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「 （ラピス）はスペイン語で船筆の意味。Lapiz」

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができない子ども
が大勢いる 。貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会を
奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のように大事にし、字
を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子どもたちに笑顔を。

「 」にはそんな思いが込められている 。Lapiz
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編集長 井上脩身Lapiz

２０１１
年１２月に
創刊しまし
た ラ ピ ス
は、本号を
もって５周
年になりま
した。その
年の３月１
１日に東日
本大震災が
発生。大津
波によって
福島第一原
子力発電所
の電源が非

常用も含めて全て喪失しました。水素爆発によって
原子炉建屋が崩壊したうえ、１～３号機がメルトダ
ウンして溶融核燃料が原子炉圧力容器を破損し、格
納容器に落下しました。この結果、放射能が大量に
大気中に放出され、福島県東、中部を中心に広範囲
で放射能に汚染されました。

ラピス創刊当時、なお１１万人以上が避難生活を
余儀なくされ、多くの人たちが見えざる内部被ばく
におののいていました。

「人類の進歩と調和」をテーマに開かれた１９７
０年の大阪万博で、関西電力美浜原発から送られた
電気が「原子の灯」ともてはやされて４１年。我が

国はまっしぐらに原発立国の道をばく進し、１１年
時点では５４基の原発が立地する世界第３位の原発
大国になっていました。しかし、福島の事故によっ
て、原発は進歩でも調和でもなく、人類を破滅させ
かねない恐るべきモンスターであることに世界中の
人々が気づきました。広島、長崎の被爆体験を持つ
私たち日本人は、核兵器の廃絶を訴え続けて来まし
た。原発をもまた廃絶すべきではないのか。多くの
人たちは 「原子力ムラ」の権力者や権威者がいう、
「原発は安全」という神話に疑問をいだきだしたの
でした。

ラピスの編集部ではこうした問題点に微力ながら
も迫ることはできないか、と考えました。もとより
原子力科学者ではない素人の私たちにできることは
限られていますが、素朴な疑問点を拾い上げること
から始めました。１９８６年にチェルノブイリ原発
が事故を起こした後も 「日本の原発は大丈夫」と、
見栄を張った政府や電力会社の傲慢さが福島事故に
つながったのではないか、阿武隈の深い山々が広が
る被災地で本当に除染は可能なのか、甲状腺がんな
どの健康被害は起きない、という学者の言葉は信用
できるのか、事故は収束したという首相の宣言を真
に受けてもいいのか、原発は平和と基本的人権の保
障を定めた憲法に適合しているのか――。挙げれば
きりがありません。

私たちはできるだけ現地に赴き、現場から原発問
題を考えるとのスタンスをとることにしました。福

南三陸町で
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島原発避難
区域を尋ね
回り、原発
反対運動を
している福
井県の市議
会議員に面
会し、ある
いは脱原発
エネルギー
を生み出し
ている事業
主に会い、
また原発立

地を阻止した和歌山県の海辺を訪ねました。

そうした現場主義の一つに、ラピス創刊から３日
後の１１年１２月３日、福井県敦賀市のもんじゅの
敷地の対岸の浜辺で開かれたもんじゅ廃炉要求集会
がありました。全国から２５０人が参加し 「もん、
じゅ再稼働断固阻止」などの決議を採択。もんじゅ
正門前で 「もんじゅへのこれ以上の国費投入は許、

。 、 」されない 活断層の真上にあり 即刻廃炉すべきだ
との日本原子力研究開発機構（原子力機構）理事長
宛ての抗議書を、同機構職員に手渡しました。

しかし、同機構の職員は抗議団のリーダーに一こ
とも言葉を発することなく、木で鼻をくくったよう
な横柄な対応でした。すぐそばにいた私は「原子力
ムラ」の不遜さを間近に見た思いがしました。彼ら
はもんじゅの事故に何ら反省していないのではない
か。そんな不信の念が私の胸に広がったのでした。

高速増殖原型炉「もんじゅ」は核燃料のプルトニ
ウムが増殖する夢の原子炉、との触れこみで設置さ
れ、１９９１年に運転開始。９５年８月に送電が始
まりましたが、同年１２月、２次冷却系の配管から
ナトリウムが漏出する事故が起き、運転が停止され
ました。２０１０年５月、１４年５カ月ぶりに運転

が再開されましたが、同年８月、今度は運転停止中
に燃料交換装置が原子炉に落下する事故が起き、運
転が凍結されました。

高速増殖炉の冷却材である金属ナトリウムは水に
触れると爆発する危険性があることから、当初から
研究者は「高速増殖炉の運転は極めて難しい」とし
て、その建設をしないよう訴えていました。事実、
アメリカをはじめ欧米の多くの国々は高速増殖炉開
発から撤退しています。しかし、我が国は増もんじ
ゅ推進に固執し、１兆円以上もの国費をつぎ込んで
きました。

もんじゅ廃炉を求めて抗議集会を開いた人たちの
主張の正しさが、横柄な職員たちのずさんな点検と
いう形で露呈したのには私も驚きました。１２年１
１月、１万点に及ぶ機器を点検しなかったことが判
明。今年７月には３月末までに行うべき点検を行わ
ず、未点検を知らせる警告を見過ごしていたことも
発覚しました。さすがの原子力規制委員会も原子力

「 」 。機構に 失格 のレッドカードを突きつけています
こうした経緯を踏まえて、国は「これ以上の巨額

の投入は困難」として今年、廃炉に踏み切る方針を
打ち出しました。

ようやく、国も高速増殖炉から手を引く決断をし
たか、と思ったらそうではありませんでした。原型
炉段階で高速増殖炉が手に負えない厄介な存在であ
ることが明白になったというのに、政府は商業利用
できる実用炉の独自開発を目指す方針を堅持し、当
面、フランスが開発を計画している高速実証炉「Ａ
ＳＴＲＩＤ（アストリッド 」の共同研究に名乗り）
をあげているのです。１０月２２日付毎日新聞によ
れば、フランス政府はＡＳＴＲＩＤの開発費約５０
億ユーロ（約５７００億円）を日仏で折半したい意
向だといいます。

）福島第一原発（東京電力提供
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１０月３０
日付の新聞に
「意見広告市
民の会（すと
っぷ・ざ・も
んじゅ 」が）
「ノーモア原
発震災」とい
う大見出しの
意見広告を出
しました。そ
の中でＡＳＴ
ＲＩＤの開発
について「い
つまで国民に

危険な目にあわせるのか、愚の骨頂」と訴えています。
その声に十分耳を傾けるべきだ、と私は思います。

創刊以来、ラピスは一貫して「原発を考える」シ
リーズに取り組んできました。本号では、福島県の
３歳児未満（事故当時）の子どもを持つお母さんへ
の九州の医師らが行ったアンケート調査結果を通し
て、お母さんの葛藤や苦悩に焦点を当てました。見
えざる内部被ばくへの不安がさまざまな面で暮らし
に影響を及ぼしていることが浮かび上がりました。
避難や除染、損害賠償だけでは片付かない、心にし
み込む微妙なかげがお母さんたちをさいなんでいる
のです。

ところで 「原発はトイレのないマンション」と、
言われるように、使用済み核燃料の処理について、
今なお全く見通しが立っていません。それにもかか
わらず、安倍晋三首相は原発再稼働や新設を進めて
います。原発事故後、いったん全ての原発が止まり
ましたが、その後伊方原発３号機と川内原発２号機
の２基が再稼働を開始。美浜原発３号機、高浜原発
３、４号機が再稼働を許可されたのに続いて、玄海
原発４号機も「適合」と認定されました 。。

地震大国である日本がこのまま原発政策を進めて
いいのでしょうか。安倍首相はアベノミクスを掲げ
て高い支持を得ています。経済政策が重要であるこ
とはいうまでもありません。では、原発が庶民の生
活向上にプラスになっているでしょうか。立地自治
体の財政やその住民の暮らしが、原発マネーや原発
関連労務で成り立っているとしても、それは目先だ

、 、 、けのことであって 子どもや孫の世代 いや５０年
１００年先、さらにはもっと後の人たちにリスクを
押しつけているに過ぎないのではないでしょうか。
政治には現在の責任だけでなく未来への責任もある
ように思うのです。

残念ながら、原発政策は多くの人たちの不安に応
えることなく、国民の思いとは違った方向に向かっ
て進んでいます。それは、国民の意思とは違った形
で憲法を変えようとする動きと軌を一にしているよ
うに思えます。ということは、原発政策がますます
反憲法的性格を持つということにほかなりません。
国民が目を離すと、これまでにも増して人権無視政
策がまかり通るでしょう。だから私たちは原発を監
視し続けなければならないのです。ラピスではこれ
からも原発が抱える問題に目を見据え、私たちなり

。 、に考えていきたい 創刊から６年目に入るのを機に
そう決意を新たにしている次第です。

もんじゅ
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深谷龍鎮渓谷は室生ダムにお近くにあり、大きな一枚岩を侵
食して出来た渓谷で「やまとの水百選」の一つです。
カモの写真は京都府立植物園での撮影。
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「滝壺の秋 （深谷龍鎮渓谷で）」
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カモも紅葉狩り
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落ち葉の額縁
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落葉さかん（宇陀市深谷龍鎮渓谷で）
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雲海に映える（曽爾高原で）
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L piza

なかつかさあつゆき）略歴中務 敦行（

４３年 大阪生まれ
５８年 大阪府立市岡高校入学、写真部入部
６１年 同志社大入学カメラクラブ入部
６５年 同志社大卒業
〃 読売新聞大阪本社入社、写真部勤務

新聞カメラマンとして、あらゆるジャン
ルの写真を取材

９８年 読売新聞大阪本社写真部長
０３年 退職 「健やか写真クラブ 「奈良市身体」、

障害者写真クラブ・アングル」などの講師
日本風景写真協会監事
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片山通夫写真集

サハリン逍遥
近日発売！

お問い合わせ
http://609studio.com/contact-to-us

片山通夫写真集「サハリン逍遥」PR
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編集長 井上脩身Lapiz

野島掩体壕とコロネット作戦

―マッカーサーと厚木基地―

横浜市の中心街から南約１５キロの
ところに野島という、一辺が４００～
５００メートルの四角い島がある。江
戸時代の浮世絵師、歌川広重が『金沢
八景』シリーズのなかで「野島夕照」
と題して、野島の海で遊ぶ苫舟を描い
ているくらいだから、古くから景勝地
として知られていたようだ。１０月上
旬、この島の東岸の松林で知人らが催
したバーベキューパーティーに誘われ
た。島は東京湾岸の入りくんだ平潟湾

歌川広重の浮世絵「野島夕照」

創刊５周年記念号　編集長が行く　
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内にある。バーベキュー場に向かう途中の
海際から周りをのぞむと、その名の通り遠
浅な海が広がっている。広重もこの景観を
楽しんだか、と感傷にふけっていると、崖
にしつらえられたトンネルの上部が見え
た。トンネル自体は柵をされて中には入れ
ない。トンネルの名は「野島の掩体（えん
たい）壕 。敗戦が決定的となっていた１」
９４５年３月から掘削が始められたもの
で、海軍の小型機１００機を格納する計画
だったという。戦闘機を防空壕に避難させ
ようというのだ。この地は、黒船を引き連
れたペリーの来航史料にも登場する。景勝
地のなかの戦争遺跡。何を意味するのだろ

。 、う ペリーをマッカーサーが尊敬していた
と何かの本で読んだ。このトンネルに潜む
飛行機は上陸するマッカーサーの米軍に体
当たりするためではなかったか。もし日本
が降服していなかったらどうなったのだろ
う。１９４５年８月１５日以降に行われた
かもしれない本土決戦に、私は想像をめぐ
らした。

トンネルの入り口が見える野島掩体壕跡

創刊５周年記念号　編集長が行く　
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ペリーのアメリカ停泊地

サスケハナ号を旗艦とするペリー艦隊が浦賀沖に停泊
したのは１８５３年７月８日（嘉永６年６月３日 。１）
４日、久里浜で米大統領の国書が幕府に伝達されること
になり、ペリーは約２００人の儀仗隊に守られ、軍楽隊
の楽奏と礼砲のなか、威儀をただして上陸。この時のた

、 、めに特別に造られた建物のなかで ペリーは戸田伊豆守

井戸石見守に国書を渡した。

この瞬間から日本の政情は大きなうねりにのみこまれ
て激しく揺れ動き、やがて攘夷を叫ぶ志士らによる倒幕
運動につながる。だがペリーは国書伝達を終えた翌１５

、 。日から 日本の国内事情をよそに東京湾岸の測量を決行
４艦からなる艦隊は湾内を進んだ 『ペリー提督日本遠。
征記 （角川ソフィア文庫）はその模様を次のように記』
録している。

西方の陸地が三海里以内に近づいたとき、湾の水際に
起伏する傾斜面がしだいに高くなり、遠くで険しい山に
なっているのが見えた。肥沃な耕地、広々とした園地が
植え込みで区切られ、ここかしこに念入りに手入れされ
た木々が点在し、樹木は老いてなお元気に葉を茂らせ、
段畑は平らな地面を幾重にも重ね、豊かで鮮やかな新緑

、 、 、と 鬱蒼とたたずむ森が すぐ近くの連丘の斜面に見え
そのすべてが長い歳月をかけて完璧に耕作されたことを
示していた。その風光の美しさは、青々とした春のさわ
やかな魅力にあふれる頃のイギリスの田園風景にも劣ら
ぬほどだった。
（中略）艦隊が北に進むにつれて、海岸はますます平坦
になり、砂州が湾の中に３、４里ものびており、その突
端あたりの２カ所がかなり高くなっているのが観察さ
れ、そこに十門の大砲を備える堡塁が築かれ、日本の軍
隊が屯しているのが見えた。艦隊は停泊予定地に進路を
向けた。そこは先日の測量探検の際に大尉が測量した場
所だった。艦隊が向かっている湾の上手の境界となって
いる険しい岬を眺めながら、艦隊は西海岸に舵を向け、
ついにその日の午後、提督がアメリカ停泊地と名付けた

サスケハナ号

創刊５周年記念号　編集長が行く　
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場所に錨を下ろした。ここは最初に停泊した浦賀沖から
約１０海里離れており、海岸から１・５海里、水深は１
３尋（２３メートル）あった。停泊した湾内には二つの
美しい島があり、茂った緑の草と散在する森におおわれ
ていた。

いささか引用が長くなったが、ペリーが浦賀から東京
湾沿岸に至る景色の美しさに息をのんだことがうかがえ
る 「アメリカ停泊地」は野島の北２、３キロほどの沖。
合とみられる 「砂州が３、４里のびている」のは、潟。
をなしている地であることを示していると考えられ、平
潟湾を指している可能性が高い。ペリーは野島の北の沖
合に戦略上の価値を見いだしたのだろうか。

幕府は、あたかも他人の家の中にずけずけと入り込む
ようなペリーの行動を黙って見過ごしたわけではない。
同書は 「 ペリーの測量ボートが）投錨して測量を始め、（
たところ、砲台のあたりに多くの兵隊がみえた。何隻か
の幕府の船が現れ、測量ボートの動きを監視するような
動きをみせた。しかし測量を妨害することはなかった」
と報告している。

要するに幕府は砲台を設け、警備の船も配置したが、
実際にはペリーのなすがままだった。

本土決戦用飛行機の防空壕

ペリー艦隊が野島の北の沖合に停泊して９２年後の１
９４５年３月１５日、旧日本軍は野島にトンネルを掘り
始めた。冒頭に述べた「野島の掩体壕」の説明板による
と、横須賀海軍航空隊基地の戦闘機を空襲から守るため
の壕で、横須賀海軍施設部第１部隊を改編して創設され
た第３００設営隊が工事にあたった。トンネルはコンク
リート製で野島山（標高５７メートル）を東西に貫通す
る形で掘られた。全長は２６０メートル。両入り口は幅

、 。 、２０メートル 高さ７メートル 内部は幅１０メートル
高さ８メートル。６月３０日に完成した。

同時に築かれた５００メートル南の夏島の掩体壕と合
わせて海軍機１００機を格納する計画だったが、使われ
ることなく終戦を迎えた。

４５年４月１日、米軍は沖縄本島に上陸したが、かね
て日本軍は本土決戦必至とみていた。こうした中での掩
体壕の建設である。単なる海軍機の防空壕という消極的

現在の野島公園辺り
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な目的だけではあるまい。そもそも第３００設営隊は日
吉台の連合艦隊司令地下壕や松代大本営地下壕の建設に
もかかわった地下壕造りのエキスパート部隊なのだ。

連合艦隊総司令は主力艦隊の旗艦に置くのが日本の海
軍の伝統だった。日露戦争では旗艦「三笠」に司令長官
の東郷平八郎が陣取って総指揮をし、真珠湾攻撃では山
本五十六が乗り込んだ「長門」が総司令だ。しかし４４
年６月のマリアナ沖海戦で主力空母を失い、陸に上がる
ことを余儀なくされ、横須賀港に近いことから、横浜市
港北区日吉の慶応大日吉校舎の地下に設けられた。地下
壕の延長は２・６キロ。４５年４月７日、戦艦「大和」
が徳之島沖で３００機による米空軍の襲撃を受けた際、
大和が傾いて沈没する様子をこの地下壕の司令で刻々と
受信したという。

一方の松代大本営（長野市松代）は４４年７月のサイ
パン陥落後の東条英機内閣の最後の閣議で決定。皇居、
大本営、重要政府施設を移転するという「国体防空壕」
だ。１１月に工事を開始し 「三種の神器の守護」のた、
め賢所を起工。この大本営建設に反対していた海軍も海
軍用地下壕造りを承認し、４５年６月、第３００設営隊
のうち５００人がこの工事に従事した。しかし１００メ
ートル掘り進んだところで終戦を迎えた。

こうした経過をみれば、野島掩体壕は日吉や松代と一
体のものであったことがわかる。野島掩体壕では海軍の
将兵や技術者がその計画や工事遂行にかかわっており、
海軍は少なからずこの掩体壕を横須賀海軍航空隊のバッ
クアップ施設として重視していたと思われる。

横須賀海軍航空隊は旧海軍最初の航空隊だ。主に航空
隊要員の教育、練成や新機種の実用実験などに当たって
いたが、４４年２月から実戦配備につくことになり、６
月、硫黄島に出撃。米軍からの激しい砲撃と空戦で全機

米軍が射撃目標にした烏帽子岩
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が喪失するという
壊滅的打撃を受け
た。

さて野島掩体壕。
柵の外からは入り
口付近の天井が見
えるだけだ。分厚
そうなコンクリー
トの壁にツタがは
い、じめじめとし
た空気に包まれて
いる。野島山に上
がってみた。すぐ
真下の岸壁には大
型貨物船が接岸し
ている。東京の高
層ビル群が薄らと
目に映った。野島

掩体壕は本土決戦を覚悟した日本軍によって首都防衛の
ために造られたことは火を見るよりも明らかではない
か。

米軍想定の最悪シナリオ

仮に日本がポツダム宣言を受諾せず、さらに戦争が続
いたと仮定すれば、野島掩体壕が首都防衛に役立ち得た
だろうか。私はノンフィクション作家、保阪正康さんの
『昭和史の大河を往く第８集――本土決戦幻想 コロネ

ット作戦編 （毎日新聞社）を読みかえした。』

同書によると、日本がポツダム宣言を受諾しなかった
場合、米軍は４５年１１月１日に南九州に侵攻する「オ
リンピック作戦」を実施。太平洋方面陸軍大将、マッカ
ーサー指揮のもと、陸軍２５万２０００人と海兵隊８万
７６００人の兵士が鹿児島県の志布志湾、串木野、宮崎
県南部沿岸の３方から上陸し、迅速に都農（宮崎県）と
薩摩川内（鹿児島県）を結ぶ線以南を占領する、という
計画だ。

マッカーサーはほかにヨーロッパの対独戦で戦った戦
務要員７万５９００人、陸軍航空隊要員４万８０００人
も場合によっては投入する手はずも整えていた。実際に
この作戦が実行されれば、現地の住民は沖縄戦にも劣ら
ない大変な犠牲を被ったに違いない。

マッカーサーは「日本は最後の最後まで戦う」と最悪
のシナリオも用意し、オリンピック作戦でも日本が降伏
しない場合を想定。翌４６年３月１日、首都攻撃をしか
けるという コロネット作戦 を計画した 同作戦は 本「 」 。 「
土侵攻作戦計画」として練られたもので、①東京―横浜
地域を占領する渡洋作戦②日本の中部、北部地方への作
戦を支援するのに必要な航空戦力や海軍、兵站のための
施設設定を目的とした関東平野の占領――の２点を企図
していた。

米軍は作戦を実施するために日本軍の戦力を分析。①
日本軍は東京地域に極限までの兵力増強に努める②航空
兵力は自殺任務を強行③海軍の戦力は、妨害か自殺攻撃

基地のフェンスに貼られた立ち入 警告板り禁止の
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をする程度にまで減退――などと判断。作戦は第１軍と
第８軍が担当。第１軍には九十九里浜に上陸して東方か
ら東京を占領、第２軍には相模湾に上陸して西方から東
京を占領、と命令 「極限まで兵力が集中」している東。
京を東西から挟み撃ちしようというのがマッカーサーの
狙いだった。

保阪さんは、なかでも相模湾からの攻撃を重視してい
たとみる。第８軍はアイケルバーガー中将が司令官とな
り、数十万人の兵士で編成 「東京湾の湾口の南西に位。
置する相模湾の末端に上陸する」こととした。東京湾の
湾口に近い相模湾の末端は、地図で見ると三浦半島突端
の三浦市に当たる。その１２キロ北東の同半島東岸はペ
リーの上陸地点だ。あるいはマッカーサーが作戦を図上
で描いた際に、ペリーを意識したのかもしれない。

実際にこの作戦が実施されれば首都やその周辺はどう
なっただろうか。

第８軍の兵士はミンダナオ島やルソン島などの南太平

洋戦線で戦闘経験のある精鋭部隊を中心に編成された強
力部隊だ。実際の上陸想定地点は鎌倉―平塚―小田原を
結ぶ相模湾のいずれかである。

保阪さんは、第８軍は上陸後、厚木、町田へと北進、
一部は横浜、横須賀を経て、また一部は立川、調布を経
て東京に攻め込み、第１軍は房総半島を横断し、千葉、
船橋方面から東京になだれ込む計画、とみている。

オリンピック作戦、コロネット作戦が行われるに至る
まで戦争が続いたら、米軍は全国を焼きつくすまで空襲
を繰り返した上、さらに数発の原爆を投下したことは想
像に難くない。米軍はこれらによる自軍の戦死者を５０
万人に及ぶと予想。沖縄戦での日米の死者数などから推
計すると、日本の犠牲者は５００万人に上った可能性が
あると保阪さんは推計する。ほとんど皆殺しである。８
月１５日までの惨劇とは比較にならない地獄絵図が首都
圏を中心に繰り広げられただろう。想像するだに背筋が
凍りつく。

体当たりの竹槍戦法

、 、既に述べたように 日本軍は敗色が濃くなった４４年
本土決戦やむなし、の方針を打ち出した。米軍は九十九
里浜と相模湾から攻めて来ると予想をしたが、主眼は九
十九里浜にある、とみていた。延々と浜辺が延びる九十
九里浜は水陸両用艇の上陸にうってつけの地形だからだ
（前掲書 。）

相模湾周辺防衛に当たったのは赤柴八重蔵を司令官と

おもちゃを大きくしたようなヘリの残骸。意図は何か？
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する第５３軍である。本土決戦部隊として４５年４月に
編成された。赤柴司令官は大本営と違って「米軍の主力
は相模湾から攻める」とみて、小田原西方の高地や鷹取
山（大磯町 、千畳敷山（同 、神田村（平塚市 、小出） ） ）
村（茅ヶ崎市 、藤沢西方台地、腰越台地（鎌倉市）に）
守りの拠点を置いた。

しかし、所詮は多勢に無勢であることは赤柴も十分わ
かっている。荒木貞夫大将の「竹槍精神」に通じる体当
たり戦法しかない、と赤柴は覚悟を決めていた。

荒木大将の竹槍精神は 「敵が本土上陸をした場合、、
竹槍３００万本を住民に配って対抗する。国民が降服を
潔しとせず、あくまで戦いぬく決意があれば、米軍は侵
入してもどうにもならなくなる」というものだ。４４年
２月２３日、毎日新聞は「竹槍では間に合わぬ。飛行機
だ、海洋航空機だ」の見出しで竹槍戦法を批判し 「海、
洋航空の増強いかんにかかわっている。本土沿岸に敵が
侵攻してくるなら万事休す」という記事を載せた。

だが、赤柴が第５３軍司令官になった時、残存する航

空兵力は乏しく、もはや「万事休す」の状態だった。そ
れでも守備につかねばならなかったのだ。赤柴の作戦は
水際撲滅主義 「相手の作戦のすきを早急に見いだし、。
神出鬼没に突き進んで集中的に攻め、体当たり戦法で活
路を開く」という刺し違え戦法だ。赤柴にすれば、米軍

、 。「 」の大剣に対し 味方は短剣 短剣のすごみを発揮する
という神風頼みである。

もしわずかでも横須賀海軍航空隊基地に戦闘機が残っ
ていれば、赤柴は野島掩体壕に潜ませ、相模湾に近づく
米戦艦に体当たり特攻を命じたに違いない。日本軍の守
備陣形を調べに調べ抜いた米軍といえども、野島掩体壕
の存在は知らなかっただろう。最初の不意打ち攻撃はあ
るいは効果があったかもしれない。

こう考えていると大きな疑問点にぶつかった。野島掩
体壕に滑走路はない。だから飛行機は飛び出すことがで
きない。横須賀までトラックに載せて運んだのでは、米
軍の襲来にとても間に合わない。ヘリコプターなら滑走
路は要らないが、戦闘にもならない。赤柴が体当たり作
戦をとろうにも、手も足も出せないはずだ。何ら展望を
見だせない日本軍の場当たりぶりを表す軍事施設なの
だ。

いずれにせよ、すでに述べたように横須賀の基地には
。 、航空機は残っていなかった 米軍が相模湾に上陸したら

日本軍はなすすべもなかったはずだ。４４年８月９日か
ら１０日にかけての、ポツダム宣言を受諾するかどうか
を協議した御前会議で、鈴木貫太郎首相が天皇に裁断を
あおいだところ、天皇は「九十九里浜の設備はまだ完成

厚木基地の正面ゲート
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していない」ことを理由に、受諾を決し、日本の敗戦が
。 。確定した 天皇もまた相模湾への意識は薄かったようだ

保阪さんは「コロネット作戦」によって上陸した米軍
は北進して厚木に向かうと予想した。このことはすでに
触れたが、厚木には４２年に整備された海軍の修理基地
がり、４４年３月、首都防衛ための海軍戦闘機部隊であ
る第３０２部隊が創設された。８月１５日、小園安名大
佐が「 降服）命令に服しない」と「徹底抵抗戦」を叫（
び、賛同者を募ったことから後に日本海軍最後の戦闘部
隊といわれるようになった ６日後に鎮圧されたが 反。 、「
乱軍厚木航空隊」と、その名が知られるようになった。
その厚木基地にマッカーサーが降りたったのは歴史の皮
肉というほかない。

墜落事故続発の米軍基地

マッカーサーが連合軍最高指揮官として厚木飛行場に
到着したのは４５年８月３０日午後２時５分である。当
初２３日に先遣隊が同飛行場にやってくる予定だった
が、３日延期し２６日に変更した。反乱事件を聞いてい
たからだろう。厚木に降りることには一抹の不安があっ
たのだ。しかし何も起きなかった。マッカーサーはパイ
プを口にくわえて飛行機から降り 「降服は不必要な流、
血の惨を見ることなく無事完了するであろうことを期待
する」と第一声を放った。

当然のごとく同飛行場は米軍に接収された。当初は陸
軍の配置転換訓練センターとして使用されたに過ぎず、
実際には眠った存在だった。５０年に朝鮮戦争が勃発す

ると空軍から海軍に移管され、軍事上大きな役割を担う
ことになった。

厚木基地は大和市、綾瀬市、海老名市にまたがり、広
さは約５０７万平方メートル。長さ２４３８メートル、
幅４５メートルの滑走路１本を持っている。米軍は横須
賀の海軍施設を母港とする旗艦に司令を置く米第７艦隊
の支援航空基地とした。第７艦隊は４３年、マッカーサ
ー指揮下の南太平洋海軍部隊が改変されたもので、同基
地の性格づけにマッカーサーが強くかかわっていたこと
は言うまでもない。

戦争が終わり、同基地から飛ぶ米軍機から空襲を受け
ることはなくなったが、恐怖の存在であることには変わ
りなかった。５２年２月７日、入間郡の民家に爆撃機が
墜落し４人の死者がでたのを皮切りに、墜落事故が相次
いだのだ。

主な事故は次の通りだ。同郡の農家に戦闘機が墜落、
死者２人、行方不明者２人（５５年３月２４日）▽八王
子市の農家に戦闘機墜落、死者５人（同９月１９日）▽
入間郡の農家に戦闘機墜落、死者１人（５６年５月２１
日）▽飯能市の民家に訓練機墜落、死者１人（同１０月
２８日）▽狭山市の民家に爆撃機墜落、死者２人（５８
年７月２５日）▽藤沢市の民家に戦闘機墜落、死者１人
（６１年４月２１日）▽入間郡の病院に爆撃機墜落、死
者１人（６３年５月１６日）――など。

全てに厚木基地がからんでいるわけではないが、米軍
基地が集中する神奈川県北部から埼玉県南部、東京都西
部一円はいつ米軍機が落ちてきてもおかしくない危険な
空となった。住民たちからの「米軍機出て行け」の叫び
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をかき消すように米軍
機が飛び回る中、６４
年４月５日、米軍のジ
ェット戦闘機Ｆ―８Ｕ
クルセーダーが、高度
２０００メートルから
きりもみ状態で町田市
の商店街に墜落した。
沖縄・嘉手納基地を離
陸した岩国海兵隊所属
機で、厚木基地への着
陸態勢をとって旋回
中、失速したのだ。死

、 、者４人 負傷者３２人
家屋の全半焼は２７戸
に及んだ。

町田市という都下のベッドタウンの商店街を巻き込ん
だだけに、これまでの墜落事故にもまして多くの人たち
が米軍基地への反発を強めた。１面トップでこの事故を
報じた新聞に、ジョンソン大統領の池田首相へのメッセ
ージが載った 「我々の深じんな弔意の念を亡くなられ。
た方々のご家族にお伝えください」というもので、大統
領が事故でメッセージを出したのは初めてだった。

、 。もうひとつ 大きなニュースが同じ新聞で報じられた
ダグラス・マッカーサーの死去の記事だった。マッカー
サーが厚木周辺で頻発する墜落事故をどう思っていたの
だろう。その心の内が明かされることなく、５カ月後の
９月８日、同基地を飛び立ったばかりの戦闘機が大和市

の鉄工所に墜落した。米第７艦隊所属空母ポンノム・リ
チャード号の艦載機Ｆ－８Ｃクルセーダーで、ベトナム
から帰還したばかりだった。タッチ・アンド・ゴー訓練
中にエンジンが故障して失速したのだ。パイロットはパ
ラシュートで脱出し、厚木基地内の病院に収容された。
住民の死者は５人。うち３人は２時間以上も放置された
という。

同じ日、しかも同時刻ころ、厚木市の河原に米空軍横
田基地所属Ｆ１０５ジェット戦闘機が墜落した。同基地
から厚木基地に向かう途中だった。同機は炎上、乗員が
死亡した。

この年１月２６日、横田基地で「Ｆ１０５Ｄ配備・原
潜寄港反対集会」が開かれ、会場の河川敷には基地反対
派住民でぎっしり埋まったが、その感情を逆なでするよ
うな連続事故だった。町田の事故で在日米大使館のエマ
ーソン公使は被害調査、善後措置について日本側と協力

、 。する旨を示したが 実効性を伴なったものではなかった

認められた将来の騒音被害

７３年、米軍は第７艦隊所属空母ミッドウェーの横須
賀港母港化を決定したのに伴い、厚木基地を空母艦載機
の陸上基地に組み込んだ。空母上では訓練が限られるた
め、陸上で行う必要がある。そのための基地となったわ
けで、河口栄二著『米軍機墜落事故 （朝日新聞社）に』
よると、エンジンテストやタッチ・アンド・ゴー、空中
戦の訓練、窓のカーテンを閉じて三沢―厚木間の計器飛

基地に隣接して広がる住宅地
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行訓練などが行われた。このことが新たな事故を引き起
こすとともに、騒音公害をまきちらすことになった。

軍事評論家、江畑謙介さんは『米軍再編 （ビジネス』
社）の中で、空母艦載機は空母への着陸に際し甲板上の
２０～３０メートルの間に張られた３～４本のワイヤを
とらえねばならないが、なかでも２本目のワイヤに引っ
かけるのが基本、と書いている。この高度な操縦技術を
身につけるため、艦載機の操縦要員は陸上飛行場で着陸
訓練をすることが求められており、空母の母港と訓練飛
行場は表裏一体となる。米軍の太平洋戦略上、横須賀と
厚木はセットなのだ。

空母艦載機の要員はその性格上、海上で任務をつくた
め、陸上での訓練の際も人家が密集する地域を避けると
いう意識が乏しいと言われている。はたして７７年９月
２７日、危惧されていた事故が起きた。岩国海兵隊航空
基地から派遣されたミッドウェー所属ジェット偵察機Ｒ
Ｆ４Ｂファントムが厚木基地を速度２００ノットで離
陸、高度６００メートルで千葉県沖のミッドウェーに向
けて飛行中、同機の尾部から出火した。乗員２人が緊急
脱出した後、ジェット燃料を満載した同機は横浜市緑区
の住宅地に墜落して炎上。家屋３棟が全焼、３棟が半焼
した。窓ガラスが割れるなどの被害は３０件に及び、幼

、 。 、児２人が死亡 ８人が重軽傷を負った 事故後の調べで
離陸の２分後に乗員が緊急脱出した直後に墜落したこと
が判明。エンジンが機体から９０メートル先の民家の玄
関前の道路に落ちるなど、影響は広範囲に及んでいた。

近年では２０１４年１月９日、ＦＡ－１８Ｅジェット
機が綾瀬市で飛行中に部品が落下、民家の一部が破損す

、 。るなど １１年から３年間で３件の部品落下事故が発生
おちおち街を歩けない状態は今も続いている。

江畑謙介さんが前掲書で「空母艦載機訓練が行われる
と、激烈な騒音が起き、周辺住民はたまったものではな
い」と指摘する通り、訓練機の騒音は住民を苦しめた。
ミッドウェーが横須賀に入港する以前の６３年、日米合
同委員会騒音対策特別委員会で「厚木基地周辺の航空機
騒音軽減に関する協定」が合意され、エンジンテストの
制限などの対策がとられることになったが 「やむを得、
ない場合を除いて」との条件がついており、米軍に都合
のよい協定でしかなかった。このため、ほとんど守られ
ず、ジェット機の大型化とともに、住民は一層、騒音に
悩まされることになった。７１年、厚木基地の一部が海
上自衛隊に移管された。自衛隊が米軍の戦略下に組み込

、 。まれたことを示すもので 騒音の軽減にはならなかった
７６年９月８日、厚木基地周辺住民９２人が原告とな

って航空機発着差し止めを求める訴えを起こしたのを皮
切りに、２回の提訴が行われ、２００７年の第４次訴訟
では自衛隊機と米軍機の夜間飛行の差し止めを求める行
政訴訟も加えられた。

（ ）国の住宅防音工事助成対象となるＷ値 うるささ指数
７５以上の地域は、０６年の見直しによって町田市から
藤沢市に至る１万ヘクタールになった。被害家屋は２４
万戸 １３年の調査では①空母ジョージ・ワシントン 日。 （
本に配備された初の原子力推進空母、０８年９月２５日
に横須賀入港）が母港である横須賀に寄港している時に
騒音が多い②着陸時は離陸時より飛行高度が低いため騒
音は激しい③南風が吹く夏季は冬季より騒音が大きい④
晴れの日よりも曇りや雨の日は騒音が大きい――などと
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わかった。１～３次
訴訟では損害の一部
が認められたが、４
次訴訟では、こうし
た騒音に基づいて飛
行の差し止めが認め
られるかが注目され
た。

１５年７月３０
日、東京高裁は「厚
木基地の空母艦載機
が岩国飛行場に移駐
されることが見込ま
れる１６年１２月３
１日まで騒音が発生
することが予測され
る」として、判決か

ら１年５カ月先までの将来の損害を認めた。さらに自衛
隊機に関しては、同日までの間、やむを得ない場合を除
いて午後１０時から翌午前６時までの飛行を禁止した。

将来の損害を認めた点で画期的な判決だが、原告側の
住民、国ともに上告した。最高裁は１２月８日に判決を
言い渡す予定だ。

低空飛行の自衛隊機

１０月半ば、厚木基地の周辺を歩いた。相模鉄道大和
駅から西に約２キロ。道路を隔てて同線の南側に高さ２

・５メートルのフェンスが張り巡らされている 「米海。
軍管理区域、立ち入りは許可された者に限る」と日本語
と英語で書かれた警告板がやたら目につく。フェンスの
内側にはよく整備された緑の芝生が広がり、格納庫と思
われる青い丸屋根が遠くに見えた。

フェンス沿いに歩いた。基地の西側に回ると、ヘリコ
プターの残骸があった。子どものころに遊んだブリキ製
のおもちゃを大型にしたような角ばった形をしており、
実用のものとは思えない。何のための展示だろう。誰か
らでも見てもらえるように、とあえてユーモラスにした
のかもしれない。親しみやすさをアピールしようという
狙いなのだろうか。

さらに南に向かうと基地のフェンスに接して住宅が連
らなっている。基地内にはゴルフ場が広がっていて、フ
ェンスは高さ２０メートルにも達している。もちろんゴ
ルフボールが外に飛び出さないためだ。なぜか木のそば
に小さな鳥居がある。立ち小便禁止を表しているのだろ

。 、うか 米兵も鳥居があれば立ち小便をしないのだろうか
と考えこんでいると、グワォーという飛行機の離陸音が
聞こえた。胴体に日の丸が描かれた自衛隊機だ。両翼に
二つのプロペラがついている。輸送機だろう。機は高度
２００メートル程度と思われる低い高度のまま水平飛行
して基地の南を回り、小さな森の向こうに消えた。さら
に数分後、やはり輸送機が離陸、同じように住宅地の上
を低空飛行した。ざっと５分に１回くらいの割で飛ぶ。
同じ飛行機かどうかは、素人の私にはわからない。

厚木基地周辺は首都圏でも屈指の住宅密集地だ。大和
市２３万人、綾瀬市８万人、座間市１３万人、海老名市

住宅地を低空で旋回する輸送機
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１３万人、横浜市泉区１５万人と、周辺都市の人口は７
０万人余りにのぼる。政府は沖縄の普天間基地を「日本

」 、 、一危険な空港 というが 危険性と騒音被害に関しては
厚木は普天間以上ではないだろうか。

私は上空をゆっくりと飛ぶ輸送機を目で追いながら、
大阪空港公害訴訟を思い出していた。

大阪空港（大阪府豊中市、兵庫県伊丹市）の周辺住民
が夜間飛行の差し止めなどを求めて国を訴えた裁判の最
高裁判決が８１年１２月１６日に言い渡された。当時、
新聞社で豊中市を担当していた私は、同市内の騒音激甚
地区の原告４０人に直接会い、健康被害の実態を聞きと
り調査をした。そのころ、同空港では国際線の旅客機が
離発着しており、なかでも花形はＤＣ８機だった。細長
いこの飛行機はすさまじい音を発しながら着陸する。調
査中も、耳の鼓膜を切り刺すような破裂音に私は悩まさ
れた。

調査の結果、４０人のうち９割以上が「本人か家族に
耳の異常がある」だった。耳鳴り、難聴などの異常を感

じた時期は「ジェット機就航以降の数年間」が１２人、
「７～４年前」７人 「ここ１、２年の間」１５人。こ、
うした異常を訴えた人の中には１０～２０歳代の若い人
たちもいて 「耳が遠くなった」という高校生もいた。、
ほかに「鼻出血」が７人 「のどの慢性的な痛み」５人、
など、耳以外にも症状が現れており、不眠症による神経
性胃炎などで胃の３分の２を切除した人が３人もいた。

この激甚地区はＷ値が９０以上にものぼり、Ｗ値７５
の厚木基地周辺とただちに比較することはできない。当
時私が取材した京都大の衛生学の教授は「騒音を２分間
に１回の割で８時間聞くと一時的に難聴になる。１０年
以上続くと、難聴が慢性化する」と話した。厚木周辺の
人たちに、何ら健康被害がないとは考えられない。

大阪空港公害訴訟の最高裁判決は過去の損害の一部を
認めたものの、将来の損害も、夜間の飛行差し止めも認
めなかった。ただ、この裁判を受けて国は夜９時以降の
飛行をしないことを決定したことが原告にとっての慰め
だった。厚木訴訟が将来の損害を認めたことは前進と言
えるだろう。だがそれだけの前進のために３４年もかか
った。喜ぶべきというより国の対策の進み方の遅さを嘆
くべきだろう。飛行の差し止めが認めなかったことは原
告にとって許しがたい判決であることはいうまでもな
い。

厚木基地の南辺のフェンスの外から基地内のメーンの
通りにカメラを向けると、米兵が笑顔をたたえながら、
両手をバツ印に組んで「撮るな」というジェスチャーを
した。別に撮るほどの光景でもなかったので歩き始める
と、今度は基地内に止めていた警察の車が、私の歩行に
合わせてフェンス内を動きだした。基地反対運動家だと

５分ごとに基地周辺を飛ぶ自衛隊機
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して、車内からさんざん私を写真撮影したに違いない。
２年前に普天間基地でも同じような経験をしたが、はる
かに今回は執拗だった。

警察が神経質になる理由は何だろう。６０年近く前の
１９６９年３月３０日、在日米軍は憲法９条違反と判示
した砂川判決（伊達秋雄裁判長）を思い出した。政府は
慌てて強引に跳躍上告し、最高裁で逆転判決が言い渡さ
れた。今 「砂川最高裁判決無効」を訴えて再審を求め、
る動きがある。砂川再審運動が活発化すれば 「米軍基、
地は憲法９条違反」の声が高まるだろう。安倍政権はつ
ぶしにかかるに違いない。それが警察にも行きわたって
いる、ということなのだろうか。

上陸目印のサザンビーチ

厚木基地周辺を歩いた数日後、相模湾に面した茅ヶ崎
市の海岸を散策した。ここはサザンオールスターズの桑
田佳祐の生まれ故郷。浜辺は「サザンビーチ」と呼ばれ
ている。この浜から１・２キロの沖合に烏帽子岩がポツ
ンと立っている。文字通り公家がかぶる烏帽子の形だ。
サザンの「チャコの海岸物語」にも登場するサザンビー
チのシンボルだ。

保阪正康さんは前掲の『昭和史の大河を往く第８集―
―本土決戦幻想 コロネット作戦編』の中で、相模湾か
ら本土上陸を狙う米軍は烏帽子岩を目印にしていたので
はないか、と書いている。サザンファンの一人として、
私も自分の目で烏帽子岩を見ておきたいと思ったのだ。

烏帽子岩は姥島という岩礁群の一つで高さ約２０メー
トル。この周辺にはほかに小島も岩礁もない。東は約２
０キロ先の三浦半島の突端まで、西は約３０キロ先の真
鶴岬まで延々と海が広がっており、ほとんど陸地に接し
ている江の島以外に全く島影はない。なるほど、烏帽子
岩は格好の目印だ。

調べてみると、米軍がこの海岸一帯を演習場にし、５
２年７月２６日から５４年４月１３日まで、烏帽子岩を
射撃の目標にしていた。日本との戦争が終わってもなお
烏帽子岩を米軍が射撃目標にしたという現実をみると、
保阪さんの烏帽子岩本土上陸目印推理は現実味を帯び
る。恐らく保阪さんの想像にとどまらす、実際、米海軍
は地図上、目標点としていただろう。

ペリーは烏帽子岩を見たのだろうか 『ペリー提督日。

米軍が上陸計画を立てた可能性があるサザンビーチ
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本遠征記』には「艦
隊が湾（相模湾）に
近づくと、提督から
の信号が発せられ、
たちまち甲板は戦闘
にそなえてかたづけ
られ （中略）会戦を、
前にして行われる準
備をすべて整えた」
と記されている。相
模湾のどの辺りのこ
とを述べたのかは定
かではないが、烏帽
子岩が見えるどこか
で会戦準備をしたと
思われる。

ＧＨＱの参謀第２部（Ｇ２）部長だったウィロビーは
晩年の回顧録『知られざる日本占領』の中で 「マッカ、
ーサーはペリー提督を尊敬していた」と書き、日本が４
５年９月２日に、東京湾上のミズリー号で行われた降伏
文書調印の際の秘話を次のように明かしている。マッカ
ーサーはわざわざボストン美術館から星条旗を取り寄せ
た。それはペリーが日本に開国を迫った際、旗艦である
サスケハナ号に翻っていた旗だった。

マッカーサーはペリーがそうしたように、相模湾から
会戦しようと考えたのだろうか。野島は、烏帽子岩の東
約１９キロの地点に位置する。野島沖のペリーにとって
幕府軍は問題にするに足らなかった。野島掩体壕に至っ

てはマッカーサーにはあってなき存在だった。
ペリーによる開国が明治政府の富国強兵政策となり、

やがて軍部が暴走、マッカーサーの米軍と相まみえる。
そのマッカーサーによって日本の戦後の幕が開け、平和
憲法をもつ。だが米軍の飛行機は墜落や騒音で住民を苦
しめだした。ペリーとマッカーサー。アメリカが生んだ
二人の軍人が日本の近現代史に決定的な影響を与えたこ
とはまぎれもない。その評価となると歴史家の意見は分
かれる。平和主義者なのか戦争屋なのか。

烏帽子岩は二人の本質を知っていた、といえるかもし
れない。

♪エボシ岩が遠くに見える 涙あふれてかすんでる
「チャコの海岸物語」を作詞、作曲した桑田佳祐は、

日本語離れしたどこかの外国語のような口調でうたう。
今 「コロニック作戦」を知る人はほとんどない。波う、
ち際で子どもたちが戯れている。何とものどかな昼下が
りだ。もしここで上陸作戦が実際に実施されたら、この
子どもたちは存在しなかったかもしれない。と思うと心
の涙はとまらない。

L piza

基地のそばの遊戯施設で遊ぶ子供達
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ストレスに苦しむ

――放射能不安アンケート調査から――

文・井上脩身
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福島第１原発事故当時１８歳以下の子
どもを対象に福島県が甲状腺検査をした
ところ、１巡目の検査では甲状腺がんと
診断された子どもと、がんの疑いのある
子どもは１１５人だった。２０１４年か
ら始まった２巡目の検査では５９人にが
んまたはその疑いがあることが判明。１
巡目と２巡目を合わせると、甲状腺がん
と診断された子どもは１３５人、疑いの
ある子は３９人にのぼった。

県小児科医会は「予想外に多い甲状腺がんが発見

されたことにより、保護者に不安が生じている」とし
て、検査の見直しを検討しているという。だが医師で
作家でもある鎌田實氏は「不安になるほどがんが見つ
かっているのだからこそ、検診によって早期発見、早
期治療が必要ではないのか」と、同医会の検査縮小方
針に疑問を投げかける （９月１８日付毎日新聞『さ。
あこれからだ ）子どもを持つお母さんたちは、我が』
子に検診をしてもらわなければ、一層不安が募るだろ
う。そうした子どもを思う母親の気持ちを分析したデ
ータは意外に少ない。市民団体「福島子ども健康プロ

ジェクト」が２０１３年１～５月、福島県中通りの９
市町村の３歳の子どもとその母親を対象に、原発事故
による環境変化や放射能不安に関するアンケート調査
を行った。この結果、半数以上の母親にうつ症状が現
れているなど、精神的な影響を受けていることがわか
った。調査結果は『終わらない被災の時間――原発事
故が福島県中通りの親子に与える影響』のタイトルで

、 、 。本にまとめられ １５年３月 石風社から刊行された
同書の帯には「見えない放射能と情報不安の中で幼い
子供を持つ母親のストレスは行き場のない怒りとなっ
てふるえている」と、調査結果をひとことで表してい
る。

甲状腺がんの疑いを報道する週刊誌
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７割以上が健康に不安

同 書 に
よ る と 、
同 プ ロ ジ
ェ ク ト は
水 俣 病 の
研 究 を し
て き た 牛
島 佳 代 ・
福 岡 大 医
学 部 講 師
を 中 心 に
大 阪 、 名

古屋、福島の医師らで構成。福島市や郡山市、伊達市
などの中通りといわれる福島県中央部が、放射能汚染
を受ける一方で、避難区域から避難してきた人が多い
こととから、この地域で暮らすことによる生活環境の
変化や放射能への不安が子どもの成育にどう影響する
かを調査した。調査対象者は０８年度出生児を持つ母
親６１９１人。２６１１人から回答があった。

