


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女
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編集長 井上脩身Lapiz

「不思議なクニの憲法」という映画が公開されま
。 、した 作家の瀬戸内寂聴さんや評論家の孫崎亨さん

自民党衆議院議員の船田元さん、憲法学者の長谷部
恭男さんらにインタビューして構成した松井久子監
督作品 「憲法には『私たちはどう生きるべきか』。
が書いてある」という宣伝文句にひかれて６月、私
は大阪のシアターに足を運びました。

映画は７月の参院選を前に、憲法の基本を少しで
。も多くの人たちに知ってもらおうと企画されました

船田元さんが登場することからもわかるように 「憲、
」 。 、法改変阻止 を訴える映画とはいえません むしろ

立憲主義、国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄
条項などについて、立場が異なる人たちの考えを紹
介し、投票に際して冷静な選択をしてもらおう、と
いうのが監督の意図でした。

私が見たのは土曜日の昼下がり。客席約６０人の
小さな映画館ですが、客は７、８人。製作者には気
の毒なほどに閑古鳥が鳴いています。その結果なの
でしょうか。７月１０日に投開票された参院選で、
自民、公明、おおさか維新の会、日本のこころを大
切にする党の改憲４党に、改憲に積極的な無所属当
選者を合わせた改憲勢力が非改選を含めて３分の２
の１６２議席を超えました。すでに衆院では改憲勢
力が３分の２を上回っており、国会で憲法改正の発
議がいつでもできるようになりました。

参院選中、民進党、共産党などは「３分の２の阻
止」を合言葉に共闘し、東日本では一定の成果を上
げましたが、結局、その阻止には至らなかったので
す。選挙後の高知新聞の調査では 「３分の２」の、
意味を知らなかった人が１００人中８３人に上った
といいます。高知県は徳島県と合区になり、高知県

出身の候補者がいないことから選挙への関心が低か
った、という事情がありますが、それにしても愕然
とする数字です。おそらく全国の半数以上の人は３
分の２の意味を知らなかったでしょう。

安部晋三首相は参院選中 「アベノミクスは道半、
ば」と訴え、憲法改変にはひとことも触れませんで
した。だが、真の狙いが参院選で３分の２を確保し
て、憲法９条の変更に踏み出すことであることは明
らかでした。安部政権側からみれば「３分の２を隠
して３分の２を取ることに成功」ということでしょ
う。

自民党は結党以来 「押しつけ憲法の改正」を党、
是としてきました。しかし、歴代首相のなかで最右
翼である中曽根康弘氏ですら、その実行には乗りだ
しませんでした。野党時代の２０１２年に公表した
「自民党憲法改正草案」を基にして憲法を変え、歴
史の名を残す総理大臣になろう、と虎視眈々と機会
をうかがってきた安部首相です。参院選の結果をみ
て 「遂にチャンス到来」とほくそ笑んだことでし、
ょう。７月１０日は戦後史を１８０度転換させた日
と、後世にまで記憶されるに違いありません。

参院選から１カ月近くがたった８月３日、原子力
規制委員会は関西電力美浜原発３号機について、新
規制基準の合格証となる「審査書案」を了承しまし
た。３号機は運転開始から既に４０年を超えている
にもかかわらず、最長２０３６年まで運転が延長で
きる見通しとなったのです。すでに原子力規制委は
６月２０日、運転開始から４０年以上が経過した関
電高浜原発１、２号機について、最長２０年間、運
転期間を延長することを認可しています。福島第１
原発事故後、原発の運転期間は「原則４０年」と決

井上編集長の巻頭言



められました。逆にいえば、２０年延長できるのは
例外的な場合だけです。老朽化による事故リスクを
少しでも減らすためです。しかし、高浜１、２号機
に続いて美浜３号機の延長を認めたことは 「２０、
年延長」は例外でなく、原則化させようとの意図が
透けて見えます。

さらに８月１２日、四国電力伊方原発３号機が再
稼働しました。原子力規制委の新規制基準に合格し
て再稼働した原発としては、九州電力川内原発１、
２号機、関西電力高浜原発３、４号機に続いて５基
目です。安部首相は、参院選の勝利を背景に、有無
を言わせずに原発再稼働を進めているのです。

憲法と原発は一見、関係がないように見えます。
しかし、憲法の前文に「恐怖と欠乏から免れ、平和
のうちに生存することを確認する」と、平和的生存
権をうたいあげ、同１２条で幸福追求権の尊重を規
定しています。９条の戦争放棄と併せ考えると、憲
法の平和主義は単に戦争をしないという狭義の平和
だけにとどまらず、放射能の恐怖からも免れる広義
の平和を求めていると言えるでしょう。

このようにみますと、安部首相が一方で９条を変
えて国防軍を設けようとすることと、他方で原発を

。進めることとは軌を一にしていることがわかります
７月１０日という日は、原発問題についても、福島

。事故の教訓を無にする日と刻まれるかもしれません
今年、チェルノブイリ原発が１９８６年に事故を

起こして３０年を迎え、同事故をテーマにした映画
が各地で上映されました。同事故に関心を持つこと
は大事ですが、忘れてならないのは事故の５年後、
チェルノブイリ法が制定されたことです。事故を教
訓に、被害を受けた市民の補償や支援を規定したも
のです。

事故から５年といえば、今年は福島第１原発から
。 。５年です あの事故から学ぶべきは何なのでしょう

チェルノブイリ法を大いに参考にすべきではないの
でしょうか。本号ではチェルノブイリ法を考えると

ともに、憲法の平和主義にもさまざまな記事の中で
取り上げました。

井上編集長の巻頭言



中村敦行が撮る四季



お盆を前に咲き競うハスの花

中村敦行が撮る四季



夕日に彩られた奈良燈花会

中村敦行が撮る四季



L piza

中務 敦行（なかつかさあつゆき）略歴

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

中村敦行が撮る四季



の発案者神⼾祭り
小野富次さんをしのぶ

文、写真・井上脩身

第４６回神戸まつりが５月１５日、神戸の中
心街、三宮のフラワーロードを中心に繰り広げ
られ、私（筆者）は初めてまつりを見物した。
まつりの発案者は小野富次さん。私が勤めてい
た新聞社や財団法人の大先輩である。神戸まつ
りの華はサンバの踊りだという。小野さんが亡
くなって１０年目の年にリオデジャネイロでオ
リンピックが開かれるのも何かの縁であろう
か。私は色鮮やかな衣装に身を包み、艶やかに
踊るサンバダンサーの晴れやかな表情を見つめ
ながら、小野さんをしのんだ。

cover story



小野さんは１９２５年、神戸市に
生まれ、商業専門学校を出た後、毎
日新聞に記者として入社。神戸支局
を振り出しに、政治部などを経て、
まだ４０代前半のころに神戸支局長
になった。その後、全国的な大書道
展を運営する財団法人の専務理事に

。 、就任 積極的に海外で展覧会を開き
日本の書を紹介した。私が１４年前
に同財団に勤めだしたとき、小野さ
んは既に専務理事を退き、神戸で暮
らしていた。病気がちで、大阪の書
家と神戸の病院に見舞ったとき、ほ
とんど言葉を発すことができなくな
っていた。０７年２月、静かに息を
引き取った。

「神戸まつり」の発案者が小野さ
んだと知ったのは、小野さんが亡く
なった直後だった。小野さんの葬儀
のことで毎日新聞神戸支局を訪ねる
と、政治部出身の支局長が教えてく

れた。小野さんは、毎日新聞神戸支
局長として神戸市当局をはじめ商工
会議所などを説得して回り、開催に
こぎつけた、というのだ。

神戸まつりのホームページによれ
ば、６７年に開かれた「神戸カーニ
バル」がまつりのルーツの一つ。報
道関係者の発案で、神戸開港１００

、 、年祭の前夜祭として 三宮を中心に
歌と踊り、仮装パレードが展開され
た、とある。この「報道関係者」が
小野さんであることはいうまでもな
い。観衆は４０万人にのぼったとい
いう。事業として大成功だった。

その２年後の６９年６月の『月刊
神戸っ子』に、小野さんの若いころ
を知る竹田洋太郎という記者が「小
野記者逮捕事件」のことを綴った一
文を寄稿した。以下はその要旨であ
る。

第２次世界大戦後に中国で起きた

内戦で、共産党軍に監禁された瀋陽
のアメリカ総領事とその館員が、貨
物船で大連から神戸に送られること
になった。各社の記者、カメラマン
は神戸港の岸壁で船を待ち構えた
が、小野記者の姿はなかった。やが
て貨物船は岸壁に接岸。まず降りて
きたのはカービン銃を手にしたＭ
Ｐ。その後ろに捕虜同然のしょんぼ
りした顔の小野記者がいた。

小野記者は、貨物船が着く前に他
社の記者を出し抜いて単独取材しよ
うと考え、検閲官のランチに同乗。
沖合で首尾よく貨物船に乗り移った
まではよかったが、たちまちＭＰに
捕まり、船内に監禁されてしまった
のだ。

「 、竹田さんは 監禁の取材に行って
」 、監禁された と文中でからかったが

小野さんの粘りには一目を置いてい
た 「いまどきちょっと珍しい武士。
の風格を持った人物」と評し 「黒、

cover story



」 、田節 を歌いながら踊るのが得意芸
としたためた。
この記事によると、小野さんは若

いころから神戸の国際性に強い関心
を抱き、こうと思えばいささか無鉄
砲に突き進む性格でもあったよう
だ。

私は書道関係の財団法人に勤めた
関係で、書家の祝賀会などで何度か
小野さんと席を共にした。小野さん
はスピーチを指名されると、決まっ
て「政治が悪い」と辛口の政治批判
をした 「神戸まつり」の発想の根。

「 、源は 神戸を活気づかせるためには

政治家や役人に任しておれない」と
の黒田武士的義侠心だったのかもし
れない。小野さんの奇抜なアイデア
に尻ごみする市の役人らを、粘り腰
を発揮して口説き落としたのだろ
う。

神戸まつりのパレードは午前１１
時に始まった。私は１時間近く前か
ら、カメラを手にフラワーロードに
陣取った。トラックの荷台に積み込
まれた大型アンプがサンバのリズム
をボリュームいっぱいに響かせたの
を合図にトラックがゆっくりと動き
出した。その後ろから、ダンサーた
ちが手を振り、尻を振り、胸を振っ
て踊りながら進む。黄色やピンク、
赤、緑など色とりどりのコスチュー
ムが、青い空に映える。この日は夏
の日差しだった。衣装の背には左右
に大きな羽根。頭に冠、胸元には大
きなネックレス。そこにちりばめら

れた宝石がキラキラと輝く。ダンサ
ーたちは汗をぬぐうことなく踊りま
わった。

ダンサーの多くはサンバ教室に学
ぶ若い日本人女性たち。中には小さ
な女の子の手を引きながら踊るお母
さんもいる。ママになっても、この
日ばかりは神戸っ子ダンサーの血が
沸くのだろう。

南米の女性かと思われる褐色の肌
のダンサーが笑顔を振りまきながら

。 。踊りだした 彼女の背の羽根は緑色
腕にも緑の輪を着けている。時折、
体をクルクル回し、広げた両手を妖
しく動かす。彼女がリオのダンサー

かどうかは素人にはわからない。だ
が、リオのカーニバルの雰囲気を見
事に表していた。

私は３時間余り、会場にいた。そ
の間、私の前を通っていったダンサ
ーは２００人を超えただろう。カメ
ラを構えながら、小野さんならどう
思うだろう、と考えた。憲法を変え
ようとの動きが強まるなかでの神戸
まつり 「平和であってこそのまつ。
りだ。戦争ができる国になってしま

、 。えば 神戸まつりもくそもなくなる
そんな政治は悪い 。小野さんなら」
そう言い切るに違いない。
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『 を考える』異様な時代

はない みほ

偽装する国

小池百合子氏が東京都知事になった。とた
んに、小学英語が教科に（新自由主義の欧米
中心の世界の為の言語共通化）高校の教科書
に「公共」が本格的に動きだした。どんどん
異様な空気に包まれる⽇本である。選挙公約
と当選後の動きがまったく違う政治家たちば
かり。マスコミも統制を引いているように情
報の偏りがある。参議院選挙では、投票日前
⽇に新聞記事反⾯いっぱいに⾃⺠党の記事掲
載。さらにテレビから平等に各政党の映像が
流れない。こういう⾵に露⾻に情報を操作し
ては、正しい選挙は⾏われない。⽇本は、嘘
偽りの政治家たちと官僚、マスコミで、国は

どんどん豹変している。また最高裁判所自体
がアメリカに取り込まれているように、⽢利
⽒の政治献⾦問題含め、犯罪を犯罪とならな
いこの国の異常事態。三権分⽴が作⽤してい
ない。ではどのようにしてこの異常事態を正
す事が出来るのか。
投票率が低い。国⺠の過半数にも満たない

⼈しか選挙に⾏っていないという。だから多
数決で、その少数の中で多数議席を得た政党
が政権を担う。けれどその判断は、個人個人
の考えでなく、テレビや新聞の⾒解等で、あ
たかも⾃分の意⾒だと錯覚して、多数決で負
けたのだから仕⽅ないと、勝利した政権に委

東西南北　異様な時代を考える



ねる。でもこれは本当の⺠主主義なのだろう
か。投票にいかない⼈は、どうして投票に⾏
かないか。選挙に希望を持てないのかもしれ
ない。選挙に意味をみいだしていないのかも
しれない。さらには、選挙だと言う事も知ら
ずにいる人たちがいるのかもしれない。この
どれをとっても投票に⾏かない⼈は、今の政
権に賛成をしていないからではないか。
昔を思い出せば、選挙がある事を大々的に

情報として流れていた。そしてそれぞれの公
約を堂々と主張する機会を⽴候補者は得てい
たように思う。投票率を下げて、組織票で当
選させるように仕向けているようである。ま
た東京で参議院議員に⽴候補した三宅洋平⽒
は、⼤⼿の新聞で、⽴候補したとも上がって
いず、上がっていても、街角の出口調査では
ほとんど無視されていると言う記事が上がっ

。 、 、ていた しかし 三宅⽒は若者の⼼をつかみ
さらに政治に関⼼を抱いて今の政権に異を唱
えている人たちから個人的に応援していると
いうTwitterやBlogなど、かなりの個人的に
関心を持たれていた。すると、Twit terの妨
害が起こり、ネットでキーワードを入れても
上がってこないという状況が多々あり、毎日
キーワードを変えて、情報を配信していた三
宅⽒を応援しているボランティアの⽅々がい
た。結局三宅⽒は２５万票を獲得しての８位
で落選と⾔う結果になった。この事からも、

マスコミが情報操作をしている事が問題であ
る。今までマスコミの情報を正しい情報とし

。 、てきた⼈たちの⼼は踏みにじられた 市⺠は
誰を信じて情報を得ればいいのだろうか。そ
こに “人々は、騙されず、確かな目を持ち、
ましょう”という声を聞く。がしかし、なぜ
騙しを許すのだろう。嘘の政治を正当化する
意識ほど危ないものはない。それが社会であ
り、これが政治だという⾔葉を飲み込んでし
まっているだけではないか。安倍政権になっ
てから特に閣僚の汚職事件筆頭に安保法制を
国会通過させるための異常な政治家たちの動
きや、アベノミクスの失敗と言われながら、
まだまだ道半ばと突き進む状況等、モラルな
き政治の横⾏が⽬⽴ちすぎる。選挙の時にニ
ュースではポケモンGOのニュースが多々流
れ、伊方原発の再稼働時には、リオオリンピ
ックの番組ばかリながれる。人々の目をそら
す手法をどうしてするのだろうか。
憲法改正も、集団的自衛権も、原発再稼働

も、選挙も、堂々と人々に伝え、判断を煽れ
ばいい。⾃分たちが揺るがない権⼒者だと思
っているのなら、なぜこそこそと動く必要が
あるのだ？マスコミを操作せずとも当たり前
に新聞やテレビに情報を伝え、⼈々に理解さ
れてはいかがだろう。現政権はこそ泥のよう
に裏街道を歩く⼈たちの集まりなのか。いい
大人が嘘をまかり通して動かす社会に人々
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は、何を実体だと感じて生きていくのだろう
か。その不確かな実体が、⼈々の⼼の均等を
壊している。

心を破壊する社会

今日本は自殺する人々が増えている。それ
に対応して睡眠障害や鬱に移⾏しやすい⼈を
早期発⾒早期治療だといい、市役所等で「眠
れなかったら⼼療内科へ」と誘うポスターを
良く⾒かける。１５年ほど前までは鬱は精神
科の領域だったが、⼼療内科や内科等でも鬱
対策や睡眠障害対策を⾏われるようになり、
簡単に一般の人々が向精神薬を服用する機会
が増えている。この⾏政を取り込んだ精神問
題への取り組みが正しいのならば自殺者は減
って当然であり、病気も改善されるはずであ
るが、実際は向精神薬を服⽤する⼈々は年々
増え続け、自殺者も増えている。さらに、こ
こ⼆三年の事であるが、⾃閉症、多動症、機
能障害と言われる病気でスクールカウンセラ
ーにピックアップされ、⼼療内科に通い向精
神薬を服用する子供達が多数いる。これは私
の身の回りでも顕著に現れている事実であ
る。病気の子供たちが増えたのかと言えば、
そうではなく、ピックアップされる事が増え
たからということである。これは学校教育改
正と同時期に起こっている。つまり社会に貢

献できる子供の育成という教育改正された言
葉に当てはまらない⼦供が、ピックアップさ
れ、⼼療内科へ⾏く流れがあるのである。こ
れは正しい⾒解か？いや、こんな恐ろしい現
実が心と言うデリケートな部分に入り込んで
いるのである。

国体と心の問題

学校教育の中に医療が⼊り込んできたこと
で、言う事を聞けない子供が病気になってい
く。しかしこれを病気と判断する基準は何処
にあるのか。その基準はチェックリストであ
る。そのチェックリストに沿って×の数によ
り病気になる。ならばそのチェックリストの
中⾝はと⾔うと、学校教育の中で⽣活態度A
BCの範疇にある。廊下を右側通⾏出来まし
たＡBＣ、先生が話している時に後ろを向か
ないABC・・・私の子供の時にあった悪い子
探しの終わりの会を思い出す。私の受けた小
学校教育の中では、国歌⻫唱は当たり前だっ
た。全校体育、⿎笛隊、集団⾏事が多数あっ
た。これがいわゆる国体と多いに関係する意
識である。そこから外れた⼦を異常者と⾒な
すわけである。これは全体主義を推し進める
教育であり、その教育がいわゆる道徳教育と
言う事と繋がる。そのチェックリスト作成に
携わったひとりとして、偶然にも名が挙がっ
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たのが河合隼雄氏である。河合隼雄氏は大変
穏やかな教育問題を⽂部省の役職において取
り組んだ一人としてあげられる 「心のノー。
ト」⽴案でも有名な⼈である。
⼼を⾒つめる作業を⼦供達に⾃ら⾏わせた

⼼理療法が「⼼のノート」である。これは⼀
⾒画期的で、⼤⼈が⼦供の⼼の中をのぞくに
はいいツールで、世の⺟親たちは「⼼のノー
ト を大事に読んだという けれど その 心」 。 、 「
のノート」は、自らの心の中を描き出させる
と同時に、開けっぴろげにした無防備な心を
「⼼のノート」の中に書いてある⾔葉に誘導
され、あたかも自分の心の叫びのような、自

。 、分の思考にすり替えられるのである すると
知らずにこの「心のノート」が伝えるいい子
に誘導する自分をも作り得る。純粋な子供達
は知らぬ間に誰かが作ったいい子になってい
くのである。
さらに「⼼のノート」⽴案の河合⽒は、池

⽥の殺害事件で⼩学校への狂気の不安を前提
に、各学校にスクールカウンセラーをと提案
した人物である。今その心のケアとスクール
カウンセラーの存在が、子供達の取り巻く世
界にどのように入り込んでいっているのかを
知るとぞっとする事が起きている 「心のノ。
ート」は道徳教育の一環である。その「心の
ノート」は知らずに自分を自分でコントロー
ルする。国の要求するいい子を作り出すハウ

ツー本だと⾔う事。⼼理学をアメリカで学ん
だ彼は、そのノウハウを阪神淡路⼤震災と池
⽥事件やオウム真理教事件いうショックドク
トリンを使って強⾏な⼈々の平和意識に、不
安を利⽤して、スルリと教育に⼊り込んでい
たようだ。

国家神道の背後にいる資本家

戦争を美化する人々、いわゆる日本会議等
の⼈々が現政権になってから異常に表に現れ
た。しかし日本会議と言う団体が突如現れた
訳でない。戦争が終わっても戦犯がすべて亡
ったのではない。戦争の反省を本当にしたの
かも定かでない。戦犯もＡBＣあって、その
⼈々の意識等違うので、⼼からすまないと思
っている人ばかリではなく、何で私が戦犯な
んだという人も多かったと言う。それでも思
考を１８０度変えらせて、仕⽅ないという⾔

、 、葉を吐かせ 新しき時代に突き進むしかなく
物のない時代を戦争であえて作らせて、物質
欲とアメリカの思想をどんどん入れられ、戦
争そのものを考える余裕もなかった。そう思
うが・・・。
そういう中で 『もう⼀度』と思う権⼒が、

死んでいなかったわけだ。これが日本会議と
いう組織を作らせてしまった。その人たちの
意識は、宗教と思想で塗り替えた江⼾から明
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。 、治の時代をもう⼀度やり始めていた それが
宗教組織や学校教育へ少しずつ入り込んでい
た。しかしかつての国家神道を装い、戦後ア
メリカの傘の下に⼊り込み、国体の意識を煽
りつつも、新自由主義を頂点にしたアメリカ
に追従しているゆえに、アメリカで問題にな
っている向精神薬が日本にはどんどん入り込
む実体がある。⽇本独⾃の医療を⾏えばいい
のに、なぜアメリカの医療を薬屋とともに⽇
本に⼊れるのか。その医療をなぜ教育と⼀体
化させるのか？さらにその体制が国家神道を
貫く、統制社会の教育の一環である事が許せ
ない。国家神道を推し進める人たちは破壊さ
れる⼦供達の事が⾒えていないのか！？国家
神道の意識で⽇本国を思うナショナリズムを
装い、実は世界の１％の資本への追従に純粋
な子供達が餌食になっているこの現実を直視
すべきである。世界中が右傾化社会へ移⾏し
ている背景は、ナオミ・クライアン著『ショ
ックドクトリン』を読めばよくわかる。もう
こういうピラミッド社会は、破壊しか生まな
い。今だけ⾦だけ⾃分だけの利害関係の社会
はもう本当にピリオドを打たないといけな
い！

野田正彰著『戦争と罪責』

本当の戦争とはどんなもの
か、そのもっと奥に潜む人
々の思想を感じ取らなくて
は、戦争は⾔葉だけで固定
され、ものであるように錯
覚し頭だけの処理をしてし
まう。けれど、野田正彰氏
著の『戦争と罪責』には、

国家神道が浸透すれば、⼈々の意識の中に私
たちが今抱いている人への向き合い方、殺害
の向き合い方、人権の問題は恐ろしく溶けて
いく事を伝えている。
あの頃の戦犯がどのように思考を取り戻し

てきたのかを理解すれば、破壊からは破壊し
か生まないのだと言うことをいたほど実感す
る。まず、今この本を読んでほしい。もう私
たちは政治家に託すよりも、それぞれが本当
は何かを日常の生活の中でつかみ取り、一つ
⼀つ置き換えられた認識を改め直す事であ
る。この医療って⼤丈夫？この教育って⼤丈
夫？この宗教って大丈夫？この食べ物って大
丈夫？この農業って大丈夫？この住まいって
大丈夫？・・・これってきりがないけれど、
一つひとつ自分の頭で思考していく事がこれ
からは強く求められていくと思うのである。
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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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南浦邦仁

リオ五輪

ブラジルのリオデジャネイロ五輪で熱い日々が続いて

います。時差がちょうど 時間のようで 放送で12 LIVE

、 。も寝不足にならず また夏休み中で自由な日本人も多い

開会式の中継は、日本国内で半分近い国民が で観たTV

という。ところが現地ブラジルでは、オリンピック開催

国なのに、ほとんど盛り上がりがみられない。過半の国

民は静かであるという。

その原因をみるとまずは政治の混乱だ。五輪開会式で

テメル大統領代行が開幕を宣言すると、マラカナン競技

場のなかはブーイングに包まれた。そして競技場の外で

は、五輪の開催に反対する市民のデモ隊が治安部隊と衝

。 、 、突していた いまのブラジルは 世界大恐慌のとき以来

といわれるほど景気は低迷している。国営企業を軸とし

た汚職スキャンダルは底知れぬほどに広がり、ルセフ大

統領は職務停止に追い込まれ、代行が五輪の開幕を宣言

することになった。ルセフ大統領に対しては国家会計の

不正操作問題でオリンピック終了直後、 月末にも弾劾8

裁判が開始されそうである。

かつて と賞され、新興国の代表格として将来BRICs

の大発展が約束されていたはずのブラジル。しかし期待

は裏切られ「最近のブラジル情勢には、政治家へのブー

イングや五輪に反対するデモが当然とも思える面が、確

かにある （ 日本経済新聞」春秋 年 月 日）」「 16 8 7

ブラジル国民がオリンピックに沸かないもうひとつの
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理由は、一般国民の貧困である。サンパウロ在住のジャ

ーナリスト、美代賢志氏はつぎのように報告しておられ

る。ブラジルではサッカー以外のスポーツは庶民のもの

ではない。同国ではプールを備えた公立小中学校は数少

ない。水泳をやれるのは経済的に裕福な国民だけで、ス

ポーツクラブに加入する必要がある。どのスポーツをと

っても同様で、所得格差の大きいブラジルでは同じ上位

、 。の社会階層に属する者同士が 一種の結社を構えている

一般庶民は、どのクラブにも入ることは困難だ。

例外はサッカー。ボールがひとつあれば、誰でも参加

できる。運動具をそろえる余裕のない庶民には、国民ス

ポーツのサッカーだけが唯一の競技である。いまのブラ

ジルでは、競技場席どころか、テレビの前で観戦し、熱

狂する多数派の一般国民は存在しない。

アメリカ大統領選挙

ドナルド・トランプとヒラリー・クリントンがデッド

ヒートを争っている米国大統領選挙。このふたりが最終

候補なのだが、つい先日までクリントンに肉薄したバー

ニー・サンダースにも注目すべきであろう。

サンダースをいまも支持する青年は、バーニーととも

に戦ってきた運動は「政治がわずか ％の特権階級にカ1

ネで買われ、この国が僕ら一般国民じゃなく一握りの富

裕層のためだけの国になっていることに対する国民の怒

りの声なのです。ヒラリーはその ％にバックアップさ1

れている人物です 堤未果著 政」（ 『

』 ）府はもう嘘をつけない 角川新書

英国の保守党と労働党の明確な

差異が消滅してしまったのと同じ

ように、いまの米国は民主党も共

和党も同じ穴のムジナのように見

える。保守を選ぼうが、リベラル

に投票しようが、結局は ％が支1

配し、圧倒的多数の国民は貧困と

格差に追いやられる。

誰もがアメリカンドリームを手にする機会があったは

ずの米国が、国家としての力を失い、超富裕層だけが潤

う「株式会社国家」になってしまった。トランプは過激

発言や失言がマスコミに追及されてばかりいるが、彼は

国民多数の厚い支持を得ている。トランプのスローガン

は「強欲な ％から、アメリカを取り戻す」であり、サ1

ンダースの主張とピタリ重なる。堤未果氏は「トランプ

＆サンダース旋風」は同じコインの表と裏という。

バーニー・サンダース議員はこう語っている 「アメ。

リカの大統領と議会が国民のニーズに応えていない大き

な原因は選挙資金です。お金持ちや大企業がお金で政治

家を売り買いできるような制度になっていて、金持ちは

より金持ちになり、貧しい人々はますます貧しくなりま

す。普通のアメリカ人が政治から閉め出されているので

す」

米国内の反資本主義の流れは、現在本命視されている

クリントンが当選しても、やはり変わらないであろう。
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あるいはより過激な運動になっていく可能性すら感じ

