま
れ、テロやクーデターが突如勃
発し、破壊を生み出す。破壊に

、より人々は常識的な判断を失い
価値を失い、踏ん張る気力を失
うため、今まで守ってきた自分

。の大事なものを手放すのである
そこに襲いかかる権力に追従す

る。そして復興と言う言葉が使
われ、なくなった物を買い求め
る為に物がまた買われ生産が生
まれるのである。これが２０世
紀のイノベーションであり、そ
のイノベーションにモラルをな
くしてしまったのが２１世紀の
経済の形であり、それを新自由
主義という。自由のため何でも
ありの絶対権力体制の構築。自
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由と言う言葉に惑わされた民衆
は、第二次世界大戦時のナチス
の亡霊をずっとずっと見続けて
いるようだ。新自由主義は独裁
政権のまたの名である。軍国主
義国家日本、ナチスドイツはい
まや自由の国アメリカである。
そしてその力に追従している国
家も又同じである。

新自由主義は、規制緩和をい
う。いかにも規制緩和は自由を
連想し、なにかしら希望を持て
る意識に苛まれる。しかし社会
保障や年金等、税金としてとら
れていたお金が規制緩和で切り
崩され、企業に吸い取られてい
くのである。競争に勝ち抜く事
はいい事だ、自由なんだ、勝て
ばいいのだ。皆平等なんだとい
う。いかにも理にかなった話に
聞こえるが、勝つために手段は
選ばない。つまり勝つ為にあら

。 、ゆる手段を講じる その手段は
サギであろうと、独裁であろう
と、脅しであろうと構わない。
勝った者が法をも解釈変更し、
勝った者が新たに法律を考え、
事を貫いていく。平等も正当性
もそこにはもはやない。新自由
主義とは、税金や国がもつもの
を一握りの企業に流れるシステ
ムを作っているのである。そし
てその企業は自国の企業に停ま
らず、外資に流れることさえ、

よしにする。その恐ろしいシス
テムを読みとれる国民がどれが
けいるか。

ナオミ・クライン著「ショッ
ク・ドクトリン」と言う本があ
る。これは映画化もされ、旬報

。社から Ｄとなって出ているDV
戦後アメリカにおいて何が行わ
れ、チリのクーデター等、南ア
メリカの出来事や、欧州、ベト
ナム、ソ連等で起こった様々な
革命が、誰により行われ、どう
いう具合にはじまり崩されてい
ったのか。また、どの背後にも
何が動き、誰が得をしているの
かが見えてくる。そしてナチス
を習っているのは、我が国だけ
ではなく、新自由主義を提唱す
る組織が皆同じような非人道的
な行動を行っているということ
なのである。今日本はナチスを
習っている。

どんなふうに少数政党が政権
を獲得し、力をどのように伸ば
していったかを検証し、同じよ
うな手口で動いている。そして
ナチスの崩壊を学び、その崩壊
が起こらぬように手だてを思考
している。ならば、民衆は、ど
うしてナチスは崩壊したのか、
その崩壊した足取りをしり、ま
たナチスが生まれる頃の民衆の
過ちを正す事である。さらに軍
国国家が出来た日本の過ちをも

う一度検証し、その動きに従わ
ない意志を持つ事である。そし
て統制する意識に近い集団に属
しないことである。

暴力は破壊しか生まない。ア
メリカのテロに屈しないという
宣言が終わりのないイラク戦争
を生み、 を生み出した。武ISIS
器を作らせてはダメだ。企業の
生産を家電にせめて停まらせよ
う。しかしその家電も壊れる物
を作り出す企業ありきの社会シ
ステムがゴミを作り、汚染をつ
くり続ける。それが見せかけの
イノベーションである。まやか
しのイノベーションはもう止め
よう。本当のイノベーションは
もっと実りのあるものである。
皆が幸せと言う概念の削除が新
自由主義の概念であるから、そ
こからの離脱を考えないと私た
ち人類は戦争からはなれる事は
出来ない。資本主義の崩壊の最
後のあがきがモラルなき新自由
主義の姿であった。

