


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女
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渡辺 幸重 (わたなべ ゆきしげ)
、 。 、1951 年 鹿児島県屋久島生まれ 新聞記者

予備校・塾講師、教育コンサルタント、編集
プロダクション経営、大学教員などを経て、

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

北 博文（きたひろぶみ）
神戸生まれ現在、兵庫県小野市在住。神戸市外国語大
学卒業。

http://tefteff.com/index.html建築士、フォトグラファー。

はないみほ
エッセイスト。看護師を経、代替医療な

どに関わる。東日本大震災では、宮城県女
川町で保育者、子どものケアー活動。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）」 ）

ジュ・ミョンス（ ・ ）Dyu Men Su
４８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。７６年、イルク
ーツク 芸術大学卒業、８９年、ロIrkutsk
シア画家同盟会員、１３年、ロシア画家同
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。２０

、 。１４年 ロシア連邦功労画家称号を受ける

（ ）中川 眞須良 なかがわ ますら
年兵庫県淡路島生まれ。モノ1945

クロ写真を続けて 年。ますます45
その深みにはまりもがく日々を過
ごす。

(イ イエE-SIK LEE
シク)

年、サハリン州マ1949
カロフ区域で生まれ。

年から、韓国語新1989
聞セコリョの写真記者
を務め、 年からは1991
「サハリン韓人」をテ
ーマに活動中。

井上脩身 （いのうえ お
さみ）
1944 70年、大阪府生まれ。
年、毎日新聞社入社、鳥取
支局、奈良支局、大阪本社
社会部。徳島支局長、
文化事業部長を経て、財団

。法人毎日書道会関西支部長
２０１０年、同会退職。現
在 編集長Lapiz

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

）中務 敦行（なかつかさあつゆき
４３年 大阪生まれ ６５年 同志社大卒業 〃
読売新聞大阪本社入社、写真部勤務、新聞カメラマ
ンとして、あらゆるジャンルの写真を取材 ９８年
読売新聞大阪本社写真部長 ０３年 退職 「健やか
写真クラブ 「奈良市身体障害者写真クラブ・アン」、
グル」などの講師日本風景写真協会監事

南浦 邦仁 （みなみうら くにひと）
年、兵庫県姫路市生まれ。少年時代は農村地帯で50

のほほんと育つ。後に本好きが高じて、 年近く本40
屋に勤務。現在はほぼ隠居生活の日々を送っている。
ブログ「ふろむ京都山麓」を好評（？）連載中。京都

http://blog.goo.ne.jp/0000cdw市在住。

目次と横顔



編集長 井上脩身Lapiz

２０１７年という年は、歴
史の教科書に「暗黒の年」と
記録されるかもしれません。
拷問を容認する白人至上主義
者のトランプ氏。アメリカの
大統領に就任するや否や、メ
キシコとの国境に壁を造る大
統領令に署名するなど、徹底
した移民排除政策を推し進め
ています。黒人やヒスパニッ
ク、イスラム教徒たちがすむ
世界を、ブレーキのないブル
ドーザ－で有無をいわさず押

。しつぶそうとしているのです
これまでにも荒っぽい手法の大統領はいました。戦
争をしたがる大統領もいました。しかし、およそ自
制心とは無縁な、むやみにアクセルをいっぱいに踏
み続けるだけの暴走大統領は例がありません。

暴走といえば、福島第一事故は、電源が全て喪失
するというブレーキのない状態に陥って起きたので
した。炉心がメルトダウンした結果、放射能が大気
中にまきちらされたのです。それを事故の７年前、
「熊取六人組」の一人、瀬尾健さんが予想し 『原、
発事故――その時あなたは！』という本で警鐘を鳴
らしていました。私がそのことを知ったのは昨年９
月、岩波書店から刊行された『熊取六人組 原発事
故を斬る』と題する反原発図書によってでした。

「熊取六人組」というのは、大阪府熊取町にある
京都大学原子炉実験所で研究する６人の学者です。
和歌山県日高町での原発計画に反対する地元漁民を

バックアップしたり、四国電力の伊方原発訴訟で住
民側に立って証言するなど、研究者として原発の危
険性を訴え続けて来ました。

かつて「象牙の塔」という言葉が大学を性格づけ
ていました。研究だけに没頭している、一般社会と
は隔絶された世界、という意味です。やがて高度経
済成長の中で「産学共同」が叫ばれるようになり、
経済活動に役立つ学問がもてはやされるようになり
ました。いわゆる「原子力ムラ」はその最たるもの
といえるでしょう。国や電力会社が推し進める原発
の建設、運転などに資する研究が脚光を浴び、研究
者は官僚や企業と結託するようになりました。

六人組は、研究をすればするほど、原発が危険な
存在であることを確信し、象牙の塔から飛び出しま
した。そして、産学共同とは逆に、反産学活動を行
うようになったのです。

大阪を拠点に発行しているミニコミ紙「新聞うず
み火」が２０１４年の８月から１１月にかけて、六
人組の今中哲二、海老澤徹、川野眞治、小林圭二、
小出裕章の５人を講師に招いて講演会を開催。その
講演記録を一冊の本にまとめ、先述の『熊取六人組

原発事故を斬る （写真）として出版したのです。』
講演のトップを切ったのは小林さんでした 「最。

近の原子力政策をめぐって」の題で、安倍晋三首相
がオリンピック誘致のスピーチで、福島第一原発に
ついて「アンダーコントロール」と公言したことを
取り上げました。小林さんは「今もって非常に不安
定で、何が起こるかわからない」と指摘。東電が進
めている凍土壁について「きちんとつくるには金額

巻頭言



が二桁足りない」などと、その場限りの場当たり対
策を批判しました。

川野さんの題は「アカデミズムの社会的責任を考
えながら 。伊方原発訴訟の取り組みを紹介し 「原」 、
子力ルネッサンス」と呼ばれる原子力礼賛に対し、
「もたらされたのは過酷事故におびえるリスク、累
積する放射性廃棄物への悪夢、核拡散への危険性」
と切って捨てます。しかし、学会の中で、かつての
ように「おかしいことはおかしい」と言える雰囲気
がなくなり、今は官僚的なムードが漂い、自由な雰
囲気がうしなわれつつある、と嘆いています。

「放射能に耐える時代」と題した今中さんは、村全
体が放射能に汚染されて避難指定区域になった福島
県飯舘村の現状を紹介したうえで、次のように述べ
ました 「福島の事故を見て最も驚いたことの一つ。
が、原発に安全責任を持つ人々が、原発は安全と本
当に思いこんでいたことだ。正常な想像力をもって
当たっていれば、ここは津波がくるぞ、きたら大変
なことになるぞと事故に備えていたはず 。原発の」
安全神話は原発のプロまで思考停止状態にさせてい
た、というのです。

小出さんの演題は「福島第一原発事故がもたらし
た社会状況と私たちの生き方 。福島県内に汚染が」
広がったプロセスなどを説明した後、日本が原子力
を進めて来た理由を語りだしました 「わが国の外。
交政策大綱」という名の１９６９年に外務省が出し
た資料に 「当面核兵器は保有しない政策をとるが、、
核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルは常に保
持する」と書かれていることを取り上げ 「核兵器、
を作れるようにしなければならないという理由で原
子力を進めてきた。どんなことがあっても原子力を
あきらめない、というのが日本という国」と小出さ
んは言います。

トリを務めた海老澤さんのテーマは「原発事故の
経過と今後 。福島第一原発の敷地の地下が透水層」
でガラガラの地層であることを取り上げ 「３５メ、
ートルの高台に２５メートル掘り下げて１０メート
ルのところに原発を設置したのが事故の背景」と説
明。今後の事故収束の見通しについて 「被ばくを、
もたらす放射能核はセシウムとプルトニウム２３８
だが、１０年後にはアメリシウム２４１が重大な被
ばく核として登場。５０年後にはこれがメーンにな
る」と予測しています。廃炉作業は容易でない、と
いうことのようです。

六人組の残る１人、瀬尾健さんは９４年にがんで
亡くなりました。原発事故が起きた場合、その規模
がどの程度になるかを推計していた瀬尾さんは、死
の直前にそのデータをまとめて『原発事故――その
時あなたは！』を著したのです。同書には瀬尾さん
が若狭地方の原発が事故を起こしたと想定して書い
たＳＦ的な物語も収録されています 「 汚染された。（
所に）５年間住み続ければ、６０％もの人々がガン
死する 。物語の最後をこう締めくくった瀬尾さん」
の一文は絶筆になりました。それは瀬尾さんの命を
賭しての叫びでした。

福島第一原発事故が起きて間もなく６年になりま
す。その年の４月に小学校に入学した児童は卒業を
迎えます。しかし、原発運転期間を原則４０年に制
限する「４０年ルール」はなし崩し的に形骸化し、
高浜原発１号機、同２号機、美浜原発３号機が２０
年運転延長を認められました。このルールは同事故
後の法改正で導入されたものですが、事故の教訓の
最低限の順守すらされなくなったのです。一体、事
故から何を学んだのでしょう 「人に危害を及ぼす。
ことはしない」というのは小学生でもわかっている
ことです。政府や官僚、電力会社、それに原子力ム
ラの研究者や専門家は小学校も卒業しなかったとい
うしかありません。

巻頭言



今号では瀬尾さ
んの“遺書“とも
いうべき研究を取
り上げ、原発がも
つ問題点を改めて
考えてみました。

キエフの街で

巻頭言



今年は酉年、酉＝鳥ではないようですが、とりどりの鳥を集めてみました。

オウム＝色がとりどり、この鳥は赤大きな体に似ず、鋭い飛び方です。
、 。ペリカンのあくび＝口の中に大きな袋 この中に１０～１５リットルの水が入るそうです

、 、 。雀乱舞＝散歩中のショット 田んぼの落穂ひろいに降り 人が近づくとパッと飛び上がる
何を考えてるの？＝じっと飛ばずに人をジロリと眺める・・・。
スイセンは淡路島・灘黒岩水仙郷で、メジロの声を聴きながら撮りました。

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



何を考えてるの？

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



ペリカンのあくび

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



すずめ乱舞
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スイセン（淡路島・灘黒岩水仙郷）

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



オウムが飛ぶ

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



L piza

なかつかさあつゆき）略歴中務 敦行（

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

新聞カメラマンとして、あらゆるジャン
ルの写真を取材

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

障害者写真クラブ・アングル」などの講師
日本風景写真協会監事

LapizStyle 中務敦行が撮る四季



の ランナ－我が町 駅伝
文、写真・井上脩身

１月２日、私は正月恒例の箱根駅伝（東京箱根往復大学駅伝競走）を平塚
中継所近くで観戦した。そこは湘南海岸のすぐそば。大勢のファンが海か
らの冷たい風にさらされながら、関東学生連合を含む２１選手を待ちかま
えている。トップでやってきたのは青山学院大の秋山雄飛選手（写真）だ
った。目の前を走り抜けると 「がんばれ」という声援があちこちから飛ん、
だ。見上げると、取材ヘリがゆっくりとコースの上空を進んでいる。おか
げで先頭がいまどの辺を走っているかがわかる。十数分後、最後尾の選手
が走り去ったとき、ヘリはすっかり小さくなっていた。その向こうに箱根
の山々が冬の日を受けて、くっきりと姿を現している。トップの選手はあ
と３０分もすれば箱根の上りに差し掛かるだろう。と思ったとき、私の脳
裏に９年前の箱根駅伝がよみがえった。

CoverStory わが町の駅伝ランナー



見るともなく箱根駅
伝のテレビ中継を見て
いた。２００８年の第
８４回大会のことだ。
トップをいく山梨学院
大の選手が大写しされ
た。彼は箱根の坂道を
必死の形相で走ってい
る。やや面長。キリッ
とした顔つきだ。アナ
ウンサーが「先頭を走
るのはまだ１年生の高
瀬」と伝えると 「新、
人とはみえない堂々と
した走り」と解説者が
応じている。

アナウンサーが高瀬
選手のプロフィールを
紹介した。

「兵庫県猪名川町の出身。彼の家の周りは山ばかり。だ
から山上りに強くなったと高瀬は話している」

。 。えっ？ 一瞬耳を疑った 猪名川町は私の住む町である
人口３万２０００人の山あいの町から駅伝ランナーが生
まれていたのだ。
「高瀬頑張れ 。私はテレビに食い入った。彼の名前が」
「無量」だと知った。感慨無量の無量である。
すぐ後ろから早稲田大、駒沢大の有力選手が迫ってき

ている 「走れ無量 「抜かれるな無量 。私は声を出し。 」 」
て応援した。だが力の差は歴然としていた。それでもこ
の２選手に抜かれただけで、高瀬選手は３位で芦ノ湖の

高瀬選手

ゴールにフィニッシュ。区間６位で箱根デビューを飾っ
た。
１週間くらいたったころ、人づてに高瀬選手が私の家

の４０メートル先の高瀬さんの息子さんだと聞いた。町
内の県立高校の先生である高瀬さんはこの１０年くらい
前に家を新築して越してきた。高瀬さん宅は私の家と回
覧板が同じグループだ。自治会の役員をしたとき、会費
の集金などで何度かお宅を訪ねている。子どもが３人い
て、その当時、一番上の男の子はまだ小学生だった。そ

。 、の子が高瀬選手である 市立尼崎高校で陸上をしている
とは聞いていたが、有望ランナーとは知らなかった。
高瀬さん宅は高低差５０メートルくらいの坂道のほぼ

中間にある。だが高瀬選手が走っているところを見たこ
とはない 「周りは山」というのは本当だが、それがゆ。
えに「山上りに強くなった」というのは疑わしい。おそ
らく取材者が誘導して「山の神」の候補にふさわしいえ
を引き出したのだろう。
翌年から箱根駅伝のテレビ観戦が私の正月恒例行事に

なった。高瀬選手は２、３年生でも箱根の上りを任され
た。私の声援にもぐんと力こぶが入ったのはいうまでも
ない 「１年のときよりいい成績を」と、序盤からとば。
し過ぎたのだろう。期待通りの結果を出せずじまいだっ
た。
４年生になって、高瀬選手は福岡国際マラソンに参加

した。ロンドンオリンピック選考レースを兼ねていた。
彼は２０キロまで先頭集団に入っていた。我が町からオ
リンピック選手が生まれれば 「猪名川町は阪神間の盲、
腸」とバカにされなくなるだろう 「阪神間」は西宮、。

CoverStory わが町の駅伝ランナー



芦屋、宝塚など文化的な６つの市と農村が多い猪名川町
で構成されている 「なんで猪名川まで阪神間なんや」。
と、私は友人たちからからかわれているのだ。
「無量、ロンドンに行け」
私は手を握って声援した。だが、海に近い平坦なコース
が合わなかったのだろうか。後半失速し、ロンドンは夢
に終わった。
その１、２年後、自治会が行う地域の清掃に、高瀬選

手のお母さんが加わっていた。たまたま道端に落葉を二
人で掃いていたとき、
「無量君はどうしていますか」と尋ねると、

。「 」お母さんはほほ笑みながら答えた 日清食品にいます
ラーメン屋に入ってどないするねん、と私は内心思っ

た。お母さんは少しがっかりした顔になった。
日清食品グループが実業団駅伝の強豪チームと知った

高瀬無量選手

のはいつだっただろう。毎年１月１日に群馬県で繰り広
げられるニューイヤー駅伝（全日本実業団対抗駅伝競走
大会 。高瀬選手は注目ランナーの一人として、実況中）
継のテレビで取り上げられるほどの実力者になった。現
在は同チームのキャプテンを務める。
今年の元旦、高瀬選手は７つある区間のアンカーだっ

た。７位でたすきを受けた。時折、テレビカメラが彼を
とらえる。上州の山並みを背に、長めの髪を逆立てて力
走している。１人を抜いて６位でゴールインしたとき、

、 。 。一瞬 目が輝いたように見えた 区間３位の快走だった
高瀬無量選手はやはり山が似合っていた。

箱根駅伝を直接自分の目で見てみよう、と思ったのは
前日のニューイヤー駅伝で、テレビを通してとはいえ高
瀬選手に会えたからだ。大学生のラストの選手が遠ざか
り、私は海岸に下りた。波打ち際を歩いていると、取材
ヘリが箱根の山上に向かっているのが見えた。高瀬選手
が箱根の上りを走ったとき、頭上にはヘリが浮かんでい
たはずだ。トップを行く選手だけの特権なのだ。箱根を