る。圧倒的に多数の米国民が、主流派・エスタブリッシ

ュメントに対して「ノー！」と言いはじめたのである。

米国民が体制に向けた怒りが、今回の大統領選で噴き

出したのである。貧困層の拡大、広がる格差、それらに

向けた怒りが異端トランプへの支持であり、民主社会主

義者サンダースへの敬愛であったのであろう。だれが大

統領になろうが、 ％対 ％の闘いはますます激化す99 1

るしかないはずだ。それはおそらく、反グローバル者の

時代のはじまりであろう。

英国の 離脱EU

英国の 月 日の国民投票の結果には驚いた。まさ6 23

か欧州連合 からの離脱を国民の多数が選択するとEU

は、損得勘定からありえない結論であろう。大きな原因

のひとつは、 加盟の全国民をルールで縛る欧州委員EU

会の横暴だといわれている。各国民が直接選挙で選んだ

わけではない特権階級の欧州委員会の委員たちが、自分

たちの頭だけで判断して各国民に強制する。欧州委員会

の委員たちは秀才のエリート官僚であるが、彼らは欧州

連合所属の国民たちに無理難題を押し付けている。英国

民が国民投票で「ノー！」と叫んだのは、官僚主義のエ

スタブリッシュメントに対する反撃でもあった。

フランクフルトのフォルカー・ビーラント（ゲーテ大

教授）は「英国の多くの有権者は、自国政府や議会の権

EU BREXIT限をこれ以上 に渡したくないと判断した。

に対し、欧州統合の強化を求めることは適切ではない」

また独日刊紙「ターゲスシュ

6 27 EUピーゲル」 月 日付は 「、

では官僚主義が蔓延し、市民生

活から隔絶していると、多くの

。 、欧州人は考えていた はBREXIT

がこれまでたどって来た道がEU

誤りであったことを証明したの

かもしれない」

少し長い文ですが、竹下誠二郎（静岡県立大学経営情

報学部教授 「 の真犯人 官僚主義がはびこる欧州） Brexit

委員会の大罪 （週刊ダイヤモンド 年 月 日号）」 16 7 23

を転載します。

「英国の欧州連合（ ）離脱は欧州委員会に対するEU

不信任案だ。 の論議は英国の経済とその波及にとBrexit

どまっている感が強いが、欧州委員会らの行政姿勢が劇

的に改善されなければ、英国に追随する国が続出する可

能性は高い。

欧州委員会は深刻化する移民問題を憂える声に対し、

「 」（ ） 「 」ゼノフォビア 外国人嫌い や イスラマフォビア

（イスラム嫌い）のレッテルを貼り、多元文化主義を念

仏のように唱え続けた。その結果、移民問題は西欧や北

欧の国民の不安と怒りを増大させ、右翼化を爆発的に加

速させた。
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多くの警告を無視して突き進んだ緊縮財政策がもたら

したものは、南欧の極めて高い失業率と欧州のさらなる

南北格差だ。ギリシヤの は ％も落ち込み、失業GDP 30

率は ％を超え、人口の 分の は貧困層となってい25 3 1

る。失政のかじ取りを大きく変える動きも反省もなく、

南欧の に対する不信感は怨嗟に変わりつつある。EU

国民の声を聞く耳を持たない例は枚挙にいとまがな

い。 では電力を無駄にしている消費者を「再教育」EU

するために、 年に ワットの大型掃除機の販売2014 1600

（ 、を禁止した しかし新規制下の機種では吸引力が弱い分

長く掃除機を使わなければいけないため、電力消費量は

増加 。バナナやきゅうりの曲がり具合を規制しようと）

し、レストランでオリーブオイルを浸す皿を禁止しよう

とした 「欧州のトイレ水分使用量の統一化」に 年半。 2

の歳月と費用をかけた ページにもわたる「技術レポ60

ート」はまだ（幸いなことに）日の目を見ていない。こ

のような政策が矢継ぎ早に出るのも、 の官僚主義がEU

末期症状にあるからだろう。常に「上から目線」で、各

国の事情を考慮しない姿勢にはフランシスコ・ローマ教

皇までもが苦言を呈したほどだ。

の行政機関における官僚主義はトップから下層にEU

まで深く浸透している。ルクセンブルクで多国籍企業の

脱税を促すタックスヘイブン（租税回避地区）の基盤を

作り上げていたことが暴露された欧州委員会トップのユ

ンケル委員長は、批判が高まっても引責はおろか、謝罪

の言葉もない。 月 日の でも「逆ギレ」をし6 23 Brexit

て英国に脱 の手続きを催促し、メルケル独首相に戒EU

められる有様だ。

EU英国の離脱により、

基本条約の改正が必要とな

る。その際には表面上の条

約改定だけではなく、執行

部の官僚制の廃棄が求めら

れている。移民問題、右翼

化・国家主義の高まり、保

護貿易主義への回帰の可能

性、シェンゲン協定（国境

検査をなくす協定）の崩壊、ロシアの脅威、地域独立運

動など、 の問題は山積みだ。これらに前向きに取りEU

組める組織力が果たして欧州委員会にはあるのだろう

か？ 答えは否、だ。 の行政は各国民の直接選挙でEU

選ばれる欧州議会へ権力を早急に移し、欧州委員会の提

案を否決する力を与えるべきだ。

の行政を擁護する人たちは必ずと言っていいほどEU

「これだけ多様な格差や価値観を取りまとめなければな

らないため、困難が伴う」という主張を展開する。しか

し、困難を伴うのは承知の上だ。その困難な統治が無理

ならば、それはまさに が拡張し過ぎたことの証しなEU

のではないだろうか 」。

イタリアの五つ星運動

、 。英国の 離脱は 欧州の分裂の兆候であろうと思うEU

これまでの世界はグローバリエーションが拡張し続ける
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大潮流であった。しかし地球上の大きなトレンドは反転

しつつある。統合から分裂に向かっているのではないだ

ろうか。

ヨーロッパでは英国以外にも を離脱する国が続くEU

可能性がある。また各国内ではスコットランドやスペイ

ンのバスクやカタルーニャなど、独立を求める機運も強

くなっている。

イタリアでは新興「五つ星運動 （略：五つ星）が、」

レンツィ首相率いる民主党を抜き、世論調査では支持率

首位に躍り出た。本年 月には同国では国民投票が実10

施される。憲法改正を問う投票だが、現首相の信認も決

定する。イタリアでは「五つ星」の躍進から 「 月危、 10

EU機 が来襲する危惧がある 英国に続いて伊国でも脱」 。

の激流が渦巻こうとしている。

MoVumento 5日本ではなじみの薄い「五つ星運動 （」

、略 。一体どのような政党なのか。 月の統stelle M5s 6）

一地方選で選ばれた新首長たちをまずみてみよう。有権

者は腐敗した政治プロではなく、常識を持った「素人」

の女性候補たちを選んだ 「未経験の素人」と対立候補。

から攻撃され続けた新人の彼女たちは圧勝した （月刊。

「選択」 月号）8

まず工業都市トリノのキアラ・アッペンディーノ市

長。 歳の彼女は、環境運動を経て五つ星に加わり、32

過去 年間ベジタリアンを通している。新市長選の宣20

言は「ベジタリアン都市作り 。」

トリノがあるピエモンテ州は肉料理と赤ワインが名物

なだけに、新方針には抗議が殺到して

いるが、市長は「まず小中学校に菜食

。 」教育の講座を作る 健康と環境にいい

と動じていない。

ローマのヴィルジニア・ラッジ新市

長は 歳。夫とは別居中の彼女は、37

郊外で 歳の息子とふたりで暮らして7

いる。五つ星のラッジは選挙前、ニュ

ーヨークタイムズのインタヴューに対

し「子どもたちのために世界を変えたいと願う、母親た

ちのために頑張りたい」と語った。選挙戦では、汚職撲

滅や行政サービス向上を訴えた。

ラッジ市長は「市民の声に耳を傾ける」ことを第一に

掲げた。この後は「機能する信号機の整備 「資格がな」

、 」いのに 身体障碍者用スペースに駐車したひとへの罰金

など、市内交通改善に関する細かな施策が並ぶ。ローマ

在住の邦人記者は「外から見ると『なに、これ？』と笑

うでしょうが、ここローマでは最低限のモラルから始め

ないと」

ローマでは中道左派のイニャツィオ・マリーノ前市長

（ 歳）が昨年 月、市のクレジットカードで私的な61 10

夕食やワインの代金を支払っていた公費使い込み疑惑で

辞任した。特別担当官が任命され、ラッジの就任まで公

選市長不在の異常事態が約半年間も続いていた （毎日。

新聞 月 日）6 21

新党「五つ星運動」の創設者、ベッペ・グリッロは人
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。 、 、気コメディアン は グリッロと エキスパートM5s IT

故ジャンロベルト・カサレッジオ（ 年 月病死）の16 4

協力で生まれた。ネット市民政治活動から発展した政党

である。 年のイタリア総選挙では、予想に反して2013

下院 議席の 議席、上院 議席の 議席とい630 109 315 54

う驚異的な数の議席を獲得し、現在のイタリアの国政に

おいて、 （与党民主党）に次ぐ第 勢力となっていPD 2

=る。同党議員団の指導者で下院副議長のルイジ・ディ

マイオ（ 歳）は、大学中退後にインターネットの仕30

事をしていた青年である。

かつて欧州各紙だけではなく、ワシントン・ポスト、

フィナンシャル・タイムスをはじめとするインターナシ

ョナルな主要新聞が に注目し、ポピュリズムの危M5s

険性をも含め書きたてたので、いまや世界でも有名なイ

タリアの市民、つまり政治の素人たちが形成する政党と

なった。

の出発点はそもそも 年にベッペ・グリッロM5s 2005

がはじめたブログに遡る。過激な暴露記事や、世界のリ

アリティを歯に衣を着せることなく書いた。そのグリッ

ロのブログそのものが、よりよい世界の構築のために意

Social network見を述べ合い、テーマを議論、提案する『

（ソーシャル・ネットワーク・ミートアップ 』Meet up ）

という発想で発展。短期間に直接民主主義を旨とするヴ

ァーチャル市民政治活動にまで育ち、政党を立ち上げる

に至った。右も左もなく、政治思想とはまったく無縁、

伝統的な政党色を排除し、現在でもイタリア国内の既存

の大政党と連合することを完全に拒否している。政治戦

略、各選挙の候補者を含め、あらゆる事項をネット上で

の支持者の投票により決M5s

定する、という特殊な形態を

持つ。いわばヴァーチャル民

主主義とも呼べるポピュリズ

ムを核としている。基本的に

M5s物理的な本部を持たず、

の支持者それぞれがネット上で交流するヴァーチャル・

コミュニティにより政党が維持されている。名称の五つ

星は、水、環境、交通、発展、エネルギーをシンボライ

ズしている。

「 」から発展したヴァーチャル政党が 年Meet up 2011

のイタリア地方選で、それまでまったく政治経験がなか

、 。った普通の市民たちを候補に擁立し 多くの議席を獲得

ネットから飛び出して現実の政治活動を始動することに

2012なった。ここで一気にイタリア国内の注目を集め、

年にはグリッロ、カサレッジオが を『政党』としM5s

て登録。翌年のイタリア総選挙の結果は前述したように

大勝。イタリアの大きな政治勢力のひとつとして確固と

した地位を獲得した。

ポピュリズム、民主主義、合法性、アンビエンタリズ

ム（交通網の整備と環境保全 、非競争主義、アンチマ）

テリアリズム（反物質主義 、非ユーロ主義（ユーロ離）

脱を主張 、非政党主義（腐敗した伝統的政党の否定））

と 『アンチシステム 『アンチキャピタリズム』を掲、 』、

げるこの は、ベッペ・グリッロのユーロ離脱や移M5s

民排斥などの度重なる過激な発言で、さんざんメディア

に叩かれ、時にはファシストだのフォークロアとまで呼

ばれている。しかし一方、国政に市政に、普通の市民か
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ら躍り出た議員たちのなかには、例えばアレッサンドロ

・ディ・バッティスタやロベルト・フィーコなど、短期

間にめきめきと政治力を発揮しはじめたスターも生まれ

ている。

カサレッジオがベッペ・グリッロの知名度とともに仕

掛けた のネット世代の若者たちへのメッセージのM5s

浸透力、いわゆるデジタル・ストラテジーの見事さには

目を見張る 「ベッペ・グリッロのブログは、めちゃく。

ちゃ面白い」という話を大学生たちが話しているのを聞

き始めたのは 年ごろから。イタリアのネット世代2008

の若者たちは、不正と嘘と不公平がはびこる社会、そし

て世界にすっかりうんざりしていた。しかしそれから数

年の間に、そのブログが市政、国政の場に現実に議員を

送り込む大政党に発展するとは考えもしなかった。ベッ

ペ・グリッロ自身も急激なこの膨張を『ミッション・イ

ンポッシブル』と表現している。

年のイタリア総選挙で が大躍進を遂げ、大2013 M5s

量に議席を獲得した際、当時イタリアの大統領だったジ

ョルジョ・ナポリターノが「これが民主主義というもの

だ。市民が を選んだのだ」と発言した。市民の多M5s

数決で政治を作るのが民主主義というものなのだ、と国

Passione 16 6民の多くは改めて実感した （ネット「 」 年。

月 日）22

パナマ文書

何者かによって送られ、本年 月に突然暴露されたパ4

ナマ文書は、世界中の権力者、超資産家にとてつもない

衝撃を与えた。

英国のキャメロン首相は、亡父がパナマに約 億円20

の投資ファンドを設立。キャメロン自身も投資し利益を

得ていた。彼は 年の主要 か国 首脳会議・サミ13 8 G8

ットで租税回避防止の強化をする方針を打ち出してい

た。英国内の法整備も進めてきた張本人である。本人が

いう通り、違法性はないのかもしれないが、説明責任を

果たす姿勢と誠実さに欠けるとの批判が高まった。キャ

メロンに対して「偽善だ！」との非難もあり、 月の国6

民投票行動にも事件はいくらか影響したであろう。

アイスランドのグンロイグソン首相は清廉な政治家と

して国民に人気だったが潔く辞任した。妻と保有するバ

ージン諸島の企業が、自国銀行の債券へ投資していたこ

とが判明したためである。

スペインのソリア産業エネルギー観光相は、課税逃れ

のためにバハマと英領ジャージー諸島に法人を設立して

いた。政治的混乱を招いたとして辞任。

中国の習近平国家主席は姉の夫、義兄が英領バージン

諸島に複数のペーパーカンパニーを設立していた。

ロシアのプーチン大統領の古くからの友人、チェロ奏

2000者ロルドゥギンはバージン諸島などの企業での約

億円の取引が判明。内 億円ほどが不透明という。1000

アルゼンチンのマクリ大統領は、父親が設立したバハ
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マの会社の役員をつとめたが、税務申告をしていなかっ

た。検察が操作を開始した模様である。

シリアのアサド大統領のいとこ、米国の制裁対象にな

っている人物だが、彼もバージン諸島に法人を設立して

いた。

マレーシアのナジブ首相の息子が、バージン諸島のペ

ーパーカンパニー 社の役員についている。2

パキスタンのシャリフ首相一族に、バージン諸島での

租税回避の不正疑惑。

アゼルバイジャンのアリエフ大統領一族による蓄財、

金鉱山の権利取得などの不正疑惑。

南アフリカのズマ大統領は、コンゴでの石油契約に不

正の疑い。

オーストリア州立銀行のトップが辞任した。顧客の資

産隠しに関与したとされる。

名前のあがっている政治家とその家族はほかにも数多

い。きりがないないのだが、ウクライナのポロシェンコ

大統領、サウジアラビアのサルマン国王、アラブ首長国

連邦のナヒヤーン大統領。元元首級の国名だけを表示す

ると、ジョージア（グルジア 、イラク、ヨルダン、ス）

ーダン、カタール、エジプト、スペイン、ギニア……。

日本では 名ほどの名前があがっているそうだが、400

警備会社セコムの創業者 名がタックスヘイブンに設立2

した複数の会社で 億円の超えるセコム株を管理して700

いた。パナマ文書の記載では「創業者の死後に備え、セ

コム株を親族らに取り分けておくことなどが目的」とさ

れている。

佐川印刷の不正流用事件では、英領バージン諸島で約

億円が操作されている。90

投資顧問の年金消失事件の首謀者であった浅川和AIJ

彦元社長の名も、パナマ文書にある。彼はタックスヘイ

ブンの英領ケイマン諸島を利用していた。

同投資顧問は主に中小企業の厚生年金基金を運用し、

年には大小 の企業年金から 億円の資金運2011 124 2000

用を受託していた。そのほとんどの年金が消え去ってし

まった事件だが、 年には元社長に懲役 年、関係者13 15

ふたりにも懲役 年の実刑判決が確定した。7

東西南北　世界の潮流　見聞雑記



おわりに

ふつうの国民である ％には、タックスヘイブンな99

1 1どまったく無縁である ごく一握り ％のエリートは。 、

万ｍの上空をプライベートジェットやファーストクラス

の機中から、 ％の貧民を見下ろしあざ笑っている。99

（ 高野孟の 」 年 月 日）「 THE JOURNAL 16 4 16

タックスヘイブンから見えて来た不平等に対する庶民

、 。「 、に鬱積した不満は やがて国家に矛先が向かう 近年

世界各国で勃発する反グローバリズムやポピュリズムの

動きは、拡大している格差問題と重なっている （ 日経」「

ビジネス」 年 月 日「共生 ）16 6 27 」

世界中で格差と貧困への怒りが広がっているのは、グ

ローバル資本主義に対する失望と反感であろう。グロー

バリゼーションは ％の人々にではなく、 ％のひと99 1

の役に立っていただけだという事実が白日のもとにさら

けだされた。

さらに世界はこれから、ロボットや や など、最AI IT

新の技術で急速に発展していく。この流れは変えようが

ない。事業にはヒト・モノ・カネが必須条件というが、

必要とされる「ヒト」の数はどんどん減っていく。ほぼ

完全な無人工場はどんどん増えている。格差と貧困の問

題はますます拡大し、世界中で混乱は激化していくので

はなかろうか。

近ごろインダストリー すなわち第 次産業革命が4.0 4

声高に叫ばれている。第 次産業革命は蒸気機関によっ1

て 世紀に起きた。そして第 次産業革命は 世紀初18 2 20

頭から、電気による大量生産である。次に 年代に1980

なるとコンピュータによる自動化が進んだ。第 次産業3

革命である。

そして今度の第 次産業革命（インダストリー 。4 4.0）

やセンサーや通信技術 をフルに活用し、生活のあAI IT

らゆる分野で革命が起きつつある。これからの高度化社

会では、多くの産業が省力化を徹底する。必要とされる

労働者は、ごく少数になってしまう。

人類は、生き方や価値観を根本から改める意識革命を

迫られるであろう。

南浦 邦仁 （みなみうら くにひと）

年、兵庫県姫路市生まれ。少年時代は農村地帯でのほ1950

ほんと育つ。後に本好きが高じて、 年近く本屋に勤務。現40

在はほぼ隠居生活の日々を送っている。

「 」 （ ） 。 。ブログ ふろむ京都山麓 を好評 ？ 連載中 京都市在住

http://blog.goo.ne.jp/0000cdw
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戦後平和のシンボルに深い傷

文、写真・井上脩身

４月に起きた地震で大きな被害を受けた熊本を、発生から１カ月余りがたった５
月末、訪ねた。阿蘇山のふもとの南阿蘇村では、あちこちで山崩れが起き、農家は
⼟台から崩れていた。⽴ち⼊り禁⽌になっている熊本城では、天守閣の屋根⽡がこ
とごとくずり落ちていることが遠くからでもうかがえた。天守閣は⻄南戦争で焼失
、 。 。 、し １９６０年に再建された いうならば戦後のシンボルでもある 私はその翌年

。 。⾼等学校の修学旅⾏でこの天守閣を⽬にしている ５５年ぶりに⾒る熊本城天守閣
戦後の平和の世の象徴そのものが傷を負っているように思え、私は暗澹とした。

編集長が行く　熊本地震の被災地を訪ねる



家屋倒壊の南阿蘇村

熊本地震は４月１４日午後９時２６分に起きたＭ６・
４、震度７の地震を前震、１６日午前１時２５分のＭ７
・３、震度７の地震を本震とする一連の地震の総称だ。
熊本県を、阿蘇山から八代海にかけて日奈久断層帯と布
田川断層帯の二つの断層帯が横断している。前震は日奈
久断層帯が、本震は布田川断層帯が動いたことによって

地震が発生した、と気象庁はみており、日本中どこで地
震が起きても不思議でないことを示した。

だが、地元のほとんどの人たちは、断層が地下を走っ
ていることすら知らず 「地震とは無縁な場所」と信じ、
込んでいた。阪神大震災が起きるまで 「関西は地震が、
ない」と思いこんでいたのと同じ構図だ。さらに具合の
悪いことには、１４日の前震で避難した人が 「もう安、
心」と自宅に戻った後で、二十数倍も揺れの規模が大き
い本震が襲ってきたのだ。熊本市の東隣の益城町を中心

大規模に崩れた南阿蘇村の山
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に南阿蘇村、
西原村などで
住宅が軒並み
倒壊。家屋の
下敷きになっ
たり、土砂崩
れに巻き込ま
れたりして、
死者４９人、
行方不明１人、
負傷者１６８
４人にのぼり、
関連死と疑わ
れる人も２０
人を数えた （７。
月１３日現在）

私は熊本空
港からレンタ
カーで南阿蘇
村に向かった。
同空港は益城
町にあり、タ
ーミナルビル

の天井板が落下し、一時閉鎖されたが、外見上は普通に
営業されていた。南阿蘇への国道５７号の両側の家々の
屋根にも青いシートは見られず、いささか拍子抜けであ
った。

しかし、空港から４０分ほど走って南阿蘇村の立野地
区に入ると様相は一変した。屋根は崩れ落ち、二階建て
住居の一階部分は押しつぶされている。山のすその斜面

に建つ家では、土台が壊れて、いまにも倒れそうだ。ど
の家も人気はなく、窓越しに見える屋内は、家具が散乱
したままだった。

「危険」の赤い紙（写真左）が張られている家の前に
軽ライトバンが止まっていた。後部シートがたたまれ、
布団が敷き詰められていた。家に入ることができないた
め、車中泊をしているのだろう。恐らく、農作業をする
ためには、避難所にいるより都合がいいのだろう。ある
いはプライバシーが守られない避難所にいるより車の方
が気楽、ということかもしれない。

それにして
も、ゴースト
タウン化した
集落に、車が
一台ポツンと
あるのは、何
とも奇妙な光
景だ。

同村内を走
っ て い る 途
中、不通にな
っている鉄道
の踏切を横切

った。ＪＲ豊肥線だ。高校の修学旅行で、バスで阿蘇山
から熊本に向かう途中、平行して走っている列車を見か
けたのを思い出した。私たちのバスはそのまま熊本城に
行った。そうだ、熊本城に行こう。私はハンドルを元来
た道の方に切った。

すっかり屋根が崩れた農家
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瓦がずり落ちた天守閣

熊本城の南 桜、「
の馬場」と呼ばれ
る所に車を止め
た。堀の真向かい
に飯田丸五階櫓が
見える。この堂々
たる櫓を支える石
垣は大きく崩れ落
ち、土台がむき出
しになっている。
新聞やテレビのニ
ュースで、熊本城
が大きな被害を受
けたことは知って
いた。実際に自分
の目で見ると、地
震がこの大きな城
郭を地の底から激
しく揺らしたこと
を素人目にも感じ
取られた。

冒頭にも述べた
ように、城内には
入れない。堀にか
かる行幸橋を渡る
と、加藤清正像が
たっている。甲冑

すがたの戦国武将の昂然とした顔つきである。
清正がこの地に城郭を築き始めたのは１５９１年。天

守閣が完成したのは１６００年、関ケ原の合戦の年だ。
東軍勝利に一役かった功で肥後５２万石の領主になった
清正は１６０６年、城の落成を祝い 「隈本」から「熊、
本」に地名を変えた。１６３２年、清正の子、忠広が改
易されて、豊前小倉城主の細川忠利が入城。細川氏の城
として江戸時代を送る。

熊本城の一大転機になったのは西郷隆盛が起こした西
南戦争だ。

明治新政府は１８７１年、熊本城を鎮台として歩兵連
隊を置いた。西郷軍は最大の攻略目標にしていたが、そ
の総攻撃の２日前の１８７７年２月１９日深夜、原因不
明の火事が発生。大小の天守閣が焼け落ちた。

司馬遼太郎は、西南戦争を描いた長編小説『翔ぶが如
く』の中で、天守閣の炎上を「火炎が空にのぼって漲る
勢い」と表している。

天守のない城となったが、１９３３年、宇土櫓など１
３棟が国宝に指定され 「熊本城跡」は国の史跡になっ、
た。１９４５年７月１日、熊本市は大空襲に見舞われ、
市街地の２０％が燃えたが、熊本城は焼失を免れて、終
戦を迎えた。築城３５０年目となる１９６０年、熊本国
体が開かれた際に天守閣が再建された。

その翌年、修学旅行生として、熊本城を見学したこと
は既に述べた。壁は黒く塗りこめられていて、艶やかに
黒光りしていた 「カラス城という」と同級生の一人が。
知ったかぶりをした 「烏（からす）城」は松本城 「烏。 、
う 城 は岡山城である 当時 そうとは知らず さ（ ） 」 。 、 、「

すが加藤清正。白鷺城の向こうを張ったのだ」と思った
ものだ。

土台が崩れた飯田丸五階櫓
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その清正像が目の前で屹立しているのである。だが、
そこからは天守閣は見えない。通りかかった人に教えて

）屋根瓦がずり落ちた熊本城天守閣（熊本市役所展望ロビーから

もらって、堀端の熊本市役所１６階に上がった。そこは
展望コーナなのだ。

熊本城が一望できた。天守閣の屋根は土色になってい
て、しゃちほこのない無残な姿だ。目を動かすとあちこ
ちの櫓の石垣が崩れている。堀の塀にも青いシートがか
ぶせられている。土砂降りになれば堀の石垣が崩れる恐
れがあるのだろうか。城というには余りにも頼りない姿
だ。清正が見れば愕然とするに違いない。

熊本城は熊本を代表する観光地である。それが今、熊
本地震を代表する見学地になり変わっている 「ご覧に。
なってわかるでしょう。緊急事態なのです 。そんな声」
が天守閣の向こうから聞こえて来るような錯覚に陥っ
た。

首相 憲法改変を公言

熊本から兵庫県東部の自宅に帰って１カ月余りがたっ
、 。 、た７月１０日 参院選が投開票された 非改選も含めて

自民・公明・おおさか維新の会などの改憲勢力が３分の
２を超えた すでに衆院では３分の２を超えており 憲。 、「
法改正の発議」を国会でできるようになった。選挙中、
「争点は経済政策」として憲法については全く発言しな
かった安部普三首相は１１日の記者会見で「どの条文を
どう変えるか議論すべきだ」と述べ、憲法改変への強い
意欲を示した。選挙中は狙いを隠して、大勝した後、狙
いに突き進むいつものあくどいやり口である。

私は、その新聞報道をみて、熊本城天守閣を思い浮か
べた。

熊本攻防戦の後、鹿児島で西郷を自害に追い込んで勝

編集長が行く　熊本地震の被災地を訪ねる



利した政府軍は近代国家づくりに全力を注ぎ、西南戦争
から１２年後の１８８９年、大日本帝国憲法を公布。天
皇主体国家であることを国内外に示した。その天皇の権
能の一つとして「天皇ハ戒厳ヲ宣告ス」と、戒厳令を発
令できることを掲げた。戒厳は、国民の権利を保障した
憲法や法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一
部または全部を軍部の権力下に移すことだ。天皇がこの
宣告をすれば、国民の権利は事実上なしに等しくなるの
だ。

戦後、現行憲法によって「国民主権」の国であること
が明示され、基本的人権尊重の原則に相反する戒厳令の
規定も、当然のことながら消えた。

しかし、自民党は結党当初から「アメリカの押しつけ
憲法」として 「憲法改正」を党是とした。戦後の歴代、
首相のなかで、最もこの党是を錦の御旗にしているのが
安部首相であろう 「自衛隊を国防軍にする」と公言し。
ている安部首相だが、さすがに「戒厳令を設ける」とは
言わない。

先に触れた記者会見で「憲法審査会で、所属政党にか
かわらず議論が深まり収れんすることが期待される」と
語った。要するに民進党が歩み寄る可能性のある条項か
ら手を入れよう、というものだ。それが緊急事態条項を
指しているのは言うまでもない。

緊急事態名目の人権抑圧

安部首相が頭に描く緊急事態条項はどのようなものな
。 『 』のだろう 書店で 赤ペンチェック自民党憲法改正草案

（ ） 。 。大月書店 を買い求めた 著者は弁護士の伊藤真さん

本のタイトルからわかる通り、自民党案に批判する立場
から記述されているが 「改正草案」そのものはきちん、
と掲載されている。

改正草案は、民主党政権下の野党であった１２年４月
に発表された。前文に「我が国は、先の大戦による荒廃
や幾多の大災害を乗り越えて発展」した国であるとし、
「 、 」日本国民は 国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り
「家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成」する
よう求めた。

平たくいえば「国民は、戦争や大災害が起これば、郷
土の誇りと気概を忘れることなく、国のために守らねば
ならない」ということに尽きるだろう。ここに緊急事態
条項の真意を読みとれる。

「 、改正草案では緊急事態条項について 内閣総理大臣は
我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会
秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法
律で定める緊急事態において、特に必要があると認める
ときは、緊急事態の宣言を発することができる （第９」

） 、「 、８条 としたうえで 緊急事態が発せられた場合には
何人も国その他の公の機関の指示に従わなければならな
い （第９９条第３項）と、首相が国民の権利を制限で」
きる規定を設けている。

つまり、首相が「緊急事態」と宣言したら、言論、行
動その他、基本的人権を抑え込むことができる、という
のだ。明治憲法で規定された「戒厳令」と根本思想は同
じと言えるだろう。緊急事態条項の場合、自然災害でも
発することができるだけに、さらにたちが悪い。何せ地
震国であり台風国であり大雪国である。年がら年中、緊
急事態が起きる国なのだ 「緊急事態」を理由に、政府。
が気に入らない者を弾圧しようと思えば、いつでもでき
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るというわけだ。
災害については、伊勢湾台風を契機に１９６１年に制