新自由主義を目論む政権
の暴挙

今年の９月１９日（土曜日）安保
法制が国会を通過した。しかしそれ
までたくさんの国民が国会や各地街
頭で「安保法制絶対反対！」と連日
叫び続けた。
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ＥＡ Ｄ という若者たちが先S L s
頭を切り、当たり前に「これ、おか
しい！」と言葉を吐いた。その声に
不安要素を多大に持っていた大人た
ちが 「これ、おかしい！」と言っ、
てもいいんだと勇気をもらった。一
人二人三人と立場ある学者たちも連
なった。６月４日、民主党の推薦し
た憲法学者の小林節氏と、自民党が
推薦した長谷川泰男氏、維新の党が
推薦した笹田栄司氏の三人が国会で
違憲と断定した。その日を皮切りに
国民は立ち上がった。８月３０日国
会前には１２万人の人が集まった。
当然各地でも声は日々大きく拡大し
た。 ＥＡ Ｄ は関西、琉球、東S L s
北、東海と広がった。ママの会が発
足し、子ども連れのママたちが、街
頭で「どの子供達も戦争に行かせた
くない！」と叫ぶ。北海道では「戦
争法案に震える！」と２０代の女性
たちが叫ぶ。そして高校生、中学生
までもがマイクを握り自分たち一人
一人の言葉で今の政治に対して意見
を言った。子どもからお年寄りまで
「戦争反対！ 「違憲！」のプラカ」
ードを掲げた。そのうねりが自民党
を追い込んだ。９月１５日頃から連
日国会前には、夜中まで人々は居続
けた。その状況に心もとなかった野
党が連動し、安保法制反対の抗議を
言い続けた。自民党は国会前の民衆
の声におののき、平常心を忘れ、秋
までに「安保法制を通す」と言う国
の法的処置を無視した密約のためだ
けに、議会を無視し、最後にはニン
ゲンかまくらの様を見せた。タック

ルを組み、委員長の鴻池祥肇氏を取
り囲み、採決をとる声も音声にはな
らず、ひとりの自民党議員の指示を
受けて一斉に自民党議員が立ち上が
り、その場にいた野党の知らぬ間に
「安保法制」は通過した。前代未聞
の国会状況。その状況を は報NHK
道したが、 が消えた音声を先NHK
取りし 「ただいま安保法制が通っ、
たもよう」と形を が作ってしNHK
まったという。この事はあとから様
々な野党議員の論により明らかにな
っている。国民が払っている受信料
で成り立つ が自民党と結託しNHK
て無理矢理ありもしない事を作って
いる訳だから、日本と言う国が今ま
さに民主主義という旗を揚げた独裁
国家に成り果ててしまっている。

憲法を生かす国民であれ

憲法は権力の暴走を止める法
である。国民をいさめる法では
ない。権力、政治を司る人の言
語、行動をいさめる法である。
権力は国民に 国民の義務 とい” ”
う言葉を良く使い、義務を意識
させる。しかし義務は、権力の
側に存在し、公の人は得にその
義務、法規を守らなければなら

。 。ない 権利の主張は国民にある
それを権力は、権利をあべこべ
に使っている。憲法の存在は国
民を守るべきものであり、先の
戦争の過ちによって先人が未来

を願い意見を出し合い、作られ
たものである。 に押し付けGHQ
られたものと言い切る代物では
なく、ここに様々な憲法学者等
の意見が反映されている。

大日本帝国憲法は憲法とは言
わない。権力者によって作られ
た掟である。
権力に従う臣民への掟である。
自民党改正案は全くそれだ。今
私は径書房の「民主主義」を読
んでいる。どの項をよんでも今
の安倍政権の行為を予測したか
のような文章である。あまりに
もその通りなので、恐ろしいく
らいだ。これを書いた１９４９
年出版の文科省の人は今生きて
いるのだろうか？今の日本の姿
を見ているのだろうか・・・戦
争を４年前に見て来た当時の文
科省の筆者は、暴走する権力に
くさびを打たなければならない
と必死で叫ぶ。さらに本文中に
は、民主主義は個人個人の努力

。によって守られると言っている
努力、日常の努力によって私た

。ちは本当の自由を得るのである
明日が明るいか暗いかは私たち
一人一人の自立した意志のもと
に存在する。

９月１５日、 ＥＡ Ｄ のS L s
奥田愛基君は国会参議院公聴会
で、たいへんすばらしい意見を
述べた。全文をここにあげたい
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くらいだが、ここでは最後の部
iwj分を添付させていただく （。

記事より添付）

『・・・どうか、どうか政治家
の先生たちも、個人でいてくだ
さい。政治家である前に、派閥
に属する前に、グループに属す
る前に、たった一人の『個』で
あってください。自分の信じる
正しさに向かい、勇気を持って
孤独に思考し、判断し、行動し
てください。みなさんには一人
ひとり考える力があります。権
利があります。政治家になった
動機は人それぞれ様々あるでし
ょうが、どうか、政治家とはど
うあるべきなのかを考え、この

。国の民の意見を聞いてください
勇気を振り絞り、ある種、賭け
かもしれない、あなたにしかで
きないその尊い行動を取ってく
ださい。日本国憲法はそれを保

、 、障し 何より日本国に生きる民
一人ひとり、そして私はそのこ
とを支持します。
困難な時代にこそ希望があるこ
とを信じて、私は自由で民主的
な社会を望み、この安全保障関
連法案に反対します 』。