母親の年齢は３０～３９歳が６８％。震災後の住ま
いの移動については 「現住所と異なる」が１８・９、
％で、２割近くが避難してきたとみられた。

事故後の生活の変化についての設問では 「健康影、
響の不安」が事故直後９５・２％、事故２年後７９・
５％ 「子育ての不安」が事故直後９２・９％、２年、
後７１．８％ 「保養への意欲」が事故直後９１・５、

％、２年後７４・８％となっており、事故から２年が
たっても７割以上の母親が健康や子育てに不安を覚
え、汚染されていない所への保養を望んでいることが
わかった。

一方 「地元産の食材不使用」は事故直後９０・５、
％、２年後５０・２％ 「洗濯物の外干ししない」が、
事故直後９０・５％、２年後４４・９％で、福島産食
材への不安や外気汚染の不安が薄れていることがうか
がえた。とりわけ「子どもの外遊びを全くさせない」
は事故直後の６２・８％から２年後には１１・４％に
激減。しかし「１時間以内」でみると、２年後でも８
７・２％に達しており、全く遊ばせないのはかえって
子どもの精神衛生上よくない、と考えを変えた母親が
多いようだった。

子どもを放射能汚染から守るために親がとる行動は
避難と保養だ。そこで同プロジェクトはその決断のた
めの情報源や動機付けについて尋ねた。

「避難・保養の情報源」についてはインターネット
５３・６％、テレビ５０・４％、口コミ４６・６％、
新聞３３・９％、役所・保健所・医療機関２９・１％
の順だった 「避難・保養の行動の決定づけ」は、自。
分自身の判断８１・３％、家族の勧め４９・２％、友
人・知人の勧め１８・３％など。大半の人はインター
ネットやテレビを情報源に、自分の判断で避難してい
た。テレビや新聞よりもインターネットを頼った人が
多いのは、汚染状況や避難ルートが地域によって異な
ることから、よりきめ細かい情報を求めたためとみら
れる。

福島第一原発
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避難経験のあ
る人は６９・５
％。期間の内訳
は１カ月未満５
６・７％、１～
３カ月未満１９
・１％、３～６
カ月未満６・１
％、６カ月～１
年 未 満 ７ ・ ２
％、１～１年６

カ月未満４％、１年６カ月以上６・９％。このデータ
から７割の人は放射能から逃れるために避難したもの
の、その半数以上は１カ月以内に現在の住居に戻って
きたことが判明。健康に不安をもちながらも、保護者
の職場や子どもの学校などの関係で戻らざるを得ない
実態が浮かび上がった。

被災者にも経済格差

放射能汚染という思いがけない事態に遭遇した家庭
では、避難をするかどうか、避難するとしてどこへ行
くかなど、これまで考えたこともないテーマを突きつ
けられ、夫婦の間で口論になったケースは少なくない
といわれる。同プロジェクトは夫婦や親子、近所の人
々と認識にずれがないかについても尋ねた。

配偶者との認識のずれについて、事故直後は１８・
６％が「あてはまる」と回答。２年後は８・８％に下
がった。一方、両親との認識のずれに関しては、事故

直後が２０・３％、２年後は１１・４％。近所との認
識のずれについては、事故直後１８・９％、２年後１
１・７％だった。

夫婦間では２年後、ほとんどが共通認識を持つに至
ったが、両親とはまだぎくしゃくしていたようだ。長
年その地に暮らし続け、高齢化した両親と、まだ若い
息子や娘夫婦とは考えが異なるのはやむを得ないだろ
う。近所との認識のずれを２年がたっても１割以上が
感じていることは、地域全体で避難などの行動をとる
ことの難しさを示しているといえそうだ。

避難をするには、元の住居を置いたまま新たな暮ら
しを始めることになり、出費はばかにならない。まし
て、親子や夫婦が別居するとなれば、二重の生活費が
家族にのしかかる。

回答者の年収は２００～４００万円未満３２・９
％、４００～６００万円未満３１・８％、６００～８
００万円未満８・６％で、２００万円未満も５・６％
あった。家計の状況は「ふつう」３８・３％ 「どち、
らかといえば苦しい」３６・５％ 「かなり苦しい」、

。 。１６・７％ 半数の人は経済的に苦しいと感じている

こうした経済的負担感についての時期的な推移も調
べた。事故直後は「あてはまる」６９・３％ 「どち、
らかといえばあてはまる」１４・９％で８４・２％の

。 、「 」人が負担を感じていた 事故２年後は あてはまる
５２・７％ 「どちらかといえばあてはまる」１７・、
７％で、７０・４％がなお負担にあえいでいた。２年
がたっても、経済的負担はほとんど軽減されていない

飯館村役場前の線量計
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、ことを示しており
原発事故が家庭の
台所に及ぼす影響
の深刻さが改めて
浮かび上がった。

世帯収入と放射
能による健康不安
との関係について
は、６００万円以
上の４１・３％が
「不安」としたの
に対し、４００～
６００万円未満は

４８・３％ ４００万円未満は５４・６％だった ど、 。「
ちらかといえば不安」を含めると、４００万円未満の
８３・４％は不安感を持っていた（６００万円以上は
７３・１％ 。同プロジェクトは、健康不安の時間的）
推移も調べており、６００万円以上の人の不安感は２
年後に半減しているのに対し、４００万円以下で不安
を感じない人は２割に満たず、経済格差によって健康
不安も格差が広がっている実態がうかがえた。

また世帯収入による経済的負担感を感じるかについ
ても、６００万円以上は４０・２％なのに対し、４０
０万円未満は５９・３％が負担を感じており 「どち、
らかといえば感じる」人も含めると７６・１％が負担
を感じていた。健康不安と重ねてみると、４００万円
未満の人はより健康不安を抱えていながら、その対策
のための支出には負担を感じており、健康と経済の両

面で苦境に立たされていた。

放射能汚染の不安から逃れるにはまず避難が頭に浮
かぶだろう。世帯収入や正規・非正規労働、実家の県
内外別に１カ月以上避難した人の割合は次の通りだ。

世帯収入別については２００万円未満４１％、２０
０～４００万円未満３１％、４００～６００万円未満
３６・３％、６００～８００万円未満３１％、１２０
０万円以上２４・３％。

、 、 。正規 非正規別では正規２３・６％ 非正規２７％
本人の実家の県内外別では県外５６％、県内２８・５

。 、 。％ 夫の実家が県外４５・１％ 県内３１・２％など
この結果から、必ずしも経済的にゆとりのある人だ

けが避難しているとはいえず、２００万円未満の４割
も避難を決断した。避難を決意する第一の要因は、本
人や夫の実家が県外にあることだったことが判明。放
射能の心配がない県外に身よりのある人が、収入や正
規、非正規にかかわらす避難できたといえる。

低所得者層がより健康への不安を感じているだけに
公的な支援や、加害企業である東京電力の補償が求め
られるが、母親たちはどうみているだろう。以下は事
故後の行政や東電の取り組みについての回答である。

国に対しては、評価する０・７％、ある程度評価す
る１３・５％、あまり評価しない３７・８％、評価し
ない４８％。県に対しては、評価する３％、ある程度
評価する３０・１％、あまり評価しない３４・８％、
評価しない３２・１％。市町村に対しては、評価する
５・２％、ある程度評価する３０％、あまり評価しな
い３２・８％、評価しない３２・１％。東電に対して
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は、評価する１％、ある程度評価する１１％、あまり
評価しない２７・６％、評価しない６０・４％。

国と東電に対しては「評価しない」と「あまり評価
しない」を合わせると９割以上にのぼっている。とり
わけ東電に対しては大半の人が強い不信感を抱いてい
た。

４分の１が慢性的ストレス状態

どの家庭でも、家族や子どもの健康など、お母さん
の悩みは尽きない。同プロジェクトの調査によると、
事故の２年後も約８割が肩こりを訴えており、６割が
腰痛や頭痛をかかえていた。こうした症状は多くの成
人女性に一般的にみられ、必ずしも原発事故に起因す
るとはいえない。だが、被災地の人々にとっては、こ
うした症状が一層放射能への不安をかりたてていると
考えられる。

、 「 」具体的な症状についてみると 肩こりは よくある
５０％ 「ときどきある」２８・５％。腰痛は「よく、
ある」２８・９％ 「ときどきある」３５・２％。頭、
痛は「よくある」２０・８％ 「ときどきある」４３、
・３％。皮膚のかゆみは「よくある」１４％ 「とき、
どきある」２９・５％。腹痛・胃痛は「よくある」９
％ 「ときどきある」３７・２％。のどの痛みは「よ、
くある」８・８％ 「ときどきある」３６・３％。、

肩こり、頭痛以外にも４割以上の人が様々な症状を
訴えていた。同プロジェクトは「皮膚のかゆみが上位
にあるのが特徴的」としている。漫画「くいしんぼ」

で鼻出血が取り上げられたことから、放射能との関係
が論争になったが、この調査では「よくある」０・８
％ 「ときどきある」４・１％で、鼻出血をした人は、
約５％だった。この結果からは原発事故との因果関係
の有無を即断することはできない。

こうした症状にもまして問題なのは、放射能汚染へ
の不安が精神的な健康に悪影響を及ぼすことだ。同プ
ロジェクトはうつとＰＴＳＤに焦点を当てて、事故後
２年間の精神的健康の推移を明らかにした。

うつについては事故直後、５２％が症状を訴えた。
、 。事故半年後は４１・３％ ２年後は２８・５％に減少

ＰＴＳＤについては、事故直後が５１・２％、半年後
３９・４％、２年後２５・７％と変化しており、うつ
とＰＴＳＤはほぼ同じ数値で推移した。このデータか
ら、事故直後、半数余りの人がパニックに陥ったもの
の、２年がたって落ち着きを取り戻してきたことがう
かがえる。しかし、なお４に１人は慢性的なストレス
状態にあるとみられ、原発事故がいかに心の健康をむ
しばんでいるかを示している。

では、どのような状態にある人がうつやＰＴＳＤを
抱えることになるのだろうか。配偶者や両親、近所と
の認識のずれ、経済的負担感がある人とない人との差
異についても調べた。

配偶者との認識のずれがある人はない人に対し、う
つが１・６１倍、ＰＴＳＤが１・５３倍多かった。同

、 、様 両親との認識のずれのある人はうつが１・４１倍
ＰＴＳＤが１・１６倍、近所とのずれがある人はうつ
が１・３９倍、ＰＴＳＤが１・８７倍だった。また経
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済的負担感がある人はない人に対し、うつが１・８２
倍、ＰＴＳＤが１・９５倍だった。

近所との認識のずれや経済的負担感が精神的な健康
を悪化させる要因になっており、地域コミュニティー
や経済支援がいかに重要かを示した。

母親のストレスの深刻化を防ぐためには、配偶者や
両親、近隣、友人、専門機関など相談にのってくれる
サポートの存在が欠かせない。相談できる人の数とス
トレスとの関係は以下の通りだ。

５人いる人は正常６０・２％、軽度２３・２％、中
度１０・１％、重度６・４％。４人の人は正常６１・

、 、 、 。１％ 軽度２３・６％ 中度７・６％ 重度７・６％
、 、 、３人以下は正常４７％ 軽度２８・２％ 中度１３％

重度１１・８％だった。相談できるのが３人未満の人
の４人に１人は重、中度のストレスを感じているわけ
で、原発事故後のサポート態勢が課題であることがわ
かった。

２割の子どもが不眠症

お母さんが精神的に不安定になれば、通常子どもの
気持ちも不安定になる。しかし 「子どものここ半年、
くらいの間の健康状態 （主観的健康度）についての」
設問では「よい」が５７・８％ 「まあまあよい」が、
３７％で、子どもの健康状態はまずまず良好だった。
一日の子どもの平均的外遊び時間は、原発から半年間
「 」 、は まったく遊ばない が６２・８％だったのに対し

この半年間は１１・４％まで減少したことがその理由
とみられ、母親たちは、できるだけ外で遊ばせよう、
と考えてことがうかがえる。しかし、遊ぶ時間が「３
０分未満」はなお４０・３％に達しており、放射能不
安と子どもの成長への願いの狭間でお母さんたちは悩
んでいるのだ。

おおむね良好とはいえ 「子どものここ半年くらい、
のよくある症状 （自覚的症状）を尋ねたところ、訴」

「 」 、「 」えたのは 皮膚のかゆみ ２８・１％ せきが出る
１５・３％ 「風邪」１１・８％など 「眠れない」こ、 。
とも 「よくある 「ときどきある」を合わせると１８、 」
％あり、転校や進路などの将来の不安などから不眠を
訴える子どもが少なくないことがわかった。

健康状態はまずまずだが、遊び時間はなお少ない、
という状態は子どもの精神作用にどのような影響を及

。 、 、 、ばすだろうか 同プロジェクトは行為 多様性 情緒
仲間関係、向社会性の５項目について調べた。専門的
な数字になるため、ここでは省くが、全ての領域で支
援が必要であることが判明。このうち「行為」は①カ
ッとなったり、かんしゃくを起こすことがよくある②
よく他の子とけんかしたり、いじめたりする③よく大
人に対して口答えする④他の人に対していじわるをす
る、など５項目について問題があるかを判定するもの
で、同プロジェクトは「攻撃的、反社会的な行動に代
表される外在化問題行動に問題を抱えており、支援が
必要」と結論づけている。原発事故は子どもたちを攻
撃的な性格に変えたというのだ。
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子どもが問題行
動に走らないよ
う、母親はどうし
ているのだろう。
「子どもと一緒に
遊ぶ 「子どもに」
本を読み聞かせ
る 「子どもと歌」
をうたう 「家族」
で食事をする 子」「
どもを公園に連れ
て行く」などをほ
ぼ毎日するかをき
いたところ 「家、
族で食事をする」

、「 」 。は８１・９％ 子どもと一緒に遊ぶ は６６・４％
これに対し 「子どもを公園に連れて行く」はわずか、
２・１％。放射能不安が親子のコミュニケーションづ
くりにも暗い影を落としていることがまざまざと浮か
び上がる数字である。

子どもにとって外で伸び伸び遊ぶことは成長のため
の欠かせない要素である。だが、遊ばせたくとも遊ば
せられない実態がこれまでの調査で浮かび上がってい
る。では、放射線量の違いによって外遊びにどのよう
な差があるのだろうか。同プロジェクトは事故１カ月
後の線量（毎時マイクロシーベルト）をレベル１（１
・５未満 、２（２未満 、３（２・５未満 、４（３） ） ）

）、 （ ） 。未満 ５ ３以上 のカテゴリーに分けて分析した

それによると 事故直後から半年間はレベル１が 遊、 「

ばない」５６・５％ 「３０分以内」３０・１％。同、
２は「遊ばない」５１・９％ 「３０分以内」３４・、
２％、同３は「遊ばない」６９％ 「３０分以内」２、
４・２％、同４は「遊ばない」６５・６％ 「３０分、
以内」２５・３％、同５は「遊ばない」６４・７％、
「３０分以内」２４・９％。

、 「 」 、２年後になると レベル１は 遊ばない ７・８％
「３０分以内」３４・３％、同２は「遊ばない」７・
４％ 「３０分以内」３３％、同３は「遊ばない」１、
５・９％ 「３０分以内」４６・３％、同４は「遊ば、
ない」１２・５％ 「３０分以内」４４・２％、同５、
は「遊ばない」１１・４％ 「３０分以内」４１・４、
％。

当然のことながら、放射線量が多い地域ほど、子ど
もが外で遊ぶことが少なくなっている。事故から２年
がたつと、各地域とも、何とかして外で遊ばせようと
し始めたことがうかがえるが、放射線量が最も多いカ
テゴリー５の地域よりも同３の地域の方が、子どもを
遊ばせることに躊躇しているという結果になってい
る。カテゴリー３のお母さんの慎重な姿勢についての
分析研究の必要がありそうだ。

放射能被ばくで死産？

このアンケートには、多くの回答者が設問に答える
だけでなく、意見や感想、親としての思いのたけを書
きこんでいる。以下、母親たちがどのような悩みをも

チェルノブイリの遊園地
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ったかを紹介する。

外遊びについて「２歳の子どもは砂遊びをしたこと
がない。他県の保育園からイチョウの葉が送られてき
たが、そういうことでしか草花に触れられないと思う
と涙が出た 「外で遊ぶ時間が減って、普通なら乗れ」
るはずの自転車の練習もできない 「外で遊べないこ」
とによる体力の低下や将来の健康が心配 「外で遊べ」
ない分、ゲーム遊びの回数が増えた。好ましくない状
況だ」など、外で伸び伸びと遊ぶことができない不安
を訴えている。

親として、子どもが放射能によって健康を損なわな
いかと心配するのは当然だが、同時に、将来、子ども
が差別されないかと多くの親は漠然として不安を感じ
ているようだ 「親元を離れて県外に行ったとき、福。
島で生まれ育ったことに引け目に感じたり、偏見を持
たれて傷つくことはないか、不安が頭をよぎる 「結」
婚する年齢になったとき、原発のあった福島の子だか
らと相手の方から懸念されはしないか。考えれば考え
るほど、問題はつきない」などと、お母さんたちは悩
みを抱える。

冒頭に述べた甲状腺検査について「保護者にはエコ
ーの画面を一切見せず、結果は『Ａ１』とか『Ａ２』

。 」と記された書面のみ 全てにおいて不信感でいっぱい
「甲状腺検査以外にももう少しくわしい定期検査をし
てほしい 「現時点では『健康被害は認められなかっ」
た』というが、今後どうなるかとても不安。このまま
ここに住んでいてもいいか、わからない 「東京や大」

阪での放射線量や甲状腺を調べて、福島とどれくらい
」「 、 、の違いがあるのか教えてほしい 異常が出て 入院

手術になった場合の補償をしっかりしてほしい」など
と不信感を募らせ、不安を訴える。

妊娠や出産への不安も無視できない 「原発事故の。
３カ月後に仙台から福島に転勤したとき、妊娠してい
た。放射能の影響を考えると、子どものために仙台に
いた方がよかったのではないかと悩んでいる 「事故」
後に妊娠し死産した。事故直後、林の木を伐採し、草
木を刈った。被ばくが死産の原因かもと思うと後悔が
わきあがる 。お母さんになった女性にもまして、子」
どもを産めなかった女性は深く悩み、自らを責めるの
だ。

その一方で 「福島に暮らすことに慣れてしまった、
人が多く、放射線の影響を話題にすることも少なくな
っている 「将来への不安が残るが、現状は何も変わ」
っていない。ならばむしろ事故を忘れたい。そっとし
てほしい」という声にみられるように、多くの人たち
に放射能被害について忘れようとの心理が働いている
のも事実のようだ。

こうした住民のなかの意識や感性の違いは、夫婦間
や地域住民の間で目に見えない溝をつくりだす 「放。
射能が安全かそうでないか、夫と夫の両親の認識にず
れがあり、とてもつらかった 「避難するかしないか」

、 。で夫とけんかになり 夫婦仲がうまくいかなくなった
どこにも自分の気持ちを話すことができず、毎日つら
くて死にたいと思ってしまう」と、夫婦間の葛藤に悩
む 「この先も大丈夫と思っているママと、不安をか。
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かえながらもしょうがないと思ってるママと、移住計
画中のママが語り合うなんて戦争」という笑うに笑え
ない現実がお母さん社会を覆う。

「なぜ誰も罪に問われない？」

原発事故は低所得者層により強いダメージを与え
た 「母子家庭なので、他県に避難しても仕事がある。
かどうかわからず、避難しなかった。県内産以外の野
菜や米、水などは高く、生活は厳しくなる一方 「原」
発事故で夫の仕事がなくなった。お金の心配で私はイ
ライラして、子どもにあたってしまった」など、台所
を預かるお母さんの声は切実だ。避難によって二重生
活を余儀なくされると、避難先の住宅費用か家財費用
なども重なり 「交通費もばかにならない」と悲鳴を、
あげる。さらに、放射能対策として「家が山沿いなの
で山を除染しなければ安心して生活できない。実費で
業者に頼んで除染した」人がおり、除染に自己負担し
たケースは少なくない。また 「遠い地域での食材購、
入、連休に長野へ避難するなどの休日の保養のための
遠出など、体力的にも経済的にも負担がかかる。賠償
金では間に合わず、貯金をほとんど使った」と、悲痛
な声を上げている。

東電や行政に対しては「国も東電も自分たちをよく
見せようとするパフォーマンスばかりで、本当に福島
のことを考えているとは思えない。県民を危険にさら
して誰も罪に問われないのはなぜなのか」と怒りを露
わにし 「いくら安全といわれても、原発直後から政、

治家にうそをつかれて、何が本当で何がうそか、今で
も信用できない 「 この程度の）放射能は大丈夫とい」（
う先生もいればそうでない先生もいる」と、原子力ム
ラの権力者や権威者に疑念もつ。

福島第一原発について 「汚染水が流出するなどい、
まだに解決策が無く難航中」と述べた人もいた。この
指摘は事故から５年半が過ぎた今も基本的に当たって
いる。原発建屋に周囲の地下水が入り込むのを防ぐこ
とは今なおできず、真の収束には程遠いのが現実だ。
「一日でも早く廃炉にしてほしい 「将来の子どもの」
ために次のエネルギーを見つけてほしい。もう原発で
の犠牲を出してはいけない 。福島のお母さんたちは」
原発に依存しない社会を願っているのだ。

事故前のように遊ばせたい

検診による早期発見、早期治療を訴える鎌田氏は以
前、ベラルーシのミンクス甲状腺がんセンターを訪ね
た際、ユーリ・ジェミチェク所長からこう言われた。
「ベラルーシでは放射能汚染が少ない所でも、子ども
の甲状腺がんが見つかっている。福島の放射性ヨウ素
の放出量がチェルノブイリの約１０分の１だからとい
って安心しない方がいい 。鎌田氏は「福島原発事故」
発生当時、放射性ヨウ素の汚染状況を調べなかったこ
とが問題。当時の子どもの放射線の被ばく量をほとん
ど測定していない。このため、甲状腺がんと原発事故
の因果関係は、ある、ない、の水かけ論のまま」とい
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う。水かけ論で子どもの健康被害の現実まで水に流さ
れたのではお母さんたちはたまったものではない 原。「
発事故前のように、子どもに外で砂遊びでも何でも好
きな遊びをさせてあげたい 。お母さんたちの願いは」
切実である。

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、1944 70

鳥取支局、奈良支局、大阪本社社会部。徳島支局長、
、 。文化事業部長を経て 財団法人毎日書道会関西支部長

２０１０年、同会退職。
現在電子雑誌 編集長Lapiz

キエフ市内で
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（ ）投稿 山梨良平 年金生活者

あれから５年半あまりの時間が経過
した。福島第一原子力発電所は安倍首
相の高らかなアンダー・コントロール
宣言（？）とは裏腹に、汚染地下水は
どんどん増え続けている。この地下水
だが、博多で起こった道路の陥没事故

、 。の様に 目に見えないから始末に悪い
まして政府、経産省それに当事者の福

島県や東京電力の徹底的な隠ぺい体質によって、重要な内容が国民の目に見えない
という問題がある。
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汚染水問題もまだ見通せない状況の中、廃
炉費用が問題になってきている。政府は隠密
裏に「廃炉費用を国民負担」とした素案造り
に躍起のようだ。何でも賠償金を含めて廃炉
費用は年間年間数千億と試算されたとか…。
１０月の報道で東電の広瀬社長は「 合理的に「
（廃炉費用を）見積もるようになると、東京
電力は債務超過になって倒れてしまう可能性
があって、そうしたリスクがある」と話して

。 、いる 従来安いと言われてきた原発の費用は
福島のようなリスクを考えると、いや現実に
そのリスクを計算すると 「格納容器の底に溶、

、 、 、け落ちた燃料の撤去費用だけで 今後 毎年
数千億円が必要とする試算」と経産省は試算
しているというのだ。もっとも当の東電・広
瀬社長は、１１月１日の時点で、この経産省
の試算は「合理的でなく、実際に掛かる費用
については、現時点で『分からない」と述べ
るのとどまっている。もしかしてこんな金額
では収まらないのかということか？

さて東電が債務超過に陥る危機の中、１１
月２日には 「廃炉と賠償費用が 兆円にも、 18
膨れ上がるとされる東京電力の救済のため、
「利用者に負担させる具体案の第一弾を国が

出した。東京電力の送電子会社は利益が出た
らその分値下げして利用者に還元するよう取
り決められていたが、今回の案では、利益を
基金に積み立て、原発事故の廃炉費用にあて
る。そして原発の電気を使わない新電力も含
めて値下げの恩恵は得られず、消費者は事実

、 。上 原発救済のためにお金を払うことになる
他にも、今後の事故の際の賠償や、他の原発
の廃炉費用なども電気料金に上乗せする」と
の衝撃的な報道が流れた。

早速この報道にかみついたのが、ソフトバ
ンクの孫氏は「古い業界を守るため、新しく
伸びるべき分野の芽を摘んでしまうことにな
る」と噛み付いた。

よく言われていることだが、原発のような
核を扱う（制御する）技術はしょせん無理な
のだ。原子力ムラも政府も「核＝原発への幻
想」から目を覚ます必要がある。今の原子力
気鋭委員会でも「安全だ」とは決して言って
いない 「基準に適合しているだけ」だという。
認識である。ここの違いをもっと国民は明確
に知らなければ同じ道を行くことになる。い
や既にその道を歩みつつある。

L piza
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breath of CITY
写真 北博文

めぐりめく変化する都市光景を一期一会として感じるままに

ファンインダーのフルフレームで切り撮っています。

人間が利便性を探求して作り上げた都市が今や独自に生きる術を

得たかのように朝・昼・晩と表情を変えながら人の心を揺さぶり

その反応を眺めているかの様な虚実的な都市の空気感を撮らえて

行きたいと思っています。
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ホームセンター屋上のカラスたち

文・写真 中務敦行
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私が住んでいるのは奈良県大和郡山市の７
階建てマンションの５階。前は交通量の多い
国道。東側にバルコニーがあり、その下には
小さなスーパーやレストランなどのあるショ
ッピングセンター、その向こうは大きなホー
ムセンターがある。

この夏ごろから、ここにカラスの大群が来
るようになった。朝は暗いうちからやってき
て屋上や屋根の上にびっしり止まる。その数、
数百。「カアカア」と鳴き、２０～３０分たつ
とどこかへ飛び去る。夕方に来ることもある。
頻繁にやってきたころはかれらの呼び合う声
で目覚めた。
今はひところに比べると頻度は下がったが、

先日、最寄りの駅で電車を待っていると、大
群が上空を待ってかしましく鳴き、飛びまわ
っていた。噂によるとここから１５キロほど
離れたところにカラスのねぐらがあったのだ

我が家の屋上から飛び立つカラスたち けど、開発で重機などが入り始めてから、群
れが来なくなったという話を聞いた。

昔からカラスは私たちにとって身近な存在でした。 
童謡にも「七つの子」や「カラスの赤ちゃん」などが
あって小さなころから「♪カラ～ス、なぜなくの♪」
とか「♪カラスの赤ちゃんなぜ泣くの？」とか歌った
ものです。

あまりにも人がカラスの領域に入ってきたのでしょ
うか。私にはそうは思えません。カラスが近づいたの
ではなく、私たちがカラスの領域を侵し始めているよ
うに思えてなりません。なんてことを考えながら目覚

ましにきた朝は「うるさいナア！」と思うんですが、
しばらく来ないと、「朝寝坊したじゃないか！ちゃん
と起こしに来いよ！！」と思ってしまうのです。

Lapiz
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文・中川真須良

参考
対角線の長さが標準レンズの焦点距離

フィルムサイズ 対角線の長さ

35mm 24 × 36mm 43.3mm
6x4.5cm 56 × 41.5mm 69.7mm
6x6cm 56 × 56mm 79.2mm

カメラの言わゆる標準レンズ、勿論単焦点、写真、カメラ
の趣味人は誰もが手にするレンズ。その焦点距離３５ミリサ
イズカメラでは、４０～５８ミリの間にほとんどが収まる。
この標準レンズ、街で見かけることは皆無だ。一体どこへ消
えたのか、ほとんどの人がズームレンズにシフトし、それも
２４～８５ミリ、しかも５０ミリ付近ではほとんど使用した
記憶がないと聞く。その訳は標準レンズの万能性に気付くま
でに他の焦点レンズに移ってしまうためだろう。

時には広角レンズの様に、被写体にぐっと近づき、時には
望遠レンズの様に、前後をぼかし、また時には深度を深め、
マクロレンズの様に。

ところが標準レンズはなぜか我々使う者にピント、構図、
露光、ブレなど、より完璧を要求するのが不思議だ。

今、挑戦の気分でもう一度単焦点標準レンズを！
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文 片山通夫

あなたが日ごろ使うカメラには大抵ズー 
ムレンズがついていると思う。なんてった 
って便利だもん。特に登山とまでは言わな
くとも、ちょっとした外出にも、旅行にも
「これ一本！」とレンズメーカーに乗せら
れて、２８ミリから３００ミリ程度の、そ
れでもコンパクトなレンズ（写真右）を買 
って出かけるあなた…。

そりゃ、便利でしょうよ。遠くの被写
体は、３００ミリの望遠でググッと引き寄
せて、狭い部屋では、２８ミリで。よく考
えてみれば、こんな撮影姿勢では、あなた
はほとんど前後に動いていないのでは？

けどちょっと待って。撮影の時は夕方？
朝方？つまり明るい？いささか暗い？右の
ズームレンズの場合、F 値は 3.5 から 6.3。
広角側の明るい値でも 3.5、ブレ安い望遠
側でな 6.3。その時のシャッター速度は？

余計なお世話かもしれんけど、絞りとシ
ャッター速度は実に重要な要素。勿論焦点

距離も！この三者が相まって、素晴らしい
作品が生まれる！

そしてここで強調したいのは、作者であ
るあなたの眼。人間の眼にはズーム機能は
ない。標準レンズ（35 ミリ・フルサイズ）
の描写はあなたの眼に近い描写をするの
だ。・・・ということは、被写体を見たと
おりに撮れるということ。これは大事なポ
イント。

その時。その場所で、その瞬間を撮ろう
とするあなたの眼がそのまま写真になると
いうこと！もちろん画角は全く違う。50
ミリレンズの画角はおよそ水平画角
39.5977 °、垂直画角 26.9914 °、対角画
角 46.793 °となる。ぜひ標準レンズ（35
ミリフルサイズの場合）50 ミリで撮って
見てもらいたい。明るいくせに安いのだ！
このレンズは…。
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標準レンズを見直して！

その昔、木村伊兵衛（1901 年 12 月 12 日 - 1974 年 5 
月 31 日）という大家がいた。その木村伊兵衛が１９
５５年のアサヒカメラという写真雑誌の対談で面白い
話が出ていた。

ライカ M3 発売の１年後のことである。
ヨーロッパから帰国した木村は「痛切に感じたのは、

向うの横丁は 35mm だと横丁にならないで空が出ち
まう。人間と背景との関係が 50mm のスタンダード
でちょうどいいということを最初知らないからね、日
本の調子でバカの一本ヤリで 35mm を使ったけれど

一般に標準レンズと言われているレンズは、大口径のレン

ズが多い。例えば、ニッコールだと 50 ミリ F1.4 があり、
キャノンでもやはり同様のレンズがある。そこで一念発起、

いや清水の舞台から飛び降りるつもりで。これらのレンズを
買ってはいかがかとお勧めしたい。できるだけ大口径の、つ
まり明るいレンズをである。

そして街に、郊外に、公園に出かけよう！撮り方はいたっ
て簡単。絞りを開放にして眼につくものを取るのだ。大事な
ことは絞りを絶対に開放にすること。するととても被写界深
度の狭い写真が撮れる。つまり前後が美しくボケるのだ。

50 ｍｍ大口径レンズの使い方である。

も、向うじゃそれはほんのわずか、あと大部分 50 ｍ
ｍだけですよ」と。これはブレッソンが 50mm 一本
ヤリであるという影響を木村がもろに受けているので
はないかと思われる。

そういえばブレッソンはライカ M3 に 50mm のレン
ズをつけて、パリを撮っていたと聞く。

標準レンズへの勧めである。

Lapiz
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文、写真 井上脩身

巴波川沿いに広がる江戸情緒

山本有三の代表作『路傍の石』を読
んだのは中学１年生のときだった。国
語の先生に薦められたからだったよう
に思う。主人公の少年が鉄橋の枕木に
ぶら下がったところ、近づいてきた機
関車が気づいて直前に急停車したくだ
りは私には衝撃的だった。私が幼稚園
のとき、阪急電車の鉄橋のレール上に
十数個の小石を並べ置いたことを思い
出したのだ。幸い電車は鉄橋の前で止
まり、事故にならずに済んだ 『路傍の。

石』はいうまでもなくフィクションだ
が、舞台は有三の故郷、栃木だ。今、
栃木は江戸情緒が漂う「小江戸」の町
として人気が高いのだそうだ。今年は
有三の生誕１３０年目。ならば有三の
子どものころの栃木の街並みは江戸時
代とほとんど変わっていなかっただろ
う。枕木にぶら下がった少年の街に触
れてみたい。そんな思いにかられて１
０月初めの強い秋の日差しの日、栃木
を訪ねた。
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『路傍の石』の鉄橋ぶら下がり

山本有三は
１８８７（明
治２０）年、
栃木市の呉服
商の長男とし
て生まれた。

、１５歳のとき
浅草の呉服商
に奉公に出さ
れた。丁稚生
活に耐えられ
ず、１年で実
家に逃げ帰っ
たが父親と衝
突。向学の念

、を捨て切れず
２８歳になっ
て東大を卒業
した 『路傍の。
石』を朝日新
聞に連載し始

めたのは１９３７年、５０歳の時だ。翌年、日活から映
画化されて話題を呼び、キネマ旬報ベストテンで第２位
になった。

５５年、今度は松竹が映画化。主人公の愛川吾一には
歌舞伎役者の坂東亀三郎、父親庄吾に伊藤雄之助、母お

れんに山田五十鈴というキャスト。国語の先生はこの映
画を見たようだ 「落ちぶれた父親を伊藤雄之助が見事に。
演じていた」というような意味のことを語った。私は新
聞で伊藤雄之助の名前くらいは知っていた。わびしい役
が多い名脇役という印象だ 『路傍の石』を読もうと思っ。
たのは、道端に転がる石のわびしさを思い浮かべたから
だった。

『路傍の石』は明治中期、没落士族の貧乏一家の子、
愛川吾一の物語。父、庄吾は山林の所有権をめぐる裁判
に首をつっこんだりして、稼ぎは全くなく、母おれんが

。 、内職で細々と家計を支えている 吾一は成績が優秀だが
中学校に進むことができず、呉服商・伊勢屋に丁稚奉公
に出される。伊勢屋の息子は吾一の同級生。成績が悪い
のに中学生になったこの息子の高慢な態度にじっと耐え
る吾一だが、母が死んだのを機に伊勢屋から逃げ出し、
東京で文選工の仕事につく。やがて文章を書ける才能が
見いだされ、出版事業を始める――という粗筋だ。

鉄橋ぶら下がり事件は小説の早い段階の「意地」とい
う章に登場。友人にバカにされた吾一が「鉄道にぶらさ
がったことがある」と嘘をいったことから、実演するは
めになった。山田川の鉄橋のレールの間で腹ばいになっ
た吾一。両脚を枕木と枕木のすき間に下ろしてぶら下が
ろうとしたところ、枕木の角があばら骨にめりこんで息
ができなくなった。その時、ゴーという地響きがした。
地獄が押し寄せてきた、と吾一は思った。気がつくと吾
一は土手の下の芝にうつ伏せになっていた。列車の機関
手が鉄橋の上に異物を見つけて徐行。異物が人間らしく
思われたので急ブレーキをかけて鉄橋の手前で停車させ
た。車掌が鉄橋を走り、吾一を引っ張り上げてことなき

山本有三の資料を展示している山本有三ふるさと記念館
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をえた。
以上が事

件 の 顛 末
だ。連れて
行かれた駅
長室に母お
れんが姿を
見せた。駅
長は事件の
あらましを
説明したう

えで「進行中の列車を止めることは法に触れるが、今回
は子どものことだからおもて向きにはしない。今後は家
庭で十分に注意してくれなくっては困る」というような
ことをながながとしゃべった。

鉄橋置き石で電車止める

鉄橋ぶら下がり事件の状況と駅長の言葉は、正確を期
するため『路傍の石』をから引用したが、基本的には私
のかねてからの記憶通りだった。とくに、母親に長々と
注意したところは、まざまざと覚えていた。

私の鉄橋石置き事件は１９４９年だ。大阪府高槻市に
住んでいた。幼稚園児だから５歳だった。家から５分く
らいの所に、幅１０メートルの川が流れている。私は前
掛けをつけていた。川の土手に上がって５分ほど歩くと
阪急電車の鉄橋がかかっている。土手に転がっていた小
石１個を鉄橋の端に置いた。電車が跳ね飛ばすとピーン

という空気を切り裂く音がした。面白くなった。置き石
は２個、３個と増え、ついには前掛けに小石をくるんで
は運び、１０個以上もレール上にずらっと並べた。

どんな音がするのだろう。わくわくしながら電車を待
った。大阪・梅田方面に向かう上り普通電車が近づいて
きた。私は、鉄橋から２０メートルほど離れた土手上で

。 、見ている 電車は鉄橋の手前の信号のところで急停車し
降りてきた車掌が石を蹴落とした後、私の方に向かって
走ってきた。他に誰もいないのだから、どう見たって私
以外に犯人はいない。車掌が何か叫んだ。近くに住む同
級生の父のＦさんが駆け付けた。車掌は私をＦさんに預
け、電車は動き出した。

Ｆさんは私の家を知っていた。Ｆさんから一部始終を
聞いた母は驚愕した 「今回はなかったことにしますが、。
今度こんなことがあれば、ただではすまない」というＦ
さんに母は何度も頭を下げた。母からこっぴどく叱られ
たのはいうまでもない。同級生のＦはその後、時折この
話を持ち出し、その都度私は小さくなった。Ｆは高校に
進まなかったので、私は高校生になって初めて、事件か
ら解放された。

『路傍の石』で有三が書こうとした石と、私の置き石
とはもちろん何の関係もない。だが、主人公の鉄橋ぶら
下がり事件を知ってからは、どこにでもある石が私には
特別な意味をもつようになった。石は私に思い切った行
動をとらせるのだ。６８年の１０・２１国際反戦デーで
新宿駅周辺が騒乱状態になったとき、私は機動隊に向か
って石を投げた一人だった。機動隊に追いかけられ、新

栃木の街並みをデザイン化した大パネルのある栃木駅
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、 。 、宿の地下道に逃げると 友人に会った 彼も石を投げた
と笑った。

新聞社になった江戸の見世蔵

浅草駅から
東武鉄道の日
光行き快速電
車に乗った。
ここから電車
に乗るのは、
幼女殺害の犯
人とされた菅
家和利さんが
再審で無罪に
なった足利事
件の現場を訪
ねて以来、７

年ぶりである。同事件の現場は東武・足利駅から歩いて
３０分の渡良瀬川河川敷だった。今回の旅の日光行きの
電車は浅草を出て約１時間後、その渡良瀬川を渡った。
菅家さんの雪冤の願いがかなったのは、私が現場を歩い
た１年後だった。その感慨にふける間もなく電車は渡良
瀬川を過ぎ、１５分後、そう大きくない川にさしかかっ
た。栃木駅はもうすぐだ。吾一少年がぶら下がった鉄橋
の川ではないのか。目を凝らした。土手にススキが生い
茂っていた。

地図をみると永野川だ 源は足尾山地 新潮文庫版 路。 。 『

傍の石』の解説には「栃木市のそばには、それ（ぶら下
がり事件）に適した鉄橋はないので、完全なフィクショ
ン」とある。そう言い切れるのだろうか。有三が生まれ
た翌年、両毛鉄道の小山―足利間が開通。栃木にも駅が
つくられた。現在のＪＲ両毛線は東武鉄道の１・５キロ

。 。北で永野川を渡る ここから栃木駅までは２キロもない
そもそも両毛鉄道は生糸や織物の輸送を目的に敷設され
たのだ。ぶら下がり現場は両毛鉄道の永野川鉄橋とみて
も何ら矛盾はない。

栃木駅は東武とＪＲの共同駅だ。駅構内でもらった観
光案内ガイドマップを見ると、駅から北に延びる「蔵の
街大通り」沿いに「山本有三ふるさと記念館」がある。
ざっと１キロ先だ。同記念館に向かって歩きだした。

昭和レトロのような古いたたずまいの商家がところど
ころに建っている。人形店の隣に２軒の荒物店が軒を並
べていて、確かに戦前的雰囲気が色濃く漂う。いずれも
切妻屋根のある木造二階建ての建物。板壁か漆喰壁だ。
屋根は桟瓦葺き。屋根の板に横桟を打ち、瓦を引っかけ
て葺くもので、本瓦葺きに比べて瓦が少なくてすむ。江
戸時代に開発された省エネ工法だ。

驚いたことに地元紙である下野新聞社の栃木支局まで
レトロ調。切妻造り黒壁の木造２階建て蔵風の建物だ。

入り口に由来を記した説明板が立っている。前身の栃
（ ） 、 、木新聞は１８７８ 明治１１ 年に創刊され 毎月８回

タブロイド判４ページの新聞を発行。５カ月後、廃刊に
なったが、７９年、田中正造が編集長になって復刊。８

、 、 、２年 足利新聞を発行する旭香社と合併した後 ８４年

江戸時代の見世蔵が社屋の下野新聞栃木支局
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県庁が宇都
宮に移転し
た の に 伴
い、下野新
聞と題字を
変えた。１
９９３年３
月、創刊１
１５周年を
記念して見
世蔵を修復

して支局にしたという。

見世蔵は江戸時代後期から昭和初期にかけて建てられ
た蔵造りの店舗。類焼を防ぐためにこうした形式になっ
た。見世とは店のことのようだ 「栃木の毛惣」といわれ。
る県内きっての豪商、毛塚惣八も江戸時代中期から昭和
初期にかけて肥料と麻荢を扱っていた。１８６１（文久
元）年、二代目の惣八が直径４０センチ、長さ９メート
ルの松を梁として見世蔵を建設。それが今では新聞社支
局の取材基地になっているのだ。

、 。私は長い間新聞社に勤めていて 地方勤務も多かった
「現在発行している新聞社で最も古い歴史を持つ」のが
売り物だが、江戸の建物を支局として使っている例はな
い。この下野新聞の支局の建物は、栃木の歴史と文化の
象徴といえるかもしれない。

「山本有三ふるさと記念館」は同支局からほど近い大
通り沿いにあった。やはり古さびた木造２階建て切妻造

りの建物だ。入ると、有三の書斎が再現されている。そ
の壁に「山本有三の生家」と題して父、山本元吉のこと
を伝えたパネルがかかっている。それによると、元吉は
元宇都宮藩士。明治１２年に栃木に移住し、繭や麻の仲
買に携わった後、栃木の呉服商、玉村屋に住み込んで修
業。３年後に独立して大通りに店を構えた。翌年、ナカ
をめとり、有三が誕生した。

東京学芸大名誉教授が書いたものだから基本的に間違
っていないだろう 『路傍の石』は有三の実家がモデルで。
あることはまぎれもない。

同館裏手の近龍寺に有三の墓がある。有三が亡くなっ
たのは文化勲章を受章して９年後の１９７４年、８７歳
だった。墓の後ろの大きな石に「有三のことば」が刻ま
れている 「動くもの砕けるものの中に動かないもの砕け。
ないものが大きくからだに伝わってくる 。揮毫は土屋文」
明。私には意味がよくわからないが、砕けるもの、から
電車の車輪で砕かれて飛び跳ねる石を連想し、胸が痛ん
だ。

江戸に通じる舟運で発展

下野新聞の支局の建物を目にしたせいか、江戸時代の
豪商がどのように栃木の街並みを築いたが知りたくなっ
た 「横山郷土館」が豪商の建物跡、と聞いた 「山本有。。 。
三ふるさと記念館」から西に約３００メートル。石造り

（ ） 。２階建ての見世蔵が巴波 うずま 川沿いに建っている
川幅約２０メートル。蔵の街大通りに半ば平行しながら

今も名残をとどめる日光例幣使街道
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北から南へと市街地を緩やかに蛇行している。

川に沿って両側に細い道が通っている その道端に 巴。 「
波川綱手道について」という説明板。内容は以下の通り
だ。

栃木は江戸時代初期から巴波川
での舟運が盛んになり、江戸か
ら日光御用荷物や塩、鮮魚、ろ
う、油、黒砂糖が運び込まれ、
栃木から江戸に向けて木材、薪

、 、 、 、 、 、炭 米 麦 麻 木綿 たばこ
石灰、瓦が運び出された。栃木
からは「部賀舟」と呼ばれる舟
で下流の思川を経て渡良瀬川と
の合流点に近い新波河岸（栃木
県藤岡町）まで下り、高瀬舟に
荷物を積み替えて、利根川を経
て江戸に向かった。逆コースと
なる帰路は、巴波川の流れが速
いため舟は両側から麻綱やシュ
ロ縄で曳かれてさかのぼった。
この舟を曳く道が綱手道だ。巴
波川沿いには栃木河岸、平柳河
岸、沼和田河岸という三つの河
岸があり、この河岸を中心に商
人たちの取引が行われた。

「横山郷土館」の前の道は柳並
木の綱手道である。同館の蔵の
前に高さ１メートルの四角い石

碑 「旧栃木麻荢真縄問屋」と刻まれている。この辺りは。
河岸だったのだろう。見世蔵に隣接して木造の商家が建
っている。日本の商家ではただ一つの両袖切妻造り建築
だといい、９８年に国登録有形文化財になった。

巴波川の白壁土蔵群沿いを行く遊覧船
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この問屋を
創設した初代
横山定助は茨
城県石岡生ま
れ。幕末、１
２歳のときに

、水戸藩を出て
わらじを売り
ながら栃木に
たどり着いた
と伝えられて
いる。明治５
年に唐物屋を

開き、帽子や洋傘、マントなどを扱ったが、やがて栃木
県特産の麻を取り扱う問屋として、大阪や尾道に出荷す
るなど手広く商うようになったという。明治３３年には
共立銀行を設立。江戸から明治にかけての多くの豪商と
同様に、定助もまた金融にも力を注いだ。

石造の蔵に入った。長さ２メートルもの麻の束が積み
上げられている。栃木の麻は「野州麻」と呼ばれ、黄金
色をしていて薄い割には強度があるのが特徴。４５０年
前、茎を発酵させて皮を柔らかくする方法が開発された
ことから生産が大きく伸び、昭和初期、全国の麻畑１万
ヘクタールのうち、６割が栃木県で占められた。当時、
栃木駅ちかくまで麻畑が広がっていたといい、定助も麻
の取引で大いに稼いだのだ。

。麻の問屋兼銀行となった建物の裏は見事な和風庭園だ
手入れの行きとどいた松などの庭木に見とれていると、
「 」 、 。お茶をどうですか と 女性職員が声をかけてくれた

訪れる人にはお茶を出しているといい、その心遣いに気
持ちが和んだ。定助の時代からの客に対する心がけなの
だろうか。

巴波川沿いの白壁土蔵

綱手道を南に歩くと、白壁の倉庫群が目に入った。訪
ねてみると、全体が一つの敷地の中にあって 「塚田歴史、
伝説館」と名付けられている。同館のパンフレットによ

、 （ ）ると 塚田家は江戸後期の弘化年間 １８４４～４８年
。 、から木材廻船問屋を営んできた 木材をいかだに組んで

江戸・深川の木場までまる一日かけて運んだという。こ
こから巴波川、思川、利根川を経て江戸まで運ばれたの
だ。

中に入る。最初に案内してくれるのは三味線を弾き語
るロボットの語り部おばあさん 「母なる川、巴波川の川。
面に影を落とす八つの白壁」などと都々逸風に語りだす
と、寅さん風の男性（これもロボット）がじっくり聞い
ている。その様子がユーモラスだ。

ここでの一番の見物は数々の材木。屋久杉や紫丹、黒
丹、梅変木などの銘木が展示されていて、磨き抜かれた
丸太は一種の芸術品であることがわかる。深川で塚田丸
太は高く売れたに違いない。そう思ったのは、陶器や屏
風など３００点の美術品とともに李鴻章（１８２３～１
９０１）の書が壁にかかっていたからだ。

日清戦争後、清側の全権大使として下関条約に調印し

横山郷土館の石造りの蔵
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た、高校の歴史教科書にも登場するあの李鴻章である。
書は横書きで４文字からなり、最後の２文字は「像萬」
と書いてある。残念ながら最初の２文字が、私には読め
ない。李鴻章の書がなぜここにあるのだろう。途中で立
ち寄った蔵の街大通り沿いの「あだち好古館」に頼山陽
や勝海舟の書の掛け軸があったのを思い出した。同館に
は江戸末期から呉服類を手広く商った卸問屋、初代安達
幸七が収集した浮世絵や書画、仏像などの美術品が展示
されている。なかでも安藤広重の「東海道五十三次 （保」
永堂版）のすべてがあり、何とも壮観であった。栃木で
成功した商人たちは、美術品収集の一つとして書も積極
的に買い求めたのではないだろうか。李鴻章の書の扁額
は塚田家の経済力を示す証拠と言えるように思える。