定された「災害対策基本法」がある。この中で 「国の、
経済及び社会の秩序の維持に重大な影響を及ぼす異常か
つ激甚な災害が発生した場合には、内閣総理大臣は災害
緊急事態の布告を発することができる」と規定されてい
る。災害対応にはこれで十分なはずだ。それにもかかわ
らず、改正草案に緊急事態条項を入れるのは、事実上の
戒厳令にするためか、憲法を変えるための入り口にする
ため、としか思えない。

「緊急事態条項」は熊本城でいえば二ノ丸、三の丸の
櫓であろう。本丸は言うまでもなく憲法９条である。安
部首相は本丸をどう落とそうかと戦術を練りに練ってい

るに違いない。今後も姑息な手段を弄することは火を見
るよりも明らかだ。３分の２をもぎ取られた今、平和憲
法という本丸の攻防戦はいよいよ正念場に差し掛かる。

熊本城全景
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「旅するカメラは風まかせ」は

「片山通夫の シリーズ」に！追跡

第一弾

「 」平家追跡
能登に流された平家の大納言・

平時忠。彼を祖とする能登平氏の
繁栄を追跡！

能登半島・上時国家

予告



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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文、写真・井上脩身

海抜９５メートルの分水界

兵庫県丹波市氷上町
兵庫県中東部の丹波市氷上町に本州一低い分水界があり、高谷川という細流がこ

こで左右二手に分かれる。左手は加古川となって南に進み、瀬戸内海に流れる。右
手は用水路だがやがていくつかの川を経て由良川となり、日本海に注ぐ。通常、分
水嶺の場合、一方の斜面と他方の斜面に落ちる雨や雪は、最初から別々の沢や谷を
経て正反対の方向に流れる。ところが、標高が１００メートルにも満たない氷上の
平地の分水界では、一つの流れが正反対に分かれするという極めて珍しい分岐を生
み出しているのだ。地元では「水分（みわ）かれ」と呼ばれている。ふと思った。
歴史とはひょっとすれば水分かれではないか、と。たとえばペリーが来航したこと
は、時代の流れが開国か鎖国継続かの水分かれに差し掛かった、といえるだろう。
７月の参院選で改憲勢力が３分の２に達した今、黒船ショック並みの水分かれの時
ではないのか。氷上の現地を訪ねてみた。
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水分かれの現場は、直線距離で明
石から北に約５５キロ、網野（日本
海沿いの町）から南に約５５キロ、
つまり瀬戸内海と日本海のちょうど
中間点にある。

本州を下北半島の突端から下関付
近まで延々と貫く中央分水界は、兵
庫県に入ると篠山の山々を通り、鳥
取県境の氷ノ山に至る。いずれも山
の稜線が分水界をなしているが、氷
上のこの辺りだけは山が切れ、平地
が分水界になっているのだ。石生奥
山と呼ばれる東の低い山から西に流
れる高谷川の堤防沿いの東西に約１
・２㌔が水分かれだ。
石生奥山のふもとで幅約４メート

ルの高谷川が二手に分岐しており、
左手は本流、右手は用水路である。

この一帯は「水分かれ公園」として
整備されていて、分岐点から約５０
メートル上流までは、川床に石が張
られている。子どもたちの格好の水
遊び場だ。

分岐点には水流を分けるため比較
的大きな石が組まれている。私は高
さ約１・５メートルの堤防上から、
ササの葉を投げ込み、どう流れ行く
かを見てみた。川の中央辺りに落ち
たササの葉は、分岐点の渦巻きにし
ばらくもまれている。まるで、どち
らに進もうか迷っている感じだ。結
局、本流の方に向かった。

本流の高谷川は加古川水系に組み
込まれていて、佐治川に流れ、加古
川になって瀬戸内海に達する。河口
までの距離は約７０キロだ。一方、

用水路は近くのため池に入り込み、
やがて黒井川、竹田川、土師川と名
前を変え、最後は由良川となって宮
津市由良で若狭湾に注ぐ。河口まで
の距離はこちらも約７０キロであ
る。

加古川は播州の工場地帯を縫う。
由良川は鬼退治で知られる大江山の
麓で渓谷をなし、河口の浜辺には安
寿と厨子王丸の伝説が残る。もし、
雨粒に人間のような意思があるな
ら、経済成長の町を行く加古川と、
民話の世界を行く由良川のどちらが
しあわせと思うだろうか。先ほどの
ササの葉が見えなくなるまでのわず
かな間、私はたわいもないことに頭
をめぐらした。

びえんと



分水界をなしている高谷川の堤防
は車道になっている。歩いた。川の
分岐点から４００メートルほど西に
行くと国道１７５号の交差点に出
る。ここにかかる「水分かれ橋」の
たもとには「太平洋」と「日本海」
を指す標識があり、その下に「日本
一低い中央分水界」と書かれた札が
かかっている。私は水分かれ公園内
にある水分かれ資料館で「日本で一
番低いのは札幌空港の滑走路」と聞
いていた。実際、資料館のパンフレ
ットにも「水分かれは本州で最も低
い中央分水界」と書かれている。こ

。 、の立て札は虚偽表示なのだ しかし
滑走路に落ちた雨が太平洋と日本海
に分かれる、ということはないだろ
うから、全くのいんちきとは言えな
いかもしれない。

さらに５００メートル先に三叉路

がある。そばに「石生（いそお）の
水別れ」と書かれた説明板がある。

ここは標高９５メートル。瀬戸内
海に向かっても、日本海に向かって
もここより低いのだ。そういえば、
水分かれ資料館で説明してくれた女
性は「海面が１００メートル高くな
れば、本州は由良―加古川を結ぶ線
を境に二つの島に分かれる」と話し
ていた。東経１３５度のラインに当
たるという。

だが周囲は古い家々が建ち並ぶ何
の変哲もない街並みだ。ここで日本
が真っ二つになると誰が信じるだろ
う。

３年前、広島県府中市上下で見た
分水嶺を思い出した。上下は石見銀
山と尾道を結ぶ銀山街道の町として
栄え、今も古い商家が軒を並べてい
る。この町の中心街から少し離れた
住宅街の一角に 「ここは日本列島、
分水嶺地点」の標識が立っていた。
その北に降った雨は日本海に、南に
降った雨は瀬戸内海に注ぐというの
だが、はっきりした傾斜はなく、分
水嶺には見えなかった。

同じ広島県の安芸高田市向原町に
は「泣き別れ」と呼ばれる分水界が

。 、ある その大半は水田になっていて
ここでも北側は江の川に流れて日本
海に、南側は太田川になって瀬戸内
海に注ぐ。いずれも、南へ行けば波
穏やかな瀬戸内海、北へ行けば波涛
逆巻く日本海だ。
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高谷川の分岐点に戻った。日は傾
きだしたが、家族連れはまだ水遊び
に興じている。ササでなく紙で作っ
た舟を流せば楽しいだろうな、と童
心に返った気持ちで水面を眺めてい
るうち、ふと 「陸パン」を思い出、
した。
陸パンは陸軍省パンフレットの略

だ。１９３４年１０月、陸軍省新聞
班が発行したＢ６判５６ページのパ
ンフレットを指す。東京帝大の派遣

学生だった二人の陸軍少佐が作成、
新聞班が検討を加え、永田鉄山軍務
局長の承認と林洗十郎陸軍大臣の決

、 。裁を得て 約６０万部が印刷された
パンフレットは「国防の本義とそ

の強化の提唱」と題され 「戦いは、
創造の父、文化の母」で始まる一文
が掲載された。その中で、国防力を
構成する人的要素の改善を強調し、
国家総動員的国防観の強化を主張。
さらに中国、ソ連に対する国防の強
化を訴え、戦時経済統制の準備など

。（ 『 』を提唱した 中村隆英 昭和史Ⅰ
東洋経済新報社）

その３年前の３１年９月に満州事
変が勃発し、３２年９月、満州国承
認、３３年３月、国際連盟脱退と、
日本は米英に背を向けて中国侵略へ
の道を進んでいた。そうした中での
陸パンは政界だけでなく言論界にも
大きな波紋を投げかけた。２００４
年に静岡県立大教授（当時）だった

前坂俊之氏は、ネット上に発表した
『兵は狂器なり――１５年戦争と新
聞メディア』の中で 「軍部が初め、
て思想・経済問題まで踏み込み、公
然と政治への介入を表明した」と分
析している。

前坂氏によると 同パンフでは 尽、 「
忠報国の精神と自己滅却の精神 国」「
際主義、個人主義、自由主義思想の
排除と挙国一致の精神の統一」をう
たいあげており 「日中戦争、太平、
洋戦争へと軍部の完全独裁による国
防国家、国家総力戦による戦争の遂
行の基本プログラムが盛り込まれて
いた」とみる。

陸軍のこのパンフレットの発表に
、『 』（ ）対し 東京日日新聞 現毎日新聞

は「非常時局を処する陸軍の国防国
策公表、統制経済主張」と報じた。
報道しなかった『朝日新聞』は陸軍
から注意されたため、後日 「現代、
国防軍備に対する啓蒙的価値があ
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る」と好意的に伝えた。こうした新
聞の軍部への迎合的態度に対し 中、『
央公論』は１１月号で「陸軍国策の
総批判」を特集、美濃部達吉が「国
際主義をもって国家を無視するもの
であるとなすは、世界を敵となすこ

」 、 。とに他ならぬ と 厳しく指弾した
（前坂論文）
日本がこの後たどった道をここで

述べるまでもないだろう。３６年の
２・２６事件を機に軍部支配が進
み、３８年３月、国家総動員法が議
会を通過、４０年９月、日独伊３国
軍事同盟調印、４１年４月、生活必
需物資統制令公布など、国内外に戦
時体制を敷いて、同１２月８日、真
珠湾攻撃へと突き進んだ。
この間の出来ごとで見過ごすこと

ができないのは天皇機関説事件だ。
美濃部達吉の「天皇は国の最高の機
関としての統治権を行使するに過ぎ
ない」との天皇機関説は、３５年１
０月、貴族院本会議で「謀反人」と
罵倒されて政治問題に発展。美濃部
の著書は発禁になり、美濃部自身、
謹慎を余儀なくされた 大内力 日。（ 『
本の歴史２４――ファシズムへの
道』中央公論社 。陸パンに美濃部）
が批判したことに対する報復である
ことは明らかだった。

もう一点は３６年５月の軍部大臣
現役武官制の復活だ。明治以来、政
党と軍部は対立関係にあったが、言
論を統制した軍部はさらに政治関与
の力を制度的に確立するため、陸海
軍大臣を「現役大中将に限る」とし
た。この結果、軍の意向にそぐわな
い組閣はできなくなった。実際、宇
垣一成の組閣を流産させ、米内光政
内閣を倒すなど、軍、とりわけ陸軍
の思うままの戦争政治になっていっ
た。

満州事変は、いわゆる１５年戦争
の入り口に立った時といえるだろ
う。事変から３カ月後に首相になっ
た犬養毅は満洲事変の平和的解決に
努めようとし、中国の主権を承認し
て事を収めようとしていた（ 昭和『
史Ⅰ 。もしそうならば、戦争への』）
道ではない別の道があり得たという
ことではないか。

歴史の分岐点で５６ページの冊子
が戦争への流れに向かわせたこと
が、この国を地獄に追い込んだとい
えるだろう。

高谷川にかかる水分かれ橋

平地分水界である高谷川の堤防。

車が通れる道路が分水界

びえんと



７月の参院選で改憲勢力が３分の
２議席を獲得したことから、憲法改
変が安部晋三政権の具体的な政治課
題と化してきた。平和憲法維持の流
れか、軍事国家への流れか、憲法は
今、水分かれに差し掛かっているよ
うだ。
安部首相は、改憲を政治使命とし

ているが、具体的な中身については
明言を避けている。だが、真意は自
民党が１２年に公表した『自民党憲

』 。法改正草案 であることは明らかだ
その前文に「日本国は天皇を戴く国
家」であって 「日本国民は、国と、
郷土を誇りと気概を持って自らを守
り、和を尊び、家族や社会全体が互
いに助け合って国家を形成する」と
うたう。陸パンがいう「尽忠報国の
精神と自己滅却の精神」や「国際主
義、個人主義、自由主義思想の排除
と挙国一致の精神の統一」をやさし

く言い換えたに過ぎないではない
か。

さらに問題なのは表現の自由を、
「公益及び公の秩序に害することを
目的とした活動を行い、並びにそれ
を目的として結社をすることは、認

」 。められない として制約できる点だ
公益と秩序は、政府にとって都合の
よいものだけを指すことはいうまで

。「 」もない 天皇を戴いた覚えはない
などという言論は 「天皇に対する、
不敬」として弾圧の元になる恐れが
大いにあるのだ。

そしてもう一点 内閣について 内。 「
閣総理大臣及び国務大臣は現役の軍
人であってはならない」とする。私
はこの規定に恐怖を覚えた 「現役。
の軍人であってはならない」のは言
うまでもない。問題はなぜ、こんな
当たり前のことを書かねばならない
のか、だ。

自民党は、草案のなかで「内閣総

理大臣を最高指揮官とする国防軍を
保持する」としており、草案通りに
なれば、内閣に国務大臣としての国
防大臣が置かれる。国防軍という軍
部は政府の統制に従わず、軍事力を
背景に政治的介入をするものであ

、 、る という前提に立っていなければ
非現役武官制の規定をわざわざ入れ
る必要がない。逆にいうならば、自
民党も戦前のような軍部暴走の可能
性を念頭に置いていることにほかな
らない。それでもなお草案は国防軍
のある軍事国家にしようというので
ある。

陸パンが発行されたころ、この冊
子によってやがて広島、長崎の悲劇
が起きると誰が予想できただろう。
さざ波に過ぎない水分かれ。そこで
迷うササの葉が私には陸パンに見え
てくる。いま運命の分かれ目ではな
いのか。私は心が凍る思いである。
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（元 ピースおおさか専門職員）常本 一

本誌でこれまで展開してきた「戦争解剖学の世界 。ここまでかろうじてついてき」
てくださっている読者諸氏であっても、この戦争解剖学が実は つの理論的支柱か3
ら成り立っていることを、何人の方が理解してくださっているだろうか。

すなわち、戦争本質論、戦争原因論、戦争主体論の つであるが、少し誤解して3
いる向きもあろうかと思うので、以下に説明していきたい。

戦争解剖学の世界



本連載の から までは 「戦争は宿命であるという1 3 、
、 」常識のウソが そもそも戦争が無くならない原因である

という命題を証明するために、様々な図を使い、理論を
展開したため、それらのすべてが戦争原因論である、と
思われているのかもしれない。しかし、これらの中で戦
争原因論とされるのは実は、連載の で展開した 「本3 、

」 、能の民主議会 大政党論 の諸図が導く部分だけであり5
それまでの様々な図は戦争本質論に属するものなのであ
る （熱心な読者はページを繰って確認してほしい）。

そして本連載の後半、特に番外編 に入ってからは専2
、 。 、ら 戦争主体論について考究をすすめてきた それゆえ

戦争解剖学の つの理論的支柱のすべてを論じてきたこ3
とになり、それはすなわち、本連載もすでに最終段階に
きているということを意味しているのだ。そこで結論と
なる前に、今までの中で少し抜け落ちてしまったところ
や、論じ足りなかった点を補足しておきたい。まずは図
ｐから。
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図ｐの中では、点線が つの意味に使われていること2
はまだ指摘していなかったように思う。ひとつは、本連
載番外編 の図ｏの説明ですでに述べたように、軍隊が3
「社会との垣根」という指標から見て 「低い」を意味、

（「 」 ） 、する点線 高い は実線で表している であることは
本連載の愛読者であれば繰り返すまでもないだろう。問
題は ％の軍隊（社会）から ％の軍隊（社会）へ25 100
移行することを意味する矢印も点線であることの意味な
のだ。
つまりＢの社会は紛れもなくＡの社会から発展したも

のであり、それぞれに対応する軍隊も「封建騎士団」→
「近代的国民軍」のように、直線的進化として理解でき
ることには疑問の余地はないけれども、Ｃの社会とそれ
に対応する軍隊である「人民解放軍」については、Ｂか
らの発展型とするには大いに疑わしいことをそれは意味
しているのである。
なるほどＣの社会で起きる民族解放戦争のような形態

は、歴史的に見てもＢの社会の登場より後に広く見られ
るようになったとはいうものの、Ｃは強固な同胞意識を
持ったＢの社会が全土に渡って侵略を受けた場合にのみ
起きる状態の社会であり、一時的、特殊的であって決し
て自律的なものではないと考えるべきだろう。
そこでは侵入者が奥地へ侵攻すればするほど、住民の

権利を奪えば奪うほど敵をつくる、つまり武装権の広が
り ％に対応する軍隊の形態に近くなるのである。す100
なわち、侵入者の行動次第というのであるから、自律的
なものであるとは決していえない。それゆえ、移行の矢
印においても、社会全体の範囲（この場合は上述の つ2
の意味だが）においても点線というわけである。
もちろん、一定程度自律的なものという考え方がない

わけではない （一定程度自律的とは本質ではなく擬似。
的という意味。そもそもこのような曖昧な表現になるこ

、 、 ）とこそ Ｃの社会が一時的 特殊的である証左といえる
もし、全面核戦争が起ったとすれば、被害を受ける側の
“軍隊”は人類社会と一致する規模に膨れ上がり、つま
りは全人類ということになり、その“軍隊 、つまり女”
や子ども、老人をも含む人民解放軍が、その時代に対応
したＢから直線的に進化した軍隊であるという理屈も成
り立つだろう。
しかしながら、その場合のＣの軍隊は徹底した受け身

の軍隊、すなわち本連載番外編 で言及した、被害を受2
ける「客体」の軍隊であることに注意しなければならな
い。ややこしいので繰り返すと、全人類の規模と精密に
重ならない限り、人民解放軍は一定程度Ｂの軍隊と戦う
「主体」の軍隊でありうるが、全面核戦争＝全人類の死
滅となった瞬間、それは純然たる「客体」に変わり、真
の「主体」の軍隊として新たに「兵器」が登場してくる
というわけである。
ここのくだりは戦争解剖学の中でも最も批判されると

ころであるだけに、本連載のページを繰って読者自身で
熟考してもらいたいが、参考までに以下の図ｎを再掲し
ておく。いうまでもなく、ポイントはＣのところ、そし
てここではＣへの移行の矢印が点線ではないということ
である。戦争の進化の法則（もちろんその進化は阻止し
なければならないが）においては、Ｃへの進化は必然な
のである。
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では次に、本連載においてしばしば登場する「純粋理
論 「本質 「必然」などの概念についても一言述べて」、 」、
おきたい。これについては読者から、以下の 種類の批2
判をよく受けることがあるので、ここで反論を試みるこ
とにする。まず 「純粋理論上はそうかもしれないが、、
現実にはそうはならない」という類の批判。つまり口さ
がない人なら「キミのは机上の空論だよ！」ということ
になろうか。

現実は、確かに例えば、 ＋ ＝ のようなかたちで2 2 5
現れてくることが多い。それゆえ純粋理論や法則など、
何の役にも立たないという批判もよく耳にするところ

だ。しかし、そう見える現象も ＋ ＝ （－ ）のよ2 2 5 1
、 （ ）うに どこかに必ず隠されているもの この場合は－ 1

があるはず。であるなら、どこに何が隠されているのか
（ 、 ）現象に現れないという意味では それは本質であろう
を正確に知るためにも、 ＋ ＝ という法則・理論は2 2 4
確立されていなければならないのである。

また 「全面核戦争なんて米ソ冷戦が華やかなりし頃、
のこと。現在は核は使えない兵器なのだから、全面核戦
争の考究などは理論的に時代遅れ！」という批判もよく
聞く。なるほど戦後、核兵器が整備され始めた頃、核抑
止力だけで事足りるという戦略思想があったものの、そ
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の後一貫して（レーガン時代を除いて 、通常軍備の抑）
止力も相互補完的に用いられてきた。その理由が核兵器
の使用は非常に敷居が高いから、というものであること
は事実だろう。

しかし、核兵器使用の敷居の高さは現在において、全
世界の核兵器の保有量からすれば、全面核戦争を引き起
こし、全人類を死滅させる蓋然性を完全に否定するもの
ではないことはいうまでもない。言葉を換えていえば、
ヒロシマ・ナガサキ以来現在まで続く、核兵器の不使用
はただの「偶然」にすぎないといえるのである。
「 」 。 「 」偶然 では理論は導けない 理論の基底には 必然

がなければならないのだ。戦争解剖学においては、それ
はクラウゼヴィッツの指摘した 「暴力の無限界性 。そ、 」
れゆえ、現在の世界の核保有量が全人類を滅ぼす能力が
ある限り、理論の最高にして最後の段階として 「全面、
核戦争＝全人類の死滅」の措定は避けられないというわ
けである。そして、その理論と現実との乖離から見えて
くる本質（上述の例でいえば「－ ）を探求していく1」
ことこそが、戦争解剖学の方法論なのである。
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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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ある時ふと気が付いた。

ひとりの人間が都会であれ田舎であれ、生きてゆくと
いうことは、強烈な孤独にさいなまれる時があるという
ことを。

自らの所属する社会、それが会社や家庭であっても、
その孤独感は消えない。

そしてその孤独感に対峙してもがき苦しむだけで、つ
いには力が尽きて倒れる。そして結局「人間は一人なの
だ」という事実を突きつけられるのだ。
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文・写真 井上脩身

が ん ぎ

江⼾情緒を今に伝える
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小野竹喬という日本画家を私
（筆者）が知ったのは、竹喬が
１９７６年に文化勲章を受章し
たときだ。同時受章者に私が勤
めていた毎日新聞社の偉大なる
大先輩、作家の井上靖がいて、
皇居で撮影された記念写真には
井上の隣に竹喬が座っていたか
らだ。その２３年後、竹喬の生
誕１１０年を記念する展覧会が
毎日新聞社の主催で開かれ、私
も開催にかかわった。今年が画
伯の文化勲章受章３０年に当た
ることから、何気なく「小野竹
喬展」の図録をめくっていて、
「港」と題する作品の図版に目
を留めた。左端に描かれた常夜
灯の下に係留された小さな舟か
ら作業員が荷物を担ぎあげてい

る。明らかに鞆の浦の風景画だ。詩情あふれる抒情的な作品が特徴の竹喬芸術のな
かで、この絵はむしろかっちりとした構成の叙事的な作品だ。竹喬はなぜ鞆の浦の
港をかこうと思ったのだろう。鞆の浦を訪ねた。

「港」部分 小野竹喬
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小野竹喬の「港」

小野竹喬は１８８９年、岡山県笠岡市で生まれ、１４

歳のときに京都に出て、竹内栖鳳に入門した。１８歳で

文展に入選して１９０９年に設立された京都市立絵画専

門学校の別科に入学。戦後、京都美術協会の副会長を務

め、京都市立美術大学の教授になるなど、京都画壇一筋

に歩んだ。晩年、芭蕉の「奥の細道」を訪ねるスケッチ

旅行をし、芭蕉の句境に独自の芸術性を加味した「奥の

細道句抄絵」を発表。竹喬の声望が一段と高まった。そ

のころ「瀬戸の海」という小品を描いている。藍色の海

に浮かぶ紺色の島が描かれた詩的な作品だ。竹喬の故郷

の海への懐古の情をまろやかな筆遣いの端々に感じさせ

る作品である。竹喬が亡くなったのは７９年、８９歳だ

った。

「生誕１１０年・没後２０年記念展――小野竹喬」は

９９年６月、京都国立近代美術館を皮切りに、東京と笠

岡で開かれ、竹喬の画業人生を振り返る形で 「奥の細、

道句抄絵」１０点を含む約１００点が展示された。

その中の青年期の代表作の一つが「港」である。１９

１１（明治４４）年、竹喬２２歳のときの大作だ。縦９

８センチ、横２３１センチ、六曲一隻の屏風仕立てで、

第５回文展に入選した。冒頭に述べたように、左隻には

常夜灯が描かれ、右隻には帆を下ろした十数隻の小舟が

折り重なるように停泊していて、その向こうに７棟の白

壁の土蔵が建っている。興味深いのは、荷揚げ作業員が

上がる石段は、雁木（がんぎ）と呼ばれる鞆の浦港特有

の船着き場であることだ。明治も末期でありながら、北

前船時代の港をそのままとどめていることが、この絵か

らうかがえる。

竹喬の故郷、岡山県笠岡市は鞆の浦の北東約２０キロ

の所だ。瀬戸内の島々の右手に煙る鞆の浦を小さいころ

から目にしていたのかもしれない。カブトガニの繁殖地

である笠岡の穏やかな浜辺に慣れ親しんだ竹喬の目に

は、人やモノが活発に動く鞆の浦の港風景が新鮮に映っ

たのだろう。船の帆柱を強調した直線のタッチに、竹喬

の素朴な驚きが感じられる。

日本画顔料
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ぶつかり合う東西の潮

ＪＲ福山駅

からバスで約

３０分。瀬戸

内海に突き出

た沼隈半島の

突端の鞆の浦

の 港 に 着 い

た。係留され

た数十隻の漁

船の向こうに

常夜灯が見え

た。常夜灯見

物から鞆の浦

の歴史散歩を

始めた。

常 夜 灯 は

「燈籠塔」と

もいわれる。

１８５９年に

造られた石組の灯台だ。高さ１０メートル。江戸時代の

石造常夜灯としては国内最大級だという。そのすぐ真下

から約１００メートルにわたって海際に雁木が築かれて

いる。１８１１年につくられたもので、鳥のガン（雁）

の群れが飛ぶ姿に似ていることから雁木と名付けられ

常夜灯と雁木

た。

雁木とは、何かの木だと思ってしまうようなまぎらわ

しい名前だが、肝心なのは船着き場が１７段の石段であ

ることだ。その高さは５メートルにものぼる。

加藤貞仁著『北前船――寄港地と交易の物語 （無明』

舎出版）は 「瀬戸内海が東は紀伊水道、西は豊後水道、

で太平洋に通じているため、満潮時には両方の水道から

潮が流れ込み、鞆の浦の沖でぶつかる。逆に干潮時には

そこから両方に潮が引く。船は上げ潮に乗れば自然に鞆

の浦へ入港でき、引き潮を待って出港すれば東西どちら

にも楽に向かうことができる。動力のなかった和船の時

代にこれほど便利な港はなかった」と書いている。要す

るに東西の両方から潮が上がってきて、両方に引いてい

くので干満の差が大きいのだ。潮がどのような状態の時

でもはしけが横付けして荷物を降ろしたり積んだりでき

るよう、船着き場を石段にしたのだ。

河村瑞賢が１６７２年に、庄内の年貢米を酒田から下

関、大坂を経て江戸へ運ぶ西回り航路を開拓したのを機

に商品経済が発展、１８世紀中ごろから、商品の運送と

交易を担う北前船が蝦夷地から大坂までの各港に寄港す

るようになった。瀬戸内の東西の潮がぶつかり合うとい

う地理的な要因もあって、鞆の浦は瀬戸内の主要な潮待

ち港になった。

鞆の浦の交易の主な産物の一つは綿花だった 『北前。

船――寄港地と交易の物語』によると、東隣の備中の児

島湾干拓で綿花栽培が行われ始めたことに触発されて、
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備 中 で も

綿 花 栽 培

が 盛 ん に

な り 、 肥

料 の 干 し

鰯 が 鞆 の

浦 に 大 量

に 運 び 込

ま れ た と

い う 。 だ

が 、 綿 花

取 引 だ け

で は 心 も

と な い 。

や が て 、

米 の 中 継

地として米が売買されるようになり、藩の蔵米も売り出

されたと同書はいう。福山藩１０万石の経済は鞆の浦で

支えられていたのだ。

交易記す客船帳

北前船経済の痕跡はあるのだろうか。福山市鞆の浦歴

。 、史民俗資料館に立ち寄った 鞆城跡の高台に建っていて

資料館前の展望台から鞆の街並みが一望できた。

鞆城は、江戸時代に備後を領有した福島正則が、かつ

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

て毛利氏が築いた要害を利用して築城。市街地を取り込

んで城下町をつくる計画だったといわれる。これが徳川

家康の逆鱗に触れて工事は中止され、備後藩主は家康の

、 。 、従弟 水野勝成に変わった 鞆城跡に奉行所が設置され

勝成の息子で第二代藩主になる勝俊が住んだことから、

「鞆殿」と呼ばれたという。

資料館の展示の中心は鯛網漁だった。説明パネルによ

ると、江戸初期の１６２４年から４４年にかけて、鞆の

納屋忠兵衛らが鯛しばり網漁を開発した。２隻の親船で

タイの群れを網で囲んでしまう一種の巻き網漁だ。１８

４８年から５４年にかけて、藩の御座船でタイ漁見物が

行われた。１９０７年には１網で１万尾がかかる空前の

豊漁を記録したという。

鞆の浦沖でタイ漁が盛んになったのは、東西の潮がぶ

つかることと関係があっただろう。１７１１年に鞆の浦

に滞在した朝鮮通信使にタイが振る舞われた記録が残っ

ていることからみて、身が引き締まって歯ごたえがある

鞆のタイは最高のごちそうだったことはまぎれもない。

タイのような生ものが北前船で交易されたとは考えられ

ないが、交易で懐が厚くなってタイ料理に舌鼓を打つ北

前船の船頭たちの満足げな顔が思い浮かぶ。

タイの刺身とくれば酒である。やはり同資料館の解説

パネルには、元禄年間（１６８８～１７０４年）に酒商

は２１軒あり、取扱量は２１６２石に及んだ、とある。

ところが文化年間（１８０４～１８１８）年には４軒に

激減、石高は１３７５石と大きく減った 『北前船――。

寄港地と交易の物語』は、１８世紀中ごろになると尾道
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などから安い干鰯が流入し、鞆の浦の干鰯取引に陰りが