この若者の言うように、ひとりひ
とり全体の中の個である事を本当に
切に願う。今日本は全体主義をどん

どん勧めている。特に教育に政府は
手をつけ、社会に貢献できる子の育
成をスローガンにする。会社では、
ずっと前から社訓や教育の中に倫理
研究会等の意識が反映されている所
が数々ある。その意識は国家神道由
来の、さらには孔子の儒教の教えの
一つである。その教えの中に個の存
在が重要視されればいいが、会社の
利益の為に存在する従業員は、個で
あるよりも生産性を上げる為の全体
の一部でしかない。確かに組織を有
効活用するには、従業員をロボット
化するシステムが効率をうむのだろ
う。しかし、このように会社の利益
だけに固執すれば、ロボット化する
人材育成に傾き、個は萎縮する。競
争が助長されていく先には、他者の
負を受け止める心の余裕はなるだろ
う。それが、小さな子どもたちまで
に行き渡らせる。物事が理解できな
いうちに個である意識は消え失せ、
誰かに委ねる意識しか養わない。こ
の意識がどんどん現政権を後押しす
ることとなる。

犠牲者は若者

今年９月、警察の車がずらり
と国会議事堂を取り囲み、国会
議事堂と地下鉄から国会に向か
う道は、途切れもなく２列に走
行車が並んでいた。ここは日本
なのかと思うほどだった。警察
というよりもう軍隊だ。それも

テロとかよその敵へ向かっての
防護ではなく、国民一人一人へ
向けての警備である。なんと情
けない！誰が敵か？警察は誰の
ための警察か？おかしいとしか
言いようが無い。国会前のデモ
に向かうため、その道を普通に

。 。歩く そこには若い警官ばかり
高校卒業から二十代の青年。そ
こにいた若い警官に国会前はど
ちらか聞いた 「はい、あちらが。
正面だから気をつけて行ってく
ださい」と若い警官は言う。息
子と変わらない同世代の警官。
その中に違和感を持っている子
もいるだろうし、何でこんな事
やってんだって思っている子も
いるだろう。子供達を使って自
分たちの警護をさせる安倍政権
ってなんだろう。国民を守る事
もせず、奨学資金制度、福祉排
除、消費税増税、雇用の不平等
制を推し進め、苦しめている張
本人なのにその苦しみを受けた
子供達を集めて護衛させる。若
者は足軽か！？

京大有志の会の発起人のひと
りでもある人文学研究所准教授

戦争研究をされの藤原辰史氏は、
ている。彼はその研究でフランス・
ヴェルダンの遺跡を観に行ったそう
だ。その遺跡は第一次世界大戦で亡

。 、くなった人たちの骨の山 その骨は
１９歳から２２歳の骨。まさに、今
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年７月１５日に自衛隊・防衛大学の
勧誘のハガキが来た我が息子世代の
骨である。国会警備もフランスの戦
争の犠牲も自衛隊もこれからの世の
中を背負ってたつ高校を出たばかり

。 、の若者たち その子たちの親世代は
自分たちの子を平気で戦争を目論む
企業と絡む政治に加担しているので
ある。戦争への足音が聞こえる。フ
ランスのテロ事件を皮切りに、法律
をどんどん作り統制をかけ、戦争を
引き起こす引き金が引かれる事態に
なるかもしれない。９・１１後、ア
メリカには愛国者法ができ、いろん
な統制が自由の国アメリカで起こり
続けているのである。フランス政府
は１１月１８日、パリ同時多発テロ
直後に非常事態宣言を出し、その効
力を三ヶ月間延長させる法案を閣議
決定した。大統領権限を強化する憲
法改正を三ヶ月内に成立させる方針
である。その直後、自民党は共謀罪
の新設を口にし始めた。この共謀罪
は、嘗ての治安維持法と同列で、思
想弾圧の恐れがある。日本の特別秘
密保護法と共謀罪は、アメリカの愛
国者法とよく似た法律である。また
安倍氏は、先の日本会議の集まり置
いて、早急に憲法改正を考えている
と宣言した。日本政府は今起きてい
るパリの状況をそのまま真似て、非
常事態宣言を出し、総理大臣の権限
を使い、無理矢理憲法改正に乗り込
む様な空気が漂っている。そのどさ
くさ紛れの行動は、９月１９日の安
保法制強行採決の状況を知った私た
ちには想像に甘くない。その事をふ

まえ、私たち国民は、現政権の横暴
を必死で食い止めなくてはならな
い。

今息子は、彼の夢である動植物の
保全為に大学受験に向かう。動植物
の破壊を急激におこすのも、戦争や
企業の生産活動による自然破壊と公
害問題等により起こっている。さら
に戦争は夢を持つ若者の人生まで奪
ってしまうのである。利益を得る企
業の裏に純粋な若者たちが使われ捨
てられる。この実体に親世代である
私たちは、経済と言う言葉のまやか
しに本当に目覚め、生きる為の権利
を奪われないように守り抜く事であ
る。そして彼の夢が潰されないよう
に母である私は、政治の横暴にけっ
して屈しはしない。