伝説館を出てもう一度巴波川の対岸の綱手道から白壁
群を見た。館のパンフレットに「白壁土蔵は蔵の街の代
表的風景」とあるように、江戸時代の繁栄を川面に見事
に映し出している。なかでも川沿いの黒色の塀と白壁の
コントラストは見事だ 「小江戸」と地元の人たちが胸を。
張るのもなるほど、と思える鮮やかである。

近くに遊覧船の乗り場があり、１隻の舟が出発すると
ころだった。舟は長さ７メートルほど。屋根はない。乗
客は３人。船頭が竹竿を川底にさしてゆっくりと舟を進

。 、める 舟からは白壁の倉庫をはるかに見上げる形になり
その勇壮さが実感できそうだ。２００メートルほどを行

、「 」 、き帰りするだけの遊覧だが 江戸情緒を堪能できる と
結構な人気だという。巴波川は確かに栃木の街の母なる
川である。

権勢払う例幣使一行

江戸につながる舟運があるのだから、栃木は宿場でも
あったと考えるべきだろう。巴波川綱手道の説明板のな
かの「日光御用荷物」という言葉が気になった。日光御
用荷物が運ばれるということは、日光に向かう高い地位
の人たちもまたここを通ったのではないだろうか。日光
東照宮は栃木の北約５０キロの所だ。江戸から日光へは
１６３６（寛永１３）年に日光街道が整備され、２１の
宿場が設けられたが栃木は通っていない。それでも、豪

。商がはぶりを利かしていたのだから宿場町だったはずだ
ガイドマップの「例幣使街道」という文字に目が留ま

った 「山本有三ふるさと館」からさらに３００メートル。
北の、蔵の街大通りから西にそれたところにその街道が
ある。例幣使。私は初めて聞いた。どことなくお公家さ
んぽい高貴な匂いがするではないか。例幣使街道に向か
った。

「日光例幣使街道」の標識が民家の壁際にたつ交差点
に出た。ここが街道の起点のようだ。道幅は５メートル
前後。両側には古い民家が軒を接している。朽ち果てた
ようなしょう油工場の近くに、周囲に不釣り合いなほど
に立派な長屋門が建っている。門には「代官屋敷」の看
板。門内には古めいた邸宅 「岡田記念館」という名の展。

。 、 、示館だ 同館のパンフレットによれば 江戸時代の当主
岡田嘉右衛門の鎧や兜、刀剣などが展示されているのだ
が、この日はあいにく休館中だった。

、 。そのパンフレットによると 敷地は１万平方メートル
嘉右衛門は古くは武士だったが、慶長（１５９６～１６
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１５年）のこ
ろ、栃木に移
住して荒れ地
を開墾 「嘉右。
衛門新田村」
という村名が
幕府に公認さ
れ、当主は代
々嘉右衛門を
襲名。日光例
幣使街道の開

設にともなって名主になり、代官職を代行。娘２人が大
奥に見習いに入ったとの記録があり、巴波川の舟運を使
って文人、墨客が訪れた。明治になって画家、富岡鉄斎
と特別な親交を結ぶなど、代々当主は芸術にも力を入れ
た。

敷地内には代官屋敷跡のほか、茶席や書斎など７、８
棟の建物があり、明治後期から昭和初期にかけて活躍し
陶芸家として初めて文化勲章を受けた板谷波山らの作品
を展示している、とある。

板谷の作品を見たかった、と残念に思ったが、それよ
りも興味深いのは「日光例幣使街道の開設」によって嘉
右衛門が隆盛を誇ったことだ。栃木の旅から帰って調べ
てみると、日光例幣使は朝廷から日光東照宮の大祭に派
遣される奉幣使。日光東照宮が落成した１６１７（元名
３）年に始まり、１６４６（正保３）年から毎年、派遣
されるようになった。この例幣使が通る道が日光例幣使
街道。中山道の倉賀野宿（高崎市）を起点に、日光街道
の今市宿（日光市）まで２１の宿場が設けられ、栃木宿

。 、は１５番目だ 日光街道が江戸からの道であるのに対し
例幣使街道は京から中山道を経て、江戸を通らずに日光
に向かう道なのだ。

。例幣使は天皇の使いとして五位以上の公家が選ばれる
伊勢神宮には白川家、宇佐神宮には和気氏、春日大社に
は藤原氏というように、例幣使が決まっている神社もあ
った。例幣使には宣命使が随行、奉幣の後、宣命使が天
皇の宣命を奉上するのが決まりだ。日光例幣使は天皇と

、 。幕府の権威を背負っていたため とみに威勢がよかった
家財道具一式が入った六人持ちや八人持ちの長持ちを連
らね、例幣使はかごに揺られて進んだ。

。中山道を通ったのだから木曽・馬籠宿も通ったはずだ
はたして島崎藤村の『夜明け前』に「日光例幣使のよう
な朱印付きの証書を持つ特別な通行」とある。宿場や助
郷村は無賃で協力しなければならなかった。その憤まん
が藤村の小説の行間に垣間見える。その一方で、佐久で
は住民たちが 「御供頂戴（おんふうちょうだい 」と連、 ）
呼し、例幣使がかごの中から御洗米を分け与えた、との
記録がる。この米を食べると病気が治ると信じられてい
たのだ。

パンフレットには嘉右衛門の屋敷が例幣使の宿所にな
ったとの記載がないことから、例幣使は別の所に泊まっ
たのだろう。だが、その前をゆるりゆるりと進んだこと

。 、は間違いない 庶民は御洗米をもらったかもしれないが
嘉右衛門は例幣使一行に手厚いもてなしをしたのではな
いだろうか。１８４２（天保１３）年の絵図には嘉右衛
門新田村に８３軒の店があったことが記されている。例
幣使が通ることで、巴波川沿いの河岸とは違った形で栄

白壁土蔵が並ぶ塚田歴史伝説館
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えたと思われる。

この例幣使街道沿い一帯は今も江戸後期から昭和初期
にかけての店舗や蔵など２３棟の建物が残っていて 「栃、
木市嘉右衛門町」の名で、国の重要伝統的建造物保存地
区に指定されている その一つ 古い店舗と蔵がある 油。 、 「
伝味噌」を訪ねた。入り口に「創業天明元年」と染め抜
かれたのれんがかかっている。１７８１年に油屋伝兵衛
が開業、２３５年の歴史を誇る味噌メーカーだ。江戸時
代の鳥瞰図が壁にかかっている。瓦葺き漆喰壁の細長い
工場と四つの蔵が描かれていて、往時の繁栄ぶりがしの
ばれる。田楽味噌を買い求めた。なめてみると、素朴な
味わいだった。

歌麿がかいた雪月花

例幣使街道沿いの民家の板壁に「歌麿まつり」のポス
ターが貼ってあった。まつりは１０月１日から１０日ま
で行われた 「歌麿の愛したまち、とちぎ」とあり、巴波。
川の遊覧船にゆられる花魁の写真が添えられている。喜
多川歌麿（１７５３？～１８０６）といえば、花魁や遊
女をモデルにした美人画で一世を風靡した浮世絵師だ。
川越（埼玉県）出身との説もあるが、栃木とはどういう
縁があるのだろう。

大通り沿いの「うたまろ館」をのぞいた。同館は１８
４５（弘化２）年に建てられた切妻造りの商家跡だ。明
治時代は提灯屋だった。ここで次のようなことがわかっ
た。

巴波川の舟運によって多くの文化人が栃木を訪ねきた
ことは既に触れたが、歌麿もそんな一人だった。１７９
１（寛政３）年作の「女達摩図 「三福神の相撲図 「鐘」 」
馗図」が栃木に残っていることから、いずれも栃木でか
いたものに違いない 「栃木に滞在中、商人の依頼に応じ。
て筆を執ったと思われる」と同館の男性ガイド。まつり
のポスターにあしらわれていた女性像、相撲取り、長い
ひげの男はこの３作を表していた、と理解した。

「もっと重要なのは」と、男性ガイドは歌麿の「深川
の雪 「品川の月 「吉原の花」の３作品について語りだ」 」
した。いずれも栃木の豪商、善野伊兵衛が所蔵していた
といわれ、１８７９年、栃木の定願寺で展示された。通
称「雪 「月 「花」と呼ばれ 「月」と「花」は現在アメ」 」 、
リカの二つの美術館が 「雪」は箱根の岡田美術館がそれ、

今も名残をとどめる日光例幣使街道
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ぞれ所蔵
し て い
る 「 こ。
の３作が
いつ描か
れ た の
か、江戸
でかかれ
たのか、
それとも
栃木なの
か謎が多
い」とい
う。

。同館内には花魁道中の十数体の人形が展示されている
前橋市の人形作家が作った「下野人形」と呼ばれる紙人
形だ。綱手道の説明板にも登場した思川に人形を流すと
思いがかなうとの言い伝えがあり、栃木は下野のしぼり
和紙を使った人形作りが盛んな土地柄だ。実際、この花
魁道中人形にかぎらず、栃木のあちこちの店先で人形が
展示されていた。１５年前から毎年秋 「お蔵のお人形さ、
ん巡り」という町を挙げての企画が催され、それぞれの
蔵に眠る人形が陳列されている。横山郷土館では天井か
ら所狭しとさまざまな動物を模した人形が吊るされてい
て、町起こしへの強い思いがひしひしと感じられたもの
だ。

歌麿の時代、既にこうした人形があっただろう。人形
に願いを込めると幸せになれる、という商人の思いを歌

麿が受けとめて作品をかいたのかもしれない。
今年も歌麿まつりでは巴波川の遊覧船に黒塗り下駄を

履いた花魁がかむろ、新造をしたがえて乗船、白壁倉庫
群の脇をゆらりゆらりと進んだという。１４年の花魁道
中の様子を動画サイトで見た。文化年間、歌麿が舟を浮
かべて楽しんでいると、花魁の舟と行き交うという設定
だ。そこに代官の舟もやってきて 「おかげで雪、月、花、
の三つの作品を並べることができました」と口上を述べ
る。やがて「巴波川二十石舟」といううたが笛の音にの
って流れる 「栃木河岸より出て行く舟は―― 。今年の。 」
花魁道中もこのような趣向だったに違いない。

大商いでにぎわう栃木の街の中で 『路傍の石』の吾一、
「 」 、少年が 自分は何の価値もない路傍の石でしかない と

自暴自棄になってもおかしくない。鉄橋ぶら下がりはそ
うした鬱屈から出た行為といえるだろう。その吾一を有
三は出版事業に乗り出す才能ある青年に成長させた。ど
んな石も決して無価値ではないと有三は言いたかったの
だ。では、私が電車を止めた石はどうなのだろう。浅草
に戻る電車が永野川を渡ったとき、気が付いた。石が私
にいたずらをさせたのでなく、川が無鉄砲な行動に走ら
せたのだ、と。吾一少年もきっとそうなのだ。その川を
最大限活用したのが栃木の豪商たちだった。

L piza

花魁道中を模して紙でつくられた下野人形
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作 白石阿光
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「徳をもってする
戦争アンダーコントロール論 の 」“ ” …

緑深い山道の横の岩の間からちょろちょろと滲

み出る水を思い浮かべながら、自宅の洗面所の水

をちょろちょろと出し、手ですくいながら顔を洗

ってみませんか。

「環境保護のため 「資源の無駄使いをしない」」

「節水コマを使おう」などという世俗的な思いか

ら解き放たれ、心地よい一日が始まります。

木立の奥遠く、小鳥の声が聞こえませんか。脳

の伝達化学物質がフィトンチットに変わっている

かもしれません。

そうです。人間はちょっとした心の持ちようで

幸せにも不幸にも感じるのです。どういう事態に

陥ろうとも、足下の小さな幸せを大事にしましょ

う。どんな大変なことがあっても毎日の出来事に

感謝しましょう。人の間違いを責めるのではなく、

自分の至らなさを思い、人間性を高める喜びを持

ちましょう。不満を成長の糧にすることで喜びが

わき、社会に順応し、世のため人のために尽くす

ことができます。

そういう人は、国を動かすことがどんなに大変

なことかも想像することができます。国を動かし

ている人たちへの感謝の念も自ずと生まれ、徳の

高い強い国ができあがるのです。

☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇◇◇◇☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇◇◇◇☆☆☆

－－国は非常大権を憲法で明文化しようとしてい

ますが、国民をしばりつけようとしているのでは

ないですか。

「私たちが国民をしばるわけがないじゃあないで

すか。もし、そう思ったら選挙で落とせばいいん

ですから」

－－我々報道機関に対して陰に陽に圧力をかけて

いるではないですか。報道規制の強化につながり

ます。

「わたしたちがあなたたちの報道を規制するわけ

がないじゃないですか。もし、そう思ったら紙面

や番組で批判したらいいんです」

－－非常大権は、国民の人権を無視し、自由な報

道をさせないことにつながるのではないですか。

「あなたたちにそんなに力がないというのであれ

ば、それは私たちの問題ではなく、あなたたちの

問題でしょう。あなたたちは第四の権力を持って

いるのですから。
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第一、新聞やテレビでは、現にいろいろな主張

がされています。私たちを応援してくれるメディ

アもありますから私たちは何も困っていませんよ」

－－ジャーナリズムは真実を報道し、権力をチェ

ックするのが役目です。国家権力とは緊張関係に

なければなりません。

「そんなことを言っても、私はあなたたちの会社

の社長としょっちゅう会食していますよ。政策を

作ってもらったり、選挙情勢の情報交換をしたり

もしています。だから最近の選挙報道はよく当た

ると思いませんか。あなたたちの先輩のなかには

政策秘書や政治家になっている人もたくさんいま

す。私もその一人です」

－－政府は非常大権を憲法で規定し、関連の 100の

法案を成立させようとしていますが、国民の権利

を制限する政策に対して国民の中から批判の声が

上がっています。

「馬鹿も休み休み言いなさい。あなた方が言って

いる国民って誰のことですか。

私たちは選挙に勝ったのですよ。公約に非常大

権のことは入れませんでしたが、野党はずっと口

にしていました。しかも、党の方針の中には昔か

ら入っているのです。選挙後の政権支持率は低く

ないのにそんなことを言ってたら、あなたたちの

方が国民に見放されますよ」

－－個別案件ごとに世論調査を行えば、いつも過

半数の国民が非常大権に反対です。

「聞き方があるでしょ。非常大権に不安があるか、

と聞けばあるという人が多くなりますよ。でも、

他国が侵略したときにわがままな国民やテロ集団

が勝手な行動を取ることに不安を感じるという人

は多いし、大災害の時に復旧車両やヘリ、救助隊

を優先させたり、支援物資を強権的に集めたり、

じゃまな家屋を壊したりすることを許容する人も

多いんだから、それは結局、非常大権を支持して

いるということになるんですよ」

－－ジャーナリストは常に権力の横暴に目を光ら

せ、警鐘を鳴らし続けなければなりません。

「権力敵視に凝り固まった、偏った報道をやって

いる番組や新聞社も一部あるようですが、法律が

成立したらそんな勝手は許されません。大体、そ

ういう人たちの取材は、黙って人の家に入ったり、

ゴミ箱をあさったりで、元々法律違反ばかりです」

－－それは時代錯誤というものです。いまどきそ

んな取材はしません。今は、ネット情報を調べた

り、行政に情報公開を求めたりする近代的な調査

報道が主流です。

「だから、そういう行き過ぎを禁止する法律がで

きるんです。そもそも行政が情報を非公開にする

のは国民や国益を守るため。その趣旨もわからず

に情報を入手し、メディアで国民を扇動するよう

なことは社会的に許されません」

－－ジャーナリストは悪法には負けません。たと

え法律違反と言われても真実を求めて国民に伝え

る活動はやめません。

「あなたはそのうち国家混乱罪で逮捕されるでし

ょう」

－－報道の自由は、社会の健全性を保つ上で重要

です。法律に違反した取材方法であっても、報道
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された内容がその違反以上の利益を社会にもたら

した場合、法律違反は許されると考えます。ただ

し、社会から公益に至らない行動だと判断された

ら潔く責任を取ります。

「偉い！ 私と同じです。私も、非常時に国民と

国益を守らないといけないとなったら、憲法を無

視しても指揮命令の義務を果たさなければなりま

せん。憲法を破っても国を守ればいいんです。あ

とでそれが誤りだと言われたら潔く責任を取りま

す」

－－国民の知る権利を守るためにやることと国民

の権利を制限することは違うことだと思うんです

が 。.…

「国民を守るということでは同じですよ。でも、

私の方はもうすぐ合法に、あなたの方ははっきり

とした違法になります」

－－そこまでして何を実現したいのですか。

「 。 、私が目指しているのは 聖人政治 です そして“ ”

国の形として 有徳国家 を作り上げたいと思って“ ”

います」

！ ( _ ;)!?(・ _・ ;?☆◇ △ ◎ ▽△ ◇☆☆◇ △▽□ ※ ○ □ □ ○ × ×Σ

「玉砕という言葉を知っておろう」

102歳になるという老人がおもむろに口を開い

た。

1943年 5月、アリューシャン列島アッツ島を守っ

ていた日本軍は上陸したアメリカ軍と戦い、全滅

した。

「玉砕とは美しく砕け散ることじゃが、日本軍は

見殺しにされ、高地陣地の霧のなかで悶え狂い、

砲撃に砕け散るのみだった。最後は万歳突撃と集

団自決じゃ。とてもウツクシイトハ言えまいて」

大日本帝国は、アッツ島守備隊に対して玉砕命

令を発した－－「軍は海軍と協同し万策を尽くし

て人員の救出に務むるも地区隊長以下凡百の手段

を講して敵兵員の燼滅を図り最後に至らは潔く玉

砕し皇国軍人精神の精華を発揮するの覚悟あらん

ことを望む」

助けにいかないから死ね、という命令だった。

アッツ島守備隊司令官は最後の電報を東京の大本

営に打った－－「野戦病院に収容中の傷病者は其

の場に於て軽傷者は自身自ら処理せしめ重傷者は

軍医をして処理せしむ 非戦闘員たる軍属は各自

兵器を採り陸海軍共一隊を編成 攻撃隊の後方を

前進せしむ 共に生きて捕虜の辱しめを受けさる

様覚悟せしめたり」

2016年 2月、日米合同の軍事演習があった。テー

マは「離島奪還」であり、オスプレイが飛び、水

陸両用艇で上陸する作戦が行われた。殺される心

配のない訓練ではあるが、これが本番ならまさし

く 70年前の再現になるだろう。

「皮肉なことだ。太平洋の島々で殲滅戦を戦った

者同士が 70年後に一緒になって、取られた島を取

り戻す戦争をしようとしている」

老人は昨日のことのように玉砕（総員壮烈なる

戦死）した島々のことを話し始めた。

・ 1943年 5月アッツ島、 11月ギルバート諸島のマ

キン環礁、タラワ環礁ベティオ島、アベママ島

・ 1944年 2月マーシャル諸島のクワジェリン環

礁、ブラウン環礁、 7月ニューギニア西部のビアク

島、マリアナ諸島のサイパン島、 8月テニアン島、
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グアム島、 9月パラオ諸島のアンガウル島、 11月ペ

リリュー島

・ 1945年 3月ビスマルク諸島のニューブリテン

島、硫黄島

そして、 1945年 6月 23日、沖縄の守備隊は「総員

壮烈なる斬り込み」を敢行し、玉砕した。

大本営はすでに 1944年 6月の時点で「もはや希望

ある戦争政策は遂行し得ない。残るは一億玉砕に

よる敵の戦意放棄を待つのみ」としていた。ポツ

ダム宣言を受け入れる 1年以上前のことだった。そ

の間にも多くの兵士や民間人が死んだ。

老人はつぶやいた。

「当時、日本人は 7千万人。 1億人は朝鮮人や台湾

人、その他占領地の住民も入れてのことじゃ。全

員死ねば敵は戦意を放棄するのは当たり前じゃが、

みんな殺しておいて何が残るというのか」

☆◇☆◇☆ ◎ ▽△ ◇☆ ☆◇☆◇☆※ ○ □ ( ~_~;)(／＼ )＼ (o)／

青年は完全武装していた。武装といっても武器

を持っているわけではない。それはウェアラブル I

Tの進化形と言ってしまえば簡単だが、外見は何の

ヘンテツもない姿のままでの完全武装なのである。

眼につけているコンタクトレンズは、単に視力

調整をするだけではない。眼には存在しないはず

の物も写し出されていた。

突然雲の中から戦闘機が突っ込んできた。その

瞬間、青年は左目でまばたくと、レンズの中で戦

闘機が撃ち落とされた。と、屈強な若者が近づい

てきて話しかけようとした。青年は再びまばたき、

若者を銃撃して消した。猫がすり寄ってきた。青

年は右目をゆっくりと閉じた。猫は「にゃーん」

と鳴いて消えた。

右手から左方向に何かが通った。確かに微かだ

が耳に心地よい振動音が残り、空気の揺れもまだ

感じられるほどだ。その物体は青年の体に突き刺

さったはずなのに、何事も起こらなかった。たぶ

ん、超高速のリニア浮遊車が通ったのであろう。

その瞬間、青年の体はジャンプした。全身に塗っ

たＡＩ筋肉剤が物体を感知して自動的に作用した

のだろう。青年の脳は何も感じていなかった。

10年前、すべての人間はＡＩ筋肉剤を塗ること

になった。ＡＩ筋肉剤は自律的に作用し、地球上

の空間に起きた事象のすべてが世界連邦情報セン

ターに把握され、完全なコントロール下に管理さ

れるようになった。

いまや世の中に武器というものはない。だから

殺し合いも戦争もない。頭に浮かんだ殺意はすぐ

にバーチャルに処理され、脳から悪意が除去され

た 「殺したい人間がバーチャル空間に出現し、ま。

ばたきで消す」というのも処理の一つである。

ＡＩ（人工知能）が進むにつれ、脳は退化し、

五感がとらえる感覚に反応しなくなっていた。今

ではわずかに感情という機能だけが残存している。

感情の発露は社会にいい影響を与えるのか悪く作

用するのかわからないのでＡＩによって管理し、

社会の秩序が維持できるようにコントロールされ

ていた。

(@_@;) @ ( -.-)Zzz・・◇▽◎ ▽△☆◇◇☆ ∮ ⊿□ ○ ○ ¤ ∑ ┴┤┼┬├

・・
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なぜこの世界が武装解除され、兵器がなくなっ

たのでしょうか。それは必ずしも平和が尊ばれた

からではありません。

昔この列島は二度ほど焦土と化しました。東坊

ヒデキという人とアベ真理王という人がリーダー

だったときだと聞いています。

戦争というのは、戦争の記憶が薄れるにつれ、

起きる可能性が高まるそうです。東坊時代とアベ

時代の間には 70数年という時間の隔たりがあり、

戦争の悲惨さを体験した人がほとんどいなくなっ

たとき再び戦争が始まったといわれています。

アベ真理王は「真理はスクラップ アンド ビ

ルドにある。破壊の度合いをコントロールできる

適度な戦争は経済発展をもたらす」というアベノ

リクツ理論を主張し 「戦争も経済もアンダーコン、

トロールされる」と世界に宣言しました。

そして 「戦争を体験しないと戦争の悲惨さはわ、

からない」という国民の声を受け 「コントロール、

された戦争は平和を育む」という平和宣言を発し

ました。ときどき起こる紛争は国民を一致団結さ

せる効果がありました。

アベトモ軍団のリーダーは子どもに言いました。

「いいかい、完全な平和は社会を堕落させる。溢

れんばかりの愛情は兵士をおじけさせるんだ」

いくつかの小競り合いのあと、突然ミサイルが

飛び交い、あっという間に核爆弾と核発電所が連

鎖反応を起こし、世界中に核爆発と放射能汚染が

広がりました。人々はいかにアンダーコントロー

ル理論が危ういものであったかを知らされました。

人の記憶や想像力が頼りにならないことを知った

瞬間でもありました。

「戦争の悲惨さはＡＩに記憶させよう」－－大

科学者が提唱したとき、誰も反対する人はいませ

んでした。そして、戦争をアンダーコントロール

状態に保つにはどうしたらいいか、考えました。

そうだ！ 戦争をバーチャルな世界に閉じ込め

よう！ そうしたらいくら人を殺しても人は死な

ない。しかも、バーチャルな戦いはどこまでもエ

スカレートするから次々にソフトが開発され、経

済は発展し続けるだろう。

かくして地球上の人類はみな、ゲーム戦士にな

ったのです。

そして、たったひとつの決まりがＡＩ憲章とし

て決められました。

「兵器を 持たず、作らず、使用せず」

) & !^/(~_(..)_~) ;)(./.)☆◇ △△▽ ◎ ▽ ⊿□ ○○ ¥

◎ △☆◇ ☆☆☆☆☆☆☆○ □

何百年もの間、冷凍庫の中で眠っていたアイン

シュタインの脳が動き始めた。

反応することをＡＩに任せ、退化を続けてきた

脳たちが、残った力を振り絞って働きかけた成果

だった。

戦闘機を消した青年のまばたきはＡＩコンタク

トレンズの機能と考えられた。だが、本当にそう

だったのだろうか。脳の一部に意思というものが

残っている可能性がまったくないとは言えなかっ

た。少なくともアインシュタイン脳は、脳たちが

一部先祖帰りしているのを感じ取っていた。一つ
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一つの脳波は弱かったが、一気にアインシュタイ

ン脳に向かってきたエネルギーは、生半可なレベ

ルではなかったからである。それらは「私たちが

意思を取り戻すことに力を貸してください」と訴

えていた。

アインシュタイン脳は何もするまいと決めてい

た。

わずかな記憶のなかに、かつて世界認識を変え

た理論が超破壊兵器誕生につながったこと、敵対

国の超破壊兵器開発を抑止するために作った自分

達の兵器が唯一、実戦で大量殺人を冒してしまっ

たこと、が浮かび上がっていたからである。

アインシュタイン脳はつぶやいた。

「平安は、電気信号と化学反応、そして沈黙によ

って獲得される」

* ********** * ********☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

一人の脳が歌い始めました。

青くなってしり込みなさい 逃げなさい 隠れな♪

♪さい

やがてそれは声なき声となって脳同士が共鳴し合

い、脳の世界を流れました。アンダーコントロー

ル状態の唇のＡＩ筋肉剤がわずかに震え、心なし

か唇に色が差してきたように見えました。
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「 」火と水と 我が身世にふる ながめせしまに

死臭がする。
満員電車の扉が閉まり、わずかな風が鼻を通りすぎる
とき
ふわっと鼻腔に広がる臭いは
私の体の内部のものだ

死臭だ、確かに。
婆さんが死んだときは乾いた臭いだった
親父のときはやや重い湿った臭いだった
私の臭いは、鼻腔の一部によどんでおり、わずかな風
で感覚細胞にひっかかり瞬間、消える

死臭は、私の体細胞のあえぎだ。
私に何かを伝える
私はわかっている
私は何もしない

☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇☆
◇

年 月 日午前 時 分 秒1995 1 17 5 46 52
兵庫県南部地震発生。
最大震度 、マグニチュード７ ３7 .
ビルが倒れ、市場や住宅が燃え、
神戸淡路大震災となった。

年 月 日午後２時 分 秒2011 3 11 46 18.1
東北地方太平洋沖地震発生。

8.4最大震度７、マグニチュード
家が流され、人も家畜も流され、
東日本大震災となった。

☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇☆
◇

時が流れ、場が変わり
達陀の踊りはなぜかこの地で躍動する
*********************************
坊主の群れが六法を飛び、地をとどろかせて跳ね回る
身を打ち叩き、走り、業火を振り回し、水を与える

それは二世尾上松緑の胸に渦巻き、心に響いた情動が
成した芸術
それは奈良東大寺二月堂にあったもの
その元は実忠和尚が見た天界の修行
天の１日地上の 年を一心不乱に一気に我が身に叩400
きつける 日間14
火と水の宇宙の断絶と連続

礼堂に座すと
闇の空気が流れることしかわからぬ内陣を
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修行僧がバタバタと下駄を鳴らし 年を駆け回る400
ときに一人の僧が飛び出してきて前を抜け、体を宙に
飛ばして五体を地に投げつける
ガターン、バターン
鬼も逃げ出す大音響に
僧の内部の怨霊も煩悩も飛び散るであろうが
空間を共にする凡人の魂も浄化されざるをえない

戸帳が開くと二人抱えの大松明が
明々と火の粉を振りまき、
叩きつけるとさらに大きな火の玉が
砕け散る
どんどんどんと床を突き
打ち振り引き回される大松明は
煩悩のすべてを焼きつくす火を飛ばす

気がつくと
女人禁制の礼堂と回り廊下を隔てる格子から
無数の女の手のひらが差し出されている
僧はそこに遠敷明神の水を差す
水は若狭の国につながる清水
十一面観世音菩薩
******************************

火で邪を払い、水で身を清める儀式を千数百年も続け
てきたこの島で
神戸の街を火が焼き、
三陸の村や原発の岸を水が襲った

何かの力が

何らかの力が作用している
何かある
何かが変わった

この世の 年が天界の１日であることを忘れたか400

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

達陀から韃靼、そして匈奴へ
思いは連なり、かの中央アジアへ

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

草の香りが大気に流れ、裸馬が踊るように駆ける
ユーラシア 壮大なる大陸
広大なる草原 パオと馬乳と子どもと女
かつて雄々しい匈奴の国

闘いと遊牧が続き
侵略の風は
長城にぶつけられた
ぶつけては跳ね返され
跳ね返されては乗り越えた

憎悪と融合、分裂と抗争
血と涙が乾いた風に乗り、やがて減衰して歴史の彼方
に消えた
草の大地 かの匈奴の国

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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年 月 日午後 時 分2011 4 11 5 16
6 7震度 弱マグニチュード

東北地方太平洋沖地震余震発生。

私は道路だけが片付けられた瓦礫の中にいた
高台から見れば空襲のあとの風景

友が学んだ中学校を見、保育園の前を過ぎ、津波に耐
えた親戚の家を眺め、かつて住んだことのある場所に
立つ
そこに家はない

私は津波の破壊力を思い
友は人々の無念さを思う
あの日 人が流され、帰ってこなかった

120その数

大地が再び大きく揺れた
震度 の揺れに 私と友は逃げた6
目の前で眠っていたかのような軽トラックは
急発進して後ろ向きのまま走り去った
一瞬のうちにわずかばかりの人影が消えた

片付けられた道を走る
だが、海はいつまでも近い
道は海岸線に平行に走っているからだ
道と道の間は瓦礫が遮り、そこに見える山ははるかに
遠い

センチの津波が メートルの津波の記憶を呼び覚30 10

ますとき
死の恐怖も極限に達するのか

この日 土砂崩れで 人が死んだ4

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◆太平天国の乱 ◆島原の乱 ◆ウンデ20000000- 45000-
ット・ニーの虐殺（スー族） ◆ポル・ポトの大虐300
殺 ◆ ス タ ー リ ン の 大 粛 清1200000-1700000

◆ロッド空港乱射事件 ◆地下鉄サ500000-1700000 29
リン事件 ◆パリ同時多発テロ ◆相模原障害者13 138-
施設殺傷事件 ◆韓国フェリー転覆事故 ◆第一19 312
次 世 界 大 戦 ◆ 第 二 次 世 界 大 戦16563868

◆朝鮮戦争 ◆ベトナム戦60000000-85000000 5560000
争 ◆第 次アフガニスタン紛争 ◆イ8137000 2 48000-
ランイラク戦争 ◆イラク戦争 ◆四川大1000000 4804

87419 5098 6437地震 ◆伊勢湾台風 ◆神戸淡路大震災
◆東日本大震災 ◆ 戦闘機 整18456 F35A 94600000000
備用器材 滞空型無人偵察機グローバルホ42300000000
ーク 整備用器材 尖閣防衛新17300000000 2200000000
型潜水艦 奄美大島移動式警戒管制レーダ76000000000
ー展開基盤整備 新 空中給油・輸送機200000000
KC-46A 31800000000 V-22取得 ティルト・ローター機
オスプレイ取得 補 用品等関連経費39300000000

在日米軍従業員給与費 在39200000000 121300000000
日 米 軍 施 設 光 熱 水 道 料 等 総 額24700000000

円◆5168500000000

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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1 14地上で１日を過ごす我々は、天界の 日を歩くに
万 千倍で走り続けなければならない。6
それは人間の能力にとって無限大に近く、天界にとっ
ておおよそ無に等しい。
が、無ではない。
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「無情を無化した
パーカッションソウルの諸形無形」

ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀ
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カタカタカタカタカカタカタカタカタカアタカタカタカタ

タカタ カタカタカタカタカタカタカｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀタ
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ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｱｶﾀｶﾀｱｶﾀｶﾀ ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀ

タカタカタカタカタカタカタッタ
トントントントコトコトコトントン
トントトントコスットントン
チキチキチキチキチッチ
トクトクトクトクトックトク
トントコトコトンスットントン
スートトントコスットントン

チュクチュクチュクチュクチュクチュクチュクチュク
ドンドコドンドンドンドコドンドン

ドドンガドンドンドドンガドンドン
ドンドンドンドンドドンガドンドン
ドンドンドンドンドドンガドンドン
ドーンドドンドンドドンガドンドン
ドーンドドーンドドドンガドンドン
ドドンガドンドンドーンドドンドン

ドデドデドデドデドデドデドデドデ
デュドデュドデュドデュドデュドデュドデュドデュド
デュンデュンデュンデュンデュンデュンデュンデュン
デューンデュデューンデュデューンデュデュン
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ドゥクデュクドゥクデュクドゥクドゥクドゥクドゥク
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デュンデュンデュデュンデデュデュンデデュン
デンデンデンデンデンデンデンデン
デュルデュルデュルデュルドロドロドロドロ
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トッテンコートッテンコー
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ア ウ イ ム グッ ゲッ

シーン

ジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリ
ジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリジリ
シーンジリジリジリジリシーンジリジリジリジリシー
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＿＿_ _○
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_
▽
△
。☆

゜
。
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ウッ

グツグツグツグツボゼボゴボゼボゴ

「無情を無化したパーカッションソウルの諸形無形」

（前略）

チーン

（中略）

チーン。

創刊５周年記念号　白石阿光の不条理ストーリー

77



「絶対的倫理は限りなく形を求め、
思いは凶器となる」

古めかしいものの一応国の文化財に指定さ
れている会館の一室では、今日もモラルマモ
ル研究所の「第 161015回早朝倫理の会」が開
かれていた。
「みなさん！ おはようございます！」
「おはよーございます !!」

40名ほどの参加者の声が部屋に響き、早
朝の、澄みきったとは言えない都心の空気を
震わせた。
「本日は、モラルマモル地域リーダーの渡辺
が皆さま方の先導役を務めさせていただきま
す」
「それでは最初にモラルマモル憲章を唱和し
ます。本日は第 9条になります」

リーダーは聖書のような書籍を取り出し
た。
「私たちは、絶対倫理を誠実に実践し 」、

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声
を揃える。
「愛と真心をもって家庭と組織の正義と秩序
を守ります」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

参加者が続けて唱和する。
「人のために働き、世のために我が身を捧げ
ます」

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

参加者が唱和する。
「我が身を律し、社会の模範となるよう活動
します」

間をおいてリーダーの発表が始まった。
「先日、私の会社で社員が倒れました。救急
車で病院に運ばれ、事なきを得ましたが、日
頃から糖尿病の気があったようです。私は社
員に 気を入れて働かないと怪我をするし、“
病気にもなる とカツを入れてきました。調”
べてみると、社員はタイムカードを押したあ
とも残業をしていたのです。遅くまで仕事を
していることは見ていてわかっていたのです
が、ただ頑張ってくれているとしか思ってい
ませんでした。カツを入れるだけではダメだ、
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実態を正確に把握しないといけない、社員の
声を聞こうと朝礼を始めました。交代で社員
に3分間スピーチをさせ、そのあと私が絶対
倫理の立場から講評をしています。社員たち
も明るくなったように思います」

********** * ***********☆☆☆ ******☆☆☆

「麗子！ 麗子！」
久しぶりに会った友人と喫茶店に入った。
友人が手を挙げて店員を呼ぶ。

（お、ずいぶん気安いな。馴染みになってん
だな）

彼は独身だから気楽なものである。どこで
も女の子に声をかける。
「麗子 ちょうだい」
（ 、 。）何それ？ 麗子さんをください ってか
「お前 何にする？」
「コーヒー」
「じゃあそれ」

テーブルにはアイスコーヒーとホットコー
ヒーが運ばれてきた。

麗子が 冷コ だとわかったのは、帰りの“ ”
新幹線の中でだった。

**********☆☆☆ **********☆☆☆ ********

モラルマモル早朝倫理の会では講演に移っ
ていた。拍手のあと、本日の講師が紹介され

た。

「本日は、大学卒業後大手証券会社に勤めら
れ、定年退職後はプロの大道芸人として活躍
なさっている風流大道芸家元、黒原赤治兵衛
先生にお話をうかがいます。題して『この道
一筋どこまでも』です。では、黒原先生、よ
ろしくお願いいたします」

、 、 、ンンﾑ ム！ さあさ 寄ってらっしゃい
見てらっしゃい。ご用とお急ぎでない法人の
皆さま、おはようございます。早朝の貴重な
時間なので本題に入ります。

会社にあっても自己実現活動を怠りなく。
純粋な魂をいかに保つか、様々な妨害があろ
うとも精神をピュアに貫き通すことです。

私は経済学部を出て証券会社に入りました
が、バブル時代のマネー社会で、倫理は地に
落ちていました。金をどう使っていいかわか
らない人がたくさんいました。借金して土地
を買えばもう大金持ちの気分という人も多
く、土地の転売や株で大もうけしたという話
ばかりが広がりました。なのに、いや、だか
らこそと言うべきか、福祉や医療、教育に寄
付をするという人は誰もいませんでした。

私は金儲けの片棒を担ぐことに生き甲斐を
感じていました。が、あるとき、広い屋敷を
持っている独り暮らしのお爺さんが外国債へ
の投資で大損を出し、先祖に対して申し訳な
い、一族の恥だと首をつって自殺したのです。
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私はげんのうで頭を殴られたようなショッ
クを受けました。それから人の幸せは何かを
考えました。若い自分には深くはわかりませ
んでしたが、少なくとも金と関係なく人が笑
顔になることを考え、大道芸に行き着きまし
た。それから仕事をちゃんとやっているふり
をしながら稽古に励みました。

皆さまはそういう私がなぜ、定年まで会社
を辞めないですんだか、不思議でしょう。面
白いもので、私の大道芸を好きになり、応援
してくださるお客様が増えたのです。芸は身
を助く 多 くの人が弟子になり、客にな――
り、大道芸と営業が両立、逆に成績が伸びた
のです。支店長に、支社長に、という話もあ
りましたが全部断りました。それでは大道芸
ができなくなってしまうからです。

内緒でやるため お座敷大道芸 というも“ ”
のも開発、家元になりました。日本舞踊と新
内を合わせたような「風流ガマの油売り」と
いう作品もあります。

さあ、定年になって「お金ばかりが人生じ
ゃあない」ということを、今度は本当に大道
に出て訴えようとしたとき、バブルは弾け、
世間の人は貧乏になっていました。でも私は
すでに人生で大事なものが何かをわかってい
ましたから、大道で、そしてお座敷で大道芸
を披露し、教え、貧乏である方が人間の本質
がわかり、人生を真に楽しむことができると
いうことを訴えてきました。貧乏万歳！ で
す。

皆さまも会社が倒産することを恐れず、貧
乏になっても続けられる一芸を磨くことをお
薦めします。
*********☆☆☆ *********☆☆☆ **********

ある日の大手新聞の朝刊に全面広告が掲載
され、刺激的な表現が踊った。
「私たちは違法な報道を見逃しません」
「 私たちの 知る権利 どこへ？」“ ”

ある民放テレビの報道番組で、メインキャ
スターが国会で採決直前の法案に対して「メ
ディアとして廃案に向けて声をずっと挙げ続
けていくべきだ」と発言したことがあった。
そのことが 「政治的に公平であること 「報、 」
道は事実をまげないですること 「意見が対」
立している問題については、できるだけ多く
の角度から論点を明らかにすること」という
放送法の規定への「重大な違反行為」に当た
るとして名指しで抗議する意見広告だった。

その法案は、推進派は国を守るとし、反対
派は国民を戦争に巻き込むとして激しく対立
するものであったこともあり、反対派から言
論弾圧だとの批判も上がった。その後、と大
きな議論にはならなかったが、テレビの報道
番組では政府に批判的なキャスターやコメン
テーターの降板が相次ぎ、テレビ画面からは
デモや市民集会のニュースが減り、自由闊達
な議論が消えて行った。
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意見広告の広告主は「放送法遵守を求める
」。 、視聴者の会 呼びかけ人には作曲家や作家

学者、評論家、元キャスター、団体役員らが
名を連ねていた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「すみません。この近くにマクド、ありませ
ん？」

「何？」
「マクド」
「だから何？」
「だからマクドですよ。マクドナルド！」
「マクドナルドやったらマックやろ、マッ
ク！」
「えっ、でもご当地ではマクドだとお聞きし
ましたが 」……
「古いな、ここではみなマックやで」
「え～、でも 」……
「昔はそう言うたかもしれへん。けど、今は
そうなんや。グローバル化で世界標準に揃え
たんやろ」
「でも、うちの地域では、ご当地の出身者が
運動してほとんどの人がマクドと言ってま
す。我が国の伝統として、一音ずつはっきり
と発音するのが正当だと」
「いまごろ何寝ぼけたこと言うてんねん。そ
んなこと言うてるさかい国がおかしうなるん
や。マクド言うてるからハンバーガーが売れ
へん、言われて、全地球国・地域間経済連携

協定の投資家対国家紛争解決条項(ISD)で外
国の企業から訴えられて何億円も賠償金とら
れるんやで。もっと金銭感覚を鍛えんかい、
このボケ」
「ハイ」

▽ ▽△ ◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇▽ ▽△ ◇☆☆◇☆◇☆◇○○ □ ○○ □

「最近テレビが面白くなくなったね」
「うん、政府広報みたいだ」
「国会も子どもの口げんかみたいで、政策の
中身がさっぱりわからん」
「いつの間にか年金が減っていたり、原発事
故の処理費が何兆円にもなったり。どこで決
まってるんだ」
「原発も市場移転も金ばっかりかけて何の役
にも立ってないよ」
「100円だったレタスが 400円にもなってるの
になんで議論しないんだ」
「テレビも何にも言わないもんな」
「庶民ジャーナリズムはどこに行った！」

「そう言えば、テレビで歯に衣着せぬ言い方
をしていた学者の顔、見なくなったね」
「現場重視のスタッフたちがどんどん閑職に
飛ばされてるらしい」
「この前、公共放送のトップが、勝手なこと
を書いたり言ったりした奴は、そういうこと
ができない部署に回すって言ったらしいよ」
「なんでそれが問題にならないのかな」
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「政府もマスコミも倫理観がないんだよ」
「俺たちだって朝早くから倫理の勉強をして
いるのに」
「実はそのことだが、干されたことがあるジ
ャーナリストに聞いたんだけどね」
「なあに？」
「うちの本部から金が出ているという話があ
るんだ」
「よくわからん。何のことだ」
「ほら、ちょっと前に、国民の知る権利を奪
っているテレビキャスターはけしからん、と
いう新聞広告があったろう」
「うん」
「新聞 2紙の広告費が4000万円とも6000万円
とも噂されてるんだけど、そのお金の出所が
うちの本部だと言うんだ」
「嘘だろう？！ だってうちは絶対倫理を掲
げてるんだよ。倫理的でないことをするわけ
ないよ」
「いや、それが怪しいんだ。幹部が呼びかけ人になっ
ている」
「どういうつながりなんだ」
「倫理活動のそもそもは新宗教団体から始まったって
知ってる？」
「なんとなく」
「何回か分裂騒ぎもあったけど、社会秩序の確立や家
庭教育の復権などを主張するリーダーたちはつながっ
ているらしい。政府批判をするマスコミはおかしいっ
て言ってるグループもつながってる」
「なんで倫理活動に関係あるの？」

「憲法に倫理を守ろう、道徳心を持とう、と
書きたいんだ」
「なんで倫理観のない人たちがそんなことを
するんだ」
「洗脳すると統治しやすいということさ」
「俺たちの倫理は指図されてやるものではな
いんだ。勝手な真似をされてたまるか」
「そうだ。俺たちはほんとの倫理を守ろう」

「モラルマモル研究所」の会費は個人会員◎

で年 6千円、法人会員だと年12万円である。
個人会員は約 20万人、法人会員は約6万社な

、 。ので 年間の会費収入はざっと84億円になる
さらに賛助会員などは会費が高く、寄付や出
版・イベント収入などもあるので、１年間に
膨大な収入が入ることになる。モラルマモル
研究所は公益社団法人である。会費に税金は
かからず、寄付した人はその分、所得控除さ
れる。

☆☆☆********☆☆☆ **********☆☆☆

「理事長、この1ヶ月間急激に会員数が減
っています！」
「減る時だってあるだろう。今は、週刊誌に
陰の改憲スポンサーだという記事が出ないよ
うにするのに精一杯なんだ」
「それがすでに会員の間にその噂が広まって
いるようなんです」
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「なんでだ」
「裏切った幹部がいるようです」
「すぐに除名しろ」
「しました！」
「どうなった」
「モラルツラヌク研究所を作って分派活動を
しています」
「偉い先生方に頼んですぐに潰せ」
「 。 、それどころではないんです うちの会員が
上意下達の組織はおかしい、個人の良心が絶
対倫理活動の原点であり、大きい組織は必要
ないから会費は払わないと言い出しました」
「そいつらの活動を禁止し、全員除名だ」
「そうすると、早朝倫理の会と早朝掃除の会
の主催がモラルツラヌク研究所になっちゃう
んです」
「ちゃんと洗脳しなかったのか。リーダーた
ちも全員クビだ」
「リーダーたちが個人主義になり、 芸は身“
を助く 運動にうつつをぬかしていたようで”
す」
「だから言わんこっちゃない。あれほど日常
活動が大事だと言ってきたのに」
「非日常の闘いより日常の平和が勝った、と
いうことでしょうか」
「お前まで何を言う！」

☆★★☆☆☆☆☆☆☆◇ △△ ◇☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇□□ □ □□

道をきれいにすると心が美しくなります。

街をきれいにすると社会が美しくなります。

今朝 も歩 道 の落ち 葉を掃き集め 、並木の間
のプランターの花に水をやる集団が生き生き
と動いています。

隣の公民館では「絶対倫理・朝のお勤め」
が開かれています。

「それではモラルツラヌク憲章三訂版をみん
なで唱和します。本日は第9条になります」
「私たちは、絶対倫理を誠実に実践し 」、

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声
を揃える。
「愛と真心をもって家庭と社会の正義と秩序
を育てます」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

参加者が続けて唱和する。
「 、 、人のために働き 世のために我が身を捧げ
我が心を鍛えます」

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

参加者が唱和する。
「我が心の信ずるままに、社会の普遍的規範
を作り上げます」

****************☆☆☆ ******************

テレビには見慣れぬキャスターがニュース
を読んでいた。傍らには、元新聞記者で今は
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大学教授のコ
メンテーター
が陣取ってい
た。最近他の
チャンネルで
もよく見る顔
だ。出身は、
問題になった
意見広告が掲

載された新聞社の政治部だった。
彼の物の言い方は、問題は指摘するものの

「原発事故の処理や補償に多額な費用がかか
りますが、今後政府がどのように東電と国民
の負担のバランスをとるかでしょうね」とか
「二酸化炭素削減のためには原発再稼働が必
要だし、原発を動かさないと石炭火力発電に
頼らなければならない。ジレンマですね」な
どというものだった。キャスターが「それで
国民が納得するでしょうか」と突っ込んでも
「納得するような説明が必要でしょうね」と
言うだけだった。

「 」 。その番組名は 真理のニュース といった
その前は「真実のニュース 、意見広告が出」
た頃は「事実のニュース」だった。

まもなく番組改編の時期が訪れるが、キャ
スターがまた代わり、番組名も「倫理のニュ
ース」になるという噂が流れていた。

☆☆****☆☆☆*****☆☆☆******☆******☆☆☆***

「最近、国体教団総本部長官がモラルツラヌ
ク研究所の会員になったらしいな」

「えー、また上から改憲署名やらなんやら、
なんやかんや言ってくるんじゃないの」
「いや、あくまでも個人参加なので、組織的
活動はしないらしい。早朝ラジオ体操担当と
聞いた」
「なんだって！ ラジオ体操担当と言えば、
影の帝王だぜ。なんせ毎日流れる公共放送の
サブリミナル電波を仕切ってるんだから」
「これは噂のレベルだが、我が国の最高指導
者も入会したらしい」
「ファーストレディは創設メンバーだって聞
いてたけど旦那も入ったのか。モラルツラヌ
ク研究所はどうなるんだ」
「いいじゃないか。我々は社会を明るくし、
心を平安に保とうと純粋な気持ちで運動して
きたんだ。そのおかげで、みんな昔のように
中流意識を持てるようになった。みんな満足
してるよ」
「だけど俺は家も土地も、車さえ持っていな
い」
「いいじゃないか。我々は中流意識という永
遠の平安を得たんだから」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ジャーナリズムはどんどん道徳心を取り込
み、倫理規程も義務化された。まもなく、憲
法に基本的人権および社会権として、倫理観
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を持つ権利と倫理観を持たせる権利が規定さ
れるはずだ。