、 。上る高瀬選手を直接 目の前で応援すべきでなかったか
寄せる波をよけていると、強い後悔の念にかられた。

CoverStory わが町の駅伝ランナー



片山通夫写真集

かつての日露国境の島・サハリン（樺太）に住
むコリアンの取材で15年間通った写真家が自然や
人びとの暮らしをおりにふれて撮りためた素顔の
サハリン。さりげないアプローチでとらえた被写
体にユーモラスな文章をそえて。

Ａ５判モノクロ ページ 税別１８００円152
0ISBN978-4-903619-75-
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はないみほ文・写真

国家が崩壊している。国会が死んでいる。国
家権力が横暴すぎる。司法はその役割を放棄し
た。

。シビリアンコントロールと言う言葉も死んだ
国民を守るはずの憲法は政権の勝手な解釈でい

。「 」 「 」いように捻じ曲げられている 戦闘 を 衝突
と言い換えてまで。

まるで戦前に「敗走」を「転戦」とゴマかし
たように。

そしてマスコミは死んだ。

この稿・ 編集部Lapiz
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沖縄の基地反対運動は過激派の運動な
のか？

月 日深夜に放送した大阪 が本気で1 29 MBS
検証した番組『沖縄 さまよう木霊～基地反対
運動の素顔〜』を見た。ＴＯＫ Ｏ Ｍ のY X
「ニュース女子」の番組の問題はネット等で知
っていたが、この動画を見て、改めて真実は歪
められ、嘘を本当に作り替える人材が存在する

のだと理解した。沖縄での抗議活動をしている
人たちは、雇われて抗議デモしている人たちだ
という。この事の検証をするにあたり、二人の
検証者が顔を出し実名でインタビューに答え
た。その一人は、雇われた人の抗議活動だと断
言し、抗議行動をしている人が救急車まで止め
て抗議を行なうことは異常極まりないという。
嘘を当たり前に顔を出して言う行橋市議会 議
員小坪しんや氏。小坪氏は、その後他国（アメ
リカ軍基地）の領地に入って抗議行動するなん
ておかしい。これは日本だから出来る事。これ
からは、こういう違反は法で裁かれるだろうと
恫喝までしている。なんとも沖縄の実体を知る
事もなく、時の政権に追従し、さらにその行為
を捏造してまで持ち上げる議員とはなんだろ
う。この問題にハッキリ違うと私は言える。そ
れは、事実この問題となっている高江に二度足
を運び、同じく高江の住民と一緒に抗議行動を

そこで出くわす人と話しをすれしたからである。
ば、皆自分たちの思いで来ているし、実費だ。他に
高江に寄付を持ってきてくださったシニア夫婦もい
た。沖縄の人もいっぱいいた。ここに活動家が寄付
を貰って寄り集まってるというのは何処を見て言う
のだろうか 「沖縄の基地問題を金で」と言う言葉。
で終わらせることは、無責任極まりない。

拘束された山城博治さん ２０１６年９月２３日撮影
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Y東京新聞の論説副主幹・長谷川幸洋氏がＴＯＫ
Ｏ Ｍ の「ニュース女子」で検証もしないでデX
マを流した事から、本土において沖縄の実体を捏造
される事態になった。長谷川氏に対して謝罪を求め
るため 「沖縄への偏見を煽る放送を許さない市民、
有志」が２０１７年２月９日、衆議院会館で記者会
見をした。この行為は確かに正しい。しかし、この
抗議が、論説副主幹・長谷川氏の責任を追及するだ
けに停まらず、今唯一の頑張る新聞である中日・東
京新聞の崩壊を招くような行為に持ってかれないよ

Y Xうにしたい 抗議は 長谷川氏とＴＯＫ Ｏ Ｍ。 、
への抗議に限定するべきである。そうしないと、朝
日新聞が叩かれ、骨抜きになったように頑張るマス
メディアが自然消滅させられてしまう恐れがある。
これについては、読売、サンケイ等の新聞がいくら
捏造記事を書いても学者や市民有志が立ち上がる事
もなく素通りされる現状を見ると明らかである。こ
の点において、集団意識が何処の位置で動いている
のかが大きな問題となるゆえに、叩かれる矛先が何
処かを良く見極める必要がある。

沖縄について

今私は沖縄を知る作業をしている。様々な本を読
み、沖縄を歩く。まだまだ途上の私だが、その途上
の最中で感じる事は、沖縄の問題は、たいへん根深
い。基地は沖縄の人の意向でもなく強制的に作られ

た。その被害もあらゆる所にある。あげくに沖縄の
人が本土の人間をヤマトンチューは！と罵倒する空
気まで作るのは、それだけ沖縄の実体を本土の人間
が知らなさすぎるのである。ただ沖縄を知れば知る
ほど複雑で、沖縄県の中にもいろいろあって島の問
題、本土でも北南中央と違う。あくまでも、権力に
つぶされていく弱い物いじめの構造の果てに、出来
上がるものとも言える。

沖縄は、薩摩に利用され、明治政府に琉球処分さ

沖縄県国頭郡国頭村の海

opinion でたらめだらけの国家



れ、昭和天皇とその内閣は、戦争時沖縄を捨て石に
した。その後アメリカに支配され、収容場に県民８
０％が入れられ、出てきた時には自宅、田畑は基地
になっていた。生活基盤を戦争当時からつぶされ破
壊され、翻弄された人たちである。それに明治から
差別された沖縄。沖縄の歴史を見れば、人権とはな
んなのか・・・そう考える気持ちがわき上がる。こ
ういう事を知らなさすぎるのは、やはり教育の問題
であろう。

私は社会が好きだった。歴史が好きだった。でも
本当に沖縄を知らない。戦後史を知らなさすぎる。
それを教科書で理解し、テストに出る範疇の勉強な
ど自己満足であった。なにも役に立たない産物だっ
た。沖縄戦さえ語らない社会の先生がいた。先生の
せいにしてはいけないとよく言われるが、いい点と
れていて、その義務教育と高校教育の中で同じよう
な事しか学ばなかったら、自分が歴史にもっと好奇
心をもって動かない限り無理である。ましてや理系
にその後目指せばいつ知る機会があるのか。これ、
意図的だ！６０年安保反対闘争時代から７０年安保
反対闘争時代を生きた先輩方は、日米安全保障条約
の意図するものが何であるか、理解していたであろ

、 、 、うし 沖縄が戦後アメリカに占領され 何が起こり
ベトナム戦争時何が起こったかを知っている。しか
しその後の産学協同を遂行した時代以降、教育は劣

、 。化し 現代史はほとんど無に近い人材が育成された
沖縄はアメリカの戦争の度に要となる。日常が戦闘

態勢の中に引きずり込まれている。この現状からど
うやって脱する事が出来るのだろう。日米安保保障
条約や地位協定で利を得るのは、権力をもつ者とそ
れに追従するゼネコンだけである。沖縄はいつ開放
されるのであろうか。この問題は、本土全体の教育
体制に問題があり、その教育体制含め、大人たちの
一人一人の心根に大きく反映されるのある。

天皇の責任と沖縄

政治評論家の森田実氏のインタビューを見た。戦
後日本はいつ独立したのだ。まったく出来ていなか
ったと。戦後沖縄は占領されたまま。日本本土にも
多数の基地をアメリカに提供した。アメリカに与え
続けた日本であると。戦争時最高責任者であった天
皇は、敗戦後戦争責任を問われる事無く、戦後天皇
は象徴になった。しかしだ、象徴は効力がなくなる
訳でなくあがめられ続け、別格の存在に居続ける。
しゃべらぬ象徴となってしまった。太平洋戦争の捨

/4て石になった沖縄。死者２２万人以上、県民の１
が亡くなった。その沖縄に昭和天皇は一度も行って
いない。皇太子が行った時には火炎瓶が投げ込まれ
た。私は天皇を拝まない。人を拝む対象にしない。
だからもし私が沖縄戦の犠牲者だったら、戦争責任
の謝罪を求めたい。

戦争責任者が本当に裁かれたのだろうか？本当の
、 、戦争責任者は雲隠れして アメリカの笠の中に隠れ

互いが利用しあいしている権力構造に負の根は存在

opinion でたらめだらけの国家



する。沖縄の人が翻弄され続ける日常をクリアーに
するには、その負の根を土から掘り起こすことであ
る。

死んだマスメディア

２０１７年１月１６日、インターネットニュースに
上がっている記事に驚く 「内閣支持率６７％に上。
昇、 世論調査。安倍内閣を支持する人は先月JNN
から６ポイント増えて６７％になり２０１３年１１

月以来の高い水準となった事が の世論調査でJNN
わかりました」とある。国民がどちらにむいている
か、それさえもトリックだろうと思ってしまう。ち
ょうど三宅洋平氏が参議院選に出馬しての街頭演説
でいっていたこと、山本太郎氏が言っていたことと
同じ事がおこっているのだろう。選ばれた人への電
話聞き取り調査。それもいまや本当に反映された声
だろうか。それを がニュースとして流す。日TBS
本のメディアはほとんどが権力に支配されている。

１月１２日の朝日新聞の一面を見て、もう朝日も
終わっているのだと確信した。新聞記者のプロパガ
ンダ。視覚をうまく使う。どの写真を選び、どうい
う風に一面を構成するか。アレッポの記事と、大き
な写真。老夫婦が崩れた町の中を呆然と歩く写真。
その下には英雄のごとくオバマ氏の写真がアレッポ
の写真を見上げている。作られた視覚。アレッポの
記事には、アサド政権に支配されているアレッポ西
部と書き出しがある。その下のオバマ大統領の記事
には「多様性、未来へ」と大変いいイメージの見出
しがあり、オバマ大統領の最後の演説が書かれてい
る。オバマケアを遂行した救世主となり、チェンジ
を掲げ、アメリカ国民を救ったと言っている記事。
さらに「天声人語」には、オバマ氏の事を良い大統
領と言っている。もう、朝日新聞の存在はあの当時
に逆戻りである。

そっと中の記事もそうなのか？と中記事を開い
た。池田了氏の記事。オピニオンで書いている。朝

１月１２日朝日新聞朝刊一面
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日も頑張っている人もいるのかと思いきや、この紙
面の構成も意図的である。最初に豊橋技術科学大学
の大西隆氏の記事が先にあり、その後ろに名古屋大
学名誉教授の池内了氏の記事。その下に大きく○×
がついてる。大西氏に○。池内了氏に×が大きくつ
いている。この記事は軍事研究への記事であるが、
この視覚的操作は如何せん。いろんな意図がちりば
めている大本営だ。

次の日の新聞記事にはなんと、トランプ大統領の
暴言の記事で一面が始まる。オバマ氏を良い人に仕

立て、トランプ氏を悪魔のように言う。トランプ氏
はヒトラーのごとくにかき立てる。しかしオバマ氏

、 、 、はいい人か？戦争を続け 拡大し 移民を受け入れ
グローバル企業の言われるままの政治をしただけで
はないか。沖縄にオスプレイヘリパット建設が強行
されたのも、辺野古基地の問題も、京丹後のレーダ
ー基地の問題も、 も、佐賀、岩国基地にオスプTPP
レイを配備したのもオバマ政権である。アーミテー
ジレポートだってオバマ政権下で動いた事だ。オバ
マ氏も安倍氏も共にグローバル企業に使われている
政治家である。金で政治を買い、破壊と虐奪を繰り
返す。アメリカも日本も同じである。そんなこと、
まだわからない人がいるのだろうか・・・不思議で

。 。しかたない そんなこんなで朝日新聞の罪は大きい
読売、サンケイ、日経はもともとどっちよりとも言

。 、 。わずもがな 安倍政権 アメリカの言いなりである

朝日新聞は戦時中、朝日のマークでおなじみの旭
日旗をはためかせながら、日本国民を政治の嘘にひ
たらせながら、他国へ侵略戦争を行わせていた。皆

、 。同じ方向につれていき 国民を戦犯に仕立て上げた
国民みんなが戦犯にならされたゆえに、戦争の反省
をもせず、黙り、自分の行為を飲み込み、時には正
当化してこの７１年やってきた。洗脳とは怖いもの
である。その張本人、先兵のマスコミ・朝日は、戦
後アメリカの方針に追従し、日本がすべて戦争責任
者だと言いながらリベラル風潮を作っていった。

朝日新聞記者の故・むのたけじさんは朝日を退職

１月１２日朝日新聞オピニオン記事
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し、ひとり本当のジャーナリストとして東北で声を
上げ続け、最後まで安倍政権は危ない！と訴えた。
我が家はずっと朝日新聞だった。読みやすかった。
天声人語は母が切りとり大事に溜めよ！と言ったぐ
らいだ。子どもの頃活字が嫌いだった私は、唯一天
声人語のみを読み続けた。

、 、東日本大震災後 テレビを信じきっていた自分が
実際見た震災と映像の違いに違和感を抱き、徹底し
て新聞を読みあさり、真実を探した。意図的に福島
が閉じられるゆえ、福島の情報をいっぱい探した。
朝日のプロメテウスの罠は画期的だった。ジャーナ
リストたちに、プロメテウスは頑張っているよ。新
聞社も頑張っているんだよって聞いていたので、そ
れを信じ、朝日を応援した。しかし、朝日への慰安
婦問題や原発の内部告発についていろんな圧力が来
て、朝日の社長は安倍氏に取り込まれたようだ。そ
の後、朝日の崩れよう。朝日新聞の罪は読売、サン
ケイ以上に重いと私は思う。それは朝日を信じる人
たちが多数いる中でその人たちを裏切り、またその
人たちを大きく誘導する役目を担う形になるからで
ある。

オバマ氏は、黒人という外見や演説のやり方、吐
。 、 。き出す言葉は善である しかし 言葉と裏腹な政治

実体。安倍氏はそれをまったく真似ているだけに過
ぎない。さらにオバマ氏が去った後は、徹底的に国
民の血税をアメリカに捧げる外交を行う。そんな安
倍氏と安倍氏に追従するマスコミが作る社会に我々

は閉じ込められてしまっている。

国家神道体制に移行させる政府

大阪府豊中市の国有地が 「学校法今国会等で 、
人森友学園」に払い下げられていた事が問題と
なっている。この問題は、安倍夫人が理事を務
める塚本幼稚園の教育体制と、幼稚園に継ぎ小
学校まで作り、その小学校を建設する場所を破
格の値段で誘致した問題である。完全に権力に
よる国の私物化である。この問題はもっとマス
メディアが追求しなければならない問題である
が、いっこうに新聞各社は取り上げず、 イiwj(
ンディペンデント・ウェブ・ジャーナル だけが)
頑張っている。マスメディアが正気を取り戻し
てくれなくては、市民はあの頃のように騙し舟
に乗せられてしまうではないか。

さらに問題は、この塚本幼稚園は、園児に教
、 、育勅語を暗唱させ 神社で旭日旗をはためかせ

時には軍歌を歌わせる教育体制。生まれて間も
ない子供達が、大人の思惑で教育され行く先は
何処であろうか。純粋無垢な子供達を、軍国国
家の申し子にする子育てとは何であろうか。教
育体制が下村文部大臣以降どんどん全体主義的
な教育へと移行され、個人を省き全体のひとり
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。として教育されている
さらに全体から省かれ
た子どもは教育の医療
化により、心療内科へ
紹介され、薬を服用す
る実体を市民はどれだ
け理解しているだろう
か。国家神道へ連れ行
くきな臭い匂いが強く

