


銃 を 持 つ 少 女

Ｌａｐｉｚ （ ラピス ） はスペイン語で鉛筆の意味。

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、 紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。 鉛筆を持てば、 宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう 。

世界中の子どもたちに笑顔を。

Ｌａｐｉｚ にはそんな思いが込められている。

Lapizの思い
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編集長 井上脩身Lapiz

東日本大震災から５年１カ月余り
がたった今年４月１４日夜、熊本県
益城町でマグニチュード（Ｍ）６・
５の地震が発生、震度７を記録しま
した。避難した住民のなかに「もう
安心」と自宅に戻った人もある中、
１６日未明、Ｍ７・３と２日前の地
震の１６倍もの強い地震に見舞われ
ました。この後の地震が本震、１４
日の地震が前震とされましたが、大
きく揺れた後、さらに阪神大震災並
みの大地震が起きるというのは、地
震学者でも予想できないことでし
た。同じ場所で震度７を２回も記録
したのも観測史上例がなく、何もか
もが異例の地震でした。

地震は熊本市南部を北東から南西
に貫く日奈久断層帯と布田川断層帯
が動いて起きたと気象庁は断定。こ
の断層帯にそって南西方向では八代
市まで、北東方向では大分県の九重
山麓まで余震が続発 全体として 熊。 「
本地震」と名付けられ、５月１０日
現在、死者４９人、関連死１３人、
行方不明１人にのぼり、発生から１
カ月近くがたつというのになお１万
人が避難しています。ことに深刻な
のは余震が続くため、屋内での避難
を避けて車の中で寝泊まりをする人
が多いことです。エコノミークラス

症候群によって１人が死亡したほ
か、３５人が同症候群の患者と診断
されています。

住民たちは余震の不安のうえに、
原発事故の心配も余儀なくされまし
た。日奈久断層帯をさらに南に延長
すると九州電力川内原発に突きあた
るからです。同原発１、２号機は福
島第１原発事故後運転を停止してい
ましたが、１４年９月、原子力規制
委員会の審査をパスし、１５年８月
に１号機、９月に２号機が再稼働し
ました。熊本地震発生時に運転して
いるわが国の商業原子炉はこの２基
だけです。

同原発に関して特徴的な問題は２
点あります。一つは火山噴火、もう
一つは避難計画です。

、 、１３年６月 安全審査に関連して
原発の火山影響評価ガイドが設定さ
れました。原発が運転中に火山活動
が想定され、火山灰、火山ガス、溶
岩流、火砕流などが原発に影響をお
よぼす可能性が十分小さいと評価さ
れない場合、原発の立地は不可、と
するものです。

川内原発は桜島を含む姶良（あい
ら）カルデラなど、これまでに大噴

火をしたカルデラに近いのが特徴。
桜島は１９１４年の大噴火以降、噴
火を繰り返しており 「原発に影響、
を及ぼす噴火」の可能性は大いにあ
り得ます。しかし、噴火の具体的な
発生時期や規模を予知するのは難し
く 日本火山学会は１４年１１月 火、 「
山影響評価の基準について、慎重に
検討すべきだ」と、書類審査を急ご
うとする規制委員会を牽制しまし
た。しかし、こうした警告に同委員
会は耳を貸さずに川内原発を合格さ
せたのでした。

もう一つの避難計画です。原子力
規制委員会の審査外になっており、
その策定は事実上地方自治体に丸投
げです。計画がずさんで非現実的で

、 「 」あれば 規制委員会の審査で 合格
したからといて、住民は枕を高くし
て眠ることはできません。

川内原発については、鹿児島県と
薩摩川内市、阿久根市、鹿児島市な
ど９市１町が計画作成に当たりまし
た。この計画では、①まず半径５㌔
圏（ＰＡＺ、約５０００人）に避難
指示を出す②ＰＡＺの９０％が避難
完了すると、３０㌔圏（ＵＰＺ、２
１万人）の避難指示を出す――の２
段階を設定。避難は自動車で行われ
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ることを前提としており、１台に１
人が乗るとしてシミュレーションし
た結果、スムーズに運べば９時間１
５分で９０％が避難でき、一部の自
動車道が使えない場合でもおおむね
２４時間以内に避難できると予測し
ました。

しかし、ＵＰＺの圏内に住む人た
ちが、ＰＡＺの人たちが避難するま
でじっと待っている、と考える方が
どうかしているのではないでしょう
か。ＰＡＺの人たちが５㌔圏から外
に出たとたん、パニックに陥った人
たちで交通渋滞に巻き込まれること
は目に見えています。

仮に、順調に３０キロ圏から外に
、 、出られたとしても 風向きによって

放射性物質を含んだプルームに見舞
われる恐れがあることは、福島第１
原発の事故で経験したことです。

なぜこのようなずさんな計画でお
茶を濁すのでしょう。原発再稼働あ
りきだからに他なりません。地方自
治体の首長が地元住民の安全より
も、原発を進める国や電力会社に顔
を向けているからなのです。住民は
浮かばれません。

熊本地震により、多くの市民団体
が国や九電に原発の停止を要請しま
した。しかし、原子力委員会は「安
全に動いているので、停止を求めな
い」と、住民たちの神経を逆なでし
ます。九電は「原子力委員会のお墨
付きをもらった」とばかりに、住民

の声には馬耳東風です。

それだけではありません。原子力
規制委員会は４月２０日、関西電力
高浜原発１、２号機について、新規
制基準に合致したとして審査合格を
示す許可をしました。１号機は１９
７４年１１月、２号機は７５年１１
月にそれぞれ運転を開始した老朽原
発です。原発の寿命は原則４０年と
決められていますが、年齢制限を規
制委自身が破ったのです。

確かに、規制委が認めれば最長２
０年延長できる「例外」は設けられ
ています。しかし、列島が地震にお

、「 」ののいている時に ４０年ルール
を平然と骨抜きにする規制委もま
た、国民でなく、国と電力会社に顔
を向けている証左と言えるでしょ
う。

川内原発については、再稼働前の
１４年５月、鹿児島、熊本両県の住
民２３人が原告となって運転差し止
めの仮処分を求める申し立てを鹿児
島地裁にしました。１５年４月、同
地裁は申し立てを却下、１６年４月
６日、福岡高裁も却下しました。そ
の１０日後に熊本地震が起こったの
です。申し立てに際しての 「川内、
原発の耐震性は不十分。大地震が心
配」との住民の不安が的中したよう
な地震でした。

熊本地震によって、わが国の原発
政策が東日本大震災以前に戻ってい
ることを浮き彫りにされたように思

います。本号では、今年３月、大津
地裁が運転差し止めを認めた高浜原
発３、４号機訴訟を中心に、脱原発
への法律上の課題を探ってみまし
た。
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陽光に輝くベニカナメ（奈良県室生で）
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藤の花（滋賀県日野町）
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目に染みる新緑＝奈良県室生寺で
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ペリカンの飛翔＝神戸動物王国で
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田植え前、トラクターが掘り起こすミミズを狙う鳥の群れ＝大和郡山市で
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L piza

は本号からスタイルを一新。LapizStyle

口絵写真として中務敦行氏の作品を掲載
致します。ご期待ください

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
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本書の魅力は、私たちが教育や読書などで得ていた歴史の見方がくつ
がえされる驚きである。本書の「はじめに」で、思想史の方法について
語っている。私たちが当たり前のように思っていることが、無意識に私
たちを縛っている思想であったり、すでに過去の遺物となった思想であ
ったりするかもしれないのだ。そうした思想の呪縛を明らかにすること
が思想史家、関氏がこれまで一貫して行ってきた仕事の中心にある。

文明の異なったアジア、アフリカの国々が、なぜ近代化の名のもとで
西洋化するのか、といったことに疑問をもたれたことはないだろうか。
思想信条から生活様式まで、西洋化することの背景に何があるのか。ま
た、自由、平等、友愛の国が、なぜ植民地をもつことができたのか。人
、 、 。権 民主主義をいう国が なぜ世界各地で軍事力を行使しつづけるのか

本書は、こうした疑問にひとつの見方を示してくれる。

なぜ
でヨーロッパ

資本主義が
生まれたか
西洋と日本の歴史を問いなおす

著（語りおろし） 関 廣野

聞き手 三室 勇

単行本 ページ: 291
出版社 出版: NTT
ISBN-13: 978-4757143463

2016/5/30発売日：
¥2592-
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第 章 歴史の証人としての知識人10

内容紹介

!『プラトンと資本主義』から三〇数年。思想史家・関曠野の集大成
『プラトンと資本主義 『ハムレットの方へ』で衝撃的なデビューを果たし、その後も』
一作ごとに斬新な問題提起を行ってきた関廣野。その長年に渡る思索を総決算する(聞き手 三室勇)。:
また日本史についても従来の歴史観をするどく批判し、今後、日本人が「歴史」と向き合う指針を提示する。

【関廣野 略歴】
年東京生まれ。早稲田大学文学部を卒業後、共同通信社に入社し、名古屋支社、1944

国際局海外部などをへて 年からフリーランスの文筆業。1980
著書に『プラトンと資本主義』(北斗出版、絶版)『フクシマ以後――エネルギー・通貨・主権』
(青土社 )など多数。9784791766222

【三室勇 略歴】
年生まれ。２０歳代に雑誌『新日本文学』の編集、その後、せりか書房、フィルムアート社など書籍編集に携わ1945

った後、医療関係の広告代理店に勤務し、３０歳代後半から医療・医学分野のフリーランス・ライターとなり、現在に
至る。
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パイチャゼ スヴェトラナさん
（ ）Paichadze Svetlana
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プロフィール

１９７２年生まれ。ロシア出
身。北海道大学国際広報メディ
ア研究科博士課程修了 博士 国。 （
際広報メディア）
２００６年より土曜教室「ロシ
ア学校」教師。２００８年より
CaSA Child-ass ist Sapporo（

)代表。北海道大学大Association
学院メディア・コミュニケーシ
ョン研究院助教を経て２０１６
年より学術研究員。

Voice from the shifting共 著 に
R u s s o - J a p a n e s e
b o r d e r : K a r a f u t o / S a k h a l i n
( )Routledge,2015

昨年夏、サハリンで公演するスヴェトラナ
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樺太はかつて日露戦争の結
果、日本が南半分（北緯 度50
線以南）を領有した。そして

年夏の太平洋戦争におけ1945
る敗戦で、その領有権をソ連
（当時）に譲った。その時点
で、樺太には日本人が約 万35
人程度いたといわれている。
その後の交渉でほとんどの日
本人は帰国した。しかし少な
からぬ日本人は様々な理由で
帰国がかなわなかった。本書
は彼ら残留日本人に焦点を当
てたレポートである。同書の
帯に掛かれているように《国
境を越えた「多文化」を受け
入れてたくましく生きる１０
家族の物語》であり、知られ
ざる戦後史でもある。

発行 高文研
http://www.koubunken.co.jp/book/b221981.html

本体 円＋税2000
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木浦鉱山からの報告 その２

文・写真 米田洋一

だ
か
ら

九州は熊本・大分地震
の被害が甚大で、被災地の
惨状が連日報道されまし
た。当地もひどい揺れがあ
りましたがお陰様で被害は
ほとんどありませんでし
た。また、日常生活も全く
と言っていいほど影響を受
けませんでした。中央構造
線の別府・万年山断層から
南に外れた地区です。権現
窯も無事で、地震の後いつ
ものように木を詰めて火入
れをして順調に炭が出来ま
した。 月 日に 回目5 7 42
の炭出しをし、約 ㎏の360

11,180黒炭を生産でき累計
となりました。１回㎏

の出炭量としては最高
記録となり、品質的に
も満足できるものでし
た。

木
浦
鉱
山
で

片
山
撮
影

だから炭焼き



炭焼きは実は大変な重労
働です。

原木の樫やクヌギをエンジン・チ
ェーンソーで伐採しますが、当地の

1山は急傾斜地で搬出も一苦労、約
ｍに切りそろえ軽トラに積み込んで
山から運び、権現窯は川の対岸にあ
り窯の前の保管場所までは軽トラが
通行できない狭い橋を渡るので一輪
車で運びます。基本的に人力で手作
業となります。

樫炭やクヌギの炭は根強
い需要があります。

毎回約 ㎏の生産ですが、その300
うち ㎏くらいが ㎏入りの袋に200 4
詰めて 円で、道の駅で販売し1,000
ています。この半年間の道の駅での
月平均の販売額は約 万円です。3
今年は毎月約 ㎏のペースで生産300
して、１月経つと倉庫の在庫は無く
なっている現状です。

権現窯は６年目

平成 年（ ） 月に窯を修23 2013 11
復し再生して初回の出炭をして以来
今回で 回目となりました。経験42
者がメンバーの中にいましたが、十
分な知識は不足していることも分か
ってきて試行錯誤もしてきました。
今回 回目では、初日に火を入れ42

てから 日目の昼頃に後部の煙突で3
の温度計測で °を越えた段階100
で、熱源供給のための薪の投入を中

止し、加えて空気の流量もそれまで
の ％くらいまで絞り込み、じっく5
りと炭化をさせました。さらに完全
に空気の流入を遮断するタイミング
も煙突の近くで煙の出具合や匂いを

5 5計時しながら観察し 日目の夕方、
。 、時に完封しました 結果は先の通り

量的にも質的にも十分満足の行くこ
とになりました。昨年秋頃以来、従
来の方法に疑問を抱きはじめ、意見
交換や調整をしながら工夫をして改
良出来たと実感したところです。こ
の点は先輩メンバーの経験者も納得
していた様子です。

だから炭焼き

クヌギの原木を適期に伐採し、じ
っくりと炭化させ良い炭を生産する
ことに自信が芽生えてきましたので
これからも高齢化と向かい合いなが
ら継続して行こうと思っています。
因みに原木のクヌギは、高齢化や猿
の被害でシイタケの栽培が減ったこ
ともあり、その分当分の間伐採でき
るほど確保しています。
余談となりますが、先月の昭和の日
に、県境の傾山に最も厳しい「杉が
越えルート」で登りました。この日
は山開きでしたが、地震のため自粛
ムードで、頂上広場は小生の独占と
なっていました。

だから炭焼き
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め ぐ り め く 変 化 す る 都 市 光 景 を 一 期 一 会 と し て 感 じ る ま ま に

フ ァ ン イ ン ダ ー の フ ル フ レ ー ム で 切 り 撮 っ て い ま す 。

人 間 が 利 便 性 を 探 求 し て 作 り 上 げ た 都 市 が 今 や 独 自 に 生 き る 術 を

得 た か の よ う に 朝 ・ 昼 ・ 晩 と 表 情 を 変 え な が ら 人 の 心 を 揺 さ ぶ り

そ の 反 応 を 眺 め て い る か の 様 な 虚 実 的 な 都 市 の 空 気 感 を 撮 ら え て

行 き た い と 思 っ て い ま す 。

北 博文
神戸生まれ。兵庫県在住。
神戸市外国語大学卒業。
建 築 士 、 フ ォ ト グ ラ フ ァ ー 。
http://tefteff.com/index.html
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⽣⻨事件と神⼾事件の
現場から

―ペリーの⿊船と⽩旗の意味―

文、写真・井上脩身

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）を菅直人氏は首相
時代「第三の開国」といった 「第一の開国」はペリー来航後。
の開国であることはいうまでもない。その幕末の開国とともに
攘夷の嵐が吹き荒れる中で起きた生麦事件と神戸事件。共に武
士の行列が進むなかで起きた外国人との重大なトラブルだ。い
ずれも開港に伴う居留地がからんでおり、近代国家への産声時

、 。代を象徴する事案として 幕末史家らが様々な論証をしてきた
私は島崎藤村の晩年の傑作『夜明け前』に注目した。歴史家で
はない藤村の目に二つの事件がどう見えたのだろう。私は第一
部、第二部各上下２巻にのぼる長編の文庫本を手に、現地を訪
ねた。

編
集
長
が
行
く

夜明け前（上）

編集長が行く　生麦事件と神戸事件の現場から



黒船後の幕末史

まずはペリー来航後の幕末史を概
観しておこう。

アメリカの提督ペリーが率いる４
隻の黒船が浦賀沖に停泊したのは１
８５３（嘉永６）年７月。ペリーは
開国を迫る大統領の国書を幕府官僚
に手渡し、翌年、ペリーと林大学頭
の間で日米和親条約が締結された。
下田、箱館（函館）が開港し、鎖国

。 （ ） 、体制が終わった ５７ 安政４ 年
幕府はアメリカ政府から派遣された
ハリスの要求をのんで通商条約に合
意。５８年、大老、井伊直弼が天皇
の勅許のないまま日米通商修好条約

、 、の調印に踏み切り さらにイギリス
フランス、オランダ、ロシアとも同
様の条約を結んだ（安政の五カ国条
約 。）

井伊は、幕府政策に異を唱える橋
本佐内、梅田雲浜、頼三樹三郎、吉

田松陰らを処刑するなど 「安政の、
大獄」と呼ばれる弾圧を強行。６０
（安政７）年、井伊は桜田門外で水
戸浪士らに暗殺された（桜田門外の
変 。）

、 （ ）こうした動乱の中 ５９ 安政６
年、横浜港が開港され、居留地が設
けられた。生糸、茶が輸出され、綿
糸、織物が輸入された。生糸の取引
量が増えるに従って江戸の問屋では
品薄になり、幕府は生糸の輸出を制
限。これに対し、イギリスが不満を
持ち始める。これが生麦事件の下地
になった。

朝廷がかたくなに攘夷姿勢をとる
なか、幕府は朝廷にすりよる公武合
体策を進め、６１（文久元）年、皇
女和宮が将軍家茂に降嫁した。こう
した公武合体派の一人が島津藩の実
力者、島津久光である。久光は６２
年、藩兵を率いて上京。帰国途中、
生麦村で久光の行列を横断しようと
した英国人を藩士が斬りつける事件
を起こす。生麦事件である。

この事件の賠償問題がこじれ、鹿
児島で薩摩藩とイギリスの間で薩英
戦争が勃発。イギリス艦隊の砲撃で
鹿児島城下が焼けたことなどから薩
摩藩は攘夷ができないことを知り、
逆に薩摩とイギリスが接近する。

薩摩が長州と手を組んで倒幕運動
を展開する中、イギリス公使パーク

、 、スは 薩摩は攘夷を放棄したと判断
６５（慶応元）年、英仏蘭連合艦隊

を主導して兵庫沖に迫り、兵庫港開
港を要求した。６７（慶応３）年６
月、１５代将軍に就任した徳川慶喜
は、長年の懸案事項だった兵庫開港
の勅許を得た。同年１１月、慶喜は
大政奉還したが、６８年１月、兵庫
港は開港した。

その直後に王政復古の大号令が発
せられ、錦旗を掲げる薩長を中心と
した新政府と幕府の間で戊辰戦争が
起きた。新政府に摂津・西宮の警護
を命じられた備前藩の隊列が三宮神
社前に差し掛かった時、行列を横切
ろうとしたフランスの水平を藩兵が
槍でけがを負わせる神戸事件が起き
た。

１０カ月後、慶応から明治に改元
され 「五箇条の御誓文」が発布さ、
れた。

『 』島崎藤村の 夜明け前

『夜明け前』は１９２９年から３
５年まで、年４回ずつ『中央公論』
に掲載された 「木曽路はすべて山。
の中である」に始まる、２５００枚
もの藤村最後の長編小説だ。舞台は
木曽路の宿場の一つ、馬籠。主人公
の庄屋・本陣・問屋を兼ねる青山家
の１７代当主、青山半蔵は、藤村の
父正樹がモデルといわれている。

私は中学時代に 藤村の代表作 破、 『
戒』を読んで感動し 『夜明け前』、
も読みかけたが、主人公が心酔する
平田派の国学になじめず、途中で断

ペリー上陸図
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念した。最近、何かで「ペリー来航
のころからの幕末、維新の激動期を
描いた」との『夜明け前』の紹介文

、 。を目にし 読み返そうと思ったのだ
全編を読破して、極限すれば藤村

のペリー観である、との感想を抱い
た。なかでもペリーの白旗手交の一
件は極めて興味深いものだった。
藤村は、ペリーが久里浜で浦賀奉

行と会見した時の様子を次のように
書く。

ペリイは大いに軍容を示して、日

本人の高い鼻をへし折ろうとでも考
えたのか、脅迫がましい態度がそれ
からも続きに続いた （中略）日本。
があくまで開国を肯じないなら、武
力に訴えてもその態度を改めさせね
ばならぬ、日本はよろしく国法によ
って防戦するがいい、米国は必ず勝
って見せる、就いては二本の白旗を
贈る、戦に敗（ま）けて講和を求め
る時それを掲げて来るなら、その時
は砲撃を中止するであろうとの言葉
を残した。

ペリーが来航した際に、幕府役人
に白旗を渡した、との「ペリー白旗
説」はペリー研究家のテーマの一つ
だ。もし、ペリーが白旗を渡したの
が事実であれば、捕鯨船の寄港や薪

炭補給のためというのは表向き
で、真の狙いは租借地を奪い取ろう
との侵略であった証拠になる、と言
えるだろう。しかし、当時の日本に
は降服に際して白旗を掲げる習慣が
なかったことから 「ペリーの意図、
が幕府側に伝わらなかった」との論
や 「そもそも白旗を渡した事実は、
なかった」との説もある。ペリー側
の記録である『ペリー提督日本遠征
記 （角川ソフィア文庫）は全く白』
旗には触れておらず、真偽はさだか
ではない。

ペリーが４隻の黒船を引き連れた
ことは小学生でも知っていること
だ。事実、優れた海軍の軍人である
ペリーは帆船の時代から蒸気船の時
代になることを見据えていた。

米墨戦争でメキシコを破った結
果、アメリカ西海岸を領土としたア
メリカは、太平洋を挟んで東洋と向
かい合うことになった。西海岸と真
向かいにある日本と蒸気船で直結で
きれば、アメリカは列国間の東洋の
利権争いに勝利する。こうした底意
のもとにペリーは、大西洋からイン
ド洋へと、地球の３分の２も回って

、 。日本にやってきた と私はみている
メキシコの領土の半分をもぎ取った
アメリカである。日本に対して領土
的野心が全くなかったと考える方が
不自然だと思うのだ。

藤村がそこまで考えたかどうかは
ともかく、ペリーに対する評価は厳
しい。彼はこう書く 「もし当時の。
いわゆる黒船、あるいは唐人船が、
二本の白旗をこの国の海岸に残して
置くような人を乗せて来なかったな
ら。もしその黒船が力に訴えても開
国を促そうとするような人でなし
に、真に平和修好の使節を乗せて来
たなら。古来この国に住むものは、
そう異邦から渡って来た人たちを毛
嫌いする民族でもなかった」

当時の日本人のペリーへの見方を
表わしているのだろうか。

私は生麦事件、神戸事件の現場を
訪ねる前に、まずペリーが姿を見せ
た浦賀から久里浜を歩いた。

『夜明け前』の作者、島崎藤村
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浦賀の燈明堂

浦賀は、長靴のような形の三浦半
島のくるぶしに当たる横須賀市南東
部の古くからの市街地だ。京浜急行
浦賀駅に降り立つと、すでに異国ム
ードである。まず目に入るのは、メ
ーンストリートの壁画に描かれた、
停泊している黒船だ。ここから、ペ
リーが上陸した久美浜を経て久里浜
駅まで５㌔を歩くのがこの日のスケ
ジュールである。

、『 』 、ところで 夜明け前 の主人公
青木半蔵の先祖は鎌倉時代の豪族三
浦氏につながる横須賀・公郷村の山
上家から分家した。小説の中では、
半蔵はペリー来航３年後の１８５７
（安政４）年、江戸を旅したのを機

に山上家を訪ねる。山上家の当主、
山上七郎左衛門は浦賀番所に勤めて
いて、ミシシッピ号を目撃したとい
う。半蔵は海が見える茶室で、七郎
左衛門からペリー艦隊の浦賀入港の
様子をこもごも聞く。

ちなみにミシシッピ号（３２３０
トン）はペリーが最も大切にした蒸
気艦船である。１８４１年にアメリ
カ海軍の軍艦として就航、４７年に
修理が施された後、対メキシコ戦争
の艦隊司令官になったペリーの艦船
としてベラクルス包囲作戦に出撃。
沿岸部や砦を砲撃し、メキシコ陣地
に打撃を与えた。メキシコが降服し
たのはその４日後だ。

ペリーが日本におもむく際、座乗
船としてミシシッピ号を指名し、５
２年に出港。上海で旗艦をサスケハ
ナ号に譲ったが、久里浜で国書を伝
達した後、ペリーはミシシッピ号に
乗って川崎沖の水路の偵察をするな
ど、サスケハナ号以上の重要な役割
をミシシピ号に与えていた。

七郎左衛門は、自分の目に映るミ
シシッピ号が、メキシコの要塞を砲
撃したとは知るよしもない。だが、
全長７０㍍もの、当時の日本人には
信じがたい巨艦に度肝を抜かれ、強
烈な威圧感を覚えたことは想像に難
くない。

半蔵と七郎左衛門が話し合った茶
室がどこなのかは分からないが、海
が見える、というのだから浦賀湾沿
いの高台に七郎左衛門の家があった
のだろう。浦賀駅から２０分ほど歩

いたころ 「浦賀奉行所跡」の立て、
札があった。周りは古い住宅と中層
のアパートが密集していて、奉行所
の名残はどこにもない。同奉行所は
１７２０（享保５）年に下田から移
され、文化・文政（１８０４～１８
３０）のころから異国船防衛の役割
も担ったという。七郎左衛門はその
任務の一環として、黒船を凝視した
のだろう。七郎左衛門は「ペリイは
測量艦隊を放って浦賀付近の港内を
測量せしめた」と半蔵に語った。

浦賀奉行所から２０分ほど行く
と、小さな岬があり、海際に２階建
ての木造瓦葺の堂宇が建っている。
「燈明堂」とある。１６４８（慶安
元）年に建てられた灯台だ。菜種油
の灯で樽廻船などの航路を照らし
た。維新後の１８７２年に廃止され
たが、１９８８年に復元された。
『 』 、ペリー提督日本遠征記 の中に

燈明堂が描かれた図がある。堂の前
で見つめる幕府の武士を尻目に、ペ
リー艦隊の水兵が２隻のボートで測
量をしている様子が表されている。
七郎左衛門の言と見事に符合してい
る。図の中の武士の一人は七郎左衛
門なのかもしれない。

ペリーは５００人に及ぶ幕府側の
警備態勢を意に介さなかったのだ。
七郎左衛門にとってこれ程の侮辱は
なかっただろう。目の前で敵が平然
と攻撃の準備をしているようなもの
だ。しかもそれを阻止できない無力

。 、感 半蔵は七郎左衛門に強く同情し
ペリーへの激しい怒りを覚えただろ
う。

浦賀の岬に再建された燈明堂。上空を軍用ヘリ
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現在の燈明堂は、いうまでもなく
観光用である。再建した意図はとも
かく、ペリー来航という史実を考え
るうえで、極めて興味深い施設であ
る。その前の浦賀水道を隔てて房総
半島はすぐ先である。東京湾の首根
っこなのだ。京浜地帯と外洋を行き
来する大型船がひっきりなしに通
る。今は、東約４㌔の観音崎に灯台
があるが、江戸時代はこの燈明台が
海の男の命の灯だったに違いない。
皮肉にもペリーはこの灯があること
で黒船停泊地としたと思われる。
ふと、上空で轟音が鳴り響いた。

２機の軍用ヘリが南から北へと横切
った。９㌔北に米軍横須賀基地があ
る。ペリー来航から１６３年。ペリ
ーの真意を見たように思った。

久里浜の上陸記念碑

「ペリー上陸地」は、燈明堂から
西に約２・５㌔の横須賀市・久里浜
海岸である。ペリーの強硬な態度に
ついに折れた幕府は、久里浜に仮設
の陣屋を設けて応接所とした。ペリ
ーは艦隊兵士を率いて上陸。浦賀奉
行の幕府役人に大統領の国書を手渡
した。

その時の模様を七郎左衛門は半蔵
に次のように語った。
浦賀奉行とペリイの久里が浜での

。 、会見が開始された 海岸に幕を張り
弓矢、鉄砲を用意し、五千人からの
護衛の武士が出て万一の場合に具え

た。なにしろ先方は二千人からの水
平が上陸して列をつくって進退す
る。軍艦から打ち出す大筒の礼砲は
近海から遠い山々までも轟き渡る。
かねての約束の通り、奉行は一言も
発しないで国書だけを受け取って、
ともかく会見の式を終わった。その
間約半時ばかり。