☆
この世の中は上から下まで人が蠢き、想い

が交錯し、何かが動いている。しかし、この
世の中のことを上から下までわかっている人
はどこにいるのだろう。

もしいるとしたら、それは超越自律人工知
能運転システム USAAIMSだけだ
（と、 USAAIMSが呟いた。同時に「バグッち

ゃった」というかすかな声が流れた。だが、
それはUSAAIMSの気の精であったろう 。）

L piza
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文、写真・井上脩身
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今年１０月初め、兵
庫県から妻の故郷の横
浜に移り住んだ。結婚
前、鎌倉の海岸を二人
で歩いたことがある。
５０年近くも前のこと
だから記憶はあやふや
だが、鎌倉駅から鳥居
がある道（若宮大路）

、を真っすぐ南に進むと
広い砂浜が広がってい
た。砂が黒っぽい色を
しているのに驚いた覚
えがある。今、地図で
確かめると、由比ケ浜
だったように思う。懐
かしさがこみあげ、１

、０月半ばの曇り空の日
同浜に向かった。ＪＲ

鎌倉駅で江ノ島電鉄（江ノ電）に乗り換えて二つ目の由比ケ浜駅で降りた。周囲は
住宅が密集していて、ホームでは５、６人が鎌倉行き上り電車を待っていた。駅員
はいない。無人駅だった。

由比ヶ浜駅
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江の島が見える電車

江ノ電は１９００年に設立され、１９０２年、藤沢
（ ） 。 （ ）―片瀬 江ノ島 間が開業 １９０９年に小町 鎌倉

まで延伸された。現在、約１０キロの藤沢―鎌倉間に
１５駅があり 鶴岡八幡宮がある鎌倉と 鎌倉大仏 長、 、 （
谷駅）や江の島（江ノ島駅）などの観光地を結ぶ動脈
だ。しかし、６０年代後半から７０年ころにかけて、
モータリゼーションの波にのまれて乗客が減少。廃線
も検討されたが、地元住民から「江ノ電をつぶすな」
の声が上がって何とかこれまで維持されてきた。

２００２年には、創業１００年を記念してサザンオ
ールスターズの「鎌倉物語」の歌碑が江ノ島駅などで

披露された。

♪鎌倉は何故夢のような虹を遠ざける（中略）秘密に
ならない二人の秘め事♪

結婚前の妻とのデートは秘め事というほどのロマン
ティックなものではなかったが、思い出すと心が乱れ
る。そうだ、あの日、浜辺からどこかの駅に出て、江
ノ電で江の島に向かったのだ。

私が好きなサザンのデビューアルバム「勝手にシン
ドバッド」に「江の島がみえてきた」という歌詞があ
る。シンドバッドとはいかないまでも、江ノ電に乗っ
た旅行客のだれしもが、江の島が見えるのでは、と窓
の外に目を向ける。あの日、私も車内から江の島の島
影を追い求めたような気がする。

私の個人的感情はともかく、江ノ電はアマチュアカ
メラマンの人気の的でもある。我が国の鉄道としては
最も急なカーブ（江ノ島―腰越間）や、道路上を走る
区間（同）など、カメラを向けたくなるスポットだら
けなのだ。２００９年、京福電鉄の開業１００年と、
江ノ電の全通１００年目を記念して、両社が営業提携

。 、をすることになった 古都の路面電車が共通している
というのがその理由だ。私は路面を走る京福電鉄の電
車を撮ったことがある。江ノ電の路面電車も機会があ
ればカメラに収めたい、と思った。

創刊５周年記念号　無人駅シリーズ　江ノ電由比ヶ浜駅

88



開業１１０年目の駅

あれやこれやと思い出にふけりながら、江ノ電鎌倉
駅のホームに立った。３０人くらいの小学生の団体が
列をつくっていた。みんなノートを手にしている。校
外学習に行くようだ。やがてやってきた藤沢行きの電
車は４両編成。前２両は昔懐かしい緑色。後ろ２両は
薄いブルー地に五重の塔や緑の丘が描かれたラッピン

。 。グ車 小学生たちは当然のように後ろ２両に乗り込む
私は先頭車両に乗って、運転席をのぞきこんだ。天井

に薄汚れた扇風機。時代を感じさせ、なぜかホッとし
た。

由比ケ浜駅には４分足らずで着いた。鎌倉駅から南
西に約１・２キロ。電車に乗るほどの距離ではない。
降りたのは私を入れて３人だけ。ホームの出口にＩＣ
カードの検知機が設置されている。私がこれまで訪れ
た無人駅でこの検知機があったのは初めてだ。

江ノ電は単線なので由比ケ浜駅はホームが一つだ
け。開業は１９０７年。長さ約６０メートル。ホーム
全体に屋根がついている。雨の日はありがたい。一日
の平均乗降客は１９４３人。多くの無人駅の１０倍以
上だ。それでも江ノ電の１５駅中１３位と低迷し、無
人駅の悲哀をかこつこととなった。ホームの壁に貼ら
れた周辺案内図によると、ここの地名は鎌倉市由比が
浜。周辺には由比ヶ浜海水浴場や鎌倉文学館がある。
夏は多くの海水浴客があり、普段でも訪れる文学マニ
アは少なくないだろう。それでも無人駅なのだから驚
く。

昭和モダンのタンコロ

由比ヶ浜駅から南に向かった。細い道の両側に三角
屋根を持つ洋風の豪華な住宅が連なる。なかでも目を
見張らせるのが２階建ての白壁洋館と切妻の日本風建
物がドッキングした壮大な邸宅。富士製紙社長、村田
一郎氏の邸宅として１９２４年に建てられた。入り口
脇の説明板には「近代に流行した和風を主体とした洋

タンコロ
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館付き大規模住宅建築物」とある。和洋折衷の住宅が
大正時代のハイカラの象徴だったのだろうか。１９５
２年から「かいひん荘鎌倉」の名で旅館として使われ
ており、２００９年、国の登録有形文化財になった。

駅から５分くらい歩くと小さな広場に出た。その端
に江ノ電の古い車両が展示されている。車両は私が乗
ったのと同じ緑色。説明板には「５０年にわたって活
躍し、１９８２年に鎌倉市に寄贈された」とある。１
９２９年に導入された１両単位の車両だ。乗客から親
しみを込めて「タンコロ」と呼ばれた。

タンコロの中に入った。両側に木製の長い椅子があ
り、天井の照明は丸型のガラス製傘だ。客席と運転席
に仕切りがなく、運転の様子が乗客から丸見えだ。要
するに典型的な昔のチンチン電車なのだ。４年前に修
理をして野外展示を始めたという。ふと思った。いっ
そ動けるようにしてはどうか。路面を走らせたら、昭
和の初めのモダニズムにタイムスリップして大いに話
題を呼ぶに違いない。全国から鉄道ファンやカメラマ
ンがやってくることは請は合いだ。

タンコロから１分もいかないうちに由比ヶ浜に着い
た。浜辺はゆるく湾曲していて、長さは東西に約２キ
ロ。幅は１００～５０メートル。浜辺には工作物が全
くなく、穏やかな波が静かに打ち寄せている。砂の色
は薄い茶色。黒っぽくはない。記憶の違いなのか、た
またま５０年前に歩いた所は黒っぽい砂だったのか。
５、６人の僧侶が波打ち際を歩いている。そのはるか
向こうに近代的なマンションが数棟並んでいるのが見
える。眼前に広がる洋と和の不思議な折衷模様。鎌倉

を特徴づける海辺の光景である。
十数人の小学生のグループが砂の上に座って先生の

話を聞いている。はるか沖合には約１０隻の漁船が止
まったままだ。操業中なのだろう。その手前をヨット
やウィンドサーフィンがスーっと風を受けて泳ぐよう
に進み行く。海は若者の天国でもある。

遣欧使節随行の長与専斎

由比ヶ浜の背後は車道
だ。その脇に一風変わった
彫刻が建っているのに気付
いた。渦をモチーフにした
と思われる石の彫刻だ。台
座を含めると高さは約３メ
ートル 「波動」と名付け。
られている。この浜辺は、
幕末から明治にかけての医
師、長与専斎が１８８４年
に「理想的な海水浴場」と
紹介したことから、湘南地
方を代表する海水浴場の一
つになったといわれてお
り、彫刻は１９８３年、海
水浴場１００年を記念して
建立された。
長与専斎は岩倉具視の遣欧
使節に随行した一人。木戸波動

創刊５周年記念号　無人駅シリーズ　江ノ電由比ヶ浜駅

90



孝允、大久保利通、伊藤博文ら使節団一行は１８７１
年から７３年にかけて米、英、仏など欧米各国を視察
した。長与も西洋文明に強く影響されたはずだ。帰国
後、初代衛生局長として衛生行政の基礎を築いた。由
比ヶ浜に別荘を構えて子どもたちに海水浴を奨励した
のは、浜辺で日光浴をする欧米の人たちが目に焼き付
いていたからに違いない。だが不幸なことに長与の次
女が海で亡くなる悲劇に見舞われた。末っ子の作家、
長与善郎が『わが心の遍歴 （筑摩書房）に姉の水死』
を書きとめている。

別荘で僕と母と朝食をたべていると、すぐ上の姉道
子が裸足で走って来て 「ちい姉さまが流された！」、

と叫んだ。僕たちも青くなってすぐ裸足で飛び降り、
浜まで走っていった。土用のこととて、海は表面穏や
かでも底の方は強い退き潮で、ぐんぐん流れていたの

。 、に姉は足をさらわれたのだ 何しろ姉はひ弱かったし
泳ぎも無論ろくに出来なかった。

遠浅に見える由比ヶ浜も決して安全というわけでは
ないのだ。長与専斎の娘の水死を知っている人は今で
はほとんどいないが、専斎の最適海水浴場のお墨付き
は脈々と生き続けてきた。鎌倉の中心地からも近いだ
けに都会の若者たちの人気が高く、夏は海の家がずら
っと並ぶ。毎年８月１０日にこの海岸で開かれる鎌倉
花火大会には約３０万人が訪れ、浜辺はぎっしりと人
で埋まるという。

「波動」の碑から道路を隔てて反対側に「鎌倉海濱
院 鎌倉海濱ホテル」と刻まれた碑があった。長与専
斎はここに木造２階建ての洋風サナトリウム「鎌倉海
濱院」を開設。数年で経営が行き詰まってホテルに転
向したが、経営的に失敗した。１９１６年、横浜の外
国人らが株式会社組織で営業を引き継いだが、１９４
５年、失火から全焼した。碑には海濱院の写真が埋め
込まれている。海水浴場と、洋風のサナトリウム。長
与の文明開化観がよく表れている。

無人駅の検知機
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洋風の鎌倉文学館

鎌倉文学館（写真上）は由比ヶ浜駅の北約４００メ
ートルの所にある。駅を挟んで由比ヶ浜とは反対方向
だ。山裾の正門からツバキやモミジ、カシなどの木々

がうっそうと茂る敷地内の石畳みの道をしばらく上る
、「 」 。と 招鶴洞 と名づけられたトンネルに差し掛かる

アーチ形に組まれた石がむき出しになっていて、古都
。 、の風情を醸している さらに５０メートルほど進むと

青い屋根の２階建ての建物が立っている。鎌倉文学館
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もまた洋風建築である。

加賀藩主だった前田侯爵の別邸の跡地に１９３６
年、第１６代当主、利為氏が築いた建物が同文学館の
前身。塩害に強いとされるチーク材が用いられ、室内
にはステンドガラスを施したさまざまな意匠が凝らさ
れている。６４年からは佐藤栄作元首相が週末の静養
地として借用。三島由紀夫は『春の雪』の中で別荘の
モデルとして登場させている。８３年に前田家から譲
り受けた鎌倉市が８５年１１月から鎌倉文学館として
公開。２０００年、国の登録有形文化財になった。

ここに文学館が生まれたのは鎌倉が文士の里だから
だろう。私が出た高校が旧制中学校だった時代の卒業
生、川端康成が６８年にノーベル文学賞を受賞したと
きの報道で、鎌倉に住んでいたことを知った。同館の
展示資料には「１９４６年に長谷に居を構えた」とあ
る。同館の周辺一帯が長谷だ。川端はこの近くに暮ら
していたのだ。

私は数年前、晩年の作品の一つ 『眠れる美女』を、
読んだが、この作品もここで書いたはずだ。老人の性
を絡ませた耽美的な作品とこの地はどうつながるのだ
ろうなどと考えながら、大佛次郎、久米正夫、里見弴
ら鎌倉文士に関する資料を見て回った。

文士商法の貸本屋

「鎌倉文庫」に関する展示パネルに私の目が留まっ
た。著名な作家たちも戦争で暮らしが厳しくなり、そ

の打開のため、自分たちの蔵書を貸し本にして少しは
生活の糧にしようと貸本屋を始めたというのだ。久米
正夫や川端康成が言いだし、小林秀雄、高見順、里見
弴、中山義秀らも賛同。終戦３カ月前の１９４５年５
月、鶴岡八幡宮の鳥居近くの民家を借りて 「鎌倉文、
庫」を開業。大佛次郎、永井龍男、林房雄らも蔵書を
出し、１０００冊が集まったという。図書券は横山隆
一がデザインし、川端、久米、中山、里見や彼らの夫
人が交代で店番をした。

空襲の日以外は毎日開店。漫画家、清水昆がその模
様を「繁昌図」という漫画で表したことなどから話題
となり、書物に飢えた人々が本を借りにきて大いにに
ぎわった。終戦後も店は続き、４５年１０月、東京・
日本橋のデパート、白木屋にも店舗を開いた。その一
方で、４５年９月、東京駅前の丸ビルに事務所を構え
て出版事業にも乗り出した。株式会社鎌倉文庫が設立
され、社長に久米正夫が就任。重役陣に川端、大佛、
中山、高見。株主には吉屋信子の名前もあった。同年
１２月、川端と久米が文芸誌「人間」を創刊。文学、
思想、芸術を総合する文化雑誌を目論んだもので、小
説、戯曲、詩歌、翻訳ものまで収録した。文芸世界に
新風を巻き込もうとの意気込みだったが、４９年９月
に倒産。文士の商法では出版不況を乗り切ることはで
きなかった。

展示資料のなかに、久米と社員が慰安旅行に出かけ
た時の写真がある。久米らの明るい表情が印象的だ。
同館は貸本業について「美しい心の窓であった」と評
している。終戦前後の焦土と廃墟と虚無のなか、文士
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の貸本屋が一つの清涼剤であったことは紛れもない。

虚子と初電車

鎌倉文学館から出て石畳の道を戻る途中、道の脇に
ひっそりと立つ「人丸ののちの歌よみは誰かあらん
征夷大将軍みなもとの実朝」という正岡子規の歌碑に
気づいた。数年前、私は子規の第一の弟子、高浜虚子
が書いた小説『柿二つ』を読んだ。子規が詠んだ「柿
くへば鐘が鳴るなり法隆寺」の句の意味を探ろうと思
ったのだ。表向きは小説だが、子規をＳ、自らをＫと
イニシャルのローマ字で表したほぼノンフィクション
だ。虚子のこの作品によって、子規が「柿さえあれば
元気が出る」ほどの柿好きで、寝床にもぐりこんでい
ても柿を食べていたことを知った。

『柿二つ』によれば、虚子はたびたび東京・根岸の
子規のもとを訪ねている。その多くは、子規からゆだ
ねられた雑誌Ｈ（ホトトギスのこと）の編集に関する

。 『 』相談だ 私は鎌倉文学館で買い求めた 鎌倉文学散歩
（鎌倉文学館編）で虚子もまた鎌倉に住んでいたこと
を知り、いささかの感慨を覚えた。虚子が東京から一
家を率いて由比ヶ浜に移り住んだのは１９１０年。子
規が亡くなって８年後だ。由比ヶ浜の浜辺に立った虚
子。松山の海を思い浮かべて子規との思い出にひたっ
ていたのかもしれない。

虚子は鎌倉に最初に移り住んだ文学者だとう。ここ
に引っ越してきたのは江ノ電が全通した翌年だ。この
地への移住のわけを虚子は「子どもの健康のため」と

、 。しているが 江ノ電ができたことが一番の理由だろう

川端も里見も大佛も、江ノ電があればこそ鎌倉にいつ
いたに相違ない。

虚子は由比ヶ浜で５０年間を過ごし、１９５９年に
亡くなった。その住居跡近くに句碑があるという。探
してみると、由比ヶ浜駅の東約１５０メートルの踏切
の脇にちょこんとたっていた。高さは３０センチくら
い。１９８２年に建てられた。碑にはこう刻まれてい
る。

波音の由比ケ濱より初電車

かがみこんで句を読んでいる時、江ノ電が通り過ぎ
た。ふと柿を食べながら江ノ電がゴーッと走り去る音
を聞く虚子を想像した。この句にある由比ヶ浜の波音
はどのような音だったのだろうか。僧侶たちが歩いた
みぎわを思い浮かべた。読経のような荘厳な響きだっ
たのかもしれない。

帰りは鎌倉駅まで歩いた。少しずつ晴れ間が広がり
だした。大仏にも江の島にも縁のない由比ヶ浜駅。こ
んな無人駅に降りたことで、鎌倉の文人と江ノ電の結
びつきを感じ取ることができたように思い、足取りが
軽くなった。

L piza
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写真・文 片山通夫

広島県・尾道
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尾道は様々な歴史を
歩んできた。全国的に
有名になったのは放浪
記を書いた作家「林芙
美子の町」であり、小
津安二郎監督の作品、

「 」東京物語の 映画の町
としての尾道であり、

そしてかつては北前
船でにぎわった町でも
ある。最近ではＮＨＫ
の連続ドラマ「てっぱ

ん」が記憶に新しい。

尾道の港の前には尾道水道を隔てて向島という大きな島がある。この尾道水道は幅約 か200
ら メートルの狭い水道である。今となっては想像するしかないのだが、この水道を北前船300
が行き来した景色を想像してみるときっと壮観だったろうと思われる。ちなみに北前船の大き

18 1000 29 7.5さだが、 世紀中期の 石積の弁才船（北前船も弁才船の一種）は全長 メートル、幅
メートル、 人乗りで 反帆、積載重量約 トンであった。大阪市の「なにわの海の時空15 24 150
間」にある千石積の実物大の復元模型は全長 メートル、船幅 メートル、深さ メー29.4 7.4 2.4
トル、帆柱の長さ約 メートル、帆の大きさは × ｍである。27 18m 20

（写真はまだ尾道大橋はできていなかった時代の尾道水道。下の島が向島）
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尾道水道に面して細長く港が市役所の西側に広がっている。今はもう使われていないが「雁木（がんぎ 」があるの）
が特徴的だ。この「雁木」は隣の港町「鞆の浦」でも見られた。
その役割は簡単だが合理的だ 「雁木」は、船着場における階段状の構造物で岸壁と違って、潮の満ち干や河川の流量。

変化による水面の上下に係わらず昇降や荷役が出来るため、近代以前の船着場で多く見られる。また、埠頭の一部が雁
木となっている場合もある。最も最近では「浮桟橋」が利用されて「雁木」はその姿を消した。北前船の荷を揚げるた
めの「雁木」が今に残る風景は往時をしのばせて興味深い。

尾道水道

雁木のある岸壁
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住吉神社には北前船の荷揚げなどの力
仕事をする沖仕事をした力自慢が持ち
上げたといわれる「力石」が奉納され
ている。

住吉神社境内に奉納されている「力石」

尾道水道にに面した住吉神社

力石
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尾道では、北前船の情報はあまり得られな
かった。おのみち映画資料館も「北前船の荷
を保管する倉庫」だったと聞いていたが 「明、
治時代に倉庫として使われていた」ようだ。
後日、能登に流された平家の大納言を追って
輪島を訪れたが、輪島市の門前町黒島にある
「天領黒島角海家」に行ってみた。ここ門前
町黒島は総持寺の門前町であり、北前船の寄
港地だと聞いた。寄港地と言っても外海に面
した浜辺なので、尾道の様に雁木があってと
いう風景ではなく、ただ砂浜が続いていた。
北前船は沖泊まりして、はしけで行き来した
という。その北前船の船主で豪商だった角海
（かどみ）家が資料館になっている。

北前船・住吉丸の旗が資料館に飾っていた
、 「 」 。（ ）が その左下には 尾道 とあった 写真左
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黒島天領北前船資料館付近の地図

日本海に沈む夕日
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尾道は先に述べた のドラマ「てっぱん」でも舞台になった「映画のまNHK
ち」だ。小津安二郎監督の東京物語など、挙げればきりがない。

明治時代に倉庫として利用されていた藏を改装して作られた映画の資料館 「映画のまち・尾道」で撮影された小津安。
二郎監督普及の名作「東京物語」や、広島県出身の新藤兼人監督らの資料、日活の古き良き時代の映画ポスターなどが
展示されている。

L piza

おのみち映画資料館
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の世界SWC

文と写真 中川眞須良
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シリーズ

とんぼり濃度
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とんぼり濃度 ８０ 大阪市中央区 １０月
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とんぼり濃度 ９０ 大阪市中央区 ９月
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とんぼり濃度 ５０ 大阪市中央区 １０月
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ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz

《童謡》

L piza

日本の童謡は、曲・詩ともにシンプルでわかりやすい。
なのに、学生らが童謡を歌っているのを見聞きすることがない。
彼ら自身、幼稚と感じ、また周囲からそのように揶揄される思うか
らかもしれない。

数年前、ある大学の専門教科の中、提出レポートの三択課題の一
つに「童謡『ないしょ話 （作詞・結城よしを）に唄われている主人』
公の家族、家庭について述べよ」があった事実を耳にしたとき、少
しの疑問、大きな驚き、そして不思議な安堵感に包まれたことを忘
れない。
ぜひこの詩の全文の一読を。

童謡はシンプルでわかりやすいか。
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はないみほ写真と文

エネルギッシュなクワズイモやんばるの森
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沖縄への誘い

沖縄は私にとって遥か遠い場所だった。どうして遠
かったのだろうか。そう思い返すと、沖縄は島国であ
るという事と、沖縄のことを教科書で習わなかったか
らか。なんて無知なんだと言われそうだが、それくら
い私は与えられたものだけで生きていたのか・・・。

高度経済成長という時代において競争を強いられ、
同時にテレビ全盛期時代の申し子の有り様だとも言え

。 。るのかもしれない そんな人間が能動的に生き始めた
東日本大震災が起き、福島の原発事故の惨事。けれど
この日本は、この異常事態を何も無かったように幕を
閉め始めた。この異様さと医療者だった私が学んだ放
射能への危険性が、どんどん歪んでいったことが、私
を消された歴史を探す道へと誘ったのである。

沖縄への誘いは、息子であった。生き物をこよなく
愛する息子は、念願かなって今年沖縄の大学に入学し
た。親である私は、遠い沖縄に否応無しに向かう事に
なったのである。息子の住み始めた場所は、普天間基
地のある宜野湾市となった。私は、住まいの準備等を
する上で、町の中を行き来する。すると、本土では見
られない風景が車を走らせる車道の両脇に存在した。

が延々と南北に伸びる。白い鉄のフェンスと有刺鉄線
の中には、日本ではない文化が横たその鉄のフェンス

わっていた。これがアメリカ基地問題を抱える沖縄と
の出会いであった。

やんばるの負を知る

静岡県にも異常な風安倍政権になってから私の住む
浜松北基地付近には、戦闘機やヘリ景が現れていた。

コプターが朝早くから大きな音を轟かせながら飛んで
いる。反対に安倍政権になるまでは、戦闘機や軍用ヘ
リコプター等が気になるほど飛んでいなかったという
ことである。急に増えた空からの騒音に、私は苛立ち
を誰にぶつけていいのだろうと思っていた。

今年春、沖縄に二度ほど、一週間滞在した。基地・
沖縄の有り様は、空からやってきた。日夜飛び交うア
メリカ軍用機の爆音が、時折私と息子の会話を閉ざし
た。しかし乗ったタクシーの運転手に「空からの爆音

〜がすごいですね 」と言えば 「これがあたりまえさ、
〜。戦後ずっと続いているよ」と普通に返された。本
土では２００４年沖縄国際大学に墜落したヘリコプタ
ーの事故の事が大きくニュースになって、アメリカ基
地問題の危険性を示す事となったが、それは氷山の一
角に過ぎなかったのだと知らなさすぎる沖縄の負を改
めて感じた。

６月、息子から、立て続けに沖縄の自然の美しい風
景の写真と本土にはいない不思議な生き物の写真と
「やんばるの自然豊かな森と生き物」とメッセージを
添えて送られてきた。その写真を見て、基地の沖縄と
言われているが、まだまだ自然豊かな沖縄が存在して
いるのだと安堵し、やんばるという言葉を覚えた。し
かしネット上で「やんばるの森・高江にオスプレイヘ
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リパッド建設！」という記事を見つけ、沖縄には優し
いやんばると違うやんばるが存在するのかと思い、そ
の真相をこの目で見ようとやんばるの森へ向かった。

国定公園に指定されたやんばるの森

『 、 、環境省は２０１６年６月２０日 沖縄北部の国頭
東、大宜味の３村にまたがる陸域と海域約１m６３０
０ヘクタールを「やんばる国立公園」に指定すること
を決定した。同日の中央環境審議会の答申を受け決め
た。今後は自治体と協議し、土地利用基本計画の変更
などを経て８月以降に菅報に公示する。一方指定地域
には米軍北部訓練場は含まれていない。国内最大級の
亜熱帯照葉樹林が広がり、国有動物や希少動物が生息

、 。し 多様な生態系が複合的に一体となった景観が特徴
政府は指定地域を含む「奄美・琉球」について世界

自然遺産登録を目指す考えで国立公園化によって開発
を規制し、環境を守る体制を強める （琉球新報２０。』
１６年６月２０日記事添付）その記事により北部山岳
地帯は世界自然遺産登録も示唆に入れているが、その
記事を本土での取り扱いで判断すれば、この事は大変
喜ばしいことであり、ここにおいて大きな問題が起こ
るはずも無いと思ってしまう。

しかし、この地域を国定公園に指定されたとて、入
り組んで隣り合わせに米軍北部訓練場があり、そこで
は沖縄の防衛局により強行に新たに６つのオスプレイ
ヘリパッド建設が東村で勧められている。これは北部
訓練場の過半数を国に返還するにあたり、返還される
区域にヘリコプターの着陸帯があり、それを残された

北部訓練場の箇所に移動すると言う事である。

しかしこの条件は返還されるからと言う事ではな
、 、 、 、く 米軍は 老朽した施設を手放し 使い勝手のいい

機能的な基地を手に入れる事にある。つまり、米軍は
海から山にかけての一連の訓練の出来る場所としての
東村高江を訓練場として使い、オスプレイへリパッド
建設と同時に道を作り、この一連の建設行為により住
民の命の水と言ってもいい水源の汚染にも繋がる破壊
が生まれているのである。

標的の村・東村高江

今、住民や沖縄県民、本土の人たちがオスプレイヘ
リパッド建設阻止に集まっている高江は、国定公園に
指定されている村の一つである。東村高江という。で
は、国定公園に指定されている意外に生き物生息地が
あるのか？地元の方の話では、国定公園に指定された
場所は実は原生林の森ではなく、二期、三期の木の森

。 、 、であるそうだ つまり 元々の原木がある森ではなく
、 。 、林業を営み 新たに植えた木々の森だそうだ 元の形

生き物を育んでいる森は東村高江にあった。ではなぜ
このような事が今起きているか？国定公園でも、アメ
リカ軍が北部山岳地帯訓練場として自由に使っている
場所だと言う事である。東村高江は、１９６４年、ベ
トナム戦争時、対ゲリラ戦訓練場として使用されてい
た。映画「標的の村」で観るようにベトナム戦争時、
現地の人は、ベトナム人に仕立てられ、ゲリラ戦の練
習をさせられた村である。であるから、家の庭の隅か
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らあるとき米兵がごそごそっと現れる事もあった。ベ
トナム戦争も知らない私であるが、あの悲惨なベトナ
ム戦争のために練習させられた人たちがいたなんて知
らなかった。

高江での抗議行動

高江 １ゲート前にて。機動隊員たちが続々と9/19 N
装甲車から降りてきた。

９月１９日、私は知人と東村高江に車で向かった。
県道７０号線をひたすら北上すると、機動隊員が数人
ゲート前に立っていた。物々しい空気が漂っている。

少し緊張しながら車を走らせると、路肩に止めている
車をジャッキであげて車を移動させようとしている機
動隊数名に出くわした。このように無謀な権力の動き
がゲート前でも当たり前に繰り広げられていた。そし
てN１ゲート前を頭に、一般車が路肩にずらっと並ん
でいた。その前に機動隊のバスが数台路肩に止め、そ
の前後に機動隊が数名こん棒を持って立っていた。そ
してバスの中にはたくさんの機動隊が外の様子をうか
がっている。一年前の国会議事堂前の警備と変わらな
い数の機動隊が山の中の狭い県道に集合している事に
異常に危機感を抱いた。私たちはN１ゲートをゆっく
り徐行し、N１ゲート前の抗議行動をしている方々の
様子とテントの中の様子を見ながら走る。通過後、今
度は逆方向に同じく機動隊の車とバスが数台が並び、
その後ろに一般車両がずらっ並ぶ。私たちはその最後
尾に車を止め、リョックに水とタオルを入れ、N１ゲ

。「 、ート前に足早に向かった 国防を理由に無差別殺人
生活、自然破壊をする核・軍隊は何処にもいらない」
「日米占領国による軍事要塞基地より脱植民地沖縄を
琉球へ」と書かれた旗がやんばるの森に立つ。住民の
意思である。ナニワ、和泉、和歌山、福岡、東京ナン
バーの機動隊のバス。５００人の機動隊総動員。何が
ここで起こっているのか！？ゲート前にはたくさんの
人が集会を開く。沖縄本土からと京都、東京、奈良、
高知、静岡など本土からもたくさん来ていた。聞いて

、 「 」みれば みんな 高江の住民を孤独にしてはいけない
とその思い一つだった。集会の司会は辺野古や高江で
抗議行動を長年やってこられた山城博治さんであっ
た。優しい声と、勇ましい声、人々の思いを大事にす
る勇者である。するとずらりと集会の人たちの間に中
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腰で迫り来る若い機動隊らが束で押し寄せてきた。
「はい！どきなさない。危ないですよ」と連呼しな

がら押し寄せる。時にはお年寄りの腕を奪い取る。住
民たちはしっかりと両隣の人と腕を組み、どっしりと
座り込む 「あなたたちは道路交通違反だ！」と言っ。
て機動隊は強制排除する。なぜ住民は座り込んでるの
か？これ以上基地を作らない取り決めをしているにも
かかわらず、住民の意見も聞かず、勝手に政府が東村
高江に入り、生態系の保存区域に違法侵入し、破壊行
為を強行に推し進めているからである。それに賛同し
て数で少しでも阻止できたならと水曜日、土曜日に沖
縄全土からと本土の人が駆けつける。この抵抗が横暴
な政府のやり方にまったがかけられるかどうか。それ

は小さな時間の積み重ね。天気とノグチゲラという鳥
の産卵の時期等、自然を見方につけてでも生態系を守
り、住民の細やかな生活を守るためである。辺野古で
も頑張っているおばあちゃんも車いすで座り込み行動
に参加していた。その車いすを機動隊が数名集まって
撤去する。そこに連なり住民もおばあちゃんを守る。

、 、機動隊員の頑丈な肉体がおばあちゃん おじいちゃん
女性の手首を掴み撤去する。簡単に折れてしまう。そ
のことに機動隊たちは気づいていますか！と叫ぶ知人
の姿もあった。

９月２０日は木曜日で、集会は無かった。けれど、
私たちはまたN１ゲート前の県道７０号に向かった。
ほとんど沖縄の人はいない。高江の人１０名ほどと他
府県からきた人、数名。すると、朝９時になり、前日
の機動隊がずらりと目の前に現れた。市民は白線の外
で椅子に座ったり、立っているだけであるのに機動隊
数名が私の目の前に両手を広げて立ちはだかった。そ
して横に列をなす。私はただ住民の車が行き交う村道
にいる、それだけだが、危険行為をする人物とされて
しまった。機動隊や警察官は市民を守る側ではなく、
権力を守る犬と化す。

「おい、機動隊の若者よ！たった２０万そこらの給
料で、正義を謳い就職し、有事だとして沖縄に来て、
何もしない住民の前にただただ並んで威嚇して、公務
ですから、国策ですからとそれだけ。ならば国策とや
らで、福島はどんなに苦しんでいるか！？国策で原発
誘致して、人々は今健康被害と、生活を奪われてあん
なに翻弄されている。そのあと始末、保障も出来ず、

車いすに乗るおばあさんを排除する機動隊
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国策ですからと、そこにいる機動隊たち。国策で住民
の命と生活は奪われている。そこを見れないなんて・
・・おい、見なさい！考えなさい！あなたたちは何の
為にこの職業に就いたのですか？サングラスしてマス
クして、ただただ睨みきかせるあなたたちは、誇りあ
る勇者と言えますか？これはヤクザと何らかわらな
い。戦争はどうして起こりますか？戦争をおこす人が
いるのです。戦争で武器屋が儲かるのです。この森で
ヘリパッドが出来る意味は何ですか？戦争をする国に
するものに加担してどうしますか？戦争は自衛隊だけ
でない。あなたたちだっていつかかり出されます。た
った２０万や謝礼の為にこんな仕事をしないでくださ
い。 後ろにいる機動隊の先輩方も、今若い子供達を
変な行為に加担させないでください。権力を間違わな
いでください。

住民の暮らしをなぜ守らないのですか？なぜ自然環
境を守らないのですか？正気にもどってください。私
もあなたの顔を忘れません。あなたの行為を忘れませ
ん。みんなみんなここにいる人は、あなたたち一人一
人の行為を肌で感じ覚えています。森の木々も意識も
きっときっと見ています。観られています。あなた方
のビデオカメラで観ようとも、心の目はずっとずっと
消されずにいます。こんな仕事は辞めなさい。私たち
がなぜ分断されますか？私たちもあなたたちも同じ市
民 同じです あなたたちが向く方向はあっちですよ！。 。
おかしな非人道的な行為をしている元はここではな
い。

分断されるべき線はあっちですよ！」と、私は機動

隊の目の前に立って目を見てこのように訴えた。けれ
ど、聞いているのか、無視しているのか、何処か遠く
を見る目線と耳栓でもしているような無関心な表情を
していた機動隊員たちだった。

強行される高江と差別問題

私たちが本土に帰宅した後、防衛局は他のルートか
ら道を切り開き、住民の阻止行動を大多数の機動隊を

。 「 」導入し潰した さらには住民や沖縄本土の人へ 土人
「シナ人」と罵倒する若い機動隊員の姿もあった。こ
の汚い言葉使いや 「土人 「支那人」という差別言葉、 」
を吐き出す公務員の存在を知り、公務員のモラルや公
務員の教育体制に大いに問題が生じていることを察す
る。またあの時勇ましく声を張り上げ、指揮をとって
いた山城博治さんは、警察から言いがかりをつけられ
複数の刑で沖縄県警に逮捕され、名護警察署に拘留さ
れてしまった。首にロープを巻き付けられ、腕を奪わ
れ、危険行為を行い続ける警察とそれを阻止しようと
する住民を煽り、危険行為が住民側に少しでも見られ
たら逮捕となる。日本本土では見れない権力の横暴が
平然と沖縄では続いているのである。

その１１月２４日、また東村高江を夕方通過した。
道中、相変わらず「土人 「シナ人」と問題発言した」
ナニワ、和泉ナンバーの機動隊のバスと多数すれ違っ
た。大阪府知事からの大阪県警への言葉がそのまま反
映されているようである。９月には夕方は機動隊も帰
宅していたN１ゲート前だが、安倍内閣総理大臣が、
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今年中にオスプレイヘリパッド建設を終えると宣言し
たと同時に、昼夜を問わず、強行に森の伐採と砂利や
芝を敷く作業が繰り広げられている。アメリカの所有
地という権限で日本の法律の及ばぬ場所で、不法・乱
雑な行為が日本人によって行われているのである。

沖縄では本土の人間をヤマトンチュー、沖縄の人を
ウチナンチューと呼ぶそうだ。最初、その言葉に沖縄
への隔たりを強く感じた。どうして同じ日本人に違う
言い方が存在するのだろうかと考えた。そして無知な
沖縄を埋める作業のため、とある沖縄の書店で沖縄の
本を多数買い求め読み始めた 「沖縄の自己決定権」。
高文研 「シランフーナの暴力 「沖縄戦争ゼロ年」か、 」

ら読み始め、さらに数冊読み進めている。その中には
私たちが知り得る沖縄戦のひめゆり学徒隊だけでな
く、江戸時代薩摩に侵略され、明治維新後日本政府に
琉球処分された琉球があった。さらに沖縄本土で戦闘

、 、が繰り広げられ その戦争によって多数の死者を出し
残された島民の８０％が収容所に入れられた。収容所
を出された時には、重機で家、田畑は踏みつけられ、
アメリカ軍基地として没収された。何もなくなった島
民が生きる場所は基地の中でしかなかったのである。
沖縄を基地依存と言う本土の人間は、その部分を知ら
なさすぎる。依存せざえるを得なかった事情が、本土
に本当に伝えられていない。本土の人間が無知という
ことだけではなく、この無知を作りだし、沖縄の依存
構造を作り出し、いまもその構造を利用して身動きが
取れないようにプロバガンダする存在がある。それは
互いに差別意識を煽り、上下間や対立関係を作りだし
分断させる。子どものいじめ構造と同じである。癒し
の沖縄や観光の沖縄の奥で隠された沖縄がある。その
奥の沖縄に触れ、感じる作業をひとりでも多く出来た
ならどうだろう。土人発言や支那人発言は明治時代の
福沢諭吉が刊行した「時事新報」という新聞記事の社
説に書かれた言葉だった。負の歴史さえ葬り消された
歴史がある。沖縄はかつてアメリカやフランスから独
立した国と認められ、交渉していた。その独立国は今
のような突然現れた政府により潰され、アメリカと日
本の権力にいいように扱われ続けている。この事実を
見て、今、犠牲と分断させる政治から目を覚ます時が
きたようだ。

機動隊が立ち並び、不法ダンプが砂利を運び込む高江
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近刊紹介

はない・みほ
エッセイスト。

滋賀県出身。看護師を経て、ホリスティック医学に関わる。そ

の後、長期入院の子どもの親たちの精神ケアの活動をし、東日

本大震災後は、宮城県女川町に入り、保育者・子どもたちの支

援を行う。現在、アゴラ子ども美術工場において子どもの造形

、 、 、 、 、活動 自然活動を繰り広げながら 政治・社会 医療 子ども

自然環境などの問題についてエッセイを書き綴っている。それ

らは電子雑誌 に掲載。Lapiz

電子書籍 『未来へ 上・下 （ ）』 Lapiz novels

著書『アゴラ森物語 野生の囁き 『アゴラ森物語２ 野生の─ ─』

記憶 （以上、合同フォレスト刊 『はしら雲 震災と女川の』 ）、 ─

』『 』『 』人たち はしら雲 まおちゃん家族の明日 カメのつばさ君─

『 』『 』『 』『 』（ 、牧場の一日 里山のアゴラ ぼくのサイ もぐら 以上

自立舎刊）
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ジュ・ミョンス

１９４８年、サハリン州コルサコフで生まれ。ユジノサハリンスク在住。

１９７６年、イルクーツク 芸術大学卒業、１９８９年、ロシア画家同盟会員、２０１３年、ロIrkutsk

シア画家同盟より「創作活動の成功及びロシア芸術発展へ貢献したものに送る賞」を受賞。

２０１４年、ロシア連邦功労画家称号を受ける。

主な展覧会

国内： ― など多数。Yuzhno Sakhalinsk, Omsk, Yakutsk, Khabarovsk, Tomsk, Moscow

海外：北京、札幌、山形、ニューヨーク、アイランドなど多数。
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年、サハリン州マカロフ区域で生まれ。 年から、韓国語新聞セコリョの1949 1989

写真記者を務め、 年からは「サハリン韓人」をテーマに活動中。1991
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L piza
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関⻄の⽔がめは琵琶湖である。
琵琶湖の北には、福井県敦賀市
という「原発半島」が控えてい
る。その⻄にも若狭湾に沿って
原発が・・・。
人は「原発銀座」と自嘲的に

言うが、一旦ことが起これば、
原発周辺は言うの及ばず琵琶湖
という水ガメが汚染されること
になる。

琵琶湖北端と最短の関⻄電⼒
美浜原発（福井県敦賀市）とは
たったの30キロしかない。
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琵琶湖にたたずむ白髭神社鳥居（滋賀県）
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琵琶湖から流れ出た宇治川（京都府）
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南禅寺を流れる琵琶湖疎水（京都市）
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琵琶湖疎水の出口（京都市）

創刊５周年記念号　三匹が撮る！GRで撮る！

149



琵琶湖疎水（左）とインクライン
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桂川、淀川（宇治川）そして木津川の参戦合流地点付近(京都府八幡市）
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三川合流付近の木津川
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三川合流地点の道標
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大阪市内を流れる
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水辺のレストラン（大阪市内中之島）
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文・南浦邦仁

はじめに

若冲ブームは止まる気配がない。本年が生誕三百年に当たる。
西暦二千年に京都国立博物館で開催された、若冲没後二百年記念の特別展がまず

火をつけた。同展のキャッチフレーズは「こんな絵描きが日本にいた 。宣伝文句か」
らは、そのころ若冲を知るひとが少なかったことが知られる。しかし展覧会は出だ
しこそ客足もまばらで主催者を落胆させたが、いつの間にか観客数は急上昇した。
ついには超満員になってしまう。この異常な現象はさまざまに解釈されたがその後

、 。 「 」 、も十数年 衰えることを知らない 日本国民で じゃくちゅう と読めない成人は
いまでは少数派かもしれない。
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そして京都ではいま、市立美術館で「若冲の京都
の若冲」展が開催中である。先週も行ってきKYOTO

たが、会場では当然だが携帯電話が使えない。いっし
ょに行った友人たちとは「出口の売店コーナーに何時

」。 、何分ころに集合しましょう このように言いあって
混雑する会場をあわただしく観覧した。

かつての若冲没後二百年展の仕掛け人であり、開催
中の 展監修者でもある狩野博幸氏は「若冲をKYOTO
神様のようにあがめる昨今の風潮には、ちょっと違和
感がある （京都新聞 年 月 日）」 16 10 26

今年最大の若冲展覧会は、上野の東京都美術館「生
誕三〇〇年記念若冲」展であった。久しぶりに「動植
綵絵」全幅が並んだ。わたしも待ち焦がれ、はるばる

上野まで出向いた。そして覚悟はしていたが三時間近
くも長い行列に付き合った。

同展図録に辻惟雄氏は記しておられる 「もはやブ。
ームを超えたこの不思議な現象の、焦点ともいえる今
回の展覧会が、加熱しすぎないよう祈るばかりであ
る 」。

、 「 」上野の若冲展について 金子則男氏がネット R25
（ 年 月 日）で過熱ぶりをレポートされた。以16 5 20
下、引用させていただく。

東京都美術館で開催されている「若冲展」の人気が
過熱。ネットには、目を疑うような行列報告が寄せら

、 。れており 何らかの改善策を求める声があがっている
今回の展覧会は、若冲の初期から晩年までの代表作
点が集結。若冲が京都・相国寺に寄進した「釈迦89

三尊像」 幅と「動植綵絵」 幅が初めて東京で一度3 30
にお披露目されるとあって、その混雑ぶりはもはや異
常事態だ。ツイッターの現場報告を見ると、
「若冲展の待機列。公園入口の交番近くに、 分210

待ちの看板が出てました… （ 月 日）」 5 16
「平日、雨の天気で 分待ちの若冲展、すごすぎ260

る （ 月 日）など 「雨 「平日」といった条件も」 、 」5 17
無関係に待ち時間は伸び続け、 歳以上が無料とな65
る「シルバーデー （毎月第 水曜日）の 月 日に」 3 5 18
は 「 現在でついに 分待ち！！ 「若冲展、、 」10:45 320
本日、シルバー無料デイだけど、一時、入場 分待320
ちって、一体、何なの？ 時間 分待ちは凄い！」5 20
と、ついに 時間超えを記録。5
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あまりの待ち時間
の長さに、ツイッ
ターには 「待って、
る間に映画 本観2
られるのか 「え」、
ーと若冲展は『待
ち時間の長さで世

』界記録を作ろう！
的なキャンペーン
でもおこなわれて
いるのでしょーか
…？」
「ネットをしてい

ない老人層に若冲
展の混雑を知らせ
るには、もう、朝
の ニュースNHK
の画面隅に『若冲
展昨日の最大待ち
時間 分』って240

」 、出すしかない と
驚きの声が寄せら
れている。

そして一方では 「ただ並ばせず、時間制整理券な、
ど配って近隣に客を放つ方が経済貢献するだろうに」
…
「何時間もただ突っ立って待ってるとか苦行かよ。整
理券でももらってその間他の展示見ててもらうなり周
囲のお店で時間潰してもらうなりしたほうがみんな幸
せなのでは」

など、運営側に何らかの対策を求める声もあがってい
る。

確かに東京都美術館の周囲は、世界遺産に登録され
、 、る見通しになった国立西洋美術館や 東京国立博物館

国立科学博物館、上野の森美術館、東京藝術大学大学
美術館のほか、上野動物園、アメ横、不忍池、谷根千
一帯など、見どころが尽きないエリア。あまりの行列
で若冲自体のイメージを下げないためにも、整理券の
配布は検討に値しそうだ。

さてあまり注目されていない若冲を紹介しよう。わ
「 」 。 、たしが書いた 若冲の謎 である 時間など気にせず

ゆっくり読んでくだされば、それほどうれしいことは
ない。

ただ各章間に文の重複が多い。原因は筆者の構成力
の不足と、怠惰のために原稿締め切りが迫ってしまっ
たため。推敲の不足と記載の誤りなど、ご容赦とご指
摘を望む次第である。

若冲生家跡（京都・錦市場）
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「若冲の謎」 目次

１ はじめに

２ 若冲という名前
大盈若冲
若冲名の誕生
さまざまの名前
売茶翁
若中の出現

３ 石峰寺五百羅漢
吉井勇が愛した五百羅漢
椿山荘の羅漢
『都名所圖會』再板版
『拾遺都名所圖會』
「天明七年石峰寺図」
皆川淇園、円山応挙、呉春の梅見
遊戯神通
天明の大火
蕉斎筆記
画乗要略
筆形石碑
石亭画断
京都府寺誌稿
『京都府紀伊郡誌』と
『新撰京都名所圖會』

４ 天井画
義仲寺と蝶夢
翁堂天井画
湖南蕉門
もうひとりの蝶夢

５ 売茶翁・大典・聞中・伯珣
宝蔵寺・相国寺・萬福寺・石峰寺
売茶翁再び
大典和尚
聞中浄復
伯珣照浩

６ 年齢加算
富岡鐵斎と常煕興燄
司馬江漢
鈴木春信
歌川広重
木喰行道上人
狩野永岳

７ 年譜からみる伊藤若冲の生涯

若冲生誕３００年を祝う京・錦市場
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十八世紀後半の江戸時代、円山応挙らとともに京を
代表する画家だった伊藤若冲の「若冲」とは、変わっ
た名である。そしてこの名には、謎が多い。

彼の墓はふたつある。伏見深草の石峰寺には土葬さ
れた墓、もうひとつは御所のすぐ北の相国寺墓地内。
後者は寿蔵・生前墓であるが、墓表の字はともにまっ
たく同じ。相国寺の大典和尚が記したもので 「斗米、
菴若沖居士墓」と彫られている。若「冲」はニスイの
はずなのに、墓はサンズイだ。冲が沖とは、これいか
に？

石峰寺住職のご母堂の阪田育子氏から聞いたのだ
が、若冲の墓前に立ち止まった若い女性観光客たちが
「ワカオキさんて、だれ？ 。確かに、サンズイの墓」
表「若沖」では、そう読まれても仕方がない。近年で
こそ 若冲も超有名人だが ブーム以前には若冲を じ、 、 「
ゃくちゅう」と読めるひとは決して多くはなかった。

大盈若冲

「 」 、 『 』 。『 』若冲 の字は 中国古典 老子 による 老子
第四十五章には、
「大成若缺。其用不弊。大盈若冲。其用不窮。大直若

屈。大巧若拙 」……。

以下、福永光司編著『老子』に依る。
大成は欠けたるが若（ごと）く、其の用弊（やぶ）

れず。大盈（たいえい）は冲（むな）しきが若く、其
の用窮（きわ）まらず。大直（たいちょく）は屈する
が若く、大巧（たいこう）は拙（せつ）なるが若し。

本当に完成しているものは、どこか欠けているよう
に見えるが、いくら使ってもくたびれがこない。本当

、 、 （ ）に満ち充実しているものは 一見 無内容 からっぽ
に見えるが、いくら使っても無限の効用をもつ。真の
意味で真っ直（す）ぐなものは、かえって曲がりくね
って見え、本当の上手はかえって下手くそに見える。