。なっている事に気づく

そこで国家神道の実
体を自民党のいう神武
天皇説に委ねずに本当
のルーツを知る事が必
要であろう で 島。 、「Iwj

根大学教授・井上寛司氏の柳田邦男氏のドグマ
柳田邦男とについて」という動画を見つけた。

言えば民俗学の大変リベラルな人と言うか、いい人
のイメージのある方だと理解していた。しかし、柳
田氏は、明治政府において、農政の官僚であり、朝
鮮支配化の時に日本の政府の大事な役職に就いてい
た。そしてそのような国の中枢にいた時期は１９４
４年までおよぶ。戦後柳田氏は、民俗学者として存
在し、国家神道的意識は縄文時代より変わりなく日
本人の遺伝子の中に続いていると言っている。

井上教授は、今ここにある神道は政治的に作られ

た政治的支配構造であり、それは古事記編成からは
じまり、いろんな力に影響を受けながら変容し、い
いように付け足され存在したのだという。明治に体
制化された国家神道は、日清日露の戦争を通して宗
教から教育、そして強制的支配構造に膨れ上がった
ものだったのだと。戦時中の国家神道は第三次国家
神道といい、ファシズム国家のためにつくす国家神
道になりあがり、日本に原爆が投下させられても仕
方ないと言う概念にまで持っていってしまったのか
もしれない。

不穏な日本の空気を感じつつ、今だから今までの
歴史をほんとうにそうなのか？と思い正す意識を持
ち、プロパガンダの波を避けていこう！売れる、話
題性など、何処からくるのか、また大衆を誘導する
動きが何処に矛先を向けているのか、すべて権力構
造のなせる技である。

「 」 、今巷で話題の映画 この世界の片隅に に大衆は
感動したと声を上げる。しかしアニメによる淡々と
過ぎ去る戦争の描写は、本当の戦争の実体をぼかし
つつ、あの頃の全体主義的構造に落とし込む。あれ
が実写であったなら、ピカも空襲も、爆弾で手が吹
き飛んでも、笑えないであろうに。怖い感情を取り
除いて我が身を守れるか！が私の今の本音である。

井上寛司著

opinion でたらめだらけの国家



山梨良平（年金生活者）

昨今の安倍首相の
言動、特に国会での
答弁の有様が、ネッ
ト上で揶揄されてい
ると聞いた。中でも
「アベ過ぎる」と言
う言葉が広まってい
ると聞く。それを初
めて耳にした時、い
ったい何のことなの
かといぶかったもの
だ。

自民党ＨＰから

Opinion  アベ過ぎる



気になったので調べてみた。あくまでインターネット上での調
査で確かなことはわからない。しかし、ネット上で広まっている
ことなので、まずは外れていないだろうという前提で。

「アベすぎる」 意味は、 ・馬鹿すぎる ・他人の話が聞けない ・聞かれた
ことに答えない ごまかす 某難関有名女子高でのはやり言葉とのことらし&
い 》。

https://twitter.com/MoscowPayapaya/status/686903760061247488/photo/1⇒

《安倍首相はどんな質問にもまともに答えた事は無い。難関有名女子高では
「アベ過ぎる」という言葉が流行っていて、意味は「馬鹿すぎる、他人の話が
聞けない、聞かれたことに答えない ごまかす」だと言う 》& 。

https://matome.naver.jp/odai/2145273707296343001⇒

上に書いたように「アベ過ぎる」と言う言葉は、決して
若い高校生の間では、良い意味には使われていない。つま
り、馬鹿にされているといえる。安倍首相は切れれば「国
会議員を辞める」だの「首相を辞める」だのと、国会で喚

:く。また問題のすり替えでまともに答弁しない。これでは
有名女子高で流行っているとい議論にも何もならない。

う 《馬鹿すぎる ・他人の話が聞けない ・聞かれたこ、
とに答えない ごまかす》そのままだ。&

女子高生に揶揄される首相なのだ。
L pizホント、政治家っていい商売。 a

Opinion  アベ過ぎる



breath of CITY
写真 北博文

めぐりめく変化する都市光景を一期一会として感じるままに

ファンインダーのフルフレームで切り撮っています。

人間が利便性を探求して作り上げた都市が今や独自に生きる術を

得たかのように朝・昼・晩と表情を変えながら人の心を揺さぶり

その反応を眺めているかの様な虚実的な都市の空気感を撮らえて

行きたいと思っています。













本誌 のbreath of CITY
作家北博文氏の写真展のお知らせ

ぜひ生のプリントをお楽しみください。

PR　北博文写真展



河
内
素
麺

写真・文 片山通夫

取材手帖　河内素麺　主基の糸



大阪府下、枚方市の東
部に津田と言う地区があ
る。この津田地区が津田
村と呼ばれていた江戸時
代（天和年間・ 年1681
頃）に山下政右衛門と言
う人物が大和三輪から製
麺技術を持ち帰ったのが
元とされ、その子孫・政
（ ） 、太 まさた が明治初め

原料となる小麦をひく水
車を立て、同業者の組合

、 、を設立し 品質を高めて
素麺の発展に尽くした。

津田駅近くには政太JR
の功績を讃える石碑が立
っている。

生産農家は昭和初期に
70は津田・穂谷地区で

軒～ 軒あったが、戦80
後は専業農家の減少とと
もに後継者が徐々に少な
くなり、平成 年には24
最後の１軒が廃業し絶滅
の危機に陥った。

取材手帖　河内素麺　主基の糸



素麺は冬に作られる。そ
して夏に食される。なぜ冬
に作られるかと言うと、寒
風に晒すという素麺にとっ
て重要な過程を経なけれ
ば、おいしい素麺はできな
いからだ。ここに江戸時代
からの伝統と言うものが存
在する。

昨今は効率や大量生産な
どの観点から 「寒風に晒、
す」と言うような手間なこ
とはしない。それはコメの
生産にも当てはまる。以前
は「天日干し」が当たり前
だった米も「乾燥機」とい
う文明の機械で一気に乾燥
させる。

風情も何もあったものじ
ゃないと思うのは筆者だけ
ではあるまい。とまれ、藤
井さんもそのように考えら
れたのか昔ながらの「門干
し」で素麺を乾燥させてお
られる。

藤井春乃さん
藤井繁雄さん

取材手帖　河内素麺　主基の糸



「 、このように言うと なんだ
簡単じゃないか」と思われる
、 。が なかなかそうはゆかない

藤井さんは早朝から奥さんの
春乃さんとそれこそ「阿吽の
呼吸」で、時間をかけてビー
ル瓶位の太さの麺の生地を伸
ばすという作業を始められ
る。無論その前には小麦粉に
塩水を加えた生地作りから始
まる。塩加減はその日の温度
や湿度に合わせるというが、
これは感で覚えるしかない。

いやその前にもっと重要な
問題がある。翌日の天気・気
候だ 奥さんの春乃さんは 主。 「
人が翌日の天気を考えて・・

門・」と言っておられたが 「、
」をするということは、干し

天候に左右されるということ
は当たり前。

註；門干し 天日干し=

生地を撚って順次細くする

麺を伸ばす
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筆者が撮影に行った時も、雪がちらちら待っ
ていたので、外では干せなかって、写真的に
はちょっとと言う感じだった。無論、撮り直
しに行ったがこれは余談。

藤井さんはこの地方に江戸時代から伝わる
河内素麺の伝統の灯が消えそうなのを見て、
一念発起、 歳の時に当時もう数少ない生産29
者に弟子入りし、 年間修業したという。9

修業には教科書なんかあるはずはない。習
。 、うより慣れろの気持ちだったという とまれ

河内素麺の伝統は藤井繁雄・春乃さん夫妻に
よって守られている。

あの門干しという風物詩とともに・・・。

この辺りは北河内と呼ばれていた。そして河内木綿が盛んに織られていた。河内木綿は糸は太くMEMO
地質が厚かったことから、のれんや幟(のぼり)、はっぴ、浴衣(ゆかた)地、ふとん地、足袋(たび)表、
酒袋などに重宝されたと言われている 。江戸初期から農家の副業として綿を栽培し、手織りだった。。
天保年間（ ～ ）の河内国の織出し高は 万反以上に達したともいわれている。また同時に綿1830 44 200
の種子を原料とした綿実油が生産されたことは想像に難くない。この綿実油が素麺の生産に欠かせない
油となった。だからなのか、綿花の栽培地であるこの地方で素麺の生産も起こったと思われる。

大正年間には「瑞穂の糸 「交野の糸 「河内の糸 「御狩の糸」そして「主基の糸」と言う名前」、 」、 」、
で商標登録されたようだが、今のところ筆者には確認できていない。
藤井さん夫婦が作る河内素麺・主基の糸はそんな意味でも「幻の素麺」なのだ。

一晩寝かせた素麺を干す春乃さん

取材手帖　河内素麺　主基の糸



絶対的倫「
理は限りなく
形を求め、思
いは凶器とな
る」

白石阿光の不条理ストーリー



古めか しいものの一応国の文化財に指定されて
いる会館の一室では 、今日もモラルマモル研究所
の「第 161015回早朝倫理の会」が開かれていた。

「みなさん！ おはようございます！」
「おはよーございます !!」

40名 ほ ど の 参 加 者 の 声 が 部 屋 に 響 き 、 早 朝
の 、 澄 み き っ た と は 言 え な い 都 心 の 空 気 を 震 わ せ
た。
「 本 日 は 、 モ ラ ル マ モ ル 地 域 リ ー ダ ー の 渡辺 が 皆
さま方の先導役を務めさせていただきます」
「 それでは最初にモラルマモル憲章を唱和します 。
本日は第9条になります」

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

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声を揃
える。
「 愛 と真 心を も っ て家 庭と組織の 正義と秩序を 守
ります」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

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

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

参加者が唱和する。
「我が身を律し 、社会の模範となるよう活動します 」

間をおいてリーダーの発表が始まった。

「 先 日 、 私 の 会 社 で 社員 が 倒 れ ま し た 。 救 急車 で
病院に運ばれ、事なきを得ましたが 、日頃から糖尿
病の気があったようです 。私は社員に “気を入れて
働かないと怪我をするし 、病気にもなる ”とカツを入
れてきました。調べてみると 、社員はタイムカードを
押 したあ とも残業を して いたのです 。遅 く まで仕事
をしていることは見ていてわかっていたのですが 、た
だ頑張って くれている と し か思 っていませんで した 。
カツを入れるだけではダメだ 、実態を正確に把握し
ないといけない 、社員の声を聞こうと朝礼を始めま
した 。交代で社員に3分間スピーチをさせ 、 そのあ
と 私が 絶 対倫 理の 立場か ら 講 評を し て い ま す 。 社
員たちも明るくなったように思います 」

**********☆☆☆************☆☆☆******

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

（お 、ずいぶん気安いな。馴染みになってんだな）
彼は 独 身だ か ら 気楽 な も の であ る 。 ど こ で も 女

の子に声をかける。
「麗子 ちょうだい」
（何それ？ 麗子さんをください、ってか。 ）
「お前 何にする？」
「コーヒー」
「じゃあそれ」

テーブルにはアイスコーヒーとホッ ト コーヒーが
運ばれてきた。

白石阿光の不条理ストーリー



麗 子が “ 冷 コ ” だ と わか っ たのは 、 帰 り の新幹線
の中でだった。

**********************☆☆☆**********☆

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

「本日は 、大学卒業後大手証券会社に勤められ 、
定年退職後は プロの大道芸人と し て活躍なさ っ て
い る 風 流大 道芸家 元 、 黒 原 赤 治兵 衛先生 にお 話
をうかがいます。題して 『 この道一筋どこまでも 』で
す。では、黒原先生、よろし くお願いいたします」

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

会 社に あ っ て も 自己 実現活 動を 怠り な く 。 純粋
な魂をいかに保つか、様々な妨害があろうとも精神
をピュアに貫き通すことです。

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

私は金儲けの片棒を担ぐことに生き甲斐を感じ
ていま した 。が 、ある とき 、広い屋敷を持っている独
り暮ら しのお爺さんが外国債への投資で大損を出
し 、先祖に対 し て申 し訳ない 、一族の恥だと首をつ
って自殺したのです。

私はげんのうで頭を殴られたようなシ ョックを受
け ま し た 。 そ れ から 人の幸 せは 何かを 考え ま し た 。
若い自分には深くはわかりませんでしたが 、少な くと
も金と関係なく人が笑顔になることを考え、大道芸
に 行 き 着 き ま し た 。 そ れ か ら 仕 事を ち ゃ ん とや っ て
いるふりをしながら稽古に励みました。

皆さ ま は そ う い う 私がなぜ 、 定年まで会社を 辞
めないですんだか、不思議でしょう。面白いもので、
私の大道芸を好きになり 、応援して くださるお客様
が 増 え た の で す 。 芸 は 身 を 助 く ― ― 多 く の 人 が 弟
子になり 、客になり 、大道芸と営業が両立、逆に成
績が伸びたのです。支店長に、支社長に、 という話
もありま したが全部断りま した 。それでは大道芸が
できなくなってしまうからです。

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

さ あ 、定年に な っ て 「 お金ば か りが人生じゃあな
い 」 ということを 、今度は本当に大道に出て訴えよ
う と し た とき 、 バブルは 弾け 、 世間の人は 貧乏にな
っていました 。でも私はすでに人生で大事なものが
何かをわかっていましたから 、大道で、そしてお座敷
で 大道 芸 を 披 露 し 、 教 え 、 貧乏で ある 方が 人 間の
本質がわか り 、人生を真に楽 しむこ とができる とい
うことを訴えてきました。貧乏万歳！ です。

白石阿光の不条理ストーリー



皆 さ ま も 会社 が倒産 す るこ と を 恐れ ず 、 貧乏 に
なっても続けられる一芸を磨くことをお薦めします。

********************************☆☆☆*

ある日の大手新聞の朝刊に全面広告が掲載さ
れ、刺激的な表現が踊った。

「私たちは違法な報道を見逃しません」
「 私たちの“知る権利”どこへ？」

ある民放テ レビの報道番組で 、 メ イ ンキャスター
が国会で採決直前の法案に対して 「 メデ ィア と し て
廃案に向けて声をず っ と挙げ続けてい く べき だ 」 と
発言したことがあった。そのことが 、 「政治的に公平
で あ る こ と 」 「 報 道 は 事 実 を ま げ な い で す る こ と 」
「意見が対立 し ている問題につ いては 、でき るだけ
多 くの角度から論点を 明らかにする こ と 」 と いう 放
送法の規定への「重大な違反行為」に当たるとして
名指しで抗議する意見広告だった。

そ の 法 案 は 、 推 進 派 は 国 を 守 る と し 、 反 対 派 は
国民を戦争に巻き込むとして激 し く対立するもので
あったこともあり 、反対派から言論弾圧だとの批判
も 上が っ た 。 そ の 後 、 と大き な議論に は なら なか っ
たが 、 テ レ ビの 報道 番組 では 政府 に批判的 なキ ャ
スターやコメンテーターの降板が相次ぎ、テ レビ画
面か ら は デ モや 市民集会のニ ュース が 減り 、 自由
闊達な議論が消えて行った。

意 見 広 告 の 広 告 主 は 「 放 送 法 遵 守 を 求 め る 視
聴者の会」 。呼びかけ人には作曲家や作家、学者、

評論家 、元 キ ャス タ ー 、 団体役 員ら が名を 連ねて
いた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「すみません。この近くにマクド 、ありません？」
「何？」
「マクド 」
「だから何？」
「だからマクドですよ。マクドナルド！」
「マクドナルドやったらマックやろ、マック！」
「 え っ 、でもご当地ではマク ドだとお聞き しま したが
……」
「古いな、ここではみなマックやで」
「え～、でも……」
「昔はそう言うたかも しれへん 。けど 、今はそうなん
や。グローバル化で世界標準に揃えたんやろ」
「でも 、 うちの地域では 、ご当地の出身者が運動し
て ほと んどの人が マク ド と言 ってます 。我が国の伝
統と し て 、一 音ずつ は っ き り と発音するのが正当だ
と」
「いまごろ何寝ぼけたこと言うてんねん 。そんなこと
言うてるさかい国がおかしうなるんや。マクド言うて
るからハンバーガーが売れへん 、言われて 、全地球
国 ・地域間経済連携協定の投資家対国家紛争解
決 条 項 (ISD)で 外 国 の 企 業 か ら 訴 え ら れ て 何 億
円 も 賠 償 金 と ら れ る ん や で 。 も っ と 金 銭 感 覚 を 鍛
えんかい、このボケ」
「ハイ 」
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▽○○▽△□◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇▽○
○▽△□◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇□△▽○○▽