その会見場跡辺りはいま、約２０
００平方㍍のペリー公園として整備
されていて、中央に「ペリー上陸記
念碑」が建っている。台座も含める

と高さ約１５㍍。辺りを払わんばか
りの威風堂々たる石碑である。

建立されたのは１９０１（明治３
４）年 「半蔵も七郎左衛門も既に。
亡くなっている 「こっちの言い分。
が通るまでは動かないという風に―
―梃子でも動かない巌のような権
幕」とペリーの態度を苦々しく思っ
ていた七郎左衛門と、彼に同感して
いた半蔵である。この石碑を仰ぎ見
ればペリーへの反感をさらに強めた
に違いない。

既に述べたように半蔵は平田派国
学に心酔し、古代復帰を願望する憂
国の士である。その精神が先鋭化し
て国家主義と結びついて暴走する
と 「鬼畜米英」というあしき排外、
主義になる。太平洋戦争の敗戦が濃
厚になった１９４４年、横須賀の翼
賛団体がペリー記念碑の破壊を計
画。敗戦半年前の４５年２月、神奈
川県知事らが見つめる中、撤去が始
まり、最後に翼賛団体の団員が石碑
に縄をかけて倒した。

七郎左衛門や半蔵が知ったらどう
考えただろうか 「先方は断然たる。
決心をもって迫って来た」と七郎左
衛門が言った言葉そのままに、石碑
倒壊直後、米軍は断然として横須賀
市を空襲。市民は「アメリカが報復
した」とうわさした。戦後、太平洋
艦隊司令官のチェスター・ニミッツ
が「ペリー上陸記念碑を見たい」と
言いだし、撤去にかかわった人たち
は「戦犯になるのでは」と怯えたと

久里浜に建つペリー上陸記念碑
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いう。

４５年１１月、記念碑は再建され
た。５３年にはペリー来航１００周
年記念行事が行われ、周囲が公園と
して整備された。

現在、ペリー上陸記念碑はこの久
里浜と那覇にある。ペリーは浦賀来
航の前に那覇に上陸し、有無を言わ
さない形で琉球王府を訪ねているの
だ。前述したように、久里浜の石碑
の北１０㌔の地点に米海軍横須賀基
地があり、那覇の石碑の北東１０㌔
の所に米軍普天間基地がある。単な
る偶然とは思えない

久里浜の浜辺に立った。久里浜港
から房総半島の富津市金山港に向か
うフェリーが防波堤の脇を通るとこ
ろでだ。１２年前、このフェリーに
乗って浦賀水道を横断したのを思い
出した。１時間ばかりの小さな船旅
だった。当時は横須賀出身の小泉純
一郎氏が首相だった。小さくなって
いくペリー上陸碑を甲板で見つめて
いると、そのおひざ元の首相がアメ
リカ一辺倒なのがおかしくなり、一
人でわらってしまった。

半農半漁の横浜村

久里浜から私は横浜市の中心街の
一角にある「横浜開港資料館」に向
かった。同館が所蔵する「横浜交易

西洋人荷物運
送之図」とい
う浮世絵を見
たい、と思っ
たからである
同図は、横浜
開港から７年
後の１８６１
（ ） 、文久元 年
当時の代表的

、な絵師の一人
五雲亭貞秀が

、描いたもので
盛んに交易が
行われた様子
が表されてい
るという。残
念ながら、訪
れた日には一
般展示されて

、いなかったが
同館のパンフ
レットの表紙
に同図があし

。らわれていた
甲板上の大勢
の西洋人が荷
物を点検した
り、荷物の置
き場所の指示
をしている。
４、５人の女性の姿も見える。彼女
たちは業務に就いているというより

、 。は 興味深げに見学しているようだ
荷役人がタラップを伝って荷物を積
み上げている。荷物は桶や大きな箱
である。

船のそばに荷物を運搬しているボー
トも描かれている。沖合に停泊して
いる本船に、波止場からボートで荷
物を運んでいるのだ。

同館の展示品のなかに、やはり貞

横浜交易西洋人荷物運搬図」があしらわれた横浜開港資料館のパンフレット「
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秀が１８６０（万延元）年に描いた
「御開港横浜港乃全図」がある。横
浜港の沖に４、５隻の大型船が停泊

。 、している 開港を待ちかねたように
列国の貿易船がやってきたことがわ
かる。港に面して街並みの区画整備
されたこともうかがえる。おそらく
外国人向けの居留地なのであろう。

久里浜で国書を幕府に受け取らせ
ることに成功したペリーはいったん
マカオにまで戻った後、翌１８５４
（嘉永７）年、再度来航し、神奈川
で日米和親条約を調印したことは既
に述べた。この条約締結によって１
００戸ばかりの半農半漁の村が開港
した。その国際都市への転換は、同
館の資料を見ると、驚くべきスピー
ドで行われたのだ。

２５０年もの江戸・幕藩体制の中
にどっぷりとつかり、鎖国によって
異国との接触がほとんどなかった当
時の日本人である。開国による田舎
の浜辺の様変わりぶりについていけ
なかったのもやむを得ないだろう。
なにせ、横浜村は東海道神奈川宿か
らわずか３、４㌔の地点である。否
応なく、青い目の異人さんのうわさ
が聞こえてくるのだ。

外国人退治の錦絵

はたして事件が起きた 貞秀が 横。 「
浜交易西洋人荷物運送之図」をかい
た翌年のことだ。島津久光一行が生

麦村に差し掛かった際、騎乗のイギ
リス人４人が行列に乗り込んでき

。 、た この概要は既に簡単に述べたが
久光とその配下の薩摩武士たちは余
りにも国際感覚がなさ過ぎた。４人
は横浜でアメリカ人が経営する商社
の勤め人や香港在住の商人の妻らだ
った。薩摩兵は４人を斬りつけ、う
ち１人は落馬してとどめを刺され
た。

事件の知らせに居留地では各国公
使、領事、海軍士官や居留民が集ま
って対策を検討。イギリス代理公使

ニールは幕府に犯人の差し出しを求
めるとともに、謝罪と賠償金１０万
ポンドを要求した。久光一行は「浪

、 。 」人３ ４人の仕業 薩摩は関係ない
としらを切ったが、結局、鹿児島で
砲撃を受けるという痛い目に遭う羽
目になった。

さて 『夜明け前』である。藤村、
は「英吉利（イギリス）側の抗議は
強硬を極めたもので、英国臣民が罪
なしに殺害せられるような残酷な所
業に対し、日本政府がその当然の義
務を怠るのみか、薩州候をして下手
人を出させることも出来ないのは、
英国政府を愚弄するものとし （中、
略）艦隊を薩摩の港に差向け、下手
人を捕え、英国海軍士官の面前に於
いて斬首すべきこと（など、中略）
を付け添えて来た。この通牒の影響
は大きかった としたためたうえ 生」 「
麦事件はこれほどの外交の危機に推
し移った。多年の排外熱は遂にこの
結果を招いた」と書く。しかしこう
も言う 「攘夷派の顧るところとは。
ならなかった。討幕へと急ぐ多くの
志士は、むしろこの機会を見逃すま
いとした 。事件によって、倒幕気」
運は一層高まり、風雲急を告げるに
至った、というのだ

。
生麦事件の現場を訪ねるのは十数

年ぶりだ。斬り殺されたリチャード
ソンが落馬した辺りに「生麦事件の
碑」があったはずだ。京浜急行生麦
駅から５００㍍余り西の国道１５号

。 、 。沿いに当たる だが 見当たらない

生麦事件の被害者鎮魂の石碑
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探し回って、高速道路の建設のため
に、一時的に３００㍍ほど東の旧東
海道沿いに移動していることがわか
った。高さ１・５㍍くらいの石碑で
ある。１８８３年に建立されたもの
で、碑文は擦り減ってほとんど読め
ない。

臨時石碑の位置からさらに旧東海
道を東に５００㍍ほど進むと事件現
場である 普通の民家の柵の前に 生。 「

」 。麦事件現場 の説明板が立っている
訪ねた時、東京に出張に来たと思わ
れる旅行バッグを手にしたスーツ姿
の男性が写真を撮っていた。嫌でも
民家の庭が見える。住人は迷惑だろ
う。

説明板には一枚の錦絵の複製が刷
。 「 」。り込まれていた 題は 生麦之発殺

明治になって、画家、早川松山が描
いたものだ。武士たちが山高帽の外
国人を斬りつけている場面が表わさ
れていて、外国人男性は悪人面であ
る。久光はしてやったり、という顔
だ。庶民にとって、事件は溜飲を下
げる武勇伝だった。と同時に、藤村
が言うように、外国に対する幕府の
姿勢を「弱腰」と見下す空気が漂い
始めたことを示しているようでもあ
る。

居留地での市街戦

神戸市の中心街・三宮。大丸神戸
店の前に三宮神社がある。石鳥居に

享保１７（１７３２）年の銘がある
ことから、江戸中期以前に創建され
たことは間違いない。拝殿がぽつん
と建つ目立たない神社だが、この神
社があることで周辺の地名が三宮に
なった。

西国街道沿いのこの神社の一帯
は、背後を六甲山系の山並みに、南
は大阪湾の海が広がるのどかな所だ
った。初夏にはカキツバタが街道を
行く旅人の目を和ませたという。だ
が、開国の波はこの三宮神社に砕け
んばかりの波濤となって押し寄せ
た。神戸事件の現場になったのであ
る。

先述したように兵庫開港は１８６
８年１月１日（旧暦慶応３年１２月
７日 。２日後に戊辰戦争の火ぶた）
が切られ、同２９日、備前藩は新政
府の命を受けて西宮警備のために２
０００人の兵を出兵させた。このう

、 （ ）ち家老 日置帯刀 へき・たてわき
が率いる５００人は大砲を引きつつ
陸路を進み、２月４日、三宮神社近
くに差し掛かった。

前年５月、幕府がイギリス、アメ
リカ、フランスとの間で交わした兵
庫港にかかわる居留地の取り決め
（兵庫大阪規定書）に従い、三宮神
社の南東の神戸村に居留地が置かれ
ることとなった。同１１月、イギリ
ス公使パークスの随行員が神戸村の
港予定地について「十分な水深があ
り、天然の優れた投錨地」と評した

記録をしたためており、幕府は兵庫
奉行に命じて居留地と港の造成に当
たらせた。

しかし、開港日までに完成してい
たのは運上所（税関）と３カ所の埠
頭や倉庫だけ。幕府から新政府への
移行期の混乱もあって、備前藩の一
行が現地にやってきたころ、居留地
の見通しについて、各国の公使や領
事たちはやきもちしていたであろ
う。

こうした落ち着かない空気の中、
フランス人水兵２人が隊列を横切ろ
うとした。砲兵隊長、滝善三郎が槍
で制止しようとしてけがを負わせ
た。水平たちは拳銃を取り出したた
め、藩兵が発砲し小競り合いになっ
た。

藩兵らはたまたま居留地の検分を
していた各国公使たちにも撃った。
弾は公使らに当たらなかったもの

神戸事件が起きた三宮神社
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の、運上所の屋上に翻る各国の国旗
は穴だらけになった。現場に居合わ
せたパークスは激怒、兵庫開港を機
に集まっていた各国艦船に事態を知
らせた。アメリカ海兵隊、イギリス
警備隊、フランス水平が備前兵を追
い、生田川で撃ち合いになった。
各国軍は「居留地防衛」を名目に

神戸を軍事占拠。２月８日、新政府
が事態収拾の交渉に当たることにな
った。

藤村はこの事件をどう見たのだろ
う 『夜明け前』は、神戸事件につ。
いて歴史書に劣らないほど詳しく記
載している。以下は、運上所で行わ
れた新政府と各国公使らとの交渉の
くだりである。

新政府の参与兼外国事務取調掛な
る東久世通禮（ひがしくぜ・みちと
み）が国書を捧げて、各国公使の前
で読み上げた 「今より後は天皇の。
称をもって諸国との交際を行う（筆
者注＝本文は漢文、その一部を筆者
が意訳 。ともかくも、その日は日）」
本の天皇が外国に対する御親政の始
めであった。英国公使パアクスは、
即日にも穏やかに神戸の占領を解こ
うと言って、早速陸戦隊を引き揚げ
ることを承諾した。

三宮神社を訪ねた時は、境内の梅
がほころびかけていた。神社の脇に
「神戸事件発生地」の石碑が建って
いる 『夜明け前』によると 「びい。 、
どろの家」と呼ばれた運上所の交渉

の場に「ええじゃないか」の騒ぎが
響いて来たという。藤村のフィクシ
ョンかどうかはわからない。が、い
ずれにせよ、庶民の世直しを求める
エネルギーが沸騰する中で神戸事件
が起きたことは確かだ。平安後期に
平清盛が大輪田の泊を切り開いて築
いた兵庫湊。７００年近く後の神戸
港の開港で一気に近代都市になった
ことも確かである。

外国人の前で切腹

神戸事件でフランス人水兵に槍で
刺傷した滝善三郎の切腹は、現場か
らそう遠くはない永福寺で、３月２
日、６カ国の外国人検視官の立ち会
いのもとで行われた。

「きのふみし夢は今更引きかへて
神戸が宇良に名をやあげなむ」と

時世の句を詠んだうえで、腹を切り
３２歳で世を去った。立ち会った外
交官の一人、イギリスのミットフォ

ードが本国に伝えた切腹模様がイギ
リスの新聞「イラストレイテッド・
ロンドン・ニュース」に銅版画で描
かれて報道され、センセーションを
巻き起こしたといわれる。多くの場
合、切腹といっても小刀を腹に当て
た時点で介錯の武士が首を切り落と
すが、ミットフォードの報告では、
滝は作法通りに見事に腹を切ったと
いい、彼は「気品高い姿」にうたれ
たという。

新渡戸稲造も『武士道』の中で滝
を引用し 「切腹は自己の誠実の証、
明」と書いた。要するに、滝は最後
のサムライだったというのだ。滝は
時世の句に詠んだように「名を上げ
た」のだ。

だが、藤村は滝を新渡戸ほどには
高く評価しなかった 『夜明け前』。
では、２人の書記官を立ち会わせる
ことにしたパークスは「切腹が日本
武士の名誉であると聞く。これは名
誉の死であってはならない。今後の
戒めとなるよう厳罰に処することで

」 。あらねばならない と言ったという
それだけではない 「 滝は）末期に。（
及んでなお助命の沙汰を期し、同僚
の藩士から何事かを耳のほとりにさ
さやかれた時は俄かにその顔色を変
えて震えた」と、切腹前の心のうち
を表わし 「彼も死に切れない死を、
死んでいったと言うものもある」と
書く。

武士道にのっとった立派な切腹だ

滝善三郎切腹の様子を表わす絵図
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ったのか、生への未練を断ち切れな
いまま腹を切ったのか――。滝にし
てみれば、行列を横切ろうとした水
兵こそ責められるべきで、自分は処
刑されるいわれはない、と思ってい
たに違いない。だが、外交事件にま
で発展した以上、藩のために責任を
とらねばならない、とも考えたはず
である。だが、結局は「戦犯」にさ
れたのだ。徳川時代と明治維新の狭
間の中で翻弄された滝。心は揺れに
揺れたに違いない。

永福寺に滝の遺影碑が建てられた
が、１９６９年、神戸市兵庫区の能
福寺に移された。ＪＲ兵庫駅から南
東約５００㍍の所に能福寺がある。
像高１１㍍の兵庫大仏が鎮座してい
る境内に、清盛を慰霊する十三重石
塔がある。ここは清盛ゆかりの地な
のだ。その石塔の隣に滝の顕彰碑が
建っている。

寺の築地壁の前に神戸事件の立て
札がたっていて、滝切腹の模様を示
す絵図の複写が張り付けてある。寺
の本堂内とみられる一室に白装束で
正座する滝。後ろに介錯の武士が刀
を振り上げている。部屋の奥には６
人の外国人が椅子に座って見つめて
いる。

かなり写実的に描かれているが、
この絵から滝の心の内までうかがう
ことはできない。おそらく、外国人
検視人の前で腹を切るのは、武士と
して無念であっただろう。

ニミッツと戦後日本

生麦事件と神戸事件。ともに藩兵
の隊列に外国人が割り込むことで起
こった事件であることは既に述べた

。 、通りだ 生麦事件の現場の錦絵には
さも悪人である外国人をやっつけて
いる図だ。一方の神戸事件の慰霊碑
の近くの絵図は、外国の要求をのん
で事件の犯人が切腹する図である。
生麦事件と神戸事件の間の６年間
で、この国の列国に対する態度が１
８０度変わったことを視覚的に表し
ている。

ふと、ペリーの２本の白旗が頭を
よぎった。１本は生麦事件の錦絵に
垂れ、もう１本は神戸事件の切腹絵
図に垂れている。生麦の方は白旗を
無視し、神戸の方は白旗を両手に掲
げている。しかも、生麦で白旗をも
のともしなかった薩摩が、新政府の
中枢として神戸では白旗を両手でさ
しいただいている。そんなイメージ
が私の脳裏に広がった。

「生きて虜囚となるなかれ」の戦
陣訓の下 「どんなに負けても白旗、
を掲げるな」と命じて玉砕戦法を推

、 、 、し進めた軍幹部が 戦後 一転して
旗を掲げんばかりにアメリカにすり
寄っていった事実は、生麦と神戸の
二つの図そのものに思える。

本稿でニミッツ太平洋艦隊司令官
に触れた。彼は４５年３月、北緯３
０度以南の沖縄、奄美大島一帯の日

本の行政権、司法権を停止し、自ら
をこの地域の最高行政責任者である
ことを宣言する、いわゆる「ニミッ
ツ布告」を出した人物だ。４５年９
月２日、戦艦ミズーリ号上での日本
の降服調印に際し、米国代表として
署名したのもニミッツである。戦後
の日米関係が築かれるうえで、ニミ
ッツは大きくかかわっていたのだ。

「ペリー上陸記念碑」を見たい、
と思ったニミッツをペリーはどのよ
うな思いで天国から見ただろう。ペ
リーの白旗が史実であろうとなかろ
うと、ニミッツは事実上、日本に２
本の白旗を突く付けたのである。沖
縄占領とアメリカ従属。戦後７０年
がたってもなお、日本政府は白旗を
おしいただいたままである。

画家、早川松山が描いた錦絵「生麦之発殺 。」

事件現場にこのモノクロコピーが展示されている

編集長が行く　生麦事件と神戸事件の現場から



作・白石阿光

「 」宇宙の本質究明に向けた庶⺠⽪膚感覚的試論

しばらくの間、ばかばかしいお話
でお付き合いのほど、お願い申し上
げます。

熊五郎 こんちは。ご隠居いるかい。:
隠居 おや、誰かと思ったら熊さんじ:
ゃあないか。まあま、お上がり。
熊 ごちそうさまです。:
隠 なんだい、そりゃあ:
熊 ええ、まんまお上がり。:
隠 おまんまじゃあないよ、相変わら:

。ずお前さんは食い意地がはってるね
第一ね、私は落語をやろうってんじ
ゃないんだよ。

、 。 、熊 またあ そんなこと言って 第一:
熊さんにご隠居と来れば落語に決ま
ってるじゃないですか。道理に合わ
ないこと、言わないでくださいよ。

あ、そう言えば、道理に合わない
って、この前、北の国がドーンと打
ち上げましたね。

隠 ああ、あれは道理に合わないな。:
どうやったって世界から嫌われるの
がわかってるのにやるんだからな。
熊 いえね。当人がロケットだ、人工:
衛星だって言っているのに、赤の他
人がミサイルだ、大陸弾道弾だ、っ
て言っているのはどういう訳なんで
す。
隠 いや、熊さんの前だが……:
熊 後ろにまわりましょうか。:
隠 いや、回っても一緒だ。:

実は、我が国以外では、ロケット
だ、人工衛星だ、と言っている方が
多いんだ。
熊 じゃあ、なんだってこの国はわざ:
わざ物騒な言い方をするんです？
隠 為政者にはその方が都合がいいん:

。 。じゃろう ニュースも受けがいいし
熊 失敗したら打ち落とせ！ なんて:
威勢がいいから威勢者。
隠 ちょっと違うな。第一、失敗して:

よたよたしているのをパトリオット
では落とせない。
熊 おっとりしてるんだね、そのトリ:
は。

ところでご隠居、そのロケットで
考えたんですが、ロケットって宇宙
に向かって飛ぶでしょ。ずう～っと
飛んでいくってえと、そのあとどこ
へ行くんです？
隠 まあ、ロケットが行くわけではな:
いが、ずうっと行ってもずうっと宇
宙だな。
熊 どこへ行くんです？:
隠 どこまで行っても宇宙だ。:
熊 そこを越えてずうーっと行くとど:
こへ？
隠 宇宙だ。:
熊 強情な隠居だね。まだまだずうー:
っと行くとどこまで行くんですか。
隠 やっぱり宇宙なんだよ。:
熊 なんだか宇宙ってやつがわかんな:
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くなってきたね。
ご隠居、宇宙って果てがないんで

すか。
隠 そうだ。宇宙は果てしないものな:
んだ。
熊 ご隠居は行ってみたんですか。:
隠 行くわけないだろう。:
熊 じゃあ、信用できねえな。本当は:
知らねえんだ。
隠 バカなことを言ってはいかん。私:
の沽券にかけても嘘は言わん。
熊 でも、道理に合わないじゃあない:
ですか。行っても行ってもどこにも
着かないなんて。
隠 う～ん、いや思い出した。着くん:
だ。
熊 どこに？:
隠 地球の裏側に。:

－－そこが、宇宙の果てだったんだ
とさ （チャンチャン ）。 。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

そのとき突然、時空先生が－－そ
の名前は本人が後で自ら名乗ったの
だが－－講堂に現れた。学生にとっ
て初めて見る顔だった。いや、それ

。 、は顔なのだろうか 髪の毛が渦巻き
その奥にぎょろりとした目らしい光
があった。
「 、 。私は プロフェッサージクウです
次元からできています。皆様の前で
は 次元ですが、 億年前は 次4 137 11
元でした」

学生たちはきょとんとしていた。
「実は私は時空間なのです。私の今

日の顔はブラックホール、おしりは
ホワイトホールを使いました。諸君
には私の本性は物の動きを通じてし

かわからないでしょうから、君たち
に見えるように物をたくさんくっつ
けて来たのです」

学生たちは事態を理解しようと、
それぞれに脳を高速回転させ、宇宙
方程式の別解を探し始めた。
「君たちの知識で私を理解するのは
無理です。あなたたちが意識を向け
る限り、宇宙には無数の課題が存在
し、無数の解があります。それは、
解がないということと同じことでも
あります。問題は、皆さんが自分の
活動に意味を持ち続けられるか、と
いうことです。私はそれを伝えよう
と、今日ここにやって来ました」
－－「ハックション 」!!

、時空先生の話が終わりかけたとき
最前列の学生が大きなくしゃみをし
た。そのはずみか、時空先生の頭と
おしりがプルンと震え、急速回転し
たかと思うと、おしりから愛飲酒隊
員Ⅱ先生が転げ落ちた。
「あ、先生 」!!

学生たちは、見なれた先生の顔に
緊張がほぐれたのか、一斉に我に返
ったような声を挙げた。時空先生の
姿は消えていた。

（注１ 昔々、あるところに愛飲酒隊:
員という偉い方がおられました。質
量とエネルギーは同じもので変換可
能だとか、光の速度に近いと時間が
縮まるとか、質量は時空を曲げると
かいう、相対性理論を提唱した人で
あります。愛飲酒隊員Ⅱ先生はその
子孫なのです ）。

講堂では、授業が始まった。愛飲
酒隊員Ⅱ先生は、学生たちを前にこ
う切り出した。
「あなたたちは、私たちがいるこの
宇宙の大きさを知っていますか？」
「先生、この宇宙に境界があるんで
すか？」
「あると思えばある、ないと思えば
ない。そのうちわかるかもしれない

、 」し 永遠にわからないかもしれない
「禅問答みたいですね。では、宇宙
の大きさって何ですか」

そこで、先生は宇宙の起源を話し
始めた。それは大雑把に言うと、次
のような内容だった。先生の話は、
科学雑誌『 』と同じくらいよNewton
くまとめられ、わかりやすかった。
ただし、途中までは。
ーー私たちの宇宙は、約 億年前137
にできたと考えられています。最初
はすべて無の世界でした。しかし、
なにもなかったのではありません。
そこでは、エネルギーの揺らぎがあ
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り、小さな宇宙ができたり消えたり
していました。

あるとき、まったくの偶然から、
いや必然といっても何の違いもない
のですが、一つの宇宙に、インフレ
ーションというとてつもなく超大規
模な膨張が一瞬にして、いや一瞬の
何兆分の一よりもっと短い時間、む
しろ時間という観念ではとらえられ

ないくらいの間に起き、続いてビッ
グバンという灼熱の宇宙ができまし
た。

なぜそういうことが起きたか、い
。まのところ誰にもわかっていません

もしかしたら、重力波の観測で何か
証明できるものがみつかるかもしれ
ません。運がよければ、そこに私の
名前が載るでしょう。あるいは、あ

なたの名前かもしれませんね。

（注２ 実を言うと、先生の父親も祖:
。父も愛飲酒隊員Ⅱという名前でした

子々孫々、偉大なる先祖様が予言し
た重力波を探し、他の研究者が重力
波を観測してからは重力波観測によ
って宇宙創成の謎に取り組んできた
のですが、歴史に残る業績がなかっ
たため、ずっと同じ名前を継承して
きたと言われています ）。

－－宇宙ができたときには宇宙はプ
ラズマで満たされており、光が通じ

37ない、いわば闇でした。宇宙創成
万年後に宇宙が 晴れ上がり 光 電“ ”、 （
磁波）で満たされました。いま、観
測できるもっとも古い光はその時の
光です。その前の宇宙のことは光の
観測ではわからないので、宇宙創成
の手がかりを知るために重力波を追
いかけているというわけです。

「ところで、最初の質問の、宇宙の
大きさはどうなったんですか？」
－－そうそう。ビッグバン後も宇宙
は膨張し続け、いまでもどんどん大
きくなっているのじゃ。私たちが理
論上観測できる範囲は、私たちから
見て約 億光年先までということ465
になっている。すなわち、それがと
りあえず宇宙の大きさということか
な。

先生は、そこで授業を終わろうと
したが、学生たちはそれを許さなか
った。

「 、私たちが尊敬する偉大なる科学者
愛飲酒隊員先生は、光速よりも速い
ものはない、とおっしゃいました。
宇宙ができてから 億年というこ137
とは、そのときにできたものはいく
ら速くても 億光年までしか広が137
らないのではないですか」
「いや、宇宙は一時期、光より速く
膨張したんじゃ」
「光より速いものがあるんですか？

相対性理論は成り立たないんです
か」
「 、 、 。 、いや その すなわち… 実は…

、 」花は咲けどもヤマブキノ う～ん…
先生はちょっと戸惑った様子だっ
。 、 、た しかし すぐに威厳を取り戻し

冷静な解説を始めた。
。－－宇宙は空間であって物ではない

したがって、空間が光速よりも速く
膨張しても、大偉人の理論と矛盾は
しないのだ。

「空間が膨張しているとき、宇宙の
はしにある発光物体からの光は光速
で伝わるんですか」
「なかなかいい質問だ」

先生は、すでに冷静さを取り戻し
ていた。
－－空間が膨張しているということ
は、光が存在する空間そのものが広

、 。がっているので 遅くなるじゃろな

「先生、大偉人は光の速さは一定で
あると言ったのではないですか。で
ないと、光速を基にした光年という
単位も曖昧になってしまいます」
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「いや、光にだって都合がある。い
や、光の意思でなく、いやそうでは

．．．。 。なく ご先祖はなんて言ったんだ
う～む、言語道断横断歩道！ 見た
ことないからわからんちん」

しばらく意味不明な言葉を連発し
たあと、先生は、我を取り戻したよ
うにきっぱりと言い切った。
「実はこういうことなんだ」
－－空間というものは絶体的存在で

、 。あって 神様みたいなものなのじゃ
いわば宇宙の精神世界であって、そ
こがしっかりしていないと世の中を
見ることができない。光は光子とい
う粒子だから物質世界の存在であっ
て、物質同士の関係性に関する理論
がわが大偉人の理論なである。