、 （ ） 、 「 」盅冲字は 沖 チュウ の俗字とされるが 沖は
字の借字である。読みは同じくチュウである。

サンズイの沖はチュウだが 「おき」と読み、海の、
沖とするのは日本の勝手である。本来の中国には、海
の意味もオキの読みもない。

盅冲も沖も とも同音で同意字であるが、意味は、む
なしい、からっぽ、なにもない、ふかい、ふかくひろ

。 、 「 」いなど 水のサンズイが付く中を 深く広い沖 おき
と読ませた最初の日本人がだれかはわからないが、彼

。 。の着想は当を得ている 字意を心得ての当て字である
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海のおきは、この国の古語であろう。沖（おき）は
奥（おく）と同根で、万葉以前の時代 「奥」は「お、
き」とも発音されたという。空間的には遠い場所をい
うそうだ。松浦佐用比売の意吉（おき）は海の奥（お
く）のようだ。

（ ） （ ）海原のおき 意吉 ゆく舟を帰れとか 領巾 ひれ
振らしけむ

松浦佐用比売（まつらさよひめ 『万葉集』八七四）

話がまた横道にそれてしまったが、老子の「大巧若
拙」についてひとこと。鈴木大拙先生は名を、ここか

。 、ら採っておられる 若拙ではなく大拙とされたのだが
「大盈若冲」による若冲も、大冲でなかったのが面白
い。ところで、大拙先生は名前の親である老子の子、
義兄弟に当たる若冲のことをご存知であったかどう
か、少し気になる。

『老子』第四十五章が、若冲の名の出所であるが、
『老子』そのものが混乱している。福永光司本は冲ニ
スイ。木村英一・武内義雄・金谷治・小川環樹各氏の
本では、サンズイの沖と記されている。ニスイ冲は、
福永・山室三良氏など、少数派である。

『老子』の古いテキストには二系統がある。どちら
も中国の古い本だが 王弼 おうひつ 注本 と 河、「 （ ） 」 「

（ ） 」 『 』 。上公 かじょうこう 注本 の 老子道徳経 である
、 、漢字ばかりの両書を一読したが 王弼はサンズイの沖

河上公はニスイの冲を載せる。どちらのテキストを底
本に用いるかで、沖と冲がわかれるようだ。

江戸時代の明和七年（ ）に、宇佐美本「王注老1770
子道徳経」が江戸で刊行された。この本は日本におけ
る決定版になるのだが、若冲五十五歳、相国寺に「動
植綵絵」三十幅を寄進した年である。なおサンズイ沖
の寿蔵は明和三年に建てられている。宇佐見本は「王
注」なのでサンズイのはずである。

だが『老子』は、テキストに異同が多い。宇佐見本
を使う訳者も、ニスイにしたりしておられる。わたし
には正直なところ、よくわからない。若冲は作品にサ
ンズイ「若沖」と署名したり、押印してもよかったの
ではなかろうか。大典はその通り、墓表にはサンズイ
沖を記している。

ところで、面白い本を見つけた。明徳出版社刊『馬
王堆老子』である。湖南省長沙で、四十年ほど前に発
掘された古墓で発見された、驚くべき『老子』絹本で
ある。四十五章は欠字が多いが 「 盈如沖、其 」、 … …
と書かれている。この史料がもっとも古い、約二千二
百年も昔にさかのぼる一級の本である。これだと若冲
は「如沖」になってしまうが、意味は同じく「チュウ
なるがごとし」

、 「 （ ） 」。盅さらには もっと古い伝聞は 若 または如
盅 盅意味はみな同じであるが若 か如 。ジャクチュウか

ジョチュウか、ニョチュウになるのであろうか。
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若冲名の誕生

若冲の「冲」字のことは、いくらかわかってきた。
もうひとつの謎はだれが命名したかという点である。

定説のようになっているのが、若冲三十五歳の前後
に、相国寺の大典和尚が名づけたという説だ。当然だ
が 『老子』からとった名であることはいうまでもな、
い。ただ若冲には老荘に親しむような、教養はなかっ
た。本人が老子本から選択したのではない。

延享四年（ ）夏のこと、大典和尚が親交のあっ1747
た尊敬する売茶翁高遊外の茶器「注子 （ちゅうす）」
に銘を記した 「去濁抱清。縦其灑落。大盈若冲。君。

子所酌 。糺の森でのこと。下鴨神社の糺の森は、京」
の納涼地として有名である。この年、数え年で大典二
十九歳、売茶翁七十三歳。若冲は三十二歳だった。

若冲三十歳代のなかばころ、若冲と大典の交流がは
じまり、そして名をもらい「若冲」が誕生したと、一
般には認識されている。

錦街の自宅画室で彼は一枚の画「松樹番鶏図」を仕
上げた。宝暦二年の年記から若冲三十七歳。これが若
冲名の確認されたはじめての作品である。

完成した画を前に彼は、署名押印をまだ暗い早朝に
なした。昔の京、冬の底冷えはきびしい。彼はこう記
した 「宝暦二年正月の明け方、寒いアトリエの京都。
錦街＜独楽窩＞において、凍った筆を息で吹き温めな
がら記す 若冲居士」と書いている 「独楽窩 （どく。 」
らくか）とは、ひとりで楽しむ穴蔵の意味。彼の画室

、 。は 錦市場の伊藤家土蔵のなかだったのかもしれない
若いころの若冲の字は、決して上手とはいえない。

そのような自分の字を、言い訳ぽく表現したのであろ
うか。寒さで手が震えるなか、正月早々の款記、書初
めだった。

ということは 「若冲」という名は、前年までに決、
定していたと考えられる。款記は正月のおそらく元旦
であるから、同年一月に確定したのではなく、前年三
十六歳のときまでには、用いていたはずである。

糺の森での納涼風景『都林名勝図会』 年1799
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さまざまの名前

さて若冲は、いろいろな名をもっていた。まず春教
1680である 若冲は二十代後半から町狩野の大岡春卜。 （

～ ）について習ったと一般にいわれている。し1763
かし師からもらった春教の落款のある作品は、まだ発
見されていない。春教という名は本当にあったのかど
うか、疑問が残る。

若冲はもっと幼い子どものころ、十歳になる前から
師匠について描画を習ったはずである。三十歳に近づ
いてからでは遅すぎる。このことは後述するが、青木
左衛門言明が師であるという説もある。古来よりの風
習で、京の子どもたちは習い事を、六歳の六月六日か
ら始めるを常のこととした。

なお、両親からもらった幼名は不明である。

若冲五十一歳のとき、大典はこう書いている 「若。
、 （ ） 、 （ ）冲居士の名は汝鈞 字 あざな は景和 平安 京都

の人なり。本姓は伊藤、あらためて藤氏となす。享保
（ ）、 （ ） 。」元年二月八日 1716 錦街 錦市場 に生まれた

なお享保元年は六月の改元なので、正しくは二月は
正徳六年であろう。

、 、つぎに俗名をみると 若冲は二十三歳で父を亡くし
長男の若冲は稼業の大店・青物問屋「枡源」の四代目
伊藤源左衛門を名のる。決して商売など好きではなか
ったはずの若冲だが、若い父を失いやむをえず名と家
業を継いだ。

そして四十歳にして、待望の隠居になることができ

た。商売は次弟に譲り、名を茂右衛門とあらため、画
業に専心する。当然、弟の白歳が五代目源左衛門を名
のった。ところで弟の号の白歳だが、家業の八百屋か
ら野菜の白菜に引っ掛けたのだろうといわれている。
また百歳から横棒の一を引いて、九十九歳は白歳にな
る 九十九はツクモともいうが 若冲の作とされる 付。 、 「
喪神図 （つくもがみず）もある。」

もうひとつ、彼には注目すべき名がある。出家名と
断定してよい道名「革叟 （かくそう）だ。嵐山の故」
加藤正俊和尚が命名の軸をおもちで、ご自坊にて見せ
ていただいたことがある。黄檗山萬福寺住持だった伯
珣が若冲に与えた書である。一部を意訳してみる。

「京の藤汝鈞、字は景和、若冲と号す。家の者は代
々、錦街に居す。幼くして丹青（絵画）を学び、稼業
をつがず。絵事に刻苦すること、ほとんど五十年、時
に精妙を称される。平素、世のことに欲もなく足るこ
とを知る。 絵事の業はすでになる。 よってすなわ… …
ち命ずるに革叟をもってし、わたしの僧衣を脱いでこ
れを与える。かえりみるにそれ身を世俗より脱して、
こころを禅道に留めよ。そして古きを去り、新しきを
取るがごとし、ここにわたしが革をもってする所以で
ある。汝よ、それ、これにつとめよ……」

若冲五十八歳、相国寺と大典に距離をおき、黄檗の
萬福寺そして深草の石峰寺に接近していったころの、
彼の感動の一日であった。しかし不思議なことに、若
冲は革叟の名を、一度も使った痕跡がない。この件も
錦市場事件と合わせて後述する。
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売茶翁

若冲におおきな
影響をあたえた売

（ ）茶翁 ばいさおう
をみてみよう。

ちょうど還暦を
迎えるころ、大秀

、才の学僧で文学僧
また儒教にも道教
にも通じた翁は京
で、突然に茶舗を
はじめた。そして
天秤棒に茶道具一
式をぶら下げ、肩
にかつぐ。春は桜
の名所に、秋は紅

、葉で知られる地に
住居兼のささやか

な茶舗もありはしたが、もっぱら日々移動する。荷茶
屋というそうだ。しかし僧侶が物品を売って生活費を
得ることは、許されない行為であった。

若冲画「売茶翁 『売茶翁偈語』表紙扉絵）（図は 」

彼の生活姿勢は、宗教家や知識人には痛烈な批判で
あった。売茶翁は時代を代表する知識人であった。翁
の姿は都のあちらこちらで見かけられたが、市井で清
貧の生活を送る、実はとてつもない文化人だったので
ある。

売茶翁はこういっている。わずかの学業学識をひけ
、 、らかして 師匠だの宗匠などとみずから称すことなど

まことに恥ずかしい。
また僧侶にたいしては、立派な僧衣をまとい、おの

れは佛につかえる身、佛弟子などと上段にかまえ、理
も知らぬ庶民に高額な布施を要求して生きる。わたし
には、とてもできない。

「春は花によしあり、秋は紅葉にをかしき所を求め
て、みずから茶具を担ひ至り、席を設けて客を待つ」

彼の日々の収入などわずかなもの。特に客の絶える
冬場や梅雨の季節、何度も喰う米にもこと欠き生活は
困窮した。しかし翁はそのような生活を良しとした。

売茶翁は京洛のあちらこちらをうろつき、たくさん
のひとたちと交わった高潔の非僧非俗、俗塵のなかの
茶人である 「大盈若冲」云々と大典が書いた道具に。
は、都人が何度も接していた。画業見習い中の錦の若
旦那もしかりであろう。

「貴きもいやしきも、身分はありません。茶代のあ
るなしも問いません。世のなかの物語など、楽しくの
どやかに、みなでいたしましょう」と売茶翁はおだや
かに語りかけた。そのようになごやかに庶民と話す、

、 、売茶翁は都名物のオジイサン こころが透明で温かい
にこやかな人物だった。

「茶銭は黄金百鎰より半文銭まで、くれ次第。ただ
。 」。 （ ）で飲むも勝手 ただよりは負け申さず 百鎰 いつ

とは、二千両のことという。一文は寛永通宝一枚、い
まの一円つまり金銭の最小単位である。割りようがな
い。
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十八世紀の京都文化は、売茶翁を軸の中心に回転し
た。当時、江戸期最高の京文化が百華繚乱したのは、
自由と平等を至上とする売茶翁という温和な怪物がい
たからである。まさに売茶翁の存在は、十八世紀江戸
期京文化、いや日本文化における大事件であった。

ところで、存命中の人物をほとんど画に描かなかっ
た若冲だが、売茶翁の絵だけはたくさん残している。
翁は若冲がこころより敬愛する人物であった。

若中の出現

、ところで驚いたことに
とんでもない若冲画が一
般公開された。相国寺承
天閣美術館で 年に開2007
催された「若冲展」に展
示された「松樹群鶴図」
一幅である。

この展覧会のいちばん
の目玉は 「動植綵絵」三、
十幅。美術館の入口は長
蛇の列で、一時間や二時
間の待機は当たり前の大
混雑だった。わたしの友
人など、あまりの人だか
りにあきれ返り、観ずに
帰ってしまった。

「動植綵絵」や「鹿苑
寺大書院障壁画」などは圧巻だったが、わたしにとっ

ていちばん興味深く、また驚かされたのが「松樹群鶴
図」であった。印章は「若中 。サンズイでもニスイ」
でもない、ナカ「中」なのだ。この画は真筆で、印も
だれかが勝手に押したのではなく、画家若冲が捺印し
たに違いない 「若冲展」図録の解説を抄録しよう。。

この作品はいまだに生硬な画風で款記「平安藤汝鈞
製」とあります。字は細く頼りなげで、若冲初期作品
にまま見られるこのアンバランスな款記から、若冲の
作品のなかでもかなり早い時期に制作されたものと考
えられます。

どこの画を手本にしたかは不明ですが、おそらく朝
鮮絵画を写したものでしょう。若冲はいつも対象物に
接近して描くタイプの画家です。しかしこの画は遠く

（ ） 、 。から俯瞰 ふかん するという 彼にはない構図です
いまだ固有の画風を確立するに至っていない、若冲の
発展途上の作品として貴重な例。また使用例がない白
文方印＜汝鈞字景和＞と、朱文方印＜若中＞の二印を
捺す。

「若中」とは 。わたしは、たいへんなショック……
を受けた 『老子』からは、若冲や若沖、あるいは古。

盅字の若 が生まれても、若中はありえない。
ということは、彼は初期作品に「景和 「汝鈞」あ」

るいは 女鈞 などの名を用い おそらく同時期に 若「 」 、 「
中」の名をほんの一時使用した。そして後に「若冲」
「若冲居士」へと変化していったのであろう。あまり
にも唐突な「中」字の出現に、唖然としながら、その
ように考えざるを得なくなってしまった。

いずれにしろ 「若中」名をほんの短期間にしろ使、

『動植綵絵』より「群鶏図」
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ったのは、やはり彼が三十二歳から数年の間のいつか
であったろう。

そして宝暦七年（ 、若冲は大作「動植綵絵」1757）
にこの年から着手したとみられる。第一作は「芍薬群
蝶図 。＜平安城若冲居士藤汝鈞画於錦街陋室＞と記」
されている。若冲四十二歳。

また同年には若冲画「売茶翁像」に売茶翁高遊外が
賛をした。印章は「若冲」ではなく驚いたことに、ま
たデタラメな同印「若中」であり「中」字使用の二例
目である。この画は 年に で開2009 MIHO MUSEUM
催された「若冲展」ではじめて公開された。

当時の売茶翁は高齢と腰痛のため書に自信がなかっ
た。誤字脱字を起こしては申し訳ないと、依頼主には
いつも賛を辞退していた。この時に売茶翁が賛を依頼
する主に送った断りたいという手紙に「拙筆之儀ニ候

、 、 、 、ヘ者 書損或落字抔 有之候故 書キ直シ之不成物ハ
一向書不申候」

しかし若冲はあえて誤印「若中」を捺すことによっ
て、自分の印章もそうだが、間違いや失敗を恐れない
ようにと売茶翁を温かく励ましたのではないか。同じ
姿のよく似た売茶翁像が多数現存しているが、賛に失
敗しても代替の画があると、彼は何枚も翁に見せたの
でなかろうか。

『老子』を誤解して作ってしまった「若中」印をあ
えて再度、ほぼ十年ぶりに使用した若冲の翁へのここ
ろ配りを感じるのは筆者だけか。

かつて若冲が三十二歳か三十三歳かその翌年のこ
ろ、朝鮮画を模写した習作「松樹群鶴図」に誤印「若
中」を押して、売茶翁に見せたことがあるはずだ。翁
は笑ってこういったであろう 「大盈若冲を＜中がか。
らっぽのごとし＞と、わたしはあなたに説明しました
が、雅号にするならば、若中より若冲がよろしかろう 。」
筆者はふたりの会話をまるで横で聞いていたかのよう
に、いま光景として描ける。若中の名をそのように確
信している。

大典を知るのはその少しあと、売茶翁が和尚に「若
中」の笑話を語ってからであろう 「若中」名は、三。
人の絆を築いた。そのようにわたしは考えている。

大典は宝暦九年（ ）四十三歳のときまで相国寺1758
慈雲庵に住まいした。売茶翁は寛保四年（ ）から1744
ほぼ十年間、相国寺林光院に寄寓した。若冲の名が確
定した三十二歳から三十六歳の期間、売茶翁も大典も
糺の森のすぐ西に位置する相国寺に居住していた。

ところで若冲画「売茶翁像」だが、高遊外が賛を無
事に書き終えて依頼主に送った手紙に、翁はつぎのよ

。「 、うに記している 痛い腰をかがめて書きましたので
格好のよい字とはなりませんでした。字を抜かすこと
はありませんでしたが、もともとうまくない字です。
今回はいっそううまくありませんでした 。宝暦五…」
年以降、売茶翁は腰痛に悩んでいた。

なお翁賛の若冲画を受け取った人物は、ノーマン・
ワデル氏によると泉州貝塚の文人武士である松波治部
之進、別名を津田治部之進という。売茶翁をはじめ、
京坂の文人たちと深い交流を持つ人物であった。
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吉井勇が愛した五百羅漢

深草伏見稲荷のすぐ南に黄檗の禅寺、百丈山石峰寺
（せきほうじ）がある。江戸時代の画家、伊藤若冲が
寛政十二年九月十日（ ）に没し土葬された墓と、1800
三十三回忌に建てられた筆塚が、境内の見晴らしのい
い一角にたたずんでいる。彼は晩年、亡くなる八十五
歳の年まで三十年近い歳月、心血熱情をこの寺に注ぎ
尽くした。

、 。石峰寺は 若冲の遺作である石像五百羅漢で有名だ
かつて歌人の吉井勇は、若冲の五百羅漢をこよなく愛
した。吉井の随筆「羅漢の夢」を引用する。

うとうとしているとわたしは、ひとつの不思議な夢
を見た。それはいかにも伏見の石峰寺の裏山らしい。
どっちを向いても石の羅漢だらけで、目を閉じている
もの、腕を組んでいるもの、口を開けているもの、寝
ころんでいるもの、立っているもの、あぐらをかいて
いるもの、首をかしげているもの、空を仰いでいるも
の、うつむいているもの、このほかありとあらゆる形
と顔つきとをした羅漢が、そこら一面に群がっていま

。 、した それが何かの拍子にいっせいにこっちを向いて
、 。大きな声を立てて笑った と思ったら夢が覚めました

羅漢図をうつらうつらに描くなり病めば心も寒き
なるべし

昭和十七年六月二十六日の夢だが同月五日、吉井は
盲腸周囲炎のために京都大学病院に入院した。そして

、 。月なかばまで危篤におちいり 生死の境をさまよった
彼はこの夢を回復直後、洛東の病床でみた。小さな自
分というものが、何か大きなもののなかに、楽しく融
け込んでいく思いを体験したと語っている。

東京人の吉井がはじめて石峰寺を訪ねたのは、昭和
十三年十一月、京の北白川に越してきた翌月、歌の友
数人に案内されてのことであった。

「わたしの目を驚かしたのは、その落葉におおわれ
、 、た丘のうえばかりでなく すぐ近くの深い谷間にまで

累々として横たわっている、無数の石の羅漢像であっ
た。わたしは遠く愛宕につづく西山に落ちかかってい
る秋の日を眺めながら、立ったり、倒れたり、坐つた
りしている羅漢像を、この世を離れた仙境にでも来た
ような心持で、ひとつびとつ見て歩いた 」。

質の粗い石にごく稚拙な手法で彫ってあるので、長
（ ）、 、い年月の間に櫛風沐雨 しっぷうもくう 磨ったり

欠け損じたり、あるいは苔が生えたり、土に埋もれて
、 。しまって いまではもう原形をとどめないものも多い

吉井は、かえってその方が飄逸洒脱（ひょういつしゃ
だつ）な味があるという。

そして、なかでも彼が最も親しみを感じたのは、悠
然と坐って大きい腹を撫でるような格好で空をあおい
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でいる羅漢であった。
みずからの命楽しむごとくにも 太腹羅漢空を仰

げる

なおこの石、白川石は京都東山・白川の山中でとれ
る石材だが、岩質のあらい、風化しやすい花崗岩であ
る。若冲は、歳月とともに丸みを帯びる石を、あえて
選んだのかもしれない。石や岩ですら、永遠不滅では
ない。いつかは丸くなりそして砂にかえっていく。

阪田良介住職に聞いたが、コケが大敵だそうだ。苔
。 、が石をすこしずつ砕いていくとのこと 防止するには

ピンセットで一本ずつコケを引き抜く。石像は五百体
をこえるので、この作業には気が遠くなる。訓練をう
けた多人数のボランティアが集まらなくてはできない
業であろう 「あと二百年もしないうちに、石像はほ。
ぼすべてが、単なる石ころになってしまう 。和尚は」
話しておられた。

ところで吉井勇が京都に住みついて、静かな晩年を
送ることが出来るようになったのは、この太腹羅漢を
みてから、人生というものに対する考えが変わったた
めではないだろうかという。ゆきずりの住居と思って
いた京都に、ずっと長く住みつき、ここを終のすみか
とするようになったのも、あるいは羅漢たちが、離し
てくれないからではないか。石峰寺の羅漢と何か因縁
があるのではないかと、彼は記している。

京都北白川に越して来、その翌月に羅漢たちにはじ
めて出会ってから二十二年の後、昭和三十五年十一月
十九日寂。かつて羅漢の夢をみた、同じ京都大学病院
の病床で息をひきとった。最後の言葉は「歌を 歌……

を 。来迎の羅漢たちに、彼は話しかけたのでは……」
ないだろうか。享年七十三。

椿山荘の羅漢

東京の椿山荘に
も若冲の石造羅漢
像が、いまも十九
体ある。江戸時代
に京都深草でつく

、られた石像羅漢が
なぜ東京にあるの
か。最初知ったと

、 。き 不思議だった
若冲の石像は江戸

時代には、京都から流出していないはずである。外部
に出たのは明治のはじめに違いない。

椿山荘の羅漢は石峰寺と同じく、若冲の下絵にもと
づき、あるいは素石に彼が線を墨で描き、石工によっ
て彫られた石像である。大きさや姿形石質、伝承とも
すべて一致する。

ところで、これと関わりが推測される文書が、黄檗
山萬福寺に残っている。若冲没後、ちょうど百年にあ
たる明治三十三年（ 、京都府知事宛書状の控写1900）
しである。なお文書には関係者全員が自署捺印してい
る。

羅漢献上之儀ニ付御願
京都府下紀伊郡深草村石峰寺

椿山荘の羅漢
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一當寺境内山上ニ有之石像五百羅漢之内数拾壱体
小松宮殿下御所望ニ付取調候処尤モ全体無之且大意ニ
破摧シ當時維持困難ノ折柄幸ヒ
殿下御所望速ニ献上仕度依テ檀信徒及組寺法類等逐協
議候処双方異儀無之仍而連署ヲ以テ上願仕候間何分ノ
御指令相成度此段願上候也
明治三十三年六月廿八日
右石峰寺住職 阪田拙門
右寺檀信徒総代

石岡幸次郎
玉田安之助
石田喜助
雨森菊太郎

仝 京都府下上京區鞍馬口 閑臥菴住職 法類 辻無
染
仝 京都府下紀伊郡堀内村海宝寺住職 組寺 荒木太
觀
仝 郡仝村 聖恩寺住職 第十五區 黄檗宗務取締
林田翆巌
京都府知事高崎親章殿

同日付けの似た文書がもう一通ある。要訳すると、
石峰寺境内山上にある石造五百羅漢のうち、数十一体
を小松宮彰仁親王がご所望につき献上したく、組寺、
法類、檀信徒は協議し合意したので、連署をもってお
願い申し上げる。ただこの文書には、破砕のため当寺
は維持が困難である旨の文言はない。

署名捺印は前記と同じで、阪田拙門、石岡幸次郎、
玉田安之助、石田喜助、雨森菊太郎、辻無染、荒木太

觀。記載事項に相違なしとして林田翠巌。宛名は黄檗
宗管長堂頭大教正吉井虎林だ。

当然、府知事は承諾したはずだ。宮様が所望し、関
、 。係するすべての寺が 檀信徒総代全員も同意している

ただ京都府に問い合わせたところ、受理された文書は
。 、現在見当たらないとのことだった しかし間違いなく

羅漢石像数十体は宮家にもらわれていったはずであ
る。

さて椿山荘だが、明治期は維新の元勲・山縣有朋邸
だった。その後、大正期に新興財閥の藤田組に譲られ
た敷地面積一万八千坪、広大豪壮な庭園邸宅である。
藤田組の創業者は男爵藤田伝三郎、長州出身の政商。
彼は明治十年（ ）の西南戦争で巨利を得、本拠が1877
同じ大阪の住友家にも比肩する財閥を、一代で築いた
英傑である。椿山荘は現在、藤田観光のホテルで、深
い森に囲まれた都心の別天地として有名だ。

小松宮は羅漢像を石峰寺から譲渡された後、三年ほ
どへた明治三十六年に亡くなった。その後、羅漢たち
は山縣有朋の手に渡ったのでないか。そして藤田が引
き継いだのだろう、と筆者は勝手に推測したのだが、
実はそうではなさそうである。

若冲の石像羅漢像を所望した小松宮彰仁親王につい
て、略歴をみておこう。彼は親王家筆頭の伏見宮家邦

、 （ ） 。家親王の第八子として 弘化三年 に生まれた1846
安政五年（ ）に親王宣下、仁和寺門跡となる。幕1858
末動乱のなか、慶応三年十二月（ ）に天皇より復1867

、 。飾を命ぜられ 環俗して嘉彰と称し議定に任じられた
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翌慶応四年・明治元年には軍事総裁、ついで外国事務
総裁、海陸軍務総督、兵部卿、会津征討総督。そして
陸軍大将などをつとめる。

明治十五年（ ）に小松宮に改称し、名を彰仁に1882
改めた。日清戦争では参謀総長有栖川宮熾仁の薨去に
より、後任を命ぜられる。このふたりは、ともに維新
と明治前半期の軍を象徴する宮であった。

錦の御旗をひるがえした両宮の江戸進軍を歌にした
のが日本初の進軍歌「風流トコトンヤレ節 。宮サン」
とは、有栖川宮熾仁親王と小松宮彰仁親王、ふたりの
宮である。歌は、長州藩士の品川弥次郎がつくったと
いう。 宮サン宮サン オ馬ノ前デ、ヒラヒラスルノ♪ …
ハナンジャイナ アレハ朝敵征伐セヨトノ錦ノ御旗ジ…
ャ知ラナイカ トコトンヤレナ。…

小松宮家本邸は、はじめ神田駿河台にあったが後に
赤坂葵町に移る。そして宮は晩年に浅草区橋場に別邸
を構える。京都別邸は丸太町通川端東入ル、現在は天
理教河原町大教会になっている広大な土地にあった。
最初この屋敷は桜木御殿と呼ばれ近衛家抱邸だった
が、小松宮に譲られ、明治二十年代には山階宮家に移
り、明治三十三年に天理教が購入している。

「 」宮がこの邸宅を手放したのはおそらく別邸 楽寿園
の建設のためであろうと思う。明治二十四年から翌年
にかけて築造された静岡県三島市の楽寿園は、じつに
広大な庭園、豪邸である。現在は三島市立公園になっ
ている。

、 、しかし不思議だが 宮の本邸跡にも別邸跡にも一切
羅漢たちの痕跡がない。なお晩年、京都では旅館川田

、 。別邸などを常宿にしていたが この旅館はいまはない
小松宮は明治三十六年二月十八日に没す。死因は過

労が原因の脳充血発作であった。前年には体調不良を
おして、英国皇帝戴冠式参列のために明治天皇の名代

。 、 。として渡航している 行年五十八歳 国葬で送られた
なお小松宮には子がなく、宮家は一代で絶えた。

ところで椿山荘だが、もとは上総国久留里藩黒田家
の下屋敷だった。明治十一年（ ）に公爵山縣有朋1878
が入手し、もとの地名「椿山」にちなんで椿山荘と名
づける。なお彼の別邸は京都に無隣庵が新旧二庵ある
が、いずれにも羅漢の痕跡は見当たらない。

椿山荘は大正七年（ ）に、山縣から藤田組二代1918
目の男爵藤田平太郎に譲られた。理由は、晩年を過ご
すには広すぎるから。また丹精をこめて造りあげた名
園を永久に保存してくれる人物として、同じ長州出身
の故藤田伝三郎の長子、平太郎は適任であった。

、 『 』 。藤田平太郎の妻 富子は 椿山荘記 に記している
椿山荘にはかつて一休禅師の建立という開山堂があっ
た。山城国相楽郡の薪寺から移築したものだが 「堂、
のまわりは熊笹の丘で、石の羅漢仏十数体を点々と配
置してあります。この石仏は若冲の下画と称し、古く

。」より大阪網島の藤田家の庭園にあつたものを移した
富子は伯爵芳川顯正の三女として明治十五年に生ま

れた。父顯正は幕末、伊藤俊輔、のちの伊藤博文に英
語を教えたひとである。明治期には東京府知事、文部
大臣、司法大臣、逓信大臣、内務大臣などを歴任。彼
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も長州閥に属したひとである。

平太郎が富子と結婚したのは明治三十四年二月であ
る。網島のふたりの新居は、日本郵船の大阪支店長だ
った吉川泰次郎の屋敷を、藤田伝三郎が明治十九年に

、 。購入し まわりの地を買い足した広大な敷地であった
富子は結婚当初から網島の豪邸で暮らす。大阪網島は
近松門左衛門『心中天の網島』で知られる。

小松宮が羅漢を所望したのは明治三十三年だった。
その翌年に結婚した富子は「羅漢は古くより大阪網島
の庭園にありました」と記している。椿山荘の羅漢た
ちはかなり以前に、宮とは別の経路を通じて、深草石
峰寺から大阪網島をへて、大正年間に東京椿山荘へ移
されたのであろう。

それと、もと高麗橋通にあった藤田旧邸から網島に
移った可能性も考えられる。また吉川泰次郎の庭に、
明治十九年以前からあったのかもしれない。移動経路
は不明だが、石峰寺から明治のはじめ、廃仏毀釈の時
期に出たに違いない。江戸時代には、若冲石像が石峰
寺から流出したという記録は一切ない。

、 、ちなみに網島の旧藤田本邸は現在 藤田観光太閤園
藤田美術館、大阪市長公館、藤田邸跡桜之宮公園など
が並ぶ地である。なかでも藤田伝三郎が親子二代にわ
たって集めた美術品は、大阪空襲にも幸い耐え残った
が、質量ともに実に見事な逸品揃いである。昭和初年
の金融恐慌時にいくらか売却され散失したが、それで
も同家所蔵品は数千点、うち国宝重要文化財は五十点
をこえる。それらを収蔵する財団法人藤田美術館の設

立に尽力したのは富子と義妹の治子であった。昭和二
十九年に開館した同館初代館長は、藤田富子がつとめ
た。

『都名所圖會』再板版

さてここからは、石峰
寺の五百羅漢が造られて
からの記述を、時系列で
追ってみよう。初出は天
明六年（ ）に刊行さ1786
れた『都名所圖會』再刻
版である。その六年前に

『 』発行された 都名所圖會
初版が、まず大ベストセ
ラーになり、若干の変更
を加えて後に再板再刻発
行された。

図： 百丈山石峰寺図 《都名所圖會》天明六年再板「 」

初版刊行時には、羅漢建造は進行中であった。その
ため図にも本文にも羅漢の記載はない。ところが天明
版再版では 「近年当百丈山には石像の五百羅漢を造、
立し霊鷲山のここにうつれ」と山上の図の余白に記さ
れ、羅漢が並んでいる。

この記述は、意味のわかりにくい文だが 「近年、、
百丈山・石峰寺に石像五百羅漢が建立された。お釈迦
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様がかつて仏法を説いたところの霊鷲山（りょうじゅ
せん）よ。インド・天竺よりここに移り来たれ」とい
う意味であろうか。

このページに、石峰寺の朱印がふたつ押されている
『都名所圖會』再刻版を発見した。筆者が偶然、京都
府立総合資料館でみつけた押印本『都名所圖會』再板
全六卷だが、持ち主はかつてこの本を御朱印帳として
利用し、京の各寺を巡っておられた。面白い発想だと
思う。全冊に押された印を調べてみたが、寺社等の数
は六十八、印判は百六十六個にのぼる。印章から推定
するに、押印の時期は残念ながら江戸時代ではない。
後世それも昭和十年ころの、巡礼行脚だったようだ。
寺社以外にも、宇治橋の通圓茶屋、一条戻り橋の御餅
屋山口五兵衛、方広寺大佛前の餅屋隅田屋の印まで押
してある。相当の甘党だったのでしょう。ところでこ
の本は、傷みの少ない美本。持ち出すときには大切に
扱い、自宅では仏壇に納めておられたのではないかと
想像してしまった。

『拾遺都名所圖會』

『 』 、 （ ）都名所圖會 再刻版発行の翌年 天明七年 1787
には『拾遺都名所圖會』が刊行された。都名所図会が
たいへんなベストセラーになったため、柳の下のドジ
ョウを狙って、続編が出たわけである。このあたりの
思惑は、現代の出版事情とかわらないようだ。以下本
文を意訳する。なお本冊に図はない。

「石像五百羅漢は深草石峰寺後山にある。中央に釈

迦無牟尼佛、長さ六尺ばかりの坐像にして、まわりに
十六羅漢、五百の大弟子が囲み、釈尊が霊鷲山におい
て法を説きたまう体相である。羅漢の像おのおの長さ
三尺ばかり。いずれも雨露の覆いなし。近年安永のな
かばより天明のはじめに到っておおよそ成就した。都
の画工、若冲が石面に図を描いて指揮した 」。

安永年間は十年間であったので多分、安永五年
（ ）であろうか。若冲六十一歳、還暦のころに制1776
作を開始した。昔の年齢は数えなので、還暦は六十一
歳である。

そして天明のはじめ、六十六歳か六十七歳の時、お
およそ五年か六年ほどの歳月をかけて、第一期の造作
を完了したと思われる。

石峰寺の石像群は五百羅漢と呼ぶにふさわしくな
い。このことは何人もの先学が指摘しておられる。明
治期以前には千体以上の石像が後山にあったのだが、
それを五百羅漢と称した原因は、最初に若冲が完成さ
せた初期石像群が、上記のごとく、五百体余であった
からであろう。

天明七年石峰寺図

石峰寺の五百羅漢についてのもうひとつの古い記述
は、天明七年（一七八七）の小川多左衛門の書付であ
る。石峰寺が所蔵する掛軸画「天明七年石峰寺図（仮
称 」の裏面に貼られていた 「洛南深草石峰禅寺／有） 。
石佛五百羅漢／予命画師令寫祈置也／山科梅本寺主俊
類和尚依需／為亡息悦堂祖閣居士／菩提喜捨正与者
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也 。子息の菩提を弔うために、画師に依頼して石峰」
寺の五百羅漢を描かせ、山科の梅本寺に寄進したもの
であるという。

天明のはじめに釈迦牟尼を五百羅漢たちが取り囲む
景観が完成した後、わずか五年か六年ほどにして、壮
大な数え切れないほど多数の石像群が、後山を覆って
いる。この図はたぶん、将来計画を含んだ設計図を参
考に、若冲工房の弟子のだれかが描いたのではないか
と思う。もっと検討が必要だが、おそらくこの画に近
い無数の石像群の景観が、石峰寺裏山に出来上がって
いたであろう。

ところで小川多左衛門という人物だが、代々多左衛
。 、 。門を名のる本屋である 屋号は小河屋 軒号は柳枝軒

黄檗僧の語録を数多く出版した。

皆川淇園、円山応挙、呉春の梅見

天明八年正月二十八日（ 、当時の京を代表す1788）
る儒学者・文人の皆川淇園が石峰寺を訪れた。伏見に
住む門人の寅こと米谷金城と、誘い合わせた画家の仲
選、すなわち円山応挙や呉月渓らと連れ立って伏見に
梅見に出かけたのである。途次、応挙の案内で、深草
の石峰寺に伊藤若冲制作するところの石羅漢を見物し
た。ところで呉月渓とは画家の呉春である。後に応挙

、 。の円山派をしのぐほどの評価を得 四条派と称される
なおこの日、若冲は不在であったが、淇園が釈若冲

と記しているのが興味深い。淇園も応挙も、若冲を出
家者・僧とみなしているのである。釈は釈迦の弟子で

あり出家僧をいう。皆川淇園著「梅渓紀行」の五百羅
漢感想記の大略は、

境静かにして神清み、本堂後ろの小山の上に「遊戯
神通」と扁した小さな竹の門があり、通りを過ぎると
曲がりくねった小道があって、渓には橋を架け、その
周囲に三々五々、みなその石質の天然を活かし、二三
尺ほどの石に簡単な彫工を施している。その殊形・異
状・怪貌・奇態、人の意表を衝いてほとんど観る者を

。 、倒絶させるような石羅漢が配置してあった 造意の工
人をして奇を嘆ぜしめざるものなしと、淇園はいう。

この原文は、これまであまり紹介されていない。参
考までに紹介しよう。

、 、 、路左見一寺ヲ望石表有云 百丈山石峰禅寺 仲選云
此釈若冲造構ヲ成ス、山上ノ石羅漢、皆其レ手刻ヲ成
ス、同行之ヲ聞ク、皆往観ヲ欲ス、乃寺ニ入リ 、大、
路ヲ距テ里許、石磴山門旗杆鐘楼略備ル、境静神清、
堂後ノ小山、阪高一二丈、上ニ小竹門ヲ設、扁ノ云、
遊戯神通、阪上ニ門ヲ過、門内小径、壑ヲ右ニシ山径
ヲ左ニシ、山ニ沿テ屈曲升降八九轉、其間或ハ渓ニ架
橋ヲ設、或嶺ヲ繞シ磴ヲ築ク而旁乃置ク石羅漢ヲ羅、
或ハ三五、或七八、岩掩林ニ映、高下乱置、率皆高二
三尺過不、皆其石質ノ天然ニ因テ、略ク彫工ヲ施、以
テ之ヲ為、是以其殊形異ノ状怪ノ貌奇態、往往人意表

、 、 、ニ出 殆ト観者ヲシ為ニ倒絶ヲ令 最後一大臥石ヲ彫
涅槃像ヲ作、左右諸天菩薩、眉目態度、其略刻麁鑿之
間、亦皆彷佛哭泣之姿ヲ見、其下獅虎牛馬羊犬兎鶏、

、 、 、大小或ハ倫不者有 然レモ造意之工 無人奇歓者令不
観尽キ則道己ニ於前阪門下ニ到、乃寺門ヲ出、途ヲ南
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頭ニ取、而復大路ニ就 （筆者による読み下し）、

この時には、釈尊が霊鷲山においてたくさんの衆生
や羅漢を前に法を説く姿だけでなく、釈迦涅槃の像や

。 、 、 、複数の橋も完成していたことが知れる 獅子 虎 牛
、 、 、 、 。馬 羊 犬 兎 鶏などの石像もたくさん並んでいた

ところで、小さな竹の門に「遊戯神通」の扁額があ
ったという記述は興味深い。石峰寺に木版画「城南深

」 。 、草百丈山石像之図 がある 米斗翁七十五歳画の行年
藤汝鈞印、若冲居士の印まで揃っている。描かれた諸
仏羅漢天女鳥獣たちは、表情豊かで実に楽しい。後山
の入口に描かれた黄檗風の門には 「遊戯神通」の扁、
額が明瞭である。若冲下絵による木版画であろう。な
お同寺には、図はほとんど同じだが、扁額「遊戯」の
版画もある。

明治十七年刊『石亭画談』では、この版画を紹介し
ている。かなり後世まで、これらの扁額はあった可能
性が高い。しかし今はない。

MIHO MUSEUM 2009「若冲ワンダーランド展 （」
年）ではじめて公開された若冲筆の石峰寺「五百羅漢
図」には、入口の門扁額に「遊戯」と記されている。
画は京都国立博物館所蔵の若冲画「石峰寺図 （扁額」
は無地で白）によく似ており、制作年はともに同じ寛
政元年（ ）とみられる。1789

「遊戯」の図には賛が記されている。大徳寺僧の大
徹宗斗が「般若大徹叟／額字応需／書之（花押 」と）
画の右下隅に小さくある。額字の「遊戯」は大徹宗斗
の書である。賛が書き込まれたのはだいぶ後、おそら

く十九世紀はじめであろう。

萬福寺の田中智誠和尚からご教示いただいたが、黄
檗山第六代・石峰寺開山の千呆（せんがい ～1636

）和尚の書があった。大坂の明楽寺蔵の図巻題字1705
「遊戯神通」である。千呆の書「遊戯神通」を、石峰
寺後山入口門の扁額に使用したのであろう。なお深草
・石峰寺の創立は十八世紀早々である。

遊戯神通
横井清著『中世民衆

の生活文化』に、遊び
・遊戯・遊戯神通につ
いて次のような記述が
ある。

、橋本峰雄氏によれば
日本人の遊びの精神の
転変をつらぬいてその
根本にあるものは、実
に大乗遊戯（ゆげ）な
のであり、それは「遊

（ ）」戯三昧 ゆげざんまい
の語に表現されるよう
な、仏教的な遊びの精
神でありながら、容易
に、人生すべて遊びで

あるという、自由とゆとりの精神として世俗化できる
ものだという。

版画「城南深草百丈山石像之図」部分図:
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「遊戯三昧」は「思いを労せず無碍自在（むげじざ
い）に往来すること 、また「優游（ゆうゆう）自在」
なること 。そして類似の語「遊戯神通」は 「仏・菩」 、

（ ） 、 」薩が神通に遊んで人を化 か し 以て自ら娯楽する
をいう。

多田道太郎氏は、橋本峰雄氏の「神遊びから大乗遊
戯まで」は、ヨーロッパと日本の世俗化の二つの道を

。 、 、示している そしてこの二つの道は 橋本氏によれば
ともに大乗遊戯の精神にいたる可能性を今日もってい
るのである。

『岩波仏教辞典』では、＜遊戯＞（ゆげ）は、仏・
菩薩の自由自在で何ものにもとらわれないことをい
う。漢語の＜遊戯＞（ゆうぎ）については 『史記』、
荘子伝の用例で、何ものにも束縛されることのない自
由な境地を意味しており 『荘子』逍遥遊に代表され、
る＜遊＞の思想を踏まえたものであろう。その意味で
は、書画や文章をはじめ芸術における自由無碍の境地
を称して用いられる＜遊戯＞は、仏語によるよりもさ
かのぼって『荘子』の＜遊＞の思想に系譜づけること
ができる。この項は福永光司氏の記述であろう。

『梁塵秘抄』には「遊びをせんとや生まれけむ、戯
れせんとや生まれけむ 「遊戯」は自由自在のようで」。
ある。

天明の大火

皆川淇園や応挙たちが石峰寺を訪れた二日後、応仁
の乱以来の大災が京の都を襲う。天明の大火である。
正月三十日未明、鴨川の東岸、四条大橋の南の宮川町
団栗辻子（どんぐりのづし）新道角、某両替店より失
火した。折りからの強風で、火は鴨川を越えて寺町四
条近辺に飛び火する。それより三方北西南に広がり、

。 、 、二昼夜焼け続けた 禁裏御所 二条城はじめ三十七社
二百寺、町数千四百余、町家三万七千軒、罹災世帯六
万五千余戸と、京の五分の四以上を焼き尽くした。

この大火の記録は数多く残るが、例えば「東風小、
大変、京洛中、不残大火、不残、未聞之事とも、筆紙
難尽次第 。若冲の師友であった相国寺の大典和尚は」
幕府公務のために江戸に赴いていたが、三月三日に帰
京し「燃亡する者、十が九、実に未曾有の大変異と謂
ふ可し 。後に述べる俳僧、蝶夢和尚は「火災など申」
にては無之、応仁後の大変にて候 「宗長法師が紀行」
に、粟田口より見れば上下の家、むかし見し十が一も
見えず」と手紙に書いている。

当然だが、若冲も錦街の家屋敷を失った。それまで
京都有数の青物問屋「枡源」の若隠居として、弟に商
売を任せきり、自由気ままに絵ばかり描いていた暮ら
しも一変する。錦市場に二軒あった大きな屋敷を人に
貸し、その家賃で生活していた若冲だが、収入も途絶
える。また弟の八百屋業も危機に瀕したが、若冲は京
を去り、知己を頼り大坂そして豊中の西福寺に仮寓す
る。七十三歳の年であった。石峰寺の石像造営の事業
は当然、中断したであろう。
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蕉斎筆記

天明の大火の五年後、石峰寺門前に居を構える若冲
のことを、寛政五年（ ）に広島浅野藩の平賀白山1793
が、大坂の奉時堂松本周助からの聞き伝えとして記し
ている。

今は稲荷街道に隠居して五百羅漢を建立し、絵一枚
を米一斗と定め、後の山の中へ自身の下絵の思い付き
にて、羅漢一体ずつ建立している。それで斗米翁と落
款を書いている。金銭だと、相場によらず一斗換算、
銀六匁ずつを取る。すぐに石工の手に渡し、依頼者の
好みの草画を一枚ずつ贈る。妹もありて、外へ嫁居し
ていたが、後家となり、一人の子を連れて若冲と同居
している。尼になっており心寂という。和歌を好み、
石摺版画をこしらえて売っている。他人は若冲の妻な
りという者もある。

翌年の寛政六年、平賀白山は十月十八日に、はじめ
。「 。て石峰寺門前の若冲を訪ねる 百丈山石峰寺へ参る

。 。是には若冲居士門前に居住せり しばらく咄をきゝぬ
ふすまに石摺のやうに蓮を書けり。面白き物好き也。
五百羅漢を一見しぬ 是は山上に自然石を集め形り マ。 （
マ）に若冲彫付たり。段々迂回して道を作れり。其外
涅槃像もあり。甚面白き事なり。又其山の入口に新に
亭を建たり。是も若冲の物好き也。寺の左に若冲の古
庵あり。庭もさびておもしろし。妹を眞寂尼といふて
両人住居せり 」。

罹災の数年後には、若冲は後山の石像群造成の作業

を再開していた。その費用捻出は、墨絵を相手の希望
にあわせて描き、米一斗あるいは銭六匁と交換するこ
とであったという。衆生の作善であろう。この時、白
山は若冲に詩を贈っているが 「本来無二畫禅師」と、
記している。畫禅師という言葉には後で触れる。

それと興味深い記載がある。旧庵である。大火の後
に、門前に居を構える前、寺の左、すなわち北隣の地
に、アトリエを兼ねた小さな住居があったのだろう。
後に観音堂が建つ場所辺である。

画乗要略

そして三十年ほど後、天保二年（ ）に刊行され1831
た『画乗要略』では 「しかるに形似に務めず、写意、
を貴しとする。居を深草石峰寺のかたわらに構え晩閑
す。その画をもって一斗米に換え、よって自ら斗米庵
と号す。石像五百羅漢を造り、その像をいま見るに、
往々その自然にしたがい、彫琢を加えず。また似に務
めず」とある。

筆形石碑

天保四年（ 、石峰寺に若冲の遺言という筆塚1833）
が立てられた。文政十三年（天保元年）に京都に大地
震が起き、石像群も被害を受けた。多くは倒れ、崖か
ら転落するものもあった。そして震災の三年後に、筆
塚が若冲の墓のすぐ横に据えられたのであるが、謎が

。 、 （ ）多い 幕末三筆のひとり 貫名海屋 ぬきなかいおく
の碑文、筆形石碑銘撰の一部を意訳する。
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「その心霊、その腕の妙は、仙爪の所に至る。つい
に仏経中の諸変相を描き出し、よって宇宙の秘を開き
発した。幻の技はここまでに至った。 遺言によって…
墓を筆形に造り銘を記す。いまも居士のなつかしさを
忘れることが出来ない。悲しいかな。三年前に大地震
が京の地を襲った。いたるところで崩れ砕けしたが、
石峰石像の五百応真像も同様であった。天保四年にい

、 、 。たって 若冲居士の孫の清房が 修理復旧につとめた
そして私をして、それらの由を墓表に記させた。居士
には孫があるのである。貫名海屋撰」

若冲は妻を娶らなかった。子も孫もいなかったはず
だ。しかし白山は、清房を若冲の孫と断じている。筆
塚の銘原文なり草稿は、清房が記したに違いない。

しかし宝蔵寺過去帳から、清房は若冲の次弟である
白歳の孫とされている。平賀白山が若冲は、妹らしき
尼と一人の男児と同居していると記していたその子で
はないかと推測する。筆塚建立の天保四年、清房は四
十三歳。平賀白山が石峰寺に若冲を訪れたのは、清房
四歳のときである。