「最近テレビが面白くなくなったね」
「うん 、政府広報みたいだ」
「 国 会 も 子 ど も の 口 げ ん か み た い で 、 政 策 の 中 身
がさっぱりわからん」
「いつの間にか年金が減っていたり 、原発事故の処
理費が何兆円にもなったり。どこで決まってるんだ」
「 原 発 も 市 場 移 転 も 金 ば っ か り か け て 何 の 役 に も
立ってないよ」
「 100円だった レ タ スが 400円にもな ってるのにな
んで議論しないんだ」
「テ レビも何にも言わないもんな」
「庶民ジャーナリズムはどこに行った！」

「 そ う言えば 、テ レ ビで歯に衣着せぬ言い方を し て
いた学者の顔、見なくなったね」
「現場重視のスタッフたちがどんどん閑職に飛ばさ
れてるらしい」
「 こ の前 、 公共放送の ト ッ プが 、勝手なこ とを書い
たり言ったりした奴は、そういうことができない部署
に回すって言ったらしいよ 」
「なんでそれが問題にならないのかな」
「政府もマスコミも倫理観がないんだよ」
「俺たちだ っ て 朝早 く か ら倫 理の勉強を し ているの
に」
「実はそのことだが 、干されたことがあるジャーナリ
ストに聞いたんだけどね」
「なあに？」

「うちの本部から金が出ているという話があるんだ」
「よ くわからん。何のことだ」
「 ほら 、 ち ょ っ と前に 、国民の知る権利を奪っている
テ レビキャスターはけしからん 、という新聞広告があ
ったろう 」
「うん 」
「新聞2紙の広告費が4000万円とも6000万円
とも噂されてるんだけど 、そのお金の出所がうちの
本部だと言うんだ」
「嘘だろう？！ だってうちは絶対倫理を掲げてる
んだよ。倫理的でない政府やテレビを応援するわけ
ないよ 」
「 いや 、 そ れが怪 しいんだ 。幹部が呼びかけ人にな
っている」
「どういうつながりなんだ」
「 倫理 活動のそ も そ もは 新宗教団体から 始ま った
って知ってる？」
「なんとなく 」
「 何 回か 分裂 騒ぎも あ っ たけ ど 、 社会秩 序の確立
や家庭教育の復権などを主張するリーダーたちは
つながっているらしい」
「なんで倫理活動に関係あるの？」
「憲法に倫理を守ろう 、道徳心を持とう 、 と書きた
いんだ」
「 なんで倫理観のない人たちがそんなこ とをするん
だ」
「洗脳すると統治しやすいということさ 」
「 俺 た ち の 倫 理 は 指 図 さ れ て や る も の で は な い ん
だ。勝手な真似をされてたまるか」
「そうだ。俺たちはほんとの倫理を守ろう」
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◎ 「モ ラルマモル研究所 」の会費は 個人会員で年
6千円 、法人会員だと年 12万円である 。個人会員
は約20万人、法人会員は約6万社なので、年間の
会費収入はざっと 84億円になる 。さらに賛助会員
などは 会費が高 く 、 寄付や出版 ・ イ ベ ン ト 収入など
もあるので、 １年間に膨大な収入が入ることになる。
モラルマモル研究所は公益社団法人である 。会費
に税金はかからず 、寄付した人はその分、所得控除
される。

☆☆☆********☆☆☆**********☆☆☆****

「 理事長 、この 1ヶ月間急激に会員数が減っていま
す！」
「減 る時だ って あ るだ ろう 。今は 、週刊誌に陰の改
憲スポンサーだという記事が出ないようにするのに
精一杯なんだ」
「 それがすでに会員の間にその噂が広まっているよ
うなんです」
「なんでだ」
「裏切った幹部がいるようです 」
「すぐに除名しろ 」
「 しました！」
「どうなった」
「 モラルツラヌク研究所を作って分派活動をしてい
ます」
「偉い先生方に頼んですぐに潰せ」
「 そ れど こ ろ では ないん です 。 う ちの会員が 、 上意
下達の組織はおかしい 、個人の良心が絶対倫理活
動の原点であ り 、大きい組織は必要ないから会費

は払わないと言い出しました」
「そいつらの活動を禁止し、全員除名だ」
「 そ う す る と 、 早 朝 倫 理 の 会 と 早 朝 掃 除 の 会 の 主
催がモラルツラヌク研究所になっちゃうんです」
「 ち ゃ ん と 洗 脳 し な か っ た の か 。 リ ー ダ ー た ち も 全
員クビだ」
「 リーダーたちが個人主義になり 、 “芸は身を助く ”
運動にうつつをぬかしていたようです」
「 だ か ら言わんこ っ ちゃない 。 あれほど日常活動が
大事だと言ってきたのに」
「非日常の闘いより日常の平和が勝った 、 というこ
とでしょうか」
「お前まで何を言う！」

〇〇〇☆★★☆☆☆☆☆☆☆◇□□△△□◇
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇□□△△△〇〇

道をきれいにすると心が美し くなります。
街をきれいにすると社会が美し くなります。

今朝も歩道の落ち葉を掃き集め 、並木の間のプ
ラ ン タ ーの 花に 水 を や る 集団 が 生 き 生 き と 動 いて
います。

隣の 公 民館 で は 「 絶対 倫 理 ・ 朝の お勤 め 」 が 開
かれています。

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

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声を揃
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える。
「 愛 と真 心を も っ て家 庭と社会の 正義と秩序を 育
てます」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

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

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

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

********************************☆☆☆*

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

告が掲載された新聞社の政治部だった。
彼 の物の 言い方は 、 問 題は 指摘す るも の の 「原

発 事 故 の 処 理 や 補 償 に 多 額 な 費 用 が か か り ま す
が 、今後政府がどのように東電と国民の負担のバ
ランスをとるかでしょうね 」 とか 「二酸化炭素削減の
ためには 原発再稼働が 必要だ し 、 原発を 動かさ な
いと石炭火力発電に頼らなければならない。ジ レ ン
マですね 」などというものだった 。キャスターが 「そ
れで国民が納得するでしょうか 」と突っ込んでも「納
得するよ うな説明が必要で し ょ うね 」 と言うだけだ

った。
そ の番組名は 「真理のニ ュース 」 と い った 。 その

前は 「真実のニュース 」 、意見広告が出た頃は 「事
実のニュース」だった。

ま も な く 番 組 改 編 の 時 期 が 訪 れ る が 、 キ ャ ス タ
ーがまた代わり 、番組名も 「倫理のニュース 」 にな
るという噂が流れていた。

☆☆****☆☆☆*****☆☆☆******☆ ******

「最近、国体教団総本部長官がモラルツラヌク研
究所の会員になったらしいな」

「 え ー 、 ま た上か ら 改憲署名やら なん やら 、 な んや
かんや言ってくるんじゃないの」
「 いや 、 あ く までも個人参加なので 、組織的活動は
しないらしい。早朝ラジオ体操担当と聞いた」
「 なんだ って！ ラジオ体操担当と言えば 、影の帝
王だぜ 。な んせ毎日流れる公共放送のサ ブリ ミ ナ
ル電波を仕切ってるんだから」
「これは噂のレベルだが 、我が国の最高指導者も入
会したらしい」
「 フ ァース ト レデ ィは創設メ ンバーだって聞いてたけ
ど旦那も入ったのか 。モラルツラヌク研究所はどう
なるんだ」
「 い い じ ゃ な い か 。 我 々 は 社 会 を 明 る く し 、 心 を 平
安に保とうと純粋な気持ちで運動してきたんだ 。そ
のおかげで 、みんな昔のように中流意識を持てるよ
うになった。みんな満足してるよ」
「だけど俺は家も土地も、車さえ持っていない」
「いいじゃないか。我々は中流意識という永遠の平
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安を得たんだから」

☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ジャーナリズムはどんどん道徳心を取り込み 、倫理
規程 も 義務化 さ れ た 。 ま も な く 、 憲法 に基 本的 人
権および社会権と し て 、倫理観を持つ権利と倫理
観を持たせる権利が規定されるはずだ。

☆
こ の世の中は上から下まで人が蠢き 、想いが交

錯 し 、何かが動いている 。 し か し 、 この世の中のこと
を上から下までわか っ ている人はどこにいるのだろ
う。

も し い る と し た ら 、 そ れ は 超 越 自 律 人 工 知 能 運
転システムUSAAIMSだけだ。
（ と 、 USAA IMSが 呟 い た 。 同 時 に 「 バ グ ッ ち ゃ っ
た 」 というかすかな声が流れた 。だが 、それはUSA
AIMSの気の精であったろう ） 。
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悪魔は私の心の中で呟く。
「現実と理想は両⽴しない。理想を実現しよ
うとすると、必ず犠牲が出る。それをごまか
すのを偽善というのだ」
天使は私の⽿元で反論する。

「現実だけでは幸せは⼿にできない。理想を
実現しようとする⼒こそが現実を変えるので
す。理想が遠い存在だからといって諦めたら
終わりです」
悪魔が言う。

「理想を求めようが求めまいが、結果がよく
なろうが悪くなろうが、すべてこの世にある
ものは現実だ。理想を掲げれば掲げるほど現
実から遠くなり、生活ができなくなる。人間
は欲望の⼒が⼤きいので理想を求めることな
どできないのだよ」
天使も言う。

「現実の中にすでに理想は存在しています。
希望や夢、前を向く⼒、助け合う⼒、すべて
理想から出発しているのです」
悪魔も言う。

「それらはすべて単なるご都合さ。人間はき
れい事が好きだからね。だが、食えなきゃ人
は人を助けないし、生きられなけりゃ希望も
夢もないのさ」
「人の存在はすべて善ですから、あなたが言
う現実がたとえ醜いものに⾒えても結局は善
につながるのです。その証拠に戦場でも助け
合いは存在しています」
「戦場では殺し合いをしているぜ」

「戦いで紛争は解決しないので戦いが続いて
いるのです。戦いをやめれば戦いはなくなり
ます」
「でも紛争や憎しみ合いはなくならないだろ
う。結局それが現実なのだ」
「でも戦いをやめなければ紛争や憎しみ合い
はなくならないのです」
「憎しみも愛も人間の性だから、何をしても
なくならないさ」
「どっちが理想かを確信できれば現実も変わ
ります」
「愛や信頼は裏切りによって簡単に崩れる。
理想は現実に簡単にひっくり返される。理想
はもろく、現実は強固だ」
「理想はもろく⾒えても消えません」
悪魔が言った。

「いくら⾔っても、できもしない理想を掲げ
ると必要以上の犠牲が出るんだ」
天使も言った。

「それは偽善だからです」
「偽物でない善を⾒たいもんだぜ」
「 ．．．」 。私も⾒たい ――天使はしゃがみ込んだ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆☆□☆☆☆
☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆

中学校で校内暴⼒が吹き荒れた時代でした。
県庁所在地にあるその中学校では毎朝のよ

うに何かが起きていました。先生が登校する
と、窓ガラスが割られていたり、廊下に水が
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撒かれていたりしていました。

そのすぐ近くに塾がありました。私が友人
と共同経営する学習塾です。
塾を始めようとしたときには理想に燃えて

いました。ただ勉強を詰め込むだけの学習塾
にはしない、勉強が好きになる子を育てるん
だ、登校拒否の子も受け入れよう、学習障害
の子にも対応しよう、人間的なつながりの中
で教育をやるのであれば自分たちも人間的で
なければならぬ、雇用被雇用の関係ではなく、
理想を共有しよう、働く時間に⽐例した報酬
を得るのではなく、必要な人には必要なだけ、
すなわち⼦供の教育にお⾦が必要だったり、
家族が病気している人は多く、そうでない人
は少なくもらう、⼈間共同体としての理想を
めざそう――。

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

その塾では恐れたとおり、荒れた学校の空
気がそのまま持ち込まれた。学習塾に勉強し
に来ているはずの子供たちは、親の期待に反
して勉強しようとはしなかった。７、８人ま
ではよかったが、１クラス10人を超え15人く
らいになると “ 問題児 ” が２、３人混じり、統
制が効かない。プリントをやらないのは序の
口、無駄話を続けて講師の声が聞こえなくな
る 「先⽣、数学をやって将来なんの役に⽴つ、

んですか」とわざと質問する、あげくの果て
は席を離れてぶらぶらする者まで現れた。最
初の頃はやさしく答えていたものの、真面目
な⼦の冷たい視線を感じてキレた。うるさい
⼦供たちに向かって怒鳴り付けた 「静かにし。
ろ︕ 。最初は効いた。だが、すぐに騒がしく」
なる。席を決め、ときに席を変えたりもした。
塾が終わってから授業を妨害する子と個人的
に話し込んだりもした。大人しく話を聞き、
わかったと言って帰るものの、次の授業では
また騒ぐ、ということを繰り返した。
一 緒 に 働 く 友 人 は 、 授 業 の は じ め に 「 黙

想︕」と号令、１分間ほど⽬を閉じさせ、静
かにさせていた。私は、それが管理教育に⾒
え、校内暴⼒の背景と重なって導⼊できなか
った。

ある⽇、中学１年⽣のクラスで背の⾼い男
の子がブラブラと教室内を歩き始めた。注意
をしても効かず、私はカーッとなって子供の
胸ぐらをつかんだ 「座れ︕ 。⼦供はぎょっ。 」
としたようだったが、私の手を振り払おうと
した。私は⼒を⼊れ直しぎゅっと握り返すと、
二人の体がくるくる回って、外に飛び出した。
私は我に返って⼿を離した。
「こんな塾なんかやめてやる」
「ああ、やめろ︕」
子供は帰り、授業が再開された。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

少しでも塾を明るくしよう、自分たちは何
があってもあなたたちを⾒捨てないという姿
勢をわかってもらいたいと、生徒を迎え入れ、
⾒送るときに努めて明るく挨拶を続けました。

。“愛の一声運動”と自分に言い聞かせたのです

あるとき中⼀の⼥⼦⽣徒が 「さよなら」と、
声を振り絞って⾒送る私の前を通りすぎる⼀
瞬 「死ね︕」と⾔って帰って⾏きました。氷、
のような冷たい⽬が私の脳裏に焼きつきまし
た。
その⽇、どうしても家路につけない私は家

庭訪問をすることにしました。すでに夜も更
。けて時刻は午後11時に差し掛かっていました

「どうして気にすんの。みんな普通に言っ
てるよ」――⼥⼦⽣徒は不思議そうな顔をし
て私に答えました。

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

「康弘くん、田中くんと一緒に帰るんじゃな
かったの」
「うん」
「親友じゃなかったっけ」
「ううん」
「なんかあったの︖」

「別に」

つい最近まで田中くんと肩を組んで歩いて
いた康弘くんは、いじめられないために群れ
の中に⼊っていただけだった。⼒関係が変わ
ったのだろう。今では挨拶さえしない。心ま
ではつながっていなかったのだ。いや、心が
つながるような関係ではなかったのだ。肩は

。 。組んでも心は別々 みんな寂しい“仲間たち”

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆☆□☆☆
☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆

この国では、1970年代の終わりごろから校
内暴⼒が社会問題化した。

校内暴⼒とは、学校内で発⽣した対教師・⽣
徒間・対⼈への暴⼒や器物損壊を合わせた暴
⼒⾏為である。1983年には全国の中学校10,3
14校の 13.3％にあたる 1,373校で 3,547件の
事件が教育委員会によって報告された。
校内暴⼒は、80年代後半には終息に向かい、