「では、その辺のことは次の時間に
お話ししましょう。くれぐれも欠席
しないように」

先生は、学生が科学雑誌を読んで
くれればここまで話をしなくてもす
んだかもしれない、と思いながらそ
そくさと授業を終えた。

その授業はすべて遠隔で行われ、
学生たちは脳内受信装置で受けてい
た。そこには、授業の補助教材とし
て、先生の頭に浮かんだ出典も示さ
れることになっていた。当然のこと
ながら、授業の発展学習用としてそ
の科学雑誌も配布された。しかし、
どの程度の学生が納得したかどうか
は、授業評価測定システム本部にし
かわからなかった。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

八五郎：ご隠居、いるかい。
、 。 ．．．、隠居：おお 八っつあんか まあ

お上がり。
、 。八：ありゃ 今日はおまんまなしか

隠：熊さんと同じだね。今日はどう
したい。
八：宇宙の形ってどんなふうになっ
てんですかね。
隠：これも熊さんと同じだね。お前
たちはどうなってんだ。
八：いえね。このごろ、熊が何かと
いうと宇宙、宇宙って、うなされて
いるんでね。あっしまで気になっち
まって。どうなってんですか。
隠：さあ、どうなってんだろな。
八：海みたいに平らになってて、は
しっこが滝みたいになってるとか。
滝じゃあなくて壁があるとか。
隠：そうかもしれん。じゃが、前に
も上にも星があるな。
八：じゃあ、風船みたいに丸くてそ
のなかに俺たちが閉じ込められてい
るとか。
隠：閉じ込められているわけではな
いだろうが、もしかしたら丸いのか
もしれない。
八：そしたら、宇宙の果てに行けま
すね。
隠：何も知らないんだね。お前はこ
の宇宙がどんどん広がっているって
えことを知らないのか。

、 。八：またまたあ 適当なこと言って
本当は知らないんでしょ。
隠：適当ではない。だいたい、宇宙
てえのが、広いのか狭いのか、他に

もあるのかないのか、広がり続ける
のかそのうち縮まるのか、さっぱり
わからないのだそうだ。
八：じゃあ、何も知らないのと同じ

。 、 。ことですね 勉強するの や～めた
八：勉強したこともないくせに。だ

、 。いたい おまえのは無知と言うんだ
私が言っているのは未知だというこ
とだ。
八：何だって？ 俺がムチでご隠居
がミチ？ そりゃ、おかしいや。俺
はハチだ。

（チャンチャン）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

愛飲酒隊員Ⅱ先生は、ついに宇宙
創成期の重力波を測定し、分析に成
功した。世界的に有名な科学論文誌
に投稿し、大騒ぎになった。

一斉に世界各地で追試が開始され
たが、いつまで経っても成功したと
いうニュースは流れなかった。そし
ていつしか、愛飲酒隊員Ⅱ先生の名
前は忘れ去られた。

その日、先生は自宅の地下に作っ
。た研究室に閉じこもったままだった

そしてその日も「無限宇宙はありま
す！」と記者会見の予行演習をして
いた。だが、これまで一度も釈明の
記者会見が実現したことはなく、そ
の後もありそうにもなかった。

本に書いて世に訴えようかと、出
版社からの誘いもないのに妄想に耽
ったそのとき、研究室の壁ディスプ
レイが青く光った。先生は頭の中で
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を出した。これが赤だったら無OK
視しただろう。赤は、人類の歴史上
ずっと危険信号だったのだから。

「先生、喜んでください。私も見ま
。 。 」した 無限宇宙です ありました！

かつて講堂で、大偉人の子孫であ
る先生を問い詰めた教え子からであ
った。
「これから論文にします。記者会見
に出る準備をして待っててください
ね」

先生の大偉業は、重力波望遠鏡で
無数の宇宙を発見したことだった。
それはまるで
何万本もの万華鏡を見ているような
世界で、記録しようとするとそれぞ
れの宇宙は姿や色を変えた。大偉人
の理論をしのぐ大発見であった。

無数の宇宙の一つとみられる我々
の宇宙は、これまでの観測によって
膨張していることがわかっている。
今回の観測によって、その外側に無
数に宇宙があり、それぞれが押し合
いへし合いしながら存在しているこ

。 、 、とがわかった そして それぞれは
大きくなったり小さくなったり、つ
ながったりちぎれたりしながら無限
に広がっているというのが、先生の
新しい理論だった。

教え子の発表によってやっと世界
連邦宇宙科学学会宇宙原理関連調査
委員会が発足した。しかし、やはり
同じ現象は確認されなかった。

先生が教え子と二人で「それでも
無限宇宙はあります！ 私は見まし
た！」と発声練習をしていたとき、
無限宇宙が確認されたらしい、とい
う噂を耳にした。慎重を期するため
にまだ公表はしていないらしい。二
人はそっと、調査に携わっている研
究者の様子を見に行った。

「こんな、いつわかるかしれない追
試がなんになるんだ。自分の業績に
もならないし、時間の無駄だ。酒で
も飲まずにいらりょうか、てんだ。
バッカスを持って来い！」

研究者はぐでんぐでんに酔っぱら
。 。っていた 他の研究者も同様だった

「おい、また出たぞ、無限宇宙が」
「ほっとけ、そんなもの。記録しよ
うとしてもできないんだから。なん
せ、手が震えるほど飲んだときしか
出ないんだからな」

先生と教え子はきびすを返し、研
究室の片隅に座りこんだ。そのまま
時間が過ぎた。

いつの間にか 先生の足元には バ、 「
ッカス」と書かれたラベルの芋焼酎
の空ビンが転がっていた。あのとき
と同じだった。そして、年賀に教え

「 」 。子に贈ったのも バッカス だった
夢は終わった。

137－－だがしかし、万が一、いや
億光年数に一つでも 「バッカス」の、
なかで、小宇宙が誕生することはな
いのでしょうか－－

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

最近、ある新興宗教が流行ってい
るそうだ。

その名は、ベロガミ様を崇め奉る
「アカンベー光教」という。入信資
格はただ一つ。無神論者であること
だけだ。

重力波望遠鏡「かぐら」部分
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「ときのながれにながされて、
かりのすみかもおぼつかず」

怖れよ！
鳥よ怖れよ 人を怖れよ
猿よ怖れよ 人を怖れよ
人よ 人を怖れよ
山を怖れよ 海を怖れよ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

少年３人は必死だった。太った少
年が櫓にしがみつき、大人の操船を
頭に浮かべながら前に後ろに櫓をこ

、 。ねるが 櫓はすぐに支えから外れた
波は立っていなかったが、潮は確実
に外洋に向かっていた。そこには黒
潮が待ち構えていた。

少年 人は、夏休みのある日、湾3
に繋がれていた小さな漁船の上で遊

。 、んでいた あまりに夢中だったので
モヤイが解かれたのにも気がつかな
かった。気がついたら船は静かに狭
い水路を流されていた。

少年３人は、それほどあわてなか
った。３人とももっと小さいときか
ら海には慣れている。潜っては貝を
採り、台風の前には筏で高波に乗っ
た。海は友だち、海は母であった。
だから海に飛び込めば簡単に岩場ま
で泳げる。いや、その水路なら船か

。ら岩場へ飛び降りることさえできた
船はずっと流されていた。 人は3
、 。突然 不思議な不気味さに襲われた

彼らは引き潮の力を知っていた。
腹を据えて、太った少年が櫓の穴

を船のともに突き出した支えに刺し
て引いた。ガタッと音がして櫓は外
れた。またはめて押した。ガタンと
音がして外れた。その繰り返しだっ
た。その度に櫓は外れたが、少年は
やめなかった。

あとの二人は息を飲んで太った少
年を見守った。なかなかうまく行か
なかった。だが、 人はやめなかっ3
た。そうだ、いま 人は一人になっ3
て櫓をこごうとしていた。 人のた3
だの一人も、海に飛び込んだり、岩
に飛び移ろうとはしなかった。おそ
らく考えもしなかっただろう。それ
は船を置いてきぼりにしていけなか
ったからである。

船は大事な生活の道具だ。この船
の持ち主の顔が浮かぶ。船を流した

。と知ったら烈火のごとく怒るだろう
いや、息子が死んだときのように嘆
き悲しむかもしれない。それは引き
潮の恐怖よりもずっと怖いことだっ
た。もしかしたら少年たちは船の持

ち主の背後に村の黒雲のようなずし
りと重い空気を感じていたのかもし
れなかった。

太った少年は次第に櫓の軽さを感
。 、じ始めていた 櫓は外れなくなって

水面下で海水をとらえるようになっ
ていた。船は水路を戻る方向に向き
を変えた。そして、ゆっくり進み始
めた。少年たちは確信した 「戻れる 。。 」
すっかり海の男に成長した 人は、3
取り乱すことなく生還した。

このことは 年以上たった今で50
、 。 、も 人以外知る人はいない いや3

記憶として甦えさせられる人間はた
った一人であろう。

もう船はいない。あの船のことで
はない。その村ではもう一隻の船も
見られなくなったのだ。

太った少年は、都会の海を泳いで
いる。そこにも船も櫓も櫂もない。
ただ、黒潮よりもどす黒く、黒潮よ
りも速い“何か”が流れていること
だけは確かだ。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

生老病死四苦八苦戦争政治集団個人
音楽美術芸術感動感銘共感連帯意識
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知徳体美知慧思い満足達成充足礼節
尊敬畏敬自然継承連続歴史進化差別
区別自我多様寛容許容認識退化共同
共助公助自助努力強調反発限界恐怖
嫉妬嫌悪暴力発達成長飛躍自在自由
変化不満自信不安反省後悔希望絶望
終末消滅復帰復活無限精神楽天悲観
享楽三昧笑味笑顔言語道断横断歩道
五里霧中呆然自若盛者必衰会者定離
精神安定権力腐敗慈悲慈愛思遣鬼撹
乱御互様

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

オラハシンジマッタダ～ーー昔、
そういう歌が流行ったそうです。人
は長～い階段を昇って行きました。

「あれは嘘ですよね。人がわざわざ
自分からあの世に行くわけ、ないじ
ゃないですか」
「あ～た、あ～たね。いまあ～たが
おっしゃった“あの世”って、あの
世の人たちが“あの世”って言って
いるあの世ですか」
「え～ッ、なんですか？」
「いえ、だからね。あ～たがいま言
ったあの世って、あの世の人たちが
言うあの世ですか」
「 」みんなが言っているあの世ですが
「 。 、わからない人だな あ～たはいま
この世にいるんですよ。あの世に行
く、ではなく、この世に来た、じゃ
あないんですか」
え？ え～ッ え？ え え～ッ！「 ! ?
え～？ えッ… え、え、え…」

「ずいぶんとえが長いね」

「柄が長い方が汲みやすい」
「なんのこっちゃ」
「するとなんですか。あなたはあの
世、いや、この世の人」
「そうでしょ、あ～たは私と話して
いるんですから、あ～たもこの世の
人」
「嘘でしょ。第一、私は階段なんか
登ってきてませんよ」
「あ、そう。じゃあ、途中で閻魔様
に足を引っ張られたのかもしれませ
んね」
「でも、あの世に行くと、いや、こ
の世に来ると…ややこしいな。みん
な神や仏になると言うじゃありませ
んか。あなたは私を“人”って呼ん
でますよね」
「往生際の悪い人だな。いや、往生
してんのか。いや、この人はまだ往
生してない…」
「 」何をぶつぶつ言ってるんですか！
「神や仏って、あの世の人たちが勝
手に言ってるんで、実際にいるかど

。 、うかわからないんですよ だからね
人でも神、仏でもなんでもいいんで
す」
「 、 」じゃあ さっき言った閻魔様は？
「ああ、あれは力の強い人たちが月
番で交代制でやってます」
「え～、そうなんですか。でも怖い
んですよね」
「そんなことはありません。マーシ
ャル語でエンマとは“いい”という
ことです。この世とあの世が別れる
前からあった言葉なのです」
「勉強になります」
「閻魔様は、階段を上りたくないと

苦しんでいる人を助けて往生させて
くれるのです」
「閻魔様も大変でしょうね。往生し
ますね」
「？…」

「おじいちゃん！ おばあちゃん！
ご飯ですよ」
「は～い 「ハ～イ」」
「あら、今日は二人ともはっきりし
てんのね。ご飯が終わったらお薬を
飲みましょうね。間違えないように
ね」

手にしているノートの表紙で、キ
「 」 、ラリと 閻魔帖 という言葉が光り

そして消えた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「豆腐の角に頭をぶつけて死んでお
しまい！」

大晦日になっても借金を返せない
男は、おかみさんに言われて一生懸
命考えました。どうやったら豆腐の
角に頭をぶつけて死ねるだろうか、
と。最大の問題は、豆腐を買うお金
さえないことでした。豆腐屋の前を
行ったり来たり。ときどきは井戸を
覗き込んだりして考えていました。

豆腐屋は昔、大関にまでなったと
いう元相撲取りでした。店の前を行
ったり来たりしている暗い表情の男
に気がついていましたが、そのうち
いなくなるだろうと豆腐作りの作業
を続けていました。

男が店に入ってきました。そして
か細い声で「豆腐の角をください」

白石阿光の不条理ストーリー



と言いました。
「え？ 何？」ーー元大関の豆腐屋が
聞きました 「豆腐の角です。トーフ。
のカド」ーー男が声を振り絞るよう
に答えました。
「豆腐の角をどうするんです？」
「死ぬんです」
「なに？」
「頭にぶつけて死ぬんです」
「そりゃあ、危ねえや。うちの豆腐
は石より硬いって評判なんだ。頭を
ぶつけりゃ、脳みそにまで食い込ん
じまうぜ」
「それは好都合」
「冗談じゃあない」

奥から豆腐屋のおかみさんが声を
聞きつけて出てきました。男の顔を
見るなりびっくり 「まあ、金ちゃ。
ん！」――すっとんきょうな声を出
してしまいました。
「そういうお前は？」
「品川の…… 「あ！ お前は！」」

そうです。品川の海に一緒に飛び
込もうとして、一人だけ逃げ出した
女郎です。
「坊主になった女郎というので馬鹿
にされていられなくなり、転々とし
たあと、昔世話になった千早姉さん
のあとを追ってここまで来たの」
「 、 」いまじゃあ わしの女房でごんす
「金を貸してくれ！ いや、金を貸
してください」
「わしの女房に何をする！」

女につかみかからんばかりにすが
る男の胸を、元大関の豆腐屋が力任
せに突き飛ばしたからたまらない。
男は、宙を飛んで井戸のそばへ。恨

めしそうに豆腐屋夫婦をにらんだか
と思うと、井戸へ飛び込んでしまい
ました。

。 、男はまっ逆さまに落ちた ずっと
どこまでも。どこかで何かにぶつか
って、木っ端微塵に飛び散るはずだ
った。だが、どこまでもいつまでも
まっ逆さまに落ち続けた。

いつの間にか男は霧の中にいまし
た。誰かがいる。そこには骨と皮だ
けの老人が葛のように曲がった頼り
ない杖にすがって立っていました。
「あなたは？ 「死神じゃ」」
「貧乏神に取りつかれたと思ったら
今度は死神か。でもやさしい人みた
い」
「人じゃあない、神様だ」
「私はどうしてここにいるんでしょ
う」
「お前はここがどこかわかってんの
か」
「いえ。どこです」
「地獄の三丁目だ」
「え？ おれは死んだの？」
「誰かがお前のローソクを接いだみ
たいだな。かわいそうに元の世界に
逆戻りだ」

見ると、死神の後ろに明々と燃え
ている炎が見えました。燃え上がる
炎の先からは、次から次へと四角い
紙が舞い上がっています。紙幣だ！
あれほど欲しかったお金が舞い上が

。っては次々と足下に落ちてきました
男は心が舞い上がった 「お金だ！。
お金だ！」

「持っていくがよい。いくらでも持

っていくがよい。地獄の沙汰も金次
第。死者にお金を持たせようとあの
世で燃やしているようだが、はっき
り言って迷惑なのじゃ。この世では
なんの役にも立たん。ゴミが増えて
しようがないから持って帰れ」

男は紙幣を丸めて大きな団子を作
りました。その姿はまるでフンコロ
ガシそのものでした。

男は元の世界に帰ってきた。確か
にそこは元の世界だった。

だが、家には 帰 ら らKAE RIT AI
なか った。 。kae renai Kaeritakunai...

そうなのです。かえ かえら かえr n
k t tらな かえらなか かえらなかっ

帰らなかった。

-/ - :- ^-.:: !;.---;-^,;-「 〉「 」ー ¨ ＾< Σ××
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三匹が撮る！



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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Michio Katayama

,

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

http://www.609studio.com/オフィシャルサイト
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～冤罪の現場から考える～
袴田事件の映画感想記

編集長 井上脩身Lapiz

袴田事件の無実の犯人・袴田巌さんの刑務所からの釈放後に密
「 」 、着したドキュメンタリー映画 袴田巌――夢の間の世界 を４月

大阪の映画館で見た。長年の監獄生活で重い拘禁症状になり、釈
放直後は意味不明な言葉を発していた袴田さんだが、普通の市民
生活を送る中で精神が安定しつつある様子をカメラはとらえてい
る。私は再審裁判に耐えられるのか、と心配していたが、これな
ら晴れて無罪を勝ち取れる、と安心した。映画には袴田さんを、
狭山事件の石川一雄さんら三つの冤罪事件の犯人とされた人たち
が訪ね来る場面がある。袴田事件を含めてこの４事件の現場を私
は歩いている。その偶然に私は改めて冤罪を生み出す、悪魔のご
とき権力構造に思いが至り、鉛で押しつけられたような重苦しい

。 。 、気分に陥った 袴田事件発生から今年で５０年 裁判員裁判が行われるようになり
取調室の可視化もわずかながら進んだ。だが、冤罪がなくなる気配はない。いや、
権力犯罪は一層巧妙化する恐れすらある。

びえんと　冤罪の現場から考える



自供と異なる血染めの着
衣

１９６６年６月 静岡県清水市 現、 （
・静岡市清水区）のみそ製造会社の
専務宅で、一家４人が何者かに刺殺
された。専務宅は放火されて全焼。
東海道線を挟んで反対側にあるみそ
工場に住み込んでいた従業員の袴田
さんのパジャマに血の染みがついて
いたことなどから、警察は袴田さん
を逮捕した。

袴田さんは「パジャマ姿のまま専
務宅に侵入し、専務夫婦と子ども二
人を刃渡り１２センチのくり小刀で
刺し殺した後、工場内の取ってのな

いポリバケツにガソリンを入れて火
を放った」と自供。事件から１カ月
半後、パジャマの血痕と被害者の血
液型が一致したとして、袴田さんは
起訴された。同年１１月に開かれた
初公判で、検察側は袴田さんがパジ
ャマ姿で犯行に及んだとの冒頭陳述
を行った。

ところが、起訴から１年後の６７
年８月末、突然、みそタンク内から
作業ズボンやシャツなど５点の血染
めの着衣が入った袋が発見された。
常識で考えれば、袴田さんの自供と
は全く異なっており 「袴田さん無、
実の証拠」だった。ところが検察側
は、シャツの血痕が袴田さんのもの
と一致したとの理由で、犯行着衣を
この５点に変更した。

静岡地裁での裁判では２回目から
熊本典道さんが主任判事になった。
熊本さんは、警察での袴田さんの取
り調べが、自供するまでの２０日間
で延べ２４０時間にのぼり、１６時
間以上にも及んだ日もあったことか
ら、自白の任意性に疑問をもった。
さらに、凶器とされたクリ小刀の先
端が欠けており、４人を殺すにはち
ゃちすぎると疑った。だが、裁判長
を含む３人の合議で、熊本さん以外
の２裁判官は有罪を主張した。判決
文を書くのは主任判事の任務だ。結
局、熊本さんは判決の中で 「５点、
の着衣で殺害行為を実行した後、パ
ジャマに着替えて放火した」と強引
な事実認定をし、袴田さんに死刑を

言い渡した。８０年１１月、最高裁
で死刑が確定した。

地獄のゴングが鳴る

袴田さんはプロボクサーだった。
６０年７月、満員の後楽園ホールで
開かれたチャンピオンスカウトフェ
ザー級トーナメント戦Ａ級決勝戦で
優勝、鮮やかにプロデビューした。
この年、袴田さんは１３勝４敗１分
の好成績を残した。翌年３月、フェ
ザー級８位の袴田さんは、重いラン
クのバンタム級日本タム級チャンピ
オンとのタイトルマッチに臨んだ。
リングサイドには元世界チャンピオ
ン、白井義男さんの姿もあった。第
１ラウンドは袴田さんが優勢だっ
た。だが第２ランドで相手のパンチ
を顔にあび、ボクサーになって初め
てダウンを喫した。最終ラウンドま
で奮戦したが判定で敗れた。

袴田さんはフェザー級６位にまで
上がったのを最後に引退。プロボク
サーとしの現役期間はわずか１年だ
った。

１審主任判事すら無罪の心証を抱
いたくらいだから、早くから冤罪で
はないかとみられていた。ボクシン
グ界は「ボクサーへの偏見事件」と
立ち上がり 「無実のプロボクサー、
袴田巌を救う会」が結成された。

８１年、第１次再審請求がなされ
たのを受け、ルポライター、高杉晋
吾さんが、事件発生、捜査、裁判の

びえんと　冤罪の現場から考える



進行と袴田さんのボクサー歴をかみ
合わせたノンフィクション『地獄の
ゴングが鳴った （三一書房）を発』
表。ボクシンゴ評論家、郡司信夫さ
んが獄中の袴田さんに送った手紙
「君の無実を信じる」を本に収録し
た。

この手紙の中で、郡司さんは小菅
の刑務所で面会した際の袴田さんの
様子を「あなたの顔は明るく輝いて
いて、無実を十分物語っていると思
った」としたためた。そして袴田さ
んが「刑務所内で囚人にボクシング

」 、を教えた と話したことをとらえて
「刑務所でボクシングを覚えて、後
に世界チャンピオンになったロッキ
ー・グラジアノやソニー・リストン
のことを思い出していました」と綴
った。

ロッキー・グラジアノは１９２２
年、ニューヨーク・イーストサイド

の貧しい家で生まれ、２０歳までに
様々な事件を起こして８年間も感化
院と刑務所で過ごした。不良仲間が
電気椅子送りになったのを機にボク
シングに打ちこみだし、４７年、世
界ミドル級タイトルマッチに挑戦、
世界王者になった。５６年、彼をモ
デルにロバート・ワイズ監督、ポー
ル・ニューマン主演で映画「傷だら
けの栄光」が製作された。

１９３２年、アーカンソー生まれ
のソニー・リストンは強盗事件など
で１９回も逮捕された。刑務所内で
ボクシングを覚え、６２年、世界ヘ
ビー級タイトルマッチに挑戦。第１
ラウンドでＫＯ勝ちしてチャンピオ
ンになった。

子供の頃から悪ガキだったロッキ
ー・グラジアノやソニー・リストン
とは逆に、袴田さんは「口数が少な
くて大人しく、悪ガキに泣かされて
いた」と３歳上の姉、秀子さんは、
高杉さんに語っている。秀子さんの
話では、袴田家は雨が降っても骨だ
けの傘しかないほど貧しかった。

袴田さんがボクシングを始めたの
は中学校を出て浜松市の自動車修理
会社に勤めていた時だ。アマチュア
のボクシングクラブに入ってみて、
結構強いことに気付き夢中で練習。
５８年に開かれた静岡国体では、地
元期待の星にまでなった 「傷だら。
けの栄光」が公開されて２年後であ
る。あるいは袴田さんはこの映画を
見たのだろうか。上京してプロに進

む決意をした。

夢が破れ、住み込んだ先のみそ製
造会社が袴田さんにとって「地獄の
リング」になった。

証拠をでっち上げる

袴田事件の再審の壁は不条理に厚
かった。再審で無罪となるには「無
罪を言い渡すべき明らかな証拠を新
たに発見したとき」とされる。先述
したように、起訴の１年後に、自白
とは全く相いれない５点の血染めの
着衣は文句なしに「無罪を言い渡す
べき明らかな証拠」である。ところ
が、この証拠を「犯行の際の着衣」
と確定判決で認定されているため、
「新たな証拠」とすることができな
い。シロの証拠でクロにされると、
被告人にとってはお手上げなのだ。

だが、白を黒に言い繕った所から
綻びがでてきた。第１次再審請求は
棄却されたが、０８年から始まった
第２次再審請求で弁護側は、犯行の
際の着衣のＤＮＡ鑑定を依頼した。
その結果、半袖シャツの右肩の血痕
が袴田さんのものでも被害者のもの
でもないことが判明したのだ。

私は１２年１１月にこの事実を知
、 。り 脳天が割られんばかりに驚いた

それまで、５点の着衣は真犯人が脱
ぎ捨てたものだと思っていた。被害
者の血ではないということは、犯行

プロボクサー時代の袴田さん（右）
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、 。着衣ですらない ということなのだ
では誰が血染めの着衣をみそタンク
に放り込んだのか。捜査当局以外に
はあり得ない。

１審主任判事の熊本さんが無罪の
心証を抱いていたことは本稿で繰り
返し触れた。検察側は「パジャマで
の犯行では公判がもたない」と考え
た。４人を刺し殺したとするには余
りにも返り血がなさ過ぎるのだ。検
察・警察はいったん起訴した以上、
何としてでも袴田さんを犯人し仕立
て上げねばならない、と面子にこだ
わった。そこで 「５点の血染めの、
着衣」というもっともらしい証拠を
でっちあげた。

以上は私の想像である。それが基
本的に間違いでないことは、後述の
再審開始決定の理由の中で明らかに
なる。

証拠のでっち上げには前例があ
る ５５年１０月 宮城県松山町 現。 、 （
大崎市）で、１家４人が傷を負った
うえ焼死体で見つかるという、袴田
事件に似た放火殺人事件が起きた。
後に松山事件と呼ばれ、斎藤幸夫さ
んが犯人とされた。事件当時、斎藤
さんが寝ていた掛け布団の襟当てに
わずかな血痕があったことから警察

。 、が押収 法廷で証拠とされた際には
８０カ所も血がついており、斎藤さ
んの死刑が確定した。

斎藤さんの母ヒデさんは事件の
夜、斎藤さんが自宅で寝ていたこと
を覚えていた 「血がそんなについ。
ていれば４０日もその布団で寝てい

」 。るはずがない と息子の無実を確信
「死刑台から助け出す」と全国を行

脚して、冤罪を訴えるビラを配って
回った。７９年、この血痕が警察の
ねつ造とされて再審開始が決定、８
４年、斎藤さんは無罪になった。

袴田事件の検察、警察は松山事件
、 。をそっくり真似た と言えるだろう

逆に、袴田さんにとっても、松山
事件の無罪獲得は大きな励みとなっ
た。姉の秀子さんは、ボクシングの
試合に際してリングに上がって支援
を呼び掛け 「袴田巌死刑囚救援議、

」 、員連盟 の設立会議に出かけるなど
袴田さんを支え続けた。

こうして今年３月、静岡地裁での
再審請求審で村山浩昭裁判長は 有「（
罪の決め手となった証拠は）ねつ造
された疑いがある」と踏み込み、再
審開始を決定するとともに 「これ、
以上の拘置は耐えがたいほど正義に
反する」と、袴田さんの拘置の執行
を停止。

袴田さんは即日、４７年７カ月ぶ
りに自由の身になった。

名誉チャンピオンベルト

袴田さんは浜松市の秀子さんのマ
ンションに身を寄せることになっ

。 「 」た 映画 袴田巌――夢の間の世界
は、袴田さんが刑務所から出るとこ
ろから始まる。その表情は硬く、マ
ンションに落ち着いてからも、刑務

第
１
審
当
時
の
袴
田
巌
さ
ん
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所内の狭い独房同様に、部屋をただ
歩きまわるだけ。まるで動物園のお
りの中のトラだ。いつやってくるか
わからない死刑執行という恐怖から
くる拘禁症のせいだろう。おりから
抜け出したというのに、オカルト教
主めいた奇妙な言葉を発する袴田さ
ん。その心はなお幻覚世界に逃避し
ようとしているのだと思った。スク
リーンは袴田さんのそのままを映し
出している 「あるがままの巌を見。
てほしい」と、秀子さんはおおらか
だ。