しかし若冲の立派な墓は既にあった。なぜ遺言とし
て彼の没後三十三年も経ってから、それも筆形にして
再度、清房は墓横に建てる必要があったのだろうか。

。 「 」ひとつには三十三回忌であろう かつて 動植綵絵
の相国寺献納を終えたのも、ちょうど若冲の父の三十
三回忌に合わせている。また絵は総数三十三枚である
が、観音三十三身、観音霊場三十三所にも、ちなむの

。 、 。であろうか 若冲は 三十三という数字にこだわった

真寂と清房のことと、筆塚のことは、いまだに謎で
ある。

石亭画談

明治十七年（ 、竹本石亭が『石亭画談』に書1884）
いている （本文 ページ参照）。 19

近時伏見に遊び百丈山石峯寺に到り、親しく寺中を
めぐるに、本堂の右、小高き所に一小楼門あり。漸次

、 、 。山にのぼるに その石像 もっぱら五百羅漢に止らず
阿弥陀三尊観音地蔵釈迦誕生および涅槃、その他諸仏
獣畜等、ことごとくこれを山間樹隙に点続し、配置の
位置などにも工夫をなして東西南北に布列す。また若

。 。冲の墓あり これは貫名海屋撰文の若冲の小伝である

大正七年版「深草百丈山石峯禪寺石像五百羅漢」版画
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すべて一奇観というべし。惜しいかな、これを保存す
るに意を用いるものなく、苔癬剥蝕（タイセンハクシ
ョク）あるいは破壊し、あるいは崖下に転落するもの
もあり。散失もまた疑いなきなり。寺に入り主僧と話
す。主僧いわく、寺は資力に乏しく、これらを保存す
ることが困難であると。ともにその荒廃につくを嘆い
て別れる。寺では石像諸仏布列の図を版画にし、信者
のためにこれを施している。山中精一後に書する所の
詩、また載せて図上にあり。その詩にいう 「斗米先。
生画才有リ、雲ヲ被ヒ石ヲ刻ミ像ハ奇ナリ、峯頭活溌
霊気ヲ発ス、五百ノ群ニ成リ羅漢来ル 。その図は実」
に若冲七十五歳の筆である。好事の士は、必ず寺に詣
て石像をみてその奇なるを知るべし。

ところで石峰寺はいまも、版画「深草百丈山石峰禪
寺石像五百羅漢」を頒布している。現在使用している
版木は大正七年（ 、原摺画よりの再刻だが、大1918）
正四年の同寺火災で版木元版を焼失してしまったため
である。この竹本石亭の記述では、古い版で摺ったも
のには、峯頭活溌発霊気五百成群羅漢来云々なる詩が
刷られており、寛政二年、若冲七十五歳の年記。

この旧版の版画は現在、石峰寺蔵の木版画「城南深
草百丈山石像之図」二枚である。門には「遊戯神通」
と「遊戯」の二種がある。

参考までに、大正七年新版木・裏面の記載を紹介し
。「 、ておく 寄附洛南深草里百丈山／石峰禪寺蔵版／為

亡兄宣東宗興居士／十七回忌居士菩提也／大正七年五
月十九日／洛東五條袋町住／平野保三郎／敬白」

さらに大正十五年には、秋山光男が京都の錦市場に
出向き、当時は雑穀商を営んでいた橋本屋の主人、安

。 、井源六に取材している 若冲の伊藤家は幕末に衰退し
あとは親戚筋の安井家が同家の後を継ぎ、近くの宝蔵
寺にある伊藤家の菩提も弔っていた。秋山著『若冲研

』 、 「 、究序説 によれば 安井家には 若冲下絵の版画横物
石峯寺五百羅漢図に長崎僧、桃中一の着賛したものが
あった。その箱の底裏には米斗庵所蔵と書かれてい
た 。横物とは横長の画で、版画を軸装にしていたの」
であろうが、それらは失われてしまった。

ただ現在の石峰寺版画には、余白がない。大正期に
再刻した折、トリミングしてしまったのだろうか。画
面に詩を彫りこむ余地がない。

そして明治二十二年刊の「絵画叢誌」にも記述があ
るが、筆者は寺に来ることもせず、伝聞をもとに記述
しているので割愛する。

『京都府寺誌稿』

石峰寺の若冲五百羅漢について、もっとも詳しく正
確な明治期の資料は『京都府寺誌稿』である。明治二
十四年に北垣国道京都府知事の提唱により、府内の有
名各寺に寺の来歴や什宝、原状などを報告させた資料
をまとめた寺誌集である。石峰寺の原稿は、住持拙門
和尚によって、二十四年か翌年に記されたものであろ
う。石峰寺が提出した文書のなかの「五百羅漢石像」
項を意訳してみるが、やはり後山はかつて、釈尊一代
記のパノラマであり、佛伝テーマパークとでも呼ぶべ
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き、石像数は千体を超す壮大な光景であった。

「長さは六尺八寸から二尺五寸ほど、現在おおよそ
六百体あり。羅漢建立の年度は安永末年で寛政年間に
竣成したという。当時石峰寺前所に閑居していた斗米
庵伊藤若冲が画類を描き、石像を石川石をもって造っ
た。石峰寺六世俊岳哲和尚が願主となり、そして第七
世密山修和尚が洛中洛外、近隣の国郡にも出向いて、
首に勧進の函箱を懸けて鉢を持ち、鐘を叩き 深草石“
峰寺五百羅漢建立 と、東奔西走し金銭米穀、有信の”
施物を仰ぎ、その喜捨浄財をもって星霜十余年を経過
し、竣切したとのこと。一体の像でも、一人あるいは
二人三人の寄附によって建立された石像群である」

若冲の石像造営作善は、わずか数年にして当初の完
成をみた。第一期五百羅漢完工を成し得たのには、密
山和尚の勧進勧化、粉骨砕身の尽力が大きかったこと
が知られる。若冲が画を米一斗と交換していただけで
は、これだけの短期間に事業を完遂することはできな
かったであろう。第二期以降も、密山和尚の勧進業、
民衆の喜捨、それらが合力されての十数年にわたる事
業が完成された。

また若冲の大作モザイク画「鳥獣花木図屏風 「樹」
花鳥獣図屏風」などは、石像山の造営資金を集めるた
めに、若冲工房の総力を動員して制作されたのではな
いかと思う。画の升目描きには西陣織との関連が指摘
されているが寛政十二年、相国寺主催の若冲四十九日
法要に、西陣の富商・金田忠平衛とおぼしき人物が招
かれている。金田がこの屏風制作に関わり、勧進に貢

献したことも推測される。豪商たち、パトロンもかか
わっていたであろう。

深草石峰寺の拙門和尚によると、後山の若冲石像の
配置は世尊在世中の逸事を形取り、第一画題は世尊の

。 。誕生 第二は世尊が王家嫡男である系統を捨てて入山
第三画題は、雪山（せっせん）での六年間におよぶ苦
行を終え、山を降りての出山外道教化。第四は華厳教
悦法。第五は般若浄土。第六は霊山會上。第七は祇園
精舎二十五菩薩雍護。第八は法華教授。第九が涅槃。
第十は塔所に至る。世尊に附帯表順させて羅漢を配置
している。

それ故に諸佛や羅漢、そして鳥獣などを合わせて合
計千体を超える。すべて石峰寺山上に羅列し、また山
間渓谷に橋梁を架け、二十四橋を構え、実に壮厳に造
り上げている。見る人すべてが驚嘆した。

ちなみに塔所とは、石峰寺歴代住持の墓所である。
いまも一般墓地とは離れ、西方の少し低い地に一角を
占める。開山僧・千呆禅師の遺骨も埋葬されている。

そして拙門和尚は語る。願主の俊岳和尚は寛政八年
（ ）に、若冲居士は同十二年に、密山和尚は文化1796
十二年（ ）に、おのおの物故してしまった。そし1815
て経ること百余年の今日に至り、破戒僧および奸僧の

、 。ために石造物は散乱し 往時の盛観を失ってしまった
現今は十画題の内、誕生佛、霊山会上、涅槃、塔所の
四所のみを残すのみになってしまった。六百余個が在
しているが、四百個以上が売却され、三都や地方の有
数の邸園に翫弄物として散在してしまったのである。

創刊5周年記念　若冲の謎

180



ところで石峰寺が明治前期にこれほど凋落してしま
った原因のひとつは、寺の大きな収入源であった伏見
船から得ていた運上が、幕府の瓦解とともに失われた
ためである。伏見の港を中心とする伏見舟は、淀川船
すなわち過書船同様に、淀川や宇治川に就航した人荷

。 、 （ ）運搬船である 伏見船の運上益金は 正徳四年 1714
に伏見の郷士・坪井喜六益秋が、幕府から与えられた
免許権利の一部を寺に寄進したものである。淀川通船

、 、のうち 小回り船三十艘の運上を寺門香燈の資として
坪井が永代寄附したことによる。また福建省から長崎
に来航する支那船からの香燈金収入も、伏見船以上に
大きかった。

そして明治初期、廃仏毀釈と上知令の嵐が、寺宝流
失や堂の破却にも拍車をかけた。拙門和尚から破戒僧
と名指された二代にわたる住職が、かつて俊岳と密山
両和尚の勧進、若冲の奉仕や、たくさんの庶民の浄財
喜捨でもって完成された石峰寺と石像らを、それこそ
破壊してしまったのである。

しかし、そのころに全国の宗教界を突如襲った激流
を振り返ってみて、ふたりの和尚だけを責めるのは、
あまりにも酷であるとも思う。

『京都府紀伊郡誌』と『新撰京都
名所圖會』

大正四年刊『京都府紀伊郡誌』によると、同年一月
六日に石峰寺は火を発し焼燼してしまったが、残って
いる山門、小門ともに漢風に擬し形状は頗る奇巧であ
る。後山には釈尊槃像（坐像六尺ばかり）を中央に安
置し、周囲に十六羅漢、五百大弟の石像を置く。風餐
雨食、彫鑽粗朴、わずかにその面目を認るのみ。

その後、昭和の初年になって、拙門和尚の後を継い
だ、第十六世龍門和尚が山を整備し、数少なくなって
いた石像を、現在の配列に並べかえた。吉井勇がかつ
てみた若冲の羅漢たちは、現在われわれが目にする様
子とほぼ同じである。

『 』 、ちなみに昭和三十八年刊 新撰京都名所圖會 では
石像群を九所に分けて記載している。釈迦誕生、来迎
諸菩薩、出山釈迦、十八羅漢、説法場、羅漢座禅窟、
托鉢修行、釈迦涅槃、賽の河原である。この分類は、
石峰寺にて頒布している現在の寺案内冊子と同じであ
る。

若冲五百羅漢に興味ある方はぜひ、伏見深草の石峰
寺を訪れてみてください。寺は伏見稲荷の南東、徒歩
わずか十分たらずに位置しています。そして若冲の墓
にも参拝に立ち寄りください。

また石峰寺と若冲五百羅漢を守るための「石峰寺伊
藤若冲顕彰会 （年会費三千円）への入会もおすすめ」
します。同寺で年ニ回開催される若冲画展と、九月十
日の若冲忌にも招待されます。

創刊5周年記念　若冲の謎

181



伏見深草の石峰寺は若冲五百羅漢で有名だが、同寺
には明治初年まで観音堂があった。天井の格子間には
若冲筆の彩色花卉（かき）図と款記（かんき）一枚、
あわせておそらく百六十八枚が飾られていた。しかし

、 、明治七年から九年の間のいつか 廃仏毀釈の嵐のなか
寺は堂を破却し、格天井の絵はすべて売り払われてし
まった。

だが幸いなことに、それらは散逸することなく、京
都東大路仁王門の浄土宗・信行寺の本堂天井にいまは
ある。同寺の檀家総代の井上氏が散逸を恐れ、一括し
て古美術商から買い取って寄進したのである。

石峰寺の観音堂は失われてしまったが、元の位置は
本堂の北方向、旧陸軍墓地、現在は京都市深草墓園に
なっている隣接地だった。

若冲画「蔬菜図押絵貼屏風 （そさいずおしえはり」
びょうぶ）に付属した由緒書が残っている。それによ
ると深草・石峰寺の観音堂が建立されたのは寛政十年
（ ）夏、若冲八十三歳のときである。入寂の二年1798
前にあたる。

由緒書によると観音堂は大坂の富豪、葛野氏が建て
た。その折りに、武内新蔵が観音堂の堂内の仏具や器

。 、のことごとくを喜捨した 感動した石峰寺僧若冲師が
この蔬菜図を描いて新蔵に与えた 「自分が常づね胸。

のうちに蓄えておいた＜畸＞（き）を描いたのだ」と
若冲師は語ったという。表装せずに置かれていたこれ
らの絵は、新蔵の孫の嘉重によって屏風に仕立てられ
たと記されている。

ところで「畸」なり「畸人」の語は当時、よく用い
られたが、出典は『荘子 「第六大宗師編」によると』
される 「子貢が曰く、敢て畸人を問ふ。曰く、畸人。
は人にして畸にして、しかして天にひとし」

義仲寺と蝶夢

不思議なことに、若冲の天井画・花卉図はもうひと
つの寺にもある。滋賀県大津市馬場の義仲寺（ぎちゅ
うじ）に現存する。同寺の翁堂の格天井を飾る十五枚
である。

義仲寺は名の通り、木曽義仲の墓で知られる。元禄
のころ、松尾芭蕉がこの地と湖南のひとたちを愛し、
庵を結んだ。大坂で没後、遺言によって芭蕉の遺体は
義仲墓のすぐ横に埋葬された。又玄（ゆうげん）の句
が有名である。

木曾殿と背中合せの寒さかな

翁堂は大典和尚の友人でもあった蝶夢和尚によっ

創刊5周年記念　若冲の謎

182



て、明和七年（ ）に落成している。蝶夢は相国寺1770
の東に位置する阿弥陀寺、帰白院住持を二十五歳から
つとめたひとであるが、亡き芭蕉を慕うこと著しかっ
た。芭蕉七十回忌法要に義仲寺を訪れ、その荒廃を嘆
き再興を誓った。三十五歳のときに退隠し、京岡崎に
五升庵を結ぶ。そして祖翁すなわち芭蕉の百回忌を無
事盛大に成し遂げ、寛政七年（ 、六十四歳でこ1795）
の世を去った。ちなみに阿弥陀寺は相国寺の東、徒歩
数分のところにある。

なお五升庵には、若冲の号・斗米庵（とべいあん）
と同じ響きがあるが、明和三年（ ）に蝶夢が寺を1766
出る三十五歳のとき、伊賀上野の築山桐雨から芭蕉翁
の真蹟短冊を贈られたことによる。

春立や新年ふるき米五升

斗米庵号は、宝暦十三年刊『売茶翁偈語 （ばいさ』
おうげご／ ）に記載のある「我窮ヲ賑ス斗米傳1763
へ来テ生計足ル」に依るのであろうか。若冲が尊敬し
慕った売茶翁が糧食絶え困窮したことは再々あるが、
この記述は寛保三年（ 、双ヶ丘にささやかな茶1743）
舗庵を構えていたときのこと、友人の龜田窮楽が米銭
を携え、翁の窮乏を救ったことによるようだ。当時の
売茶翁は、茶無く飯無く、竹筒は空であった。

大正四年（ ）十一月十五日、鴎外森林太郎は、1915
史伝『北条霞亭 （かてい）を書く前、霞亭の師・皆』
川淇園の墓に詣でた 「寺町通今出川上る阿弥陀寺な。

」。 。る皆川淇園の墓を訪ふ 蝶夢和尚の墓も同地にある
なお森鴎外は史伝『北条霞亭』の新聞連載のはじまっ

た大正六年、陸軍軍医総監を退き、帝室博物館総長に
就任する。九鬼隆一がかつてつとめた任であった。

ちなみに淇園墓碑銘の撰・文は松浦静山が記した。
彼は平戸藩主で、名著『甲子夜話 （かっしやわ）の』
著者である。書は膳所藩主の本多康禎。ふたりはとも
に淇園の門人である。淇園は度々、膳所の城を訪れて
いるがその都度、蝶夢和尚の義仲寺に立ち寄った。義
仲寺は城の手前、わずか徒歩十余分のところで、城も
寺も旧東海道に面している。

霞亭が淇園に師事したのは十八歳の時であるが 年、「
十八、笈（おい）を京師に負ひ、大典禅師に謁して教
へを請ふ。禅師示すに一隅を以てし、後、淇園先生に
就きて正す 。霞亭は淇園に先立って、まず大典和尚」

。 。に師事したのである 淇園の細心な計らいであろうか
なお北条霞亭は、後に蝶夢の五升庵号を襲いだ俳人の
柏原瓦全と親友であった。

蝶夢和尚も十八世紀京都ルネッサンスの中心人物の
ひとりだった。天明四年二月二十六日（ ）から七1784
日間、大典和尚と『近世畸人伝』の著者・伴蒿蹊（ば
んこうけい 、俳人去何らと京摂間の花見に出かけて）
いる。句友だけでなく、交友の広い人物だった。

また蝶夢が皆川淇園に送った手紙のことが、高木蒼
梧と北田紫水の記述にある。淇園の俳句の添削や、人
物照会にも丁寧に応え、春になれば淇園の奥方と一緒
に風雅に出かけようと記している。正月二十五日に淇
園に宛てた手紙だが、残念ながら何年の差し出しかは
不明である。
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ところで江戸時代初期の仏師、円空の伝記は『近世
畸人伝』にのみ記されているといってもよいほど、円
空のことを書いた文書は少ない。同書の記述は伴蒿蹊
の親友であった三熊花顛（みくまかてん）が天明八年
春（ 、大火の直後に飛騨高山に取材したもので1788）

。 、ある 全国の俳諧仲間を尋ねて各地を巡った蝶夢だが
かつて飛騨高山の高弟・加藤歩蕭を訪れたときに、円
空の事跡を聞いた。花顛はそれを受け、蝶夢和尚の紹
介状を手に、この年の春秋二度、高山に取材し貴重な
円空伝が残されたのである。あらためてこの時期、交
流の重層濃密にして多士済々、百華繚乱の京を実感す
る。

なお伴蒿蹊は『都名所圖會』を書いた秋里籬島の文
章の師であった 『近世畸人伝』ともに両書は当時、。
大ベストセラーになった。名文である。

翁堂天井画

話しが脱線してしまったが、蝶夢和尚が再興した近
、 。江大津馬場 義仲寺の若冲花卉図の謎を考えてみよう

これまで先達の見解は、義仲寺の若冲天井画十五枚
はおおむね石峰寺観音堂から流出したものの片割れで
あろうとする。

小林忠氏が義仲寺芭蕉堂天井にはじめて見出したの
だが、若冲筆になる十五図の花卉図は伏見深草の石峰
寺観音堂の散逸分かと思われる、と同氏は記述してお
られる。

辻惟雄氏は、芭蕉像を安置した翁堂の天井にも、酷
似した様式の花卉図十五面が貼られていることを小林
忠氏に教えられた。東山・信行寺同様に檀家の寄付し
たものである点を考え合すと、この十五面も、もと石
峯寺観音堂天井画の一部であった可能性が強く、同じ
ものの一部とほぼ推定される。ただ、円相の外側が板
地のままで、群青（ぐんじょう）が施してない点が信
行寺のものと異なるが、これは信行寺の方も当初は板
地のままだったことを意味するものかもしれないとの
判断である。

狩野博幸氏は、信行寺の天井画と連れだったと思わ
れるものが、大津市の芭蕉ゆかりで名高い義仲寺の翁
堂の天井に十五面ある。信行寺の方は円形の外側は群
青に塗ってあるが、義仲寺の方は円形のままであり、
連れだったかどうか、いまひとつ確証がないと記して
おられる。ちなみに画の円相の直径は、信行寺の方が
一センチほど大きい。

佐藤康宏氏は、信行寺の百六十八面と別れて、大津
の義仲寺翁堂にも十五面が伝わるという。

ただ土居次義氏は、幕末に大津本陣から移されたも
のではないかと言っておられる。幕府と朝廷の融和を
図る公武合体策によって、孝明天皇の妹の和宮内親王
は、婚約していた有栖川宮熾仁親王と引き離される。
そして第十四代将軍徳川家茂に降嫁することになり、

。 。京から江戸に向かう 一泊目の宿が大津本陣であった
降嫁の最終決定は万延元年（ 、建物の古かった1860）

創刊5周年記念　若冲の謎

184



大津本陣は建て替えが決まり、翌文久元年に完工し、
和宮一行東下の宿泊所として利用された。

土居氏は、旧本陣格天井にあった花卉図がこのとき
にはずされ、義仲寺に移されたのではないか。それが
若冲画だったのではないか、と推察されている。

湖南蕉門

かつて蝶夢和尚が再興した義仲寺だが、幕末に炎上
する。安政三年二月七日（ 、寺の軒下に隠棲し1856）
ていた乞食の失火で、義仲寺無名庵と翁堂ともに焼失
してしまったという。

大津町と膳所城下の俳人たち、義仲寺社中、湖南蕉
門の主だった連中は協力し、再建を企てる。いまも寺
に残る文書がある 『長等の櫻』に抄文が紹介されて。
いるが、参考までに全文を記載する。

右／翁堂之額／寄付人 江州大津升屋町 中村孝
造 号鍵屋 俳名花渓／

紹介 江州大津 桶屋町 目片善六 号鳥屋 俳
名通六 清六作 外ニ 青磁香炉

天井板卉花 若冲居士画 極着色 右 通六寄進
／

春慶塗 松之木卓 右 花渓寄進／
再建 大工棟梁 大津石川町 浅井屋藤兵衛／
翁堂類燃 安政三丙辰年二月七日／
同 再建 安政五戊午年十月十二日 遷座／
義仲寺 執事 三好馬原 小島其桃 中村花渓

加藤歌濤／

これによると、芭蕉堂の再建は安政五年、和宮降嫁
決定の二年前ということになる。また同文書には、若
冲花卉図のおさめられた年の記述がない。それ以外に
も気になる点が多い。

まず中村孝造は号花渓だが、大津町の豪商、米問屋
・両替屋の八代目鍵屋中村五兵衛 「鍵五」孝蔵であ、
る。孝造ではなく、孝蔵である。彼は湖南蕉門の若手
リーダーとして当時、義仲寺を拠点に活躍した俳人で
あり、また茶もよくした。鍵屋は代々、各藩の藩米を
一手に扱う御用達として、大津でもいちばんの豪商で
あった。また各藩に膨大な額の金を貸付けていた。

維新後、この大名貸しのために鍵屋は破綻してしま
うのだが、中村花渓は明治二年、四十七歳にして還暦
と称し隠棲してしまった。彼は繊細でやさしさに溢れ

る人柄であった。俳諧
の仲間からの信頼も厚
かった。中村花渓の一
句を紹介する。

鶯のはつかしそうな
初音かな

鳥屋通六は、魚屋通
六が正しい 「魚屋」。
は鮮魚問屋と料亭を商
っていた。琵琶湖の魚
だけでなく、雪が降る
ころになれば、はるか
日本海の敦賀の漁港か

義仲寺翁堂「魚屋通六 書板」墨
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ら雪でかためた鮮魚を陸送し、湖北の塩津港から琵琶
湖を帆船の丸子舟で運んだであろう。冬場にしかでき
ない海鮮魚の搬送である。さらには新鮮な魚は湖南の
みでなく、京の街にも逢坂越えで運ばれたのではなか
ろうか。京は新鮮な海の魚に乏しい。大坂から淀川を
早船で輸送したことは知られるが、おそらく冬場、琵
琶湖ルートでも日本海の魚が運ばれたであろう。魚屋
は京の錦市場とも繋がりをもっていた。

さて、これらの記載から思うに、前記義仲寺文書は
明治中期以降に、過去の伝承や手控えをもとに書かれ
たのであろうと思う。執事のひとり小島其桃は大津後
家町の筆墨商、通称墨安の小島安兵衛である。没年明
治二十四年、享年八十一。彼の没後ではないか。

そして決定的な書付が同寺にあった。翁堂天井裏に
あった墨書板である。 年の堂修理の際に発見さ2006
れた。
「若冲卉花之画／天井板十五枚／寄付之／安政六年己
未夏／六月／大津柴屋町／魚屋通六」

花卉図十五枚が天井に収まったのは、安政六年夏
（ ） 。 。1859 のことであった 寄進者は魚屋の通六である

それから、前の文書で気になるのは「堂再建 安政
五戊午年十月十二日 遷座」の部分である。安政五年
の芭蕉の命日である十月十二日に再建され、翌年の六
月に絵がはめられたのであろうか。ずいぶん間延びし
ている。堂の建築構造は、同寺執事の山田司氏からご

、 、教示いただいたが 建物と格天井は一体になっており
後から天井を造ったのではない。建物を建てるとき、

同時に十五格子の天井もはめ込まれている。

「遷座」の字に注目すると、堂再建のため十月十二
日に神聖なる翁の霊を焼失地から遷座。そして地鎮再
建に取りかかり、翌年六月に完工し、同時に天井絵も
据えつけられた。このように考えるのがいちばん素直
な解釈ではなかろうか。

いずれにしろ安政六年六月に若冲画が天井を飾った
。 。ことに違いはない 和宮の降嫁決定はその翌年である

大津本陣にあったかもしれない天井画が移されたと考
えることには無理があろう。

それならば、この十五枚はもともと、どこの天井を
飾っていたのであろうか。まったくの推測でいえば、
やはり石峰寺であろうと思う。観音堂が完成する前、
同寺の絵図に描かれている小さな楼閣ではないか。観
音堂完成後、おそらく十五枚の花卉図は取り外され、
錦市場の伊藤家に収められたと考える。幕末期、大津
町俳人の魚家通六こと目方善六が、新築する翁堂のた

。 、めに同家から譲り受けたのではないか 通六は仕事柄
錦街の同業者や俳句仲間と接触していたはずだ。飛躍

、 。した空想であるが そのように考えるのも一興である

もうひとりの蝶夢

俳僧蝶夢のことは記したが、明治大正期に京都で活
躍した同名の蝶夢が、もうひとりいる。小松宮が羅漢
像を所望した旨の文書を紹介したが、同書で信徒総代
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に名を連ねた雨森菊太郎である。雨森家は代々、石峰
寺の檀家である。彼は儒学者月洲岩垣六蔵の次男とし
て、安政五年七月七日（ 、義仲寺翁堂焼失の翌1858）
年に生まれた。後に雨森善四郎の養子となる。同家は
近江国伊香郡の出であり、江戸前期の儒者・雨森芳洲
の一族に繋がる。号は蝶夢。

菊太郎は幼いころから、儒学を父親から学ぶ。その
俊才が槇村正直京都府知事の目にとまり、抜擢を受け
て城北中学校に通い、かたわら独逸学校で語学を習得
する。新島襄とともに同志社を設立した創設者のひと
り、山本覚馬について政治経済の要旨を修め、漢学を
菊池三渓と石津潅園に学んだ。これらの修練・和独漢
政経学が、その後の活躍の土壌になったと蝶夢本人は
語っている。

明治十年（ ）に京都府に出仕するが、六年後に1877
致士退官する。そして十六年に日出新聞（京都新聞の
前身）に、社長の浜岡光哲に乞われて入社した。その
後、亡くなる大正九年（ ）まで、二十年近く社長1920
を続ける 「京都第一の新聞」という市民の評価を在。
任中に得た功績は大きい。

十八年には京都府会議員に当選。三十一年に衆議院
議員当選のために府会を辞任するまで在任した。なお
師の山本覚馬は、明治二年から十年まで京都府顧問を
つとめている。そして二十二年の市制実施に伴い、雨
森は市会議員に当選し、さらに市会議長を十一年もの
長きに亘って続ける。

彼はまた、請われて多数の会社の役員・社長の任を
受け、京都政財界のリーダーと呼ばれた。さらには教
育や美術工芸の振興のためにも尽力した。たくさんの
学校の創設や運営にもかかわったが、なかでも京都府
画学校、いまの京都市立芸術大学であるが、同校の基
礎を築き発展に貢献した業績も大きい。二十二年の市
制実施にともない市立になった画学校に、雨森は親友
の市長・内貴甚三郎らとともに常設委員に任じられ
た。彼は没年まで、同校の評議員を続ける。明治二十
二年、京都美術協会創立にも尽力した。また彼の書画
鑑識の目が確かであったことも、同時代人には驚異で
あった。

また忘れてはならないのが、社寺に対する擁護の活
動であった。明治になって衰退した各寺と什宝を守り
復興するために、蝶夢が取った行動は目を見張るもの
がある。彼がつとめた信徒総代は五社寺を越え、評議
委員や社寺会役員も同数ほど、宗派に拘わらず社寺の
ために力を尽くした。

明治初年、相国寺も疲弊した。禅宗各寺を支えたの
は、将軍家や大名、武士階級、そして豪商や知識人な
どが主であった。それら階級の没落とともに、同寺も
頽廃する。本山境内周囲にあった塔頭は廃寺になって
しまった。明治二十二年（ 、住持独園禅師の大1889）
英断で、相国寺は若冲の最大傑作「動植綵絵」三十幅
を宮中に献納する。そして宮内省からは、金一万円が
寺に下賜される。相国寺はこれを資金に、人手に渡ら
んとしていた周囲の廃寺跡を買い戻し、現在の寺域を
保つことができた。
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相国寺では毎年九月十五日、いまも一山総出頭のも
とに斗米庵若冲居士忌を修行している。そして各塔頭
でも、朝課の回向に必ず斗米庵若冲居士の戒名を読み
込んでいる。同寺においては若冲の業績は、その名と
ともに永遠である。

「動植綵絵」斡旋には、北垣国道知事と土方久方宮
内大臣の力があったといわれている。しかしふたり以
外にも、陰で尽力したと思われる人物がいる。日本美
術行政の第一人者の男爵九鬼隆一と、蝶夢雨森菊太郎
である。蝶夢は当然、若冲と「動植綵絵」のことに精
通していた。おそらく義仲寺を再建した、同じ号をも
つ蝶夢和尚と翁堂の若冲天井画のことも、知っていた
であろう。

明治二十三年 『若冲画譜』が刊行される。信行寺、
の天井絵百六十八枚のうち、百画を選んで木版で摺っ
た版彩色全四冊である。題字序は帝国博物館総長で、
前年に美術雑誌 國華 を創刊した九鬼隆一 序の 國『 』 。 「
華」の太い字が躍る。なお精巧なカラー印刷技術のな
い当時、色刷りは版画によった。

雨森は『若冲画譜』の後書き、跋文を書いている。
「最近、京都の美術工芸が新時代に対応して改良が求

、 、 、められ 織工 陶工たちが古名画を争って利用適用し
新しい作品の資としているが、この若冲画譜は、画家
のためばかりでなく、これら各種美術工芸家の模範と
なるであろう 。美術工芸の振興や教育に尽力した蝶」
夢の故事がしのばれる。

跋文は長い漢文であるが一部、末尾原文を引く。

なお［榮土］は墓の意、應真は羅漢、居士は若冲で
ある 「余家先［榮土］在石峯寺正與居士塚及其所造。
應真像地相密邇則余於居士不為全無縁因者况余亦居常
屬望美術之振興者乃此譜之成安得［受辛］而不一言於
是乎跋／明治二十三年四月／蝶夢散史識」

なおこの本は、明治四十二年に芸艸堂（うんそうど
う）から再刊されたが、同社は初版の版木百枚すべて
を所蔵し、現在も明治二十三年版「若冲木版花卉画」
を摺っておられる。

蝶夢雨森菊太郎没後、七回忌に追悼集『蝶夢居士』
が刊行されたが、同書の序も九鬼隆一が書いている。
ふたりは社寺保存、什宝調査等、連携協力していたの
である。

フェノロサの墓（大津市・園城寺）
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日本美術界の恩人、フェノロサの墓は大津市の園城
寺・三井寺法明院にある。一周忌供養のために、美術
振興を企図する絵画展が三井寺円満院で開かれた。明
治四十二年のことであるが、発起人には九鬼隆一、岡
倉覚三、高崎親章、益田孝、本山彦一などとともに雨
森菊太郎と親友の内貴甚三郎の名もある。なお高崎は
そのころ大阪府知事だが、小松宮羅漢申請書を受け取
った元京都府知事である。

また円満院はかつて、近江の応挙寺として知られた
祐常門主の門跡寺院だが、昭和四十年まで義仲寺は円
満院の末寺であった。歴史の奇遇には、驚かされるこ
とが多い。

雨森は大正九年五月四日（ ）に亡くなった。墓1920
は石峰寺にある。羅漢たちと若冲の墓にはさまれた中
間の位置、洛南と洛西を見晴るかす高台にある。まる
で羅漢たちと若冲を見守るごとくである。雨森蝶夢が
慕った俳人の四明翁（ ～ ）が石峰寺筆塚を1849 1917
読んだ句が印象深い。

若沖の筆塚古りて萩芒（すすき）

文末に際して 『荘子』の胡蝶がみたであろう百華、
の夢のことを思う。それは彼岸の花園のごとく、見事
に美しい。
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宝蔵寺・相国寺・萬福寺・石峰寺

、 。伊藤若冲は八十五年の生涯 三ヵ寺に深く関わった
まず伊藤家の菩提寺である宝蔵寺。錦市場から徒歩数
分の位置にある浄土宗西山派、裏寺通六角下ルの同寺

境内には、若冲の父母
と弟たちの墓がある。
しかし若冲の墓は宝蔵
寺にはない。しかし、
おそらく四十歳で隠居
するまでは、彼もこの
寺の信徒であったろう
と思う。

つぎに親密になった
のが、御所の北にある
臨済宗の相国寺だ。三
十歳代なかば、売茶翁
に出会い、翁の仲立ち
で相国寺の大典和尚を
知ったと、わたしは考
えている。
本山相国寺には「動植
綵絵 「釈迦三尊像」」

三十三幅、金閣寺で有名な鹿苑寺大書院には水墨障壁
画五十面を寄進している。若冲と大典、ふたりの関係
は非常に深いものがあった。なお鹿苑寺は相国寺の末
寺である。

しかし彼の最高傑作「動植綵絵」三十幅を相国寺に
寄進した後、若冲は五十歳代なかばのころ突然、相国
寺と袂をわかち、絶縁してしまう。相国寺墓所には、
若冲の墓もある。ただ生前に建てた寿蔵であり、彼の
亡き骸は埋められてはいない。

そして最後の第三寺は、伏見深草の黄檗の寺、百丈
山「石峰寺」である。

還暦を迎える前、五十八歳の若冲は黄檗山・萬福寺
に帰依する。そして萬福寺末寺である石峰寺に、亡く
なる八十五歳まで四半世紀を超える歳月を晩年の力す
べてを注ぎ込んだ。

通称「五百羅漢」の石造物群、観音堂天井画など、
若冲が完成を目指したのは、現代のことばであらわせ
ば、釈尊一代記パノラマ「佛伝テーマパーク」であっ
た。

売茶翁再び

売茶翁は京の市井で売茶を生業としたが、宗教者ま
た文人として最高の世評人望を得、たくさんのひとた
ちに大きな影響を与えた。ちなみに彼の売茶とは、茶
道具を肩に担いでの移動式喫茶店、またささやかな茶
店を構えて煎茶を点てる小商いであった。しかし佛教

『 動 植 綵 絵 』 よ り 「 群 魚 図」
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の僧侶が物品を売った代金を生活の糧にすることは、
戒律で禁じられていた。だが翁はかまわずに売りつづ
ける。

彼は佛法についてこう語っている 「こころに欲心。
なければ、身は酒屋・魚屋、はたまた遊郭・芝居にあ
ろうが、そこがそのひとの寺院である。自分はそのよ
うに、寺院というものを考えている 」。

十八世紀の京都、文化の百華が繚乱する。学術芸術
はルネッサンスを迎えた。空に輝く綺羅星のごとく、
たくさんの才能たちが輩出し、大活躍した。

文壇画壇のルネッサンスは、売茶翁の影響からはじ
まったとされる。だいぶ後のことだが、藤岡作太郎が
著作『近世絵画史』で「画壇の旧風革新」と呼んだ時
期である。多士済々、京都文化が光り輝いた活気あふ
れる文化豊穣の画期であった。売茶翁によって、この
時代人は本当の自由を知り、文芸芸術が開花した。

当時の京都は、非僧非俗の売茶翁を文化軸の中心に
。 、回転した 江戸期最高の京文化が百華繚乱できたのは

自由と平等を至上とする売茶翁という温和な怪物がい
たからであろう。まさに売茶翁の存在は、十八世紀江
戸期京文化、いや日本文化における大事件であった。

「 」 。早川聞多氏は 売茶翁といふ事件 と称しておられる
高橋博巳氏は「売茶翁の自由がなかったら、六如の

詩にしろ大雅や若冲の絵にしろ、それらの創造の部分
が変質していたのではないか」と記す。

三十歳代のなかばころ、若冲は尊敬する売茶翁を通
じて、相国寺の大典を知ったはずだ。そして若冲は菩
提寺の宝蔵寺から離れ、大典を通じて相国寺と密接な

関係を持つ。大典は、若冲にとって深い親交をもった
無二の友であったろうと思う。相国寺との親密な関係
は以降、二十年ほども続く。

若冲におおきな影響をあたえた売茶翁は延宝三年五
（ ）、 。月十六日 九州肥前の神崎郡蓮池に生まれた1675

幼名は菊泉。地元佐賀の龍津寺において禅師化霖道龍
のもとで得度した。黄檗の道号は月海、法号を元昭、
のちに高遊外（こうゆうがい）と名のる。売茶翁と呼
ばれるのは、還暦のころに京都で喫茶店・茶舗を営み
だしてからのことである。

若かりしころ、まだ佐賀にいたときのことだが彼は
病をえ、一念発起した 「このように弱い肉体や精神。
ではいけない。釈尊におつかえ申すこともあたわぬ」

そして何年ものあいだ、江戸や東北など全国各地を
めぐり、修行学業にはげむ。臨済宗・曹洞宗の禅二宗
をきわめ、南都の鑑真和尚からはじまる律学まで修し
た。彼は当時、大秀才の若き学僧・文学僧として、将

。 、来を嘱望されたエリートであった 文学にもあかるく
詩でも書でも彼に比肩するひとは少なかったといわれ
ている。

ところが晩年、六十歳を前にして、久方ぶりに帰っ
て来た肥前を去る。寺は法弟の大潮元皓にゆずり、京
に向かった。だが、本山の黄檗山萬福寺にも入らず、
彼はなぜかまもなく寺を、さらには佛教までを捨てて
しまう。彼は「三非道人」を自称する。非僧非道非儒
だが、佛教でも道教でも儒教でもないとした。

当時の宗教界は、いまと同様であろうか、堕落して
いた。六十一歳、数え年の当時は六十をひとつ過ぎた
年が還暦である。この年ころ、彼は京で突然に茶舗を
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はじめた。そして天秤棒に茶道具一式をぶら下げ、肩
。 、 、にかつぐ 春は花の名所に 秋は紅葉で知られる地に

住居兼のささやかな茶舗もありはしたが、もっぱら日
々移動する。荷茶屋という。

彼の生活姿勢は、宗教家や知識人には痛烈な批判で
ある。いやしい職業にはげむ売茶翁は、時代を代表す
る知識人であった。翁の姿は都のあちらこちらで見か
けられたが、市井で清貧の生活を送る、実はとてつも
ない文化人だった。

彼の日々の収入などわずかなもの。特に客の絶える
冬場や長梅雨の時期、何度も喰う米にもこと欠き生活
は困窮した 「茶なく、飯なく、竹筒は空… 。翁の餓。 」
死を憂えた友人、亀田窮楽は長梅雨のある日、岡崎村
から双が岡の翁のあばら家へ、米を携え売茶翁を訪ね
た 「我窮ヲ賑ス、斗米伝ヘ来テ生計足ル」。

若冲の別号・斗米庵や米斗翁は、ここからとったの
ではないか、わたしはそのように想像したりもする。

そして大典が二十九歳、翁七十三歳のとき、売茶翁
の茶器・注子に若き和尚は「大盈若冲」云々の文字を
記した。京の避暑地として有名な糺の森での余興であ
った。ちなみに、この注子はいまも残っているがこの
年、若冲は三十二歳であった。

大典が注子に書いた「若冲」の字が、画家若冲の名
の誕生するきっかけであったことは、間違いないであ
ろうと思う。しかし大典が「若冲」という名をこの画
家に与えたと断定することはできない。

宝暦十三年七月十六日（ 、売茶翁を慕うたく1763）
さんのひとたちに惜しまれつつ、彼は永眠した。鴨川
の左岸ほとりの小庵、幻幻庵で没した。享年八十九。

遺体は荼毘にふされ、遺言によって骨はみなの手で
砕かれ粉にされ、鴨の川にすべて流された。骨の粉末
を川に流す葬法は、擦骨（さっこつ）とよぶのだそう
だ。いかにも売茶翁らしい己の始末であった。

大典和尚

若冲は三十歳代なかばから、大典和尚との親交を通
して、相国寺と密接な関係にあった。期間はほぼ二十
年におよぶ。それが六十歳を前にして、若冲は萬福寺

、 、 。に接近し 黄檗の石峰寺にその後 晩年を捧げ尽くす
相国寺を離れた理由のひとつは、大典を取り巻く周辺
環境の変化でなかろうか。

大典和尚の生涯をざっと見ておこう。大典は享保四
年五月九日（ 、近江神崎郡伊庭郷に生まれた。1919）
滋賀県の湖東、いまの東近江市能登川町伊庭。若冲の
三歳年下であった。

俗姓は今堀氏。字（あざな）は梅荘。諱（いみな）
は顕常。大典と号し、また蕉中、北禅などとも号す。
東湖、不生主人、淡海竺常ともいう。淡海は生国近江
の琵琶湖のことである。幼名は大次郎。

八歳のとき、黄檗山萬福寺の塔頭・華厳院にあずけ
られたが、兄弟子との不和がおきる。

毎夜遅くまで勉学にはげむ大典だったが、兄弟子の
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瑞倪が隣室から「おい、まだ本を読んでいるのか」と
いった。

大典は「いいえ、読んでいるのではなく、看（み）
ているのです 」。

よくあることだが、できのよい若者は、不出来な先
輩からいじめられる。禅寺において、師匠なり兄弟子
との不和は、ふたりの将来のために不幸であり致命的
なことである。

大典の父は不仲を知り、彼が十歳のときに萬福寺か
ら、旧知の相国寺塔頭、慈雲院の独峯慈秀和尚のもと
に移した。そして享保十四年三月（ 、十歳のと1729）
きに独峯和尚によって得度し、名を大次郎から顕常に
あらためた。

黄檗の詩僧・大潮和尚について文学を学ぶが、大潮
は売茶翁の弟弟子である。また儒は宇野明霞・字士新
の門で研鑽を積む。ちなみに大坂の片山北海も明霞の
弟子である 北海を中心に結成された大坂の詩文社 混。 「
沌社」には、大坂文化のネットワーカー・木村蒹葭堂
が有力なメンバーとして加わっていた。蒹葭堂は京で
も売茶翁や大典、聞中、池大雅、そして若冲たちと交
流があった。

そして独峯和尚引退の後を受けて大典は慈雲院の住
持となるが、独峯の死後、大典は師の三回忌を終えた
のち、病と偽って相国寺を辞し京の郊外に閑居す。宝
暦九年二月十二日（ 、大典和四十一歳のときで1759）
あった。そして十三年間、鷹峰、山端、華頂山下など
に住まいして市井にまじり、詩作、文筆著述業に専念
した。彼は佛学、経義、詩文に通じた当代隋一の文人
であり学僧であった。

この年、三歳違いの若冲は四十四歳。時代を代表す
る学者で文人である僧大典が、なぜか寺を出、栄達を
拒む。若冲はそのような彼を尊敬していた。また大典
は若冲に画の天才を見抜きそのひとと才能を愛する。

大典の蔭からの推挙で、鹿苑寺大書院の障壁画を描
いたのは宝暦九年、大典が寺を出る年である。

明和四年（ 、相国寺は連環結制を営む。全国1767）
の雲水修行僧が同寺に参集することになった。本山は
大典に帰山をうながすのだが、彼はなおも承諾しなか
った。すでに四十九歳である。

そして明和九年四月、再三の復帰要請を断ることも
ついにかなわず、大典は相国寺慈雲院に戻る。大典五
十四歳、若冲五十七歳であった。

安永七年（ ）には幕府より朝鮮修文職に任ぜら1770
れた。翌年には相国寺第百十三世住持に、そして五山
碩学にも推挙された。天明元年（ 、以酊庵輪住1781）

。 。の任にあたり対馬に着任 約三年間の任期をつとめる
そして天明八年の大火の後には寺復興のために全力を
投入し、享和元年二月八日（ 、若冲没の半年ほ1801）
ど後、友を追うように慈雲院で没した。

大典の命日二月八日は、くしくも若冲が錦街で生ま
れた誕生日であった。

聞中浄復

黄檗僧の聞中浄復（もんちゅうじょうふく）は宝暦
八年（ 、二十歳のときに相国寺の塔頭・慶雲院1758）
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に掛錫（かしゃく）する。掛錫とは、僧がほかの寺に
留まることだそうだが、彼の滞留は十四年もの長期に
わたる。そして聞中はその才を大典に愛され、門人中
第一位を占める。

ある時、聞中は若冲に雁の画を学び、毎日一紙を写
し描くのことを日課とした。いつのことか不明だが、
おそらく明和八年（ 、若冲畢生の大作「動植綵1771）
絵」全幅寄進の終わった翌年明和九年のことではない
かと思う。大典が聞中に苦言を呈した。

同九年四月、大典は本山の勧告で、十三年ぶりに相
国寺に復帰する。聞中も同じ年に登檗する。聞中は開
山隠元百回忌の書記をつとめるために呼び戻されたの
である。久しぶりに萬福寺に帰った。聞中三十三歳、
大典五十四歳、若冲五十七歳の年である。おそらくこ
の年、若冲と大典の間に大きな溝ができた。

聞中は毎日絵を書くことの許可を、大典禅師に請う
た。すると、禅師は書状をもって 「佛徒には重要な、
一大事がある。それがためには爪を切る暇もないはず
だ。文学の如きも、もとより本務ではないが、道を助
けるため、性の近き所、才能の能する所をもって、緒
余にこれを修めるに過ぎぬ。その他の芸術は、法道に

。 、おいて何の所益があるか 父母がおまえに出家を許し
師長が教誡しておまえを導き、檀越檀家がおまえに衣
盂の資を供給してくださる等の本意はどこにあるか。
よろしく考慮せよ。わたしの許可とか不許可に關する
訳では、決してない……」

若冲は聞中からこの話を聞いて、あるいは大典の書
状をみて、どのように感じたであろう。号泣したので
はないか。

ところで室町時代中期以降、参禅の風はすたれ、五
山僧は詩文に浸るを善しとしていた。文学の安きへの
潮流を禅林各寺が連携して、本来の宗教禅に復帰しよ
うとする禅宗の改革運動が起きる。活発化した参禅学
道の「連環結制」が、大典の芸術感も変えてしまった
のであろうか。

聞中の描いた「芦雁図」だが、はじめて発見されミ
ホミュージアムで開催された「若冲ワンダーランド」
展に出品された。実は、わたしが出品の手伝いをした
だけに感慨深い。

「 」 、 。余談だが若冲画 亀図 の賛は 聞中が記している
若冲没後、二十五年もたってからの後賛で「八十七翁
聞中題」とある。聞中浄復、彼が亡くなったのは若冲
逝去の二十九年後、実に九十一歳であった。みな驚く
ほど長命だ。それともだれもかれも、年齢を加算をし
ていたのだろうか。
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伯珣照浩

若冲がはじめて、黄
檗山萬福寺第二十世住
持の伯珣照浩（はくじ
ゅんしょうこう）に会
ったのは、安永二年
（ ）夏のことであ1773
る。若冲五十八歳。大
典が十三年間の自由気
ままな文筆生活に終止
符を打ち、相国寺に戻
り激務を開始した翌年
のことである。

聞 中 は 明 和 九 年
（ 、萬福寺で隠1772）
元百回忌の書記をつと
めるために呼び戻され
た。翌安永二年には、

伯珣結制の冬安居の知浴をつとめる。そしておそらく
聞中らの手引きで、若冲は伯珣に会うことになる。若
冲はその時、道号「革叟 （かくそう）と、伯珣が着」
ていた僧衣を与えられた。若冲の喜びはいかばかりで
あっただろう。

禅僧は道号が決まると、師と仰ぐ人物からその意味
付けを記した書をもらう。若冲より三百年も前の雪舟
も、相国寺の画僧であった。彼の名「雪舟」について
鹿苑寺の竜崗真圭は記している。大意は、雪の純浄を
心の本体に、舟の動と静を心の作用にたとえ、これを

体得して画道に励むことと。しかし雪舟に対する評価
は寺では低かった。後に相国寺を去り、大内氏の山口
へ、そして大内船の遣明使に従って明に渡航する。そ
して大成した。

若冲も伯珣から同様の書「偈頌 （げじゅ）を贈ら」
れた。一部を意訳してみよう。

「 、若冲が黄檗山萬福寺に 来たってはじめて余に謁し
名と服とを更（あらた）めんことを乞う。因って乃ち
命ずるに革叟を以てし、弊衣を脱して之を与う。顧み
るにそれ身を世俗より脱して、心を禅道に留む。猶お
故（ふるき）を去り新しきを取るがごとし。此に余命
ずるに革を以てする所以なり。子其れこれを勉めよ。
黄檗賜紫八十翁伯珣書」