1986年以降は⽐較的安定的に推移したとされ
る。代わって学級崩壊やいじめが急増し、子
ども同⼠の殺⼈事件や家族を⼿にかける凶暴
事件も社会問題化してきた。しかし、校内暴
⼒の問題が解決したわけではない。実際にバ
ブル崩壊後の平成5年辺りから急激な増加傾向
を⽰すようになり、2000年度には約3万 5000
件という数値になった。問題は積み重ねられ、
多様化し、複雑化しているのだ。校内暴⼒が
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沈静化したのは、管理教育が徹底したからと
言われている。体育の教師が前面に押し出さ
れ、⽣徒への暴⼒が増えたという話もある。
いじめがクローズアップされたのは矛盾が生
徒の内面に押し込められたという側面を忘れ
てはならない。
一方では統計の取り方の問題もある。社会問
題は意識されたとたんに数値化されるが、そ
れ以前から厳然として存在しており、さらに
基準の設定によって数字はいくらでも変わる。
したがって、数字の動きだけで社旗問題を論
じてはならない。実際、校内暴⼒事件の件数
の数え⽅は、1996年度以前と1997年度以降、
2007年度以前と 2008年度以降で変わってお
り、単純に数値を比較することはできない。1
997年に決められた認定基準では、⽂部省が暴
⼒⾏為を類型化し、認定基準を細かく設定し
た。対教師暴⼒では 「教師の胸ぐらをつかん、
だ 「教師めがけて椅子を投げつけた 「教師」 」
に故意に怪我を負わせた」などの具体例を⽰
し、⼦どもたちの⾏動の背景が抜けたままで
校内暴⼒のイメージを⽅向付けた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

あの時代は⾝も⼼もズタズタでした。若さ
だけで走り回っていたようなものです。でも
理想は捨てるまい、⽬の前に⾃分たちを必要
とする⼦や親がいる、学校や地域で孤⽴して

いる人もいる、一人でも感謝してくれる人が
いる限りがんばろう、という思いでした。
塾で気になる子がいたら深夜でも家庭訪問

をしました。親と一緒のせいか、ほとんどの
子は家で話をすると普通のいい子なんです。
「塾ではどうしてもああなっちゃう」――し
みじみ話をしてくれます。心がつながったと
思って帰るのですが、しかし、次の授業では
やはり同じように授業で騒ぎます。学校での
人間関係から格好をつけてしまうと言うので
す。
学校ではらせない鬱憤を塾で発散していた

子もいただろうと思います。どの子も自分を
コントロールできないでいました 「この子た。
ちは愛情に飢えている。抱きしめてくれる大
人がいない」ということに気がつきましたが、
私自身はどうすればいいのか、わからないま
まで毎日が過ぎていきました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1980年ころ、あるヨットスクールで、⼦供
たちの死亡や海での⾏⽅不明が相次ぐという
事件が発⽣した。指導者が教育を理由に加え
た体罰で子どもたちが死んだり、ヨットから
海に突き⾶ばして⾏⽅不明にさせたりしたと
いうのだ。暴⼒性のある⼦や精神障害のある
子に、自然の厳しさ、スポーツの喜びを体験
させることで⾃らの⾏動を律することを⾝に
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付けさせるというものだったが、校⻑やコー
チらが傷害致死の疑いで逮捕され、⾏き過ぎ
た指導だと非難された。悲惨な事件ではあっ
たが、同調する人もいた。その人たちは必ず
しもスパルタ教育論者だけではなかった。⼿
に負えない子どもを持った親や指導する教員
は疲れはてていた。どこにも光が⾒えない状
況に追い込まれた人の中には、スポーツの教
育⼒に頼りたい⼈もおり、⼼のどこかで強い
⼒に頼りたいという “本⾳ ” に近い感情を抱い
ても不思議ではなかった。実際、 23年後に刑
務所から出てきた校⻑は、これからもヨット
スクールをやり続けると宣言した。それだけ
の社会需要があったのかもしれない。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「考え方は一つじゃあないんだよ 「模範解」
答と違うやり方でも本当に間違いとわかるま
でやってごらん。それで解けることもあるよ」
――数学の授業では、子供たちが陥る考えの
すべてについて解説し、別解があることを教
えようとしました。回り道でも自分の考えで
いいときもある、ということをわかってほし
かったのです。でも、子供たちは嫌がりまし
た 「先生、学校で教えるやり方だけでいいで。
す 「試験で書く答えを教えてください 「い」 」
ろいろ言われてもわかりません」――子供た
ちは模範解答だけを欲しがりました。問題の

数だけ答えを覚えようとするのです。それは
完成することのない、無限の努⼒を要する道
です。
予備校で、⼤学受験⽣に物理の別解を教え

るときにも同じようなことがありました。学
校で詰め込み教育を受けている子どもたちに
とっては当たり前と言えば当たり前のことな
のかもしれません。

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

できない子供には塾の授業のあとも残して
教えました。できない子たちは、どこかの時
点で勉強につまずき、学校の授業に⾏いてい
けなくなったのです。そこまでさかのぼって
教えようとしました。模範解答を覚えられず、
自分は頭が悪いと思っている子に、数学は覚
えるのではなく、やり方が分かれば全部でき
るようになるんだよ、とさとし、ないか、納
得しないと次に進めない子に、諦めないでも
う少し考えよう、こう考えたらどうなる︖
と励まし、あの手この手を使いました。多く
の子は面倒くさがりました。でも、やってみ
るか、と考え始めた子がある日突然
「わかった︕」と声を弾ませたときには、あ
あ、これが教育の醍醐味だと思ったものでし
た。それが続かないのも現実で、辛抱、辛抱
と己に言い聞かせながらでしたが、こちらが
必死で教えようとしている気持ちはわかって
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もらえたと思います。もしかしたら、こんな
に一生懸命やってくれるのだから付き合って
あげようと思っていたかもしれません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

できない⼦や乱暴な⼦もよく⾯倒を⾒てく
れるというので、そういう子は残り、親から
も感謝されることもあったが、問題児がいる
塾には⾏きたくないというので、成績のいい
子やおとなしい子は塾をやめていき、塾の経
営はどんどん悪くなった。逆に負担は増えて
いった。

その塾の生徒数が減り、赤字経営が常態化
するなかで、僕は自分で教えるかたわら他の
仕事にも精を出した。予備校の講師、編集者、
フリーライター。受験雑誌への原稿料やラジ
オパーソナリティ出演料などは仲間の講師料
として消えた。
そんなとき、若い講師が⾔った 「あんたは。

経営者だろ︕ 。塾の経営状況もざっくばらん」
に伝え、意⾒を聞こうとしたときだった。

そのとき、私の中で何かが弾け、何かが崩れ
落ちた。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

悪魔が破⽚を拾った 「ほうら⾔わんこっち。
ゃない。お前の偽善のせいでどれだけ犠牲者
が出たかわかりゃしない」
天使が破片を受け取った 「あとで繕ってお。

きます」

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

友人は経営の建て直しについて真剣に考え
ていた。
当時の高校入試に対する中学校の指導は、

⺠間が主催し、県内のほとんどの中学校が採
用する全県共通模試の成績と内申点（調査書
の成績）で受験高校を決めるというものだっ
た。学習塾はその全県共通模試でいい成績を
とらせることが大きな目標になっていた。
そのシーズンに入って間もない頃、友人が

すでに模試を実施した学校から問題を入手し
たという話を聞いた。確かめると、これから
模試を実施する学校の生徒に問題を教えると
⾔う。当然のことながら議論が始まった 「⽣。
徒にいい成績を取らせていい高校を受けさせ
たい 「他の塾もやってる」に対して「実⼒以」
上にいい成績を取って、受けたい高校を受験
しても落ちたら何にもならない 「不正をやっ」
てると⾔われたら塾の評判は落ちる」と主張
した。しかし、友人は譲らない 「中学校は成。
績をたてに必要以上に安全な⾼校を⾏けさせ
ようとする。仮に実⼒以上にいい成績を取っ
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ても本来受けられるレベルの高校を受けられ
るようになるだけだ」と反論した。
結果として、友人がどうしたかはわからな

い。そのままの問題を解説したのか、類似問
題を作ってやらせたのか、問題と同じ分野の
知識を解説したのか、あるいは何にもしなか
ったか。
いずれにしても、私と仲間の間の認識はど

んどんずれていくように私には思われた。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
英語の授業をお願いしていた在日コリアン

２世の⼥性は、いうことを聞かないばかりか
反抗的な姿勢を⾒せる⼦供たちの前に⽴つ気
を失っていた。私は「いろんな⽴場の講師が
目の前にいるだけで意味があるんだから、が
んばってくれ」と説得した。が 「考える」と、
⾔ってくれた彼⼥の答えは「やはり無理」だ
った。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

順番を間違えると大変です。
トイレでパンツを脱いでからおしっこをして
も
問題はありませんが、
おしっこをしてからパンツを脱ぐと
ボケの始まりと言われます。

子どもの教育でも同じです。
叱ってから抱き締めると情のあるいい子に育
ちますが
抱き締めたあとで怒るとグレます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

変な塾ではあった。お⺟さんたちがグルー
プを作り、日曜日に私を呼んで勉強会を始め
た。襟をつかみ合って塾をやめた子が、塾が
終わる時間帯を⾒計らってふらっと顔を⾒せ
たりもした。塾が終わって深夜営業の八百屋
に寄ると家庭内暴⼒の相談を持ちかけられた
し、塾の対象年齢ではない⼩学⽣の登校拒否
の話も持ち込まれた。

、 、小学生のときに心を開く場があれば と思い
「表現⼒講座」と称して、好きな⽂章を書い
たり、発表したりする授業も開設した。私も
一緒になって作品を発表した。生徒はいつま
でも二人しかいない教室だったが、一人は私
⽴中学に⼊学し、講座が役に⽴ったと親から
感謝されたのはせめてもの救いだった。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

愛は
心に溢れるほど注がれ
常に新しく
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必要十分以上の存在でなければ
人は満足しない
だから、あるやなしや意識しなくてもすむ “空
気”でなければならないのだ

ひとたび流れが途切れればまたたく間に闇が
広がり
心に満ち溢れるまでに
どれほどの時間がかかることか

だが、愛はつきることがないから
必要なときに
必要な人に
必要なだけ
与えられる

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ときどき塾の帰りに寄って子どもたちの話を
していた⼋百屋のお⺟さんに⾔いました。
「塾をやめて外国に⾏くことにしました」
「えー、なんで︖」
「ちょっと考えるところがあって」
「いてよ︕ この街に」
「でも塾をやめるし、いても忙しくて⽴ち寄
ることもできないと思います」
「いいよ、それでも。同じ街に先生がいると
思うだけで安心だから」
ああ、ありがたい、と思いました。自分の存

在を認めてくれる人が一人でもいてくれる。
私は何も言えず、動くことさえできませんで
した。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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編集長 井上脩身Lapiz

情熱歌人の光と影
昨年１１月下旬、東京・練馬区の石神井公園を訪ねた。池袋から電車で約１５分。瀟洒な高級住宅

街に囲まれた静かな公園だ。東西に約７００メートルの細長いボート池でもある石神井池と、直径２
００メートルほどのほぼ円形の三宝寺からなり、今も武蔵野の面影を残す都会のオアシスである。な
かでも湧水池である三宝寺池は水性植物が自生する学術的にも貴重な野鳥の宝庫。国の天然記念物に
指定されている。私は学生時代、この公園から歩いて約１５分のところに下宿していたので何度も三
宝寺池を訪ねた。それから半世紀がたつ。休憩スペースが設けられるなど、整備は幾分進んだが、基
本的には私の学生時代とは変わらない。だが、私は思い出にふけるためだけにここに足を運んだので
はない。与謝野晶子の四女、宇智子が石神井に里子に出された、と知ったからだ。植物採集が好きと
いう宇智子は子どものころ、学校帰りにこの三宝寺池畔を歩いたという。私は、池の周りの枯れかか
ったプラタナスの木々の下を歩きながら、宇智子に思いをはせた。

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘



文豪が名づけ親の上の子４人

やわ肌のあつき血汐にふれも見で
さびしからずや道を説く君

与謝野晶子がまだ鳳（ほう）晶子だった少女時代に詠
んだ歌である。文学同好会で知り合った河野鉄南への想
いをこめた歌と伝えられているが、この歌そのままに、
やがて師となる与謝野鉄幹に恋いこがれ、１９０１年、

。 、家出同然に堺の実家を飛び出して上京 その年の１０月
二人は結婚する。鉄幹３０歳、晶子２５歳。このころ、
鉄幹は東京・渋谷に 主に歌集を刊行するのを目的に 新、 「
詩社」を設立している。二人の新居はその事務所を兼ね
ていた。翌年１１月、晶子は男の子を授かった。そのお
産は、全身の骨がばらばらになるような激しい痛みを伴
った

その母の骨ことごとく砕かるる呵責の中に
健き子の啼く

、 「 」 。男の子は詩人 上田敏によって 光 と名づけられた
苦しいお産だっただけに 晶子の喜びもひとしおだ 昔、 。「
ながら女は損な役割に廻って此様な命掛の負担を果し乍
ら（中略）釈迦、基督の如き聖人を初め、歴史上の碩学
や英雄を無数に生んだ功績は大したものでは有りません
か」
晶子は『産屋物語』に母となる女のすごさを自分に言い
きかすようにこうしたためた。後に、晶子が「母性偏重
を排す」と語るとは想像できないほどに、心がたかぶっ

ていた。
新詩社では毎月１回、同人が集まって詩歌の合評会が

行われた。この会合に出入りする若手の中に岩手県から
やってきた石川啄木がいた。鉄幹に目をかけられていた
啄木は光の誕生をことほぎ 「星の世の花ぞ振りきて咲、
くべけれそのほゝゑみの曙の園」と祝歌を詠んでいる。
光はこうして新詩社のみんなから祝福されて世に出てき
たのだ。
とはいえ、子育ては今も昔も楽ではない。医師でもあ

る作家、渡辺淳一が鉄幹、晶子の人生模様を描いた『君
も雛罌粟われも雛罌粟 （文藝春秋社）の中で、明治３』
０年代の乳幼児の死亡率は１５％に達していた、とした
うえで「晶子は夜泣きする光を腕にかかえたまま、寝不
足におちいることもしばしばであった」と書く。
新詩社の会合は晶子が出産したころから 「一夜百首、

会」と名づけられ、夜を徹して百首になるまで参加者が
歌を詠んだ。晶子は光をあやしながら、相馬御風ら歌詠
みたちにお茶や食事を出し、自ら歌を詠むという一人三
役をこなさなければならなかった。

晶子が第二子を産んだのは１９０４年７月。薄田泣菫
の命名で「秀（しげる 」と名づけられた 『産屋日記』） 。
によると山川登美子と増田雅子が連れだって誕生祝いに
やってきた。登美子は未婚時代の晶子の恋のライバル。
雅子は晶子と結婚した後も鉄幹が近づこうとした歌人で
ある。二人はこの時、日本女子大生だった。光が、桜の
ころに行われた運動会に母に連れられて同大学に行っ
た、と『晶子と寛の思い出 （思文閣出版）に書いてい』
るように、鉄幹をめぐって互いに複雑な感情を抱きなが
らも、このころは仲のよい歌の友だった。

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘



朝から二人を待ちつづけた晶子は、午後２時過ぎに現
れたとき「自分は秀にお乳を吞ませていたので慌てて布
団に横たえ、髪だけかき上げて迎えた」という。

子ども二人へのかわいがりようは鉄幹もかなりのもの
だった。１９０５年の「明星」に鉄幹は「吾児よ」とい
う詩を発表 そのなかで 吾児よ 吾児よ 何か啼く 中。 「 、 、 （
） 、 」略 胸さわぎする憂き性の 父にや似ける かんだかに/

とうたった。

１９０７年３月、女の双子が生まれた。長女は「八峰
（やつお 、次女は「七瀬 。森鷗外が女の子の誕生を）」 」
祝って贈った歌「聟きませひとりは山の八峰こえひとり
は川の七瀬わたりて」から名づけられた。晶子は返し歌
を詠んでいる。

とばり帳並（な）めてあらせむ早春の
しら玉といふ椿の少女

白玉のようなつやつやとした肌の子、というのだ。だ
が、双子を育てるのは大変である。上二人のときは産後
１週間もすると普段の仕事に戻れたが、今回は体がだる
くて床から抜け出せない。新生児が乳を求めて交互に泣
くうえ、幼い二人の男の子がまとわりつきゆっくり休め
ない（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 ）のだ。『 』