はないみほ
エッセイスト。滋賀県出身。看護師を経、

代替医療などに関わる。現在、長期入院の子ど

もの親たちに精神的ケアーの活動をしている。

東日本大震災では、宮城県女川町に入り、保育

者、子どものケアー活動行い、現在も継続して

いる。里山にあるアゴラ子ども美術工場で、子

どもの造形活動、自然活動を繰り広げながら政

治社会問題、医療問題、子どもの問題、自然環

境などについてのエッセイを書き綴っている。

著書に「はしら雲 震災と女川の人たち 「は」

しらぐも まおちゃん家族の明日 「里山のア」

ゴラ 「牧場の一日 （自立舎刊）」 ）

ブ ロ グ ゆ る り ん の ポ レ ポ レ 日 記

http://yururinp.exblog.jp

里 と 湖 の ポ レ ポ レ 時 間

http://agorako.exblog.jp

世代を超えて、子供の居場所「ア
ゴラ」に集まった人々。現代社会に
様々な疑問を抱いていた彼らが時空
を超えて出会った生き物たちに、大
きく心を動かされる。現代社会に問
いを立てる話題作！

価格 １８００円＋税
発行 合同フォレスト
発売 合同出版

http://www.godo-shuppan.co.jp/forest/b
ook_6059.html

はないみほの本
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文 ・井上脩身
写真・片山通夫

１０月下旬、南北海道を旅した。２００８年７月に
サミットが開かれた洞爺湖の南、内浦湾沿いの国道を
ドライブしていて「有珠駅」の標識を見かけた 「有。
珠」の地名は小学生のころに知った。郷愁にも似た懐
かしさを覚え、ＪＲ北海道室蘭線の有珠駅に立ち寄っ
た。

無人駅シリーズ　JR室蘭線・有珠駅
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噴火湾近くの“噴火駅”

同駅は伊達市の西の端、洞爺湖町と
の境近くに位置する。駅舎は国道から
少し海側の、小さな集落の奥にポツン
と建っている。三つの屋根を連ねた形
の瀟洒な洋風の白亜建築だ。待合室に
はベンチひとつなく、がらんとしてい
た。

（ ）国鉄長輪線 ３１年に室蘭線に編入
の駅として１９２８年に開業。現在の
駅舎は８９年に改築されたものだ。時
刻表を見ると、ダイヤは長万部方面行
きと室蘭方面行きがそれぞれ２時間に
１本。午前６時台と７時台だけ、室蘭
方面行きが２本ある。室蘭への高校生

の通学の足なのであろう。乗降客は、
１９８１年は１４７人だったが、２０
１１人には７９人に半減。６２年に貨
物の取り扱いが廃止され、８０年から
無人駅になっている。

プラットホームに立った。駅の北側
に広がる林の木々は、紅葉を過ぎて枯
れかかっていた。標高７３７㍍の有珠
山は北約３㌔のところにある。あいに
く、この林が視界を遮っている。

有珠山は何度も噴火を繰り返してき
た活火山だ。１９４４年６月２３日に
水蒸気爆発が起き、すぐ北の標高１０
０㍍の台地が２５０㍍の山になった。
１１月中旬、この山の火口から溶岩ド
ームが出来始めて成長、翌年９月に標

高４００㍍に達し 「昭和新山」と名、
付けられた。

私が子どものときに「有珠」の地名
を知ったのは「有珠山から昭和新山が
できた」と学校で学んだからだろう。
大阪で生駒山しか知らない子どもに、
新しい山をつくる有珠山は、怪獣ゴジ
ラにも劣らない怪山として強く印象づ
けた。

確かに有珠山は火山列島・日本のな
、 。かでも 活動の歴史は群を抜いている

１６６３（寛文３）年７月１４日（旧
） 「 」 、暦 に噴火を始めた 寛文噴火 の際

火山灰によって山麓の壮瞥町では３㍍
も積もった。１８２２（文政５）年の
「文政噴火」では 「焼け石が夕立の、

無人駅シリーズ　JR室蘭線・有珠駅
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ように降った」といわれ、５０人以上
が亡くなった その後も １８５３ 嘉。 、 （
永６）年、１９１０（明治４３）年に
噴火し、昭和新山ができてからでも、
１９７７年から７８年にかけての噴火
によって、有珠山頂とは別の溶岩によ
る頂上部が生まれ 「有珠新山」と名、
付けられた。２０００年にも噴火して
いる。
有珠駅は、開業後も３回の噴火に接

してきたわけだ。２㌔先に広がる海は
別名「噴火湾」である 「噴火駅」の。
名がついてもおかしくない。

アイヌ伝道のバチェラー

有珠駅から約１㌔海側に教会があ
る。１８７３年の明治政府のキリシタ
ン解禁にともない、この教会がアイヌ
伝道の拠点となったと聞いて訪ねた。
小さな丘のうえに石造り２階建て三角
屋根の教会が建っていて、正面の壁に
「バチェラー夫妻記念堂」と刻んだ石
板がはめこまれていた。
訪れたのは日を最後に教会は来春ま