見えた、と指摘している。酒の売り上げが減ったのはこ

のことと関係があるようだ。鞆の浦の北前船経済のピー

クは元禄のころだったのかもしれない。

だからであろう。鞆の浦では入港船の奪い合いが行わ

れ、かえって他国船に敬遠される事態にたちいたった。

１８５７年に船宿が５５軒あったが、無用の競争を避け

、「 」 。るため 客船帳 を整備するよう申し合わせたという

（前掲書）

「客船帳」とはどういった性格のものなのだろう。同

保命酒店

資料館が０４年に開いた特別展「北前船とその時代――

鞆の津のにぎわい」で数点の史料が展示された。同展の

図録によると、寛政年間（１７８９～１８０１年）に鞆

の船宿「銭形屋」が発行した巻き物の客船帳には「銀領

屋仁三郎」ら取引先が記されている。また１８１０年に

鉄問屋が発行した客船帳は、鞆の問屋が大坂、伏見から

石見にまで交易範囲を広げていたことを示している。

同展の図録筆者は「船宿は他国との商事の窓口」とし

たうえで「大広間、客間、密談部屋などの屋敷をもって

。 、 」いた 現在もこの種の商家 町家が数多く現存している

と書いている。

保命酒が特産品に

鞆の浦の街を歩いた。幅２～４メートルの狭い道の両

側に古い民家が軒を接している。多くは２階建ての切妻

造り。通りの側には１、２階とも格子が張り巡らされて

いる。地元の文化財保護団体の調べで、江戸時代の建物

が約８０棟残っているというだけあって、どの家々も古

さびた雅趣を醸している。

この中でひと際目につくのが太田家住宅だ。常夜灯か

ら３０メートルほどの所にある。元は福山藩用命の保命

酒の蔵元の「中村屋」の屋敷。中村家は１６５５年から

この地で酒造業を営んでおり、北前船の寄港とともに交

易先が広がった。同住宅は母屋や酒蔵がある本邸の「太

田家住宅」と 「太田家住宅朝宗邸」と呼ばれる別棟の、
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隠居屋からなっている。明治になって太田家の所有にな

った。本邸の母屋は１８世紀中期に、朝宗邸の母屋は１

８０４年以前に建てられたとされ、瀬戸内海の近代商家

建築を代表するものとして１９９１年、合わせて国の重

要文化財に指定された。

残念ながら休館日だった。本邸と朝宗邸の間の２・５

メートルくらいの路地のような通りから中を推察するし

かない。

この住宅は幕末の動乱に巻き込まれたことでも知られ

る。１８６３年、尊王攘夷派の三条実美ら７人の公卿が

太田家住宅

公武合体派によって京都を追われ 長州に逃げのびる 七、 「

卿落ち」の途中と、翌年、長州から船で都に上る際に、

この本邸と朝宗邸に宿泊した。この住宅にも秘密の部屋

があるならば、彼らが逃げのびる際は、秘密の部屋を一

時の隠れ家にしたのではないだろうか。実美は「世にな

（ ） 」らず鞆の港の竹の葉を斯くや嘗 な むるも珍しの世や

と、保命酒を竹の葉に表して歌を詠んだ。保命酒で少し

は心が癒されたのだろうか。

そういえば民俗資料館の展示のもうひとつの柱は保命

酒だった。昔の店舗が模型展示されていて、量り売りさ

れていたことが手にとるようにわかった。江戸期の２メ

ートル以上の大看板が目を引いた。保命酒は江戸時代か

ら鞆の土産品とパネルに書かれていた。

太田家住宅と常夜灯の中間に保命酒の店があった。間

口、奥行き各５メートルの小さな店だ。７０歳くらいの

女性が店番をしていた。鞆の街には別に大きな構えの保

命酒の店があったので 支店ですか とたずねると う、「 」 、「

ちの方が古い」と笑った 「鞆酒造」という保命酒醸造。

会社の本店だという。女性の話では、大坂・生玉で開業

した中村壌平利時の長男吉兵衛吉長が１６５９年に鞆で

製造販売をしたのが始まり。地黄、葛根など１６種の生

薬の木皮を酒精に浸して造るのだという 「私のところ。

」 、は明治１２年からここで造っています といって女性は

小さなグラスにえんじがかった茶色の保命酒を注ぎ入れ

て試飲させてくれた 「ほかのところのより濃いでしょ。

う」という彼女にほだされ、土産に１本を買った。
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いろは丸と坂本竜馬

港のそばで「桝屋清右衛門宅・坂本竜馬宿泊跡」の立

て札のある民家に出合った。１８６０年に桝屋清右衛門

が発行した３００石程度の積み荷の中身を記載した客船

帳が残っていることから、桝屋が船宿であったことはま

ぎれもない。

『 』（ ）たまたま私は司馬遼太郎の 竜馬がゆく 文春文庫

の第１巻をカバンの中に携帯していた。何度読んでも面

白くて、４回目を読みだしたところだ。こうなれば竜馬

の「いろは丸事件」に触れないわけにいかない。

１８６７年５月２６日午後１１時ごろ、伊予・大洲藩

の所有船で、竜馬が仕切る海援隊が借り受けていたいろ

は丸が長崎から大坂へ向かっていたところ、逆に長崎を

目指していた紀州藩の蒸気船、明光丸と笠岡諸島の六島

沖付近で衝突した。いろは丸は大破して自力航行ができ

いろは丸展示館でジオラマ展示されているいろは丸（右）

なくなり、竜馬ら海援隊士は明光丸に乗り移った。いろ

は丸は修理のために明光丸に曳航されて１６キロ北西の

鞆の浦に向かったが、途中、銃器その他の積み荷もろと

も沈没した。

いろは丸は大洲藩の奉行、国島六左衛門が竜馬と五代

友厚の仲介で購入した１６０トンの蒸気船。司馬は『竜

馬がゆく』の中で、国島が「蒸気船を買うても運転する

者がありゃせんがの」と言ったのに対し、竜馬は「運転

は、わしらがやるきに。大洲藩が船主、海援隊の借り切

。 」りということになる 借り賃は一航海で五百両でどうだ

と熱心に勧めたと、想像を膨らませている。要するに、

船を買う資金がない海援隊が大洲藩をうまく乗せたわけ

だ。いろはとつけたのは「もののはじめ」という意味だ

という。

一方の明光丸。イギリス製の新造船で、原名はバハマ

号。紀州藩が１５万５０００ドルで購入した。１５０馬

力、８８０トン。いろは丸の５倍の大型船だ。明光丸に

先に気づいたいろは丸が左に舵をとったのに対し、後で

察知した明光丸が右に舵を切ったために衝突。いったん

明光丸は後退したが再び前進した際に、再度いろは丸に

ぶつかり、これが沈没の原因になったとされている。

鞆の浦に上陸した竜馬一行は、海援隊に縁のある者と

懇意にしていた桝屋清右衛門宅を宿舎にし、竜馬は賠償

交渉を始めた。交渉がまとまらないうちに明光丸が長崎

に向かったため、竜馬も後を追い、長崎奉行所で紀州藩

と争った。我が国最初の海難審判である。竜馬は、明光
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、 、丸の航海日誌などを差し押さえ 万国公法を持ちだして

紀州側の過失を追及。

竜馬に軍配が上がり、

紀州藩が８万３５２６

両の賠償金を支払うこ

とで決着した。

事故の直接の原因

は、濃霧の中にもかか

わらず、明光丸の当直

士官が甲板にいなかっ

たことだ。加えて、不

慣れな操船や大船の安

心感、大藩のおごりな

どが気の緩みになり、

警戒を怠ったのだろ

う。それにも増して問

題なのは、その海域が

備中、備後、伊予、讃岐の四つの国にまたがる所、とい

う認識を欠いていたことだろう。

いろは丸事故の時は、恐らく満潮時だっただろう。豊

後水道から東に向かういろは丸も、紀伊水道側から西に

向かう明光丸も、ともに潮に乗って進んでいた。現場は

燧灘と水島灘にはさまれて島々が複雑に散らばる海域

だ。潮流は東西の流れに加えて場所によってはさらに微

妙な変化をしていたと考えられる。断じて警戒を怠って

はならなかったのだ。

帆船ならば、霧のある夜中に航海する無謀なことをし

竜馬の蝋人形

なかったに違いない。黒船神話が災いしたのだろうか。

蒸気船の夜明け前の事故といえた。

「 」 。 「 」常夜灯の脇に いろは丸展示館 がある 元は 大蔵

と呼ばれる江戸時代の白壁２階建の土蔵を利用したもの

で、国の登録有形文化財である。いろは丸沈没の模様が

ジオラマで映し出され、いろは丸から引き揚げられた陶

器などが展示されている。いろは丸はほとんど形をとど

めてないものの、今も海底２０メートルの瀬戸内に沈ん

だままである。

２階に竜馬が隠れていた桝屋宅の部屋が復元され、竜

馬の蝋人形が座っている。竜馬は怒りを殺しながら資料

を手にしている。竜馬像としては珍しいポーズである。

景観壊す架橋計画

七卿落ちといい竜馬といい、なぜか鞆の浦は幕末の動

乱にかかわる数奇な歴史をもつ。動乱といえば、今新た

な動乱期といえるかもしれない。広島県と福山市が１９

８３年、鞆の浦の港に橋をかける国道バイパス計画を発

、「 」 、表したところ 文化的景観の破壊 と反対運動が起き

裁判沙汰にまで発展したのだ。裁判では反対派住民が勝

訴したが、福山市は計画推進の旗を下ろしておらず、波

乱含みである。

鞆の浦の街並みの通りが狭いことは既に述べた通り

だ。車が１台通るのがやっとで、朝夕の通勤時には交通

。 、渋滞でふん詰まり状態になる 古い町に住む人たちから
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クルマ社会に合った道をつくるよう、県や市に要望が出

。 、 （ ）ていた 県や市の計画によると 鞆の浦の中心地 鞆町

を東西に貫く国道４７号のバイパスを鞆の浦の港を横断

する形で建設するもので、架橋のために鞆港４・６ヘク

タールを埋め立てる。９５年、景観保護の観点から埋め

た地面積は２・３ヘクタールに変更されたが、９８年、

広島県教委の調査で、焚場跡が確認されたことから、さ

らに２ヘクタールに縮小された。

２００３年、市は埋め立て免許に必要な排水権者全員

の同意を得ることを断念、県も計画を凍結したが、０４

年、福山市長選で推進派が当選したことから、住民は推

。 、進か反対かをめぐって再び激しく対立した ０７年１月

推進派住民が期成同盟会の決起集会を開いたのに対し、

３月、映画監督の大林宣彦氏らが反対の狼煙を上げた。

４月、反対派住民が広島地裁に埋め立て免許差し止めを

求めて提訴したところ、県と市は県知事に埋め立て免許

を出願し、両者の間に抜き差しならないまでに深い溝が

できた。

国際記念物遺跡会議（イコモス）は 「港をまたぐ道、

路橋は町の価値を破壊する」と０５年と０６年に計画中

止を勧告したが、市長は「イコモスの要請は部外者や地

元の一部の意見によってつくられた」と勧告を無視し、

県知事も「 バイパスを造らず）無人になれば町の価値（

がなくなる」と反発。さらに、反対派が文化財的価値と

して重視している雁木についても「こんなものはどこに

でもある」と述べた。

こうした、県知事や市長の強硬な態度がさらに解決を

遠のかせることになり、０９年、金子一義・国土交通大

臣が「埋め立て認可には国民合意や反対派との対話が必

要」と述べ、双方の歩み寄りを求めた。広島地裁は０９

年、原告である反対派住民の主張を認め 「景観を壊す、

おそれがある」として、免許の差し止めを命令。県は控

訴したものの民主党政権となり、前原誠司・国土交通大

臣は、県が申請している埋め立て免許の認可を当面見送

ると表明。１２年、県知事は架橋計画の中止し、山側に

トンネルを掘る、との意向を示した。

以上がこれまでのざっとした経過である。推進派と反

対派の意見をまとめると、北前船が出入りした江戸時代

の港に歴史的文化的価値がある、とみるのか、モータリ

ゼーションの時代に取り残された町からの脱皮を目指す

のか、につきるだろう。推進派の意見のなかに、経済効

率主義、文化財価値否定主義が濃厚に現れていることが

みてとれる 「人が住まなければ町に価値はない。雁木。

はどこにでもある」という知事の発言はその最たるもの

であろう。

故郷の心の架け橋

人が住める町づくりを進めることは行政の長の任務で

あることは論を待たない。住める町とは何か。便利な道

があることだけでない。そこに根付いた歴史や風土があ

ることを見落としてはならない 「江戸が今も息づくお。

らが町」であることは、鞆の浦がほかにはない住民が誇
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りにできる故郷の証しなのである。その港の破壊は、住

民の心の故郷を壊すことなのだ。

知事が「どこにでもある」といった雁木から港をなが

めた。もし橋ができたらどうなるだろう。鞆の浦はかつ

て９０００人いた人口は今、５０００人程度だといい、

過疎化の波はここにも押し寄せている。未来に向かうと

いう「経済の架け橋」は、ほとんどの過疎地同様、いっ

そう町を空洞化させるに違いない。何よりも、過去の歴

史との「心の架け橋」を失った住民の魂を空洞化させる

のではないのか。

竜馬ならどう考えるだろう 「わしは紀州藩相手に万。

国公法で闘ったきに。イコモスちゅう万国の考えを大切

鞆の浦港

」。 。にせんといかんぜよ ニヤッと笑う竜馬を思え描いた

もう一度、竹喬の「港」を見た 「小野竹喬展」のと。

、 「 」 、き 絵心を欠く私は 奥の細道句抄絵 に目を奪われて

この作品の若々しい力強さを感じ取る目を持ち合わせて

なかった。よく見ると、常夜灯の下の舟の中で日傘をさ

している女性が点景のように描かれ、季節感と清涼感を

そこはかとなく表している。見れば見る程、鞆の浦の生

き生きとした空気が伝わってくるではないか。

船だまりが近代的な橋に変わっていたら、竹喬は間違

っても筆を執ろうとはしなかっただろう。保守系の政治

家は日本を「美しい国土」だという。その一方で、土建

国家にしていこうとする矛盾に気づいていないのはなぜ

だろう。

竹喬の絵が表す鞆の浦。その魅力は長い歴史の積み上

げがあればこそなのである。

井上脩身 （いのうえ おさみ） 年、大阪府生1944

まれ。 年、毎日新聞社入社、鳥取支局、奈良支局、70

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。
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文・井上脩身
写真・片山通夫

原発事故の国の責任明確化をチェルノブイリ法から学ぶ

チェルノブイリ原発事故から３０年がたった。５年前、
福島第１原発事故に遭い、原発が悪魔の所業を引き起こ
すと知った我が国は、チェルノブイリ事故の教訓を学ば
なければならない。しかし、安部晋三政権にそうした姿
勢は見られず、ひたすら原発推進政策を進めている。だ
が 「このまま核汚染が広がれば人類は生存の危機をまね、
く」と訴える人は少なくない。原発の恐ろしさをルポで
表したウクライナ生まれの女性ジャーナリストで作家、
スベトラーナ・アクレシェービッチに昨年、ノーベル文
学賞が与えられたことは、世界がその警告に耳を傾けて
いる証左であろう。私（筆者）はこの夏、スベトラーナ
『 』（ 、 ）の チェルノブイリの祈り 松本妙子訳 岩波現代文庫

を読み返す一方で、原発事故の５年後に制定されたチェ
ルノブイリ法から学べるものは何かを自分なりに考えて
みた。

原発を考える



「ぼくをうんじゃいけな
い？」

まずは『チェルノブイリの祈り』
に収められているぼくの声を紹介し
たい。

ぼく、聞こえちゃったんだ。おと
ながひそひそ話していた。おばあち
ゃんが泣いていた。ぼくが生まれた
年（１９８６年）には、ぼくの村で
は男の子も女の子もひとりも生まれ

。 。なかったんだって ぼくひとりだけ
お医者さんは、ぼくをうんじゃいけ
ないっていったんだよ。ママは病院
から逃げ出して、おばあちゃんのと
ころにかくれた。だから、ぼくはお
ばあちゃんのところにかくれた。だ
から、ぼくはおばあちゃんの家で生
まれたんです。ぜんぶ立ち聞きしち
ゃった。

ぼくには弟も妹もいない。とって
も欲しいよ。

おばさんは作家なんでしょ？ お
しえてください。ぼくがいなかった
かもしれないって、どういうことで
すか？ そしたら、ぼくはどこにい
るんですか？ 空の高いところ？
ほかの惑星？

スベトラーナはチェルノブイリ原
発事故後、被災者約３００人を取材
し、事故から１０年がたった１９９
６年、雑誌に発表した。そこに表さ
れた被災者のうめきは世界中の人々
に、原発事故の恐ろしさを改めて実
感させた。その２年後、松本氏の訳
で岩波書店から刊行され、福島第１
原発事故が起きた２０１１年、文庫
版になった。

私は１３年に文庫本で読んだ。今
回読み返してみて、改めて阿鼻叫喚
の地獄の体験談に息をのみ、悲痛な
叫びに涙を抑えきれなくなった。そ
うしたなかで、一人の少年のもの悲
しい声に胸が引き裂かれた。チェル
ノブイリ事故の年に生まれたぼく。
兄弟も友だちもいないぼく。事故か
ら３０年がたった今年、３０歳にな
るはずだ。

ぼくが五つになる１９９１年、チ
ェルノブイリ法が制定された。ひと
ことで言えば、被災者に補償し支援
する法律だ。ぼくは、この法律で自

。立していくことができたのだろうか
日本にこの法律はいうまでもなく及
ばない。もしぼくが福島の事故の年
に、原発の近くで生まれていたか、
お母さんのお腹の中にいたらどうな
るのだろう。

ぼくではいささか紛らわしい。こ
。こではボク君と呼ばせていただこう

この世のおわりの中で

ボク君以外の子どもたちの証言
をみてみよう。

「ぼくは家にハムスターを閉じこめ
てきた。二日分のエサを置いてやっ
た。でも、ぼくらは永久にもどれな
い」
「ぼくらの町からスズメがいなくな
った。事故のあとの最初の年に。ス
ズメはかき集められ、落ち葉といっ
しょにコンテナで運ばれた。放射能
がくっついていたから」
「一年後、私たちは全員疎開し、村
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は埋められてしまいました。放射能
のちりが舞いあがらないように、屋
根のてっぺんから家の土台までホー
スで家を洗う。そのあと、クレーン
で家をひきはがし、穴に入れる。村
のあったところに原っぱができる。

」その下には私たちの家があるんです
「パパがチェルノブイリで働いてい
たから、私が病気になったんだとお
医者さんがいった。私はそのあとで
生まれたのに」
「あたしは、ぜったいに死なないん
だと思ってたわ。でも、いまは死ぬ
んだとわかってるの。いっしょに入
院した男の子がいたの。あたしに小
鳥や家の絵を描いてくれた。死んじ
ゃったの。死ぬのはこわくないわ。
ながーく眠っていて、ぜったいに目
が覚めないのよね」
「 。 。ともだちがいました アンドレイ
彼は二回手術して家に帰された。半

。年後には三回目の手術が待っていた
アンドレイは自分のベルトで首を吊
って死んだ。だれもいない教室で。
走ったり、跳んだりすることは医者
に禁じられていたんです」

「まっ黒い雲。ひどい雨でした。水
たまりが黄色になった。緑のもあっ
た。絵の具をこぼしたようでした。

おばあちゃんがひざまずいてお祈り
を唱えてた 「この世の終わりなんだ。
からね 。母はしょっちゅう黒い服を」
きて黒いスカーフをしている。私の
通りでは、いつもだれかのお葬式が
あるのです」

子どもたちは 「まっ黒な雲」に覆、
、「 」われたあと ハムスターを閉じ込め

て、家からの避難を余儀なくされた
り、あるいは「一年後に全員疎開」
するまでの間 「放射能のちり」でス、
ズメがいなくなったり 「いつもだれ、
かのお葬式がある」のを体験してい
る。

そうした「この世の終わり」のな
、 、かで 子どもたちの健康は損なわれ

事故の後に生まれたのに、お医者さ
「 」 。んから 病気になった と言われる

いっしょに入院していた男の子の死
と向き合い「死ぬんだとわかってい
る」ようにもなる。

「この世の終わり」は、子どもた
ちの精神をもむしばみ 「走ったり跳、
んだりすることは医者から禁じられ
れていた」友だちは首吊り自殺をす
る。そこまでの辛い思いをしなくて
済んだ子どもたちも、懐かしい家は

原っぱの下になり「ぼくらは永久に
戻れない」と悲しみにくれる。

ボク君はどうだったのだろう 「お。
」医者さんはぼくをうんじゃいけない

と言ったのだから、チェルノブイリ
事故の時は、お母さんのお腹の中に
いたのだろう。お母さんは中絶をせ
ず、おばあさんのところへ逃げてボ
ク君を出産したのだ。おばあちゃん
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が泣いたのはなぜだろう 「パパがチ。
ェルノブイリで働いていた」女の子
のように、ボク君も病気になると案
じたからかだろうか。あるいは現に
その兆候があったのだろうか。

お母さんがお医者さんの言うこと
をきいて、産まない選択をしていた
ら、ボク君はこの世に生まれてこな
かった。だったらボク君の行き先は
「空の高いところ」なのか、それと
も「宇宙」なのか―― 「死ぬのはこ。
わくないわ」と言った女の子が思う
「ながーく眠っている」場所もまた
空の高いところか、宇宙なのだろう
か。

それにしても何と悲しいことだろ
う。ボク君が作家のおばさんのスベ
トラーナと出会ったのは５、６歳く
らいのときだっただろう。そんな遊
びたい盛りのいたいけのないない子
どもが死を感じ、死を思い、死に怯
えて生きていかねばならないとは。

子どもに責任があるはずはない。
事故を起こした社会はこうした子ど
もたちにどう償っていくのか。ボク
君がスベトラーナに自分の思いを語
ったころ、チェルノブイリ法ができ
た。この法律がその答となるのか。
以下、同法の中身を検討してみる。

法律制定に向けて市民組
織

チェルノブイリ原発はウクライナ
共和国（当時）北部、プリピャチ市
北３キロの所にある。１９８６年４
月２６日午後１時２４分、同原発４
号炉が爆発し、放射性物質が広範囲
に拡散した。当時のソ連邦ウクライ
ナ、ベラルーシ、ロシアの３共和国
を合わせて、セシウム１３７で３万
７０００ベクレル 平方メートル以上/
汚染された地域が１４万５０００平
方キロに上った。この３共和国も含
めてヨーロッパの１７カ国に被害が
広がり、計２０万７５００平方キロ
の地域で同レベルを超える汚染が認
められた。

同原発が立地するウクライナでは
事故から２５年がたった２０１１年
時点でも、１万ベクレル 平方メート/
ルの土壌汚染地域が１０万６２００
平方キロに及んでおり、事故時の環
境汚染は想像をはるかに超える極め
て異常なレベルであったことが推認
された。

事故後、原発３０キロ圏内の約１

０万人が避難を余儀なくされ、立ち
入り禁止になった。この土地の使用
ができなくなったことによって１３
億３９００万ドルの損害があったと
みられ、ソ連財務省によれば８９年
までの３年間で直接損害・支出額は
１２６億ドルに上った。このほか、
農業生産ができなくなったことなど
による間接的な損害も大きく、いわ
ゆる逸失利益は２０１５年までに総
額１６３７億４０００万ドルに上っ
たといわれている。

こうした物質的、経済的損害にと
どまらず、健康を損なう恐れという
見えざる精神的被害を住民たちはこ
うむった。とりわけ深刻なのは子ど
もへの影響だ。大人は被ばくの１０

、年後からがんなどの発病が始まるが
乳幼児の場合、早ければ２、３年後
には影響が出るとされる（小出裕章
・黒部信一『原発・放射能 子ども
が危ない』文春新書 。住民たちは当）
然、小さな子どもたちの体が汚染さ
れてないか心配した。しかし、汚染
地図が公開されたのは事故から３年
後だった。高濃度汚染はチェルノブ
イリから北西にまだら状に広がり、
５５万～１４８万ベクレル 平方メー/
トルの土壌汚染は原発から１１０キ
ロ離れたコロステン市にまで達して

原発を考える



いた。

同市の住民たちは市庁舎前で集会
を開き、情報の公開と緊急対策を要
求した。市のトップであるウクライ
ナ共産党幹部はソ連の保健大臣に 市「
は悲惨な状態にあり、人々は病に冒
されている」との電報を打った（馬
場朝子・尾松亮『原発事故 国家は

』 ）。どう責任を負ったか 東洋書店新社
以前なら、一地方の申し出は歯牙に
もかけられなかった。しかし、ゴル
バチョフ書記長は当時、社会主義体
制の変革を目指してペレストロイカ
を始めていた。

、市はこうした民主化の風を受けて
家庭ごとの汚染状況の調査を行った
うえで、市独自の対策を検討。汚染
作業の実施、住民の健康状態の管理
や食料品の管理に加えて、道路の舗
装などのインフラ整備の取り組みを
始めた。

同市の運動や取り組みは他の被災
地にも広がり、８７年、初めての市
民組織「ウクライナ緑の世界」が発
足。リーダーの作家、ユーリ・シチ
ェルバク博士は８９年、ソ連最高議
会議員に選ばれ、議会でチェルノブ
イリに関する公聴会の開催にこぎつ
けた。ソ連議会初めてとなったこの

公聴会で保健大臣はチェルノブイリ
に関する機密指定の解除を約束。遅
ればせながら、ソ連政府は被災者へ
の国家補償のための法律案の作成を
始めた。

こうした中央の動きに並行してウ
クライナで１９９０年、１２人の議
員がチェルノブイリ委員会を立ちあ
げた。独自の法律であるチェルノブ
イリ法づくりにかかり、９１年２月
５日、同委員会は最終会議を開く運
びとなった。

前掲書によると 「住民の健康を一、
生守るためにこの法律が必要 「この」
法律は被災者への恩恵でなく、人々
を困難に追いやった国家の義務を定
めたもの 「子どもは大人の１０倍も」
影響を受けやすい。人道的視点から
年１ミリ、生涯７０ミリシーベルト
に抑えよう 「ヨウ素に被ばくしてい」
るのは、移住した人で１０万人、移
住してない人で１５万人いる。７年
後から白血病を発症するかもしれな
い」などの意見が出たという。

こうした論点を踏まえて、放射線
許容線量の基準を１ミリシーベルト
にすることなどを内容とするチェル
ノブイリ法が誕生。２月２７日、議
会で承認され、同年５月、施行され
た。

チェルノブイリは大災害

チェルノブイリ法は一つの最高会
議決議と二つの法律から成る。

決議は「チェルノブイリ大災害の
結果として放射能汚染レベルの高か
った地域における住民に関するコン
セプト 。法律は「チェルノブイリ大」
災害により放射性物質で汚染された
地域の法制度についてのウクライナ
法（汚染地域制度法 」と「チェルノ）
ブイリ大災害により被災した市民の
法的地位と社会保護についてのウク
ライナ法（社会保護法 」だ。決議は）

/「追加被ばく量を１ミリシーベルト
年以下に抑える」との原則を示した
もので、これがチェルノブイリ法の
根幹である。汚染地域制度法は被災
地の範囲を、また社会保護法は被災
者に対する補償、支援をそれぞれ定
めた。

チェルノブイリ法はチェルノブイ
リ原発事故を「大災害」と表現して
いることが最大の特徴だ。事故当初
に国が行った汚染データの隠ぺいと
過小評価によって、取り返しがつか
ないレベルにまで被害が拡大させた
との観点から 「チェルノブイリ大災、
害」とあえて表記したのだ。その言
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葉自体にウクライナ政府の国民的な
悲劇に立ち向かう決意が込められて
いる。

このうえに立って 同法は冒頭 チ、 、「
ェルノブイリ大災害は何百万人もの
人々の運命に影響を与えた。多くの
地域で今までにない社会、経済状況
が生じ、ウクライナ全体が環境被害
ゾーンになった」とし、第１３条で
「国家は市民が受けた被害を補償す
る責任を引き受け、被害を補償しな
ければならない と規定 さらに チ」 、 「
ェルノブイリ大災害によって被害を
受けた市民および事故処理作業者に

、 、 、対する 時宜を得た健康診断 治療
被ばく量確定を行う責任も国家にあ
る」と、国家責任の原則を明確にし
た。
以下は同法の具体的内容である。

被災地の区分
被災地を四つのゾーンに区分する。
第１ゾーン（隔離ゾーン）

事故原発３０キロ圏内。居住権は
認められない。
第２ゾーン（義務的移住ゾーン）

追加被ばく量５ミリシーベルト 年/
を超える地域。第１ゾーン同様、放

射線危険ゾーンとし、長期的な居住
は認められない。
第３ゾーン（保証された自主的移住
ゾーン）

追加被ばく量１ミリシーベルト 年/
を超える地域。住み続けることもで
きるが、移住の権利は認められる。

（ ）第４ゾーン 放射線管理強化ゾーン
追加被ばく量１ミリシーベルト 年/

以下（ウクライナでは０・５ミリシ
ーベルト以上）の地域。移住権は認
められない。ただし、医師が必要と
認めれば、妊婦、子どもがいる世帯
は移住できる。

ゾーン別補償、支援内容
第１ゾーン・強制避難者

１９８６年５月８日時点の避難者
９万９１９５人。ホットスポットの
追加などで約１０万人が対象。

長期的な補償、支援の実施。医療
面では、医薬品の無料支給、健康診
断や保養の無料実施など。住宅を無
料で提供し、個人所有にできる。置
き去り財産（喪失財産）の補償。
第２ゾーン・義務的移住者