あざまずやちさき二人の母とよぶ
本意（ほい）とげ人のおとろへやうよ
女の子が生まれたものの、鉄幹は男の子に強い期待を

かけていた。１９０９年に神田・駿河台のニコライ堂に
近い東紅梅町に転居したのは、光と秀が通う暁星小学校
に近かったからでもある。光の『晶子と寛の思い出』に
よると、鉄幹は二人のどちらかを外交官にしたいとの希
望をもっていたと 「何になりたいか」などと聞いてく。
れない 「なれ」だったと光はいう。結局、外交官にな、
ったのは秀である。外交官には向かないと思っていた光
には、鉄幹は鷗外と同じ道を歩ませようとした。後に慶
応の医科に進む。

晶子の妹のさと子は岐阜県大垣の大地主に嫁いでい
た。光はこの叔母の家に秀と二人でひと夏遊んだことが
ある。さと子が八峰や七瀬も呼んで蒲郡に一軒を借り、
自分の子どもと一緒に海水浴をさせてくれたことも光は
よく覚えている （ 晶子と寛の思い出 ）。『 』
こうした４人の子どもがいる家庭に鉄幹が安らぎを覚

えたのはまぎれもない。

光七瀬秀八峰といりまじりわが幼子の
手をつなぐ遊び

あたたかき飯に目刺の魚添えし
親子六人（むたり）の夕がれいかな

いずれも鉄幹の歌である。鉄幹のおだやかな顔が目に
浮かぶ。

子の枕元で創作おとぎ話
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光、秀、八峰、七瀬。この４人がまだ小学校にも上が
らないころ、晶子は枕元でおとぎ話を語って寝かせた。
その場でストーリーをつくるのだ 「添い寝しながらの。
お話しは即興的なものばかり。筋なんて決まってないの
で、直してというと、いくらでも子どもが好むようにし
てくれた」と光は回想する。

やがて、晶子は童話として発表する。与謝野晶子とい
えば誰もが認める天性の情熱歌人である。童話は余り注
目されなかったが、歌人、松平盟子さんは晶子の数々の
童話に焦点を当て、１９９８年 『母の愛――与謝野晶、
子の童話 （婦人画報社）を上梓した。本項では同書を』
参考に、晶子の童話を通して、母として４人の子どもを
どう見ていたかを考察する。

１９０６年に創刊された雑誌『少女世界』に晶子の初
めての童話が掲載されたのは八峰、七瀬が生まれて間も
ない１９０７年 「金魚のお使い」という短編だ。兄太。
郎の赤い金魚、弟二郎の白い金魚、千代ちゃんの斑の金
魚が新宿から甲武線の電車に乗って駿河台までお使いに
いく話。水がないと金魚は動けないので、駅員に水を入
れた金だらいに入れてもらって乗車し目的を果たす、と
いう物語。

この「金魚のお使い」を皮切りに、神様にマッチをす
ってもらって体が光るようになったという「金ちゃん
蛍 、文ちゃんがニコライさんを訪ねる「ニコライと文」
ちゃん」などのゆかいな童話を次々に生み出した。
晶子にとって、童話は素人である。なにがしかの試行

錯誤を繰り返しただろう。その結果 「ぼんぼんさん」、
では４人の子どもが実名で登場するに至った。出だしは
以下の通りだ。

茂さんのことを宅（うち）ではぼんぼんさんと云う。
ぼんぼんさんは母親（かあさん）が八峰と七瀬に朝の

、 （ ）牛乳を飲ませて居る時に起きて 茶の間で寝衣 ねまき
を着更えさせて貰ってる、絹やにお話をしている。
「蛇と狼とはよろちい、鼠は一寸（ちょっと）いやでち
ゅ 」。
ぼんぼんさんは富士見小学校の生徒になる日を、遠い

ことと思うて居ない。其の時になると右の手には八峰、
左の手には七瀬の手を引いて、幼稚園に連れていく、さ
よならと云うて、自分は富士見小学校へ行くのだと、そ
う信じて居る。何として。兄さんの光（ひかる）さんが
来年の四月からやつと幼稚園に上がるのである。しかし
時間などと云うものは泣かずに辛抱さえして居れば来る
ものだと、ぼんぼんさんは思うて居るのであろう。
ぼんぼんさん 油屋さんをいたしましょう お着物 べ「 、 。 （

べ）がよごれますから、ぼんぼんさん 」。
「イヤー、イヤー、兄ちゃんは 」。
「お父様のお居間で汽車を書いてお出でになります 」。
（以下略）

茂はいうまもなく秀だ。両親と４人の子どもが登場す
るこの物語はもはやおとぎ話とは言えないだろう。恐ら
く、実際にあった出来事をヒントに話を膨らませたり、
筋を変えたりして、子どもに親しみのある楽しい話に作
り変えたのだろう。
晶子の童話は１９０８年から１９１０年にかけて集中
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的に作られている。八峰、七瀬の誕生から三男麟の誕生
前までだ。

晶子は「２人の男の子と２人の女の子が大きくなるに
したがって、何かお伽が要るようになった。既存のおと
ぎ話は余りに教訓がかっているので、子どもをのんびり
と素直にそだてよう、大きく楽天的に育てようと考えて
自分で作った」という。実際、晶子の童話の中で４人の
子どもは生き生きと動きまわている。

７人の子を残してパリへ

鉄幹は雅号だ。八峰、七瀬が生まれたころから、対外
的に本名の寛を名乗っている。本稿でもここから寛に変
える。
寛がパリに向かったのは１９１１年１１月である。晶

子の名声が上がるのに反比例するように評価は下がり、
焦りを覚えていた寛。その孤独と憂愁の深さを知った晶
子が「パリに行かれてはどうですか」と渡欧を勧めた、
と渡辺淳一はいう（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 。二人『 』）
とも、フランスの詩人ベルレーヌの作品などを翻訳して
いた上田敏に影響され、パリに憧れていたのだ。

フランスまでの往復旅費は二等船室を使っても１５０
０円近くかかる。三男麟に続いて１９１０年に三女佐保
子が誕生。そのうえ、四女宇智子が生まれたばかりだっ
た。家計は厳しいが、晶子は百首屏風を売って旅費を捻
出した。２０円で買った金屏風に晶子の歌１００首を墨
書し、弟子らに１００円で売りつけるもので、この後、

晶子は金を工面する際の常套手段にする。

寛は横浜港から熱田丸で旅立った。晶子は「小さな子
どもがいる」と迷いながらも、神戸まで船に乗った。船

。 、は神戸にまる１日停泊した 晶子は鉄幹と神戸で下船し
京都で過ごして神戸港に戻った。子どもを家に置いたま
まの２、３日の外泊が、半年後、さらに大胆な決断をす
る元だったのかもしれない。

夫がいなくなると晶子は無性に会いたくなった 「晶。
子の誤算の一つは、心より先に躰が揺らぎ、燃えること
だった （前掲書）とは、数々の官能小説をものにした」
渡辺淳一ならではの表現だが、晶子の和歌をみれば決し
て誇張ではない。

待つべしとなだらかに云ひ君やりし人とも
あらず狂うほしきかな

既に三女佐保子は川崎に里子に出していたが、なお家
には光を頭に６人の子どもがいる。だが、寛から「一緒
にヨーロッパを回りたい」といった手紙が届くと晶子は
いてもたってもいられない。パリ行きを決断する晶子。
その視野には子どもが消えていたのだろうか。

子等おきてかへり見がちに君を追ひ
海こゆる日もさはれ疾（と）く来よ

、 、上５人の子どもは 寛の妹の静子に面倒を見てもらい
すでに里子に出していた佐保子に続いて宇智子を石神井
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の桜井家に里子に出すことにした。ところが出発の１カ
月前、２歳２カ月になった佐保子が熱を出して里親のと
ころから戻ってきた。佐保子の看病をしていると、三男
の麟も風邪を引いて熱を出した。それでも外遊の決意は
変わらなかった。

１９１２年５月、晶子は新橋停車場から外遊の途につ
いた。その前日、６人の子ども全員を銭湯に連れ、それ
ぞれの体を丁寧に洗ってやり、帰りは晶子が真ん中にな
り６人が手をつないでお月さまの唄をうたったという。
新橋駅では６人の子どもが見送った。１歳と３か月にな
る宇智子も里親に連れられてやってきた。

船旅だった寛と違い、晶子はシベリヤ鉄道でパリに向
かうことにした。旅費は例によってもっぱら百首屏風の
販売に頼った。墨をするのは光の仕事だ 「一首書くご。
とに１本ずつマッチ棒を置いた。１００本になるとでき
あがり」と光は後に述懐しっている。その光は敦賀まで
同行 敦賀港で船に乗ると晶子はワーと泣き出した 母。 。「
があんなに泣いたのを見たのは初めて」という光は「父
のところに行きたいし、子どものことも心配だった」と
晶子の心の内を思う。やはり敦賀まで同行した佐藤春夫
らに「もう賽はなげられたのだから」とうながされ、晶
子は船の人となった。
シベリア鉄道の列車の乗客のほとんどはロシア人だ。

話し相手のない晶子は旅の途上、子どもたちに絵はがき
を出して、寂しさをまぎらした。バイカル湖畔が写って
いる絵はがきには「カオヲダシテオヤスミナサイヨ」と
七瀬に。八峰には「オリカウナ、ネイボウサン 。七瀬」
は布団にもぐりこんで眠り、八峰は朝寝ぼうする子だっ

たようだ。

小学校２年生になった秀へのはがきには「クサノタネ
ハ マウメオダシマシタカ サホコハドウシテヰマス
カ」とある。晶子が佐保子を気にかけていたことを示す
のは、私の手元の資料ではこれだけだ。

新橋をたって２週間後の５月１９日、晶子はパリに着
いた。さっそく光に手紙を書いた 「カアサンハキノフ。
パリヘツキマシタ。ステイションヘハ父サマヤソノオト
モダチノ日本人西洋人ガマゼテ五人ムカヘニキテクレマ
シタ 。パリに到着した安堵と寛に会えた喜びがそこは」
かと伝わる文面である。

晶子は出発前、有島生馬からアウギュスト・ロダン宛
ての紹介状を書いてもらっていた。寛とも交遊があった
有島生馬はパリの美術学校に通ったことがあり、セザン
ヌを日本に紹介した画家である。ロダンのアトリエにも
出入りしていた。パリに来て１カ月後、晶子はロダンの
アトリエを訪ねた。７０歳を超えていたロダンは肘掛け
椅子にゆったりと座っていた。晶子が着ていた和服の美

、 。しさをロダンは称え 自らの写真にサインをしてくれた
（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 ）『 』

翌週、晶子は寛と郊外の丘を散策した。ヒナゲシの花
が咲き乱れ、丘は朱色に染まっていた。ヒナゲシはフラ
ンス語でコクリコという、と寛がいった。晶子はしあわ
せの絶頂にいた。

ああ皐月仏蘭西の野は火の色す
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君も雛罌粟われも雛罌粟

いつまでも絶頂というわけにはいかなかった。晶子に
妊娠の兆候がみえたのだ。光の『晶子と寛の思い出』に
よると、寛が乗った熱田丸に近江湖雄三というミュンヘ
ンに向かう産婦人科の医師がいた。晶子はミュンヘンで
近江医師に診てもらったところ「妊娠だから早く帰りな
さい」といわれ、半年で帰国することになったという。
だが、これでは即物的過ぎて子を想う情熱歌人にそぐ

わない 「ミュンヘンに泊まっているとき、夢で子供た。
ちと一緒に風呂に行ったのに、洗う段になると八峰と七
瀬がいない。誰かに連れ去られたのかと大声で娘の名前
を呼び――」と想像をたくましくする渡辺淳一である。
実際、イギリスを訪ねるために船でドーバー海峡を渡

る船で、子どもを想って詠んだ晶子の歌がある。

ひんがしのはなれ小島に子をおきて
泣く女ゆゑさむき船かな

１９１２年１０月、４カ月の船旅を終えて日本に戻っ
て来た。明治から大正に変わっていた。麹町の自宅では
子どもがそろって出迎えてくれた。
１９８５年に刊行された『新潮日本文芸アルバム 与

謝野晶子』に、晶子が帰国した直後に撮られたとみられ
る写真が掲載されている。１９１２（大正元）年１２月
号の「婦人画報」の口絵になったもので、与謝野家の庭
で晶子が子どもたちに囲まれているほのぼのとした写真
だ。写っているこどもは長男光、次男秀、三男麟、長女
八峰、次女七瀬、三女佐保子の６人。宇智子は写ってい

ない。

帰国後、晶子は四男を産んだ。アウギュストと名づけ
た。その２年後、五女エレンヌが誕生。さらに五男健、
六女藤子が生まれた。子どもは男の子５人と女の子６人
の１１人になった。

同アルバムには晶子と子ども（成人になってからも含
む）が写っている写真が１４点あるが、そのいずれにも
宇智子と五女のエレンヌは写っていない。佐保子が写っ
ているのは晶子帰国直後のこの１点だけ。八峰、七瀬各
７点、光、秀、藤子各６点、麟、アウギュスト５点、健
３点と比べると違いは歴然としている。
これは一体どういうことだろう。

お殿様と奥方様の寛と晶子

、 、四女 宇智子が石神井の桜井家に里子に出されたのは
既に触れたように、晶子がパリに旅立つ直前だ。宇智子
は双子で生まれたが、もう一人の子は死産だった。

よわき児は力およばず胎に死ぬ
母と戦ひ姉とたたかひ

宇智子は後にこの歌を知って 「わたしは胎内で妹の、
栄養を奪い取った恐ろしい子と母の印象をわるくしたよ
うだ」と思ったという。

晶子は宇智子を産んだ後、健康がすぐれず、徹夜をす
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るとすぐ熱を出した、と渡辺淳一。川崎に里子に出して
いた三女の佐保子が戻ってきたこともあり、まだ乳離れ
も十分できてない宇智子を里子に出すしかなかった、と
『君も雛罌粟われも雛罌粟』の中で、晶子に同情する。
だが、１歳になったばかりのまだ物心もつかない宇智子
を里子に出してまで、パリの寛のもとに駆け付けたこと
は紛れもない。

渡辺淳一は「夫が執拗に引きとめるのを振り切って帰
ってきたのは、家に残してきた子が気がかりでたまらな
かったからだ」という 「宇智子はパリから戻ってきた。
母親を 養い親に連れられて出迎えた ともいうが 子、 」 、「
どもみんなで撮った写真」の中に宇智子が入っていなか
ったことは既に述べた 「家に残した子」の中に宇智子。
は入ってなかったということだろうか。

われ一人もの恐ろしき大海をかへり来にけり
鬼にかあらむ

鬼の母でなく、子のための母であろうとするならば、
晶子は宇智子を自分の手元に戻すべきであろう。だが、
桜井家に預けっぱなしにしたのである。
宇智子は１９６７年、５７歳のとき 『むらさきぐさ、

―母晶子と里子の私 （新塔社）と題する本を上梓。さ』
らに８０歳を過ぎたころ 「両親と私」の題で原稿用紙、
５０枚くらいの、鉄幹と晶子の思い出を綴ったエッセー
を書いた（上田博、富村俊造編、世界思想社『与謝野晶
子を学ぶ人のために』所収 。以下は宇智子の回想を基）
に、宇智子からみた晶子の母親像に迫りたい。

里親となった２３歳の桜井家の三男宇左衛門と２１歳
。 、の妻志げ夫婦は分家して雑貨を商う店を営んでいた 後

宇左衛門夫婦に二人の実子が生まれたが、長女として扱
われ、近所のひとたちからも「おじょうちゃん」と呼ば
れてかわいがられた。

少し大きくなると、宇智子は朝ご飯を炊いたり井戸か
ら水をくんでくるなど、よく手伝いをする女の子になっ
た。養母が子どもを産んだ後は、台所仕事だけでなく店
番もした。小学校５、６年生ころには養家の実子を背負
って子守をした。背中の子を揺すりながら子守歌を大声