そんな袴田さんがリングに上がっ
たのは釈放から２カ月足らずの１４
年５月。後楽園ホールで世界ボクシ
ング協会（ＷＢＣ）から名誉チャン
ピオンベルトを贈られたのだ。満面
に笑みを浮かべる秀子さんの横で、
両手を握りしめてファイタースタイ
ルをとる袴田さん。カメラはその目
の輝きをとらえていた。

これを機に袴田さんの心が丸みを
帯び出したようだ。秀子さんとも普
通に会話が出来るようになり、訪問
客にもしっかりと受け答えし始め
た。そんな折りにマンションに訪ね
て来たのが狭山事件の石川一雄さ
ん、布川事件の桜井昌司さん、足利
事件の菅谷和利さんだ。石川さんと
桜井さんは７、８年間、袴田さんと
同じ刑務所にいたという。３人はボ
クシングを教わることはなかった
が、冤罪を訴える仲間として、刑務
所の中でも遠くから目くばせし合う

関係だった。

狭山事件は６３年５月、埼玉県狭
山市の女子高校生が殺された強盗強
姦殺人事件。石川さん宅の鴨居から
被害者の万年筆が発見されたとし
て、起訴され、１審は死刑に。東京
高裁で無期懲役になり確定した。８
０年から２次にわたって再審請求を
したがいずれも棄却され、現在、第
３次再審請求中だ。

布川事件は６７年、茨城県利根町
で大工の男性が殺された強盗殺人事
件。目撃証言から近所に住む桜井さ
んと杉山卓男さんが逮捕され、７８
年、無期懲役が確定。９６年に仮釈
放された後も無罪を訴え続けた。そ
のかいあって、目撃者が警察の誘導
に従って証言した疑いがあるとして
０９年、再審開始が決定。１１年、
無罪になった。

足利事件は９０年５月、行方不明
の女児が渡良瀬川の河川敷で、死体
で見つかった事件。女児の下着と菅
谷さんの体液のＤＮＡが一致したと
して逮捕、起訴され００年、無期懲
役が確定した。０２年再審請求し、
０９年、高裁がＤＮＡの再鑑定を行

、 。ったところ 一致しないことが判明
１０年、菅谷さんは無罪になった。

１１年、布川事件をテーマにした
映画「ショージとタカオ」が公開さ
れ、神戸の映画館で見た。その上映
前 桜井さんが会場に姿を見せ 裁、 、「

判に怒っている」と語った 「自白。
は警察官の誘導、と言っても裁判官
は耳を貸さなかった」と、憤りをあ
らわにした。

「袴田巌――夢の間の世界」の映
画の中で、桜井さんや石川さん、菅
谷さんがことさら有罪にした原審裁
判官に怒りの矛先を向けることはな
かったが、袴田さんへの気遣いの中
に、司法への許しがたい不信感を共
有していることがうかがえた。

狭山、布川、足利事件

、 、 、 。袴田 狭山 布川 足利の４事件
いずれも、現場を訪ねたと本稿の冒
頭に述べたが、それぞれ、全く別の
仕事で出張した合間に足を運んだの
だった。私の担当業務であった徳島
ラジオ商事件以外に冤罪事件の現場
を歩いたのはこの４事件だけだ。私
は映画の画面にクギ付けになる一方
で、各事件の現場を思い起こしてい
た。

狭山事件の現場を訪ねたのは２５
年くらい前だ。東京で会議に出席し
た後、西武線の入間川駅に降り立っ
た。駅近くの石川さん宅辺りの住宅
地から、殺害場所とされた雑木林を

。 、見て回った 事件から２７年がたち
新興住宅地が形成されつつあった。
それでもなお一面に茶畑が広がって
いて、武蔵野の面影がそこここに残
っていた。
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石川さんの自供によると、女子高
校生を雑木林に連れ込み、後ろ手に
手ぬぐいで縛って仰向けに倒し、の
どを手で押しつけながら姦淫して殺
したことになっている。まだ日が明
るいうちに人殺しをするのだから、
雑木林はよほどうっそうとしている
のだろう、と推測していたが、木と
木の間が３、４㍍もあり、林の外か
ら内部を見渡せた。こんな所で犯人
の思うままにされる女子高生がいる
とはとても考えられなかった。

布川事件の現場は利根川の河口で
ある。１１年前の６月、千葉県銚子
市の中心街から同川にかかる利根川
大橋を歩いて渡り、布川の街並みを
めぐった。あちこちの商店の店頭で
魚が干してあって、寂れた漁港の町
という雰囲気。その日は梅雨の晴れ
間で、湿度が高いうえに強い日差し
が薄汚れたアスファルトを照らしつ
け、体中、汗まみれになった。生魚
の匂いが混じる潮風がまとわりつく
ようで、気分は一層不快になる。

結局、殺害現場となった大工の家
はわからずじまいだった。このよう

、「 」な閉鎖された漁港の村では 不良
といわれる若者がとかく陰で後ろ指
を刺されることはよくあることだ。
桜井さんも杉山さんも、司法当局が
予断をもつ以前に、地元住民たちが
予断をもっていたのではないか。住
民から犯人に仕立て上げられる「閉
鎖村型冤罪」だと直感した。

足利事件の現場、渡良瀬川は足尾
鉱毒事件の下流である。明治時代、

足尾銅山から排出されるカドミウム
などの鉱毒で下流住民が健康被害を
受け、政治家の田中正造が糾弾しつ
づけたわが国の公害の原点ともいえ
る事件である。足利事件は、わが国
最初のＤＮＡ鑑定によって犯人を突
き止めた科学捜査の勝利、とうたわ
れた。だが、裁判経過をレポートす
る書物を読んでみると、菅谷さんの
自供の信用性が乏しいことがうかが
えた。ＤＮＡ鑑定が誤り、あるいは
数字操作、もしくは鑑定結果の隠ぺ
いの疑いがある、と思った。

０９年１１月、東武鉄道の足利市
駅で降り、渡良瀬川にかかる橋を渡
って対岸の河川敷まで歩いた。

河川敷には野球場やサッカー場が
あり、川岸との間の約３０㍍は高さ
２㍍くらいの雑木や雑草がうっそう
と茂っている。事件は５月だから、
やはりびっしりと草木に覆われてい
ただろう。菅谷さんの自供では、自
転車の荷台に女児を乗せて、スポー
ツ広場を通って現場まで行ったこと
になっている。だが、誰も菅谷さん
と女児を見ていない。皆が皆、野球
やサッカーに熱中していたわけでは
ない。ここで誰にも見られずに犯行
現場まで行った、とは考えにくい。
菅谷さんの自供の信用性が薄いとの
予想通りだった。

菅谷さんはポルノビデオを大量に
もっていた 「性的倒錯者の仕業」。
として、始めから捜査当局は菅谷さ
んに予断をもったに違いない。最初

のＤＮＡ鑑定がでたらめ、もしくは
でっちあげであったことは、再審請
求審での再鑑定結果から明らかであ
る。

求められる再審無罪

２年前の夏、静岡県掛川市で開か
れた、特定秘密保護法をテーマにし
たシンポジウムに私は招かれた。そ
の前日、袴田事件の現場を訪ねた。

ＪＲ清水駅から国道１号を１時間
ほど東に歩き、ＪＲ東海道線沿いの
現場跡付近に着いた。事件から３８
年がたち、みそ工場も、放火殺人現
場も今はない。周辺には古い民家が
密集している。事件当時も国道沿い
に集落が形成されていた。

みそ工場は線路の南、惨劇のあっ
た専務宅は線路の北側である。記録
によるとその距離は３０㍍。東海道
線の線路幅は１５㍍。高さ１㍍程の
盛り土がされている。現在は線路に
沿って両側にネットが張られている
が、事件当時、ネットはなかっただ
ろう。午前１時４５分ころ現場に差
し掛かった下り列車の運転士は石油
が燃えるような匂いを感じ取ってい
る。深夜とはいえ、時折夜行列車は
走っていたのだ。

行き来する東海道線の電車を見つ
めて、ふと疑問に思った。複線のこ
の線路を犯人が血染めの着衣のまま
渡って工場に行き、そこからガソリ
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ン入りのポリバケツを持って再度線
路を渡って専務宅に戻って放火をす
る――ネズミ小僧でもこんな危ない
橋は渡るまい。

現場を歩いてみただけで、袴田
さんの自供がでたらめであることが
わかる。取り調べに際して誘導され
たか、思いつきで述べたに違いない
のだ。

犯人が一家４人を刺し殺した後で
放火したことは記録上明らかであ
る。放火したのは現場から犯人の痕
跡を消すため以外に考えられない。
もし血染めの着衣からパジャマに着
替えたならば、燃え盛る火の中に着
衣を放り込めばよい。わざわざ線路
を渡って工場に戻り、みそタンクに
放りこんで証拠を残す凶悪犯人がど
こにいるというのだろう。

血染めの着衣が再審開始決定に際
し 「ねつ造の疑い」と厳しく指弾、
されたことは既に述べた。ＤＮＡ鑑
定は証拠でっち上げの動かぬ証拠に
なったのだ。

証拠のでっち上げといえば、石川
さん宅の鴨居で見つかったという狭
山事件の万年筆が想起される。石川
さんが別件逮捕されて１カ月余り
後、３回目の家宅捜索で被害者の万
年筆が発見されたというのだ。過去
２回の家宅捜索で、鴨居も調べられ
たが見つかっていないのに、突如と
して出てきたのはどうみても不自然
である。この万年筆のインクはブル
ーブラックだ。被害者の日記やノー
トはライトブルーインクで書かれて
おり、万年筆はねつ造された疑いが
濃厚だ。

映画「袴田巌――夢の間の世界」
に登場する４人の冤罪被害者のう
ち、袴田さんと石川さんはまだ無罪
を勝ち取っていない。袴田事件では
再審開始決定判決に対し検察側が即
時抗告し、現在審理中だ。検察側が
「犯罪を憎む」という本来の使命を
自覚しているならば、証拠ねつ造と
いう権力犯罪を行ったことを認めて
抗告を取り下げるべきであろう。袴
田さんが「無罪でない」状態である
こと自体、正義にも道義にも反して
いるのだ。袴田さんはいま８０歳で
ある。一刻も早く再審裁判で無罪が
確定されなければならない。第３次
再審請求中の狭山事件も同様であ
る。石川さんは７７歳になる。

線路を挟んで左側にみそ工場、右に専務宅があった
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冤罪が問題になり、取り調べに可
視化が取り入れられた。被疑者が任
意に供述している様子が法廷で映し
だされ、有罪立証の有力な証拠とさ
れつつある。だが、全てが公開され
ているわけではない。捜査側に都合
のよい部分だけを開示している可能
性は否定できないのだ。それは新た
な冤罪を生み出す恐れがある、とい
うことでもある。
袴田、石川、桜井、菅家の４人は

犯人ではない。現場がそう教えてい
る。捜査も裁判も、予断を排除して
現場主義に徹すれば、冤罪が今ほど
多くはなかったはずである。

井上脩身 （いのうえ おさみ）

年、大阪府生まれ。 年、毎日新聞社入社、鳥取支局、奈良支局、1944 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

運転差し止め決定にみる
許されざる危険説

――安全基準失効論を焦点に――

滋賀県の住民が関西電力高浜原発３、４号機の運転差し止めを求めた仮処分申請
で、大津地裁（山本善彦裁判長）は３月９日、申し立てを認める決定をした。稼働
中の原発を停止させる仮処分決定は初めてで、原発訴訟上でも画期的な裁判となっ
た。同原発は原子力規制委員会の新規制基準をクリアして運転を再開していたが、
決定は新規制基準そのものに疑問符を投げかけた。いわゆる「安全基準失効論」に

、 「 」 。軍配を上げたもので 私が主張する 許されざる危険説 を具体化したともいえる
しかし、同じ３、４号機について、福井地裁は昨年１２月、再稼働を認める決定を
しており、司法はなお揺らいでいることも事実である。大津地裁決定を機に 「許さ、
れざる危険説」の具体的要件をさらに煮詰めて定着させることが喫緊の課題であろ
う。私なりに分析してみた。

原発を考える



画期的な大津地裁決定

大津地裁の決定要旨の概略は次の
通りである。

過酷事故対策

福島第１原発の原因究明は進んで
おらず、津波を主たる原因を特定で
きたか不明。同様の事故を防ぐ見地
から、安全対策を講ずるには原因究
明を徹底的に行うことが不可欠。こ
の点に意を払わないのが関西電力、
ひいては原子力規制委員会の姿勢な
らば、新規制基準策定に向かう姿勢
に、非常に不安を覚える。

災害が起こるたびに「想定を超え
る」と繰り返してきた過ちに真摯に

向き合うならば、十二分の余裕をも
った基準とすることを念頭に置き、
常に他に考慮しなければならない要
素や危険性を見落としている可能性
があるとの立場にたち、対策の見落
としにより過酷事故が生じたとして
も、致命的な状態に陥らないように
することができるとの思想に立っ
て、新規制基準を策定すべきものと

。 、考える 関西電力の主張の程度では
新規制基準及び本件各原発の設置変
更許可が、ただちに公共の安寧の基
礎となると考えることをためらわざ
るを得ない。

関電は相当の対応策を準備してい
ると言うが、電源車などの可動式電
源については地震動の影響を受ける
ことは明らか。非常時の備えが完全
であることを求めるのは不可能とし
ても、また原子力規制委員会の判断
で意見公募手続きが踏まれていると
しても、このような備えで十分との
社会一般の合意が形成されたといっ
てよいか、ちゅうちょせざるを得な
い。

新規性基準で義務化されたアクシ
デントマネジメントに不合理な点が
ないことが相当の根拠や資料で疎明
されたとは言い難い。使用済み燃料
の危険性に対応する基準として新規
制基準が一応合理的であることにつ
いて、関電は主張と疎明を尽くすべ
きだ。

耐震性能

関電は既知の活断層１５個のうち
二つを最も危険なものとして取り上
げ、原子力規制委員会の審査過程を
踏まえて、連動の可能性を高めに、
断層の長さを長めに設定したとす
る。しかし、関電の調査は海底を含
む周辺領域全てで徹底的に行われて
きたわけではなく、安全余裕をとっ
たとは言えない。

津波への安全性能

新規制基準の下で特に具体的に問
題とすべきなのは１５８６年の天正
地震の震源が海底であったか否かだ
が、海岸から５００㍍ほど内陸で津
波堆積物を確認したとの報告もみら
れ、大規模な津波が発生したとは考
えられないとまでいってよいかは疑
問が残る。

テロ対策

通常想定しうる不法侵入などにつ
いては安全対策をとっているが、大
規模テロ攻撃に有効な対応策を有し
ているかは判然としない。

避難計画

地方公共団体個々によるより、国
家主導での具体的で可視的な避難計
画が早急に策定されることが必要。
この避難計画を視野に入れた規制基
準を策定すべき信義則上の義務が国
に発生しているといってもよいので

関電高浜原発
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はないだろうか。関電は新規制基準
を満たせば十分とするだけでなく、
避難計画を含んだ安全確保対策にも
意を払う必要がある。その点に不合
理な点がないかを主張する必要があ
るが、尽くされていない。

差し止めの必要性

福島第１原発事故を踏まえた過酷
事故対策についての設計思想や外部
電源に依拠する緊急時の対応方法に
関する問題点、耐震性能決定におけ
る基準地振動策定に関する問題点に
ついて危惧すべき点がある。津波対
策や避難計画にも疑問が残るなど、
住民の人格権が侵害される恐れが高
いのに、その安全性が確保されるこ
とについて関電が主張を尽くしてい
ない部分がある。３号機は 月２９1
日に、４号機は２月２６日に再稼働
したので差し止めの必要性が認めら
れる。
（３月１０日付『毎日新聞 ）』

５基がパスした新規制基
準

大津地裁決定で最も特徴的なの
は 「新規制基準が公共の安寧の基、
礎となることにためらう」と、疑問
を呈したことであろう。安倍晋三首
相は「世界一厳しい審査である規制
基準をパスした原発は運転させる」
と、新規性基準に「世界一」のお墨
付きを与えている。だが、大津決定

は「世界一」どころか、安全の見地
から「不十分」と判示したのだ。こ
のことは何を意味するだろうか。

そもそも新規制基準とはどのよう
な内容のものなのだろう。

新規制基準は原子力規制委員会が
策定し、１３年７月、施行された。
同委員会の によると、福島第１HP
原発事故以前は「シビアアクシデン
ト対策が規制の対象とされず、十分
な備えがなく、常に最高水準の安全
性を図ることがなかったと指摘され
た」とし、重大事故も考慮した安全
規制への転換と最新の知見を既存施
設にも反映させる規制への転換をは

、 。 、かる とした その基本項目として
耐震・対津波性能の強化などのほ

、 、か シビアアクシデント対策として
放射性物質の拡散抑制対策、格納容
器破損防止対策、炉心損傷防止対策
の新設、テロ対策として意図的な航
空機衝突への対応策の新設を掲げ
た。

以下は原子炉新規制基準の具体的
な内容である。

【津波対策】
既往最大を上回るレベルの津波を

「基準津波」として策定し、防護壁
などの津波防護施設の設置。
【活断層対策】

活断層が動くと建屋や内部機器が
損傷する恐れがあり、原子炉建屋な
どの重要な建物、構築物は活断層の
露頭がない地盤に設置。

【活断層認定基準】
将来活動する可能性のある活断層

は、後期更新世以降（約１２～１３
万年前以降）の活動を否定できない
ものとし、必要な場合は、中期更新
世以降（約４０万年前以降）まで遡
って活動性を評価。
【基準地振動の策定】

原発敷地の地下構造を、起振車で
地下に振動を与えて解析するなどに
よって三次元的に把握。
【自然現象の想定と対策】

半径１６０㌔圏内の火山を調査
し、火砕流や火山灰の到達の可能性
とその影響を評価し、防護措置を講
じる。
【電源喪失対策】

外部電源について、独立した２回
線の接続（従来は独立性を要求して
いない 。所内交流電源は、非常用）
ディーゼル発電機の常設３台（従来
２台）のほか、電源車２台を常備。
【炉心損傷防止対策】

電源喪失時にも、原子炉格納容器
内の弁を解放し、原子炉を減圧した
後、可搬型注水設備で炉心に注水。
【格納容器破損防止対策】

格納容器内圧力と温度の低下を図
り、放射性物質を低減しつつ排気す
るフィルタ・ベントの設置と、溶融
炉心を冷却する格納容器下部注水設
備（ポンプ車、ホース）を配備。
【放射性物質拡散抑制対策】

屋外放水設備による放水で放射性
物質のプルームを防ぐ。
【テロ対策】

意図的な航空機衝突に対する対策
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として、緊急時制御室、電源、溶融
炉心冷却ポンプなどを、１００㍍先
にバックアップとして常設。

ほかに核燃料施設に関する新規制
基準も定められたが、基本的には原
子炉基準に準じているので省略す
る。

この新基準に基づいて、１３年７
月に早速北海道電力が泊原発１、２
号機の適合性審査を審査申請。安倍
首相の原発推進政策を受けて、原子
力規制委員会は九州電力の川内原発
１、２号機を「合格」させ、１５年
の８月と１０月に再稼働をした。

ほかに審査をパスしたのは、本稿
で問題にしている関電高浜原発３、
４号機、７月下旬に再稼働予定の四
国電力伊方３号機である。

また東北電力女川２号機、東京電
力柏崎刈羽６、７号機、中部電力浜

、 。岡３ ４号機など２１基で審査中だ
こうした審査ラッシュは、新規制基
準は超えられるハードルと各電力会
社が見ていることを如実に示してい
る。

無視された原子力立地審
査指針

問題は、新規制基準をパスしたこ
とをもって、安倍首相がいう「安全
な原発」といえるか、である。

東日本大震災から５年余りがたっ
た４月１４日夜、熊本県益城町で震
度７を記録したＭ６・５の地震が起

き、１６日未明にＭ７・３の本震が
熊本市一帯を襲った熊本地震は、こ
の国のどこにでも大地震が起こる地
震国であることを改めて示した。同
地震は阿蘇山を挟んで大分県側でも
余震が度重なって起こっており、火
山国でもあるこの国は、地震と火山
噴火のダブルパンチに見舞われる恐
れをも感じさせた。

熊本地震は熊本市の南を北東から
南西に貫く日奈久断層帯と、そのや
や北の布田川断層帯が活動して起き
た、とされている。日奈久断層帯を
南西に延長すると川内原発にぶつか
り、北東に延長すると中央構造線断
層帯とつながる。この中央構造線断
層帯の上には四国電力の伊方原発が
あり、川内、伊方原発は大丈夫か、
と多くの人たちが不安にかられたの
はいうまでもない。とりわけ、既に
再稼働している川内原発では南に桜
島という活火山を抱えているだけ
に、その危険性を無視することはで
きない。

だが 「熊本地震の影響は受けて、
いない」として、原子力規制委員会
は川内原発の運転休止の指示、要請
をしなかった。新規制基準は、この
程度の地震は織り込み済みというの
だ。しかし 「１０００回以上も余、
震が続く地震の恐怖のうえに、原発
事故の恐怖を被災住民に押し付ける
のか」と、怒りの声が上がった。

実際、こうした市民の素朴な感情

の通り、１９６４年に原子力委員会
が策定した原子力立地審査指針には
「万一の事故に備え、公衆の安全を
確保するためには原則的には次の立
地条件が必要」として①大きな事故
の誘因となるような事象が過去にな
かったことはもちろんであるが、将
来においてもあるとは考えられない
こと。また、災害を拡大するような
事象も少ないこと②原子炉は、その
安全防護施設との関連において、十
分公衆から離れていること③原子炉
の敷地は、その周辺も含め、必要に
応じ公衆に対して適切な措置を講じ
うる環境にあること――を挙げた。

「大きな事故の誘因になる事象」
の最たるものが地震であることは、
列島の至るところに活断層が潜んで

、 。いる以上 誰の目にも明らかだろう
この指針に従えば、わが国では１基
たりも原発は建てられなかったはず
だ。だが、高度経済成長のなか、こ
の指針は事実上無視され、７０年に
関電美浜原発１号機が操業。翌年、
東電福島第１原発１号機が運転を始
め、原発大国への道をまっしぐらに
進んだ。

９５年の阪神大震災を機に、審査
、 、指針の見直しが課題となり ０６年

耐震設計審査指針を改定。①活断層
の対象を、これまでの「５万年前以
降に活動したもの」から「後期更新
世以降の活動が否定できないもの」
にまで拡張②より詳細で入念な活断
層調査を行う③震源を特定して行う
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地震動評価と、震源を特定しない評
価を高度化する――などとした。

だが、０６年、国会で「外部電源
が断たれ、非常用のディーゼル発電
機が働かなければ崩壊熱が除去でき
なくなる」と指摘されたのに対し、
鈴木篤之・原子力安全委員会委員長
「 、は バックアップが多重化しており

そういう事態が起こらない」と答弁
した。審査指針を改定したものの、
「わが国では過酷事故が起きるはず

」 、はない との安全神話が根底にあり
大きな地震が起きた場合の評価も、
電力会社に任せたままだった。

名ばかりの「世界一厳し
い」

福島第１原発事故を契機に、原子
力行政の見直しが迫られ、１２年９
月、原子力規制委員会が発足した。
同委員会が策定したのが、既に詳細
した新規制基準である。この「安全
基準」に対し、市民団体である「ｅ
シフト（脱原発・新しいエネルギー
政策を実現する会 」が様々な角度）
から検討、その結果をまとめ、昨年
６月 『原発の安全性を保障しない、
原子力規制委員会と新規制基準 奈』（

、 ）良本英佑著・ｅシフト編 合同出版
の題で刊行した。その概略を紹介す
る。

まず 「原発の機械類は同時に壊、
れない」との前提を検討。新規制基
準は 「単一機器の故障」しか考え、
ない旧来の「設計基準」をそのまま

引き継いでいる、としたうえで「複
数の機器の同時故障は当然起こりう
るのに、設計で考慮すべき対象とし
ていない」と次のような例を挙げて
批判する。

非常用炉心冷却装置の高圧注水系
が故障した場合、炉心に冷却水を送
るため低圧注水系を使う必要があ
り、その際、原子炉圧力容器かこれ
を接続する配管の弁を開くことにな
るが、弁も故障で動かなければ炉心
冷却システムは働かない。放射性物
質の放出抑制対策としてのフィルタ
・ベントは、期待通りに働けば放射
性セシウムを１０００分の１くらい
にまでカットできるとされている
が、放射性希ガス（クリプトン、キ
セノン）の除去はできない。希ガス
全量が大気中に放出されると、敷地
境界の全身被ばく線量が２０００～
４万ミリシーベルトの範囲に達する
との試算もあり、抑制対策をフィル
タ・ベントに頼るのは間違い。

また同書は原子炉審査立地審査指
針が消し去られたと指摘し 「極論、
すれば、自然災害発生地帯であれ、
人口密集地帯であれ、どこに原発を
建設してもよいことになる」と問題
視する。

耐震設計の厳格化に関しては次の
ように主張 「活断層の露頭上での。
重要施設の設置の禁止」について、
「活断層の露頭上だけでなく、活断
層から一定の距離以内の建設を禁止
すべきだ」とし、断層の評価につい

ては「一律に４０万年前までにすべ
きだ」としている。

また基準地振動について、例えば
川内原発１、２号機では九電は審査
の過程で５４０ガルから６２０ガル
に引き上げたが 「補強工事はなく、
審査書決定まで算定根拠を示してい
ない」と指摘。玄海原発３、４号機
も６２０ガルに、伊方原発３号機は
６５０ガルに、大飯原発３、４号機
は７００ガルにそれぞれ引き上げら
れたが 「基準を厳しくして工事を、
やり直すのではなく、厳しくした基
準に合致したことにした」という。

さらにテロ対策で「意図的航空機
」 、対策 に言及していることに関して

「航空機が原発の上を通ることは禁
止しているが、米軍機だけは例外」
と指摘 「伊方原発近くでは米軍機、
飛行が繰り返されている とし 特」 、「
定安全設備」への破壊工作に対して
はほとんど無力、とみる。

新基準とは別に避難計画につい
て、原子力規制委員会が「予防的防
災措置を準備する区域 （ＰＡＺ）」
「 」と 緊急時防護措置を準備する区域

（ＵＰＺ）を設定。ＰＡＺは「放射
線被ばくによる確定的影響を回避す
るため即時避難する地域」で、おお
むね原発から半径５㌔の範囲、ＵＰ
Ｚは「リスクを最小限に抑えるため
緊急時に防護する地域」でおおむね
半径３０㌔の地域を指す。同書は、
福島第１原発事故で、６０㌔離れた
福島市で毎時２０マイクロシーベル
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トが観測された事実を挙げて 「Ｕ、
ＰＺは少なくとも６０㌔まで広げる
べきだ」と提言、原発設置許可申請
の審査に当たり、避難計画をチェッ
クする明文規定がない点を捉え 自、「
治体への無責任な避難計画の丸投
げ」と非難する。

こうした例示のうえに立って、同
書は「世界で最も厳しい基準という
のは、客観的根拠のない政治的スロ
ーガン」と指弾した。

欠陥基準合格の再稼働

新規制基準が「世界一の厳しさ」
というのは欺瞞との強い批判がある
なか、福井地裁の林潤裁判長は、昨
年１２月２４日、高浜原発３、４号
機の仮処分決定異議審で、関電の異

、 。議を認め 仮処分決定を取り消した
同年４月、同地裁の樋口英明裁判長
が、仮処分申請を認めた決定を覆し
たもので、林裁判長は原発について
「 」 、絶対的安全性は想定できない と
内蔵する危険性は認めたものの、新
規制基準について「最新の科学的、
技術的知見を踏まえた評価を求めて
おり、専門性と独立性を持つ規制委
が審査する枠組には合理性がある」
と判断 「危険性が社会通念上無視。
できる程度まで管理されている」と
の観点から、再稼働を認めた。

この判示は、おおむね原発推進派
の論理といえるだろう 「原子力規。

制委という原発のプロがパスさせた
のだから、社会通念上許された範囲
の危険」というわけだ。だが、高浜
原発も含む福井県の原発訴訟で一貫
して争われてきたのは、審査基準と
いう物差しだった。