当初対象者は１万８１４７世帯。
０６年時点で１２５８世帯がなお第
２ゾーンにとどまる。

対象者の申請に基づき、移住先の
環境が整いしだい移住実施。医薬品
の無料支給、健康診断、保養費の７
割支給など。
第３ゾーン・自主的移住者

３年以上住んでいる者は移住を選
択できるが、家族の同意が必要。移
住先の公営住宅、共同組合所有住宅
に入居できる。新たに住宅を購入す
る場合、移住先自治体の資金援助が
ある。

避難しない人への対策
第１ゾーンである３０キロ圏内に

。現在１５０～２００人が住んでいる
最初から避難を拒否してそのままと
どまった人や、避難先になじめず元
の住みかに戻ってきた人たちだ。そ
のほとんどは高齢者である。こうし
た人たちは「サマショール （勝手に」
住みついた人々）と呼ばれる。

ウクライナ政府は「まだ避難して
いない人」と位置付け、往診車、移
動販売車の派遣など、必要最低限の
サービスを行っているという。

一方、第３ゾーン地域にそのまま
住み続ける人に対しては、政府は健
康診断を実施するとともに、保養費
の減額措置をとっている。
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これらの汚染地域では自家栽培が
制限されており、食品を購入するた
めの補償措置がある。

憲法に国の責任を規定

話をボク君に戻そう。ボク君はチ
ェルノブイリ法などによって、国か
らどのような支援を受けることがで
きるのだろうか。

チェルノブイリ原発事故から１０
年後、チェルノブイリ法制定から５
年後の１９９６年にウクライナ憲法
が制定された。ボク君が１０歳、サ
ッカーなどのスポーツに夢中になる
ころである。

同憲法は「地球規模の大災害であ
、るチェルノブイリ大災害の被害克服

ウクライナ国民の遺伝給源の保護は
国の責任 第１６条 とうたい 被」（ ） 、「
災児童には、栄養、衛生上の基準を
満たす食品だけでなく、放射性物質
の体内からの排出を助けるサプリメ
ントも供給される （第２９条）と規」
定した。

「チェルノブイリ被災児童」とい
う概念はチェルノブイリ法で特に規
定されていることから、憲法のなか
に「子どもを守る」という国の責務

を明確にしたのである。
前掲書によると、チェルノブイリ

法は「学齢または学齢以前の被害児
童の救済、治療、リハビリ（心理的
リハビリを含む）は、チェルノブイ
リ大災害の被害克服に関連するあら
ゆる医療プログラム・支援策におけ
る優先方針」であるとした上で 「被、
害児童の治療は、最新の診察・治療
用設備を備えた国内の最良の保養・
療育施設、専門医療センターで行な
われ、最新の薬品を使用し、国内外
の経験豊富な専門家がそれぞれ独自
の方法 機材 薬品を用いて行う 第、 、 」（
２８条）と、最大限の医療を施す姿
勢を具体的に示した。

同法によるチェルノブイリ被災児
童は次の７項目に該当する子どもで
ある。
①３０キロ圏からの避難者（避難時
の胎児も含む）
②事故時、義務的移住ゾーンに住ん
でいた児童。事故後、同ゾーンに１
年以上住んでいたか、就学していた
児童
③事故時、自主的移住ゾーンに住ん
でいた児童。事故後、同ゾーンに２
年以上住んでいたか、就学していた
児童
④事故時、放射能管理ゾーンに住ん

でいたか、事故後、同ゾーンに３年
以上住んでいたか、就学していた児
童
⑤母親の妊娠期に、両親のうち一人

（ ）がリクビダートル 事故処理作業者
や避難者、汚染地域居住者で、事故
日以降に生まれた子ども
⑥甲状腺がん患者（被ばく量の数値
は問わない 、放射線病罹患者）
⑦保健省の定める基準を超えて甲状
腺被ばくした子ども

この規定に当てはまる被災児童に
は、医師が処方する医薬品の無料支
給、毎年の保養費の無料（年２カ月
まで 、学校での食費免除、幼稚園・）
保育園の費用免除などの支援が行わ
れる。また被害児童をもつ家庭に対
しては、障害や疾病の有無などによ
って決められた月額補償金が支給さ
れる。

注目すべきなのは甲状腺がんを患
う児童には被ばく量を問わず、補償
が受けられることだ。ウクライナで
は、事故後「自分の住む地域でがん
患者が倍に増えた 「奇形の子どもが」
生まれた」などとして、住民の不安
が高まっていた。そこで法的な解決
や汚染されていない地域への移住を
求める住民の要望に応える形で法整
備をしたもので、がんになったこと
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と原発事故との因果関係の証明がな
くとも、救済される道を開いた。

チェルノブイリ子ども基金の１９
９３～９６年の調査によると、甲状
腺に異常のある人はモスクワ市民が
３％だったのに対し、プリピャチ市
民は４０％近くに達していた。ただ
ちに甲状腺がんになるわけではない
が、３０キロ圏内の人たちが放射性
ヨウ素に強く汚染されたことを示し
た。

一方、今中哲二・前京都大助教が
明らかにした、事故時１５歳未満の
子どもの甲状腺がん発生データによ
ると、ベラルーシでは８６年は年間
数件だったのに対し、９４年には８
０件を超え、９５年には９０件に達
した 「明らかに事故被ばくが原因」。
と今中氏は分析している。

原子放射線の影響に関する国連科
学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）の２０
００年レポートは「事故時１８歳未
満の人のうち甲状腺がんが明らかに
なったのは１８００人に満たない」
としたが、０６年には「この数は６
０００人以上に増加した」と報告。
チェルノブイリ事故による放射能が
子どもを直撃したことをようやく認
めた。

ボク君は事故時、お母さんのお腹

の中にいたのだから、被災児童であ
ることは言うまでもない。甲状腺に
異常があるかどうかはわからない。

、もし甲状腺がんになってしまったら
さまざまな医療支援を受けることが
でき、病院から逃げ出したお母さん
も、決められた月額補償金の支給対
象者になる。

だからといってボク君が安心して
暮らせるわけではない。事故がなけ
れば心配するはずがなかったがんの
不安から逃れられないのだ。

経済危機のウクライナ

チェルノブイリ原発事故が起きた
１９８６年、ウクライナは既に述べ
たようにソ連邦内の共和国だった。
チェルノブイリ法制定から半年後の
９１年８月２４日、ソ連からの独立
を宣言。そのソ連はその年の１２月
に崩壊し、７０年以上続いた社会主
義体制の幕が閉じられた。独立した
ウクライナは西欧とロシアの狭間に
あって、激動の波にのまれる。チェ
ルノブイリ法もまた、厳しい試練に
立たされた。

原発事故によるウクライナでの損
害は千数百万ドルに上ると予測され

たが、独立したウクライナはチェル
ノブイリ法による補償や支援に年間
６０億ドルしか拠出できなかった。
レオニード・クラフチュク初代大統
領は「チェルノブイリ対策を優先し
国防費も削減する」として、国家予
算の１０％を充当したが、ない袖は
振ることができず、これが精いっぱ
いだった。

９０年代前半に起きたロシア金融
危機はウクライナ経済を直撃。９０
年のＧＤＰを１００とした場合、９
９年には４０にまで落ち込んだ。２
００４年にはロシアとの関係を重視
するヤヌコーブィッチ首相に対し、
ヨーロッパへの帰属を訴えるユシチ
ェンコ前首相派が大運動を展開した
「オレンジ革命」で、国民は真っ二
つに割れた。さらに１４年、欧米よ
りのポロシェンコ氏が大統領に就任
すると、ウクライナ東部で独立を掲
げる親ロシア派とウクライナ正規軍
の間で戦闘状態になった。この機に
乗じてロシアはクリミアを併合、両
国の緊張状態は今も続いている。

こうした政治的、経済的な苦境の
なか、チェルノブイリ法実施のため
の予算は、１９９６年から０４年に
かけて４・４倍に、０４年から１０
年にかけて３・８倍に増加した、と
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ウクライナ政府は報告している。政
府は厳しい財政状況のなか、インフ
レに応じて予算を組んだわけだが、
それでも必要な経費に対する支出の
割合は９６～９８年が５７％、９９
～０２年は２９％、０３～１０年は
１４％に過ぎなかった （ 原発事故。『

国家はどう責任を負ったか ）』
裏返すなら、チェルノブイリ法に

よって受けられるはずの補償が１割
近くまでにカットされたのだ。当然

のことながら被災者の不満が噴出す
る。前掲書によると、抗議の集会や
ハンガーストが繰り返されるように
なり、１１年、デモ参加者が最高会
議を占拠 「国は憲法も法律も実施せ。
ず、私たちを捨ててしまおうとして
いる」などと怒りを爆発させた。

国を相手に補償を求める裁判も続
出、住民が勝訴したケースもある。
その結果、裁判を起こすことができ
ない人への補償が後回しになるとい

う不条理な結果になっている。
ボク君は１８歳になると被災児童

でなく一般の被災者になる。チェル
ノブイリ法によって被ばく量の低減
のため、汚染されていない地域に出
かけて保養することが認められ、保
養クーポンが支給される。保養期間

、 、は 被災児童が年に２１日～２カ月
一般の被災者１８日、神経系疾患の
ある障害者が最大４５日だ。１０年
の場合、合わせて３６万４４１７件
の申請があったが、予算が下りたの
は１１万１３８８件（うち被災児童
７万１９４９件）だけ。３人に１人
も保養権を行使できないのだ。

ウクライナ政府は「被災住民への
、支払いなどの拠出金が不足する場合

内閣にこの実施をするかどうかの権
利がある」として、住民の要求に応
じる姿勢はみせていない。厳しい財
政状況のなか、同法が行き詰まりだ
したことは誰の目にも明らかだ。

ではチェルノブイリ法は有名無実
化しているのだろうか。

チェルノブイリ法は１議決２法か
ら成ることは既に触れた。これまで
述べたのは議決と社会保護法にかか
わることが中心だ。もう一つの汚染
地域制度法をも検討すべきだろう。

社会保護法が被災者に焦点を当て

原発を考える



たのに対し、汚染地域制度法は避難
地や事故原子炉というモノに焦点を
当てた法律である。この管理機関と
して、ウクライナ隔離ゾーン管理庁
を発足させ、隔離ゾーンと義務的移
住ゾーンの土地管理を国が直接行う
こととした。
その業務は以下の通りである。
①隔離ゾーンの緩衝地帯機能の保証
②使用済み核燃料、放射性廃棄物、
放射線源の取り扱い
③放射能汚染地域の回復
④チェルノブイリ事故被害の克服
⑤核設備、核物質、放射性廃棄物な
どの被ばく源の管理
⑥廃炉シェルターを環境上安全な状
態にする作業

日本には避難地域を一元的に管理
する機関はなく、除染・環境保全は

、 、環境庁 防災・治安維持は各自治体
警察、廃炉・原発サイトの安全性管
理は電力事業者や協力企業が行って
いる。日本と比較すると、ウクライ
ナの場合、国の責務が強く打ち出さ
れていることがわかる。

ウクライナのＧＤＰは日本の５分
の１に過ぎない。チェルノブイリ法
のなかで、国の責務を高らかにうた
いあげたものの、現実はハードルが

。余りにも高かったということだろう

それでも 「チェルノブイリ法は重要、
な役割を果たしてきた。将来の世代
のためにも残さねばならない」とい
うのがチェルノブイリ委員会で法律
作成に携わった科学者らの思いであ
る （前掲書）。

日本の子ども被災者支援
法

ボク君が福島第１原発事故の被災
、 、者なら どのような法的補償や支援

。保護を受けることができるだろうか
日本は世界第３位の経済大国だ。ウ
クライナにいるよりもはるかに手厚

、 、い施策の下で 安心して学校に通い
部活にいそしめるはずである。

福島第１原発事故は２０１１年３
月１１日午後３時３５分、同原発の
高さ１０メートルの防潮堤を超えて
襲ってきた津波によって電源が喪失
したことで起きた。冷却不能になっ
たことで炉心溶融に陥り、放射性物
質が大気中に放出された。政府は原
子力緊急事態宣言をし、住民を避難
させることを決定 「２キロ圏内避難。
指示 「３キロ圏内避難指示、１０キ」
ロ圏内屋内退避 「１０キロ圏内避難」
指示」と避難範囲を広げたが、その

場限りの後手後手であったことは歴
然としていた。事故から１カ月余り
がたって、警戒区域、計画的避難区

、 。域 特定避難緩衝地点に区分された
現在の帰還困難区域（５年が経過し
ても年間積算放射線量が２０ミリシ
ーベルトを下回らない恐れがあり、
指定時点で５０ミリシーベルトを超
える地域 、居住制限地域（年間積算）
放射線量が２０ミリシーベルトを超
える恐れがある地域 、避難指示解除）
準備区域（年間積算放射線量が２０
ミリシーベルト以下になることが確
認された地域）に編成されたのは事
故１年後の２０１２年４月１日であ
る。

福島県のデータによると、２０１
１年５月時点で１６万４８６５人が
避難、今年５月現在でもなお９万２
１５４人が避難生活を続けている。
このほとんどは避難指示地域の住民
だったとみられ、補償の対象になる
人たちだ。

こうした被災者への賠償に関して
は、原子力損害賠償法で「事故を起
こした原子力事業者は、事故の過失
・無過失にかかわらず、無制限の賠
償責任がある」と、無過失責任主義
がとられている。

東電のホームページによると、こ
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れまでに個人９１万８０００件、自
、主的避難の個人１３０万７０００件

法人４１万２０００件の損害賠償請
求があり、うち個人８１万８０００
件、自主的避難の個人１２９万５０
００件、法人３４万９０００件につ
いて賠償を終えた。賠償額は個人２
兆６９５３億円、自主的避難の個人
３５３６億円、法人３兆２４９億円
で賠償総額は６兆２２６９億円に上
った。このうち、政府賠償は１８８
９億円に過ぎず、６兆５７１億円は
資金交付によるものだ。この巨額資
金は電気代に上乗せられることにな
る。

個人への賠償の内訳をみると、精
神的損害が１兆２８４億円で半数近
くを占めている。次いで就労不能損
害２５２３億円、検査費用等２４３
０億円などとなっており、法人では
出荷制限や風評被害が１兆４０７億
円である。

政府は１５年６月、避難指示解除
準備区域と居住制限区域（約５万５
０００人）に対する避難指示を１７
年３月までに解除して帰還を求める
一方、東電が支払う精神的損害賠償
を１８年３月末で終了する方針を示
した。東電はこれに基づいて策定し
た再建計画を政府は承認、賠償額は

７兆円強でとどまる見通しという。
「年間２０ミリシーベルトを下回

るのは確実」というのが政府方針の
根拠だ。これに対し、避難住民から
「安全軽視の帰還促進」との批判の
声が出た。東電と国に対して提起さ
れている損害賠償請求訴訟の中でも
帰還促進方針は争点の一つだ。原告
数は１万人を超し、水俣訴訟を上回

。る大規模裁判の様相を呈しつつある
原始力損害賠償法が事業者の責任

を定めていることは既に述べた通り
だ。では、国には責任がないのだろ
うか。

１２年６月、議員立法で子ども被
災者支援法が制定された 「子どもに。
特に配慮した被災者の生活支援施策
の基本を定める （第１条）ことを目」
的に 「支援対象地域での居住や、他、
の地域への移動、移動前の地域への
帰還についての選択は自らの意思に
よって行うことができ、いずれを選
択した場合でも、適切に支援されな
ければならない （第２条）と基本理」
念をうたい、居住・移動の自主性を
重んじた。

この上に立って 「国の責務」を次、
のように規定した 「国は、原子力災。
害から国民の生命、身体及び財産を
保護すべき責任並びにこれまで原子

力を推進してきたことに伴う社会的
な責任を負っていることに鑑み、基
本理念にのっとり、被災者生活支援
等施策を総合的に策定し、実施する
責務を有する （第３条）」

この法律で定めた国の責務によれ
ば、避難者が引き続き避難をしよう
と、あるいは帰還しようと、国は適
切な支援をしなければならない。と
ころが、政府は一方的に帰還を求め
ることにかじを切ったのである。当
然のことながら「理念に反する」と
の声が上がり、昨年８月、子ども・
被災者支援議員連盟の名で、安倍首
相に「母子避難など二重生活を強い
られている世帯が、望まない帰還を
強いられることになる」として 「定、
住・帰還を決断していない避難者に
も支援を継続するよう」求めた。

問われる政治理念

子ども被災者支援法は、国家の責
務を補償・支援をベースにしたチェ
ルノブイリ法の基本的な精神を取り
入れた法律といえるだろう。だが、
法律はその精神が崇高であればある
程、施行者の政治理念が問われる。
はたして安倍首相は「国家の責務」
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。という精神を理解しているだろうか
福島第１原発事故の被害はチェル

ノブイリ事故ほどには広がらなかっ
たことは事実であろう 『福島原発事。

』故独立検証委員会調査・検証報告書
（一般財団法人日本再建イニシアテ
ィブ）は、両事故を比較し、福島の
放射性ヨウ素の放出量はチェルノブ
イリの１０分の１としている。汚染
地域がヨーロッパ全域に広がったチ

ェルノブイリ事故に比べれば、確か
に福島事故の汚染地は福島県を中心
に東北南部、関東北部と限定的だ。

だからといって、国の責務も限定
的ということにはならない。避難を
余儀なくされ人々にとって、頼りの
綱は国以外にない。福島事故には何
ら責務のないウクライナ政府を頼る
ことはできないのだ。

ボク君が福島の被災者なら、ウク

ライナの被災者より多くの補償金を
受けとることができるのかもしれな
い。ならば日本の方がしあわせか、
となると話は別である。国策として
原子力発電所建設を進め 「原発は安、
全」と言い続けてきた国に責務は極
めて大きい。しかし 「被災者の支援、
よりも経済力」が責務と考える安部
首相の下では、国民は安心して暮ら
すことができないのである。

＊写真はすべてチェルノブイリで

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

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。

片山 通夫（かたやま みちお）
年生まれ、キューバ国営通信を経てフリー。1944
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の世界SWC

文と写真 中川眞須良

SWCの世界



シリーズ

とんぼり濃度

SWCの世界



街角で聞き拾った三つの言葉

〔 〕H

「あんなエッチな仕草は全然ダメ！」

HB鉛筆の芯の硬さ
HIS格安チケットの販売社

日常生活の発音はほとんどエッチだ
の発音記号H

本来の発音 エイチはいつの頃かどこかへ消えた

とんぼり濃度 ６５ 大阪市中央区 ６月

SWCの世界



〔ロス〕

「ロス経由でマイアミへ・・・・」

ロサンゼルス
ロス・アンジェルス

ロサンジェルス

この知名度の高い街は呼び方が多い
社の英和辞典にK

ロサンゼルス（ の都市）と記載がある。California

アルファベットを見れば一目瞭然
「天使たち」だ・・・・。Los Angeles

とんぼり濃度 ８５ 大阪市中央区 ６月

SWCの世界



〔コウキ〕

「彼女は自称『コウキ』な人と
よく言っているらしい」

こうき・・・辞書を引くと２５以上の項目がある

俳人 飯田龍太の句
だいかんのばらにいたんのコウキあり

を思い出す

それぞれのコウキにどの文字を当てるのだろう

とんぼり濃度 ８０ 大阪市中央区 ６月

SWCの世界



ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz

《客とその見送り》

美容室・ ・カーディーラーなど、店外でスタッフが深々と一礼GS
不動の姿勢で客を見送る時間の長さは

客と店との信頼関係の継続の長さに比例するか

《好き》

それは ？Like
Love ?それとも

一時的 衝動的 飽きる 得と満足を求めるLike
永続的 計画的 飽きない 徳と責任が発生Love

あなたの好きはどちら？

L piza

SWCの世界



三木城攻めの秀吉の街
合戦復興がもたらす繁栄

文、写真 井上脩身

三寿ゞ刃物製作所ののれん

宿場町を行く　金物の町・三木



福太醸造（手前）と稲見酒造（右奥）などの商家が建つ街並み

高校の日本史の先生が授業の合間に
「少しは郷土史も知っておけ」と、学

。校の近くにある茨木城址を取り上げた
１５世紀半ばに大阪と京都のほぼ中間
のこの地に豪族の茨木氏が城を築いた
が、荒木村重に攻め落とされ、村重の
重臣・中川清秀が城主になった。村重
が信長に謀反を起こすと、清秀は信長
側に寝返り、後に秀吉方の武将として
賤ケ岳の合戦に参戦して戦死した。

先生の話はざっとこのような内容だ
った。大学受験には必要のない知識だ
ったが、中川清秀という名前だけは私
の脳裏に刻まれた。最近、清秀の息子
・秀政が、父親の恩賞として播州三木
に移封されたことを知った。三木とい
えば、秀吉が兵糧攻めをした三木合戦
で名高い。その三木は茨木とは何がし
かの縁があったのだ。三木のことが知

、 、りたくなり 梅雨の合間の蒸し暑い日
私は三木を訪ねた。

宿場町を行く　金物の町・三木



三つの街道の起点

三木合戦をざっと通
観しておこう。１５７
０年、三木の豪族別所
家の当主となった長治
は北播磨の在田氏を滅
ぼして戦国大名になっ
た。７８年、毛利攻め
の先鋒を務めると信長
に約束したが、突如総
大将の秀吉に反旗を翻
し、三木城にたてこも
った。加古川会談で秀
吉と意見が合わなかっ
たから、とも、裏で毛
利との間で話し合いが
できていたから、とも
言われる。秀吉は三木
城下を焼き払い、長治
方の城を一つ一つ落と
していった。７９年５
月、三木城を完全に包
囲し、兵糧を断つ戦術

をとった。８０年１月攻城を開始、長治は自害して「三
木の干殺し」とまでいわれる１年１０カ月の戦いの幕を
閉じた。

。以上の予備知識を頭に入れて神戸電鉄三木駅を降りた
すぐ目の前は美囊川（みのうがわ）である。幅約

１００メートル。福有橋を渡ると、そこは三木の中心
街である。

風変わりな３階建てのレストランが目に入った。壁は
黒っぽいうろこ状のガウディ風。この建物の角に「立石
の道標」と呼ばれる石碑がくいこむような形で建ってい
る 「右ひめぢ道 「左あかし道」と刻まれている 「ひめ。 」 。
ぢ道」は姫路への 「あかし道」は明石への街道である。、
ここはそれぞれの道の起点であるとともに 有馬への ゆ、 「
のやま道」の起点でもある。さらに３００メートル北に
は北播磨に向かう「とうじょう道」の分岐点がある。

旅の途中、郷土書籍コーナーで福本錦嶺著『歴史街道
三木 （三木市観光協会刊）を目に留めた。三木は「街道』
町」と言ってよいほど、四方に街道がめぐらされている
とある。まずは、この本を引用しながら三木の街道を紹
介しよう。

同書は「三木は街道の出発地である」と書きだし、湯
の山街道、姫路街道、明石街道、東条街道の四つの街道
を詳述している。

湯の山街道は三木から湯の山（有馬）までの東へ約３
０キロの街道。三木合戦の際、秀吉はけがや病気をした
兵士を有馬で湯治させた。有馬に鎌倉時代、僧仁西が建
てた１２の坊舎は壊れかかっており、秀吉はこれらの坊
舎を廃止、２０坊舎を建て、それぞれに湯船を設けた。

有馬までのけが人の搬送や長期療養のための食糧や物
資の搬送は湯の山街道が利用され、この整備に領民は駆
り出された。

日本三古湯の一つ、有馬温泉。６３１年に舒明天皇が
３カ月間滞在した、との記録が『日本書紀』にあり、清
少納言の『枕草子』にも記述がある通り、京や大坂から

宿場町を行く　金物の町・三木



同温泉への道が早くからできていたことは紛れもない。
三木合戦は結果として、播州方面から有馬への道の整

備につながった。
姫路街道は姫路城まで西へ３０キロ足らずの街道だ。

この街道の整備も三木合戦がきっかけだ。
７５００騎を引き連れて三木城に籠城した別所長治に

対し、秀吉は三木城の東約５キロの平井山を本陣にし、
。織田の援軍も含めて３万の大軍で包囲する作戦をとった

この大軍勢をスムーズに移動させるため、姫路城からの
道を補修したのである。

関ヶ原の合戦後、家康の命によって姫路城主の池田輝
政は、秀吉時代のこの城を壊して五層の大天守閣のある
城を築き、大城下にした。同時に三木城は姫路城の支藩
となり、輝政の家老が城主を務めることになった。こう
した政治的事情が加わって、姫路街道は三木と姫路を結
ぶ主要街道になった。

明石街道は南へ明石まで南へ約１８キロの街道。
徳川二代将軍秀忠のとき、三木郡、明石郡合わせて１

２万石を領した三木城主の小笠原忠政に対し、幕府は三
木城を明石の丘陵に移すよう命じた。忠政は明石城を築
くのに際して、三木城の古材や石垣の石を明石に運ぶた
めの専用道路をつくった。これが明石街道である。明石
に城下町ができると、三木の魚の棚の商人が明石に移り
住んだ。それが現在の明石の魚の棚商店街の元になった
といわれる。

三木は城下町ではなくなったものの、明石街道はその
まま残り、江戸時代、宿場町として生きていくことにな
った。

東条街道は北東へ１５キロの街道。１４９２年、別所
（ ）則治が東播州を領して三木の丘陵に釜山城 後の三木城

を再築した際に整備。さらに別所長治が八上城（篠山）
の姫君を妻にしたとき、八上に通じる道を改修。これが
東条街道になったともいう。別所氏旗下の武将たちのと
りでとの連絡道としてつくられた軍事道路が東条街道の
元になった、との説もある。おそらく、東条街道は時代
に応じて利用されたのだろう。姫路街道や明石街道が国
道とすれば、東条街道は地方道といえる。

三木は東播州のほぼ中央に位置する。東西南北に通じ
る四つのメーンルートがあることは、この町がいかに交
通の要衝であったかを如実に物語っている。

湯の山街道の起点に立つ木製

の道標
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永代赦免と三木義民
「立石の道標」

。から歩き始めた
寺の塀に林立す
「 」る 三木義民祭

の白いのぼりが
見えた。寺の名
は本要寺。その
正門近くの壁に
張られた祭りの
案内チラシには
「宝蔵虫干し」
の見出しがあり
「秀吉免訴の制
札など公開」と
ある。

同寺の近くの
三木市観光協会
を訪ねた。男性
職員がカウンタ
ーにあった、福
本氏が２００９
年に著した『三
木歴史物語 （三』

）木市観光協会刊
を手に 「鎌倉時代に菅原宗賢というお医者さんのおかげ、
で、三木は年貢を免れた」といって、義民祭のいわれを
説明してくれた。

宗賢は地頭の病を診る官医だが、晩年、家業を息子に

譲り、諸国漫遊の旅に出た。高砂の宿舎で出会った若い
旅の僧と意気投合、二人で旅をし、姫山（姫路市御着）
あたりで年を越すことになった。宗賢は「ここは我が家
に近い」と僧を誘い、正月を宗賢の家で過ごすことにな
った。

別れ際、僧は「東国の者だ」といった。宗賢は同行さ
せてくれるよう懇願、二人は東に向かって長い旅を続け
た。鎌倉の手前まで来た時、２基のこしとともに侍の一
行が出迎えていた。宗賢は、この旅の僧が前執権の北条
時頼だと知った。

宗賢が無礼をわびたところ、逆に時頼から、おかげで
楽しい旅だった、と感謝され、鎌倉の立派な屋敷へ迎え
入れられた。

鎌倉での逗留を終えていとまごいをしたとき、時頼か
「 」 、ら 何か望むものがあれば申し出よ とうながされたが

宗賢は「年寄りに欲しいものはない」と断り 「三木は貧、
しい所。郷里を永代赦免の地にしてもらえれば、土地の

」 。人たちはこの上なく喜ぶだろう と問わず語りに言った
「いとたやすきこと」と時頼は永代無年貢地とする書状
を書いて宗賢に与えた。

宗賢は喜びいさんで三木に帰り、地頭の別所範光に書
状を差し出した。以来、三木は永代赦免地になった。

以上が 『三木歴史物語』の記述である。、
北条時頼は鎌倉幕府の第五代執権だ。１２５６年、執

、 、 。権を退いた後 ２９歳の時に出家 覚了房道崇と号した
しかし、実際にはなお幕府の実権を握っており、北条氏
による得宗専制政治の先がけとなった 『吾妻鏡』に１２。
６３年に時頼の病気が悪化した、との記事があり、時頼
が西国への旅をしたとは思えない。しかし、質素堅実を
務め、民衆にも善政を敷いた、との評価もある。