。 、でうたって畦道を行く ねんねこ袢纏は綿が入っていて
その温かさを宇智子は鮮明に覚えている。

宇智子が通った石神井西尋常小学校はわら葺き屋根で
窓は紙の障子。地元の人たちが「ブタ小屋学校」とさげ
すむほどのお粗末な学校だった。だから、というわけで
はないが、晶子が学校に顔を見せることは一度もなかっ
た。小学校低学年のとき、雨が降りだすと養父は下駄箱
の所で宇智子を待っていて、授業が終わると、宇智子を
背負って帰った。養父の背の温もりを宇智子はいつまで
も忘れなかった。

体が小さくひ弱だった宇智子が病気になると、養父は
６キロも離れた隣町の吉祥寺まで医者を呼びに行った
り、薬をもらいに行ったりと、二度三度往復した。どん
なに長い病気をしても、実家からは誰も来ず、果物が届
けられただけだ。
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近所のおばさんたちが「病気の時でも来ないそうです
よ。きっと本当のお子さんじゃありませんね」とひそひ
そ話をしているのを宇智子が耳にしたことがあった。宇
智子は晶子に「あなたはわたしの本当のお母さんではあ
りませんね」と手紙に書いた。返事には「そんなことを

。 」考えてはいけません 一生けんめいに勉強してください
とあるだけだ。母親ならば「あなたは私のお腹を痛めた
私の子」と書くだろう。宇智子の疑念は晴れなかった。
だが、やがて宇智子の顔は晶子に似るようになる。晶子
の子であることはまぎれもなかった。
当時、晶子一家は麹町の番町に住んでいた。養母は宇

智子が泣くと「番町に返します」と言った。そうすると
宇智子は泣きやむのだ。それくらい、宇智子は実家を嫌
った。

宇智子にとってなによりも嫌だったのは年に１度、実
家に顔を見せることだった。実家にいくと、寛、晶子夫
妻は２階の座敷で待っている。宇智子は養父に伴われて
階段を上り、部屋の敷居のところでお辞儀をするのだ。
「部屋の奥の方に、お殿様と奥方様のように両親が座っ
て、こちらを見ていた。私はこのときが一番いやであっ
た」と宇智子は述懐する。この挨拶を終えた後、養父と
宇智子は１階に下りて、天丼をよばれる。まだ田舎だっ
た石神井では食べられないご馳走だ。天丼を食べる宇智
子を寛も晶子も下りて見にくることはなかった。
「どう見ても実の子に対する温かさは感じられなかっ

た」と宇智子は振り返る。兄弟たちはじろじろと見にく
るだけ。土産物をもらって帰るときはホッとした、と宇
智子。１年間、来なくて済む、と思うと心が弾む思いを
した。そのうち「行かない」と言い張るようになり、実

家が益々遠のいた。

なじめない実家の与謝野家

宇智子は尋常小学校を終えて小学校高等科に進んだ。
校舎は三宝寺池の裏手にあった。関東大震災が起きたの
はその在学中のことだ。晶子が１４年をかけて書きあげ
た『源氏物語』の数千枚に及ぶ現代語訳の原稿が焼失し
たことは知るよしもなかった。

高等科を出た後の進路を晶子に相談すると、一も二も
なく立教高女に進め、と命じられた。立教高女は久我山
（杉並区）に仮校舎があった。養父の家から直線距離で
６キロ以上もの道を歩いて通うことになった。朝６時に
家を出て、学校に着くのは８時半。遅れそうになると、
養父が吉祥寺まで自転車で送ってくれた。

２年生になった春、実家に戻った 『君も雛罌粟われ。
も雛罌粟』によると、与謝野家は大震災から３年後の１
９２６年、東京都心の富士見町の家を引き払って、荻窪
に移っている。そこからなら学校まで２キロ、徒歩３０
分足らずの距離だ。

そこは医師になっていた長男光と東大生だった次男秀
が小さな家を建てたところ。５００坪（１６５０平方メ
ートル）の敷地に晶子が一棟を建て増した。
宇智子が「実家に戻る」と告げると、養父は悲しそう

な顔になり 「自分の子どもになってほしい」と懇願し、
た。しかし宇智子は「実の子がいるのに、いつまでも里
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子の私がいてはいけない」と自分に言い聞かせ、養家を
去った。勉強が好きな宇智子には、田舎暮らしでは思う
ように勉強する時間が取れない、との思いもあったとい
う （ 両親と私 ）。「 」

五月雨が激しく降る土曜日に宇智子は荻窪の家に行っ
た。家に着いて台所に回って「今日は」と声をかけると
文化学院の大学部に通う八峰が出てきた。

１９２１年、寛、晶子らが「自由で独創的な学校を」
、 。 『 』と 神田・駿河台に文化学院を創設 晶子は 源氏物語

「 、 」の原稿を 盗難に遭ったり 紛失することがないように
とこの施設内に保管した。これが結果としてあだになっ
たわけだが 「男女平等教育を」との晶子の強い思いが、
込められた学校だ。中学部からスタートし、やがて大学
部が設けられる。八峰はその２期生だった。

八峰について２階の日本間に入ると、寛と晶子が大き
。 、な机に向かい合って座っていた 晶子はにこりともせず

「 」 。隣の 采花荘 と名づけられた日本家屋に連れて行った
６畳の間に寄宿していた文化学院生の女学生に引き合わ
せ 「同室です。わからないことがあったら八峰に聞く、
ように」とだけ言って、着物の衣擦れの音を残して洋館
の方へ立ち去った （ むらさきぐさ ）。『 』
「両親と私」には、この後のことを次のように記して

いる。
（日本家屋と洋館との）渡り廊下で、母はにこりとも

しないで 「藤子に田舎の言葉を教えないで下さい」と、
言って、さっさと行ってしまった。このときの、この言
葉が何十年も残ってしまった。母の第一印象は良くなか

った。

藤子は１９１９年生まれの末っ子。紫式部が最初、藤
式部と名乗っていたことからつけられて名前だ。当時小
学校の低学年 「両親の秘蔵っ子であった」と宇智子は。
いう。藤子は里子に出されていない。田舎に里子に出さ
れた自分自身との余りの違いに、多感な年ごろの宇智子
の心が傷ついたことは想像に難くない。

こうして廊下ですれ違っても、ちょと目礼をするだけ
の親子の暮らしが始まった。翌日、養父が荷物を届けに

。 「 」きた 養母が 下着が切れても言いだせないだろうから
と真新しい下着をつくって養父に持たせたものも入って
いた。養母の心遣いがうれしくて熱いものがこみ上げ、
いつまでも忘れなかった、と宇智子は『むらさきぐさ』
に書いている。

与謝野家の一員になってまず戸惑ったのは、養家との
正反対の暮らしぶりだ。養家は裕福だが質素な生活。与
謝野家では常時お手伝いが３人いて、母親である晶子は
台所に一切出ず、掃除、洗濯もしない。子どもたちはそ
れぞれ自分の部屋を持っていて、家のことを手伝うこと
はない。

「両親と私」によると、石神井の養家にいたとき、養
「（ ） 」母が不用意に 与謝野家からの 養育費が滞っている

とこぼしたことがある。それを聞いた宇智子は「 養育（
） 」 、費代わりに 自分がもっと働けばいいのだ と心に決め

実行してきた。実家が貧しいと思いこんできただけに、
裏切られた思いをした。
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養家では食事は板の間の台所でとる。養父母や兄弟が
、 。小さな食卓を囲み それぞれ勝手にご飯を自分でよそう

がやがやと和気あいあいだ。与謝野家でも、夕食時はみ
んながそろう。子どもたちが席に着くと、両親が静かに
現れる。給仕するのはお手伝いのねえやさん。父の寛は
皆を見回してその日の出来事などを尋ねたりするが、子
どもたちはほとんど黙っていて、食事をさっさと済ませ
て自室に戻る。宇智子が友人に新しい生活の話をしたと

、「 、 」 。ころ そんな家 我慢が出来ないわ とあきれられた
だが、宇智子は我慢するしかなかった。小づかいが足

、 、りなくなると 両親がいる部屋のふすまを丁寧に開けて
欲しい金額を言う 「明日あげます」と答えた晶子は約。
束を守ってくれるのだが、もらいに行くのが嫌で、ぎり
ぎりまで我慢する宇智子だった。

１年後、哲学科の学生だった麟の隣室に移ることにな
った。麟は八畳間、宇智子は三畳間だ。おかげで十分に
勉強をすることができた。だが、この家になじめない思
いを拭うことはできなかった。

二度と戻らなかった三女

歌人、松平盟子さんが著した『母の愛 与謝野晶子の
童話―１１人の子を育てた情熱の歌人 。タイトルから』
察すると、１２人の子どもを産んだ（うち１人は２日後
死亡）晶子は「母の愛」によって子育をしてきた、と松
平さんは考えたようだ。実際、同書の最終章「１１人の
子を生み育てた力」のなかで 「度重なる出産と育児の、

体験から、母性の圧倒的な力に衝き動かされつつ、その
母性を客観的に見つめつづけるための半生を送ったよう
にも思われる」と、晶子の母親ぶりを分析する。

ここでおさらいの意味も含めて１１人の子どもの名前
を生まれた順に挙げる （カッコ内は生まれ年）。
長男光（１９０２年）▽次男秀（１９０４年）▽長女

八峰（１９０７年）▽次女七瀬（同）▽三男麟（１９０
９年）▽三女佐保子（１９１０年）▽四女宇智子（１９
１１年）▽四男アウギュスト＝後に昱（１９１３年）▽
五女エレンヌ（１９１５年）▽五男健（１９１６年）▽
六女藤子（１９１８年）

晶子は１６年間に１２人の子どもを産んだのである。
ほかにすでに触れたように死産になった宇智子の双子の
もう片方の嬰児もいた。
無事に育った１１人のうち里子に出されたのは三女佐

保子、四女宇智子、五女エレンヌ 『むらさきぐさ』に。
よると、佐保子は万葉集の「うちのぼる佐保の川原の青
柳は今は春べとなりにけるかも」から、宇智子は「たま
きはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野」
から名づけられたらしい。五女の名前は晶子がパリに滞
在中にかわいがった下宿の大家の娘エレンヌからとった
と思われる。

男の子の名前は一貫して漢字一文字であるのに対し、
女の子の名前には脈絡がない。すでに触れたが八峰、七
瀬は鷗外の祝い歌から、藤子は藤式部からつけている。
その時々の思いつきの感が否めない。その女の子も、前
２人と最後の一人は自分の手で育て、中の３人は里親に
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育ててもらっている。佐保子、宇智子、エレンヌは同じ
晶子の娘なのに、晶子に添い寝をしてもらって即興の童
話を話してもらうことはなかった。

さて、佐保子である。晶子が洋行する直前、高熱を出
して川崎の里親の元から戻ってきたことはすでに触れ
た。寛は１９１３年に帰国後 「やまと新聞」に「偏狭、
な性格は直らず、最近は幼い愛児にまでかんしゃくを起
こし、虐待し、まわりの人々のひんしゅくの的となって
いる」との記事が出た。渡辺淳一は「佐保子が家に馴染
まず、些細なことでよく泣くので、たまりかねて寛が叱
って外に放置したまま家に入れないことがあった （ 君」『
も雛罌粟われも雛罌粟 ）という。』

このことと関係しているかどうかは分からないが、佐
保子は再び川崎で農業をいとなむ養家のところで育てら
れた 『むらさきぐさ』によると、佐保子は女学校に進。
む前、いったん与謝野家に帰ったが、女子学院に入ると
き、元の養家に戻ってしまった。やがて籍も与謝野家か
ら抜いて里親の養女になり、二度と与謝野家に顔を出す
ことはなかった。

宇智子が実家に戻ったとき、佐保子はすでに養家に戻
っていた 宇智子は同じ境遇の佐保子に強く共感し 時。 、「
々母がこの上なく冷酷で非情にみえ、母を憎んだり、軽
蔑したり、時には姉同様、母を捨てようと思った時期さ
えあった」と『むらさきぐさ』の中で述懐する。
と同時に、一人の娘を失ったのだから、里親のところ

から戻ってきた佐保子よりも後の子への態度は変わるだ
ろうと宇智子はかすかな期待も抱いた。だが母も、母の

手で育てられた子も何ら変化がないのは、私にも養家に
戻ることを母は望んでいるからではないか。そう宇智子
は疑った 「でも、養家にはこれ以上迷惑をかけられな。
い 。悩みを内に秘める宇智子である。」

エレンヌは宇智子の養母の母親の所に里子に出され
た。宇智子と同じ立教高女に入るころ、実家に戻ってき
た。晶子は宇智子と佐保子を田舎扱いしたが 「この妹、
は明るい性質で、母がどのような態度に出ても意に介さ
なかった」と宇智子はいう。

どうやらエレンヌは割り切っていたようだ。外国人の
ような名前をつけられたエレンヌは学校でいじめられた
ことだろう。自分の名前が嫌で嫌でしかたがなかったに
違いない。そんな嫌な名前をつけた晶子を、恐らく宇智
子よりもはるかに憎んだのではないだろうか。エレンヌ
の顔が与謝野家には珍しく丸顔であることも晶子との埋
められない溝になったかもしれない 「あんな人は母で。
はない 。そう自分に言い聞かせていたというのだ。」

宇智子が「あなたは強いね」と言うと、エレンヌは、
「私にも自尊心がある。ママの方から近づいてきたら別
だけど」と答えた（ 両親と私 。エレンヌは、母のと「 」）
ころに戻ったのでなく、与謝野女史の家にやってきた、
という突っ張った気持ちだったに違いない。

晶子のパリ滞在にかかわって名づけられたアウギュス
トは「名前を変えてほしい」と両親に頼み続け、静岡高
校時代に「昱（いく 」に改名できた。エレンヌも「日）
本の女の子の名前に」と願ったが 「女は名前を変える、
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ことができない」と晶子に突っぱねられた。もしエレン
ヌも改名できていれば、晶子への態度は随分違っただろ
う。

母から去った佐保子と、同居しながらも母と断絶する
エレンヌ。そのちょうど中間にいるような宙ぶらりんの
宇智子は、家を出て行った佐保子の勇気と苦しみを考え
つづける。その一方で、晶子について「母は恥ずかしが
り屋で照れ屋。心の中で思っていることをすぐに行動に
移せない性格」と冷静に分析。佐保子をいとおしく思い
ながらも、そういった態度を示すことができず、佐保子
を手放す結果になった、と結論づけた 「母は十字架を。
背負うことになった 。晶子の悲痛な心の奥を思う宇智」
子である。

里子に出されなかった末っ子の藤子も、佐保子のこと
はずっと気になっていた。晶子をしのぶエッセー「思い
出すままに （ 与謝野晶子を学ぶ人のために』所収）の」『
なかで「ゆとりのない文学者夫婦の家庭では、短い滞在
のあいだには思い描いていたようなだんらんの場も味わ
いえずに、寂しい思いをして（養家に）戻っていったに
いちがいない と悲しみをこめてしたためる そして お」 。 「
そらく母は最期までその釈明をしなかった代わりに、生
涯そのことを心の負い目にしていたであろう」と、晶子
の心の中の葛藤に思いをいたすのだ。

帝大進学を許さない母

宇智子が女学校時代を過ごした荻窪の家は、ドウダン
ツツジの垣根に囲まれていて、門を入るとアカシアの木
陰が続き、玄関にはアケビがつたを張り、庭にはセンダ
ンやダイセンボクが植わっていた。光の『晶子と寛の思
い出』によると、母屋は晶子が基本設計したもので、上
の子には１人１部屋ずつあてがう贅沢な造りだった 上。「

」 、 、 、 、 。の子 とは光 秀 八峰 七瀬 麟の５人のことだろう
「 」 。宇智子は 頭のいい設計とはいえなかった と手厳しい

晶子は里子に出した子どもが戻ってくることを想定して
いなかった証左といえるかもしれない。

とはいえ、宇智子は勉強さえしていればよかった。女
学校の卒業が近づき、宇智子は上の学校に進む準備をし
ていた。先生は「あなたは文科が向いている」と助言。
宇智子もその気になっていた。だが、晶子は「東京女高