福井県の隣の滋賀県の住民１６７
人が琵琶湖を放射能汚染から守るた
め、人格権に基づいて福井県内の関
電の原発７基の再稼働禁止仮処分を
大津地裁に申請したのは、福島第１
原発事故から５カ月後の１１年８月
だった。さらに３カ月後の１１月、
日本原電の２基を追加した。９基の

、 、 、 、内訳は美浜１ ３号機 大飯１ ３
４号機、高浜１、４号機、敦賀１、
２号機である。

原告側は「過酷事故が起きると生
命、身体、健康などの人格権が侵害
される具体的危険性がある」とした
うえで 「安全審査指針は失効して、
いる」と主張した。その根拠に「安
全評価審査指針における単一故障の
問題点」を挙げた 「単一故障指針。
は事故に際して各種の安全機器や緊
急電源用ディーゼル発電機などの全
部が壊れることを想定せず、最強の
もの一つだけ想定すればよいという
ルールだが、福島の事故により、安
全点検基準として失効している」と
いうのがその内容だ。

伊方原発訴訟最高裁判決が、設置
許可が違法になる場合として①審査
基準が不合理な場合②安全審査の過

程に看過しがたい過誤欠落がある場
合の２点を示していることを踏ま
え、原告弁護団は「失効した安全審
査に基づいた再稼働は違法」と結論
づけた。

これに対し関電は「地震、津波に
対する安全上重要な機器の健全性は
確認されており、長期間の全交流電
源喪失に至ることはない」と反論、
「過酷事故が発生することは考えら
れない」と言い張った。

同訴訟の弁護人の一人、吉原稔弁
護士は「安全指針の審議は安全神話
を作りだした御用学者を排除し、原
発に批判的な立場の学者を参加さ
せ、完全に公開し、徹底的したパブ
リックコメントで行って広く国民の
意見を取り入れる必要がある」と訴
える （ 司法は原発とどう向き合う。『
べきか――原発訴訟の最前線』現代
人文社）

この訴訟で原告側が主張する「安
全指針失効論」の指針は旧指針であ
る だが １３年策定の新指針は 単。 、 「
一機器の故障」しか考えない旧来の
「設計基準」をそのまま引き継いで
おり、根本的な問題点は解消されな
かった。その意味で、新基準になっ
ても安全指針は失効したまま、と言
えるだろう。

求められる万が一事故対
策
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大津地裁決定の中で、山本裁判長
は、原子力規制委員会の新規制基準
策定に対する姿勢について「非常に
不安を覚える」と述べた。そのうえ
で 「安全指針失効論」の立場にた、
ち 「過酷事故が生じたとしても、、
致命的な状態に陥らないような新規
制基準の策定」を求めた。言い換え
るならば、過酷事故が起きることを
前提とした安全対策を立てることを
電力会社に求めたのである。審査基
準をパスしたことをもって「社会通
念上の危険管理をしている」との電
力会社側の主張に対し、大津決定は
「過酷事故が起きても致命的な状態
にならない対策を立てて初めて危険
管理ができた」と、安全のハードル
を大幅に高くしたのだ。

「 」私は原発について 許された危険
なのか「許されざる危険」なのかを
問いかけ続けてきた 「許された危。
険」であるならば、過酷事故を想定
できなかったことに過失がなけれ
ば、事業者は許される。つまり、過
酷事故が起きる危険が具体的に予見
できたことが証明されなければ、電
力会社の幹部は無罪放免なのだ。実
際、東電の社長はのうのうとしてい

これに対し 「許されざる危険」、
であるならば、想定内であろうがな
かろうが、過酷事故が起きて環境に
重大な被害をもたらせば、電力会社
の責任は免れない。いわゆる無過失
責任である。危険の予見についても
具体的予見は要さず、万一の大災害
が起きれば事故が起きないとはいえ

ないという抽象的予見で足りるので
ある。これを私は「万が一責任」と
呼んでいる 「万が一にも事故が起。
きれば責任がある」という考えであ
る。

大津決定が「許されざる危険」の
立場であることはもはや明らかであ

。 、ろう 原発は事故を起こさなくとも
使用済み核燃料の処分問題が残る。
「許されざる危険説」を突き詰めれ
ば、使用済み核燃料の絶対的安全対
策が施されない限り、新設、稼働は
許されない。大津決定が「使用済み
燃料の危険性に対応する基準として
新規制基準が一応合理的であること
について、関電は主張と疎明を尽く
すべきだ」と迫ったことは、この点
を踏まえたものとみることができる
だろう。

もう一度、安倍首相が「世界一安
全な審査」と胸を張っていることに
思いをめぐらしたい 「世界一」は。
欺瞞であることは既に述べた通りだ

、 、「 」が 百歩譲っても 許された危険
の範囲内の基準であることは紛れも

。 「 」ない あくまで ベースロード電源
である原発を動かすための基準なの
だ。要するに事故が起きても、経済
上やむを得ないという観点からの基
準でしかないのである。

本当の「世界一厳しい審査」のた
めには、①万が一にも過酷事故が起
きない対策②万一事故が起きても、
環境に悪影響を及ぼさない対策③事
故が起きれば、６０㌔の範囲内の住
民が安全な所まですみやかに避難で

きる対策④事故後も廃炉まで放射性
物質が環境に漏出しない対策⑤使用
済み核燃料を完全に隔離できる対策
⑥テロ攻撃の標的にならない、なっ
た場合も耐えうる対策⑦集団的自衛
権の行使の反撃として原発が狙われ
ることがない証明――などが最低限
求められるだろう。

この条件をクリアするためには、
原発運転に膨大な経費がかかる。採
算が合わず各電力会社は原発から撤
退せざるを得なくなるだろう。人の
命は地球より重いのである。それを
軽視し、原発推進に躍起になってき
たことがそもそも間違いなのであ
る。

写真はいずれもウエブサイトから
https://goo.gl/Plr0Az

九電川内原発
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文 片山通夫

もんじゅの運営体が決まら
ない中で文部科学省は新たに
運転再開を目指すことと決定
した。

周知のようにもんじゅは欠
陥だらけの原子炉である。も
んじゅは 燃料（プルトMOX
ニウム・ウラン混合酸化物）
を使用し、消費した量以上の
燃料を生み出すことのできる
夢の原子炉ともてはやされて
いた。また核燃料サイクルの
計画の一環で高速炉開発を国
家プロジェクトと位置付けて
いる。
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やめられない、止まらない！

規制委員会が現在の運
営体を解体すべしと報告
されている。そして新た
な運営体を決めることに
したようだ。つまりもん
じゅは存続させると言う
訳である。しかし、大き
な問題がある。運営体と
言ってもナトリウムを扱
うもんじゅのような高速
増殖炉を扱うことのでき
る技術者がそう簡単にい
るわけがない。断ってお
くが、民間の電力会社の
原発の技術者にはできる
仕事ではない。結果とし
て「看板を掛け変えるだ
け」の運営体の交代とな
る可能性が高い。

それではまた同じ轍を
踏むことになる。莫大な
費用を使ってである。少

し話がそれるが、我が国
は赤字国債まみれの国で
あり、歳入と歳出のバラ
ンスが極端に悪い。少し
前に子供の保育所の問題
が国会で取り上げられて
いたが、厚労省の予算の
要求がたったの 億8000
円余り。もんじゅの維持
費は運転していない状態
でも一日５５００万円ほ
どかかるという。つまり
年間 万円× 日5500 365
かかるのだ！

安倍政権は「子育て」
とか「女性の社会進出」
だとか、耳障りの良い言
葉を並べても、保育所の
実態はこの通り、大企業
べったりであり、一旦決
めたらやめられないとい
う官僚の悪弊をまざまざ

と見せつけられているよ
うで気持ちが悪い。

だれかこのたちの悪い
連鎖を断ち切ってくれな
いか！

全 ページの図録は文部科学省のホ2
ームページから
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憲法記念⽇を意識した年
はない みほ（写真も）

平
和
憲
法

を
守
る

２０１６年５月３日の午後、私は
京都祇園・八坂神社の隣の円山公園
野外音楽堂にいた。５・３憲法集会
実行委員会主催「生かそう憲法 守

」ろう９条 ５・３憲法集会 京都in
が開催されていたからだ。曇り空の
下、３０００人の方が野外音楽堂に
集まった。私たちが野外音楽堂に着
いたときはもはや満席であり、通路
の端に頭をかがめて座った。最初京
都大学人文学研究所・教授の山室信
一氏の講演からはじまった。彼を知
ったのは、昨年の７月１５日に安保
法制を自民党が閣議決定した後に、
学者やＳＥＡ Ｄ の学生らが開いL s
た緊急シンポジウムだった。山室氏
は嘗て参議院の法制局で法律を作っ
ていた人物である。その法律を作っ
てきた学者が安保法制の閣議決定に
おいての批判と、政府が新たな法を
作り、法改正に近い状況にして、武
器輸出や大学においての軍事協力に

おける研究費提供と、政府に反対の
意を述べる学部への予算削減や様々
な圧力が大学側に押し寄せ、学者、
教師、学生の日常に切り込んできて

。 、いることを伝えた さらに山室氏は
以前の記事でもあげたように長田弘
『ねむりのもりのはなし』のあべこ
べのくにの詩の朗読を行った。私は
この詩が忘れられない。すべてが真
逆、あべこべになった国を謳った。

この現政権を強く伝えた鋭い詩。
法律を作る難しい仕事に従事してき
た山室氏が、文学と言うニアンスを
掴みこの言葉一つ一つの深さや重
み、幅、情景等想像が広がる。法律
を作るとは、まさに想像することな
のである。人々が法律により、どの
ような状況に陥り、どんな暮らしを
余儀なくされ、その人々も全体とい
うひとまとめの一つでなく、一人一
人の個が存在する。多様性があるこ
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と。一つの方向性にだけ作用する法
律を一つ作ることで、その反対にと
てつもない不可逆的な効力が働くこ
とも想像する必要がある。法律を作
る作業は、文学的ニアンスを持ち得
て、数字だけで判断しない人たちが
集まり、多大な時間を要し、議論を
重ねていくべきことなのである。

その後私は山室氏の本を読み、８
月後半に行われたママの会主催の山
室氏の憲法学習会にも参加した。幼
い子供を連れて京大のある会議室に
集まった若いママたち等７０名。愛

する子供が生きる今と将来を案じ、
誰に命じられることなく集まり、知
を埋めるべく食い入るように山室氏
の憲法の話を聞く母親たちだった。

、 、私は そこで京大有志の会を知り
京大の試みに賛同し、静岡と言う土
地から時間が許す限り京都に向かい
歴史研究家の知をむさぼった。

５月３日の山室氏の講演では、熊
本の大地震を政治利用に使い、オス
プレイを飛ばし、佐賀にオスプレイ
を当たり前に配置できるデモストレ
ーションを行ったに過ぎないと語っ

た。また現政権は、年金を株に投資
し、その儲けを期待するようなギャ
ンブル政治であるといい、もはやこ
の国の行方は経済という物差しで出
た数字だけで善し悪しを判断してい

。 、るとも言った まったくその通りで
人々の顔が消えている。生きた人が
消えている。この国の富の物差しは
お金の量で判断される。例えそのお
金がある一つの所に集中しようが、
富を得たには相違ない。もはや国は
企業に乗っ取られているようだ。

小泉政権から言い出した規制緩
和。その規制緩和は、企業のために
有利に働き、知らぬ間に経済成長と
いう隠れ蓑をかぶり、公共事業を破
壊した。自由化がくせ者だ。自由競
争の無秩序が、国のモラルまで破壊
した。この破壊が戦争と言うとてつ
もない悪をも肯定する事態となって
しまった。さらに閣議決定の後、国
会決議においても公正な議会を経
ず、かまくら戦法と議長の声も聞く
ことなく、 の報道記者の判断NHK

、 。で 国会通過と伝えられたこの事態
もう国会の機能は果たされていな
い。これをクーデターと言うのかも
しれない。この日本を憂い、憤り、
危機に目覚めた人は多数を占める。

しかし現政権のマスコミへの圧力
は甚だしく、現政権への不利な情報
を流すメディアも報道者も潰され
た。これをもって日本は２０１０年
報道の自由度を示す数字が世界で４
位だったのが、今年２０１６年には

月 日京都八坂公園・野外音楽堂5 3
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７２位にいることが何を語っている
か。この非常事態こそが我々の非常
事態である。

日本会議の存在

日本会議と言う言葉を知ったのは
一年前。今まで何処の組織がどんな
動きをしようとも私たち個人には関
係ないことだった。政治、宗教もす
べて個人的意識の中で存在し、その
中に食い入ることは大変ナイーブな
問題だと物わかりある大人を装いっ
ていたのかもしれない。

しかし、この団体が、戦後レジー
ムの脱却をいい、とてつもない反乱
を起こし始めたからには、この実体
を知らないと私たちの次へ行く道筋
は見えてこない。よって国家神道と
いう言葉も靖国問題も子育て中の若
い母親や私たち４０代世代も知る事
態となった。私は国家神道という言
葉はもはや死語のように思ってい
た。戦時中の亡霊のように過ぎ去っ
た日本の恥部だと感じていた。しか
し、この言葉は今も生きて、私の同
年代や夫世代に息を吹き返したよう
に生気を放っていたのには驚いた。

戦争の過ちを心から反省した時代
に私たちは生まれ、平和を守る民と
して存在していると私は子供の頃か
らずっとこれを誉れに生きてきたか
らだ。しかし当時の戦争を目論んだ
人たちは、敗戦を終戦と置き換え、

ずっと息を殺し、顔を出す時期を待
っていたのか。日本会議には神社仏
閣、各種新興宗教、倫理研究所等が
名を連ね、自民党、民進党の中にも
その組織に所属する人物がいる。２
０１１年の震災後政治権力を掴んだ
人たちもその組織に所属し、靖国神
社参拝に賛同している。彼等からは
軍事の匂いが充満する。倫理研究会
は家父長制をいい、三角ピラミッド
の形で家と言う形を一つに収める。
さらに、倫理研究会は各企業、商工
会等にも賛同され、一つの組織を形
作る時、一に結集する意識を強くす
る為にこの思想が使われているよう
だ。私が出会う人たちの日常には知
らぬ間にこの集合意識を一つにする
思想が入り込んでいた。さらに宗教
という中にこの意識が入り込んでい
たことに愕然とした。私の知る新興
宗教は人の弱みの横に現れる。さら
に当たり前にあった氏神や檀家制度
の仏教の核に号令のように嘗ての国
家神道的意識が入り込んでしまった

、 、ら 思考停止の人たちは知らぬ間に
あの時の法体制に移行し、さらにあ
の時の思想に飲み込まれてしまうだ
ろう。私は大変恐怖を感じている。

ヒトラーの再来

京都大学人文学研究所・准教授の
藤原辰史氏は、ナチス研究で有名で
ある。彼を知ったのも京大有志の会
の憲法学習会だった。彼の視点は大
変面白い。私たちが当然知っている

意識ではない切り口で事の本質をつ
く。藤原氏の著書「ナチスのキッチ
ン」や「ナチスドイツの有機農法」
に見られるようにナチスという言葉
からは想像がつかない優しい言葉が
連なっている。どういう事か？と知
らずに本を手に取ってみる。そして
不思議な感覚にとらわれて買って読
み始めていくと、とんでもなくナチ
スは日常の中に当たり前に空気のよ
うに入り込んできたのだというの
だ。キッチンとは女性が家族の為に
毎日いる場所である。また有機農法
は身体に優しい、地球に優しい農業
方法である。その中にナチスがそれ
を奨励して、政治も戦争も無関係の
普通の人たちの中にするりと入り込
んで鎮座したのだという。ドイツは
嘗て工業大国だった。

その大国がなぜ第一次世界大戦に
負けたのか。第一次世界大戦でドイ
ツはイギリス、フランス等の近隣の

、 。国に港を封鎖され 食糧を断たれた
食糧生産を輸入に頼っていたドイツ
は飢餓で負けた。その時一番苦しん
だのは、男を戦地に連れて行かれ残
された妻や子供達だった。その飢え
で苦しんだ人たちにナチスは笑顔で
毛布を持ち食べ物を持ち表れた。そ
して飢えをなくす制作や身体に優し
いオーガニックに着目し、国作りに
あたっていく。

そしてそこに選ばれしゲルマン民
族の血を煽る。さて、この近寄り方
を何処かで見覚えはないか。震災の
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時、病気の時、人が負を感じた時、
良き物を奨励し、選ばれし民を煽る
意識。ナチスを習えは、麻生氏が口
を滑ったやり口以上に恐ろしく、連
れて行くのは無防備な人々なのであ
る。

だから“憲法壊すな！と
叫ぶ

２０１６年５月３日、山室氏の講
演の後、リレートークにおいて藤原
辰史氏は、戦争は若者が犠牲になる
んだと言った。今で言う高校を出た
ばかりの１８歳から２０代の若者
が、大人の考えた戦略に使われ死ん
でいく。消えた若い魂の存在を僕は
今ここに感じて立っているのだと。

靖国神社を政治利用する意識と、
生身の若者の犠牲によって続いた戦
争を辿る意識の相違を深く感じた。

私の息子も１８歳。人ごとと思えぬ
この状況に、親としてまたひとりの
戦争反対を唱える大人として、この
日私は京都のこの集会に参加した。
今年の憲法記念日は６８回目とな
る。今まで私は憲法記念日を意識し
た事はなかった。危機を感じつつも
憲法と言う大きさと日常にはない固
さを感ていた。しかし緊急事態条項
を言い出し、自民党憲法改正案に目
を通し、去年からの現政権の動きを
見続けた今、現政権の行動に無関心
ではいられない状況を肌で感じてい
る。３０００人の中のひとり。１５
時頃から八坂神社前を通り過ぎ、祇
園の町を練り歩く。観光客が歩道を
歩き、３０００人の“憲法守れ！九

” 。条守れ！ と叫ぶ我々が車道を歩く

見慣れた京都の町であったが、嘗
て車道を堂々と歩いた事もなかった
し、町の風景をこんなに力強く眺め
た事はなかった。山室氏を先頭に彼
等の凛々しい後ろ姿を見ながらシュ

プレヒコールを時には浴びせ、京都
市役所までの道のりを歩いた。決し
てこの日を今年で終わらせない！来
年も私たちは平和を守る母として存
在していよう！

はない みほ

エッセイスト。滋賀県出身。看護師を経、代替医療などに関わる。現在、長期入院の子どもの親たちに

精神的ケアーの活動をしている。東日本大震災では、宮城県女川町に入り、保育者、子どものケアー活動

行い、現在も継続している。里山にあるアゴラ子ども美術工場で、子どもの造形活動、自然活動を繰り広

げながら政治社会問題、医療問題、子どもの問題、自然環境などについてのエッセイを書き綴っている。

著書に「はしら雲 震災と女川の人たち 「はしらぐも まおちゃん家族の明日 「里山のアゴラ 「牧場」 」 」

の一日 （自立舎刊））

http://yururinp.exblog.jpブログゆるりんのポレポレ日記
http://agorako.exblog.jp里と湖のポレポレ時間
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蝦夷地開発の夢港

大野丸の栄光と挫折
文・写真・井上脩身

江戸期文政ころの敦賀浦々古絵図

土佐の中浜万次郎が乗る漁船が天保１２（１８４１）年に土佐湾で難破し、鳥島
でアメリカの捕鯨船に助けられて１８５年になる。幕府の鎖国政策のあおりで、船
は外洋に耐えられる構造にはなっておらず、暴風に襲われるとひとたまりもなかっ

。 （ ） 、 （ ）た 同９ １８３８ 年に釜石沖で遭難した奥州の中吉丸から 嘉永３ １８５０
年に志摩・大王崎で摂津の栄力丸が難破するまでの１２年間で、４隻がアメリカの
船に、１隻がスペイン船に救助された。遭難して海洋上を漂流中、外国の外洋船に
発見されるのは万に一つの幸運でしかない。ところが、栄力丸遭難から９年後の安
政６（１８５９）年、越前の大野丸という船が、北海道南部・奥尻沖で逆に遭難し
たアメリカ船を救助した、と最近になって知った。同船は敦賀港を出港し、蝦夷地
との物流に携わっていたという。敦賀は幕末、北前船交易によって最も栄えた港の
一つだ。大野丸の活躍のヒントが敦賀にあるのだろうか。敦賀を訪ねた。
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『芋粥』の時代の繁栄

敦賀は古
来、北国の
玄間口であ
る。琵琶湖
北岸まで直
線距離で２

。０㌔足らず
奥州や北陸
と京、大坂
との格好の
中継点でも
ある。

奥州や北
陸の物資は、船で敦賀に運ばれ、こ
こから琵琶湖岸に陸送。さらに船に
移し替えて都に送られる。この地理
的な利点によって、早くから敦賀は
栄えた。

芥川竜之介の短編『芋粥 。平安』
時代、京の貴族に仕える風采の上が

。 、らないある五位の侍の物語だ 当時
ヤマイモをアカマズラの汁で煮た芋

。 、がゆが無上の佳味だった 五位には
年に１度、臨時の客がある時しか口
に入らない代物だ。それもわずかに
のどを潤すほどの少量だ。うすい口
ひげについてるしずくを、手のひら
でふいてだれに言うこともなく「い
つになったら、これを飽ける事かの
う」という五位である。

「お飽かせ申そう」という藤原利
仁という武人に連れられ、五位は冬
の晴れの日、馬で琵琶湖の西岸を経
て敦賀の利仁の館までやってきた。
旅の疲れからぐっすり眠った五位が
翌朝目を覚ますと、広庭には２、３
千本ものヤマイモが山のように積ま
れている。朝飯の膳の前には一斗も

（ ）入る提 ひさげ＝つるが付いた銚子
が置いてあり、そこに芋がゆがなみ
なみと海のごとくたたえている。五
位は口をつけないうちから、すでに
満腹を感じた。

一椀も吸いたくなくなった五位。
我慢して吸ったものの、提の半分を
平らげるのがやっと。そこにキツネ
がやってきて、芋がゆの馳走にあず
かり、五位がこれ以上、芋がゆを強
要されずに済んだ。

以上が 芋粥 の粗筋 芥川は 敦『 』 。 「
賀の朝は、身にしみるように、風が
寒い。五位はあわてて、鼻をおさえ
ると同時に、銀（しろがね）の提に

（ ） 」向かって大きく嚔 くさめ をした
、 。 、と書いて 小説を終えた 平安の昔

芋がゆという都での高貴な食べ物
も、敦賀では飽きる程手に入ったと
いうのだ。

１９１５年に『羅生門』で注目さ
れた芥川が流行作家になったのは翌
年に発表したこの『芋粥』からだ。

『今昔物語』と『宇治拾遺物語』
から題材を得たという。史実かどう

かはともかく、五位が敦賀にやって
きたころ、すでに港が開かれていて
気比神宮が氏神として人々の尊崇を
受けていた。伝承では仲哀天皇８年
創建というから１９９年に建てられ
たことになる。これを真に受けるわ
けにはいかないが、７２７年に渤海
の使節を招いたとの記録があり、奈
良時代には敦賀が重要な港であった
ことは間違いない。

、「 （ ）同神宮の名前の由来は 食 け
霊（ひ 。祭神は食物神の性格をも）」
っている、といわれ。平安時代にな
ると、貴族の口に入る北国からの食

、 、材が 敦賀で陸揚げされたことから
その守り神とされたのだろうか 芋。『
粥』は、平安の世での敦賀の繁栄の
一面を見事に捉えているといえるだ
ろう。

気比神宮
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問屋ひしめく江戸時代初
期

戦国時代から江戸時代初期にかけ
ての産業、経済の発達の中、敦賀も
また大いに発展した。敦賀は畿内の
入り口という国内的地の利のうえ
に、対外的地の利も得ていた。奈良
時代、すでに渤海国からの来航があ
ったことにも見られるように、朝鮮
半島と都を結ぶ玄間口でもあったの
だ。室町時代 「唐人」と呼ばれる、
中国や朝鮮の商人が敦賀で交易を行
った、との記録が残っている。鎖国
体制に入っても、毎年、敦賀半島沖
で密貿易が行われていたというか
ら、ひと儲けを企む者たちは目ざと
い。

井原西鶴は貞享５（１６８８）年

に著した 日本永代蔵 の中で 敦『 』 、「
賀の港は毎日の入船判金壱枚ならし
の上米ありといえり。淀の川舟の運
上にかはらず、万事の問丸繁昌の所
なり」と書いた。毎日のように船が
寄港して米が運び出され、淀川の川
舟と変わらないくらいに、舟が港内
を行き交った、というのだ。

西鶴が様々な業種の問屋が繁昌し
た、としたためたように、問屋は大
盛況だった。１９７１年に敦賀市教
育委員会が編集、発行した『敦賀市
通史 （名著出版）によると、寛文』
（１６６１～７３年）のころ、敦賀
には売り問屋１８０軒、買い問屋１
６０軒がひしめいていた。内訳は俵
物売り６０余軒、同買い４０余軒、
銅５軒、鉄６軒、茶２３軒などだ。
西鶴が書いた通り、盛んな米の取り
引きで、町は大いに潤った。

だが、そのころすでに斜陽化し始
めていた。寛文１２（１６７２）年
に河村瑞賢が西回り航路を開拓し、
庄内の年貢米が酒田から下関を経て
大坂に運び込まれるようになったか
らだ。敦賀で陸揚げして琵琶湖を経
由するよりはるかに安上がりになる
このルートが一般化し、北前船時代
を迎えると、敦賀は独占的地位を失
った。

西回り航路が生まれて後の宝永６
（１７０９）年、敦賀の問屋数は売
り問屋９９軒、買い問屋９４軒と、

。 （ ）最盛期から半減 明和４ １７６７

年には問屋２８軒、脇問屋２１軒、
と往時を見る影もないまでに激減し
た。加えて文化・文政（１８０４～
１８３０年）の時代には外国の海賊
船が日本海に出没し、西回り航路そ

。 、のものも避けられた このあおりで
敦賀港に入港する船自体も減り、衰
退に拍車がかかった。

それだけに、敦賀の人たちは千石
船の来港を心待ちする。同書による
と享和２（１８０２）年から文化９
（１８１２）年までの１１年間に辰
悦丸（１５００石 、貞富丸（１３）
００石）など、高田屋嘉兵衛の船１
０隻をはじめ３７隻が同港に停泊。
同一船が何度も入港することも多
く、２、３カ月に１隻くらいの割で
北前船が敦賀港に停泊したと思われ
る。

敦賀港から蝦夷地へは、むしろ、
、 、 、 、 、縄 草履 わらじ ろうそく 織物

椀、紙、綿、砂糖、畳表などが送ら
れ、蝦夷地からはニシン、タラ、サ
ケ、マス、コンブなどが運び込まれ
た。交易品を見る限り、他の北前船
寄港地と変わらない。

幕末の動乱と水戸天狗党

歴史は思いがけない筋書きを刻
む。幕末の動乱が敦賀を救ったので
ある。

（ ）安政から文久 １８５４～６４年

北前船
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にかけて、尊王攘夷の論が渦巻き、
倒幕運動が激化するなか、八十四州
の藩侯は京都警備を命じられ、北国
諸藩の兵糧が敦賀に集められた。さ
らに、幕府の長州征伐に対し、長州
側は航行する船を抑留。北前船は下
関回りを避け、敦賀に入港せざるを
得なくなった。北国の物産だけでな
く、丹後、丹波から因幡、伯耆、出
雲、隠岐の俵物まで敦賀経由で京、
大坂に搬送された。前掲書は「港町
としての繁栄は、寛文ごろのはなや
かだった昔が再現されたような商勢
を呈していた」という。

敦賀港の約１㌔南西の松原神社境
内に、江戸時代末期の１棟のニシン

倉がある。幅７㍍、奥行き２０㍍の
木造瓦葺きの堂々たる倉庫だ。

（ ） 、「 」元治元 １８６４ 年 天狗党
と呼ばれた水戸の尊王攘夷派が筑波
山で挙兵したが、幕府軍に攻められ
て西に逃走。総大将の武田耕雲斎ら
８２３人が加賀藩に投降し、翌年１
月、敦賀港にある１６棟のニシン倉
に監禁された。翌２月、耕雲斎ら３
５２人が斬首され、他の者は遠島や
追放の刑に処された。