本要寺の塀際に林立する三木義民祭ののぼり
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能『鉢の木』は、時頼が諸国を旅したとの伝説を題材
にしたものだ 『鉢の木』の作者が誰であるかは定かでは。
ないが、時頼の漫遊伝説はかなり流布されていたのだろ
う。宗賢という医師が実在したかも疑わしい。

だが、三木が赦免地であったことは紛れもない。秀吉
が三木合戦で別所氏を滅ぼし 自ら三木城主になると 先、 、「
年の通り地子取るまじき事」と書いた制札を町に掲げ、
赦免地を継承することを人々に示したのだ。その結果、
合戦で四散した民衆が安心して戻ってきたといわれ、秀
吉が城下町をつくるうえで重要な政策となった。

１６７７年、四代将軍家綱のとき、延宝の検知令が出
され、三木の赦免の取り消しが通知された。年貢を取り
立てる、というのだ。驚いた町の人たちが 「秀吉の制札、
があるはず」と探し回ったところ、本要寺のみそ樽のふ
たとして使われているのを発見。平田町の大庄屋山崎屋
岡村源兵衛と、平井山年寄りの貝屋大西与三右衛門の二
人が江戸におもむき、死罪覚悟で老中に赦免続行を願い
出た。秀吉の制札という証拠によって、明治維新まで三
木は永代赦免地を維持することができた。二人は義民と
称えられ、与三右衛門の墓がある本長寺には高さ４メー
トルの「義民顕彰碑」が建てられた。

、 、秀吉の制札は今も本要寺に寺宝として保存され 毎夏
虫干しする一方で二人を法要してその義挙をたたえてい
る。

今年の義民祭は７月１８日に行われた。私が三木を訪
ねたのはその１０日前だ。制札を目にできなかったのは
何とも残念である。

三木市街地のほぼ東の端に当たる神戸電鉄恵比寿駅前
に「菅原宗賢の碑」がある。０１年に建てられた縦２メ
ートル、横３メートルの堂々たる石碑だ。永代赦免地に

なったいきさつを述べた後 「宗賢は荒れ地の開墾やため、
池の築造を行った」と記している。ため池は宗賢池と呼
ばれたが、今は埋め立てられて駅前ロータリーになって
いる。

免訴の制札と楽市楽座

「立石の道標」から北東の方に目を向けると森に囲まれ
た高台が見える。別所長治が籠城した三木城の跡だ。湯
の山街道から急な階段を上がると、高さ約４０メートル
の所で５０メートル四方の平地が広がる。その隅に馬に
またがる甲冑姿の別所長治像が建っている。０２年に地
元ロータリークラブが造ったもので、長治はおだやかな
丸顔だ。

三木合戦が兵糧攻めだと私が知ったのは、司馬遼太郎
の『播磨灘物語 （講談社文庫）によってである。同書に』
は、荒木村重の圏内の摂津領から三木城への秘密補給路
を秀吉は見つけ出し、そのルート上の砦（神戸市北区）

、 、を襲撃 近くの寺に集積された兵糧をことごとく焼いた
とある。
「三木城で籠城した一万余のひとびとのなかで生き残っ
た者は八千余人ほどである。戦死者以上に、病死者と飢
餓によって衰弱死した者が多かった」と、司馬は兵糧を
断たれた城内の様子を簡単に記述している。要するに三
木合戦は、合戦というより餓えにどこまで耐えられるか
の戦だった。

、 、 。秀吉は長治が降服すると 酒樽２ ３荷と肴を贈った
別れの酒宴を張られよ、との秀吉らしい配慮だった。大
虐殺を行った信長とは違う、とのアピールともいえた。
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城跡には、２４枚の絵で合戦の様子を表した「三木合戦
図」の大型解説板が立てられている。そのうちのひとつ
「 」。 、最後の酒宴図 長治は烏帽子に直垂の正装で杯を受け
背後に小姓が刀を持って控えている。実相はともかく、
秀吉の温情ぶりをうかがわせる絵だ。

秀吉らしさは包囲中にも見られた。なにせ戦いをしな
い大軍勢である。陣中のあちこちに物を売る店ができ、
遊女がたむろする一郭ができた 「秀吉は、武将というよ。
り都市設計者のようにしてそれらの置き場所や規模など
を決めた」と司馬はいう。秀吉は合戦中、すでに戦後の
町づくり構想を頭に描いていたのだろう。

秀吉の軍師・黒田官兵衛に関するエピソ
ードも秀吉らしい。信長に謀反した村重
を説得しようとして伊丹・有岡城の土牢
に１年間幽閉された官兵衛。救出されて
有馬で湯治した。１カ月ほどたち、左脚
の関節は動くようになったが、右脚は曲
がったまま動かない。完治にはほど遠い
が、官兵衛は三木の戦場に戻ることにし
た。板ごしに載せられた官兵衛。両膝を
投げ出し、首を垂れて西に向かう。この
道が後の湯の山街道だ。

官兵衛が帰陣すると、秀吉は亭主にな
って茶を振る舞った。秀吉は播州入りに
際して、信長から茶会を主催する許可を
もらっていて、茶道具一式も信長から与
えられていた。信長から茶を催すことを
許された家来は秀吉が初めてだ。秀吉は
陣中でも、茶を楽しんだのだ。

茶を喫した官兵衛。その心の内を司馬はこう表す。
播州人としての官兵衛は秀吉の播州政治をよろこび、

（ひょっとするとこの陽気な小男に思わぬ運がめぐって
くるのではないか）とも思ったりした。

合戦が終わると、秀吉が免租の制札を掲げたことは既
に述べた。さらに織田家の方針に従って城下を楽市楽座
にし、商人を過去のしがらみから解放した。三木の商業
活動が大きく動き出したのはこの時からだ。

こうした楽市楽座的な手法は、北陸を平定した柴田勝
家や、丹波を平定した明智光秀もとっている。しかし、
同じことでも、秀吉がやれば、そのあたり一帯がにわか

三木合戦図
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に日が照ったように華やいでしまう、と司馬の筆は秀吉
を持ちあげる。

商いを始めた大工職人

。三木城は秀吉によって桃山様式の城に造り変えられた
その後、秀吉は姫路城を居城にするが、三木城には城代
を置き、冒頭に述べたように１５８５年、茨木城の中川
秀政を入城させた。秀政は朝鮮に出兵して死亡。弟の秀
成が継いだが、１５９４年、豊後に移封されて豊臣直轄
地となった。城の周辺に重臣たちの屋敷ができ、さまざ
まな職人がやってきて城下町を形成。５１４軒の長屋が
建てられたという。こうした職人の中で目立ったのが大
工職人だった。

１６１９年に明石城ができて三木城が廃城になると、
魚棚商人や桶屋商人らも明石に移ったが、それでも町と
しての形態は失わなかった。おそらく、各地に出稼ぎに

。行った大工らが使う道具のよさが評判になったのだろう
彼らは、出稼ぎ地で注文をとり、次回に注文主に持って
いく商いを始めた。

八代将軍吉宗（１７１６～４５年）のころ、三木の７
９１軒のうち、１４０軒が大工職人だったとの記録が残
っている。半農半工の暮らしをし、農閑期に出稼ぎをし
た。このころ、鍛冶屋は１２軒しかなかったが、宝暦年
間（１７５１～６４年）には専門の仲買人が生まれ、原
料の仕入れと製品販売を手掛けるようになった 寛政 １。 （
７８９～１８０１年）のころには５軒の問屋が開業。文
化１２（１８１５）年にはノコ鍛冶だけで１０軒を数え
るようになった。

三木城跡にある「三
木市立金物資料館」に

。「 」立ち寄った 三木金物
、の歴史を紹介するため

１９７６年に建てられ
た平屋のこじんまりと
した展示館だ。同館の
パンフレットには「江
戸時代に鍛冶組合や問
屋などが登場し、三木
金物特産地としての地
歩が固められ、１９世
紀初めごろには、その
販路は大坂、名古屋か

ら遠く江戸まで及んだ」とある。
展示ケースにはさまざまな大きさの小刀やのこぎり、

こて、かんな、のみなどが展示されていた。ほぼ正三角
形のこて、両側に取っての付いたのみ、長さ１・５メー
トルの「前挽大鋸」という大型のこぎり――。それぞれ
に職人の技と魂が込められていて、日曜大工すら無縁の
私でも見ていてあきない。これらの全てが江戸時代のも
のではないだろうが、江戸の職人の息吹を感じた。

資料館の前に「村のかじや記念碑 （写真）が建ってい」
て、童謡「村のかじや」の歌詞と楽譜が刻み込まれてい
る 「しばしも休まずつち打つひびき（中略）仕事に精だ。
す村のかじや 。この童謡は直接、三木が舞台というわけ」
ではないが、江戸時代、三木の村の鍛冶屋が仕事に精を
出してくれたので、今の三木があるというわけだ。

１９９６年、鍛冶用具３２４点と製品３００点の合わ
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せて６２４点が「播州三木の鍛冶用品と製品」として、
国の登録有形民
俗文化財に登録
され、２００８

、「 」年 三木金物
は地域ブランド
として商標登録
された。

三木を今も特
徴づけている金
物。その源流は
秀吉の復興事業
にあり、江戸中
後期に花開いた
のだ。そんなこ
とを考えて城跡
のすぐ下の湯の

山街道に戻った。その辺りは「ナメラ商店街」と名付け
られた約５０の店が軒を接する古くからの商店街だ。１
９６０年ころは他の町からも買い物客がやってくるほど
の賑わいだったが、今は半数以上がシャッターを下ろし
たまま。人通りもほとんどない。

そんなわびしい通りのなかで 「ここいら （写真）と、 」
木製看板のかかった瀟洒な店があった 「三寿ゞ包丁」の。
のれんがかかっていて、軒下には「三木城主別所公御用
刀匠神技精魂鍛錬之図 と添え書きされた刀鍛冶の絵 横」 （
１・５メートル 縦５０センチ が見える 店の名は 三、 ） 。 「
寿ゞ刃物製作所 。店舗そのものが登録有形文化財だとい」
う。中をのぞいた。

当主の宮脇大和さんが刀を研ぐ作業の手を休めて、店

内を案内してくれた。創業は１９４６年。宮脇さんは３
代目だ。三寿ゞは包丁専門。宮脇さんの妻の祖父である

、 、創業者は 日本で初めてステンレス割り込み包丁を開発
錆びずによく切れる と評判を得た 宮脇さんは鋼 は「 」 。 （

がね）から造る伝統的な包丁も手掛けており、鍛造の和
牛刀や、柄に漆を施した金漆包丁、ステンレスの釣り人
用包丁など様々な包丁を置いている 「包丁を使う人に感。
動を与えるモノづくりができれば」という宮脇さんの目
は清々しい。

店には、かんなやのみ、はては手裏剣まで、三寿ゞ製
のものでない商品も並べている 「三木の金物の店を見よ。
うと街道を歩く観光客は多いが、店を設けているのは私
のところくらい。だから、観光客に役に立つことも大事
な仕事」と宮脇さん。２年前、店を改造し、土足でも上
がれるギャラリーを兼ねた。

宮脇さんによると、三木には現在１００軒の金物の製
造所や店があるという。確かに道具製作所などの看板は
市街地から離れた広い車通り沿いに立っている 「料理が。
楽しくなる包丁」づくりを目指す宮脇さんの店は観光客
にとっても貴重なのだ。

商人たちの宿場の町に

三木城の武士たちが明石に移り、町人ばかりとなった
三木。幕府は直轄領として直接支配した。町の経営に乗
り出す以上、経済活動を盛んにしなければならない。こ
こは、東西南北に四つの街道が集まる街道町だ。その利
点を生かすため、宿場町に衣替えさせた。

三木合戦で神社仏閣の多くが炎に包まれたが、本要寺
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は焼けずに残り、秀吉はここで長治の首実検をしたと伝
えられている。その付近に「本陣奈良茶屋」があった、
と『歴史街道三木』に書かれている。

本陣という以上、参勤交代の大名の宿泊所か休憩所で
はなかったか。どこにあったのだろう。もう一度、観光
協会に戻った。そこへ「三木の古いことを知っている」
という８５歳くらいの男性が協会の事務所に所用でやっ
てきた。

この男性は「本陣奈良茶屋」があったのは幕末のころ
だという 「名前は本陣と仰々しいが、派手に遊べる料亭。
だったのではないか」という 「参勤交代の大名？ ここ。
は通らなかった」とにべもない 「大名たちは山陽道（西。

三木の街並み

国街道）を江戸に向かった。武将たちがここを通ったの
は江戸以前だ」と男性は確信ありげに言うのだ。

だが、私は釈然としない。
江戸時代、京から大坂を経ずに下関に向かう西国街道

は、東海道や中山道などの五街道に次ぐ重要な道路だっ
た。西国大名は参勤交代に際して、当然、西国街道を使
ったが、姫路や湯の山街道を経て池田から西国街道に出
るルートは、脇街道として使われていた可能性を否定で
きないのではないか。

、 、 、私がこう思う最大の理由は 江戸時代 幕府の政策で
播州の最大の川である加古川の河口付近には橋がなかっ
たからである。西国街道の加古川の宿場には川人夫が１
００人いたといわれているが、それでも増水すると渡る
ことはできなかった。当然、加古川宿は渡河待ちの旅客
でごったがえす。島津のような大大名ならともかく、小
さな大名は遠慮して迂回ルートを通ったのではないだろ
うか。

実際、三木から約１５キロ東の淡河（神戸市北区）の
湯の山街道沿いには「湯乃山街道淡河本陣跡」の石碑が
あり、湯の山街道が参勤交代として利用されていたと思
われるのだ。三木と淡河の距離から察すると、三木宿で
休憩なら淡河宿は泊まり、三木宿が泊まりなら淡河宿が
休憩だっただろう。

しかし、大名が通ったとしても、それは例外だろう。
あくまで商人たちのための宿場だった。何せ三木は商業
の町なのだ。

寛保２（１７４２）年の『播州三木町諸色明細帖』に
は、先述の大工１４０軒、鍛冶屋１２軒のほか、木挽２
６軒、樽屋４８軒、紺屋２６軒、形屋（紺屋が使う置き

） 、 、形を作る １６軒などに加えて 商家が１３１軒だった

宿場町を行く　金物の町・三木



と記録している （ 三木歴史物語 。同書は「三木の町。『 』）
はいろいろの商人の町であることから、田舎からこの町
へ来て、商人や職人として暮らしていたことがわかる」
と分析している。

「立石の道標」のすぐそばに建つ「旧玉置家住宅」を
訪ねた。切妻造り、格子が湯の山街道に張り出す瓦屋根
の商家である。文政９（１８２６）年に建てられたとい
うから 「三木金物」がようやく花開きだしたころだ。紙、
幣や小切手を金銀と交換する切手会所として開設された
もので、すでに三木の商業が盛んだったことを示してお
り、国の有形文化財として登録されている。

神戸から通っているという男性ボランティアが案内し
てくれた。

三木は１７４７～１８４２年の約１００年間、上州館
林藩（群馬県）の飛び地だった。商品経済が盛んになっ
た江戸中期、館林藩は財政危機に陥り、その立て直しに
切手会所を設け、藩札と金銀の両替で稼ぎ出そうと考え
た。要するに官製両替商である。

。 、店に入るとすぐ番台がある 座卓の上に５の珠が２個
１の珠が５個の古いそろばんが置いてある 「三木合戦で。
大津に逃げた町民がそろばんを持ち帰ったのが三木そろ
ばんの始まり」とボランティア。今は隣の小野市で盛ん

、 。にそろばんが製作されているが 元は三木だったという
そろばんも三木合戦がからんでいるのだ。

明治初年、元僧侶だった玉置氏が切手会所の土地建物
を買い取り、後、別の場所に三木銀行を創設、元切手会
所の奥に離れ座敷を造り、住居にした。２００１年、三
木市に寄贈 「旧玉置家住宅」として保存されることにな、
り、江戸の商家のたたずまいを今もとどめている。

町の中の江戸の名残を尋ねようと、私はここから湯の

山街道を歩いた。道は美囊川に沿って北上し、東条街道
と分岐して東に向かう。１００メートルほど歩くと、切
妻造りの二つの商家が目に留まった。手前は福太醸造、
通りに面して斜め向こう側にあるのが稲見酒造である。

福太醸造は元禄元（１６８８）年創業。母屋に隣接し
ている蔵の壁は板が横に張り重ねられた舟板塀だ。江戸
時代、物資の運搬は主に美囊川の高瀬舟によっていた。
その舟底を壁板に利用した、とそばの説明板に図入りで
書かれている。

当時、この街道沿いのあちこちに、商人や職人を泊め
る宿があったのだろう。そこで出される酒は福太醸造の
酒だったと思われる。現在の銘柄は福乃太。

稲見酒造の方は１８８９年創業だから、福太醸造に遅
れること２００年だ。だが、酒米として知られる山田錦
を使っていることで、同酒造の銘柄の葵錦は昨今の高級
吟醸酒ブームの中で高い評価を得ている。山田錦は三木
市の特産米だ。稲見酒造の家屋の造りも虫籠窓をうがっ

、 、 。た古さびた風情を醸していて 一見 江戸の構えである
さらに進むと格子窓やうだつの民家が数軒、屋根を接

していた。その付近で「山本鉋製作所」の表札がかかっ
た小さな民家があった 登録商標は 彦六 表札には 鐡。 「 」。 「
心一如」と職人としての心構えを右から左に書かれてい
る 「金物の町を歩いている」と実感した。。

宿場町を行く　金物の町・三木



屋台が町を練る秋祭り

骨組みだけの高さ５メートル近い屋台が道路脇の広場
に立てられていた。そばで子どもたちが太鼓をたたいて
いる。岩壺神社の秋祭りのために虫干しをしているとこ
ろだった。

虫干し中の秋祭りの屋台

三木には１０月、大宮八幡宮と岩壺神社の秋祭りがあ
り、体育の日をはさんで直前の土、日曜日に大宮八幡宮
で、直後の土、日曜日に岩壺神社で祭りが営まれる。い
ずれも、２トンの屋台が町を練り歩く壮大な祭りだ。江
戸中期の１７２８年、大宮八幡宮に８５段の石段が造ら
れたのを祝って、屋台で石段を上ったのが始まりと伝え
られ、今も三木の秋の最大のイベントだ。

屋台庫の内壁に、岩壺神社秋祭りの様子を表す写真入
りカレンダーが張られていた。芝町や大手町、大塚町な
ど六つの地区に屋台があり、いずれも頭部に深紅や赤茶
色の飾りが付いている。屋台を担ぐのは４０～５０人の
男たち。屋台が一堂に会している写真もある。三木の男
の血が沸き肉躍る一瞬なのだろう。

自宅に帰ってから昨年の秋祭りの模様を動画で見た。
大宮八幡宮に宮入りする場面が映し出されている。屋台
は竜の浮き彫りや綾錦のタベストリーで飾り付けられて
いて、三木の町人の心意気を示さんばかりの豪華さであ
る。見ると、屋台には数人の子どもが乗っていて、紙垂
（しで）を棒の先につけたはたきを振って掛け声をあげ
ている。

ふと、小学１年生のころに見た茨木神社の夏祭りを思
い出した。大人に担がれたこしの上で赤く長い帽子をか
ぶった６、７人の男の子が何かを囲むようしてバチを振
り上げていた。記憶があいまいだが、太鼓をたたいてい
たのだろう。

茨木神社の夏祭りは江戸中期に始まったといわれる。
三木の秋祭りとは関係はない。だが、西国街道沿いの茨
木に椿本陣と呼ばれる本陣跡が現存していることを思う
と、私には三木と茨木の間に不思議な糸でつながってい
るような気がしてならないのである。

宿場町を行く　金物の町・三木



文、写真・井上脩身

ＪＲ加古川線 日本のへそ公園駅

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



世界的な前衛芸術家、横尾忠則の近
著『絵画の向こう側・ぼくの内側 （岩』
波現代全書）を読んだ。米寿を迎えた

。横尾の人生を振り返ったエッセー集だ
ところどころに作品図版が挿入されて
いて、横尾の芸術家魂を感じさせる。
その最後のページの一つの図版に私 筆（
者）は引き込まれた。単線のレールが
右にカーブしながら伸びていて、その

。上に２７人の男女の顔が描かれている
タイトルは「友の不在を思う 。亡くな」
った高校時代の級友を悼むため、２０
０３年に描いた油彩画だ。ここに描か
れている線路は横尾の故郷・兵庫県西
脇市を南北に貫くＪＲ加古川線以外に
あり得ない。同線の無人駅の「日本の
へそ公園駅」は、横尾に関わりが深い
「岡之山美術館」に隣接している。私
は同書を携えて、横尾ゆかりの西脇に
向かった。

（写真はウイキペディアから）

横尾忠則 画友の不在を思う

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



横尾が描く加古川線

西脇市は「日本
のへそ」といわれ
る。日本列島の東
西・南北の中央に
位置するからだ。
１９２１年、当時
の陸軍参謀本部陸
地測量部の測量に
よって、同市上比
延町が東経１３５
度、北緯３５度の
交差点とされた。
ここは同市中心街
から北東約３キロ
の所。鈴木貫太郎
海軍大将（当時）
の揮毫で「東経百
三十五度北緯三十
五度交叉點海抜六

十三米標識」と記された高さ約５メートルのへそ碑が建
てられた。

１９３６年、西脇市に生まれた横尾は呉服商の叔父の
養子になり、５２年、西脇高校に入学するとともに油絵
を始めた。３年生のとき、西脇市織物祭のポスターが最
優秀賞になり、プロのデザイナーになることを決意。同
校卒業後、武蔵野美術学校を受験しようと上京したが、
試験の直前、教師に連れ戻され、加古川の印刷会社に就

東
経
１
３
５
度
、
北
緯
３
５
度
の
交
差
点
を
示
す
石
碑

職した。その後、神戸新聞社を経て、６０年、東京のデ
ザイン会社に入社。寺山修司、三島由紀夫、篠山紀信、
大島渚らさまざまなジャンルの著名な芸術家と出会い、
独自の世界を築きあげた。２００１年、紫綬褒章を受章
するなど、横尾芸術は高く評価され、１３年、西脇市名
誉市民称号を受けた。

以上が、横尾の経歴である 「友の不在を思う」に描。
かれたＪＲ加古川線は山陽線加古川駅と福知山線谷川駅
を加古川沿いに南北に結ぶ約５０キロのローカル線だ。
１９１３年、加古川―西脇間が開通。谷川まで延伸され
たのは２４年だ。鉄道はへその碑のすぐそば、加古川と
の狭い隙間に通された。

全線が単線の同線は０４年に電化された。その記念に
横尾がラッピングをデザイン。赤、青、黄、緑の正方形
を組み合わせた横尾ならではのユニークな図案の電車が

、「 」 。 、産声を上げ 見る見る速い と名付けられた その後
「銀河の旅 「滝の音、電車の音」などが生まれ 「動く」 、
横尾芸術」は人々の目を楽しませたが、１２年１１月、
運転を終えた。

さて横尾の「友の不在を思う 。この作品の線路の脇」
に建物が描かれていることから、西脇の中心街に近い所
のようだ。亡くなった同級生らも目にした風景なのだろ
う。だが、私の目から見れば、日本のへそ公園駅の近く
である方が横尾芸術らしいと思うのだ。

この作品には三つのヒマワリのような花が描かれてい
る。手前の花の茎まで入れるとこれらはＹ字型をなして
いる。Ｙ字路は、高校時代の通学路にあり、横尾芸術の
原点といわれる。その三つの線が出合う結節点を、広い
意味で「へそ」と言えなくもない。

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



駅のそばの前衛美術館

列島のへそに当たるところに日本のへそ公園駅ができ
たのは１９８５年７月だ。へその碑があることから西脇
市が整備した公園の最寄りの臨時駅として開業。ホーム

、 。 、は長さ７４メートル 幅２・５メートル 駅舎はないが
ホームの待合所はベージュ色の柱に屋根がアーチ型のざ
ん新なデザイン。横尾芸術の里の駅ならではの雰囲気を
醸し出している。

ホームからわずか２０メートルの所に建つ西脇市岡之
山美術館。ギリシャ建築風の円形の六つの柱が整然と並
ぶ玄関、ベージュと黄色の壁、アーチ型の屋根の細長い
建物である。磯崎新氏の設計で１９８４年に開館した。
停車中の３両の列車をイメージしたといわれ、駅と美術

岡乃山美術館（右手間）そばの日本のへそ公園駅

館が一体となった造りだ。美術館の前には横尾が制作し
た縦３メートル、横６メートルの陶板の壁画が立てられ
ている。二つの作品からなっていて、一つは裸の女性の
周囲に木々が描かれ、もう一方の作品は褐色を基調にし
たおどろおどろしい世界が描かれている。

横尾は西脇にいた子どもの時 「明石の街が空襲で燃、
え盛り、その炎が夜空に反射して、何十キロも離れたぼ
くの町の東の空を真紅に染めた （中略）山の彼方の出。
来事だが、想像を絶する地獄絵図が展開していた （ 絵」『
画の向こう側・ぼくの内側 ）という。この壁画は、戦』
争が生み出す無残な世界を描いているのだろうか。

話を駅に戻そう。待合所の時刻表を見ると、ダイヤは
朝夕の通勤通学時間だけ１時間に１本、あとは２時間に
１本だ。これでは利用しやすいとはいえず、岡之山美術
館を列車で訪ねるのも容易ではない。１日の乗降客は２
０００年が３２人。１２年は１５人だ。

列車が来るまでの間、横尾芸術に親しもうと、同美術
館に向かった。堤展子という陶芸作家のコイやサンショ
ウウオを模した前衛的な作品約３０点が展示されてい
た。２０年前にこの美術館を訪ねたとき、横尾の作品が
並んでいたのだが、今は常設展示ではないようだ。

駅の４００メートル先に「にしわき経緯度地球科学館
（テラ・ドーム 」がある。１９９３年にオープンした）
もので、円形の屋根に二つの目玉のようなカタツムリ文
様が描かれていて、これもまた横尾芸術ムードだ。館内
にはプラネタリウムがあり、金星などの観測も行われて
いる 横尾は 絵画の向こう側・ぼくの内側 の中で 仕。 『 』 「
事が終わってアトリエの外に出ると、決まったようにぼ
くは夜空を見上げて北斗七星を探す。ぼくは子供の頃か

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



ら、星空に魅惑されっぱなしである」と書いている。緯
度経度と北極星は密接な関係がある。この地球科学館は
その意味でも横尾世界なのであろう。

そうこうするうち、列車が到着する時間になり、ホー
ムに戻った。ホームのすぐそばの加古川は幅５０メート
ルほど。浅瀬に岩がむきだしている。西の空はまっ黒な
雲が沸き上がり、今にも雨が降り出しそう。駅前の壁画
とまるで対のような空模様だ。カメラを肩にかけた若い
男性と５０歳くらいの男女が列車を待っている。

加古川行き上り列車が入って来た。ブルーのラインが
入った１両だけの列車だ。カメラの男性は写真を撮らず
に乗車。男女二人連れは男性が車内に入り、女性はホー
ムから丁寧に頭を下げて見送っていた。

遠ざかる列車を見ていて気付いた。線路は「友の不在

ギリシャ建築を思わせる岡乃山美術館

を思う」とは逆に左にカーブをしている。ということは
カーブの向こうからこちらを見れば、線路は右カーブを
するはずだ。無理を承知で、横尾の絵とついつい結びつ
けたくなる。

日本のへそ公園駅に近づく加古川線の列車

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



日本のへそ公園駅

日本のへそ公園駅で列車に乗る乗客

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



駅前に立つ横尾忠則がかいた壁画

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



暗夜光路を訪ねる

横尾の郷土を描いた絵に 「暗夜光路 Ｎ市―Ⅰ （縦、 」
７３センチ、横９１センチ）と名付けられた２０００年
制作のアクリル画がある。横尾のＹ字路シリーズを象徴
する作品だ。道が二つに分かれる所のそばに建つ小さな
店が描かれ、その両方の道の向こうは暗闇である。

既に触れたように、横尾の芸術テーマの一つはＹ字路
だ 『絵画の向こう側・ぼくの内側』で、横尾はその動。
機、理由を綴っている。以下はその概略である。

横尾が１０代のころ、西脇は国内有数の織物の産地だ
ったが、横尾が上京した２０代になると急速に衰退。横
尾の言葉では 「ゴーストタウンのように暗い町」にな、
った。

ある時、友人の案内で、思い出の場所を写真に撮
って回った。子どものころ、よく通った模型店を写

、 。真に納めようとしたが 店は取り壊された後だった
店のない風景をフラッシュをたいて撮ったところ、
写真は不思議な神秘性を醸していた。そこは三叉路
になっていて、左右に分かれる白い道路の先は夜空
に溶け込んでいる。横尾のノスタルジーの場所でな
く、初めて見る知らない町の一角に思えた 「これ。
こそ絵のモチーフにすべきだ」と横尾は直感。以来
十数年、横尾は「Ｙ字路」を描き続けた 「暗夜光。
路 Ｎ市―Ⅰ」はその記念すべき作品なのだ。

西脇の中心街に向かった。横尾芸術の原点に出合
うためだ。播州織工房館の近くに「暗夜光路 Ｎ市
―Ⅰ」の模型店跡がある、と聞いた。狭い道をうろ
うろした末、ようやく探し当てた。三叉路には小さ
な木造の家があり、壁に「ここが椿坂Ｙ字路です」
と書かれている。左右の道はいずれも幅２・５メー
トル。左側の道は真っすぐ遠くまで伸びているが、
古い土蔵の前を通る右側の道は途中で左にカーブし
ている。横尾が見たのは夜の景色だった 「どちら。
の道もはては暗い。ではどちらを行くべきか 。こ」
の場に立った横尾はそこに人生の分岐点をみたのだ
ろうか。