での冬季間は閉ざされることになって
いた。この教会を担当する男性は「誰
も来ないと思っていた。ラッキーです
ね」と笑いながら、内部を案内してく
れた。
この地で布教活動を始めたのはイギ

リス人の聖公会宣教師ジョン・バチェ
ラーである。イギリス教会宣教会に入
り、香港でキリストの教えを学んでい

。 、るときに健康を害した 函館で静養中
アイヌ民族のことを知り、１８７９年
からアイヌ伝道活動をはじめる。日高

地方の平取町を訪ねてアイヌの長老ペ
ンリウクの家に３カ月滞在、アイヌ語
を学んだ。やがて伝道の中心は有珠に
移った。

、 。８４年 ルイザ・アンザレスと結婚
９１年に札幌に移った。９２年に札幌
聖公会が組織され、９３年、地元の信
者が「カムイタッコプ（神の丘 」と）
呼ぶ有珠のこの地に木造の教会堂を建
てた。アイヌの人たちの心をとらえた
のだろう。１９０３年、北海道の聖公
会の信徒２８９５人中２５９５人がア
イヌの人たちだった。

現在の教会は１９３７年に建て替え
られたもので、バチェラーは「海上の
船からも見ることが出来る」と挨拶し
た。

バチェラーはアイヌ伝道にとどまら
ず、アイヌ言語研究、アイヌ民俗研究
にも力を入れ 『蝦夷今昔物語 （１８、 』
８４年 『蝦和英三対辞書 （１８８）、 』
９年）を著した。

「アイヌの父」とまで呼ばれたバチ
ェラーのこうした活動が評価され、１

、 。９３３年 勲三等瑞宝章が授けられた
しかし、太平洋戦争が始まると、敵性

外国人として帰国を余儀なくされた。
４４年、イギリスで９１歳の生涯を閉
じた。

夫妻記念堂にはバチェラーの肖像画
が展示されている。長さ５０㌢ものあ
ごひげをはやしていて、両目はしっか
りとある一点を見据えている。腹の前
に組んだ両手は何ものにも屈しない毅
然とした力がみなぎっているようだ。
肖像画は礼拝にやってくる十人ほどの
信者たちの精神の支柱なのであろう。

アイヌ人伝道師・八重子

バチェラーを語る上で欠かすことが
できないのはアイヌ人の向井八重子を
養女にしたことだ。八重子は１８８４
年、有珠に生まれた。１３歳のとき、
バチェラーを頼って札幌へ。バチェラ
ーが運営する「アイヌガールズスクー
ル」に通った後、東京の聖書学校で学
んだ。

八重子がバチェラーの養女になった
のは１９０６年、２２歳のときだ。２
年後、イギリスに行き、カンタベリー
大主教から伝道師として任命され、平
取などの聖公会で伝道活動を展開。さ
らにバチェラーとともに樺太でも布教
をした。
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だが、こうしたキリスト教徒として
の熱心な活動にも増して注目すべきな
のは、アイヌの一人としての心の叫び
だろう １９３１年に刊行した歌集 若。 『

きウタリに』のなかで「国も名も 家
畑まで うしなうも 失はざらむ 心
ばかりは」と詠み、アイヌ民俗の自立
をうたった。

夫婦記念堂の前に「バチェラー八重
子歌碑」が建っている。高さ２㍍の堂
々たる石碑だ。

春ごとに村に訪ひ来し閑古鳥
家の近くの山に鳴きしか

海もよし山もうつくし人もよ
し ほんに住みよき有珠コタンか
な

有珠山にのぼりながむる噴火
湾 岸辺にたてる駒が嶽かな

有珠の自然の美しさを詠んだ和歌で

ある 『若きウタリに』の歌のような。
魂の鋭さがなく、八重子の歌としては
物足りない。おそらく八重子にとって
有珠はアイヌ差別を感じさせないほ
ど、居心地がよかったのだろう。

八重子は関西旅行中の１９６２年、
京都で亡くなった。有珠駅の貨物扱い
が廃止された年である。八重子は伝道
活動のため有珠駅から何度も列車に乗
ったはずだ。戦争が近づくにつれ、伝
道活動はしにくくなったであろう。列
車の車窓から見た有珠山と内浦湾のな
がめに彼女は癒されたに違いない。

バチェラーが日本を去ったのは昭和
新山ができる前、八重子が亡くなった
のは有珠新山ができる前だ。その伝道
の遺志を継ぐように新山ができる有珠
山である。有珠駅は新たな「新山」に
出合うことになるのだろうか。