倉庫は、敦賀港の改修で取り壊さ
れることになり、１９５４年、うち
１棟が同神社に移築、保存された。
現在「水戸烈士記念館」として、尊
王の志士をしのぶ資料館になってい
る。入り口の窓越しに中をのぞいて
みると、俳句をしたためた十数点の
短冊が展示されていた。その一つに
は「秋風や耕雲斎の太刀の錆」と詠
まれている。幕末の動乱によって息
を吹き返した敦賀港。ここで非業の
死を遂げた水戸の志士。彼らの思い
が明治維新という王政復古によって
息を吹き返すことになった。同神社
に耕雲斎像が立てられ、近くに墓地
が設けられた。

船を照らす洲崎の高燈籠

江戸時代の中期から後期にかけて
斜陽化しつつあった敦賀の町の人た
ちは千石船の寄港を心待ちした、と
述べたが、その気持ちを表わすかの

ように、享和２（１８０２）年、大
型の灯篭が建てられた。敦賀港近く
に現存しており 「洲崎の高燈籠」、
として福井県の史跡に指定されてい
る。

高燈籠を訪ねた。港に注ぐ運河の
ほとりにあった。高さ７・５㍍、底
辺が２・３㍍四方の四角錐型。薄い
褐色の花崗岩で組み上げられてい
る。火袋は高さ、幅ともに６０㌢。
その上の笠には宝珠が載っている。

案内板には、敦賀で廻操業を営ん
でいた庄山清兵衛が建てた「庄山の
高燈籠」とも呼ばれる灯台で、灯篭
の火は敦賀港に出入りする船の貴重

、 。 、な目印になった とある 訪ねた時
灯篭に明かりがともっていた。もち
ろん電灯の明かりだが、電気がない

、 、時代にこの灯は 海の男だけでなく
町の人たちの気持ちをも明るくした
に相違ない。

この灯篭ができて半世紀後の安政
５（１８５８）年、１隻の大型帆船
が敦賀港に入港した 「大野丸」で。
ある。

越前・大野。福井市の中心部から
東に約２５㌔の山あいの町だ。人口
約３万３０００人の小都市だが、山
城である越前大野城が霧の上に浮か
ぶことから 「天空の城」として、、
アマチュアカメラマンらの人気スポ
ットになっている。

現在の天守閣は１９６８年に再建
されたものだが、元の城は織田信長
に仕えていた武将、金森長近が天正

水戸烈士記念館 写真・片山

北前船　大野丸の栄光と挫折



４（１５７６）年から４年をかけて
築いた。城の東麓に城下町が広がっ
ている。朝市が開かれる七間通りに
は、古いたたずまいの商家が建ち並

、 。び 往時をしのぶ風情が漂っている
城と七間通りの間に「武家屋敷旧

内山家」がある。幕末期、藩政改革
に尽力した家老、内山七郎右衛門良
休とその弟、隆佐良隆の遺徳をたた

、 。えるため １９９３年に復元された
切妻の母屋は家老の家としては質朴
な造り。渡り廊下でつながる離れは

数寄屋風の書院である。質素な暮ら
しの中に、ささやかな風雅をもとめ
たのであろう。

七郎右衛門が銅山経営で手腕を発
揮したのに対し、隆佐が目を向けた
のは蝦夷地だった。山中にありなが
ら、蝦夷地開拓で藩財政を立て直そ
うと考えた隆佐。商人から和船を借
り上げて藩士を蝦夷地に派遣し、開
拓や交易を研究。時には陸路、蝦夷
地に向かわせたこともあった。これ
では十分な成果を得られるはずがな
く、大型船の必要性を痛感。安政４
年、隆佐は造船調査のために江戸に
おもむいた。大野藩士が幕府の海運
所で教育を受けていたこともあり、
箱館奉行所用の船のうちの１隻を大
野藩用として建造することになっ
た。

約１万両をかけて、天領である川
崎の造船所で建造。大野藩領内の木
村屋治三郎、治助親子が船大工とし
て建造に加わった。安政５年６月に
船体は完成して進水。品川沖で仕上
げ作業が行われ 「大野丸」と命名、
された。長さ３３㍍、幅７・３㍍、
深さ５・５㍍。２本マストで縦帆と
横帆があるスクーナータイプ。品川
を出港し、浦賀に停泊した後、関門
海峡を経て敦賀湾内入ったのは旧暦
９月２４日。大野丸は高燈籠を目標
に港にゆっくりと向かったであろ
う。藩の重役ら大勢の人たちが迎え
る中、厳かにいかりを下ろした。

アメリカ商船を救助

大野市歴史博物館に大野丸の１０
分の１の模型が展示されている。マ
ストの先が天井を突き抜けんばかり
だ。実物はこの１０倍だから、敦賀
港でその雄姿を初めて目にした人た
ちはさぞ驚嘆したことだろう。北前
船が和船から洋式船に移り変わるエ
ポックを画した、ともいえた。

この模型の脇に、大野丸の完成か
ら１年間の航行記録がパネルで紹介
されている。その概要は以下の通り
である。

安政６（１８５９）年３月１２日
と１３日に出港したが、いずれも天
候が悪化し敦賀港に引き返した。事
実上の処女航海のスタートは３月２
１日。日暮れに敦賀の北３５㌔の越
前岬を通過し、翌日には能登沖に。
２４日まで能登沖を漂い、２５日に
佐渡沖、２６日に出羽沖を通過。２
８日、８枚の帆を張り、順風に乗っ
て北進し、箱館湾入り口に停泊。２
９日、箱館港に入港し、内山隆佐ら
は大野屋に宿泊。

ここまでの記述から、隆佐が直接
大野丸に乗り込んだことがわかる。
大野藩がこの航海に大きな期待を寄
せていた証左といえるだろう。失敗
すれば隆佐が腹を切るだけでは済ま
なかったはずである。大野屋は、大
野藩士のための宿館だろうか 「武。
家屋敷旧内山家」のパンフレットで

洲崎の高燈籠 写真・片山
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見る隆佐の顔は額が大きい逆三角
形。目はきびしいが愛きょうのある
面立ちだ。大野屋に入った時の隆佐
のホッとした表情が目に浮かんだ。
大野丸は４月１４日、箱館の番所

役人から船検査を受け、１５日、石
、 。炭の運送のため釧路 厚岸に向かう

さらに石狩湾方面をも航海し、７月
９日、敦賀港に戻った。

７月２９日、２回目の航海に出港

し、８月３日、箱館港に入港。１５
日、箱館奉行からアメリカ商船救助
の依頼があり、１７日、奥尻島に向
かう。９月５日、アメリカ人、ロシ
ア人の救助に成功。同２５日、敦賀
港に帰る。

遭難したのはヘスペリーン号（資
料によってはヘスプリング号）だ。
長さ４４㍍、幅９㍍、深さ４・４㍍
と、大野丸より一回り大きい３本マ
ストの帆船である。

同博物館にはヘスペリーン号救助
模様もパネル展示されている。それ

、 、によると 大野丸は救助要請を受け
水夫を配置につけて１７日に出港し
たが、逆風のため１８日、江差に寄
港。２０日、江差を出港したが風が
強く、３つの帆は破れる。２３日、
奥尻島沖に到着、２５日、伝馬舟２
隻を出して遭難現場に向かい、アメ
リカ人とロシア人の救助に成功し
た。

パネルに記されている２５日の救
助模様はこれだけだ。ヘスペリーン
号がどのように難破したのか、なぜ
アメリカ船にロジア人がいたのか、
救助時点での波浪はどうだったの
か、そもそも何人を助けたのかがわ
からない。調べてみたが、残念なが
ら同号の遭難と救助を詳述する資料
は見つからなかった。

アメリカと幕府から感謝されたと
いい、大野丸が日米修好のうえで大

いに貢献したことは紛れもない。そ
の報を受けた時の隆佐の喜びはいか
ほどのものだっただろう 「大野の。
栄光 。隆佐の人生の最高の時であ」
ったことはいうまでもない。

、 。だが 栄光は一気に悲運に変わる
５年後の元治元（１８６４）年、大
野丸がサケを積むために択捉島に向

、 、 。かう途中 根室沖で座礁 沈没した
隆佐が病死して２カ月後のことだっ
た。乗組員は全員、伝馬船で脱出、
無事だったが、大野丸を失ったこと
で大野藩の蝦夷地開拓はとん挫し
た。

ヨーロッパ直近の港町

大野丸が沈没して４年後、幕府は
倒れ、明治時代に入った。ペリーが
来航したころ、日本人には驚異の対
象でしかなかった蒸気船は帆船を凌
駕し、北前船による交易も蒸気船が
使われるようになる。ここまでは、
北前船寄港の多くの港でみられる変
化だ。敦賀の場合、もう一つの大き
な変化があった。明治１３（１８８
０）年、敦賀―長浜間に鉄道を敷設
する工事が始まったのだ。日本で初
めて、新橋―横浜間に鉄道ができて
わずか８年後だ。

明治３（１８７０）年、イギリス
公使パークスが三条実美、岩倉具視
らに東京―神戸と敦賀―琵琶湖間に
鉄道を敷設するよう提言。これを受

大野丸・大野市歴史博物館
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けて明治政府も東京と京都・大阪・
神戸を結ぶ幹線と、敦賀―米原間の

。 、支線の鉄道計画を立てた それほど
敦賀の経済的価値が重視されていた
のだ。

当初、敦賀から琵琶湖北岸の塩津
を経て長浜までの直近ルートが設定
されたが、山中に掘るトンネルの勾
配がきつ過ぎることがわかり、東寄
りに迂回する柳ケ瀬ルートをとるこ
とになった。柳ケ瀬トンネルが完成
し、同１７（１８８４）年、敦賀―
長浜間が開通。敦賀駅は気比神宮の
前に設けられた。１８９６年に北陸
線として福井まで延伸し、敦賀駅は
２㌔南の現在地に変更された。

物流が鉄道輸送中心になると、沿
岸交易を行ってきた北前船の時代が
終焉するのは敦賀も例外ではない。
敦賀港は再び冬の時代を迎えた。し
かし、日露戦争に勝利して日本が列
強の一つになると、敦賀は新しい時
代を迎える。１９０７年、敦賀―ウ
ラジオストク間の航路が開設された
のだ。敦賀港に金ケ崎駅があること
から、同１２年、東京から敦賀、ウ
ラジオストクを経て、シベリア鉄道
でモスクワ、ペテルブルグまでの大
陸縦断連絡列車が生まれた。

列車は毎月３便運行。東京を２２
時に出発、米原を経由して敦賀港に
９時過ぎに到着し、ウラジオストク
行き船便に接続。ウラジオストクか
らモスクワまで７泊８日をかけて走

る。海路４０日かかった東京―パリ
間は、この径路を使うことで１７日
間に短縮され、ヨーロッパが一気に
近くなった。１９３３年の国際連盟
総会で脱退を宣言した松岡洋右首席
全権一行もこのルートを使ったとい
い、よくも悪しくも国際化の波に乗
り、花形路線として脚光を浴びた。

こうしてヨーロッパの玄間口の様
相を呈すことになった敦賀港。ロシ
ア語の看板を掲げる店が目立ち、和
洋折衷のホテルも建てられた。敦賀
は国際都市になったのだ。

しかし、３９年に第２次世界大戦
が勃発し、４０年、同ルートは幕を
下ろす。それは同時に、敦賀がまた
も衰退に向かうことでもあった。

岐路に立つ原発の町

１９７０年３月、日本原子力発電
敦賀原発１号機が運転を開始した。

、「 」大阪万博で 原子の火がともった
と喧伝され、敦賀は原発の町として
スタートした。現在、敦賀市内には
同原発の１～４号機、高速増殖炉原
型炉もんじゅ、それに隣の美原町に
美浜原発１～３号機があり、敦賀半
島は原発半島といって過言ではな
い。

しかし、福島第１原発事故後、原
発に対する目が厳しくなり、敦賀原

、 、発１号機は廃炉が決定 美浜原発１
２号機も運転を終了した。もんじゅ
も事故が多く、稼働の見通しが立っ

ていない。

原発依存体質から脱却できるのかど
うか、今敦賀は岐路に立っている。

大野丸に思いをはせた 「これか。
らは蝦夷地開拓だ」と、大野藩の重
役、内山隆佐が建造を思い立った。
その狙いは間違いないはずだった。
遭難したアメリカの商船の乗組員を
救助する、という国際貢献までやっ
てのけたのだ。だが、その成果を十
分得ないまま、自ら沈没し、藩の夢
はあえなく消えた。

大陸縦断列車もそうだ 「花の都。
パリへの玄関口」として、敦賀は大
いなる国際都市への飛躍が約束され
たかに見えた。しかし、皮肉にも戦
争そのものがグローバル化し、その
荒波にのまれて国際都市の夢もあえ
なく消えた。

原発も同様であろう 「原子力平。
和利用」の名の下で、敦賀は新しい
町を夢見た。確かに莫大な原発マネ
ーが入った。だが、所詮はあぶく金
である。原発に頼り切っていたので
は、町そのものが沈没しかねない。

古来、敦賀は畿内への入り口とし
て栄えた。だが、北前船時代に入る

、 、と 船が海上で浮き沈みするように
港自体も浮沈を繰り返してきた。沈
もうとすると、町を挙げて浮きあが
ろうと必死になる。大野丸はそうし
た浮揚策の象徴だった。

敦賀に２１世紀の大野丸があるの
だろうか。
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片山通夫

サハリン逍遥
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サハリンと言えばこの人！文豪 ・チェーホフ。A

サハリン逍遥



サハリン逍遥



韓国の伝統楽器・伽耶琴（カヤグム）を習うサハリン韓人三世 先生は韓国から。

＊伽耶琴： 伽耶国の嘉実王のもとで楽師于勒により開発・演奏され、後に伽耶国が新羅に統合された

ことに伴い、于勒とその弟子たちによって改良・完成され受け継がれた韓国を代表する絃楽器
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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



□ １階から２階への階段・・・期待感

□ １階から地階への階段・・・不安感

□ ２階から１階への階段・・・解放感

大胆派の ファンならばLAPIZ
すべての項目に ☒ 印？

とんぼり濃度 ６０ 大阪市中央区 ３月

SWCの世界



□ 夏は最高気温を参考に

□ 冬は最低気温を非常に気にし

□ 春秋はその日によって両方を気にし

□ 年中、気温などほとんど気にせずに

４０歳未満の ファンの☑項目は？LAPIZ

とんぼり濃度 ８２ 大阪市中央区 ３月

SWCの世界



「好き」
「私は・・・が、すきです」

これはよく聞く言葉
しかし、 によってこれほど微妙に意味が異なるTPO

言葉は数少ない
人の感性をも推しはかれる便利な日常語だ
こだわりの解釈は次号 的呟きで。LAPIZ

とんぼり濃度 ９０ 大阪市中央区 ３月

SWCの世界



ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz

《ある時間》

時間・・これは追うな
時間・・これは追われるな
時間・・これは放っておけ

ただし自分の体内時計標準時は
たえず背負って生きていることを忘れるな。

《己れ》

口は閉じ眼を開けよ
眼は閉じ心を開けよ
心は閉じ五感を開けよ

そして見えてくるもの、それは「記憶と空間」
即ち、空間に漂う「己れ 。」

SWCの世界



文 写真・井上脩身

遊女伝説が息づく古い街並み

瀬戸内海に面した播州の小さな港町、室津を訪ねよう
と思ったのは、邦画史の本のページを繰っていて 「乱、
菊物語」が目に留まったからだ。小学６年生のころ、私
の家の近くの映画館の入り口にそのポスターが張ってあ
ったのを思い出したのだ。主役は八千草薫。まだ子ども
だった私は、彼女のぽっちゃりした笑顔が好きだった。
なぜか母は相手役の池辺良が嫌いで、映画を見ることが

。 。許されなかった その映画の舞台は室津だったのである
私は、原作である谷崎潤一郎の『乱菊物語』を読んだ。
室町時代の遊女を主人公にした谷崎文学には珍しい娯楽
ものだ。なぜか、未完作品である。結末を私なりに想像
しようと、４月半ば、まだ桜が未練を残してわずかに花
をつけているころ、室津の古い街並みを歩いた。

宿場町を行く　海の宿場・室津



『 』 、谷崎の 乱菊物語 は１９３０年
朝日新聞に連載された。この取材と
執筆のため、連載を始める前、谷崎

、 、は室津の旅館に滞在し 室津界隈と
約１０㌔沖の瀬戸内海に浮かぶ家島
などを訪ねている。

時代は室町後期の永正（１５０４
～２１）年間。応仁の乱から５０年

、 、がたち 足利将軍家の没落が激しく
戦国の世になろうとしていたころ、
室津の遊女「かげろう」の美しさは
都の武士の間にまで鳴り響いていた

。 。――という設定 彼女は実在しない
延喜（平安中期）の時代に「室君」
と尊崇された花漆という遊女がいた
との室津の伝説を素材にしたといわ
れる。

室津は、播磨風土記に「此の泊風
防ぐこと室の如し」とあるように、

古来、天然の良港の一つに挙げられ
てきた。奈良時代、河尻（尼崎 、）
大輪田 兵庫 魚住 明石 韓 的（ ）、 （ ）、 （
形）に室津を入れた５港を「摂播五
泊」と定められ、室津は海の駅とし
て栄えることとなった。

船による交易が盛んになり、海の
男が上陸すると、その港に遊女街が
生まれるのは歴史のならいだ。

室津散策は見性寺見学から始め
。 、た 室君が建てた五箇の精舎の一つ

と伝えられているからだ。ちなみに
室津は「遊女発祥の地」といわれて
いる。井原西鶴も『好色一代男』の
中で「本朝遊女の始まり、江州の朝
妻、播州の室津より事起こりて、今
国々になりぬ」と書いている 「発。
祥の地」であるかはともかく、西鶴
の江戸中期、室津の遊女街が活況を
示していたことは間違いない。

室津は兵庫県御津町に属してい
る。姫路市の中心街から西に約１５
㌔ 「七曲り」と呼ばれる国道２５。
０号の海沿いの急カーブが続く所を
抜けると、そこが室津である。標高
５０㍍ほどの国道から室津の街並み
を見下ろすと、Ｕ字型の小さな湾全
体が漁港になっている。漁船がびっ
しりと係留されていて、漁船と同じ
くらいの数の家々が港にへばりつい
ている。

作家、司馬遼太郎が『街道がゆく
――播州揖保川・室津みち （朝日』

映
画
「
乱
菊
物
語
」
の
ポ
ス
タ
ー
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文芸文庫）の取材のために室津を
訪ねたのは７８年ころだ 司馬は 湾。 「
は意外に小さい。湾の小ささが、室
津の風情を一層濃くしている」と書
く。その湾の岸から少し奥まった所
に見性寺がある。

約５０㍍の参道の片側に１８基の
石像が並んでいる。案内板によると
約１０００年前、書写山を開基した
性空上人が建てた正法寺が起源。７
００年前、相国寺の在中和尚が見性
寺と名を改めて中興したという。本
堂は平屋の目立たない造り。本尊の
毘沙門天像は国の重要文化財に指定
されている。

案内板には遊女は触れられていな
い。司馬は『街道がゆく』の中で高
倉上皇の座乗船が室津に接岸した時
のことを「上皇が湯あみすると、遊
女どもが御所近くに走りよってき
た」との記録を紹介し 「遊女はそ、
のころからいたらしい」と書いてい
る。高倉天皇は治承５（１１８１）
年に安徳天皇に皇位を譲って院政を
敷いた。源平の合戦が始まったころ
である。すでにそのころ、室津に遊
女がいたのである。見性寺の創建が
案内板にあるように１０００年前な
ら、室君伝説と時代的に矛盾はして
いない。

さて、遊女かげろう。その美しさ
は毘沙門天にも劣らぬ神々しさを放
っていたのであろう。そのうわさは
都にとどまらず海の男たちによって
明にまで伝わるところから『乱菊物
語』が始まる。

明の貿易商、張恵卿。かげろうと
一夜の契りを結びたい、と思うと居
ても立ってもおられない。かげろう
から求められた「十六畳の広間に吊
るす羅綾の蚊帳を収めた二寸二分の
金の函」を２本マストの船に積んで
瀬戸内海は備前・牛窓に近づいた。
出迎えたかげろうの腰元、うるめが
船に乗って室津へ先導。しかし、張
の船は途中で行方不明になる。その
夜、うるめが乗る小舟が唐荷島辺り
に現れたところ、別の一隻の小舟が
やってきた男がうるめの舟に乗り移
り、うるめに斬りかかった。うるめ
は持っていた黄金の函を放り投げ

。 。る 函はきらめきながら海に落ちた

『乱菊物語』は「羅綾の蚊帳」をめ
ぐって展開する。羅綾は新潮文庫版
『乱菊物語』の注釈では「高級な布
地や衣服のこと」だ。二寸二分はお
おむね６・７㌢。こんな小さな箱に
入る十六畳の蚊帳というのだから、
目に見えないほどの細い糸で、極め
て薄く織りあげねばならない。かげ
ろうは、この作れるはずもない蚊帳
を持参した者の婿になる、と宣言し
た。かげろうは俺の物、とほくそ笑
んで室津に向かった張だが、唐荷島
辺りの海に沈んでしまった、という
のである。

唐荷島は室津の沖合２㌔から３㌔
にかけて、手前から地ノ唐荷島、中
ノ唐荷島、沖ノ唐荷島の三つの小さ
な島からなる。司馬が泊まった旅館
は室津港を見渡せる高台にあった。
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「地図ではよほど沖合かと思って
いた中ノ唐荷島と沖ノ唐荷島がちか
ぢかと見える」という。私も国道か
ら沖合を眺めたが、沖ノ唐荷島はぼ
ーと霞んでいて近々には見えなかっ
た。見性寺の近くの土産物店でもら

「 」 。った 播州室津名所絵図 を開ける
室津界隈を昔風に描いた素朴で情緒
のある地図である。藻振鼻という室
津の西端の海際の近くに唐荷島が描
かれている。藻振鼻に向かった。

途中の道端に「貝掘の井戸」があ
る。浄土宗の開祖、法然上人は讃岐
に流される時（１２０７年）と、許
されて都に帰る時（１２１１年）の
２回、室津に立ち寄っている。最初
の時、遊女の友君が法然上人によっ
て得度したと伝えられている。司馬
は当初、友君伝説が「遊女発祥」の
根拠だと思っていたようだ。先に述
べた高倉上皇の御所に近づいた遊女
の話に触れた後 「鎌倉のころの友、
君が元祖でなかったらしい」と考え

を変えた。

法然上人が、室津の人たちが飲み
水に困っていると知って、海際を貝

、 、で掘ったところ 淡水が沸きだした
と案内板にある。井戸のそばで女性
たちが洗濯をしている昭和４０年こ
ろの写真のコピーが張ってある。今
は柵がされて使用はできない。上か
らのぞくと、底に蓄えられた水はな
お澄んでいるように見えた。

藻振鼻は海面から５０㍍以上も高
い断崖の上だ 「藻振観音跡」の小。
さな石碑がある。昔、観音堂があっ
たのだろう。雑木の隙間から地ノ唐
荷島と中の唐荷島が間近に見えた。
いずれも目分量で２５００平方㍍く
らいの丸い島である。深い緑に覆わ
れている。常緑樹が密生しているの
だろう。

谷崎は唐荷島を『乱菊物語』の中
でこう表わす 「もしも若葉の萌え。
出る頃であったら、全山が鬱蒼とし
た緑の衣をつけ、香油を塗りかため
た濃い黒髪のようなつやつやしさを
帯びて、静かな海にその影を浸しな
がら行き交う船ににっこり笑いかけ
る」

その向こうに家島が春の日を受け
ている。唐荷島は家島に守られてい
るように見える。

石碑のそばに山部赤人の歌碑があ
る 「玉藻苅辛荷乃嶋尓嶋廻為水島。
ニ四毛有哉家不念有六」と万葉仮名

で刻まれている。７９年、万葉研究
家、犬養孝氏が揮毫したというだけ
あって、一点の乱れもない楷書だ。
「唐荷の島をめぐって魚を取る鵜だ
ったら家のことを思い出したりしな
いのに」という意味だろうか。赤人
は聖武天皇に仕えた奈良時代の歌人
だ。その聖武天皇の信任を得た僧、
行基が室津港を開いた、と伝えられ
ている。山部赤人が室津に来たのは
行基と関係があるのだろうか。

大陸からの交易船が入る港なら、
積み荷を狙う海賊が出没してもおか

。 、 （ ）しくない 唐荷島の名は 韓 から
の船が難破し、積み荷が島に流れ着
いたことからつけられた、とされて
いる。難破は海賊の仕業ではなかっ
たか。宮廷歌人である赤人が、一刻
も早く治安のよい都に帰りたい、と
思い続けてもおかしくない。赤人の

、 。ころ 室津にまだ遊女はいなかった
室津の日々を一人寂しく送っていた
のではないだろうか。

谷崎が赤人の和歌を意識したかは
定かでないが、小説に海賊を織り込
む。

賀茂神社の小五月祭り

七年に一度、閏五月に開かれる小
（ ） 。五月 こざつき の礼祭が近づいた

祭りには都から加茂神社の神官が下
向、葵祭にも劣らぬ華やかな祭りが
繰り広げられる。津々浦々からやっ

藻振鼻から望む唐荷島
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てきた船で港の出入口が塞がれるほ
どにぎわうのだ。そんな折り、瀬戸
内海沿岸の至るところに立て札がた
てられた 「稀代の什物を取り返し。
て祭礼の日に持ってきた者には貴
賤、善人悪人を問わず陽炎はその人
の望みに任す」とある。羅綾の蚊帳
を持ってきた者は誰であろうと、か
げろうは身を任すというお触れだ。

それから３日目、賀茂神社の石段
、「 」の上り口の立て札の下に 海竜王

の名で 「石清水八幡宮の使者とし、
て什物を寄進する」と書かれた紙が
張られた。立て札と張り紙。祭り見
物にやってきた善男善女の話題が沸
騰したのはいうまでもない。

賀茂神社は室津の西の岬の突端に
建っている。５０段の石の階段を上
り切ると神社の境内に出る。そのす
ぐ手前にソテツの群落がある。高さ

、 、５ ６㍍にもなる２０株のソテツが
ギザギザの葉を広げている。自生の

ソテツとしては南限だといい、６４
年、県の文化財に指定された。

司馬も石段を上っている 「石段。
の了（おわ）るあたりからわざわざ
右手裏道を通ってみた。椿や樫が密
生していて、樹間から海がすけてみ
える」と描写している。ソテツは全
く触れてない。司馬が訪れた時は今
ほど立派ではなかったからだろう
か。当然のことながら、谷崎の小説
には登場しない。

楼門をくぐると、本殿の桧皮ぶき
の屋根が迫ってくる。国の重要文化

。 「 」財だ 本殿脇に 平清盛ゆかりの地
と題する張り紙があった。清盛がこ
こで一門の隆盛の祈願をした、とい
う。

先述の高倉上皇の行幸をしたため
た『高倉院厳島御幸記』に清盛のこ
とも触れている。上皇の船団が須磨
を過ぎたところで、清盛が唐船に乗
ってやってきて、高砂に寄港。鼓を
３回打って出港し、室津に着いた時
は「午の刻かたぶきし程」だった。
昼下がりに室津に入ったのだ。船上
から見た室津は「いけなどのやうに
みゆる」というから、清盛も小さな
港だと思ったのは紛れもない。清盛
が大輪田を国際港にしたうえ福原に
遷都しようと考えたのは、室津が
「池」でしかなかったからかもしれ
ない。

賀茂神社の石段を下りて、もう一
度藻振鼻の方に向かった。振り返る

、 。と 賀茂神社が建つ岬が一望できた
岬は高さ３０㍍ほどの断崖をなして

。 。いる その海際に灯篭が立っている
賀茂神社が海の安全を祈願するため
に建てられたことを実感した。厳島
神社を整備した清盛。あるいはその
原型はこの賀茂神社にあったのかも
しれない。

賀茂神社では毎年４月、小五月祭
りが催される。本殿前でピンク色の
裃に身にまとった少女５人が小鼓を
打ち、みこ姿の少女１０人がその後

。 「 」。ろで見守る 奉納するのは 棹の歌
木曽義仲の側室、山吹御前が同神社
に歌を捧げたのが始まりという。５
番まであるが３番を私は気に入っ
た。

「さる程に 春過ぎ夏たけて 秋
すでに暮れゆくや 時雨の雲もかさ
なりて 峰白妙に降り積もる 越路
の雪のふかきをも」

一時「朝日将軍」といわれるまで
勢いを得た義仲は頼朝に追われる身
となり、宇治川の戦いで敗れた後、
近江の粟津の戦いで討ち死にする。
冬の寒い最中のことだ。義仲を想う
山吹御前の心がよく表されているで
はないか。