「暗夜光路 Ｎ市―Ⅱ （ 絵画の向こう側・ぼくの内側』より。実際の作品はカラー）」『

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



ここからさらに３００メートル先に「暗夜光路 Ｎ市
―Ⅱ」のＹ字路がある。こちらは『絵画の向こう側・ぼ
くの内側』に、モノ黒の図版で紹介されている。図版で
は石碑の背後に小さな家が建っているが、今は更地だ。
原作通りのカラー図版を見たいと思い、後日、神戸市に
ある横尾忠則現代美術館を訪ねた。あいにく展示替えの
ため休館していた。ミュージアムショップに「暗夜光路

Ｎ市―Ⅴ」の絵はがきがあった。三叉路の角に赤ちょ
うちんが下がる定食屋。その両側の道の奥は暗闇に消え
る。おそらく暗夜光路のⅠとⅡの作品も基本的にはこう
した図柄なのであろう。

「暗夜光路 Ｎ市―Ⅰ」の作品の現場

五感の叫びと壁画

『絵画の向こう側・ぼくの内側』の図版のなかに１９
９８年制作の「五感の叫び」という油彩画がある。鼻の
両脇に左右の耳たぶ。その下に洞くつが描かれ、その奥
で歯をむき出しにした口がある。洞くつには二つのどく
ろ転がっていて、キャンバスの端には指が伸びている。

横尾はこの作品に三島由紀夫が語る肉体感覚に触発さ
、 、 、 、 。れて触覚 嗅覚 味覚 聴覚 視覚を表したのだという

、 。しかし 図版からは目が描かれているようには思えない
鑑賞者の目の位置に作品中の目が合うよう一に展示すれ
ば、目がかいてあることがわかる、と横尾はいう。

ふと、日本のへそ公園駅のそばに、線路をくぐる小さ
なトンネルがあったのを思い出した。駅に戻った。トン
ネルは幅６０センチ、高さ１・５メートル。長さは約７
メートル。入り口に「日本のへそ・ふれあいトンネル」
とある。このトンネルをくぐると緯度経度標識が立つ公
園に出る。

トンネルと横尾作品の洞くつは似ても似つかない。な
のに私には相似点があるように思われてならない。トン
ネルを行き来しているうちに気づいた。Ｙ字路に差し掛
かった時、どちらの道を選ぶべきなのか。それは五感を
最大限働かせて決めるべきなのではないか、と。私には
横尾芸術は難解だ。だが、乗降客がわずかしかいないこ
の無人駅周辺を歩いていると 「生きる」という意味を、
いや応なく考えさせるられるのだ。

駅前の横尾の壁画をもう一度見た。命が奪われた戦争
の惨劇。安部晋三首相は憲法の解釈を強引に変えて、集
団的自衛権を行使できるようにした。今、この国自体が

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



Ｙ字路に差し掛かっているのではないのか。どちらに向
かおうとしているのだろう。私たちは五感を働かせて読
みとらねば、またも地獄に落とされるかもしれない。思
いがけず大きなテーマをひしと感じる無人駅の旅になっ
た。

暗夜光路 Ｎ市―Ⅴ （横尾忠則現代美術館で販売している絵はがきより）」

横尾忠則（三段目・左から三番目）

無人駅へようこそ！　日本のへそ公園駅



写真・文 片山通夫

サハリンの鉄路

サハリンにも鉄道はある。左の写真はユジノサハリンスクか
ら北へ３０分程度走ったところにあるソコル（大谷）の駅であ
る。そして帝国燃料興業会社内淵鉄道線の分岐駅でもある。内
淵は炭鉱の町。鉄路の幅は、日本国内の と同様の狭軌だ。つJR
まり、樺太の鉄道は日本が敷設したと言う訳である。

ところが最近、朝日新聞の報道によると「鉄道の線路幅を広
げる工事が進んでいる」ということである。狭軌を大陸並みに
広軌に広げてゆく工事である。ロシア規格の１５２０ミリ幅に
レール幅を広げるという。

つまり写真のような狭軌の、樺太時代の鉄路はなくなる。
殆ど乗ることはなかったが、いささか寂しいとはいえ、いつま
でも狭軌のままだと大陸との連絡にも支障が出るとは思う。

サハリンも進んでいるのだ。

L piza

サハリン逍遥



作・構成 片山通夫

平安京の巷には 百⻤夜⾏ とか 魑「 」 「
魅魍魎が跋扈する」とか言って様々
な話が存在する。いや、その昔はし
た。羅⽣⾨は有名な話だ。芥川⿓之

「その中には裸の屍骸と、服を介は
着た屍骸とがあると云う事である。
勿論、中には⼥も男もまじっている
らしい。そうして、その屍骸は皆、
それが、嘗（かつて 、生きていた人）
間だと云う事実さえ疑われる程、土

（ ） 、を捏 こ ねて造った人形のように
口を開いたり手を延ばしたりして、

た」ごろごろ床の上にころがってい
と作品「羅⽣⾨」に書いている。

そこで、それ以前の平城京には妖怪
変化の類はいたのかということが気
になる。先号の予告と違って、まず
平城京を訪ねることとした。

妖怪変化の類のこととてご容赦、
ご容赦。

魑魅魍魎再び！



奈良の都の妖怪変化。

すこしあの時代をおさらいしてみよう。
中大兄皇子が即位し天智天皇となった時

代の話。 わが国最初の法典（近江令）や
わが国最初の戸籍（庚午年籍）が作られた
時代だ。 年 。 年に667 671大津宮に都を移す
は 天智天皇が死去｡翌 年、皇位継承問672
題で壬申の乱が勃発、勝利した大海人皇子
が天武天皇となる。 年、持統天皇が飛694
鳥の藤原京に都を移す｡ 年、元明天皇が710
唐の長安にならい、現在の奈良市の西に平
城京をつくる。

どうも飛鳥時代の最後の数十年は戦乱と
言うか、内紛と言うか、目まぐるしく世の
中が変遷していた時代だったようだ。

同時に、我国古来の宗教が廃れ、舶来の
宗教・仏教が幅を利かせてきた時代でもあ
る。その政教の乱れに乗して、人心も乱れ
妖怪変化が我が物顔に跋扈する時代となっ
たというのは言い過ぎか。

平城京で東大寺の建立、つまり大仏の鋳
造が始まったのは天平 年（ 年）と言19 747
われている。平城京は、 年（和銅 年）に元明天皇によって平城京に遷都してから、 年（延暦 年）に710 3 794 13
桓武天皇によって平安京に都が遷されるまでの 年間。狭義では、同じく 年から、 年（延暦 年）に桓84 710 784 3
武天皇によって長岡京に都が移されるまでの 年間を指す ）たった 年間程度の時代だった。74 80。

その奈良に元興寺（がんごうじ）という寺院がある。そこに伝わる元興寺の鬼（がんごうじのおに）は、飛鳥
時代に奈良県の元興寺に現れたといわれる妖怪で「がごぜ」と呼ばれている。平安時代の『日本霊異記 『本朝』

』 、 「 」 、「 」文粋 などの文献に話がみられ 鳥山石燕の 画図百鬼夜行 などの古典の妖怪画では 僧の姿をした鬼の姿
で描かれている。奈良の都の妖怪の代表だといえる。

また 五條市立五條西中学校パソコン部作製の「奈良の妖怪辞典」というサイトでは奈良産オリジナル妖怪と
して「一本だたら 「土蜘蛛」などが描かれている。このサイトは面白いし、勉強になる。ぜひご覧になってほ」
しい。 （ 奈良の妖怪辞典 ）http://naranoyoukai.jp/index.html#

源頼光 土蜘蛛の妖怪を切る図 歌川国芳筆文政前期

魑魅魍魎再び！



元興寺のがごぜ

敏達天皇（ ～ 年）の頃。尾張国阿育知郡片輪里（現・愛538 585
知県名古屋市中区古渡町付近）のある農家に、落雷と共に子供の姿の
雷神が落ちてきた。農夫が杖で殺そうとすると雷神は命乞いをし、助
けてくれれば恩返しとして、雷神のように力強い子供を授けると言っ
た。農夫は雷神の求めに応じて船を作ると、雷神はそれに乗って雷と
ともに空へ帰って行った。

やがて農夫の妻が、雷神の申し子とでも言うべき子供を産んだ。そ
れは頭には蛇が巻きつき、頭と尾を後頭部に垂らしているという異様
な姿だった。雷神の言う通り生まれついて怪力を持ち、 歳の頃に10
は力自慢で有名な皇族の王（おおきみ）の 人と力比べで勝つほどだ1
った。

後にこの子供は元興寺の童子となった。折りしも元興寺の鐘楼の童
子たちが毎晩のように変死する事件が続き、鬼に殺されたものと噂が
立っていた。童子は自分が鬼を捕まえて見せると言い、ある夜に鐘楼
で待ち構え、未明の頃に鬼が現れるや、その髪の毛を捕えて引きずり
回した。夜が明けた頃には鬼はすっかり頭髪を引き剥がされて逃げ去
った。血痕を辿って行くと、かつて元興寺で働いていた無頼な下男の

。 。墓まで続いていた この下男の死霊が霊鬼となって現れたのであった
この霊鬼の頭髪は元興寺の宝物となった。この童子は後にも怪力で活
躍をした末に得度出家し、道場法師となったという。

江戸時代の古書によれば、お化けを意味する児童語のガゴゼやガゴ
、 、 、 、ジはこの元興寺が由来とされ 実際にガゴゼ ガゴジ ガンゴジなど

妖怪の総称を意味する児童語が日本各地に分布している。しかし民俗
学者・柳田國男はこの説を否定し、化け物が「咬もうぞ」と言いなが
ら現れることが起因するとの説を唱えている （ウイキペディア）。

その元興寺で時節柄「地蔵盆」が行われていたので、次ペー
ジでリポートする。

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「元興寺」

魑魅魍魎再び！



地蔵盆の夜・元興寺

魑魅魍魎再び！



奈良・ならまちの元興寺。地蔵盆に
は境内に数多ある石仏などに燈明がと
もされる。

地蔵盆は一般には寺院に祀られてい
るお地蔵様ではなく、道祖神信仰と結
びついた「路傍や街角のお地蔵さん」
いわゆる「辻地蔵」が対象となってい
る。

魑魅魍魎再び！



「志古淵さん」と河童

左京区の久多に「志古淵さん」という水神様が祀ら
れている。

『 』 （ ）新井清は あしなか 第４２号 昭和２９年８月刊
に 「久多のガワ太郎」と題して、およそ次のような、
話を寄せている。

志古淵さんには、七人の男の子があり、時々、この
子供たちを連れて、川下りをしていた。

初めのうちは、一人ずつ丸木に乗せて川を下ってい
たが、それでは面倒なので、そのうちに、丸木をくく
り合わせて筏を作り、みんないっしょに乗れるように
した。

ある日、いつものように子供たちと筏を流している

と、新畑川との合流点である川合の下流付近で、筏の
先頭に乗って竿を握っていた長男の姿がフッと消えて
しまった。

志古淵さんは 「これは、ガワタロの仕業に違いな、
い」とにらんで、筏を解き、それで川に堰をし、下流
の水を干してしまった。

すると、川の中に突き出ている大きな岩の下で、ガ
ワタロが、長男の乳のあたりをしっかりと抱きかかえ
て、うずくまっているのが見えた。

志古淵さんが「子供を返せ」というと、ガワタロは
「一度捕らえたものは返さない」というので 「年に、

、 」 、三人だけ人の子をやるから その子を返せ というと
ガワタロ はしぶしぶ承知した。?
その時、志古淵さんは、今後、志古淵さんと同じよう
な簑笠をつけ、ガマ（蒲）のハバキ（脚絆）を巻き、
コブシの木の竿を持った筏乗りには手を出さないこと
をガワタロに約束させた。

この時、こういう取り決めがなされたので、その後
も、安曇川筋では年に三人の水死人が出るが、志古淵
さんと同じ姿をした筏乗りは無事だという。

なお 「志古淵神社」の古名は「思子淵神社」で、、
祭神は「斎部の神様」とも「筏の神様」ともいわれて
いる。

また、志古淵さんの長男がガワタロに引き込まれた
所にある大きな岩は「乳鋏み岩」と呼ばれている。

（写真・久多の志古淵神社）

「志古淵さん」と河童 その２

魑魅魍魎再び！



久多の「志古淵神社」の由来について 『京都・久、
多 ー女性がつづる山里の暮らし （久多木の実会編』
ナカニシヤ出版 平成五年 の中で 上野佐太郎は 筏） 、 「
乗りの神様、志古淵さん」と題して、およそ次のよう
な話を書いている。

昔、久多庄に「志古淵さん」という筏乗りの名人が
いた。
ある日、志古淵さんは男の子を筏に乗せて、いつもの
ように久多川を下り、葛川の奥山という難所に差し掛
かった。

ふと後ろを振り向くと、乗っているはずの子供の姿
が見当たらないので、志古淵さんは筏を横にして、川
をせき止め、あちこち探したところ、川下の大きな岩

（ ） 。のウロ 穴 にガワラが脇に子供を抱えて潜んでいた
ところが、そのガワラは、水をせき止められて大変弱
っており、命乞いをしたので、志古淵さんは、今後、

、 、 、 （ ）菅笠をかぶり 蓑をつけ 草鞋をはき 足にガマ 蒲
のハバキ（脚絆）を巻き、コブシ（辛夷）の竿を持っ
た筏乗りには悪戯をしないことを約束させて助けてや
った。

それ以後、筏乗りは晴雨にかかわらず、このような
服装をするようになり、事故もなくなったので、志古
淵さんは「筏乗りの神様」として敬われ、久多の氏神
「志古淵神社」として祀られるようになった。

、 「 」なお ガワラが子供を抱えて潜んでいた所は 乳挟み
、 、 「 」と呼ばれていたが それが訛って 現在では 火挟み

という地名になっている。

久多の志古淵神社

京都市内とは思えない風景が続く

魑魅魍魎再び！



河童のミイラ

河童のミイラというものが世にあるそうだ。そのほ
とんどは江戸時代に作られた《ミイラ造形師》なる職
業のものが《動物を組み合わせてこしらえた》ものだ
そうだ。よく使われる動物（魚類）は猿とエイだとい

。 、 、う 猿はともかく エイのヒレは酒の肴に最適だから
件のミイラ造形師は相当ノンベだったのではなかろう
か。ヒレを取った残りでミイラを・・・・。あまり食
欲の枠話じゃないとは思うが。またカワウソや変わっ
たところではフクロウの頭部を利用したという記録も
あるとか。

ところで佐賀県伊万里市に松浦一酒造という造り酒
屋がある。なんでも 年創業、 年余の歴史を1716 300
誇っているという。この年は画家の伊藤若冲が生まれ
た。また徳川吉宗が８代将軍になって、競歩の改革が
行われた年でもあるから、歴史は古い。恐らく河童も
あの時代には居たのだろう。

松 浦 一 酒 造
http://www.matsuuraichi.com/matsuuraichi-kahaku.html

水神 河伯（かっぱ）と田尻家

我が家には、伝説の動物とされるカッパのミイラが
現存しています。そのミイラの姿は、体調約 、70cm
頭がい骨が皿のようにくぼみ、背中は一見甲羅のよう
に 個の背骨が突出し、足が前後で 本、特に前足16 4
は指が 本に対し、後足には指が 本、そして指と指5 3
の間には水かきがついています。見れば見るほど不思
議な面相をしていて、昔から描かれているカッパの絵
によく似通った特徴が数多く見受けられます。

さて、我が家にどうしてこのような不思議なカッパ
17があるかと由来をたどってみますと 田尻家は私で、

代にあたりますが、昔から当家には何か珍しいものが
あるらしいという言い伝えがありまして、それが何で
どういうものかは皆目わからぬままに何代も過ぎて参
りました。

ところが、ちょうど昭和 年に母屋の屋根の葺き28
替え工事中に、大工の棟梁が「梁の上にこんなものが

」 。… と持ってきたのがボロボロの紐でくくった黒い箱
蓋をとると中からなんとも奇妙な動物のミイラが出て
きました。

最初は一同ビックリ仰天。
更に黒い箱を調べてみると、箱には「河伯」と墨書

きの二文字が書かれてあります。ものの本によればこ
れが本当のカッパという文字だということで、カッパ
であることが判明しました。

では何故、この田尻家にカッパがあるのでしょう
か？

話はさかのぼりますが、戦国時代の田尻家は、筑後
の国・田尻村の豪族で、当時、筑後のオオカミと呼ば
れるほどの勇力を持ち、肥前の竜造寺、豊後の大友氏

430との間に幾度かの戦いを繰り返しながら、今から

魑魅魍魎再び！



年前に鍋島直茂公によって 肥前国下松浦郡山代村 現、 （
・伊万里市山代町）に所領 町歩を与えられ、定1650
住の地とした訳です。

ところで、この筑後の国田尻村には飯江川という大
きな川が流れ、この河には筑後川とともにカッパの伝
説が数多く存在します。その田尻村から山代村に移住
するときに、このカッパのミイラを持って来たのでは
ないかと推測しています。

山代村に移住した田尻家は、正徳 年（ 年）6 1716
。 、より酒造りを営んで来ました お酒には何と言っても

良いお米ときれいな水がないとおいしいお酒は出来ま
せん。当時は、井戸を掘ってきれいな水を掘り当てる
以外に方法がなかったと思いますが、カッパはきれい
な水にしか生息せず、水の守り神として崇められてい
たので、多分、きれいな井戸水を掘り当てる願いをか
けて「水のお守り神」として大切に保存されていたの
ではないかと思います。

現在、田尻家は観光酒蔵として、この水神カッパの
ミイラのほか古い酒造道具や農機具・民族資料など、

点あまりを展示して一般の方々に無料でご覧頂い200
ています。

「これは本物だ 「いや、カッパは架空の動物だ。」
作り物だろう」といった、カッパ評議に花が咲きます
が、本物？偽物？…いずれにせよ私どもは先祖から受
け継がれた水のお守り神、すなわち酒のお守り神とし
て今後も大切にして、良いお酒をつくるよう更に研鑽
努力をしていこうと心を新たにしています。

（ ）松浦一酒造ホームページより L piza

折口信夫 河童の話から

魑魅魍魎再び！



作 白石阿光

満員電車を降りて地下ホームから地上改札口へ昇る階段は
。 、びっしりとした人の群れで埋まる 目の前には女性の肩や髪

背中が、近視眼にちょうどくっきり見える距離にある。
そんなとき、女性の背中にあるファスナーを引き下げよう

という衝動にかられるのは自然な心理であろう。露になった
肩を前に噛みつきたくなっても不思議ではない。
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それを性的衝動と言うのは簡単だ。だが、男が目の前
に突き出された女の肩を軽く噛んだのはそんなことでは
なかった。それは、小学校低学年の男の子が女先生のス
カートの中に隠れる行為に似ていた。男はなにかを伝え

。 、 。たかったのだ いや なにかを意識してのことではない
だが、確かに何かを伝えたかったに違いない。無意識に
しても、女の肩を噛むという行為が何かを伝えようとし
ないわけがないのだ。

「キャーッ！」という悲鳴とともに男は取り押さえら
れ、警察署に引き立てられた。

男は運が悪かった “現場”は大都会の主要駅だった。
し、大きい警察署も近かった。何より、センセーショナ
ルな記事が売り物の夕刊紙の社屋から駅も警察署も丸見
えだった。

男が書いていたソーシアルネットワークシステム（大
衆社会井戸端会議情報拡散システム）は即座に大勢の人
によって白日の下にさらされた。

「学生は学業に専念すべきだ 「人は自らに厳しくす」
ることによって、他者を思い、社会的存在を全うするこ
とができる 「内面を見つめること、自らの細胞に刻ま」
れた宇宙と真理を追求することが私に課された社会的ミ
ッションである」ーーそこには厳しい倫理観が漂ってい
た。

一方で社会の不条理に対する怒りをぶつけたりもし
た 「完成していない原子力平和利用循環システムによ。
る放射能拡散事故によって、平和な家庭の生活や生産の
システムすべてが破壊された 「研究目的以外の放射能」
施設全廃」ということも書き込んだ。

ネット上は「真面目人間の転落 「抑制されていた欲」

望が破裂 「仮面を被っていた性格破綻者」などの書き」
込みで溢れかえった。

夕刊紙は一面トップで報じた 「エリート人間の屈折。
と欲望 。そこには 「あんな優秀な人間がねえ 「真面」 、 」
目だと思っていたのに、あんな人間だったとは 「まわ」
りにああいう人が普通の顔をして住んでいるなんて怖い
です」ーーいつものような巷の声が紹介されていた。

原子力平和利用を主張するグループは 「反核主義者、
の実態を暴露する」として、原子力平和利用に反対する
者は言うこととやることが矛盾しているというキャンペ
ーンを張った。放射能拡散事故を告発し、原子力エネル
ギー依存社会からの脱出を主張しているグループから
は 「彼は運動に参加していない。我々とはまったく無、
関係」という声明が出された。

男は素粒子論を研究する理論物理学者を目指してい
た。研究室の仲間からは「魔がさしたとしか思えない」
という声しか聞こえてこなかった。

田舎の父親は気丈夫にインタビューに答えた 「子供。
の頃からキビを噛むのが好きでした。それがいけなかっ
たんでしょうか。都会で住む人間にそんなこと、やらせ
なければよかった……」

噛まれた女は、サトウキビから作った調味料を食べて
いたのだろうか。サトウキビから作った燃料で車を運転
していたのだろうか。それとも、サトウキビから作った
オイルを肩に塗っていたのだろうか。父親はそんなこと
を考えていた。

男は、変態だったのだろうか。男は、文化が異なる宇
宙人だったのだろうか。男は、この社会から排除される
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べき異常者だったのだろうか。

男は、数日後、処分保留で釈放された。警察署を一歩
出たとたん、フラッシュの閃光が一斉に一点をめがけて
炸裂した。それは何度も何度も繰り返された。男は立ち
すくんだ。黒山の人だかりの報道陣の間をすり抜けよう
にも、すり抜ける空間は１ミリもなかった。男はいつま
でも閃光の中で白く光った。

男はやがてはドラキュラになった。

#####%%%☆☆☆☆☆☆△△△▽▽○○◎◎♪♪♪♪♪

私はナッツを思いきり噛んだ。私は明らかにイラつい
ていた。 円のドイツビールを飲む。目の前の壁に無500
数にかかっている鳩時計がカッコ―カッコ―と鳴いた。
「なんで鳩がカッコーと鳴くんだ 。私がふと疑問を口」
にすると、それを耳にした店主が穏やかな口調で諭すよ
うに言った。
「ドイツではカッコー時計と言うんですよ 。」

なに。すると何か。俺は、カッコーをずっと鳩だと思
ってたのか？

おかしいじゃないか。なんで学校の先生もおふくろも
教えてくれなかったんだ！

するってえと何か？ 俺様がアホ～アホ～って鳴く鳩
時計を発明して売ってもいいんだな。
「そういう問題ではありません」

どういう問題なんだよ！
「いえ、日本ではカッコーはなじみがないので、身近な
鳩ってことになったんじゃないでしょうか。文化や自然

環境の違いでしょう」
、 、おまえ なんでカッコーの肩を持つの？じゃあ聞くが

日本の鳩車をドイツに持っていけば“カッコーぐるま”
って言うのか。
「それはどうでしょう。カッコーは木の上にいますから
車になるかどうか……」

逆らうね、この人は。景品表示法（不当景品類及び不
当表示防止法）っていうのがあるの、知ってる？
「知ってますよ。一時期大変でした」

そうでしょ。バナメイエビを芝エビって言っちゃいけ
ないんだよ。オーストラリアイセエビを伊勢海老って言
っちゃあいけないんだよ。

カッコーを鳩って言っていいの？
「さあ、そこは商慣行というか、お客様との信頼関係と
いうか」

じゃあ、言われる方の身になってごらん。ヘクソカズ
ラって知ってる？
「知りません」

屁と糞だよ。ひどいでしょ。バフンウニもかわいそう
だ。人間には差別用語と言っておきながら、イザリウオ
だのメクラウナギなど動物にはいっぱい使っているよ
ね。どう思う？
「ええ、少しずつ変えてると聞いてますが」

モドキもひどいもんだ。アユモドキってアユじゃない
。 、のか アユより先に人間がアユモドキに名前をつければ

アユがアユモドキになり、アユモドキがアユになってた
んじゃないのか。

ニセクロホシテントウゴミムシダマシって知ってる
か？ ゴミムシでもテントウムシでもないのに、ゴミム
シに見せてだましたと言われ、ニセだとまで言われてん

白石阿光の不条理ストーリー



だよ。本人は、関係ないでしょ、って怒っているよ。
カッコー時計はカッコー時計！ それができないんな

ら、カッコー時計モドキとか鳩だまし時計とか名前を変
!!えろってんだ、このハトドケイヤ

〈鳩時計からカッコーが飛び出し、アホ～アホ～と鳴い
た〉

###%%%☆◇☆☆◇◇☆☆☆△△△▽▽▽○○◎◎♪♪

人混みの中、目の前の若い女性のショルダーバッグの
サイドポケットが空いている。ファスナーを閉めてあげ
ましょうか。

ファスナーを閉めたらどうなるでしょう。彼女は中の
ものを盗もうとしている犯人と思うかもしれません。い
や、そうじゃあないんです、と言っても、盗んだ物を仲
間に渡したと勘ぐられるかもしれないのです。

実は、サイドポケットには何も入ってなかったという
こともあり得ます。もしかして、誰かに声をかけてもら
いたくてわざとファスナーを開けておいたということは
ないでしょうか。外からはポケットに何が入っているか
はわかりません。少なくともひし形の開口部には何も見
えないのです。

階段を登り、そして降り、改札を通り抜け、私は右の
エスカレーターへ、彼女は左の階段へ。そこでやっと、
私はショルダーバッグの呪縛から解放されました。

#####%%%△△▽▽▽▽▽▽○○◎◎♪♪♪♪♪

◎戒名 掌上界天悟空南亭駄樂坊:

男は言った 「今日は私の最後の日です」。
。「 。 」。友はあわてた 待て！ 何があったんだ 早まるな

男は言った 「私は毎日 “最後の１日”を生きていま。 、
す」

男の説明はこうだった。
―― 歳になったら死を考えろ」と言われました。は60
て、何を考えればいいんだろう。

そこで、いつ死んでもいいように生きようと思ったん
ですが、自分がいつ死ぬかわかりません。最初は 年後1
に死ぬとして計画を立てました。 年経っても生きてい1
ました。それから ヶ月後に死ぬ計画を立てました。１1
ヶ月経っても死にませんでした。

そこで気がついたんです。明日死ぬことにしようと。
そして、今日一日に集中しようと。

友が聞いた 「１日だけじゃ、何もでできないじゃな。
いか」

男は言った 「では、何ができると思いますか」。
「今日しかなければ、美味しいものを腹一杯食べると

か、好きな人に会って話をするとか、思い残すことがな
いようにするよ」

男が聞いた 「次の日、たまたま生き延びたらどうし。
ますか」

「同じことだ。同じことをするだろう」
男は言った 「私は、 年後、 年後まで続くこと。 100 200

。 、を考えます 後世に生きる人たちのために何ができるか
自分にしかできないことは何か、を考えて、今日一日を
過ごします。そうすると、自分が考えたこと、やったこ
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とが今日で終わろうとも、次の世代の人につながるでし
ょう」

男はさらに言った 「明日がなければ、今日の自分が。
周りの人の印象に残ります。少しでもいい思い出を残し
たいと思えば、私は今日は悪いことをしないでしょう。
明日生き残れば、明日も悪いことはしないでしょう。私
はいい人としてみんなの記憶に残ることになります」

男の人生設計は 歳までも、 歳までも続いてい120 200
た。男の目指すものは“永久機関の発明”だった。もし
かしたら “不老不死の薬の発明”ももくろんでいるか、
もしれない。

男の 日は永遠へと続く 日だったのであろう。1 1

男は急に小唄を唄いだした。
（ ）♯♭雨や大風吹くのに 唐笠がさせますかいな ハイ

骨が折れまする
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

島は長雨の季節に入っていた。

少年は、ポツリポツリと滴る竹藪の中に身を屈め、周
りをゆっくりと、そしてじっと見回した。枯れた笹がこ
んもりと盛り上がった何地点かを確認した少年は、右手
を伸ばしたかと思うと素早く、そして確実に獲物を手に
した。左手に引きずっている段袋は、タケノコの頭が口
のところまで顔を見せていた。実際、タケノコの頭だの
顔だのと言ってられないくらいの過密さで、段袋の横か
らも細いとんがり帽子があらゆる方向に突きだしてい

。 、 、た 段袋に手にしたタケノコを突っ込んで 顔を戻すと
アップキ（ロンコ）と目が合った。少年は、むんずと鷲
掴みにしてポケットに入れた。

、 、少年は右手で目を覆い 左手で段袋を引きずりながら
竹藪からがさごそと這いずり出た。竹藪の中では竹で目
を突く恐れがあることを少年は教わることもなく知って
いた。