註：有珠山（うすざん）は、北海道・洞爺湖の南に位置する標高 の活火山。山頂は有珠郡壮瞥町にあり、山体は虻田郡洞爺湖町、伊達市にまたがっている。737m

支笏洞爺国立公園内にあり[ ]、昭和新山とともに「日本の地質百選」に選定され[ ]、周辺地域が洞爺湖有珠山ジオパークとして「日本ジオパーク 「世界ジオパー1 2 」

ク」に認定されている。 世紀の 年間で 度も噴火活動が観測された、世界的に見ても活発な活火山である （ウイキペディア）20 100 4 。

URL http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/sapporo/112_Usu/112_history.html参考

バチェラー八重子歌碑
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高井戸－千歳烏山 編

写真・文 丸古 一

甲州街道の「内藤新宿」
より一つ京都よりの宿場
町高井戸を訪れた。高井
戸までは、渋谷から京王
井の頭線に乗り換え、普
通電車で揺られることお
よそ 15 分。かつて宿場町
だったこともあり、人々
の活気で賑わう姿を期待
していたものの、その雰
囲気は也を潜め、マンシ
ョンが乱立する町へと変
貌していた。

吉祥院で
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上高井戸と下高井戸

吉祥院

肩透かしを食らった気分で、高井 
戸駅を降り立ち、あたりを見回す。
降りる駅を間違えたかと思いきや、
その活気は「下高井戸」に残ってい
るそうだ。のっけからのケアレスミ
ス。高井戸は当初、甲州街道の一番
目の宿場であった。現在の新宿にあ
たる内藤新宿が設置された。周辺住
民は農業を主としており、一宿で継
ぎ立てを勤められず、月初から
日までを下高井戸宿、16 日から月
末までを上高井戸宿が勤める合宿と
なっていた。
そんなことも知らないまま降り立
ち、落ち込んでいると、細い参道が
目の前に飛び込んできた。ここは天
台宗寺院の吉祥院。都会の喧騒から
離れ、少し落ち着いた雰囲気があた

りを包み込む。杉並区教育委員会の
掲示によると、成田山不動尊を深く
信仰した並木卓善で、1883 年に開
創。1916 年に刊行された「東京府
豊多摩郡誌」では、当院の様子を「毎
月廿八日寳客多し、殊に節分会及二
月十五日は信徒の詣づるもの頗る多
く境内立つ錐の地なし」と伝えてい
る。

真っ青な秋空の下、山門や地蔵堂、
成田山を拝礼して回っていると、参
拝者が木札に願い事を書いている姿
が見て取れた。また別の参拝者が山
門を潜り抜けて本堂の前で手を合わ
せている。東京都杉並区。この都会
の真ん中で、篤い信仰心を持ってい
る方はいったい何をお願いされてい
るのだろうか。遠くの空から自衛隊
ヘリコプターが轟音を上げて飛び交 
っていた。
高井戸の由来については諸説あ
る。かつて村内の小高い場所にある
お堂から水が湧き出ていた。その名
のとおり、高いところから出ていた
井戸なので「高井戸」と呼ばれたと
か。教育委員会の掲示にはこんなフ
レーズも認められていた「今日でも
東京西北部一帯の人々に広く信仰さ
れていると記されている」と。
吉祥院の参道を出て、大通りを歩
いていると、「歴史と文化の道」と
いう案内を見つけた。加えて、「烏
山寺町散歩」とある。この道は、杉
並区が指定した歴史街道だというの
だ。面白そうなので、その道をたど 
ってみることにした。

お神酒を酌み交わす「お
こもり」

「烏山寺町散歩」は、高井戸駅か
ら環八通りを下り中央高速を歩く道
のりで全 4 キロのコース。高架下を
歩いているため、陽のあたりも悪く
少し肌寒い。ちょうど紅葉も終え、
地面に落ちた黄色い銀杏の葉も色鮮
やかに本堂を浮かび上がらせてい
た。

天神社

ここは天神社。杉並区教育委員会
によると、この神社は旧上高井戸村
の鎮守で、祭神は面足之命（おもた
るのみこと）、惶根之命（かしこね
のみこと）という。明治以前は第六
天神と呼ばれ、鎌倉時代の頃に建さ
れたとされている。明治以前の祭日
は 11 月 22 日で宵宮になると農作業
を終えた近所の人たちが当番制で 5
人ずつ拝殿にこもり、お神酒を飲み
ながら世間話に興じ夜を明かしたと
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されている。この「おこもり」の風
習は昭和 40 年頃には途絶えてしま 
ったという。拝殿にあしらわれた飾
りは、精巧に木彫りで彫られた竜の
姿（写真上）が目立ち、信仰の深さ
が感じられた。

天神社を後にして、再び歩き始め 
ると、突然、開けてきて玉川上水が
突如現れた。どうやら工事中のよう
だ。川を除いてみると、先ほどまで
薄暗い高架下を歩いてきた道のさら
に下の部分に、暗渠という形で河川
が流れていたのだ。そのとき、途中、