羽振り競う６軒の本陣

かげろうの小五月の祭礼に戻ろ
う。

平素は室の長者として、御簾の奥
にあって、人前に顔を見せないかげ
ろう。この日ばかりは 「室君」で、
ある花漆の艶姿である。祭礼の列は

木造瓦ぶき民家が軒を接する室津の街並み
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神輿を守りながら御旅所から街を
練って賀茂神社に向かう。横笛を吹
いたり太鼓を鳴らす童女の後を行く
かげろうは黄金の竜が珠玉をくわえ
た天冠をかぶり、きらきらしい唐綾
の衣を身にまとっている。
街の中心の四つ辻に播磨の大名、

赤松上総介と、家老、浦上掃部助の
桟敷が向かいあってしつらえられて
いる。祭列がその辻に差し掛かった
時、一羽のハトが羅綾の蚊帳をくわ
えて飛んで来た。早速、蚊帳は賀茂
神社の舞楽殿に飾られた。

祭りも終わり、尾野町のかげろう
の館で総介と浦上掃部助が舞いを見
ていると、幻阿弥という幻術使いが
黄金の函を手に現れる。かげろうは
約束通り幻阿弥を婿にすることにな

、 。り 婿取り儀式を行う運びになった
『播州室津名所絵図』に尾之町と

書かれている所が尾野町なのだろ
う。国道のバス停から港に降りる坂
道の一帯を指す。かつては色街だっ
たのだろうか。今はこじんまりとし
た数店の飲食店があるだけだ。町の
中心は湾沿いの南尾之町だ。通りは
湾に沿ってカーブを描いている。

古くからの港町にしては意外に道
幅が広い。７～８㍍くらいはありそ
うだ。石畳が敷かれていて、その両
側に格子窓の家々が軒を並べる。そ
の多くは木造瓦ぶき２階建てだ。司
馬も「室津の町並の特徴は、ほとん
どの古い民家が二階建てであること
と、重厚な本瓦ぶきであること」と
表している。

保健所の軽乗用車が止まった。白
衣の女性が向かいの建物に入ってい
たった 「室津診療所」と墨書され。
た木の看板が掛けられている。この
町立診療所も木造２階建ての民家風
だ。診察室が格子窓とは、何という
風趣だろう。

実は十数年前にも私は妻と室津を
訪ねている。その折りに昼食をした
そば屋があった。店の構えは変わっ
ていない。私は既に道の駅で食事を
済ませていた 「やはり室津まで空。

」 。腹を我慢するのだった と後悔した

その店の隣に「本陣筑前屋跡」の
高さ７０㌢の石碑。しばらく歩くと
普通の民家の前や駐車場の入り口の
脇にも 「本陣肥後屋跡 「本陣薩摩、 」
屋跡 「本陣肥前屋跡 「本陣一ツ屋」 」
跡 と四つの石碑が建っていた 播」 。『
州室津名所絵図』には「最大時６軒
の本陣があった」とある。もう１軒
は「紀伊国屋」だ。見落としたのか
もしれない 「昭和４０年代にはこ。
れらの建物は姿を消した」と同絵図
に書いてある。

司馬が室津を訪ねた時はまだ残っ
ていた。司馬の文章を借りよう。

薩摩屋 高畠孫九郎 肥前屋 名（ ）、 （
村四郎兵衛 、紀伊国屋（野本源三）
兵衛）といった大屋敷が、修復の仕
様もないほどに朽ちはてている。そ
のうちの肥前屋の前に立つと、城楼
のような蔵をそなえた堂々たる破風
造りの二階建てながら、壁は落ち、
大屋根は波打ち、なんともすさまじ
い落ち崩れようながらも、歴史の残
映を平然と白昼の路上にとり残させ
ているあたり、室津という町の凄味
といっていい。

凄味を感じさせるほどの大屋敷の
崩れ落ちようというのだ。司馬なら
ではの観察眼である。何の変哲もな
い石碑ではもはや凄味を想像しよう
もない。だが、この辺りは江戸期に
は六つの本陣がその羽振り競い合っ
ていたのは紛れもない事実なのだ。
「筑前屋 「肥後屋 「薩摩屋」など」 」
の屋号からもうかがえるように、西

港近くの「本陣肥前屋跡」石碑
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国諸大名は参勤交代に際して、瀬戸
、 。内海コースをとり 室津で泊まった

全国のほとんどの宿場では、殿様ク
ラスが休む本陣は１軒かせいぜい２
軒である。６軒もある室津。いかに
参勤交代の列の出入りが激しかった
かがわかる。

『乱菊物語』の室町期には、本陣
のような凄味ある大屋敷は登場して
なかったかもしれない。しかし、そ

「 」 。のころ 室津千軒 といわれていた
「千軒」とは、その地方の代表的な
商業地を指すといわれ、既に相当な

。「 」豪商がいたはずだ かげろうの館
はそうした豪商の豪邸、とみるべき
だろう。

朝鮮通信使も滞在

かげろうと幻阿弥の祝言の部屋。
羅綾の蚊帳が吊られ、二人の間には
黄金の函が載った三宝。赤松上総介
が臨席するなか、杯を交わす段にな
った時 「海龍王」と名乗る若武者、

が乱入し、赤松の侍たちと斬り合い
になった。そこに海賊が押し入り、

。 、室津の街は騒乱状態に 火が放たれ
漁師の町に燃え広がった。海賊は混
乱に乗じて停泊中の船から金めのも
のを盗み出した。浦上掃部助の重臣
が、事件の首謀者がかげろううでは
ないか、と疑い出す。かげろうの館
が火事に遭ってないのが何とも不自
然だからだ。

『乱菊物語』では、室津は海賊が
出入りする物騒な港だが、本来は
「室」とある通り穏やかな港、の意
味だ。問題なのはむしろ酒と遊女に
溺れて我を忘れることだ。天正１６
（１５８８）年、毛利輝元が秀吉の
命で上洛した際、ちょうど盂蘭盆の
時だった。港で郎党が何らかのトラ
ブルを起こして秀吉に付け入る隙を
与えることを恐れ、上陸をさせなか
ったといわれる。

現在の室津は文字通りのどかな港
だ。平屋の家々の中で室津漁協の鉄
筋２階建ての建物が目立つ ふと 姫。 「
路藩御茶屋跡」の説明板にあった屏
風絵が頭によぎった。屏風絵にこの
漁協に似た建物が描かれていた。確
か診療所の真向かいだった。御茶屋
跡まで引きかえした。

そこは３階建てのビルだが、１、
２階の通りに面した部分は木造建築
風だ 「たつの市室津出張所」の大。
きな横看板が掛かっている。先にこ
こを通った時、保健所の車が止まっ

たので、屏風絵を丁寧に見ることが
できなかったのだ。

「 」建物の入り口の 姫路藩御茶屋跡
の石碑に 「朝鮮通信使室津湊御船、
備図屏風（部分 」のカラー絵図が）
張り付けられている 「朝鮮通信使。
宿舎跡――姫路藩が朝鮮通信使来日
の際の宿舎にした」とある。

朝鮮通信使は１３７５年、室町幕
府の将軍足利義満が高麗王朝に送っ
た使者と国書に対する返礼として派
遣されたのが始まり。１４４３年の
第３回の後１５０年間中断した。秀
吉の時代には２回、通信使が来日し
ているが、秀吉の朝鮮出兵により再
度中断された。徳川体制に入って１
６０７年に再開された。

さて 「朝鮮通信使室津湊御船備、
」。 （ ） 、図屏風 宝暦１４ １７６４ 年

第１１次通信使一行が江戸への途
次、室津に入港した時の様子を描い

、 、たもので 港に６隻の船が係留され
岸壁には長細い建物が建っている。
「御茶屋」なのだろう。

第１１次は家治が将軍になったこ
とを祝う目的で派遣された。対馬か
ら江戸までの途中、各藩が接待に当
たった。室津の担当は姫路藩 「御。
茶屋」は迎賓館だった。

使節団一行４７９人が釜山を出港
したのは前年１０月。牛窓で正月を
迎え、８００隻を超える警護の船に
守られて次の寄港地、室津に向かっ

。 、 、 、た 姫路藩も警護船 曳き船 荷船
火消し道具船など８００隻の船を編
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、 。成して待ち構え 室津まで誘導した
通信使の正使の船には青地に赤で
「正」の字に染めた旗が掲げられて
いた。
通信使に随行した金仁謙は『日東

壮遊歌記』という見聞録を残した。
それによると、往路の海は天候が不
順で、船団の１隻が難破、随員の病
死や自殺などの災難が続き、復路で
は大坂の宿舎で随員１人が刺殺され
た 「唐人殺し事件」といわれ、幕。
府は事態を重視、犯人の対馬藩員を
死罪に処した。密貿易にかかわるト
ラブルが元だったとも、日朝の風習
の違いによるいさかいが原因ともい
われている。

このころ、既に述べた通り室津に
は６軒の本陣があった。そのうえ室
津は北前船の交易港としてもにぎわ
っていた 「御茶屋跡」の３０㍍先。
「 」 「 」の 室津海駅館 は廻船問屋 嶋屋

の跡だ。現在の木造２階建ての建物
は江戸後期に建てられたものだが、
その以前から北海道のニシンを中心
に手広く商いをしていた。見性寺の
そばにある「室津民俗館」は、姫路
藩ご用達をつとめた豪商「魚屋」の
遺構である。要するに、室津は「我
が世の春」を呈していたのだ。
そんななかでの朝鮮通信使の上陸

である。この一行に殺人事件が起き
たと、室津の人たちが知っているは
ずはなかった。５００人近くにも及
ぶ異国情緒たっぷりの朝鮮通信使の
列には度肝を抜かれたことだろう。
『乱菊物語』の時代、鮮通信使は

中断中だった。かげろうは通信使を
見ていない。かげろうの時代、戦乱
の世に向かって国全体がきな臭くな
り、のどかな「室」でなくなりつつ
あった。

夢二の２点の美人画

『 』 。 、話は 乱菊物語 に戻る なぜか
かげろうは登場しなくなり、代わっ
て京の公家の娘、胡蝶を中心に話が
進む。かげろうよりも美しい胡蝶を
赤松上総介は妾として心から愛す
る。だが、胡蝶は掃部助の手下に連
れ去られる。胡蝶を取り戻そうと決
意した上総介。配下の武士の名を大
声で叫んだところで小説は終わる。
どうにも尻切れトンボである 「乱。
菊」といいうより、物語自体が乱れ
ている印象だが、谷崎といえども万
能ではない、ということだろう。

それはとにかく、室津は美人が合
うのだろうか。満開の花のようなか
げろう 悲しみの底に沈む胡蝶 乱、 。『
菊物語』の対照的な二人の美女。竹
久夢二の美人画に私は思いをはせ
た。

夢二の「室之津懐古 。」

手前にモディリアーニの女性像を
思わせるだらりの帯の面長な舞子。
彼女は本を手にしているが、顔はこ
ちらを向いている。彼女の横に座っ
ている山高帽の男性は両手で顔を覆
っている。

宿場町を行く　海の宿場・室津



背景は湾入する入江に沿って軒を
接している古い民家群と、係留して
いる５、６隻の小型帆舟。

女性の着物は黄色、帯は薄紫。薄
らと頬紅をさしている。彼女もまた
何かに思い煩うような悲しげな表情
だ。
何度見てもこの上なく寂しさを覚

えさせる絵だ 「室之津懐古」と夢。
二自ら題を書きいれているのだか
ら、室津港を描いたことは間違いな
い。

もう一つ「室之津 。こちらは一」
人の女性が松の木の脇に立ってい
る。十数頭身の異常にひょろ長い非
現実的な姿である。顔は覆面に近い
長いショールを巻いているが 「室、
之津懐古」の女生徒とは別人によう

。 。に見える このショールも帯も黒色
着物は内側が薄い青、外着は薄い赤
紫。背景はやはり民家。２棟の土蔵
がある。商家のようだ。
彼女はどこか遠くを見つめてい

る 「室之津」と同じころにかかれ。
たとみて間違いあるまい。
夢二は１８８４（明治１７）年、

岡山県瀬戸市に生まれた。室津の西
、 、２５㌔の 室津と並ぶ瀬戸内の良港

。 、牛窓の近くだ １７歳の時に上京し
童話雑誌に挿絵などを書いて糊口を
しのぐ。２３歳で岸たまきと結婚し
たが、２年後に離婚 『夢二画集―。
―春の巻』がベストセラーになり、
再びたまきと同居、２人の子どもを
もうけたが、２７歳の時、またもた
まきと別居する。

２９歳の時、３行詩「宵待ち草」を
収録した絵入り小唄集『どんたく』
を出版。翌年（１９１４年 、笠井）
彦乃と出会い、たまきと離婚する。
３２歳の時、３男が生まれ、東京か
ら京都・二寧坂に転居した。

以上は３２歳までの夢二の年表で
ある。早くから絵の才能が芽生えた
夢二は、たまきと彦乃という二人の
女性との愛を通して、独自の芸術世
界を築いたのだ。そんな折りに夢二
は室津に立ち寄ったのである。

夢二は彦乃に宛てた手紙に「繁華
な港町だった室津がいたましく衰微
し、古い家並みは死んだようだ」と
書いた 「室之津懐古」は 「いたま。 、
しく衰微した町」を背景にし 「室、
之津」は、まだ華やかだった室津の
名残を描いたのではないだろうか。
「室之津懐古」で悲しみにうちひし
がれた男性は、町の衰微とともに、
自分自身の衰微にも嘆いているよう
に思える 「室之津」の女性は、古。
き良き室津の思い出にひたってい
る、と見えなくもない。

この時期の夢二は衰微どころか絶
頂期である。翌年、高台寺近くで彦
乃と同棲生活を始める。そして１８
年には「宵待草」のレコードが全国
的なヒットになるのだ。

その後の夢二は女性遍歴の半生だ
が、ここでは省略しよう 『乱菊物。
語』が世に出る以前の絵だが、私の
イメージの中で、たまきが胡蝶に、
彦乃がかげろうにオーバーラップさ
れる。谷崎はかげろうと胡蝶のどち
らが理想の女性だったのだろう。

宿場町を行く　海の宿場・室津



谷崎が室津に滞在したのは夢二が
ここに立ち寄って１４年後だ 「室。
之津懐古」と「室之津」をどこかで
見て『乱菊物語』の発想が浮かんだ
のかもしれない。もしそうなら、未
完で終わった続きは、たまきと彦乃
が夢二を愛したように、かげろうと
胡蝶も一人の男性を愛すことになる
のではないか。はきはきと態度で表
わす愛と、じっと忍ぶように内に秘
めた愛。女の微妙で繊細な愛の深淵

、 。を描いてこそ 谷崎芸術の真骨頂だ
なぜ谷崎は筆を断ったのだろう。
室津はいま、盛んにカキの養殖が

行われていて、港のあちこちで「生
」 。カキあります の張り紙を見かける

昔の海の宿場町はもはや見る影もな
い。私は室津から去り際、春の日差
しにきらめく海を見つめ直した。穏
やかな波間にかげろうと胡蝶が眠っ
ている。そんな幻影がまぶたの奥に
映った。

室津港（写真上）
（ ）室津海駅館 写真左

宿場町を行く　海の宿場・室津



写真と文 井上脩身

４月半ば、忠臣蔵で有名な赤穂から陶芸の里・備
前に向けて車を走らせていると 「寒河」という地、
名標識が目に留まった。ローマ字表記では
「 」とある 「そうご」と読むのだ。国道SOUGO 。
２５０号をしばらく西に進むと「寒河駅」の案内標
識が掛かっている。ＪＲ赤穂線寒河駅である。立ち
寄った。無人駅である。駅前の桜並木に平行して小
さな川が流れている。名残の桜が川面に映り、寂し
げな風趣を醸していた。近くに流刑の島があると聞
いた。ふと、人の世の悲哀を覚えた。

JR赤穂線寒河駅　旅し隊が行く流刑の島



ネコのゆるキャラ列車

ＪＲ赤穂線は相生駅―東岡山駅間
５７㌔の瀬戸内海沿いローカル線。
途中、１７の駅がある。相生駅を起
点にすると、播州赤穂駅などの兵庫
県側の各駅を経て、岡山県に入った
最初の駅が寒河駅である。６２年４
月に開設された。ホームは１面だけ
だが、長さは１００㍍以上ある。幅
８㍍の待合所のベンチは新しく、無
人駅にしては手入れが行き届いてい
る。ダイヤは上り下りともおおむね
１時間に１本。乗車賃は播州赤穂ま
でが２１０円だから、大きな買い物
や総合病院に通うのには困らない。
しかし、岡山へは８４０円だ。岡山
への通学となると少なからず負担で
ある。

駅のそばの国道に沿って集落が形
成されていて、個人病院や 「名物、
カキ料理」ののぼりを掲げる飲食店
が見える。それでも２０１４年の１
日平均乗降者は１４５人。１９９２
年の２２９人から３７％も減少して
おり、過疎化と少子化が進む中、駅
は着実に寂れつつある。

駅の背後は標高１００㍍ほどの
。 。山 新緑にみずみずしく萌えていた

その麓の線路脇に４年前に植えたば
かりの桜の若木が１本、ぽつりと立
っている。まだ花はつけていない。

、 。それが一層 わびしさを感じさせる
誰もいないホームに岡山行きの電

車が入ってきた。１両か２両編成の
列車だろうと思っていたのだが、４
両編成だった。１人が降りただけ。
乗る人はなく車掌が所在なげに発車
時間を待っている。やがて音もなく
忍ぶように列車は出ていった。

約１０分後、反対側から播州赤穂
行きが到着した。運転席の下にネコ
を模したと思われるキャラクターが
ラッピングされた黄色い列車であ
る。高校生やスーツ姿のビジネスマ
ン、主婦ら７、８人が降りた。

車両の両側は 「吉備之国くまな、
く旅し隊」の文字と、やはりネコの
ゆるキャラがラッピングされてい
る。その下にやや小さな字で「岡山
支社旅のおたすけナビゲーター」と
ある。今年春に展開される「晴れの

国おかやまデスティネーションキャ
ンペーン」を盛り上げるため、昨年
１１月から運行した「ふるさとおこ
し１号」なのだ。キャンペーンの対
象は新見市、総社市などの岡山県西
部地区。要するに吉備王国の歴史や
文化に接してもらおうというのがキ
ャンペーンの狙い。運行上の都合で
播州赤穂行き列車が使われたという
次第だ。

実際、同列車から寒河駅に降りた
だれ一人 「旅し隊」といった感じ、
の旅の人はいなかった。

鹿久居千軒の遺跡の島

寒河を“旅し隊”と思った。地図
を開ける。寒河駅の１㌔南は海だ。
そのすぐ南に鹿久居島という大な島
がある。島は南北約２㌔、東西約７
㌔、周囲２８㌔のオットセイのよう
な形。この島と本土の間は幅がわず
か５００㍍の「うちわだの瀬戸」と
呼ばれる瀬をなしていて、本土から
見れば島というより川向こうの山並
みといった感じだ。この山々に昔か
らシカが多く棲んでいたことから鹿
久居島の名が付けられたという。

以前は寒河駅西約３㌔の日生（ひ
なせ）港から１日２便の連絡船があ
るだけだったが、１４年１０月、同
港と島をつなぐ備前日生大橋が完成

、 。 、し 車で渡れるようになった 早速
島に向かった。

島は標高５０～１００㍍の山々か
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らなり、鬱蒼とした森林に覆われて
いた。橋を渡り終えると、舗装され
た２車線道路は島を南北に横断し、
さらに南隣の頭島という小さな島に
通じている 島に入って約５分 見。 。「
晴らし最高」という看板が目に留ま
り、看板に従って狭い道を東に進ん
だ。山の中腹で車は通行止めになっ
た。瀬戸内海が一望できた。

この行き止まりから５㌔歩くと、
千軒湾に出るという。ちょうどオッ
トセイのお腹に当たる所だ。ここに
は縄文晩期の土器が出土する「千軒
遺跡」がある。調査の結果、古代か
ら中世にかけての住居跡が数多くあ
ることが判明 「鹿久居千軒」とい。
う言葉が残っていることから、多く
の漁民たちが暮らしていたとみられ
る。

既に日が西に傾いていた。車止め
の後の道は舗装もされていず、街灯
一つない 「千軒」もあったとは信。

じられないほどに人の気配は全くな
かった。千軒湾にまで足を伸ばす勇
気はなかった。

寂しい島であるのも当然だ。１６
４６年から１６８０年まで、岡山藩
主の池田氏が鹿狩りをした記録があ
り、７９年からは藩の馬牧場にもな
った。だが、９１年に馬５頭が生ま
れたのが最高で、これといった成果
を得ず、牧場は廃止され、藩の流刑
地になったのだ。

記録によると、島の南西部、オッ
トセイの首に当たる現寺湾という小
さな湾の奥に流人小屋が設けられ
た。１７０６年から０９人までの３
年間で約１６０人が１０の身分に分
けられて島に流され、開墾をさせら
れた。しかし５０㌃余りしか開墾で
きず、１０年、この島での流刑は取
りやめになった。

備前日生大橋から島を貫通する道
路は現寺湾をはるかに下に見て、南
隣の頭島という小さな島に橋でつな
がっている。道路上から垣間見た現
寺湾はⅤ字形に切れ込んでいて、水
は深い青色をしている。流人小屋は
このどこかにあったのだろう。気の
せいか、突然、空気がヒヤーとする
冷たさを帯びた。

流刑地でなくなってから、無人島
になった。戦後、入植が進められ、
２０１０年現在、１２人がミカン栽

。 、培などで暮らしているという だが
農家を探しているうち、日が落ち始

めた。

備前の“高瀬川”

私は今、寝る前に毎晩のように宮
尾登美子の 宮尾本 平家物語 文『 』（
春文庫）を読んでいる。平安末期、
鹿ケ谷事件の首謀者の一人、藤原成
親が備前に配流されたくだりを思い
出した。受験日本史にも出てきた同
事件は１１７６年、後白河法皇が鹿
ケ谷山荘に御幸した際に、僧俊寛や
大納言の成親が平家打倒の策謀をし
た、というものだ。密告によって未

、 。然に発覚し 成親は謀反人になった

鹿ケ谷の陰謀は全４巻中の第２巻
「 」 。 。白虎の巻 に登場 概略はこうだ

清盛の独断で成親は備前国への配
流の刑となり、牛車で朱雀大路へ出
て、鳥羽殿の南門から船に乗り、摂
津の大物浦へ。ここから目隠しの幕
が張られた粗末な屋形船に乗せら
れ、海上を何日か旅をして配流先の

。 、粗末な柴の庵に入れられた ある日
世話役の武士に「命を断て」の下知
があり、成親は断崖から突き落とさ
れた。

配流先はどこだったのだろう。備
前の瀬戸内海は島だらけだが、鹿ケ
谷から、私は鹿久居がふさわしい、
とここでも勝手な連想をした。さら
に想像を膨らませるならば、備前藩
が鹿久居島を流刑地にする着想の元
は鹿ケ谷事件だった、とも思えるの
だ。

ゆるキャラ列車から降りる乗客
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大納言という公卿の中でも最高ラ
ンクから、罪人として奈落の底に落
とされた成親の波乱の人生に思いを
はせていて、ふと中学時代に読んだ
森鷗外の『高瀬舟』の一幕が浮かん
だ。徳川時代、京都の罪人が遠島を
言い渡されると、高瀬舟で大坂へ回
されることを題材にして、鷗外が１
９１６年に書いた短編だ。

高瀬舟を操るのは庄兵衛。弟殺し

の罪人、喜助を護送している。喜助
はいかにも楽しんでいるという風
だ。不思議に思って尋ねると、喜助
は、遠島に際して交付された二百文
を大事に懐にしまっていて 「これ、
を島で何かをするための元手にした
い」と答えた。

喜助の話では、小さいころ両親を
亡くし、弟と必死になって生きた。
その弟が病気になり 「早く死んで、
兄貴を楽にさせたい」とのどに剃刀

を刺し込んで自害しようとした。そ
こへ帰ってきた喜助 「医者を呼ん。
でくる」と言ったが 「早くしろ」、
と怨めしそうな目で弟は催促した。
思わず剃刀を引き抜いた喜助。気が
付くと弟は息が切れていた。

「弟をそのままにしておいてもど
うせ死ぬ。喜助は弟の苦しみを見る
に忍びず、苦しさから救った。それ
が罪だろうか」と、疑問に思う庄兵
衛であった。

寒河駅前の入谷川。幅７㍍。水は
浅い。３、４㌔上流の池から流れて
いて、うちわだの瀬戸に注ぐ。江戸
初期に角倉了以が掘った高瀬川とは
もちろん何の関係もない。だが、鹿
久居島が流刑地だと思うと、私は因
縁めいたものを感じた。寒々とした
河。その名前からも流刑と無縁とは
言えないだろう。

川岸の１本の桜の木の下に長さ３
㍍、幅１㍍の石組の台があって、そ
の上に大きな石が２個据え付けてあ
る。この石に一体どういう意味があ
るのだろう。石の産地なのかもしれ
ないが、説明板はない。石谷川で罪
人が運ばれたことはなかったとして
も “旅し隊”者にとってはこの上、
なく、歴史の裏舞台への想像をかき
たてる川である。

本土（向こう側）と鹿久居島を結ぶ備前日生大橋
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鹿久居島から本土側に戻ってみ
て、うちわだの瀬戸に数多くのカキ
養殖のいかだが浮かべられているの
に気付いた。どうやら今はカキが寒
河地区の鍵を握っているようだ。

『高瀬川』の最後を鷗外は「次第
に更けて行く朧月夜に、沈黙人二人
を載せた高瀬舟は、黒い水の面をす
べって行った」と締めくくった。寒
河駅前も桜が満開のころなら、朧月
夜が似合いそうだ。入谷川の水面に
映る桜と月。それは華やかさのなか
に忍ぶ影でもある。人の世の哀れを
しのぶ“旅し隊”の旅だった。

（ ） 、 。 、 、井上脩身 いのうえ おさみ 年 大阪府生まれ 年 毎日新聞社入社1944 70
鳥取支局、奈良支局、大阪本社社会部。徳島支局長、
文化事業部長を経て、財団法人毎日書道会関西支部長。２０１０年、同会退職。

鹿久居島から望む千軒遺跡方向の瀬戸内海

JR赤穂線寒河駅　旅し隊が行く流刑の島



写真 片山通夫

旅するカメラは風まかせ



なんでもミシュランの旅⾏ガイドに「函館港の散策」が⼀つ星で掲
載されているとか…。確かに楽しい「みなと散歩」ができる。

北海道新幹線が⻘
、 。森 函館間で開通した

それにあやかってとい
うわけでもないが、今
回の「旅するカメラは

」 。風まかせ はハコダテ
本州から⾒ると北海道
の入口の街となるハコ
ダテは１４５４年とい
うから室町時代に津軽
の豪族河野政通が宇須
岸（ウスケシ、アイヌ

）語で湾の端という意味
に館を築き、形が箱に
似ていることから「箱
館」と呼ばれるように
なり、１８６９年（明
治２年）に「蝦夷地」
が「北海道」と名を変
えて 同時に箱館も 函、 「
館」と改称された。つ
いでに市勢を同市のホ
ームページから引用す
ると、面積６７７．８
６平方キロ 総人口２
６８，６８０人となっ
ている。

旅するカメラは風まかせ



旅するカメラは風まかせ



旅するカメラは風まかせ



旅するカメラは風まかせ



函館はイカ漁が盛んだ。

旅するカメラは風まかせ



旅するカメラは風まかせ



作・構成 片山通夫
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天才的小説家である芥川龍之介が「河
童」という小説を書いている。書き出し
はこうだ。 《河童 どうか と発Kappa
音してください 》。

有名な小説なのでご存知の方も多いだ
ろう。また著名な民俗学者の柳田國男は
彼の作品・遠野物語の５９話に河童の顔
は赤いと記載している。遠野は岩手県遠
野市のことである。前頁の写真は柳田國
男の生家のある兵庫県神崎郡福崎町辻川
に棲息（？）する河童。