竹藪から出ると少年は駆けた。山から闇が追いかけて
きていた。雨のカーテンが山を駆け降りてくる。少年は
駆けた。だが、タケノコでいっぱいの段袋を背に担ぎな
がら、柔らかいといえ尖ったタケノコに背を突っつかれ
ながらの早足には限界があった。あっという間に少年は
闇に包まれ、滝のような雨に打たれた。

少年は駆けるのをやめ、歩き始めた。角を出したパン
、 。パンの段袋を担ぎなおし 胸を張ってゆっくりと歩いた

それは勇者の姿であった。
アップキがポケットから飛び出ても見向きもしなかっ

た。

☆◎◎◎◎◎◎◎△△△☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇◇◇☆☆

父は、親戚の家の縁側にあぐらをかき、道行く人を見
守っていた。そこは、投票所となった公民館に続く道だ
った。

父は、村民が通るたびに手帳に丸かバツを書いた。こ
の日は、村議会議員選挙の投票日当日であった。
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集落からは二人が立候補していた。うまく票を分けれ
ば二人とも当選するだけの票が集落にはあった。だが、
少しでも偏れば一人しか当選できない。立候補した二人
は村長選挙で村長派と反村長派に別れて争っており、票
割りが必ずしもうまくいっているわけではなかった。

また、集落外に票が流れれば共倒れになる恐れもなく
はなかった。実際、従来の村の慣習に従わない新興宗教
が少しずつではあるが浸透してきつつあった。

その日、父は長年寝たきりの叔母をおぶって投票所に
行った。その叔母の票も含め、投票に行く人、帰る人の
顔を見みながらの票読みはかろうじて当選するほどの数
が見込まれた。

結果はまさかの落選であった。しかも１票差の次点。
もう一人の候補者は下位ではあったが当選した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「あり得ない 。信じられない思いの中で、道行く人」
の顔を思い浮かべた。裏切ったのは誰だ。あいつか、こ
いつか、それとも…………。叔母の票は、自分が代理署
名したのだから確かに自分の票だ。自分の票も自分のも
のだからこの 票は確かだ。では他の兄弟は？ 母親2
は？ 妻は？ －－疑い始めたらきりはないが、たった
１票差だったのだから、もっとも遠い縁の人間の投票を
読み違えただけで十分あり得ることではあった。ただ
これまで一度としてあったことはなかったことだけは確
かなことだった。

思い返せば、議員だったこの４年間、家業もおろそか
にして集落のために働いてきた。集落で管理する山林の
払い下げ、納税率の引き上げ、健康診断の実施や学校給
食の導入、農道の整備や耕地整理、集団テレビアンテナ
の建設や電話敷設、上水道の整備など成果を挙げればき
りがない。

それらのどれ一つとってみても、他の議員と比べてひ
けをとるものではないと思われる。

。 、選挙運動はどうだったのだろう それもいつもの通り
親類縁者を中心に決め細かな票集めを行った 「もっと。
押さなきゃだめ。あんたは人がよすぎる」と言われるか
ら、自分が担当したグループから脱落者がいたのかもし
れない。もっと集落外からの票集めをしぶとくやるべき
だったのかもしれなかった。

しかし、議員でなければやれなかった仕事がどのくら
いあるのだろうか。

若くして父親を亡くしてから弟妹を育て、結婚してか
ら５人の子供を育てた。まだ一番下の子供は高校生だ。

地域のことを思い、樟脳工場を起こして人を雇い、製
材所も経営して産業振興に尽くした。地域の子供たちの
栄養状態をよくしようと、肉屋をやり、食堂をやり、子
供たちの笑顔が見たくてアイスキャンデーも回転焼きも
売った。地域住民の暮らしを豊かにしようと売り掛けが
多い衣料店を続け、シイタケ栽培に挑戦したりもした。

学校の 役員もやり、中学校の統合問題では地権PTA
者と村との仲介もした。農協の借金に苦しむ人の相談に
も乗った。それらのすべてがうまく行ったわけではない
が、善意でやっていることだけは誰にでも伝わっている
はずだ。でも、選挙に落ちた。
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考えてみれば、議員になって増えたのは、根回しと多
。 、数派工作だ そんなことが地域のためになるのかどうか

疑問だ。みんなのためになることは議員でなくてもでき
ることばかりではないか。

落ちてよかったかもしれない。これからは借金を減ら
すこともできるだろう。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
52選挙は終わった まもなくして 父は肺癌に侵され。 、 、

歳にして大学生 人と高校生１人を残して死んだ。2

☆◎◎◎◎◎◎◎△△△☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇◇◇☆☆

父の葬式は、土葬でした。墓場の入り口で読経が、暗
い陰を落としているあこうの木の枝々を震わし、兄が挨
拶をし、人々が「アヨー、なんでいい人が先に逝くのか
ね」と泣き叫ぶなかで、私は泣きませんでした。

死ぬのは馬鹿だ。泣けば敗けだ。泣くやつは馬鹿だ。
。 。 。死んだら終わりだ 泣いたら終わりだ 死んだら敗けだ

訳のわからぬ言葉が私の頭の中を駆けずり回っていま
した。

―――――――――――――――――――――――――
「お前は父親の無念を果たしたいのかね」

それはありません。第一、私と父は別な人間です。思
想も違うし、立場も違う。

「ほう、どんな思想だ」

父は猫の額ほどの土地にしがみつくプチブルです。上
昇志向が権力にからみとられ、人民を裏切ることになっ
たでしょう。私は無産者のために戦います。

「 。 、古くさい言葉をよく知ってるな 勇ましいのはいいが
実際にこれだけの人がお前の父親の死に号泣しているの

。 ‘’ ‘’ 、はなぜじゃ お前の言う 無産者 のおじいさんが
『生活に困っていたら、庭の、どうでもいいツツジの木
を現金で買ってくれた』と喜んでいたが、お前はそれを
どう考える？」

私もその家族の無産者の人にかわいがられ、いつも文
丹をもらいました。その家族は、平木で葺いた屋根に石
を乗せた家に住んでいました。学校の社会科の教科書に
は台風が多い島の生活として、そういう家の写真が載っ
ていましたが、人が住む家で石が乗っている家はそこく

。 、らいしかありませんでした どこも瓦葺きの家にしたい
私はそう思います。

「お前の父親もそう言っておった」

それは、見栄からでしょう。本当にそう思うなら社会
の仕組みを変えなきゃだめです。

「その無産者の家は、昔は羽振りがよかったらしい。没
落したのは自業自得だと言う人もいる」

どんな人でも最低限の生活をする権利があります。私
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はどんな経緯であれ、弱い人の立場に立ちます。

「いつの間にそんな強い人間になったのかのう。そもそ
も、お前と父親はつながっている。死んだら人は土に還
り、やがて目に見えぬ小さな粒子となって宇宙に拡散す
るが、お前の体の中にはプログラミングされた父親と同
じ細胞と魂が組み込まれているのだよ」

それは遺伝子の話でしょ。顔形や骨格は似てます。で
も、性格や思想は別です。私は私の道を歩きます 「私。
の前に道はない。私の後に道はできる」です。

「そう言い切れるわけでもなかろう。たとえば、ドーパ
ミン受容体 遺伝子は第五染色体の長腕に存在するD1

、 、し ドーパミン受容体 遺伝子は第十一染色体の長腕D2
ドーパミン受容体 遺伝子は第三染色体の長腕、ドーD3
パミン受容体 遺伝子は第十一染色体の短腕、ドーパD4
ミン受容体 遺伝子は第四染色体の短腕にあるが、そD5
のＤＮＡのすべてにおいて、すべての塩基配列が、お前

。 、 、と父親は同じなのだ それは どんなときにイライラし
、 、どんなときにものに動じないか どんなときに落ち込み

どんなときに明るく振る舞うか、お前も父親もそう変わ
らないということなのだよ。実は、遺伝子が乗っていな
いと言われている領域の微細な構造も含め、ＤＮＡのな
かの複雑な塩基配列の交信が魂となって共振しているの
をお前は知らないだろう。そこに父親の魂が残っている
し、お前の魂の一部ともなっているのだ」

私は人に言われてその通りにするのは嫌いなんです。
プチブル的な親の考えが私の考えの中に入り込んでいる

わけがない。大体、あなたにつべこべ言われてその通り
にすることはないんです。

「では自分でよく考えるんだな」

ほらまた私にそうやって指示するでしょ。それが嫌な
んです。考えろと言われて考えること自体が、考えるこ
との本質から離れている。完全に独立した自分自身の考
えを打ち立てないと親を乗り越えることもできないと思
います。

「お前は一体誰と話をしているつもりなんだ。お前と私
のＤＮＡは完全に一致している。すなわち、私はお前自
身、お前は私そのものなんだよ」

なら、ほっておいてください。実際、私は今、何の議
論をしているかわからなくなっているんです。問題は何
でしたっけ？

「お前の前に未知があり、お前の後に無知が残る－－そ
ういうことじゃ」

・・・ そして 「非条理ショートストーリー 」にも（ 、 06
どる）

☆◎◎◎◎◎◎◎△△△☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇◇◇☆☆

ここに“楽器”があります。まだ名前はついていませ
ん。何故ならまだこの世に生まれてないからです。

ここでは仮に“吊り木琴”と呼んでおきましょう。
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どこまでも広がる草原に、無数の糸が垂れており、そ
の先には 本ずつ短い棒がぶら下がっています。3

、 、 。 、竹でしょうか 真鍮でしょうか それとも純金 いや
ガラスのように透き通っているようにも見えます。きら
きら輝き、草原の緑をきらめかせた。

棒でしゃくりあげてみます。

♪ ガシャグシャピシャッキーン#

棒の先に付いた球で叩いてみましょう。

♪ バシャビシャポシャッツーン#

草原の東西南北に大きく枝を広げたガジュマルの巨樹
が遠く見渡せる岩山が中央に鋭い先端を見せてそびえ、
その上に髭の男が立ち上がりました。背伸びをし、手を
上げ、指揮棒をまっすぐに降り下ろしました。

♪ バシャグシャピシャッチーン#

大きな音がしました。いえいえ、それは壮大かつ厳か
なる一大音楽、総合芸術の終わることのない始まりだっ
たのです。

指揮者は激しく指揮棒を振り回しました。その足元は
尖った岩でした。男は飛び上がったとたん、足を踏み外
し、後ろ向きに倒れ込んだかと思うと、崖を背中にしな
がらまっ逆さまに落ちていきました。男は重力のままに

加速され、やがて体重とは無関係に終端速度に達し、等
速落下運動に変わりました。男にはフワッとした感覚と
ともに空中に浮いた快感を覚えました。

男はゆっくりと手を広げ、タクトを左右させました。

♪ ピチャップチャッポッチャーン#

吊り木琴が物音を立てました。大きく強くタクトを振
ると、大きく強い物音がしました。小さくやさしく振る
と小さくて弱い物音がしました。

。 、 、 、男はタクトを振り続けました ゆっくり 弱く 速く
、 、 。強く やさしくたおやかに 豪快にたくましく…………

すると、次第に物音のリズムが揃い始め、徐々に和音を
作っていきました。やがて無数の吊り木琴は壮大なオー
ケストラになっていました。そよ風と木の葉のおしゃべ
り、小鳥のさえずり、もぐらのあくび、蛇のダンス、雷

、 。の雄叫び－－何でも音楽になり 草原を駆け回りました

音はやがて無限の微細粒子（音子）となり、次から次
へと誕生し、地球上を埋め尽くしました。それはやがて
反応しあい、まろやかな弱いメロディのときには小さな
粒子に、空を轟かせそうな強い音が響くときには大きな
粒子になりました。粒子が増えるにつれて音楽は小さく

。 、 。なりました そして 私の耳にも聞こえなくなりました
そのときにはすでに、地球には生き物が棲息するに十

分な気体に満たされていました。今ではそれは“空気”
と呼ばれています。しかし、残念ながら空気は宇宙を満

。 、たすまでには至りませんでした 薄皮饅頭の皮のように
頼りなげに地球を覆っているだけでした。
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音楽は演奏され続けています。その楽譜には終わりと
いう文字がないのです。しかし、生き物たちはその音楽
が聞こえません。

音楽はいつまでも続きます。たとえ聞こえなくても、
それを体か心のどこかで受けているはずの生き物たちが
います。生き物たちがいなくなったとき、その音楽は終
わったと言えるのかもしれません。

いえ、それでも音楽は続きます。生き物たちがいなく
なったとき、音楽は物音となって宇宙に飛び出していく
のです。

＜男は物体となって落ち続けました。＞

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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私は殺されるのはいやだ
男がナイフを手にして私に迫る
想像しただけでも背筋が凍る
胸をえぐられたときの血しぶきは考えるだけで恐ろしい
ナイフを手で払いのけたとき、手首に刃が当たったらそ
れだけでも血が飛び散るだろう
そのとき垣間見る相手の顔はどれだけものすごい形相
か。

私は殺すのもいやだ
自分が我を忘れて凶行に及び
血糊がついた包丁から血がしたたり
そこではっと我に返るのか
鬼になったまま暴れまわるのか
そこに倒れているのは誰？

自分は人を殺そうと考えたことはなかったか

親父が肺癌末期で入院したとき
「痛い、痛い」と悲鳴をあげ
「看護婦を呼べ」とわめいた
「痛み止めは何回も打てないから 「もうちょっと待っ」
て」
待てるわけもなく一晩中わめき散らす
「看護婦さんを呼んだから」と嘘を言い
それでも時間を見て来てもらい
眠ったときは一瞬の平安
くたくたになって朝、叔母に代わって学校へ
「どうせ助からないんだから早く死んでくれればいいの
に」
悪魔の声が胸の奥から響いてくる
本心といえば本心
ブルッブルッと頭を振って悪魔を追い払う
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親父につながった管を引きちぎらなくてよかった
病院を出たところで大声をあげなくてよかった
駅のホームでナイフを振り回さなくてよかった
あのとき、
手に斧を持っていたら
手に機関銃を持っていたら
カバンに爆弾が入れてあったら
誰かが頭の中で「やれ」と言ったら…………

＜殺意はいつでもどこでも見え隠れしている＞

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

「犯人は、何食わぬ顔で被害者宅の近くで暮らしていま
した」

テレビのニュースは、犯人像を伝えていた。
「おとなしい普通の人でした」
「あんなことをする人とは思いませんでした」

近所の人が画面で首から下だけ見せて語った。
「あんな人が近くに住んでいたなんて怖いです。誰を信
じていいかわかりません」

でも、犯罪者はみな普通の人。殺人は私たちの社会の
内側で起きている。犯人は私たちの仲間であり、私たち
自身でもあるのだ。

☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇□△▽☆◇☆◇☆◇◎○

「ロケット弾がどこからともなく飛んできて学校を吹き
飛ばしてしまいました。犠牲者の数はわかりません」

「病院への攻撃は無人爆撃機の誤爆によるものです。無
人爆撃機はテロリストのアジトを狙ったということで
す」

テレビには犯人の顔は出ない。いつものことだ。ただ
悲惨な現場の映像が流されるだけ。だが、どこの国から
飛んできたかは誰もがわかっている。
「まさか民主主義を標榜する国がこんなことをするなん
て思ってもみませんでした」
「人道に反するとして他国を制裁する国が民間人を殺す
とは、正義はどこにあるのでしょうか」

国家は、正義を振りかざす。国家犯罪は国際法に違反
しても指導者が罰せられることはない。強ければ。核兵
器を世界一多く持っていて、核兵器廃絶を言えばノーベ
ル平和賞をもらえる国であればなおさらだ。

正義は絶えず強者の側にある。
国は必ず勝とうとし、国がなくなるまで殺し合う。
人々は、欲を力に、貧しさを恨みに、恨みを抹殺に変え
るしかない。
そのとき、人々はどんな形相をするというのか。

「こんな国に住みたくありません」と叫んでみよう。だ
が、
――人が住むかぎり地球上に安全地帯はない――

☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇

●かつて私は神に選ばれた。神は言った――「生きとし
生けるものすべて集い、地上を楽園にせよ 。」
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●私は罪深い。私は神の言いつけを実現できなかった。
しかし、神は私の代わりに罪を受けられた。神は人類の
すべての罪を負った。その神がまさしく今、溜め込んだ
はずの慈悲を怨念に変え、恨みをむき出しにして逆襲し
ようとしている。

。 「 、●ふたたび私は神に選ばれた 神は言う―― 人を消せ
地上を浄化せよ 。」

☆☆◇◇◇☆☆☆☆◇◇ ◇◇☆☆☆☆☆✳✳✳✳✳✳

「お前は非武装中立を言うが、それは理想主義だ。この
世には、悪い人もいる。戦争をしたい権力者もいる。領
土を拡張したい国もある。他国が攻めてきたとき、お前
はどうやって愛する家族を守るんだ」
「国と国の問題は、まずは話し合い外交によって解決す
るべきものです」
「甘いんだよ。領土は武力で制圧して勝ちとるのが普通
だ。なめられないようにしないと攻められるんだ」
「武力に武力で対抗しようとすると果てしない軍拡競争
に陥り、どこまでも緊張は続きます。一触即発の危険性
があるなかでは経済は発展しません。信頼と互恵関係が
ないなかで安定した貿易や交流ができるわけがなく、平
和な生活も、多様な価値観を認め合う社会も消えるでし
ょう」
「力を見せつけながら外交力を発揮するんだ。グローバ
ル社会の中で相手国だって、貿易ができなければ経済が
おかしくなり、国民の不満を押さえきれなくなることは
わかっている。だが、一時の暴走だってありうる。それ

に備えなければならん」
「我が国の権力者だって暴走しかねません。そのとき暴
力装置である軍隊を持ち、高い攻撃能力を持っていたら
取り返しのつかないことになるでしょう」
「相手は強力で、無謀なんだ。我々が弱ければ我々が傷
つくんだ。お前は愛する家族が目の前で殺されてもいい
のか」
「逃げればいいんです。逃げれば両方とも助かります。

、 、 」戦えば どっちか 場合によっては両方とも傷つきます
「逃げるだけではだめだ。いずれ皆殺しに遭うだけだ。
お前は愛する家族のために戦わないのか」
「相手にも家族があります。私には人を殺せません」
「鬼のような敵を前に愛する人が殺されてもいいのか」
「それはいやです」
「じゃあ戦え。武器を持て。引き金を引け」
「いやです」
「じゃあ、愛する人も家族も殺されてもいいんだな」
「……………いいです！ でも、私が楯になって先に死
にます。死ぬまで非暴力で説得を続けます」
「そして、国家が消滅するのだぞ」
「国家なんてどうなってもかまいません。憎悪の連鎖は
やがて人類を滅びさせるのですから」
「始皇帝やローマの時代から戦争はあるが、人類は滅び
てなんかいないぞ」
「いいえ、やがて滅びます。だから殺し合いを絶対悪と
し、非暴力によって問題を解決しなければならないので
す」
「話し合いがうまく行かないから言っているんだ」
「話し合いは厳しいものです。簡単に諦めてはいけませ
ん。愛する人を殺させてはいけない、愛する人に殺させ
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てもいけないと思う心で話し合うべきです。どこまでも
暴力を使わないという覚悟が大事です。私はそのために
犠牲になってもかまいません。ただし、相手が私を殺す
ことも認めてはなりません。私が相手を殺すことと同じ
ことですから。殺しても殺されてもいけないのです」

✳✳ ✳✳ ✳✳◇☆◇☆◇☆◇○▽ △□◇☆☆◇☆◇☆

国家は暴力装置なり。軍はその一部にすぎず、国民が
力で国を守ると考えたとき、国民も民主主義も暴力装置
の一部となる。

国家が真の意味で国民の生命と財産を守るとすれば、
国家は暴力装置を放棄しなければならない。その場合、
多くの地域がほとんどすべての分野において自決権を持
ち、国家を超えて世界の各地域と交流し、揺るぎなき信
頼関係が築かれなければならない。国家の役割は、福祉
や医療、教育に関する政策の調整や国レベルのインフラ
整備などに限られるであろう。

防衛の基本は 「ハリネズミ防衛主義」ならぬ「丸裸、
無防備主義」である。

世界の指導者は誰もが世界平和を主張する。そして言
う－－「力なくしては平和は守れない。国民を守るため
に私は戦う 。さらに言うだろう－－「丸裸無防備主義」
は現実にはあり得ない。それは敗北主義であり、破滅に
つながるひ弱な理想主義である」と。
だが、本当にそうなのか。

実は子供でもわかる簡単なことなのではあるが、誰も
本気でやろうとしなかっただけなのだ。なぜなら、丸裸

無防備主義の考えはすでに様々な形で用意されているこ
とばかりだからだ。平和への願い。それは太古の昔から

。 、変わってはいない ジュネーブ条約と国際連合憲章前文
日本国憲法第 条を読むだけでも簡単にわかることだろ9
う。

一つの例を挙げよう。ジュネーブ条約「無防備地域宣
言」である。
◎地域住民が戦争に巻き込まれることを避ける方法 ジ:
ュネーブ条約「無防備地域宣言」◎

ジュネーブ条約には、中立地帯や非武装地帯など非戦
闘員を保護する地区の指定が定められており、第一追加
議定書第 条では、無防備地域（非防守地区）が宣言59
された地区に攻撃を加えてはいけないことが定められて
いる。

無防備地域を宣言するために満たさなければならない
条件は以下の４つである。
)すべての戦闘員並びに移動用兵器及び移動用軍用器材1
を撤去しておかなければならない
)固定の軍用施設又は設備をいかなる敵対的使用にも供2
してはならない
)当局によるも又は住民によるも、いかなる敵対行為を3
も行なってはならない
)作戦動作を支援する一切の活動を行ってはならない4

これまでも自治体規模で無防備地域宣言の声をあげよ
うという運動はあったが、必ずしも成功していない。防
衛・軍事は国の専権事項であり、実効性がないという理
由からのようだが、住民の安全を維持し、生活を守るの
は自治体としても最重要課題である。交通安全や核廃絶
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と同じように、無防備地域宣言をやってみればよいので
ある。そして、地域から起こった声を世界のさまざまな

。 。地域に伝える それこそが草の根の平和外交ではないか
基地がある地域は「宣言を出したいから基地はいらな

い」と叫ぼう。軍隊は「災害機動隊」に変わってもらお
う。
無防備地域宣言は、私たちが「殺し殺される」ことを

拒否し、丸裸無防備主義を現実化する一つの道を示して
いる。

******************* *****************✳ ✳✳✳✳✳✳

積極的平和主義者は戦争に向けて高らかに進軍ラッパ
を吹く。その先に進めばもう引き返すことはできない。
命も社会も自然も破壊されるからだ。
丸裸無防備主義者は、いくらでも引き返すこともやり

直すこともできる。殺しも殺されもしないからだ。だか
ら勇気と覚悟をもって進めばいいのだ。

●神は言うだろう。
「人は丸裸になったとき、その本性を現す。善か悪か、
それによって生き残るか滅びるかが決まる」

◇ ☆ ◇ ☆ ◇ ☆ ◇ ○ ▽ △ □ ◇ ☆

白石阿光の不条理ストーリー
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当神社の由緒によると 能「
登の国がまだ越中の国の一
部だったころ、越中国の一
宮は現在の気多大社（けた
たいしゃ）であった」と伝
える。気多大社が中央の文
献に初めて見えるのは万葉
集である。天平２０年（７
４８ 、越中守大伴家持に）
よって詠まれた 之乎路 し「 （
をぢ）から直超え（ただこ
え）来れば羽咋（はくい）
の海朝凪ぎ（あさなぎ）し
たり船楫（かぢ）もがも」
という歌が最初だった。

この社の原生林は神代の
昔から存在した 「スサノ。
オが八岐大蛇（やまたのお
ろち）を退治した。そのと
きスサノオの息子の五十猛
神が天から持ち帰った木々
の種を、大八洲（おおやし
ま、本州のこと）に植えた
ので、大八州は山の地にな
った。

そして当社の場合「入ら
」 。ずの森 となったと伝わる

つまり、神木はこの原生
林だという解釈もできるわ
けである。

余談だが、北陸の一角と
いう都から遠く離れたとこ
ろに存在するが朝廷の厚遇
は生半のものではなかった
ようだ。そしてその後ろ盾
によってか、新羅た渤海と
言う海を隔てた外国のも目
が向けられていたことは特
筆すべき事柄である。

画
像
は
ス
サ
ノ
オ

歌
川
国
芳
作

神宿る。能登一宮・気多神社
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写真・片山通夫

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



「吾妹子（わぎもこ）が
見し鞆の浦のむろの木は常
世にあれど見し人ぞなき」
「鞆の浦の礒のむろの木見
むごとに相見し妹は忘らえ
めやも 」

年に編纂された万葉759
集には鞆の浦を詠んだ歌が
八首残されている。上の２
首は 大伴旅人の作。

古来、風待ち・潮待ちの
港として、瀬戸内海を行く
船が立ち寄った。朝鮮通信
使なども何回か立ち寄っ
た。 年（正徳元年）の1711
第 回通信使では従事官の8
李邦彦が宿泊した福禅寺か
ら見た鞆の浦の景色を「日
東第一形勝 （朝鮮より東」
の世界で一番風光明媚な場
所の意）と賞賛したほど、
風光明媚な港町である。

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦
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いろは丸展示館

いろは丸事件

世にいろは丸事件と言
う事件があった。時は幕
末。いろは丸は、伊予国
大洲藩（現在の愛媛県大
洲市）が所有していた蒸
気船である。イギリスの
バーミンガムで建造され
た。蒸気機関のほかマス
ト 本を持ち帆走も可3
竜馬たち海援隊が借り受
けて長崎港から大坂に向
かっていたいろは丸と、
長崎港に向かっていた紀
州藩の軍艦・明光丸が備
中国笠岡諸島（現在の岡

） 。山県笠岡市 付近で衝突
いろは丸は大破し自力航
行不能となって、船舶の
修理施設の整った近くの
備後国沼隈郡鞆の浦へ明
光丸により曳航される途
中に、鞆の南 付近に10km
ある沼隈郡宇治島沖で沈
没した。搭乗していた龍
馬はじめ海援隊士などい
ろは丸乗組員は明光丸に
乗り移ったあと鞆の浦に
上陸した。

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



仙酔島通いの平成いろは丸

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



清正公道（せいしょうこうどう

加藤清正は一般に智勇兼備の名
将として知られている。同時に藤
堂高虎と並ぶ築城の名手としても
知られこの度の熊本地震で損壊を
受けた熊本城や名護屋城を築城し
たことでも名高い。

その清正公も鞆の浦とは縁が深
い。

江戸末期（清正の時代とはかな
り下った時代 、鞆の浦・法宣寺境）
内に加藤清正を祀るお堂があって
多くの参拝者を集めていた。その
お堂への参道をいつしか清正公道
と呼ばれたというわけ。法宣寺に
は二体の清正公の像がある。おま
けを言うと、そのうちの一体は、
清正自身の手彫りだとか…。

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



保命酒

もち米と米麹か
ら米の滋味をた
っぷりと取り出
して、焼酎を加
えて良質なみり
んを作り、 種16
の薬味を職人が
丹精込めて漬け
込んだ伝統の薬
味酒。

黒船ペリー来
航の際、老中首
座であり福山藩
主でもあった阿
部正弘公は、ペ
リー提督や初代
領事ハリスらに
幕府接待酒とし
て 『保命酒』を、
使用したという
記録がある。

写真： 龍の看板」岡「

本亀太郎本店で

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



岡本亀太郎本店の蔵元直営店舗は、かつて福山城内にあった長屋門（福山市の重要文化財）

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦



L piza

今更ながら、鞆の浦の歴史は古
いと感じるのが、この「茅の輪」
だ 「茅の輪」の由来は 年前。 1300
の文献『備後国風土記』に、旅中

（ ） 、の武塔神 スサノオノミコト を
蘇民将来（そみんしょうらい）が
貧しいながらも精一杯饗応したこ
とで、茅の輪による疫病祓いの“
すべ”を授けられたという逸話が
もとだという。夏を無事に越えら
れるように「茅の輪」をくぐる行
事が全国に見られるが、ここ、鞆
の浦・沼名前神社でも毎年６月３
０日に厳粛に行われるということ
だ 。。

写真は大黒様の形をした瓦と「茅の輪 。」

保命酒、並びに茅の輪に関する取
岡本亀太郎本店材協力：

http://www.honke-houmeishu.com

鞆の浦紀行　風の町鞆の浦
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旅するカメラは風まかせ



平泉というのは、義経が頼朝
の追及を逃れて庇護を受けた
と言われている藤原三代の栄
華を極めたところとして有名
だ。

もう少し詳しく書くと、平
泉は中尊寺がその存在感を極
めていると言っても過言では
ない。観光に訪れるほとんど
の人びとは中尊寺、中でも金
色堂を目指し、そして満足す
る。寺伝によれば開山は 世9
紀の円仁で、中尊寺の寺号は
清和天皇より下賜されたもの
と伝えられている。

また作家の今東光大僧正が
年 月中尊寺貫主になっ1966 5

たことも特筆されるべき事柄
であろう。

旅するカメラは風まかせ
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L piza

旅するカメラは風まかせ
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編集長が行く
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編集後記

９月と言えどもまだまだ暑い日が続いております。今年は猛烈夏
差を感じたのですが、年のせいでしょうか？そうだとすればいささ
か寂しい気分です。

は次号で丸５年です。 今月から様々な企画を練ってゆく予定Lapiz
です。お楽し身に…。

編集後記