昌栄橋という名前の信号に違和感を
覚えていたのに、合点がいった。
玉川上水は、かつて江戸市中へ飲 

料水を供給していた上水として活用
されていた。江戸の六上水の一つで、
多摩の羽村から四谷までの全長
43km が 1653 年に築かれたものだ。
現在、平成 22 年から 10 ヵ年計画で
水と緑の空間を創出するため、浅間
橋から小平監視所の全長 18 キロで
整備を行っているという。水路・法
面の崩壊を防ぐために、護岸工事を
行っているそうだ。また名勝「小金
井（サクラ）」の並木を良好な状態
に保存することもかねているとい
う。これは幸先よく面白いものが見
れることができたと心弾ませ、今回
の本丸となる烏山寺町を目指した。

烏山寺町の寺院めぐり

玉川上水から、歩いていると、民 
間信仰のお地蔵さんが姿を現した。
この石塔は 1776 年銘の庚申塔と

年銘の観音塔がある。庚申信
仰は「長生きするためには庚申の夜
は身を慎み、諸善を行い、徹夜をす
べきである」という中国の道教説が
始まり。日本に伝わると、中世以降、
仏教や神道の信仰と習合して庶民の
間に広まったとされる。江戸時代に
は青面金剛（しょうめんこうごう）
を本尊とした石塔を造立し悪疫退
散、村内安全等の祈願を行うことが
盛んになったと、杉並区教育委員会

はまとめている。
ようやく今回の目的地である烏山
寺町にたどり着いた。寺町の成立は
関東大震災後の 1923 年に浅草、築
地、本所、荒川などの寺院が集団で
移転してきたのが契機とされてい
る。この一角だけで、26 もの寺院
が集まる。まさに「世田谷の小京都」
と呼ばれるほど。

寺院が密集しているだけあって、
情緒の感じられる落ち着いた雰囲気
がある。数ある寺院のうち、私が訪
れた本門流寺院妙寿寺を紹介した
い。ここには、宮沢賢治直筆の「雨
ニモ負ケズ」詩碑が奉られていた。
そのほか、世田谷区教育委員会が文
化財に指定した心学者中沢道二翁の
墓と、太田近江大椽藤原正次作の梵
鐘が飾られてある。

ミーハーな感情よりも、正直、関
心はさほど沸かなかった。ただ、こ
の寺院に惹かれたのは、何よりも雰
囲気だ。木造 2 階建ての建築、そし
てきれいに掃除が行き届いた庭、そ
の空間が作り出す荘厳さ。ここが東
京であることを忘れさせてくれる静
寂が何よりも心に染み入った。

1730
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玉川上水

本門流寺院妙寿寺

丸古 一 (まるこ はじめ)
1982 年、滋賀県生まれ。業界紙記者・雑誌編集者を経て、
現在、東京渋谷で編集者として活動中。

宮沢賢治直筆の「雨ニモ負ケズ」詩碑

日和見ぶらり旅　高井戸ー千歳烏山編

128 Lapiz2015Winter



写真・文 片山通夫

通称甚七森（じんしちもり）と呼ばれている杉の
大樹。高さ３３ｍ、周囲８，４メートル、推定樹
齢７００－８００年。

京都府南丹市から兵庫県篠山市・加東市に向かう
「 」 。国道 号に 安田西 交差点の付近に位置する372

住所は兵庫県篠山市安田

神宿る　安田の大杉
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サハリン逍遥　サハリンは雪模様
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写真と文 片山通夫

十五年秋八月壬戌朔
丁卯、百濟王遣阿直
岐、貢良馬二匹。即
養於輕阪上廄。因以
阿直岐令掌飼。故號其
養馬之處曰廄阪也。阿
直岐亦能讀經典。及太
子菟道稚郎子師焉。於
是天皇問阿直岐曰、如

。 、勝汝博士亦有耶 對曰
有王仁者。是秀也。時
遣上毛野君祖荒田別・
巫別於百濟、仍徵王仁
也。其阿直岐者阿直岐
史之始祖也。
十六年春二月、王仁來
之。則太子菟道稚郎子
師之、習諸典籍於王仁
莫不通達。所謂王仁者
是書首等始祖也。

十五年（ 年）秋八月、壬404
戌朔の丁卯（ 日）に、百済6
王は阿直岐を遣わして、良馬
二匹を貢いだ そこで 軽 現。 、 （
在の奈良県橿原市大軽町の辺
り）の坂の上の厩で飼わせた。
そうして阿直岐に任せて飼わ