河童は古来日本中で存在すると信じら
れていた。いや、筆者など今もどこかに
いると信じている。そうでないとこんな
記事書けない・・・・。
ただ残念なことに昨今河童が生息すると

思われる淵や沼は「開発」と言う名のも
とに日本中で減少している。自然の川は
コンクリートで覆われ、またダムを造ら
れ、人間が住むところでは暗渠になりと
ても河童族の住める環境ではない。

ところで河童を捕まえるには特別の許
可証が必要だ。その許可証は「河童捕獲
許可証」というものである 「捕獲許可証」があっても、河童にはなかなか会。
えないので捕まえることはできないかもしれない。

岩手県遠野市観光協会が発行する捕獲許可証
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本論に入る前に河童は魑魅魍魎の
類か否かを論じなければならない。
筆者がよくお世話になるウイキペデ
ィアではまずこのように断じている
のでまず紹介したい。

河童（かっぱ）は、日本の妖怪・
伝説上の動物、または未確認動物。
標準和名の「かっぱ」は 「かわ、
（川 」に「わらは（童 」の変化形） ）
「 」 「 」わっぱ が複合した かわわっぱ
が変化したもの。河太郎（かわたろ
う）とも言う。ほぼ日本全国で伝承
され、その呼び名や形状も各地方に
よって異なる。類縁にセコなどがい
る。水神、またはその依り代、また
はその仮の姿ともいう。鬼、天狗と
並んで日本の妖怪の中で最も有名な
ものの一つとされる。具体例として
は各地に残る河童神社、河童塚（鯨
塚、道具塚と同じ）がある。

、「 」ここに書かれている限り 妖怪
だというわけで、やはり魑魅魍魎の
類だ。そして「未確認動物」とも記
載されている以上、全くの空想の塁
でもない。これは期待できるのでは
ないか？何しろ妖怪で未確認動物な
のだからもう立派な魑魅魍魎なの
だ！！

つまりこの稿のメーンタイトルに
嘘偽りはないのだ。

河童の性格

次に河童を捕獲するにしても、
河童と共存するにしても相手の性格

「 」を知っておかなければ 百戦危うい
のである。いかな性格を持っている
のか調べてみた。というのはちょっ
と気になる記憶が筆者にあったから
である。

京都に伏見という酒どころがあ
る。その酒どころに「黄桜」という
銘酒がある。なぜ筆者が気になるか
と言えば「黄桜」はイメージキャラ
クターとして三浦布美子という女優
が出ていた。またその黄桜は清水崑
や小島功などの漫画家の「河童」を
キャラクターとして使用している。
これらの ・原画は京都伏見にあCM
る キ ザ ク ラ カ ッ パ カ ン ト リ ー
（ ）に行けKizakura Kappa Country
ば見ることができる。こうしてみる
と、河童は京都伏見にも生息してい
るのだ。色っぽい河童たちに会うこ
とができるのはここだけかもしれな
い。

河郎の恋する宿や
夏の月

蕪村

魑魅魍魎再び！



ところ
で本題。
河童の性
格だが、

これが一筋縄では行かないようだ。
何しろ魑魅魍魎の類なのだから茫洋
としてつかみどころがない。しかし

意外に知られている
面もあるのが驚き

だ。性格を簡単に描く。

人間につかまると、今後は決して
悪さをしないと
誓いたがる。

侍に斬られた河童が３年もの修業
を積み、復しゅうの勝負を挑んだ例
がある。

人間をだますよ
りも、だまされる

話のほうが多い。

河童は、皿の水
があれば怪力が
出るが、なくな
ると力が抜けることから、常に矛盾
を抱えている。それが性格にも影響
している。

兵庫県福崎（冒頭の写真）の河童
は律儀なようだ。市川という川に住
んでいた二匹の河童は水遊びをして
いた子供の「尻子玉」を抜いてしま
った。以後子供たちは川に寄り付か
ず歓声は聞こえなくなった。河童は
自分たちの性だと後悔し、柳田国男

先生に謝ろうと先生の帰りを自宅近
くの池でじっと待っていた。一匹は
頭の皿が乾いてしまって動けなくな
ったまま、もう一匹は、池の中で時
折顔を水面から出して先生の帰りを
何年も待ち続けているということ
だ。

執念深いという性格がこのように
律儀な面で出るのかとも思われる。

それで
は彼らの
生息地は
どこなの

か。芥川龍之介の作品「河童」では
「河童の国」があって、その場所は
定かではないように書かれている。
作者は人間社会を風刺するため河童
の国を描いたように思える。だから
どこでもいいのかもしれない。とい
うか、読者のそれぞれの心の中にい
るのかもしれないと思うとかなり怖
い話だ。

捕獲許可証を出すくらいだから、
遠野市には河童が必ず棲息するよう

。 「 」だ 遠野市にはその名も カッパ淵
と呼ぶ淵が存在する。

写真をよく見てほしい。竹竿に縄
が結び付けられて、その先には大き
な胡瓜が結わえてけられている。そ
うなのだ次の項でも詳しく述べるが
河童はやたら胡瓜が好物なのだ。だ
から釣り餌に胡瓜…。

余談だがこの竿をテレビカメラが

監視しているとか。河童が釣れたら
その映像は地元の 局にその映像TV
が入るのだそう…。ホンマかいなと
思わせるところが、まるで河童の世
界。

そのほか、河童の生息地は日本各
地にいろいろあるようだ。

九州・壇の浦で敗れた平家の侍た
ちが次々に討たれた。討たれた霊魂
が河童となって畑を荒らしまわった
という。また 「水に入る前にはタ
ケノコを食べる 「水に入る前には」
仏前飯を食べる 「水に入る前には」
水天宮の申し子だと唱える」などと
いうのは「カッパ除け」の呪文だそ
うだ。これは久留米の水天宮辺りの
言い伝え。そうでないと「尻子玉」

カッパ淵
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を抜かれる？つまりその辺りにも生
息するわけだ。

このほか長野県、広島県、そして
茨城などでもカッパの伝説や目撃が
ある。やはり水の中、川のほとり、
池や沼にその目撃談は多い。

尻子玉：人の肛門にあり、河童(かっぱ)に抜き

取られるとふぬけになると伝える玉。死者の肛

門が、まるで尻から何かを抜き取られたかのよ

うに広がっていたことから、存在すると考えら

れた。

すでに前項で
書いたように河
童の好物は胡瓜

である。なにしろ、釣り餌にするく
らいなのだから間違いはない。

そのほか、意外なことに相撲が好
きだ。

《 遠賀川」流域の文化誌》とい「
う書物 によると、 添田町、中元寺
ではカッパの話がいくつも出てく
る。カッパが牛馬を川に引きこんだ
り、田畠を荒して人びとを悩ませる
ので、瀬成の神が怒った。神の威力
をおそれたカッパはおわびとして、
相撲をとってなぐさめたという。ち
なみに瀬成神社の相撲は津野、猪膝
とともに、田川の三大相撲として知
られていた。

また、稲築町の話では親が子ども
に話す時、カッパから「相撲をとろ
う」といわれた時は 「人間の作法、
でとろうと答えろ」と教えた。

「相撲をとる時、きちんと頭を下

げて挨拶すると、カッパの頭の皿か
ら水がなくなるので、カッパの力は

。 」弱くなる だから負けることはない
というのである。なるほど！

遠賀川：福岡県の筑豊地区から北九州市・中間

市・遠賀郡を流れる河川

「札幌の
奥座敷」と呼ばれる温泉・定山渓に
は河童が生息する。その昔、札幌の
町を流れる豊平川で釣りをしていた
イケメンの若者、忽然と姿を川底に
消してしまった、その後に、そのイ
ケメン青年が親の夢枕に立ち 「自、
分は河童と結婚して、今は女河童と
子ども河童とともに 人で幸せに暮3
らしている」と告げたという。気を
付けよう！イケメン男子は河童に惚
れられるぞ！というお話。

こんなかわいい河童だったら・・・・
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好物があれば
嫌いなものもあ
るのが世の常。

河童にも嫌いなものがある 「河童。
のくせに生意気な」なんて言っては
いけない。最も嫌うのは何か？それ
は金気。どっかの大臣が言った「金
目」ではない、金気である。水に棲

、 。む妖怪＝河童が金属 特に鉄を嫌う
金属の発する光が魔性の身を脅かす
とかだと思われる。また逆に、瓢箪
も嫌いだ。水に浮くから水に引き込
むことができないから嫌いだという
わけだ。結構怖がりで力のない魔性
・妖怪ではある。また他の妖怪変化
と比して、河童は仏教の力を恐れる
傾向がある。伝説では、ある男が仏
飯を食べたため河童から「お前の目
から光が出て恐ろしい」と逃げてい
ったという話も残っている。そのほ
か、理由は不明だが火、荒神、おが
ら、蓼汁、唾等も余り好まないと伝
えられている。

河童語

もちろん河童には言葉がある。
芥川龍之介の小説にも河童語が出て
くる。主人公が河童の国に迷い込ん
だときは河童語は解することができ
なかったが、徐々に出来るようにな
るというくだりがある。また人間社
会では河童は次のように啼くと言わ
れているが定かではない。九州では
ヒョー、ヒョーと啼き、島根ではヨ

ッ、ヨッ、ヨッ、長野辺りの河童は
、 。 、グワァ グワァと 青森ではキャッ

キャッ、そして遠野を含む岩手全般
ではケ、ケ、ケと啼く。この中で一
番信ぴょう性があるのは遠野のケ、
ケ、ケだと思われる。なぜなら何し
ろ地元のテレビ局が日長一日監視カ
メラを回しているのだから・・・。
きっと音も収録されていることだと
思われる。ただ残念ながらあまり捕
獲出来ていないようなのでこの鳴き
声も定かではない。

河童はどのような姿かた
ちをしているのか。

ホンマかいなと思われるほど具体
的なのだ。きっと何世紀にもさかの
ぼると、実際に河童にあった人も大
勢いるのだろう。ただ正確な記録は
残っていないのが残念だ。しかしお
おむね次のような特色があるといわ
れている。

目：黄色で丸く、鋭い光を放つ。
顔：青黒い（東北地方では赤い 。）
鼻と口：カラスのくちばしのように
突き出ている。犬や猿に似た形のも
のもある。
両腕：左右の腕が１本につながって
いて、抜けやすい。手には水掻きが
ある。

5 7 8 10身長： 歳から 、 歳の小児、
歳ほどのものもいる。すでに成人し
ているから目方は意外に重く、平均
約 ほど。45kg

頭：てっぺんに凹んだ皿があり、約
センチの深さの水が入っている。3

この水があれば怪力が出るが、水が
、 。なくなると力が抜け ときには死ぬ

4歯：奥歯は鋭くとがっていて上下
本ある。
脇腹：筋が縦に浮き出ている。これ
が河童の急所で、押えられると動け
なくなる。
甲羅：背中、ときには腹にも甲羅が
あり 首や手足がすっぽり入る 甲、 。（
羅のない系統もある）
尻：尻の穴は つ。河童の屁はとて3
も臭く、嗅いだら病気になることが
ある。尻の先に短い尾が出ている。
全身：からだ中、毛におおわれてい

、 。 、て 表面はヌルヌル 色は青黄色で
生臭いにおいがする。

前頁のイラストとは全
く違う！

夢ははかなく…。
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河童が文献に初めて現
われるのは『日本書紀』
といわれ、河童の原形と
される「河伯（かわのか

11 323み 仁徳天皇 年）」（ （
年 ）や 「みづち （仁） 、 」
徳天皇 年( 年 ）の67 379 ）
記述がある。

ところがこれ以降、河童は文献に
は現われなくなった。河童は、江戸
時代に入ってから活躍を始め、後期
に全盛期を迎えるのである。そして
近代を経て、河童はわたしたちに身
近な存在となっていった。

恐ろしい妖怪から、学問
の対象へ

河童は人の尻子玉を取って殺める
ことから、古来より恐れられる存在
だった。しかし江戸時代になると、
本草学（博物学に近い）を研究する
学者をはじめ、医師・文人・絵師が
河童に強い興味を持つようになっ
た。古今の見聞が図にされ、捕らえ
られた河童が写生された。河童は、
学問の対象として熱心に研究されは
じめた。

親しみをもたらした浮世
絵の河童

本草学者の学問的な画と違って、浮
世絵師たちの河童は、どれものびの
びと自由に個性的に描かれている。
歌麿の師匠・鳥山石燕の絵を見て
も、河童は生き生きとしている。ま
た、歌麿・北斎・広重などの巨匠が
こぞって画題に取り上げていること

、 。からも 当時の関心がうかがわれる
彼らのユーモアとウイットは、やが
て狩野派絵師でありながら浮世絵も
描いた暁斎の戯画へつながっていっ
た。

瓢逸と哀歓にみちた芋銭
の河童

水戸浦のカッパ
（東浜の漁師 権平次より、浦山金
平宛 届出）

享和元年六月一日、水戸浦にて河
童を漁獲いたしました。

河童の身長一メートルあまり、体
重四十五キログラム。体格に比べ、
ことのほか重いものでありました。

当日、海にておびただしく赤子の
泣き声がするので、漁師たちがあち
らこちらと船を乗りまわすに、声は
海の底から聞こえるようでした。
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網を下ろしたところ、さらにいろ
いろの声で鳴いております。そこで
刺し網を引き回すと、鰯網の内に河
童が十四五匹入っていて、たちまち
躍り出て逃げようとしました。船頭
たちは棒や櫂で打ち叩きましたが、
ぬるぬるした体に滑って、なかなか
手応えがありません。

そのうち一匹が船の中に飛び込ん
だので、苫（とま）を押しかぶせて
上から叩き、打ち殺しました。その
時も赤子が泣くように鳴いておりま
した。河童の鳴き声は、赤子の泣き
声と同じなのでございます。

打ち殺される時に、河童は屁をこ
。 、きました まことに耐え難い臭気で

嗅いだ船頭たちは後日寝込んでしま
いました。叩いた棒などにも青臭い

、 。においがつき いまだに消えません
河童の尻の穴は三つありまして、

体には骨格がないように見えまし
た。屁の音はせず、スッスッとこい
ておりました。打ち叩くと首が胴の
中に八割がた引っ込み、胸や肩が張
り出してせむしのようになります。
死んだら首は引っ込みません。

当地で河童を獲ることは度々ござ
いますが、このたびのように大きく
て重いものを捕らえたことはなく、
珍しいことゆえご報告申し上げま
す。
明治になると河童の妖怪性は弱ま
り、山河で気ままに暮らす生きもの

、 。として とらえられるようになった
それは小川芋銭の文人画によるとこ
ろが大きい。芋銭の河童は瓢逸と哀

歓にみちていて、胡瓜を畑から失敬
し、貝に手をはさまれ、対岸を望郷
する……。
畏怖の対象であり、学術や画題の対
象であった河童が、仙境に遊ぶ自由
人として生まれ変わったのである。

もっとも人間に近づいた
河童たち

昭和になると、小説家や漫画家に
よって河童は人間社会に近づいてく
る。

芥川龍之介は、河童に託して人間
社会を風刺、火野葦平は河童そのも
のを書こうとした。
清水崑は “ビーナス河童”を生み、
出し、家庭を持たせた。これを契機
に一大河童ブームが起こった。
清水崑に続く小島功の女河童は、い
よいよお色気を増し、華麗なる桃源
郷に遊ぶ……。

河童の呼称

カッパ、ガッパ、ガーッパ系
ガラッパドンなど

カワタロウ、ガタ川太郎系
ロウ、ガータロ、ガワンタロなど

カワラコゾウ、カ川原坊主系
ワラボウズ、カワソウなど

カワノトノ、カワ川の殿の系
ントン、カワノヌシなど

ホンコウ、ユンコサン、エ猿猴系
ンゴザルなど

メドチ、ガメ、ヒョウスンその他
ポ、コマヒキなど

まあ地方によってまちまちである。
そういえば魚の名前も地方で呼び

名が変わる。クロダイは関西ではチ
ヌなのだ。

自分の尻小玉で河童を捕まえようとする子供

魑魅魍魎再び！



河伯（かはく）中国

河伯は中国では水神のこと。河伯は
冰夷（ひょうい）ともいい、河を渡
っているときに溺れ死にその霊が水
神になったとも記されている。河伯

、 、は風流でスマート 龍などを支配し
水の精の女性を連れて九河を巡って

。 、いる 河伯信仰はわが国にも伝わり
「河伯＝かっぱ」に成長したといわ
れる。また中国には「水虎」という

。 、伝説的な動物もいる 江戸の識者は
「 」 。好んで河童に 水虎 の字を当てた

魍魎（もうりょう）中国

魍魎（もうりょう）中国

自然界に棲む妖怪じみた精霊の総称
で、魍魎は、水中の精。３歳くらい
の子供のようで赤黒い色をし、目が
赤く、耳が長く、美しい髪を持ち、
死者の肝臓を食べるといわれる。

沙悟浄（さごじょう）中
国

「西遊記」に出てくる河伯で、流沙
河に棲む。三蔵法師の第三の弟子と
なり天竺まで法師を守護した。河の
神であるが人相が悪く、宝杖の使い
手で、縄に通した九つのどくろを首
につるしている。ヒョウタンに弱い

ヴォジャノーイ ロシア

ロシアの河川に棲む男性の水の妖
精。顔はひげを生やした蛙、上半身
はアザラシのような姿。水の中に足
を垂らしている人がいると、ひっぱ
り込み、泳いでいる者はおぼれさせ
る。

毛むくじゃら フランス

フランス北西部フェルテ・ベルナー
ルのユイヌ川に出没。大きさは雄牛
ほど、頭は蛇、足は亀、大蛇のよう
なしっぽを有し、身体は緑の毛に埋
もれている。怒り狂うと人や馬を襲
い、洪水を引き起こした。

ヴォジャノーイ

魑魅魍魎再び！



ここに掲載した情報は下記の サイトに掲載されている情報をもとに構成、もしWeb
くはそのまま転記させていただいた。

http://goo.gl/abqwuK河童(かっぱ)
https://goo.gl/zQOymHウイキペディア 河童

http://goo.gl/ti4J0K知恵袋
http://goo.gl/A2lBVo黄桜ギャラリー

http://goo.gl/fY9HJa河童の原点と沙悟浄の正体
http://fukuinavi.jp/?p=13752福井観光ナビ

http://www.tonojikan.jp/遠野時間

魑魅魍魎再び！



写真と文 片山通夫

我が国と一衣帯水の地・韓国。中でも最も近い街・釜山を訪ねた。釜山は古代、
伽耶国に含まれていたという。故に本文はあえてその名を冠した。その街で我が国
とは切っても切れない歴史を感じた。それも古代から現在まで継ぎ⽬なく。
これは今更ながら驚きの事実いや史実だ。

伽耶紀行



「 」 。かやこく と読む
時代は古代朝鮮、４－
５世紀頃の話だ。伽耶
国は釜山の西、金海空
港のそのまた西にあっ
た。

本編では伽耶紀行と
題していくつかのパー
トに分けて掲載するこ
とにしたい。本号では
まず「金海市」の「伽
耶国」を紹介する。

右は 年頃の朝鮮半375
島の地図。倭とあるの

。は日本のこと

三国時代の朝鮮半島

伽耶紀行



広開土王碑

広開土王碑（こうかいどおうひ）とも言われ、

付近には陵墓と見られる将軍塚・大王陵があり、

（ ）合わせて広開土王陵碑 こうかいどおうりょうひ

とも言われる。好太王碑は現在の中華人民共和国

吉林省集安市（古代高句麗王国の首都と古墳群・

ユネスコ指定の世界文化遺産）の好太王陵の近く

にあり、高さ約 メートル・幅約 メートルの6.3 1.5

年 月 日建立角柱状の石碑。(写真左）414 10 28

) から転載広開土王年表 ArakiLabo (http://www.araki-labo.jp/index.htm

歴史はミステリーである。特に
古代の歴史は（今でもそうだが）
時の政権の都合のよいように書か
れているのが常である。第三者の
冷徹な眼で見た歴史などは、古代
には存在しえなかったといえる。
４世紀から５世紀という時代は我
が国ではどのような状況だったの
か。

伽耶紀行



謎は深まる４世紀

伽耶国が存在していた時
代、我が国は《倭国》と中
国や朝鮮から呼ばれてい
た。

具体的に言うと 「倭」、
もしくは日本人を指す「倭
人」が中国の書物（漢書地
理志）に登場するのは、弥
生時代の中頃だと考えられ
る。そこには「倭人が定期
的に漢の植民地であった楽
浪郡を介して漢王朝へ朝貢
しているとある。倭国の王
は果たして誰だったのか？

この時代、倭国は歴史に
登場しない 「空白の４世。
紀」と呼ばれる倭国の謎は
まさにミステリーである。

無論、古事記・日本書紀
にはこの時代、神功皇后の
業績が華々しく記述されて
いる。しかしそれは史実で
あるという保証はない。

漢委奴国王の金印

教科書に登場する最もポピュ
ラーな国宝、それが金印（写真
上 。その特徴を三つあげると）
すれば、黄金で、五つの漢字が
刻まれていること それと鈕 つ、 （
まみ）が蛇をかたどっているこ
とである。金印に刻まれた「漢
委奴国王」の五つ文字から、漢
の皇帝が委奴国王に与えた印で
あることが明白。そして中国の
歴史書『後漢書』には、建武中
元二（５７）年に、光武帝が倭
奴国王に「印綬」を与えたこと
が書かれており、この「印」が
志賀島で見つかった金印と考え

（福岡市博物館蔵）られる。

漢委奴国王 の金印（かんのわのなのこくおう）

伽耶紀行



三韓時代から三国時代へ

４世紀から５世紀頃の朝鮮
半島はいわば小国がそれぞれ

、 、 、競い合っていた 馬韓 弁韓
辰韓という三韓の時代から高
句麗、百済、新羅という三国
が競う三国時代に入る。

高句麗は朝鮮半島北部を支
配し、４世紀初めには中国の
支配下にあった楽浪郡を抑え
て漢民族を朝鮮半島から追い
出し、強大な国として存在し
た。

また４世紀の中頃、朝鮮半
島の南西部では、５４カ国か
らなる小部族国家であった馬
韓を、百済が統一して建国し
た。さらに、同じく東南部で
は１２カ国からなる小部族国
家の辰韓を統一して、新羅が
建国した。 かくして朝鮮半
島は「三国時代」と呼ばれる
時代に入った。しかし同じ時
代、弁韓は伽耶国と名を変え

。て朝鮮半島最南部に存在した
金海市の「伽耶の住居」

伽耶紀行



三韓時代、 世紀から 世2 3
紀、政治的には辰韓と弁韓
に大きく分けられていた。

弁韓地域の中で一番優勢
な勢力は金海市付近の駕洛
国（金官伽耶）であった。

金官伽耶は、自身を盟主
として前期伽耶連盟を形成
し、対外的に周辺地域と交
易を行い、斯盧（新羅）を
中心とする辰韓と勢力を争
った。

このように伽耶は小国の連
合体だった。しかし伽耶は鉄
の製造文化を持っていた。青
銅器文化からはるかに優れた
鉄器文化を伽耶の人々は 自在
に操っていたと思われる。

鉄の武器を持つ伽耶の兵士

伽耶紀行



伽耶では鉄器の製造が盛んだった。
写真は溶鉱炉（＝たたら）

いずれも国立金海博物館で

伽耶紀行



歴史はミステリーである。

４世紀の倭国（日本）は「空白
の４世紀とも呼ばれている。資料
が古事記や日本書紀などの記述が
かなり心もとないことは言うまで
もない。

例えば右の図は神功皇后が三韓
征伐を行った時の様子を描いたも
のだが、このエピソード一つを取
ってみても、かなり怪しい。

朝鮮遠征。 年月岡芳年画1880

伽耶紀行



伽耶は加羅の現代韓国に於
ける表記である。また加羅諸
国とは、 世紀から 世紀中3 6
頃にかけて朝鮮半島の中南部
において、洛東江流域を中心
として散在していた小国家群
を指すと言われている。その
主体は三韓の一つの弁韓を母
体とする。我が国の歴史の教
科書で任那・日本府という言
葉を学んだ時代があった。し
かし現在の歴史では任那は
日本書紀の雄略紀や欽明紀な
どに見える、古代朝鮮半島南
部の伽耶の一部を含む任那に
あった倭国の出先統治機関。

宋書倭国伝の記述にも任那と
いう記述が見られ、倭王済や
倭王武が宋 (南朝)から任那と
いう語を含む号を授かってい
る。

しかしその存在も７０年代
以降は否定されていて、任那
は概念上の言葉にしか過ぎな
いといわれているようだ。た
だ任那・日本府の存在の有無
は近年右傾化してきた日本で
は「古代に日本が朝鮮半島南
部にその勢力が及んでいたと
したいようだ。

神功皇后が三韓征伐のエピ
ソードのように。

伽耶紀行



伽耶紀行

「ホタル」という映画をご存
じだろうか。高倉健、田中裕
子の主演で 降旗康男監督の
作品。特攻隊の生き残りの高
倉健が葛藤する。2001年の公
開。

その「ホタル」には「河回
村」という綺麗な韓国の村が
出てくる。特攻隊で亡くなっ
た朝鮮人兵の故郷という設定
だ。その河回村と並び称され
る村が、良洞村である。慶州
から車で20分程度の美しい村
である。

筆者は陽春のこの村を訪ね
ることができた。桜が村のあ
ちこちに満開だった。

ヤンドンマウルと書かれた石柱

伽耶紀行



李朝時代に「両班」
であった月城孫氏と驪
江李氏の同族村。

いい意味でのライバル
だった二氏は互いに助
け合い、時には競争し
て６００年にもわたっ
て発展して来たと言わ
れている。

朝鮮半島は過去幾た
びか戦火に見舞われた
が、この村は奇跡的に
免れて、過去の貴重な
形態を今に残してい
る。

また現在、約150戸ほ
どの家屋が現存し、今
もなお生活している。

伽耶紀行



伽耶紀行



伽耶紀行



伽耶紀行



終わりに

伽耶国は幻のかなたの国であり、任那
・日本府は現在の学説ではその存在を危
ぶまれている。そして４世紀の日本国の
闇はなお存在し、ようとしてその姿をあ
らわさない。

、もとより筆者は歴史学者でもなければ
考古学に精通しているわけでもない。し
かし、昨今のインターネットの普及によ
って様々な学説やエピソードなどにいな
がらにして触れることができる。 歴史
の闇に触れたと思うだけでもわくわくし
た伽耶紀行だった。

伽耶紀行



写真 片山通夫

高知県長岡郡大豊町杉の八坂神社

神宿る。　杉の大スギ



推定樹齢3000年
以上

その根拠は素戔嗚尊が植えたと
いう言い伝えの存在である。古
⽂書には延喜12年（912年）に京
都から来た杉本太郎義家
という武士が、木の根元に祇園
⽜頭天王、貴船⼤明神、⾏基菩
薩の三尊像を祀ったとの伝承が
記されている。
素戔嗚尊はスサノオで、日本

の神話に登場する神である （ウ。
イキペディア）

いずれにしても、巨木で神
社にある神木の中では最大・最
古だと思われる。神もお宿りに
なるはずである。勿論国の特別
天然記念物である。余談だが、
この神木に参拝した有名人も多
いと聞く。戦前の山下奉文、幕
末には⼭内容堂や坂本⿓⾺、ま
た戦後の美空ひばりも。

神宿る。　杉の大スギ



神宿る。　杉の大スギ



神宿る。　杉の大スギ



神宿る。　杉の大スギ
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編集後記

ようやく、夏号を発行することが出来ました。表紙の写真はいさ
さか暑苦しいかもしれませんが、 月の札幌で撮影したもので、ご4
辛抱願います。

ますます右傾化する安倍政権に対して、だんまりを決め込む国民
やマスコミ…。独り、週刊誌など雑誌が気を吐いている現状では、
次の参議院選は望むべくもないのではと・・・。沖縄の事件、パナ
マ文書など国民が怒らなければならない案件は山積なのに。

今編集長の井上さんと相談しようとしていますが、 の発行Lapiz
の形態を変更したいと思っています。無論編集長の理解を得なけれ
ばならないことですので、すぐに結果が出るとは思っておりません
が・・・・。

（ )M