これまでの事を若冲自ら言う、絵の事業はすでに成
り終わったと。また我はあえて久しく世俗に混じって
きたことかと。…顧みるにその身において、世俗を脱
し、心を禅道に留め、…お前が画を描くことの刻苦勉
励はこの上なく巧みで、神に通ずるまでに達した。

過去はよし。いまは古き道の轍（わだち）を革（あ
らため）よ。水より出る蓮は古い体を脱し、まったく
新しいものとなる。

「革」は革命の革 「叟」は「翁」の意味。偈頌は、
若冲の出家を意味している。

「 、そして 幼にして丹青を学び…絵事に刻苦すること
ほとんど五十年」と記されているが、この夏、若冲は
五十八歳であった。彼が画を習い始めたのは、十歳に
なる前であったのであろうか。古来、子どもの習い事

伯珣 偈頌照浩筆「革叟」
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始めは六歳の六月六日からという風習がある。

若冲が久しぶりに描いた「猿猴摘桃図」に伯珣の賛
も得ている。安永三年（ 、錦市場の事件が解決1774）
した八月二十九日の後の作画であろう。

賛「聯肱擬摘蟠桃果。任汝延年伴鶴仙 。子を背に」
した猿の父親が、妻の腕をしっかり握り、いまにも折
れそうな枝にぶら下がって、三個の桃を摘もうとして
いる。桃を食べればお前の寿命は延び、鶴に乗る仙人
に従うようになろう、といった意味である。彼が石峰
寺門前に居を構え、亡くなった弟の妻らしき女性と、
その息子らしき子どもと三人、仲睦まじく暮らしてい
たことが思い出される。

石峰寺は、黄檗山第六代住持・千呆（せんがい）禅
師が開創した寺である。萬福寺の末寺・石峰寺の後山
を画布にみたてて、五百羅漢石像を構築することの提
案が、千呆の法系を嗣ぐ伯珣から出されたのではない
かとわたしは想像する。若冲が自分勝手な思いつきの
喜捨作善で、寺境内を自由に造営することは許される
ことではない。石峰寺住持も勝手に、一市井人との話
し合いでやれる事業ではない。本山からの提案であろ
う。そうであれば、聞中、俊岳、密山らの打ち合わせ
が事前にあったことは、想像に難くない。

、 、 、当時 十六あるいは十八羅漢 また五百羅漢なりは
時代の流行でもあったようだ。萬福寺には范道生作の

、 。十八羅漢像や 王振鵬の五百羅漢図巻が古くからある
また池大雅の「五百羅漢図」も有名である。大雅の大
作屏風画は明和九年（ 、隠元百回忌に制作され1772）
たという。大雅の友人でもある聞中が、萬福寺に久し

ぶりに戻った年である。
そして江戸黄檗山の寺、天恩山羅漢寺も木像五百羅

漢で知られる。同寺は松雲元慶（ ～ ）の開1648 1710
基であるが、彼は京仏師の子である。画禅一致、自ら
五百三十余体の仏像や羅漢像を造りあげた。

伯珣が石像五百羅漢造営を、それも千呆禅師開創の
石峰寺に望んだとしても不思議ではない。

若冲は世間からは、釈若冲あるいは僧若冲師、画禅
師とみなされ、出家者として扱われてきた。しかし若
冲にとって、寺の雑務や行事儀式、複雑な上下左右の
人間関係など、とても手に負えるものではない。気ま
まな世界で、自由に画を描き続ける創造活動こそが、
彼にとって唯一望むところの生きる道であった。市井
で茶を売った売茶翁高遊外のように、晩年の彼も、勧
進のためとはいえ売画を蔑むことはなかった。画を無
心に描くことは、若冲にとっては座禅と同一であり、
参禅であったろう。画禅一致の境地であろう。また石
峰寺への勧進であった。

彼は「居士」すなわち在家者として葬られた。禅僧
、 、 、 。の墓碑に記される 和尚 大和尚 禅師などではない

伯珣が与えた「革叟」という出家名は、錦市場事件が
無事に解決したために、もう用いる必要がなくなった
のであろう。若冲は出家し、この法名でもって幕府に
直訴するつもりだったとわたしは考えている。だが無
事を得て、革叟の名は大切に密封された。錦の事件に

1771ついては、別記の年譜を参照していただきたい（
年～ 年）1774

ところで黄檗山に正式に認知登録された僧の名を記
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す「黄檗宗鑑録」に、革叟若冲の名はない。結局のと
ころ、彼は売茶翁と同じく、非僧非俗こそ最上の生き
方としたのであろう。ちなみに売茶翁こと元黄檗僧の
月海元昭は、昭和三十三年に追贈され、はじめて「宗
鑑録」に名が載る。高遊外没後、実に百九十五年が経
っていた。
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若冲はいまだに謎の多い人物である。謎のひとつに
年齢加算の難問がある。享年は数え年齢で八十五歳で
あった。ところが八十六、八十七とか八十八歳と自ら
記した作品が残っている。実年齢に最大 歳を加算し三
ている。

狩野博幸氏は、還暦以降の改元に際してその都度一
歳を加算したという「改元一歳加算説」をとなえてお

1719られる 例としてあげられるのが茶人の川上不白。 （
～ ）で、二歳か三歳を加算しているが、どうも1807
改元ごとに一歳ずつを足したようだ。

「昔は還暦の後は年なしとし、改元ごとに一年ずつ
加算した 。狩野氏のこの解釈がいまではほぼ定説に」
なっている。確かに説得力のある加齢説であるが、は
たしてそうであろうか。

若冲が還暦以降に迎えた改元は二度。安永から天明
へ、天明から寛政へ、二回の改元であった。二度の改
元では八十七歳止まりであり、三年上乗せの八十八歳
には届かない。

もうひとつの説を辻惟雄氏が提唱しておられる。若
冲は「四」という数字が「死」に通じるため、還暦以
降は四のつく年を忌避し、四を五に変えてしまったと
いう説である。六十五、七十五、八十五歳。この三度
の一歳加算で享年は八十八歳になったとする。

岡田秀之氏は「伊藤若冲の年齢加算について （ 國」「
華」 号）でより詳しく論じておられる。1408

、 、 、まず民俗学による戦前の調査から 年増し 年違え
耳ふさぎの風習を紹介する。身近な同年齢者が亡くな

、「 」 、ると 同齢感覚 という不安畏怖の民間信仰心から
歳をひとつあわてて加えた事実が数多く報告されてい
る。

また文献史学からは平山敏次郎氏が中世から近世に
かけて、年違え、耳ふさぎの加齢があったことを、史
料からたくさんの例をあげている。

耳ふさぎ・耳ふたぎとは、家族のなかのだれかと同
年齢者が亡くなったことを知ると、家人は同年の本人
にはその死を知らせずに、あわててモチをつく。そし
て正月をいち早く迎え、一歳加齢してしまう。そして
搗いたばかりの餅を当人の耳に当て、亡者が同年の生
者を呼ぶ声をふさぐ。

また凶作の年にはその年を早く終えるために地域あ
げて餅をつき、今年におさらばし夏や秋に正月を迎え
てしまう。豊作の兆候でも台風などの被害を恐れて、
いち早く門松をたてて正月を迎えてしまうこともあっ
た。ただこの風習では地域共同体の全員が早めの加齢
を迎えるので、終生の加算が続くとは考えにくい。た
だ年に二度正月祝いをすれば年齢加算になってしま
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う。
民俗学や文献史学にみえる「年違 （としたがえ）」

の記述をみていると、改元と年齢加算は無関係といえ
そうである。

さてつぎに歴史上の人物で、明らかに年齢を加算し
ているいくつかの例を、年代をかまわずランダムに紹
介してみよう。

燄富岡鐵斎と常煕興

画家の富岡鐵斎（ ～ ）は、大正十三年大1837 1924
晦日、数え八十九歳で亡くなった。後一日たてば元旦
であり、目出度く卆寿九十歳を迎えるはずだった。と
ころが彼は生前にいち早く九十歳と年記している。実
は八十九歳の夏ころに予祝を行い、一足早く卒寿の祝
いを済ませて九十歳にしていたのである。

燄予祝では常煕興 （じょうきこうえん／ ～1582
）も同様である。彼は中国の黄檗僧だが、日本で1660

黄檗禅をひろめた隠元を助けた人物である。七十九歳
の七月ころ、病のために起きることあたわず。九月早
々、傘寿八十歳を予祝。九月二十九日に示寂。

司馬江漢

司馬江漢（ ～ ）は還暦を期して、実年齢1747 1818
に九歳を一気に加算している。そのため享年は七十二
歳説と八十一歳説がうまれてしまい、研究者の間では

いまも混乱している。
江漢の一気加算は文化五年（ 、六十二歳にな1809）

った正月である。その後、没年までこの九歳の下駄履
き上げ底を通した。以降は毎年、ふつうに一歳ずつ加
算している。実享年は七十二歳だが、彼が称した年齢
では、没年は八十一歳であった。彼もまた改元加算に
は無縁だ。

昔は数えで歳を数える。還暦は六十一歳。江漢は還
暦を過ぎた直後、翌正月元旦に通常の一歳にプラス九
歳も加齢した 「還暦過ぎれば年知らず 、どうもこの。 」
文言は正しいのかもしれない。ただ、改元ごとに一歳
加算したという説には、まだ納得がいかない。

江漢の人生をざっとみてみよう。画作はまず幼くし
て狩野派に習う。これは若冲も同様のようである。そ
して父を亡くした十代なかばの江漢は、生活のために
浮世絵師となる。そして二十歳ほどの彼は師匠、天才
絵師の鈴木春信に並ぶほどの力量をみせる。錦絵美人
画で高名な春信急逝ののち、困惑した遺族や関係者に
請われ、春信の贋作を数多く描いたといわれている。

、 、 、売れっ子絵師を失ってしまった版元 彫師 摺師など
関係者の失職困窮を救うためであった。また彼はのち
に鈴木春重を名のり、美人画を数多く描いている。

その後、宋紫石（楠本幸八郎雪渓）について、中国
清の南蘋画を習得し、師友の平賀源内を通じて西洋絵
画に傾斜する。そして日本ではじめて銅版画エッチン
グを創始した。独自の油画も生み出す。

蘭学仲間にも加わり、天文地理学に通じ、天動説の
一般普及にも貢献している 精巧な銅版画 江漢作 地。 、 「
球全図 「天球図」も有名である。蘭学では、前野良」

創刊5周年記念　若冲の謎

199



沢、杉田玄白、大槻玄沢などの学者に交わる。彼の兄
貴分であった平賀源内のつながりであろう。

文人としても多く書き残しているが、自由平等の思
想を説く。封建時代人としては珍しい先進のひとであ
った 「人間はこれ世界虫、上下をとわず、すべて同。
一の人間 「上天子将軍より、下士農工商非人乞食に」
至るまで、皆以て人間なり 「人間が牛馬ではなく、」
人間が人間らしく生きて、人間を尊ぶ」など、幕末前
の同時代を超えた「市井の哲人 、畸才であった。」

また事業として江漢は多くの品々を制作したが、驚
くべきものに補聴器やコーヒーミル（オランダ茶臼）

。 、 、もある 阿蘭陀茶臼は写真でみたが デザインも優れ
現代に「江漢ミル」複製を製作発売しても、かなり売
れそうなほどの優品。エレキテルで知られる「非常の
人 、平賀源内の弟分だけのことはある。」

さて司馬江漢の九歳加算について、成瀬不二雄氏が
紹介する細野正信氏の二説がある。

まず崎陽隠士輯『巷説集 （天明 年刊 元長崎県立』 2
） 。 、 、図書館蔵 の記載 この本は 長崎のオランダ語通訳

日本人通詞にかかわる百余話を記したものだそうだ。
江漢は親しく接した通詞の吉雄幸作らを通じて話しを
知ったであろうという。
「養老山人とて一畸人ありて、或時己の齢に一時に九
歳を加えて大悟散人と称すと云、何謂か分明ならずと
雖、俄に世を欺くは佯老散人とも可称歟」

著者の崎陽隠士は、行文から推して後に松平定信に
属した通詞、石井恒右衛門と考えられる。

そしてもうひとつの説は江漢が晩年、老荘思想に傾

斜したことから 荘子 寓言篇 雑篇第二七 の 九、『 』 （ ） 「
年而大妙」に細野氏は注目された。
「顔成子游はいった。わたしは先生の話しを聞くよう
になりましてから、…八年たつと生と死の区別を意識
しなくなり、九年たつとすべてを一体とする絶妙の境
地に達することができるようになりました」

『 』 「 、 、 、荘子 原文では 一年而野 二年而従 三年而通
四年而物、五年而来、六年而鬼、七年而天成。八年而
不知死、不知生。九年而大妙 」。

細野氏は、江漢は九年を加え、大悟の心境を装った
とされる。大妙は「すなわち大悟の意である。九歳年
齢を加えて、一足とびに自らにいいきかせるように悟
りに入ったつもりになったのである」

いずれも説得力のある見解だ。しかし、わたしはあ
えて追加したいと思う考えがある。江漢は晩年 「た、
だ老荘のごときものを楽しむ」としているが、禅寺の
鎌倉円覚寺の住持、誠拙和尚の弟子であると記してい
る。江漢は、老荘思想と禅に親しんだ。

彼の伯父、父の兄は、絵心の達者なひとであった。
江漢「六歳のとき、焼き物の器に雀の模様のあるのを
見て、その雀を紙に写し描いて伯父にみせた。また十
歳のころ、達磨を描くことを好み、数々画いては伯父
に見てもらった」と自ら記している。

幼いころから江漢は、達磨に惹かれていたようだ。
達磨・菩提多羅は天竺より六世紀、中国の北魏の少林
寺に到る。同寺の岩窟で面壁端坐、面壁九年という。

江漢は達磨の大悟九年を、還暦を過ぎたとたん、一
気に達する、あるいは到達しようと考えたのであろう
か。
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鈴木春信

司馬江漢の画師 錦絵創始の浮世絵師・鈴木春信 ～、 （
明和 年 月 日か 日 年）だが、彼も享年7 6 14 15 1770
が定まらない。出身も身分も家族のことも、何もわか
らない謎の人物である。ただ司馬江漢のもうひとりの
師であった平賀源内が長屋住まいのころ、その長屋の
家主は春信であった。当時、三人はみな非常に近い関

係 だ っ た の で あ
る。

春信の没年齢に
ついては、四十六
歳、五十三歳、六
十七歳などと実に
さまざま。ただ司
馬 江 漢 が 記 し た
「そのころ、鈴木
春信という浮世絵
師、当世の女の風
俗を描くことを妙
とした。四十余に
し て に わ か に 病
死」

享年を推定する
史料はこの江漢の

記載「四十歳余」しかない。現在では四十六歳没とい
う説に落ち着いているそうだが、確たる根拠はなさそ
うだ。

春信はおそらく年齢加算とは関係なく、単に生年が
不明であるというのが結論ではないか。昔のひとは生
年不詳、あるいは不明という方があまりに多い。われ
われ現代人とは、生年月日の感覚意識がおおいに異な
るように思う。また正月元旦に歳を加える時代、生誕
月日にはあまりこだわる必要がない。

確然と存したのは、過去帳や墓表などに記された記
録である。逝ってはじめて記載される記録だけといっ
てもいいようだ。江戸期以前の彼らには、出生届も戸
籍もなかった。亡くなると、過去帳や墓に没年月日は
書き込まれるが、享年記載がなければ年齢不詳になっ
てしまう。また享年の歳を記されてもその年齢は、加
算や偽年かもしれない。当時の没年齢は、簡単に信用
してはいけないようだ。

歌川広重

「東海道五十三次」で有名な浮世絵師・歌川広重
（ ～ ）は幕府定火消同心の安藤源右衛門の1797 1858
長男であった。父は下級武士で三十俵二人扶持という
微禄。安藤家は代々、幕府の定火消役人をつとめる。

広重十三歳の文化六年（ 、彼は母をそして父1809）
を相ついで亡くした。やむなく年齢を四歳加算する。
急ぎ元服を終え、家督を相続した。士分の家を守るた
めの急な成人式、年齢加算であった。

そして実年齢十五歳にして、幕臣のまま浮世絵師の
歌川豊広に入門した。翌年にはその腕を認められ、十
六歳で早くも歌川広重の名を許される。司馬江漢も十

鈴木春信画
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代、まったく同様に浮世絵師を経験している。ふたり
はともに家計を支えるための売画、そして浮世絵画の
修行であった。

その後、広重は定火消の役を親戚の安藤仲次郎にゆ
ずり、自身は画業に専念する。なお広重は歌川だが、
本名から安藤広重ともよばれたようだ。

ところで広重の没年齢は六十二歳だが、六十五歳と
六十六歳説がある。これは十代にして、やむなく家督
相続のために四歳を加算し、そのまま年齢をかさ上げ
した歳を引きずっていたためと思う。役人としての彼
は、四歳加えた年齢を称さざるを得なかった。家督断
絶を防ぐために少年が年齢を四歳も足す。年齢加算に
はいろいろなケースがあるものだ。

ところで、参考までに江戸火消の組織を記す。
三組織があった。まず大名火消。なかでも加賀藩前

田家の加賀火消と、播州赤穂浅野家の大名火消が有名
である。赤穂義士の討ち入りの姿は火消装束だが、お
そらく浅野家の誇るべき火消役の誇示、あるいは火消
装束がために夜間に大路を自由に行進できたからであ
ろうか。勝手なわたしの推測だが。

そして二つ目の組織が、いろは組。五十に近い組で
有名な町火消である。江戸の華と呼ばれた。

三番目が定火消（じょうびけし 。幕府直轄の火消）
。 、 、組織である 広重のころ 定火消隊は江戸に十組あり

各組の長は旗本で五千石級。江戸城内の菊の間敷居外
詰で、一万から二万石の城なし大名同等の待遇であっ
た。火事出動のさいには、組の長の定火消役は銀筋星

兜の火事頭巾と火事装束をつけて騎馬で駆けつけ、現
場の床几に腰をかけた。

各定火消役・組旗本の配下にあったのが、下級旗本
の与力である。騎乗することが許された与力が、一組
に六人ついた。その下に広重らの徒歩同心三十人がい
る。同心は御家人で、旗本とちがって将軍お目見えも
許されない。身分の低い下級武士である。幕臣とは名
ばかりで、生活困窮者が多かった。

定火消部隊の出動時、一隊の構成は、上番十人、下
番五人、水番十人、残番十人、纏番十二人、玄蕃桶持
ち六人、梯子番十六人、ポンプの竜吐水持ち八人、鳶
口持ち十人、籠長持ち二人、用箱持ち一人、部屋頭三
人 役割二人の合計九十四人 彼ら隊員は 臥煙 が、 。 「 」（
えん）と呼ばれたが、日勤常時だいたい百人くらい。
定火消屋敷に詰める彼らは三交代制なので、一組で総
定員約三百人の組織になる。江戸全体では十組計三千
人以上。

これらの臥煙たちを実質、直接指揮していたのは、
薄給の広重ら御火消御役同心であった。一組に三十人
所属した同心は、三十俵三人扶持から十五表二人扶持
まであり六人いた上司旗本の定火消御役与力の八十俵
高よりもずっと低かった。

木喰行道上人

木彫仏で有名な木喰行道上人、明満仙人（ ～1728
）は、遊行僧として北海道から九州薩摩まで巡っ1810

た。そして各地にたくさんの微笑仏を残したが、彼は
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六十六歳のときに一気に十歳を加算し、それ以降ずっ
と十歳上の年齢を押し通す。そのため実享年は八十三
歳だが、どの古記録にも九十三歳と記されている。

木喰は六十六歳の年に念願の五智如来像を完成させ
たが、自らの名を「五行菩薩」に改名し年齢も十歳加
算した。小島梯次氏は「大きな懸案事項を成し遂げた
充実感の中での心機一転のために改名に連動して改年
齢が行われたと思われる」

狩野永岳

狩野永岳（ ～ ）は六十五歳のときに六十1790 1867
七歳と款記し、その後もずっと二歳の加算を通してい
る。彼も改元とは無縁である。京から江戸に出向いた
折り、天気晴朗のなかで不二の山を往復で二度拝んだ
からではないかとも言われているが不明である。

狩野永岳（かのうえいがく）は、幕末期に京を中心
に活躍した画家。京狩野家第九代として、激動する幕
末期に京狩野派を再興した人物である。生年寛政二年
（ ）は、若冲没の十年前。亡くなったのは慶応三1790
年一月二日、同一八六七年は明治改元の前年、坂本龍
馬や中岡慎太郎たちが非業の死をとげた動乱の同じ年
である。

永岳は朝廷禁裏、摂家九条家、東本願寺、紀州徳川
家、譜代筆頭彦根伊井家、臨済や真言の本末寺などの
御用絵師をつとめる。また近江長浜や飛騨高山などの
豪商富農たちとも深い絆をもっていた。狩野派の絵描
き集団、工房の連中を養うことは九代当主として、か
なりの重荷であったろうと推察する。

彼も若冲同様に晩年、実年齢を加算している。以下
は、高木文恵著『伝統と革新―京都画壇の華 狩野永
岳―』による。

永岳は、慶応三年（ ）正月二日に没した。享年1867
七十八歳であった。京狩野派の菩提寺は、真宗大谷派
の浄慶寺で、墓所は東山の泉涌寺の裏山にある。永岳
の年齢については、ひとつの謎がある。六十四歳まで
は実年齢を称しているのに、六十五歳からは二歳加え
た年齢を称していることである。年紀はないが、七十
八歳で亡くなったはずなのに七十九歳と記す作品があ
り、京狩野派に伝わる資料では、永岳が八十歳まで存
命したことになっている。これらはいずれも二歳加齢
したためと考えられる。どのような理由からなのか、
今後の検討を必要とする。

また脇坂淳氏は「狩野永岳の年齢加算問題」に記し
ておられる。

狩野永岳の作品は今日、相当数が知られるようにな
り、彼の作品の中には制作時期を示す年紀、あるいは
制作した時の年齢を記した作品が存在する。…一八五
三年三月までは通年の数え年を表記し、翌年の一八五
四年二月になると急に年齢を増す。永岳は六十四歳か
ら新年を迎えると六十五歳になるのが普通であるが、
そのうえにニ歳を加算して 一気に六十七歳という年[ ]

齢を標榜するのである。そして以降は年が変わるたび
に六十七歳に一歳ずつを加えて八十歳の年に没する。
実年齢は七十八歳であった。
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嘉永七年十一月二十七日、安政に改元された。しか
し彼の年齢加算は、改元の九ヶ月も前である。また嘉

、 、 、永以降の改元は永楽没の慶応三年までに 安政 万延
文久、元治、慶応と五度もあった。しかし永岳の加齢
は、嘉永六年から七年にかけての一年足らず間の、実

、 。年一歳プラス二歳のみで 度々の改元とは無縁である
両年加算の後、永岳はただ単に一歳をふつうに足した
だけである。

狩野家資料には「禁裏御内、狩野縫殿助（永岳 、）
八十歳 。ボストン美術館蔵「雪景山水図」には「金」
門（禁裏）畫史狩野永岳八十翁筆」とあるという。

通説「還暦すぎては年はなし」は、確かのように思
う。しかし改元ごとに一歳加算するという説には、納
得しかねる。

川上不白について岡田秀之氏は年齢書きのある遺墨
を調査した結果、どの作も「実年齢に一歳加算してい
るだけで、不白が改元ごとに一歳ずつ加算したような
事実は確認できなかった」としておられる。

数え還暦の六十一歳までは正確に数えるが、それを
過ぎれば年齢加算は個々人の勝手で、ある程度自由だ
ったように思う。改元年に加算した人物は、いまだに
誰ひとりも確認されていない。

ところで上記のどの人物も江戸後期の生まれだ。そ
のころ画家文人や宗教者などには、還暦後の加算は特
殊なことではなかったのではないだろうか。

生年は若冲 年、川上不白 年、木喰上人1716 1719
年、司馬江漢 年、狩野永岳 年富岡鐵1728 1747 1790

斎 年など。紹介できた実例はこの程度だが、大1837

悟散人も含め圧倒的に十八世紀の生まれが多い。
これからもっとたくさんの加算例が発見報告される

ことであろう。そ
れらによっていつ
かは解明されるだ
ろうが、年齢加算
にはさまざまの個
人の事情がありそ
うだ。しかし若冲
の年齢問題は、き
っと近い内に解決
するという予感が
する。

『動植綵絵』より「池辺群虫図」
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2013 1※この年譜年表は 「石峰寺伊藤若冲顕彰会会報」に掲載していただいた記事文を修正加筆した。連載期間は 年、
月から 年 月まで年 回計 回。15 1 2 5

一七一六年 正徳六年 丙申 一歳
二月八日 若冲生まれる（ ～ 。幼名は不○ 1716 1800）

明 京都錦小路高倉東南角の青物商 枡屋 通称 枡。 「 」、 「
源」の伊藤家長男。父は枡屋主人の三代伊藤源左衛門

（ ）。 （ ）宗清 ～ 母の法名明誉清寿 ～1697 1738 1700 1779
。 、 、は近江の武藤氏の娘 若冲が誕生した時 父は二十歳

母は十七歳だった。枡屋は錦市場の中魚屋町南側。画
名は汝鈞、字は景和、後に若冲。枡屋は錦高倉市場を
代表する京有数の青物の大店であった。

五月二十二日 正徳は享保に改元。○

一七一九年 享保四年 己亥 四歳
○四月 次弟の宗巌白歳が生まれる。

五月九日 後に若冲の親友になる大典（ ～○ 1719
、幼名大次郎が生まれる。字は梅荘、諱（いみ1801）

な）は顕常。号は大典、蕉中、北禅、東湖など。父は
儒者医家の今堀東安。近江国神崎郡伊庭郷（滋賀県能
登川町伊庭）

一七二六年 享保一三年 丙午 十一歳
、 。○八歳のとき 今堀大次郎は父とともに京都に移った

黄檗山萬福寺華蔵院に預けられる。実兄たちはすでに
萬福寺で黄檗僧になっていた。

一七二八年 享保一一年 戊申 十三歳
大典十歳。相国寺塔頭の慈雲庵に移る。父東安と旧○

知の学僧、独峯慈秀和尚に学び、翌年に得度し名を大
次郎から顕常に改めた。しかし将来を嘱望されていた

、 、大典だが三十年近い後 四十一歳のときに寺を退隠し
十三年間も自由気ままな文人生活を送る。そして度々
の帰山勧告を受け、ついに本山相国寺に戻った後は京
を代表する学僧として、相国寺百十三代住持すなわち
住職をつとめる。

一七三一年 享保一六年 辛亥 十六歳
売茶翁（ ～ ）は黄檗の寺、九州肥前の蓮○ 1675 1763

池、龍津寺住持を朋友で法弟の大潮元皓に譲り、この
年に京へ移り住む。五十七歳。姓は柴山、号は月海、
諱は元昭。その後、僧の身分を完全に捨て、一介の俗
人になる。そして姓は高とし号を遊外とした。
当代有数の学僧で文人書家として知られた彼は僧籍を
離れ、還暦の享保二十年ころから、ささやかな煎茶の
店、清風「通仙亭」を東山の鴨川のほとりに開く。売
茶翁の呼称はこのときから。その二年後の元文二年こ
ろからは天秤棒をかつぎ荷茶屋、移動式茶店を京の各
地で営む 「茶を売りて飢を助く。凡そ春は花によし。

創刊5周年記念　若冲の謎

205



あり、秋は紅葉にをかしき所を求めて、自ら茶具を荷
、 」「 、ひて至り 席を設けて客を待つ 随所に茶店を開く

一杯一文 。」
翁は佛法について「こころに欲心なければ、身は酒屋
・魚屋、はたまた遊郭・芝居にあろうが、そこがその
ひとの寺院である。自分はそのように、寺院というも
のを考えている 。清貧を旨とし仙人のごとき毎日を」
送る市井の文人宗教家は、後に若冲にも大きな影響を
与える。

一七三三年 享保一八年 癸丑 十八歳
五月一日 円山応挙（ ～ ）が丹波穴太村○ 1733 1795

（京都府亀岡市）に生まれる。応挙と名乗るのは明和
二年。園城寺円満院門跡の祐常法親王の庇護を受けた
ときである。後に有名人を一覧した『平安人物誌』の
画家の部で、若冲と応挙は常に京を代表する双璧と評
価されている。ふたりが在世中に人物誌は三度刊行さ
れているが、明和と安永そして天明年間。

一七三八年 元文三年 戊午 二十三歳
九月二十九日、父の三代源左衛門、法名浄空宗清居○

士没、享年四十二歳。若冲は若干二十三歳にして枡源
の四代当主、伊藤源左衛門を継ぐ。

一七四四年 寛保四年 甲子 二十九歳
売茶翁はこの年から宝暦四年までの十年間あまり、○

相国寺林光院に寄寓。同年九月に売茶翁は大典ととも
に、儒学者の宇野明霞（ ～ ）字士新を見舞1698 1754
った。士新の詩の師は売茶翁の法弟の大潮。また大典
は士新の門下として詩文や儒学を学び、また大潮を文

学の師とした。
若冲は二十歳代後半から師匠について画を学びはじ○

1680めたという説がある 師は町狩野の絵師大岡春卜。 （
～ ）で、春教の画名を与えられたと伝えるが、1763
春教落款の画はいまだに発見されていない。春卜は大
坂住まいで、作画教本を何冊も出版している。

大坂の木村蒹霞堂（ ～ 『諸国庶物志』で○ 1736 1802）
は、若冲は京狩野の鶴沢探山の門人である青木左衛門
言明に学んだとする。蒹霞堂は幼いころに大岡春卜に
画を習った。その彼がいうからには、若冲が春卜につ
いたとは考えにくい。青木左衛門言明を若冲の師とす
るのは正しいかもしれない。

二月二一日 延享に改元。○

一七四六年 延享三年 丙寅 三十一歳
大典は独峯和尚の後をつぎ、慈雲庵住持になった。○

一七四七年 延享四年 丁卯 三十二歳
夏 大典が糺の森で売茶翁の茶器注子に『老子』の○

言葉「若冲」を記した 「去濁抱清 縦其灑落 大盈。
若冲 君子所酌 『老子』第四十五章の原文は「大成」。
若缺 其用不弊 大盈若冲 其用不窮 大直若屈 大

辦功若拙 大 若訥 。大盈若冲其用不窮は「本当に…」
満ち充実しているものは、一見空っぽのように見える
が、それを用いると尽きることがない」

売茶翁は市井で庶民と交わる清貧の哲学者で宗教○
家、そして文人学者である。翁は「茶銭は黄金百鎰よ
り半文銭迄はくれ次第。ただ飲みも勝手。ただよりは
負け申さず 。黄金百鎰（いつ）は二千両、一文は寛」
永通宝一枚でいちばん安い貨幣なので両替もできない

創刊5周年記念　若冲の謎

206



最低単位。現代の一円玉と同様。
若冲の署名も捺印もなく「景和」のみの款記は「雪○

中雄鶏図 （細見美術館蔵 「葡萄図 （プライスコレ」 ）、 」
クション 。若冲款記のない景和だけの名は、延享か）
寛延年間の作ともされる。

若冲の初期作品である「松樹群鶴図」には「平安藤○
汝鈞製」と記し、印章は「汝鈞字景和」と「若中 。」
中であって冲でも沖でもない。三十二歳からのある時

、「 」 。 「 」期 若中 という誤った印を使用した 老子 若冲
の意味と字を勘違いしたのであろう 「充実している。
ものは、一見『中』が空っぽ（冲）のように『若』見
える 。大典が記した売茶翁の注子の大盈若冲を見、」
若き日の若冲は翁から字の意味を教えられたとわたし
は考えている 「中」字印の作品を見た翁はきっと笑。
ったであろうが、若冲命名者は売茶翁であろう 「若。

」 、「 」中 ナカ名は彼の三十二歳夏以降の数年の内 若冲
ニスイ名は遅くとも三十六歳年末までの間に使用を開
始した。

一七五一年 寛延四年 辛未 三十六歳
九月二十九日 伊藤家の菩提寺である宝蔵寺に父母○

の墓を建てた。墓石の施主名には「ますや源左衛門」
と自らを刻す。母親は健在なのでこれは生前墓。宝蔵
寺は浄土宗誓願寺派で、裏寺通蛸薬師上ル。後に建て
た弟たちの墓とともにいまも現存している。

この年ころから大典禅師と交わったとされる。若冲○
と売茶翁の出会いはそれよりも以前のはずである。翁
には京のだれでもが、客として出会うことができた。
もし若冲と大典が、売茶翁を介さずに面識がもしあっ
たとしたら、考えられるひとつは近江ではないかと思

う。大典の今堀家は近江国伊庭郷の出であり、伊藤家
も若冲の母の実家武藤家も近江の出身。ただ近江とひ
とくちに言っても広い。やはり、若冲と大典の出会い
は、売茶翁の仲立ちによると考えるのが最も自然であ
る。

一〇月二十七日 宝暦に改元。○

一七五二年 宝暦二年 壬申 三十七歳
一月 「松樹番鶏図」に若冲居士を記す。若冲名と○

年記がはじめて確認される作品である。款記に＜壬申
春正月且呵凍筆於平安独楽窩／若冲居士＞。独り楽し
む窩（か 、すなわち穴倉は土蔵であろうか。意訳す）
ると「宝暦二年正月の明け方、京の寒いアトリエ独楽
窩において、凍った筆を息で吹き温めながら記す 。」
なおこの作品の写真は残っているが、所在は不明であ
る。

この年前後の若冲款記の作品は最初期の「日出鳳凰○
図 （ボストン美術館 「牡丹百合図 （慈照寺 「糸」 ）。 」 ）。
瓜群虫図 「梅花小禽図 「風竹図」＜心遠館若冲製」、 」、
＞（細見 「梅鷹図 （大阪美 「松鷹図」＜心遠館）。 」 ）。
若冲製＞（プライス 「葡萄図 「隠元豆玉葱黍図」）。 」。
「 」（ ）。「 」（ ）。鸚鵡図 草堂寺 鳥禽図 滋賀県琵琶湖文化館
大典賛「梅花図 （ 「白鶴図 「花」 ）。 」、MIHO MUSEUM
卉双鶏図 「紫陽花白鶏図 （各個人蔵）など。」、 」
錦高倉以外に鴨川べりにあったもうひとつの画室「心
遠館」は、三十歳代後半から構えたようだ。ところで
草堂寺は南紀白浜の東福寺末寺だが、初期作品が二幅
も現存しているのは不思議に思う。若冲が南紀まで旅
したという伝承もない。
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一七五五年 宝暦五年 乙亥 四十歳
九月四日 高齢と健康を理由に八十一歳の売茶翁高○

遊外は売茶を廃した。この秋より一年余の間、腰痛に
悩む。

若冲は四十歳を期に隠居。伊藤源左衛門の代々の主○
人名と枡屋家督を次弟の宗巌白歳に譲る。若冲は茂右
衛門と改名し、画事に専念する。伊藤家は当時、錦高
倉に三軒の家屋敷を所有していたようだが、若冲は内
一軒を住居アトリエにし、鴨川西岸の画室「心遠館」
と併用した。そして多分もう一軒を貸家にしていたよ
うだ。

若冲のそれまでの住居、枡屋の本拠は錦小路高倉東○
入ル東南角の中魚屋町。彼は南に隣接する帯屋町のも
う一軒の伊藤家屋敷に移ったようだ。三軒の内、あと
一軒は高倉通錦上ル北東角の中魚屋町で、桝屋本拠と
は向かい合わせに位置すると考えられる。中魚屋町は
高倉通から東一帯で、錦小路に各店が南北で面する両
側町である。

若冲は後に帯屋町年寄の重責を担う。帯屋町の彼の○
住居は、高倉通錦下ルだが高倉通四条上ルも同じ住所
表示である。

若冲の次弟は法名宗巌明空で号は白歳。末弟三男は○
宗寂。五代源左衛門を継いだ次弟白歳は、俳句や描画
がすきな人物であった 兄を師として描いた白歳画 雪。 「
中群鶏図屏風 「鶏図 「田楽図」などが残っている。」 」
当然ながら画才は兄には及ばないが、白歳画は味わい
深い。俳句は「こんな布袋／あらばさがさむ己午市」
（若冲画「布袋図」の白歳賛 「つらいつらい／花も）、
紅葉も／なきそよき （白歳墓石刻 。ちなみに白歳の」 ）
名は野菜の白菜にちなむのだろうが、百から一を減じ

ると九九で「白 。白歳は九十九歳で読み「つくも」」
である 若冲の作とされる 付喪神図 があるが つ。 「 」 、「
くもがみ」は長年使い古した器物に宿る神。白歳のひ
ょうきんで楽しい性格が伝わって来る気がする。

この年、数多くの作品を制作している 「旭日鳳凰○ 。
図」＜宝暦五年乙亥首夏平安若冲居士藤汝鈞造＞（宮

）、「 」（ ）、「 」内庁蔵 虎図 プライスコレクション 月梅図
（メトロポリタン美術館）

「 」（ ）、○また前後年の若冲款記作は 雪梅雄鶏図 両足院
「雪芦鴛鴦図 「群鶴図 （プライス 「月夜白梅図」」 」 ）、

個人蔵 また 心遠館 が記されている作品は 旭（ ）。 「 」 「
」（ ）、「 」「 」日雄鶏図 プライス 燕子花小禽図 松に鸚鵡図

「竹鶴図屏風 （各個人蔵）」

一七五七年 宝暦七年 丁丑 四十二歳
「動植綵絵」制作にこの年から着手か 「芍薬群蝶○ 。

図」＜平安城若冲居士藤汝鈞画於錦街陋室＞が第一作
とみられる。

若冲画 売茶翁像 に高遊外が賛をした 印章は 若○ 「 」 。 「
冲」ではなくデタラメな「若中」であり、同じ「中」
字印使用の二例目。当時の売茶翁は高齢と腰痛のため
書に自信がなかった。誤字脱字を起こしては申し訳な
いと、依頼主と若冲に賛を辞退していたのだが、若冲
はあえて誤印を捺すことによって、自分の印章もそう
だが、失敗を恐れないようにと売茶翁をユーモアで励
ましたのではないか。同じ姿のよく似た売茶翁像が現
存しているが、賛に失敗しても代替の画があると、何
枚も翁に見せたのでなかろうか。老子を誤解して作っ
てしまった「若中」印をあえて再度、使用した若冲の
翁へのこころ配りを感じるのはわたしだけか。この折
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に売茶翁が依頼主に送った断りたいという手紙に「拙
筆儀ニ候ヘ者、書損或落字抔、有之候故、書キ直シ之
不成物ハ、一向書不申候 。その後、高遊外が賛を無」
事に終えて依頼主に送った手紙には、つぎのように記
されている 「痛い腰をかがめて書きましたので、格。
好のよい字とはなりませんでした。字を抜かすことは
ありませんでしたが、もともとうまくない字です。今
回はいっそううまくありませんでした 。なお賛を…」
翁に依頼した人物は、泉州貝塚の文人武家である松波
治部之進である。宝暦五年以降、売茶翁は腰痛に悩ん
でいた。

この年前後の作品に 枯木鷲猿図 雪中遊禽図 各○ 「 」「 」（
個人蔵）

一七五八年 宝暦八年 戊寅 四十三歳
春 「動植綵絵」全三十幅の内、最も早い年記を記○

した「梅花小禽図」＜宝暦戊寅春居士若冲製＞。これ
が前年の「芍薬群蝶図」に続くシリーズ二作目か。

九月 黄檗僧で弱冠二十歳の聞中（もんちゅう）浄○
復（ ～ ）が大典に師事。彼は明和九年に本1739 1829
山黄檗山萬福寺に呼び返されるまで、十四年間も相国
寺にとどまる。芦雁の画を好んで描いたが、その画の
師は若冲である。

一七五九年 宝暦九年 己卯 四十四歳
二月十二日 大典は師の三回忌を終え、本山に退隠○

届を出し慈雲庵を出て郊外に閑居する。この突然の退
隠には相国寺も驚き 「本山に於いても先例これ無き、
事」と記している。相国寺に戻るのは十三年後。この
年、大典四十一歳。彼は鷹峰、山端、華頂山麓などと

住まいを転々とし、詩作、文筆、著作に専念した。
一〇月 金閣寺で知られる鹿苑寺大書院五室の障壁○

画が完成＜宝暦己卯孟冬居士若冲造＞。大典に学問文
学を師事した二十六歳の龍門承猷が鹿苑寺の住持にな
ったのが、若冲制作につながったと考えられる。大書
院は延宝年間（ ～ ）の建造だが、長年にわ1673 1681
たって襖は無地のままだった。

この年に制作された「動植綵絵」五幅は「雪中鴛鴦○
図 秋塘群雀図 向日葵雄鶏図 紫陽花双鶏図 大」「 」「 」「 」「
鶏雌雄図 。いずれにも＜宝暦己卯＞の年記。」
○翠巌承堅賛「葡萄図 「四季花鳥図屏風」」。

一七六〇年 宝暦一〇年 庚辰 四十五歳
大典が「藤景和画記」を、宝暦九年秋からこの年末○

。 『 』までに記したと思われる 安永四年刊行の 小雲棲稿
に収録。記述の内容から「動植綵絵」十五幅が年末ま
でに完成していたことがわかる（一説では翌年三月ま
で 。内三幅は墨画であったが現存しない。更に制作）
が完了していたのは「老松孔雀図 「老松白鶏図 「梅」 」
花皓月図 「老松鸚鵡図 「芙蓉双鶏図」」 」

八月 「花鳥蔬菜図押絵貼屏風」六曲一双＜宝暦庚○
辰中秋藤若冲 画於心遠館＞

若冲のアトリエは錦高倉と 「動植綵絵」制作開始○ 、
以前から鴨川べりに構えた「心遠館」画室があった。
「動植綵絵」の「心遠館」款記はこの年までに制作の
「芙蓉双鶏図」＜心遠館若冲居士＞。宝暦十一年作の
「老松鸚鵡図」＜心遠館主人若冲写＞。その後の制作
「薔薇小禽図」＜心遠館若冲画＞。大典は「心遠けれ
ば地自ら偏なり 、宝暦八年と翌年ころの詩をまとめ」
た『昨非集 （宝暦十一年刊）に「藤景和寓 居洛西涯』
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」 。 、 。訪之 とある 洛は洛水で鴨川のこと 西涯は西岸
「心遠館」は鴨川の西岸にあり、清水寺や大仏殿が望
めたとあるので、アトリエの位置は五条から六条にか
けての鴨川西岸沿いと考えられる。錦高倉から徒歩で
三十分ほどの距離である。
○一一月 「四季花鳥押絵貼屏風」六曲一双＜宝暦庚
辰仲冬 藤若冲＞

一一月冬至（旧暦） 制作中の「動植綵絵」に感銘○
を受けた売茶翁高遊外から 「丹青活手妙通神」の一、
行書を若冲は贈られた。感動した若冲は同文の朱文長
方印を作った。その印章を捺す作品は「動植綵絵」に
三点がある。いずれも遊印で 「牡丹小禽図」＜若冲、
＞ 「池辺群虫図」＜斗米菴若冲＞ 「蓮池遊魚図」＜、 、
斗米菴主若冲＞の三作 「斗米」と売茶翁とのつなが。
りをわたしは感じる 「動植綵絵」の「斗米」款記は。
この二幅だけである 「斗米庵 「米斗翁」は、若冲が。 」
尊敬する売茶翁の象徴であろう。この日、川井桂山が
同行か。

一二月 都の郊外での観梅に仲間が集った。顔ぶれ○
は大典、池大雅、黄檗僧無住、若冲たち。彼らは翌春
の観桜会にも再会を約す。
○高遊外同年賛「髑髏図」若冲下絵 紙本拓版。

一七六一年 宝暦一一年 辛巳 四十六歳
「 」「 」「 」 。○春 連作 動植綵絵 蘆鵞図 動植綵絵 を制作

大坂の医者、川井桂山が京の若冲室で『動植綵絵』○
十五幅を観覧。前年の冬至か。桂山は若冲が「ある朝
写し出す天地万物の真の姿。世の絵描きたちはそれを
見て絵筆を投げ出しみな逡巡。貴族や権力者は争って
画を求め、白い絵絹が底をついて死装束用の絹も無く

」（ 『 』「 」）なるほど 詩集 大橘集 丹青歌 若冲山人に寄す
『 』 、○九月 大典が詩集 昨非集 を刊行したが序は聞中

大坂の蒹葭堂からの出版。売茶翁や大典に師事する木
村兼葭堂は、文人ネットワーカーの版元。本草物産学
に通じた画家書家で茶人。内外の書籍や地図、さまざ
まな標本類のコレクターとして海外にも知られた人物

。 。 、である 若冲とも交流があった 蒹葭は芦の意味だが
氏は木村、字は世蕭、名は孔恭、通称は吉右衛門。巽
斎、蒹霞堂と号す。蒹霞堂は本来、彼の書斎名だが木
村蒹霞堂が通り名として有名である。彼の最初の画の
師は大岡春卜、その後は柳沢淇園、鶴亭、池大雅に学
んだ。

一七六三年 宝暦一三年 癸未 四十八歳
七月 高遊外を慕う仲間たちが出版した『売茶翁偈○

語』に若冲が表紙画「高遊外像」を描く。同書に「我
窮ヲ賑ス斗米傳へ来テ生計足ル」と記されている。若
冲が尊敬し慕った売茶翁が糧食絶え困窮したことは再
々あるが、この記述は寛保三年（1743 、双ヶ丘に）
ささやかな茶舗庵を構えていたときのこと、翁の友人
の龜田窮楽が米銭を携え、高遊外の窮乏を救ったこと
によるという。当時の売茶翁は、茶無く飯無く竹筒は
空であった。若冲の「斗米菴 「米斗翁」は高遊外の」
困窮の故事「斗米」によるのかも知れないとわたしは
考えている。明和三年建立の若冲寿蔵、大典碣銘（け
ちめい）に「斗米ニ易（かえ）テ給ヲ取」は、石峰寺
五百羅漢建像の勧進として、若冲の還暦後の晩年には
ありえても五十歳のころには考えにくい。碣銘の意味
は画作の報酬を一切要求しない若冲を比喩しているの
だろう 「給金はいりません。何とか食べていければ。
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それで十分です」と若冲は言ったはずだ。相国寺さら
には鹿苑寺を飾った作品はすべて彼の喜捨であり寺へ
の寄進である。翌年作の金刀比羅宮も同様であろう。

七月 病床の売茶翁は岡崎から東山大仏と蓮王院南○
の幻々庵に移された。

七月十六日 売茶翁高遊外示寂。荼毘にふされ遺骨○
は擦葬（さつそう）された。翁を慕うみなの手で細か
く砕かれ、粉になった遺骨はすべて鴨川に流された。
享年八十九。

一七六四年 宝暦一四年 甲申 四十九歳
四国讃岐の金刀比羅宮に出向いたのだろうか。奥書○

院の四室に障壁画を制作 「花卉図 「山水図 「燕子。 」 」
花図 「垂柳燕図」」

宝暦は六月二日に明和に改元。○
○「橋脚図」

一七六五年 明和二年 乙酉 五十歳
九月十九日 ふたりの弟の内、下の弟である宗寂が○

亡くなった。
九月二十九日 「釈迦三尊像」と「動植綵絵」二十○

四幅を相国寺に寄進 「動植綵絵寄進状」に「明和乙。
酉九月晦日／藤汝鈞頓首再拝 。三尊は釈迦、文殊、」
普賢。動植綵絵の呼称は、この寄進状からはじまる。

一〇月七日 相国寺より返礼の挨拶があった。相国○
寺の三浦玄省が寄進の返礼に菓子松風二斤を持参。

一一月十一日 伊藤家菩提寺の宝蔵寺に宗寂居士の○
墓を建てる。

一二月二十八日 若冲は相国寺と死後永代供養の契○
約を結ぶ。若冲没後に屋敷一ヵ所を町内に譲渡し、毎

年の忌日のための半斎料
（供養料）として、町内は
青銅三貫文を相国寺常住に
納めるという内容の証文。

一七六六年 明和三年 丙
戌 五十一歳

一月二十三日 相国寺の○
三甫座元は前年暮れの証文
に対する請書を若冲の町内
に渡した。

四月十九日 真如寺毘沙○
門天の開扉の最終日、相国
寺方丈の室中正面に「釈迦
三尊像」と「動植綵絵」が
左右に六幅ずつ十二幅が飾
られた。はじめての一般公

開。
五月十八日 二十四幅の「動植綵絵」の内、残り十○

二幅が裏打ちのために南蔵より出され、六月二十二日
に表装は完了した。

六月二十三日 相国寺の例年の虫干しにあたり 釈○ 、「
迦三尊像」と「動植綵絵」二十四幅が中の間に掛けら
れた。

秋 「動植綵絵」残り六幅の制作が完了。これで三○
十幅すべてが揃った。

一一月 「動植綵絵」三十幅の完成が記された若冲○
鷗寿蔵が相国寺塔頭の松 庵墓地に建てられた。生前墓

である寿蔵の位置は後世に移動したが、現在も相国寺
墓地にある。大典が撰した長文の碣銘（碑文）を刻し

南天雄鶏図
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た 「明和三年丙戌十一月／淡海竺常大典撰 。表面に。 」
は「斗米菴若沖居士墓」とあるが、ニスイ「冲」では
なく、サンズイ「沖」である 「動植綵絵」は秋まで。
に残りの六幅が完成したのであろう。実に十年の歳月
を費やした。