せた。それゆえ、その馬を
飼った所を名付けて厩坂と
いう。阿直岐はまた、経典
をよく読んだ。それで、太
子菟道稚郎子は、阿直岐を

。 、〔 〕師とされた ここに 応神
天皇は阿直岐に問うて言われ
た 「もしや、お前に勝る学。
者は他にいるのか 。答えて」
言った 「王仁という人がい。
ます。すぐれた人です 。そ」
こで上毛野君（かみつけのき
み）の先祖である荒田別（あ
らたわけ）と巫別（かんなぎ
わけ）を百済に遣わせ、王仁
を召しださせた。その阿直岐
は、阿直岐史（あちきのふび
と）の始祖である。
十六年春二月、王仁は参った。
そこで菟道稚郎子は王仁を師
とされ、もろもろの典籍を王
仁から習われ、精通していな
いものは何もないようになっ
た いわゆる王仁は 書首 ふ。 、 （
みのおびと）らの始祖である。

（日本書紀から）

王仁に関するもっ
とも詳細な記述は日

、本書紀のものであり
百済からの使者阿直
岐（あちき）を介し

伝王仁墓百済門・大阪府枚方市
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て、来朝したという。

王仁考

日本書紀は、奈良時代に成立した日
本の歴史書。日本に伝存する最古の正
史で、六国史の第一にあたる。舎人親
王らの撰で、養老 年（ 年）に完4 720
成した。神代から持統天皇の時代まで

30を扱う。漢文・編年体をとる。全
巻。

王仁に関しては前述の記載のみのよ
うだが、応神天皇が望んで百済の国か
ら王仁博士の一行を迎えたということ
のようだ。王仁博士は千字文と論語を
携えて我が国へ来た。千字文とは「天

」 「 」 、 、地玄黄 から 焉哉乎也 まで 天文
地理、政治、経済、社会、歴史、倫理
などの森羅万象について述べた、 字4
を 句とする の短句からなる韻文1 250
である。全体が脚韻により 段に分か9
れている。この千字はすべて異なる漢
字で書かれていて南朝・梁 ( ‐502

) の武帝が、文章家として有名な549
文官の周興嗣 ( ‐ ) に文章を470 521
作らせたものである。周興嗣は，皇帝
の命を受けて一夜で千字文を考え，皇
帝に進上したときには白髪になってい
たという伝説がある。文字は、能書家
として有名な東晋の王羲之の字を、殷
鉄石に命じて模写して集成し、書道の
手本にしたと伝えられる。

伝王仁墓考

伝王仁墓のある大阪府枚方市のホー
ムページには「４世紀末に朝鮮半島か
ら日本に漢字と儒教を伝えたという王
仁（わに）の墓とされています。禁野
村和田寺の僧・道俊が『王仁墳廟来朝
記』の中で、藤坂村の鬼墓は王仁墓の
なまったものと主張し、京都の儒者・
並河誠所がこの書物をもとに王仁博士
の墓として崇拝するよう地元の領主に
進言し、享保 （ ）年に「博士16 1731
王仁之墓」と刻んだ墓石を建てたこと
が始まりで、昭和 年に大阪府の史13
跡に指定されました。
市は、王仁博士の生誕地とされる韓国
霊岩郡と 年以上にわたって市民レ20
ベルで交流。地元の市民グループが中
心となって王仁塚周辺の清掃やお祭り
の開催、交流に力を入れてきたほか、
地元の菅原東小学校では霊岩郡の初等
学校と壁新聞の交換を行ってきまし
た。こうした取り組みが実を結び、平
成 年には市と霊岩郡との友好都市20
提携が実現。歴史文化を中心に交流を
深めています。現在、韓国からは修学
旅行生が訪れるなど、伝王仁墓は日韓
交流の拠点の一つとして位置付けられ
ています。
所在地 藤阪東町 」とあり大阪府史2
跡となっている。

王仁像
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あくまで伝説上の人
王仁博士は何しろ４世紀とかの時代の人のようなので、あくまで伝説上の人だという

理解でいいのではないかと思われる。ちょうど邪馬台国がどの地域にあったのかわから
ないのと同様に…。そのつもりで王仁博士の「故郷である韓国・全羅南道霊岩」を訪れ
た。

生まれた家のあった場所だという
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霊岩にある王仁公園内の墓
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王仁廟
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大阪の伝王仁墓
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韓国から招いた匠により出来上がった華麗な百済門
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百済門の模様
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・
雨
森
芳
洲
の

「
誠
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交
」
の
精
神
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
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。

石碑 博士王仁の墓と刻まれている
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編集後記
発行が 日にずれ込みました。 の編集室のあるビルの外壁10 Lapiz

の改修工事でとても仕事をできる状況ではなかったので、遅らせま
した。お詫びいたします。

もう一つお詫びです。シリーズでお届けしています「宿場町 、」
「 」 、 。SWC の世界 は 諸般の事情で次号に延ばさせていただきました

さて、最近テレビを中心に政権もしくはその周辺からの「圧力」
が顕著になってきたようです。またパリのテロ事件をきっかけに、
これに乗じた言論が我が国の憲法の改悪を目論んだようです。危険
をあおって憲法をはじめとする法を「戦前に回帰」させる動きはぜ
ひ阻止しなければなりません （ )。 M
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