一七六七年 明和四年 丁亥 五十二歳
、 、 。○春 大典とともに舟で淀川を下り 大坂浪華に行く

淀川の両岸を描いた拓版画「乗興舟」真景図巻はこの
年の制作か。舟旅は京伏見から大坂天満橋までの二十
五キロ。大坂の宿は、大典の友人である木村兼霞堂邸
であろう。小畠文鼎『大典禪師』には、蒹霞堂は「最
も禪師に心服し、家人もまた恭敬を拂ってゐた。禪師
の下坂毎には必ず其家に舎し、且つ日用服食調度の如
きも、彼は其供奉を忘れなかった 。売茶翁の語った」
狂言「達磨さえおあしで渡る難波江の流れを汲める老
いの我が身ぞ」が『近世畸人伝』にある 「おあし」。
は言うまでもなく銭。尊敬するいまは亡き売茶翁の淀
川下りのことを、三人は談笑し懐古したのではなかろ
うか。

、「 」○三月二十九日 函丈菩薩修業に際し 釈迦三尊像
が相国寺客殿中央に掛けられた。

九月十五日 若冲は相国寺の玉峯西庵に伴われて同○
寺に行き、末弟宗寂の法要を請う。

九月十九日 弟宗寂の三回忌法要を錦の自宅で営○
む。大典が赴き懇ろに供養した。布施金五百疋。

一七六八年 明和五年 戊子 五十三歳
三月 はじめて刊行された『平安人物志』画家十六○

名の一覧に、大西酔月（～ 、応挙、若冲、大雅1772）

（ ～ 、蕪村（ ～ ）の順で載る。1723 1776 1716 1783）
若冲の住いは錦街の中魚屋町の北屋敷のようだ。枡源
は錦小路をはさんで南向い。応挙は四条麩屋町東へ入
丁とあり、若冲の住まいからわずか三百米ほどの距離
である。当然だが、両人は面識があった。人物誌記載
「 」は 藤汝鈞／字景和号若冲／高倉錦小路上ル町／若冲
一〇月一日 東本願寺門跡の乗如光遍上人が「動植○

綵絵」の一覧を若冲を介して、相国寺の玉峯西庵に願
い出、寺より貸与が許可される。宝暦五年から七年こ
ろにかけての若冲作「旭日鳳凰図 （現宮内省 「紫」 ）、
陽花双鶏図 （プライス 「雪中遊禽図」はいずれも」 ）、
かつては東本願寺蔵であった。光遍門跡は熱心な若冲
ファンであったのだろう 「動植綵絵」全幅の観覧を。

、 。若冲に依頼した 上人のはやる気持ちが伝わって来る
拓版画帖「玄圃瑤華 「素絢帖」を刊行。拓版画は○ 」

当時、石摺とよばれていた。

一七六九年 明和六年 己丑 五十四歳
六月十七日 相国寺圓通閣における閣懺に際し 釈○ 、「

迦三尊像」三幅と「動植綵絵」三十幅が方丈に飾られ
た。以降毎年この日に一般参詣者にも若冲寄進画を公
開するのが恒例になる。公開は明治初期まで続いた。
方丈の中の間正面に釈尊、両側に文殊と普賢。東の竹
の間と西の梅の間にそれぞれ十五幅ずつを掛け連ねた
であろう。相国寺の三門階上の圓通閣で、観音懺法講
が行われたので閣懺と称した。

一七七〇年 明和七年 庚寅 五十五歳
一〇月 父の三十三回忌にあたり、両親と自らの戒○

名「斗米菴若冲居士」を記す位牌を相国寺に奉納。位
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牌裏面には「釈迦三尊像」三幅と「動植綵絵」三十幅
を寄進した旨が記されている。

一七七一年 明和八年 辛卯 五十六歳
若冲下絵木版画「花鳥版画」合羽摺着色（平木浮世○

絵財団）
○「白梅錦鶏図」はこの年の制作か。大典賛訳「羽を
羽ばたかせて、どこから来た鳥か。一株の花の香りに
来て集う。彩衣の美しい羽を動かすのは休めなさい。
玉のように美しい姿が傷んでしまうから」

一二月二十二日 京都東町奉行所より錦高倉青物市○
場に対し出頭命令があった。商いがそもそも公許を得
てのものなのか、その証文はあるか、また営業の内容
は正当であるのか、返答書を求められた。このような
意外な事態が生じた原因は、同じ青物市場で競ってい
た五条大橋西の五条問屋市場の謀略であった。錦高倉
青物市場の解体、分裂弱体化させての傘下化、さらに
は錦高倉市場の廃止を画策したのである。

一二月二十四日 東町奉行所への返答書に、帯屋町○
年寄の若冲名「高倉通四条上ル丁／年寄／若冲」

一七七二年 明和九年 壬辰 五十七歳
一月 錦高倉市場は奉行所より営業停止を言い渡さ○

れる。青物市場四町の代表者である帯屋町年寄の役に
あった若冲は、この苦境を解決するために対外交渉に
当った。彼は五条市場と妥協することなく、正々堂々
と役所と交渉する道を選ぶ。若冲は五条市場からの理
不尽な提案に対し、四町は揃って拒絶する旨の書を返
した 「五条問屋丁ニしたかい申候訳者一切無御座 。。 」
四町は中魚屋町、西魚屋町、帯屋町、貝屋町。

二月三十日 いったんは営業再開にこぎつけた。し○
かし七月にはまたもや営業を停止させられる。

幕府直轄の諸都市における町年寄は、他の有力町人○
とともに江戸城において将軍に拝謁できるという格式
を与えられていた。年頭には江戸の町年寄はじめ、上
京、下京、大坂、堺、奈良、伏見の町年寄などが白木
書院の縁側で将軍に目見を受けた。若冲は京を代表す
る町年寄ではないが、いざとなれば幕府に訴え出るこ
とが可能な立場であったと思われる。

四月 大典が相国寺慈雲庵に復帰。本山からの度々○
の強い勧告を受け、十三年ぶりに戻った。画ばかり描
いている聞中への大典の叱責はこのときか。聞中は若
冲から作画を習い、毎日一紙の芦雁を描くことを日課
にしていた。聞中はその許可を大典禅師に請うた。す
ると、禅師は書状をもって「佛徒には重要な一大事が
ある。それがためには爪を切る暇もないはずだ。文学

、 、 、の如きも もとより本務ではないが 道を助けるため
性の近き所、才能の能する所をもって、緒余にこれを
修めるに過ぎぬ。その他の芸術は、法道において何の
所益があるか。父母がおまえに出家を許し、師長が教
誡しておまえを導き、檀越檀家がおまえに衣盂の資を
供給してくださる等の本意はどこにあるか。よろしく
考慮せよ。わたしの許可とか不許可に関する訳では、
決してない 。大典著『小雲棲手簡』二編下（一……」
七八七年刊所収 。驚きそして残念に思うのは、描画）
を否定するかの厳しい言葉と、苦境にある若冲を大典
の相国寺が助けた気配が感じられないことである。相
国寺なら幕府に対してそれなりの影響力を示せたので
はないか。

七月 奉行所はまたもや錦高倉市場の営業停止を命○
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じた。困りぬいた若冲は医者の四条原洲菴に悩みを話
した 「市場は差しとめられ、町年寄として末代まで。
汚名を残すことになり、また数千人の農民百姓町人た
ちが難儀している 。原洲菴は江戸から入洛していた」

。 、知人の中印中井清大夫を紹介した 若冲は中井に会い
その意見を取り入れ、困窮している農民を取り込む作
戦をたてた。若冲はまず壬生村の庄屋四郎八を説得し
連携行動をとる。若冲は四郎八に「どのようなことが
あっても、わたしが責任を取る」と語った。

秋 若冲たちは西九条村、中堂寺村の賛同も得る。○
彼らはこのままでは農の生活が成り行かず、年貢の上
納にも支障が生じると奉行所に訴え出た。また五条問
屋市場と錦青物市場とはまったく性質の異なる市場
で、錦青物市場がなくなれば、京の需要がまかなえな
いとする書状を提出した。賛同する村はその後も増え
る。若冲は東九条村や御霊村に出向いて説得した。西
七条村、西塩小路村、上鳥羽村、東寺廻りも加わり、
若冲の努力で九ヵ村連合が結成された。錦市場とは取
引のない聖護院村、吉田村、岡崎村までもが加勢を申
し出た。

八月二十五日 若冲は町年寄をあえて辞任する。彼○
は錦高倉四町を代表する町年寄であったが、理由は万
一市場再開が不可能になれば江戸に下向し「百姓方共
御願申上へく存念 。実行すれば、責任者は命を賭す」
直訴である。若冲は命がけで幕府評定所に出願する決
意を固めた 役をついだ町年寄の三右衛門に若冲は 関。 「
東に下って江戸奉行に訴え出る覚悟がある」と語って
いる。自らを平ラ（ひら）にしたのは、その累がせめ
て錦高倉市場に及ばないようにという配慮である。

一一月二日 十二ヵ村代表が寄りあった 中井は 町○ 。 「

奉行所から市場再開の許可が下りなければ、七ヵ村の
御蔵百姓たちと錦街商人たちが江戸に出願したらどう
か。この場におられる若冲さんもその覚悟である」と
話した。東九条村はおじけづき役所への願いを取り下
げた。御蔵とは幕府直轄の米蔵で、七ヵ村は幕府領地
の天領であった。町奉行の直接支配を受けない天領の
農民たちは、江戸表の幕府役人に出願することが可能

。 、であったのかもしれぬ またそのような彼らの気配は
奉行所役人にとって容認しがたい、分をわきまえない
行動なのではないか。

聞中は隠元百回忌の書記をつとめるために、萬福寺○
に呼びもどされた。翌年には住持の伯珣結制の冬安居
の知浴をつとめる。

一一月十六日 安永に改元。○

一七七三年 安永二年 癸巳 五十八歳
この年も錦高倉市場四町の営業再開は許されなかっ○

た。決着は翌年に持ち越す。
三月二十五日 大坂に移った中井清大夫にかわり若○

林市左衛門が加わり、この日に若冲とはじめて対面し
た。若林は「錦高倉四町の結束が揺らいでいる」と教
えたが、その後確かに西魚屋町と貝屋町が脱落し、帯
屋町と中魚屋町二町のみが、百姓と町民の困窮を役所
に訴え続けることになる。

六月二十六日 二町は七ヵ村と協調して追願書を提○
出した。訴願には多額の費用が必要で、村方町方は合
力で金二十両と銭六十一貫四百文を取り急ぎ集めた。

夏 若冲は、萬福寺二十代住持の伯珣照浩から道号○
「 」（ ） 、 。革叟 かくそう と 着ていた僧衣道服を授かる

創刊5周年記念　若冲の謎

214



若冲は偈頌を与えられたが、抜粋意訳すると、黄檗山
萬福寺に「来たってはじめて余に謁し、名と服を更め
んことを乞う。因って乃ち命ずるに革叟を以てし、弊
衣を脱して之を与う。顧みるに夫れ身を世俗より脱し
て、心を禅道に留む。猶お故を去り新しきを取るがご
とし。此に余命ずるに革を以てする所以なり。子其れ
これを勉めよ。 。また「絵事に刻苦すること、……」
ほとんど五十年」と記されている。古くから子どもが
習い事、芸事をはじめるのは、六歳の六月六日であっ
た。若冲も同様であったかもしれない。なお「革」は
革命の革 「叟」は「翁」の意味。、
伯珣偈頌全文を故加藤正俊和尚にかつて助けていただ
き読み下した 「京兆の藤汝鈞、字は景和、若冲と号。
す。家の者は代々錦街に居す。幼にして丹青を学び、
家業を紹（つ）がず。絵事に刻苦すること、ほとんど

玅五十年、時に精 を称さる。平素世慮淡爾にして足る
ことを知る。奮然（ふんぜん）として自ら謂（お）も
えらく、絵事の業はすでに成る。吾れ敢えて久しく世

。 （ ） （ ）俗に混ずべけんや 今茲 ここ に癸己 みずのとみ
の夏、山（黄檗山萬福寺）に来たってはじめて余に碣
し、名と服とを更（あらた）めんことを乞う。因って

、 。乃ち命ずるに革叟を以てし 弊衣を脱してこれを与う
顧みるに夫（そ）れ身を世俗から脱して、心を禪道に
留む。猶（な）お故（ふるき）を去り新しきを取るが
ごとし 此 ここ に余命ずるに革を以てする所以 ゆ。 （ ） （
えん）なり。子（し）其れこれを勉めよ。示めすに偈
を以て曰く、／久しく囂塵（ごうじん）に処して塵に

玅染まず 丹青刻苦 神に通ず 奮然として旧途轍 わ、 、 。 （
だち）を革（あらた）む、水より出ずる芙渠（蓮）は
脱 新たなり。／黄檗賜紫八十翁伯珣書」骵

宇治の萬福寺は、明人僧の隠元大師を徳川四代将軍○
家綱が招いて建立した黄檗の寺である。歴代住持の選
任には幕府が当たっていた。萬福寺こそ幕府との強い
接点をもっていたと考えられる。若冲が錦市場の紛糾
を解決すべく、萬福寺に幕府への取り次ぎを願ったこ
とも可能性はあろう。また幕府に直訴するならこの僧
衣を身にまとい、出家僧「革叟」を名のるつもりだっ
たか。革叟の名はその後、どこにも見当たらない。

一七七四年 安永三年 甲午 五十九歳
八月二十九日 錦高倉青物市場四町の営業再開を、○

東町奉行所がやっと許した。公認の青物市場として復
活がついにかなった。解決の次第を記し、村方町方関
係者が連署した内証の一札には「桝屋若冲」の署名が
ある。また三年近い紛争の間、若冲が画筆をとったと
いう記録は、どこにも見られない。

「猿猴摘桃図」に萬福寺の伯旬照浩が賛した。この○
猿図が数年ぶりにやっと筆をとった若冲の久方ぶりの
画作であろう。子を背にした猿の父親が、妻の腕をし
っかり握り、いまにも折れそうな枝にぶら下がった三
個の桃を摘もうとしている。母猿は真寂、子猿は清房
であろうか。賛を意訳すると「桃を食べればお前の寿

、 」。命は延び 鶴に乗る仙人に従うようになるであろう
命がけでみなのために目標を達しようとしている若冲
の姿を描いているのか。紛争の末期、解決の目途がや
っと立って以降に描かれたのだろう。ついに仙桃は得
られた。

一七七五年 安永四年 乙未 六十歳
六月 大典『小雲棲稿』刊。若冲寿蔵の補訂字句を○
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記す。
この年に第二弾が刊行された『平安人物志』に、応○

1730挙 若冲 大雅 蕪村の順で載る はじめて蕭白、 、 、 。 （
～ ）の名が出たが、順位は二十名中十五番目と1781
低い。若冲の住所は高倉錦小路上ル町とあるので、帯
屋町ではなく高倉錦小路北東角の中魚屋町の北屋敷で
あろう。応挙の住まいは四条麩屋町西へ入町で、明和
五年版の『平安人物志』と異なる。応挙は四条麩屋町

。 、のすぐ向いあたりに引っ越したようである このころ
画家若冲は錦街青物市場を救った義人として、社会的
にも評価されていたはずだ。人物志には「藤汝鈞／字
景和号若冲／高倉錦小路上ル町／藤若冲」

安永五年 丙申 一七七六年 六十一歳
○四月十三日、池大雅死去。五十四歳。京都浄光寺に
葬る。碑銘は大典の書。
○十月二十三日、萬福寺二十代住持の伯珣照浩没。八
十二歳。

還暦のこの年から石峰寺「五百羅漢石像」群の制作○
に着手か 『拾遣都名所図會 （天明七年 刊）に。 』 1787
「近年安永のなかばより天明のはじめに到っておおよ
そ成就した。都の画工、若冲が石面に図を描いて指揮
した 。安永年間は十年間であった。安永なかばはこ」
の年か。

安永六年 丁酉 一七七七年 六十二歳
大坂の岡田君章から若冲に贈られた素麺のエピソー○

『 』 。ドが大典著 小雲棲手稿 初遍巻上に記載されている
ユーモアたっぷりの若冲がほほえましい。ただ贈答を
受けたのは、刊行されたこの年よりも何年も前のこと

であろう。

安永七年 戊戌 一七七八年 六十三歳
○九月、大典は江戸幕府より朝鮮修文職にえらばれ碩
学となった。

安永八年 己亥 一七七九年 六十四歳
○八月五日、大典は相国寺第一一三世住職に就いた。
六十一歳。
○大坂の木村蒹葭堂は九月三日より二十六日まで上
京。小野蘭山、大典、高芙蓉、皆川淇園、与謝蕪村、
応挙など京の文人たちと交流。
○九月十日、若冲の母清寿没。八十歳。法名明誉清寿
禅尼。

安永九年 庚子 一七八〇年 六十五歳
『都名所図会』がはじめて刊行され大ベストセラー○

になったが 「百丈山石峰寺」の項に羅漢の記述はな、
い。建造作業は進行途上であったため、紹介されなか
ったのであろう。

天明元年（四月二日改元）辛丑 一七八一年 六十六
歳
○一月七日、曾我蕭白没。
○四月、大典は碩学としてこの年より三年間、輪番で
対馬にある修文職の役院である以酊庵につとめる。

天明二年 壬寅 一七八二年 六十七歳
一月二十八日、若冲は相国寺に寄進画拝借を願い出○

て許可される。
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○四月、木村蒹葭堂が登檗。萬福寺で聞中、鶴亭らが
迎えた。

『平安人物志』に若冲は応挙についで、二番目に記○
載されている。安永四年版と同順。住所は高倉四条上
ル町。

石峰寺の五百羅漢像の内、釈迦説法の場面はこの年○
にほぼ完成か。当時も現代も一般に五百羅漢と呼ばれ
るが、実際には、釈迦の誕生から涅槃に至る一生を石
彫物で構成したおよそ類のない釈尊テーマパークであ
った。

若冲作「伏見人形図」に江国衍春が着賛。○

天明三年 癸卯 一七八三年 六十八歳
○六月二十七日、大典と文学を通じて親交があった日
光准后宮公遵法親王が忍びで相国寺を訪れ、懇望によ
り若冲画「動植綵絵」三十幅をすべてと、文正筆「鳴
鶴図」を観覧した。親王は中御門天皇の第三皇子。
○七月、大典は対馬の以酊庵から本山相国寺に帰山。

卽○九月、聞中は本山を退職し、洛北山端の理 院に住
した。
○十二月二十五日、与謝蕪村没。六十八歳。

天明四年 甲辰 一七八四年 六十九歳
○二月二十六日より三月二日まで、蝶夢和尚は伴蒿蹊
・僧大典・去何らと京摂間の花を見めぐる。
○四月二十四日、高芙蓉没。六十三歳。
○九月二十八日、大雅の妻・玉瀾没。五十八歳。名は
町。

天明五年 乙巳 一七八五年 七十歳

○三月五日より十日まで蒹葭堂は入洛し、大典ほかと
交わる。
○四月、聞中は大坂の蒹葭堂を訪れた。
○九月二十六日、伏見の町人たちが、奉行小堀政方ら
の苛政に抗議する 「此儘に成行候れば、伏見の町之。
町人、立行難成、離散仕、亡所同然に相成候は目前に
御座候」
義民七名が決起する。この日、江戸に赴いた二名が決
死の覚悟で越訴、すなわち直訴した。以下、西口克己
著『直訴』より紹介する。

文殊九助と九兵衛のふたりが、寺社奉行の松平伯耆守
の列に向かって駆け出し、駕籠の横に平伏し、青竹の

、 。先を割ってはさんだ訴状 すなわち目安を差し出した
「お願いッー訴訟の者にございまするッ－」
訴状は長文だが、次の文言があったという 「犬死致。
し候より、迚も御仕置に相成候事に候わば、江戸表へ
有之儘に御注進申上置、……／天明五年巳九月／伏見
下板橋二丁目／願人 九助／同所京町七丁目／同 九兵
衛」
京伏見の町人たちを代表して江戸表に着いたのは、六
十二歳で長老格の文殊九助、丸屋九兵衛。そしてもう
ひとりは駕籠訴の悲願ならず、同地で病をえて急死し
た麹屋伝兵衛であった。越訴の後、取り調べを受けた
ふたりは江戸から京都東御役所の牢に移送される。同
志の残り四人も捕らえられ入牢した。焼塩屋権兵衛、
伏見屋清左衛門、柴屋伊兵衛、板屋市右衛門、彼ら四
人は翌々年に相次いで牢死してしまった。文殊九助、
丸屋九兵衛のふたりのみが牢に延々と残された。
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○十月一日、若冲次弟の宗巌白歳が宝蔵寺に寿蔵を建
てる。
○十二月二十四日、黄檗僧画家の鶴亭没。海眼浄光。
清人の沈南蘋に学んだ唐通事の熊斐について、写生風
の花鳥画をよくした。萬福寺塔頭の紫雲院住持。

大典は、朝鮮修文職の功により紫衣を賜った。○

天明六年 丙午 一七八六年 七十一歳
この年刊行の『都名所図会』再刻版に石峰寺「五百○

羅漢石像」がはじめて紹介された 「近年當百丈山に。
ハ石像の五百羅漢を造立し霊鷲山能爰にうつれ」と石
峰寺図の山上余白に記され、いくつもの羅漢像が並ん
でいる。意味の分かりにくい解説文だが、意訳すると
「近年、当百丈山石峰寺には石像五百羅漢が建立なっ
た。釈尊がかつて法を説いたところの霊鷲山よ、印度

、 」 。天竺よりうまく此処に移り あるいは写り来たれ か

天明七年 丁未 一七八七年 七十二歳
○四月二十六日、妙法院門跡の真仁法親王が若冲から
届いた押絵貼「鶏図屏風」十二枚を一覧。親王はその
翌日、新殿居間の襖絵を注文した。五月五日、若冲は
新殿居間用の襖絵を納める。

六月十八日、妙法院龍華蔵（現在の南蔵）の虫干し○
には、若冲の弟子四人と応挙の関係者七人などが、親
王の許可を得て拝観。

拾遺都名所図会 板行 該当本文を意訳すると 石○『 』 。 「
像五百羅漢は深草石峰寺後山にある。中央に釈迦無牟
尼佛、長さ六尺ばかりの坐像にして、まわりに十六羅
漢、五百の大弟子が囲み、釈尊が霊鷲山において法を
説きたまう体相である。羅漢の像おのおの長さ三尺ば

かり。いずれも雨露の覆いなし。近年安永のなかばよ
。 、り天明のはじめに到っておおよそ成就した 都の画工

若冲が石面に図を描いて指揮した 」。
安永年間は十年間であったので多分、安永五年であろ
うか、若冲六十一歳、還暦のころに制作を開始したと
思われる。そして天明のはじめ、六十六歳か六十七歳
の時、おおよそ五年か六年ほどの歳月をかけて、第一
期の造作を完了したのであろう。

石峰寺が所蔵する掛軸画「天明七年石峰寺図 （仮○ 」
称）の裏面に貼られていた天明七年の小川多左衛門の
書付がある 「洛南深草石峰禅寺／有石佛五百羅漢／。
予命画師令寫祈置也／山科梅本寺主俊類和尚依需／為
亡息悦堂祖閣居士／菩提喜捨正与者也 。子息の菩提」
を弔うために、画師に依頼して石峰寺の五百羅漢を描
かせ、山科の梅本寺に寄進したもの。後に同寺から石
峰寺に贈られた。
天明のはじめに釈迦牟尼を五百羅漢たちが取り囲む景
観が完成した後、この画をみると、わずか五年か六年

、 。ほどにして 壮大な石像群が後山を覆ったことになる
この図はたぶん、将来計画を含んだ設計図を参考に、
若冲工房の弟子のだれかが描いたのではないかと思
う。もっと検討が必要だが、おそらくこの画に近い景
観が、石峰寺裏山に出来上がっていたのであろう。

天明八年 戊申 一七八八年 七十三歳
○一月三日、京の牢から再度江戸に送られ、取り調べ
を受けていた伏見の九助が、預かり中の宿で病死。彼
の最後のことばは「わし一人、畳の上で、死んで、皆

、 、 、 」の衆に 申し訳ないーゆ ゆるして くだされや……
一月二十三日、江戸の評定所での取り調べ中、病状○
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の悪化していた伏見の九兵衛が、白洲の上で叫んだ。
「残念じゃッー九分九厘まで仕とげた大事の、残るひ
とつを果たさいで犬死することは、ええい、残念じゃ
ッ 。大きな眼玉をランランとむいて、よろめきなが」
ら白洲の真中に仁王立ちとなった彼は、正面座敷に居
並んだ諸奉行を睨みつけ、 そのまま棒倒しドサリと…
大地に倒れ、倒れたときにはすでに完全に呼吸絶えて
いた。伏見義民七名は全員が、あまりにもむごい「病
死」をとげた （西口克己著『直訴 ）。 』

○一月二十八日、皆川淇園は伏見に住む米谷金城、名
は寅らの門人をはじめ、誘い合わせた円山応挙や呉月
渓（呉春）らと連れ立って伏見に梅見に出かけた。途
次、応挙の案内で石峰寺に伊藤若冲制作するところの
石羅漢を見物。あいにく若冲は不在であった。
皆川淇園の「梅渓紀行」要旨を現代語訳すると「境静
かにして神清み、本堂後ろの小山の上に遊戯神通と扁
した小さな竹の門があり、通りを過ぎると曲がりくね
った小道があって、渓には橋を架け、その周囲に三々
五々、みなその石質の天然を活かし、二三尺ほどの石
に簡単な彫工を施している。その殊形・異状・怪貌・
奇態、人の意表を衝いてほとんど観る者を倒絶させる
ような石羅漢が配置してあった。造意の工、人をして
奇を嘆ぜしめざるものなし」

「梅渓紀行」の該当分原文を紹介する 「路左見一寺。
ヲ望石表有云、百丈山石峰禅寺、仲選云、此釈若冲造
構ヲ成ス、山上ノ石羅漢、皆其レ手刻ヲ成ス、同行之
ヲ聞ク、皆往観ヲ欲ス、乃寺ニ入リ 、大路ヲ距テ里、

、 、 、 、許 石磴山門旗杆鐘楼略備ル 境静神清 堂後ノ小山

阪高一二丈、上ニ小竹門ヲ設、扁ノ云、遊戯神通、阪
上ニ門ヲ過、門内小径、壑ヲ右ニシ山径ヲ左ニシ、山
ニ沿テ屈曲升降八九轉、其間或ハ渓ニ架橋ヲ設、或嶺
ヲ繞シ磴ヲ築ク而旁乃置ク石羅漢ヲ羅、或ハ三五、或
七八、岩掩林ニ映、高下乱置、率皆高二三尺過不、皆
其石質ノ天然ニ因テ、略ク彫工ヲ施、以テ之ヲ為、是
以其殊形異ノ状怪ノ貌奇態、往往人意表ニ出、殆ト観

、 、 、者ヲシ為ニ倒絶ヲ令 最後一大臥石ヲ彫 涅槃像ヲ作
左右諸天菩薩、眉目態度、其略刻麁鑿之間、亦皆彷佛
哭泣之姿ヲ見、其下獅虎牛馬羊犬兎鶏、大小或ハ倫不
者有、然レモ造意之工、無人奇歓者令不、観尽キ則道
己ニ於前阪門下ニ到、乃寺門ヲ出、途ヲ南頭ニ取、而
復大路ニ就 」、
この時には、釈尊が霊鷲山においてたくさんの衆生や
羅漢を前に法を説く姿だけでなく、釈迦涅槃の像や複
数の橋も完成していたことが知れる。獅子、虎、牛、

、 、 、 、 。馬 羊 犬 兎 鶏などの石像もたくさん並んでいた

○一月晦日三十日、天明の暁よりの大火により京都消
亡。鴨川の東岸、四条大橋の南の宮川町団栗辻子新道
角、某両替店の失火からという。折りからの強風で、
火は鴨川を越えて寺町四条近辺に飛び火。それより三
方北西南に広がり、二昼夜焼け続けた。禁裏、二条城
はじめ三十七社、二百寺、町数千四百余、町家三万七
千軒、罹災世帯六万五千余戸と、京の五分の四以上を
焼き尽くした。この大火の記録は数多く残るが、例え
ば「東風小、大変、京洛中、不残大火、不残、未聞之
事とも、筆紙難尽次第」
当然だが、若冲も錦街の家屋敷を失った。それまで京
都有数の青物問屋「枡源」の隠居として、弟に商売を
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任せきり、自由気ままに絵ばかり描いていた暮らしも
一変する。錦市場にあった大きな屋敷を人に貸し、そ
の家賃で生活していたはずの若冲だが、収入も途絶え
る。また弟の八百屋業も危機に瀕した。石峰寺の石像
造営の事業は当然、中断したであろう。
○相国寺も法堂と勅使門だけを残して炎上。若冲の寄
進画はさいわい難を逸れた。大典は幕府公務のために
江戸に赴いていたが三月三日に帰京。大火について彼

。「 、 、は次のように書き記している 燃亡する者 十が九
実に未曾有の大変異と謂ふ可し」
○蝶夢和尚は友人への書簡につぎのように記してい
る 「応仁後の大災にて候 「火災など申にては無之、。 」
応仁後の大変にて候 「宗長法師が紀行に、粟田口よ」
り見れば上下の家、むかし見し十が一も見えず、内裏
は五月の麦の中に浅間しと書きしごとし 」。
○焼け出された応挙は呉春らとともに、五条鴨川の川
向の喜雲院に難をさけた。

○五月六日、江戸瀧ノ口評定所の大白洲で、すでに願
人七名の死に絶えた伏見事件の最後の判決が下され
た。前伏見奉行、小堀和泉守政方を領地召上げ。同嗣
子の小堀主水改易。用心給人二名死罪。ほかに遠島と
中追放各二名。
そして誰が唄いだしたか、わらべうたが伏見で流行り
だす 「もんじゅ くすけ は かんのんさま で きゅう。
べえどん は ふどうさま 」……
○十月二十一日と二十九日、若冲は大坂の木村蒹葭堂
を訪ねる。ともに戸田東三郎が同伴している。

※晩年の若冲作品の制作年については、諸説がある。

数え八十五歳で亡くなったが、八十八歳作と記した作
品が複数ある。実際の制作年は画に記された年齢書き
よりも、一年か二年、最長三年のずれがある。以下記
載の作品について、何点もが制作年を確定できない。
実際の制作年は、記された年齢書きよりも数年早いと
考えられる。残念ながら、下記の制作年は正確とは言
い難い。

一七八九年 天明九年・寛政元年 己酉 七十四歳
一月二十五日、天明から寛政に改元。○
大坂の西福寺に「仙人掌（さぼてん）群鶏図襖絵」○

（款記＜斗米庵米斗翁行年七十五歳画＞ 「蓮池図襖）、
絵 「山水図」制作開始。同寺には翌年まで半年間ほ」、
ど滞在。かねてから若冲と親交があった西福寺檀家の
吉野五運寛斎の斡旋によるという。吉野家は代々大坂
鰻谷の豪商で薬種問屋が家業。ラクダの背で笙を吹い
たりするような物好きの風流人だったという。薬屋の
商売の関係もあって、自宅にシャボテンなど外国産の
珍しい動植物を集めていたようだ。

伏見海宝寺の方丈書院に「群鶏図障壁画 （現在は○ 」
京都国立博物館蔵）

桂州道倫賛「鶏頭蟷螂図 「群鶏図 （島根県立美○ 」。 」
術館 「群亀図」）。

一七九〇年 寛政二年 庚戌 七十五歳
六月、若冲は大病を患う。本山より見舞いを遣わす○

相談が、相国寺の日記に記されている。金百疋位の菓
子箱を贈ろうということになった。役者（役僧）が見
舞いに行ってはどうかということで、瓊林座元がその
任を言いつかった。だが、若冲は寺に寄附物（ 動植「
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綵絵」ほか）があるといっても 「畢竟町人之事故」、
であり、役者が見舞いに行くのはさしさわりがあると
異議を唱えた。市井の画人に対する扱いは、軽いもの
であった。相国寺『参暇寮日記』の筆者と座元との言
葉のやりとりである。
六月十二日の「参暇寮日記」には 「若冲大病之由ニ、
付、本山ヨリ為見舞御使僧可被遣哉、左候得共金百疋
位之菓子箱被遣候而如何可有之哉と及示談也、上方へ
も相伺候事 「上方」とは、本山相国寺住持、梅荘顕」。
常すなわち大典和尚のことである。彼は見舞いの菓子
箱の件を了解した。
翌六月十三日の同日記では 「同日若冲へ為見舞、瓊、
林座元御越候様、昨日要人を以申遣、今日来寮、町家
へ役者ニ而参候儀如何敷、伝奏方へは役者参候得共、

、 、畢竟町人之事故ト申六ケ敷申分也 尤寄附物も在之故
被遣候儀とハ存候旨被申聞、左候はゝ各位へ及相談可
及返答旨申之、比序、比間伝奏へ信物使之節、行者ヲ
不附儀、理屈之趣も申伸也、彼是申内ニ自分参間敷と
申ニは無之、本山より役者を以被遣候所如何可有之哉
と申所を申入候までの由被申ニ付、其御了簡なれハ相
聞候旨申之事了也 」。
大典はこのころ、大火で甚大な被害を蒙った相国寺の
復興のため、多忙な毎日を送っていた。しかし彼の年
譜をみるに、決して余裕のない状態ではないはずだ。
若冲の見舞いをめぐって、このような見苦しい意見の
食い違いがあったことを彼は知っていた。役僧の派遣
のことなど、住持として簡単に指図できる立場にあっ
たはずである。

竹本石亭著 石亭画談 明治十七年 によると 石○ 『 』（ ） 「
」 、 、峰寺石像諸仏布列図 がこの年 若冲によって描かれ

寺はそれを版画にして頒布している。
○「鶏図 「象図 （東京富士美術館 「山水図 （西」 」 ）。 」
福寺 「鶴図」双幅。）。

一七九一年 寛政三年 辛亥 七十六歳
十月八日、大火類焼後の窮乏につき、被災困窮を理○

由にかつて相国寺と交わした永代供養の契約を解消し
。 、 「 」た おそらく大火の後 次弟が継いでいた家業 枡源

を助けるためにも、所有する屋敷地すべてを白歳に譲
った。そして自らは、清貧の生活を善しとし、石峰寺
門前の一軒のみを住まいとしたのであろう。相国寺と
約束した永代供養のための錦の原資を、すべて手放し
てしまった しかし気になるのが 日記に記された 畢。 、 「

」 。 。 、竟施主人変志 である 志をかえたのである 若冲は
相国寺と縁を切ったと考えざるを得ない。
同日の「参暇寮日記」には 「伊藤若仲（ママ）死後、
忌日斎料三貫文、本山へ寄進いたし度ニ付、若仲死後
家屋敷町内へ差出、其屋賃を以町内より永々可相納之
契約證券、本山與町内為取替有之處、申年類焼、若仲
甚困窮ニ付、此度變約之願有之、畢竟施主人變志、断

、 、 、 、之儀故 可任其願 各慮故 右為取替置候證券差戻シ
彼方へ遣シ置候證券も取戻し相済」

伊藤家に清房が生まれる。後に伊藤家桝源当主、九○
。 、 、代目源左衛門 宝蔵寺過去帳から 清房は若冲の次弟

。 、宗巌白歳の孫とされる しかし小説家の河治和香氏は
末弟の宗寂は実は若冲の実の子で、清房はその子、す
なわち若冲の孫ではないかと 『遊戯神通 伊藤若冲』、
に記しておられる。この説では真寂は若冲の息子の嫁
ということになる。

「石峰寺図 （京都国立博物館 。この図によく似た○ 」 ）
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大徹宗斗賛「石峰寺五百羅漢図 （個人蔵）には、門」
扁額に大徹が「遊戯」と記している。
「菊図 （米ハーバード大学美術館）」

一七九二年 寛政四年 壬子 七十七歳
二月十八日、蒲庵淨英が黄檗山萬福寺第二十三代住○

持になった。
皆川淇園主催の「東山新書画展観」がはじまる。こ○

の年より寛政十年まで、三月と九月の春秋二回開催さ
れる。後に「東山春秋展観」として七十年間続く。

九月二日、次弟の宗巌白歳居士没。享年七十四。○
細合半斎跋文「菜蟲譜 （佐野市吉澤記念美術館 。○ 」 ）
葡萄双鶏図 メトロポリタン美術館 菊花図 デ「 」（ ）。「 」（

ンバー美術館）

一七九三年 寛政五年 癸丑 七十八歳
若冲に関する松本奉時周助よりの聞書が、広島の平○

賀蕉斎白山によって『蕉斎筆記』に次のように記され
た。

今は稲荷街道に近い石峰寺に隠居して五百羅漢の石
像を建立し、絵一枚の代金を米一斗と決めて、後ろの
山に若冲自身の下絵をもとにつくられた羅漢の石像を

。 、 、一体ずつ建立した 妹が同居していて 一度嫁いだが
後家となって子どもひとりと同居しており、尼になっ
て「心寂」と名のっていた。和歌をたしなみ、石摺り
版画をつくり売っていた。他人からみると若冲の妻の
ようだという者がいるという。

「 」。「 」。「 」○皆川淇園題詩 墨菊図 蒲桃栗鼠図 六歌仙図
（愛知県美術館）

一七九四年 寛政六年 甲寅 七十九歳
十月十九日、浅野家の平賀白山が石峰寺門前の若冲○

宅をはじめて訪ねる 『蕉斎筆記』の記載では、石像。
群はすでに完成していたように思える。

百丈山石峰寺へ参る。ここの門前には若冲居士が住
んでいる。しばらく話を聞く。襖には石摺り風の蓮の
絵が描かれている。おもしろい風流人である。裏山に
ある五百羅漢の石像群を見る。これは山の上に自然石
を集めて、羅漢の形に彫った石像だ。石像の周りを迂
回するように道をつくっている。五百羅漢のほかにも
釈迦の涅槃を表した場面も石像でつくられていた。た
いへんおもしろいものだ。また、その山の入り口に新
しい建物がある。これも若冲の指示で建てられたおも
しろい建物だ。寺の左には若冲の古い住まいがあり、
庭も静かで古びていておもしろい。若冲の妹の名前を
「真寂」といい、若冲と同居している。

平賀白山は前年に、大坂の松本奉時から聞いた若冲○
の話を記している。若冲は妹らしき尼と同居しており
彼女の名は心寂としていたが訂正の通り真寂である。
この女性のことは最近に判明したが、若冲の末弟宗寂
（ ） 、 「 」一七六五年九月十八日没 の未亡人で 名は 真寂
である。若冲の義理の妹にあたる。子どもひとりも同
居しているとあるが、当時四歳の清房であろう。清房
は若冲の次弟、白歳の孫。後に九代伊藤源左衛門。

この年に石峰寺観音堂が落成か。大坂の富豪葛野氏○
の寄進によって建物は完成したという。屋内の調度品
については、武内新蔵が仏具や接客用の器のことごと

。 「 」くを喜捨した そのことに感動した 石峰寺僧若冲師
が、蔬菜図を描いて新蔵に与えた 「自分が常々胸の。
うちに蓄えておいた＜畸＞を描いたのだ」と若冲師は

創刊5周年記念　若冲の謎

222



語ったという。表装せずにおかれていたこれら十二枚
の絵は、後に新蔵の孫の嘉重によって屏風に仕立てら
れた。そのように「蔬菜図押絵貼屏風」に付属の由緒
書に記されている。また平賀白山のいう「山の入り口
の新しい建物」は、観音堂かもしれない。

「野晒図」西福寺○

一七九五年 寛政七年 乙卯 八十歳
七月十七日、円山応挙没。六十三歳。○
十月、萬福寺の蒲庵淨英が若冲筆の肖像画のために○

賛を書く 「蒲庵淨英像 （萬福寺蔵）はこの年の制作。 」
であろう。

「鶴図 （バーク財団 「梅図 （天真院 「釣瓶に○ 」 ）、 」 ）、
鶏図 （大和文華館 「菊花図押絵貼屏風 （細見美術」 ）、 」
財団 「福禄寿 「托鉢図 。澄月同年賛「梅月」托）。 」、 」
鉢図 「梅月鶴亀図 （ピーター・ドラッカー）」。 」

一七九六年 寛政八年 丙辰 八十一歳
、 。○九月二十七日 東山新書画展観は東山の端寮で開催

若冲は絹本「五百羅漢図」を出品した。出品作品は新
作二百十二点。出品目録には「五百羅漢図絹本 藤 若
冲 。秋の展観目録によれば、応挙・呉春・芦雪・山」
口素絢・松村景文ら円山四条派の絵師はいうまでもな
く、若冲・岸卓堂・原在明・土佐永詮・鶴沢探索ら京
の絵師のほか、大坂の中村芳中・墨江武禅、江戸の谷
文晁、蝦夷松前の蠣崎波響、琉球太夫毛俊臣など「海
外諸方ノ人」まで、実に九十七名が名をつらねる。京

。 、 、都以外が四十人 年齢層も幅広く 百十翁の井上吉久
十歳女武市師まで。

、 。○十月一日 第二十三代黄檗萬福寺住持の蒲庵淨英没

○大典が『小雲棲稿』刊行。
「里芋図 「鼠婚礼図 「群鶏図 （細見美術財団 。○ 」 」 」 ）

蒹葭堂賛「売茶翁像 、皆川淇園賛「双鶏図 「軒瓦」 」。
に双鶏図 「鵞鳥図 「双鶴図 「双鶴図 「三十六」、 」、 」、 」。
歌仙図屏風 （岡田美術館）」
○夏、石峰寺観音堂建立。
一七九七年 寛政九年 丁巳 八十二歳

相国寺の総門復興。○
○「象と鯨図屏風 （ 「鶏図押絵貼」 ）。MIHO MUSEUM
屏風 （細見美術館 「墨菊図押絵貼屏風 「寒山拾」 ）。 」、
得図」

一七九八年 寛政十年 戌午 八十三歳
三月十一日、若冲が石峰寺門前の住まいで同居して○

いた義妹の深窓真寂禅尼が亡くなった。五十六歳。末
弟の宗寂の妻とみられる。伊藤家菩提寺の宝蔵寺過去
帳による。

三月、毎年開催の東山「新書画展観 。長沢芦雪は○ 」
一寸四方の小幅のうちに五百羅漢を細写し、獅象龍虎

「 」の諸眷属すべてを描きこんだ極小品 方寸五百羅漢図
を出品した。皆川淇園は「安喜生の小幅五百羅漢図を
得し事を書す」

「旭日老松図 （米クラーク財団 「龍と道士図 、○ 」 ）。 」
「鯉魚図 「桐下双鶏図 「群鶏図押絵貼屏風 「三」、 」、 」。
十六歌仙図押絵貼屏風 （米デンバー美術館 。」 ）

一七九九年 寛政十一年 己未 八十四歳
六月八日、長沢芦雪が大坂に客死。四十六歳。○
「百犬図 （八十六歳の年齢書き 。○ 」 ）
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一八〇〇年 寛政十二年 庚申 八十五歳
石峰寺観音堂「花卉図天井画 。格天井には彩色花○ 」

卉図と八十八歳の款記一枚、あわせて百六十八枚。現
在、石峰寺に観音堂はなく、花卉図は信行寺（東山仁
王門）の格天井を飾っている。

四月十三日、東山の双林寺で、池大雅の二十五回忌○
追善会が催された 案内状を届けた使者に 若冲は こ。 、 「
のごろ病気につき参上いたしかねる」と応え欠席して
いる。

九月十日、伊藤若冲没。石峰寺に土葬。葬儀には宝○
蔵寺からも読経に行ったが、宝蔵寺には玉屋伊衛門な
る人から志があったと記録されている。

「宝蔵寺過去帳」には「伊藤若冲祥月命日 寛政十
二年庚申九月十日／米斗翁若冲居士 右石峯禅寺ニ葬
土／玉屋伊右衛門ヨリ志 諷経ニ行」

十月二十七日、相国寺で四十九日にあたり、大火後○
に相国寺一山の仮方丈となっていた鹿苑院で、若冲生
前の同寺に対する篤志に報いるべく法要が営まれ、大
典が執行した。縁者として、伊藤宮治、金田忠兵衛の
ふたりが招かれた。室中には「釈迦三尊像 、南北の」
間には「動植綵絵」一幅ずつが掛けられた。

若冲のこの年の作品とされるのが、聞中浄復賛「亀○
図 （鹿苑寺／年齢書き八十八歳 「鷲図 「伏見人形」 ）。 」
図 （プライス 「旭日老松図 （クラーク財団 「龍」 ）。 」 ）。
と道士図 「鯉魚図 「桐下双鶏図 「霊亀図」」、 」、 」、

翌享和元年二月八日、相国寺慈雲庵で住持在職のま○
ま大典没。八十三歳。

※若冲は石峰寺に縁あって以降、伏見人形をたくさん
描いた。なかでも布袋像の多さが目を引く。

布袋の人形は火除けとして、京では荒神棚にまつら
れる。最初いちばん小さい布袋人形を節分に求め、毎
年ひとつずつ大きさを増していく。七体揃うと福徳が
あるとされ満願だが、集めている中途で不幸があれば
すべて川に流したり、氏神の祠に納めたりした。そし
て最初のいちからまた集める。布袋は火防神でありか

。（ 『 』）つ福徳神であった 奥村寛純編著 伏見人形の原型
七体揃えるという風習がいつからあるのか不思議だ

が、寛文六年（ ）再板『ひな人形の古実』につぎ1666
の記述がある。若冲の時代よりもかなり古い。

家名にきずはつかぬ也けり／布袋人形
此ほてい人形を初春に壱つもとめて荒神棚へそなへ年
々だんだんと大きなるをもとめ七ヶ年にて七つそろへ
常にしんじんすれば其家業はんじやうして悦び半たへ
ずめでたくむつましきことなり

人形の布袋につれて年々に／家のふくろも大きうぞ
なる

わたしは若冲が描く七人の布袋像は、伏見義民七人
をしのぶことから始まったのではないか。伏見人形の
七布袋も、九助や九兵衛たち七人の義民にちなんで、
地元で製作がはじまったのではなかろうか。そのよう
に勝手に推測していたのだが、実は京ではずいぶん昔
から七布袋の風習はみられた。

かつて錦市場を救うために若冲は一介の僧、革叟と
して江戸表で直訴することを考えたはずである。駕籠
訴などの越訴すなわち直訴は、上下のきびしい身分制
度のなか、世の秩序を乱す不届きな行為である。訴え
の内容の正否如何を問わず、封建的秩序全体に対する

創刊5周年記念　若冲の謎

224



反逆とみなされた。革叟の幕府への直訴が、伏見義民
たちの訴えと同様に結果的に認められたとしても、革
叟もまた牢死をまぬがれなかったのではないか。

奥村寛純氏は「伏見の人形製作業者のために、若冲
は伏見人形のデザインをきっとみずから描いたであろ
う」と推測しておられる。それほど、伏見人形は晩年
の若冲の心の奥に入り込んでいた。若冲が伏見人形の
布袋たちに抱いた念はあまりに深い。ひとりで立つ布
袋は、革叟かもしれない。そのようにわたしは思う。

番組のお知らせTV
（仮）題

「生命を見つめた絵師 若冲は生きている」

月 日木曜日 時～ 時12 22 19 21
朝日ドキュメンタリーBS

この稿の執筆者・南浦邦仁氏が出演されます！ 店先に伏見人形の布袋が並ぶ稲荷大社前

「都名所圖會」 年刊1780

南浦 邦仁 （みなみうら くにひと）

播州に生まれ、少年時代は農村地帯でのほほんと育つ。後に本好きがこうじて、長年本屋に勤務。
現在は半隠居生活。ブログ「ふろむ京都山麓」を時々発信している。京都市在住。著作に『ロバの
パン物語 （かもがわ出版 年 「若冲逸話 『黄檗文華』 号（黄檗山萬福寺文華殿 年）』 ）、 」1993 126 2007
ほか。
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編集後記
12 1 Lapiz 5早や 月で今年もあと か月となりました が生まれて丸。

年。まだまだよちよち歩きのひよこのようですが、何とか 号まで21
出すことが出来ました。この間、様々な方々に執筆をお願いし、写
真作品をご提供いただきました。
改めてお礼申し上げます。

さて 周年記念号は「若冲の秘密」と題した南浦氏の作品です。5
氏は来る 月 日、若冲に関しての 朝日のドキュメンタリー12 22 BS
番組（１９： － ： ）に出演されます。ぜひご覧ください。00 21 00

さて本年もいろいろ有難うございました。新しい年が皆様やご家
族にとって良い年でありますように。

（ )M
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