」 。師の理科にいって数学を修めなさい といってきかない
学校は何度も「考え直しては」と、理科への進路を思い
とどまらせようとしたが、宇智子にとって晶子の言葉は
逆らうことのできない絶対命令だった。

、 。卒業前 たまたま女学校が晶子に講演を依頼していた
学校は著名な歌人である晶子が和歌の話をしてくれるも
のと思っていたはずだ。宇智子もエレンヌも生徒として
講堂にいた。演壇にあがった晶子は「これからの女性は
数学に強くならねばならない」と数学の話を延々と続け
た。エレンヌは「恥ずかしかった」と例によって晶子に
痛烈だ。宇智子は「自分に向かって話している」と思っ
た。学校の先生も文科を勧めることをあきらめた。

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘



光は前掲書の中で寛と晶子のわが子の教育について
「放任主義」という 「母は勉強しろなんて言わない。。
入学式とか卒業式に両親が来たことがない。子どものた
めに受け持ちの教師に会いに行くこともしなかった」と
追想。藤子も「父も母も独学独習できただけに、まず基
礎としての学校教育は必要と感じていたのであろう。せ
めて志望の学校だけには行かせてやりたいと思ってい
た 進路も学校の選択もすべて当人まかせであった 思。 」（「
い出すままに ）という。」

ならばなぜ宇智子の希望に反してまで理科進学にこだ
わったのだろう。光によれば、晶子は女学校時代「数学
の先生になれる」といわれたほどに数学ができた（前掲
書 。晶子は宇智子に数学の能力があると見込んだから）
なのだろうか。

宇智子は「母が女高師を選んだ理由は月謝が無料で就
」 。職も確実という現実的理由だったと思う と冷ややかだ

結局宇智子は「数学は文科的だ」と自分に言い聞かせて
東京女高師の理科に進んだ。いったん自分の思い通りに
宇智子を進学させた後は、晶子は学校のことを一切宇智
子に尋ねることはなかった。

女高師の最終学年になった宇智子が付属小学校に教生
に行った２月の寒い日、思いがけないアクシデントに見
舞われた。階段から足を踏み外して掃除道具を入れる地
下に転落、頭を強打し命を落としかねないほどの重傷を
負ったのだ。深夜、寛は病室に駆けつけた懸命に看病し
たが、晶子は姿を見せなかった。
その後間もなく、寛は風邪をひき寝込んだ。そのころ

宇智子は帝国大学のなかで女子にも門戸を開いている東
、 。 、北大に進もうと決意し 準備を進めていた 寛も賛同し

病床の中から「必ずいきなさい」と励まし 「将来は博、
士になれ」とまで言った。宇智子にとって、志望をかな
えるための頼みの綱は寛だった。

寛が亡くなったのは１９３５年３月２６日のことだ。
肺炎だった。葬儀は文化学院で営まれた。それは宇智子
の夢もまた葬られるときだった。宇智子が女高師を卒業
すると、晶子は「進学をやめて、就職をしてください」
と言い放った。宇智子にすれば 「自分の言うことに反、
対する者はいないと決めてかかっている母」の宣告であ
る。経済的理由なら仕方がない、と断念するしかなかっ
た。
だが、宇智子の本心はどうだったのだろう。さまざま

な資料からわかっている限りの子どもたちの進学先は次
の通りだ。

長男光は慶応大の医学部、次男秀は東京大法学部、三
男麟は「哲学科の学生でドイツ語の翻訳者」になったと
いうから大学を出たのは間違いない。四男アウギュスト
は昱に改名後、東大の工学部に進学、さらに五男健も東
大法学部で政治学を学んだ。要するに男の子には大学ま
で進ませているのだ。

晶子が男女共学の理想に燃えて、文化学院創設メンバ
ーの有力な一員になったことはすでに述べた。その具体
的な内容について「いかなる女子を出すか、といえば一
つの創造的な長所を持っていて、功利的な打算を超えた
高い境地の人間」とし、専門の文学者、画家、音楽家を
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（『 』 、例に挙げている 与謝野晶子を学ぶ人のために 所収
後藤正人「鉄幹・晶子・西村伊作の自由教育 。こうし」）
た晶子の主張から「与謝野晶子の女性論の原点は、性差
に基づいて社会が成り立っていることに対する異議申し
立てであり、人間という視点から問い直していくことで

」（ 、 「 」）あった 同書所収 小山静子 良妻賢母教育への批判
などと、文学者だけでなく、歴史家や女性解放運動家ら
からも高く評価されてきた。

文化学院の学監（教授）でもある晶子はれっきとした
教育者であるが、宇智子は「母は女子教育について何か
書いているのかもしれないが、文化学院に週二日でる以
外 どうも何も知っていないようだった と辛辣だ む、 」 （『
らさきぐさ 「男女が学べる大学への娘の進学を拒否』）。
しておいて、何が男女平等教育だ」といいたかったのだ
ろうか。

心を開き合えない母と娘

宇智子は大阪の大谷高女の数学の教師になった。１９
３５年の春である。植物採集を趣味にしていた宇智子は
日曜日には六甲や信貴山など近郊の山や草原を歩いた。
そんな合間をみて、晶子が寛と知りあうことになった堺
の浜寺を訪ねたことがある。１９００年８月、講演のた
めに東京からやってきた、当時鉄幹と名乗っていた寛を
迎えて開かれた歌会に晶子は山川登美子と参加。晶子の
寛への恋の火がつき、たちまち燃え上がったのだ。それ
が自らの誕生の源泉だったと思うと、松原を歩く宇智子
の心は感慨にひたったことだろう。

東北大に行きたい、というと喜んでくれた父はもうこ
の世にはいない。宇智子は晶子に手紙を書こうと思い立
った。荻窪の家ではほとんど口をきくことがなかった母

、 、 。と娘だが 手紙なら自分の思いを言える と考えたのだ
そのころ光はアメリカに、八峰は結婚して新京に、麟も

、 。奉天にいて 子だくさんの与謝野家も寂しくなっていた
それにも増して寛のいない寂寥感に晶子の心は押しつぶ
されそうになっていたのだろう。晶子らしくない歌が残
っている。

姨捨に思ひ上りし心なれど誰れともなさで
籠るべきかな

その寂しさをまぎらしたかったのだろう。晶子も宇智
。 、 、子に返事を出した 巻紙であったり 候文で書いたりと

晶子はその時の気分のままに綴った。宇智子の大阪在勤
『 』の２年間で送られた手紙のうち１６通が むらさきぐさ

に収められている。
「宇智子様 例の如く、また済まないと毎日思ひながら
筆をとる暇のなきを、悲しんで居りました。九日まで藤
子は寝ていまして――」

「うちこ様 相変わらず、こんな紙へかく手紙をはづか
しくおもひます。長いことごぶさたいたしまして、それ

。 」も恥ずかしいことの一つに数えます 忙しかったのです
２通の一部を抜き出したが、宇智子は「私の夢をこわ

してしまった、済まないという気持ちがあったらしく、
人があとで、親の情愛がこもっていると言った手紙だっ
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た （ むらさきぐさ ）と回想している。手紙のやりと」『 』
りが晶子への厳しい気持ちを少なからず和らげたようで
ある。

大谷高女での約束の勤務期間を終えると、宇智子は荻
窪の晶子の元に戻り、母校の立教高女の数学と生物の教
師になった。

だが、晶子との間の距離がすっかり縮まったわけでは
なかった。宇智子が着物姿で晶子の部屋に入ると、晶子

。 、は上から下までじろりと見る 宇智子は晶子の顔つきで
その着物でいいと思っているかどうかを判断するのだ。
台所から割烹着のまま晶子の部屋に入ると 「家の中で、
いつまでも割烹着で歩くものでありません」とぴしゃり
とやられた。

宇智子が女学生時代、掃除も洗濯もしなかった晶子だ
が、藤子の羽織を一晩で縫い上げたことがあった。晶子
が通った堺の女学校は洋裁を重視していた。晶子は裁縫
が得意だったのだ。あるいは藤子に対してだから、熱心
に針を動かしたのかもしれない 「両親に小さいときか。
らいつも膝元に置いてもらった藤子は、他の子供が味わ
えなかった親子の睦を叶えられた」と宇智子が羨ましが
ったくらいに、晶子は藤子をかわいがったのだ。

光、秀、八峰、七瀬が乳幼児のとき、晶子に創作童話
を語ってもらいながら眠りについたことはすでに触れ
た。藤子は上４人の子と幾分違う形で「母とのおとぎ話
的対話」をして、朝の目覚めを迎えた。藤子の「思い出
すままに」によると、次のような次第だ。

寝室の端に寝ている藤子に「起こしてくれ」と声をか
けるのは寛。藤子に引っ張り起こされて寛が２階に上が
ると 晶子と藤子のおはなしの世界が始まる 晶子は 今、 。 「
日は牧場に行きましょう、きれいなバケツを持って行く
のよ」などと語りだし、藤子の反応に合わせて物語を二
人で作りだす 「色とりどりのバケツを兄弟めいめいが。
持って乳搾りに行く話になって、楽しかった 。藤子の」
述懐だ。

こうして晶子とおとぎ話を作って育ったことで、藤子
は知らず知らずのうちに文章力を身につけたのだろう。
宇智子が『むらさきぐさ』を出した６７年、藤子は『み
だれ髪 （ルック社）を刊行した。誕生からパリに向か』
うまでの晶子の半生を描いた好著だ。文章の柔らかさは
晶子ゆずりである。この本のなかで藤子は「私の幼い目
に映った両親は、一口でいえば書斎の人であったが、そ
んな中で母は、出来るだけ普通の母親らしい世話を子供

」 。にしてやりたいと思っていたようである と書いている
この一言だけでも、宇智子と藤子の母親像は正反対だ。

晶子は寛の死後、たびたび伊豆方面に旅をした。その
多くは藤子が同行したり現地で合流している。渡辺つぎ
『伊豆遊草―与謝野晶子伊豆の旅― （朝日新聞社）に』
よると、寛が亡くなって７カ月後の３５年１０月に藤子
らを伴って伊豆の旅に出かけたのをはじめ、翌月、藤子
と秀の妻も同行して沼津から伊豆・修善寺に遊ぶなど、
晶子が脳溢血で倒れるまでの５年間で７回、共に旅をし
ている。

『新潮日本文学アルバム 与謝野晶子』に収録されて
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いる晶子の晩年の写真のなかで子どもが写っているのは
５点。そのいずれにも藤子が写っている。亡くなる２年
前、芦屋で撮った写真にも藤子が写っていることからみ
ると、気弱になった晶子は結局、生まれたときから自分
の手で育てた藤子を頼りにしたようである。

宇智子は大阪から戻った後、藤子に代わって晶子の旅
行に同行（ むらさきぐさ ）するなど、晶子の娘らしく『 』
しようと努めた。だが 「十数年も一緒に暮らしてない、
と相手の言葉の心を量る尺度ができていないので、言葉
はいつも選ばなければならない （ 両親と私 ）という」「 」
娘に、晶子は最後まで心を開くことができなかった。
１９３７年にエレンヌが結婚。宇智子も３９年に見合

いをして嫁いだ。晶子は里子に出したこの二人もお嫁に
出したのだ。晶子の子どもの結婚についての態度につい
て、宇智子は「見合いの場合はまあまあとしても、恋愛
問題の時は、母は黙りこんで、その話を避けようとして
いる気配を感じることが多かった （ むらさきぐさ ）」『 』
という。大恋愛の末に結婚した晶子らしくない恋愛結婚
への消極的態度をどう理解すべきなのだろう。意外にも
自分の子どもには無難な結婚を望んでいたのかもしれな
い。

晶子に嫁に出してもらえない佐保子は養家から結婚し
て満洲に行き、戦後、引き揚げて川崎で暮らした。風の
便りに佐保子が幸せな生活を送っていると聞いた宇智子
は胸のつかえが消えた思いをしたという。

晶子は１９４０年５月に脳溢血で倒れ、右半身が不随
になった。病状が悪化したため、クリスチャンの七瀬が

ベッド脇に神父を呼んで洗礼を受けさせた 「仏教徒の。
」 。ままなら死んでも母と会えない というのが理由だった

霊名ヘレナ。晶子が本心からクリスチャンになったわけ
ではなかった。４２年５月２９日、晶子は息を引き取っ
た。
６４歳だった。

３人の娘がいない家族写真

１２月半ば、私は堺市の与謝野晶子記念館を訪ねた。
晶子の生家近くに１５年３月、ガラス張りの「さかい利
晶の杜」がオープン。１階は千利休茶の湯館、２階が晶

。「 」「 、 」子記念館である 愛すること 育てること 学ぶこと
など６テーマに分けて晶子の著書や関連資料が展示され
ている。私は晶子が子どもたちに囲まれて写っている１
点の写真パネルに目を奪われた。晶子が藤子を胸元に抱
いて１９１９年に撮影された写真だ。家族は前後２列に

、 、 、 、 、並んでいて 前列は右から八峰 麟 七瀬 晶子と藤子
、 、 、 、 、 。アウギュスト 寛 健 後列は光 甥 秀が写っている

この年の３月に藤子が生まれて数カ月後に撮られたよう
だ 「晶子 夫や子どもたちに囲まれて」のキャプショ。
ンがついていて、子どもたちの名前には「長女八峰」な
どと出生順序がわかる記載になっている。だが、よほど
注意深い人でなければ、三女、四女、五女が写っていな
いことに気づかないだろう。一見したところ、大勢の子
どもたちに囲まれた寛と晶子のほほえましい写真であ
る。ここに、晶子の子育ての光と影が凝縮されていると
いえるだろう。この記念館のどこにも「３人の女の子は
里子に出された」という記述はなかった。
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宇智子に『むらさきぐさ』という著書があることを知
ったのは記念館の図書室をのぞいたときだ。本棚でその
本を目に留め、要点をメモした。奥付の「昭和４２年１
１月刊」の日付にいささかの感慨を覚えた。１９６７年
であるこの年は私が大学４年生のときだ。就職試験の勉
強のために英字新聞を三宝池畔の木陰で読んだり、大雪
の夜、ピッケルの使い方の練習を池の周りの小さな崖で
するなど、思い出はつきない。宇智子はこの本を書くに
際して三宝寺池を訪ねただろう。と思うと何か縁のよう
なものを感じたのだ。

宇智子は三宝寺池をこう表している。
池のまわりには早春のコブシの木がうるさいほどの花

をつける。周囲の杉や松の古木が影を落として、四百年
位の古い歴史を秘める幽邃（ゆうすい）な趣の池だ。雨
のあとは弁天様のお使いだという蛇がよく木からぶらさ
がっていたので、それを気にしながら、わたしは学校の

、 。帰り道 一人でこの池のふちに佇んで少し道草を食った
晶子が一度でいいから、里子に出した我が娘と手をつ

ないで、弁天様のお使いの蛇の物語を作りながらこの池
の周りを歩いたならば、宇智子のお母さんを見る目はど
んなにか変わったことだろう。養親の肌の温もりを感じ
ながら育った宇智子だが、何よりも欲しかったのは実の
母の温もりだったに違いないのだ。

与謝野晶子記念館で『むらさきぐさ』のページを繰っ
た私はどうしてもこの本を手にいれたくなった。幸い、
古本を入手できた。２３０ページの同書は「東京の練馬

、 」 。区は 西のはずれを関町という の書き出しから始まる

そして「関町の北側の台地を登って行くと、今でも畑が
少し残っていて、欅や杉の屋敷林も昔のままにいくつか
残っている （中略）その欅のそびえる農家の一つは、。
桜井家である。この家は今でも、昔のままの姿で欅や榎
の林の中に埋っている。わたしがこの家に、里子として
背負われて来たのは大正元年の秋であった」と養家の場
所を書きしるしている。

私はこの記述を頼りに西武電鉄武蔵関駅で降りた。商
店街を抜けると、北側は台地になっている。バス通りを
２００メートほど上がると 「桜井駐車場」と書かれた、
大きな看板が目に入った。駐車場の一角に区民会館が建
っていて、その北側に「桜井」の表札のある２階建ての

。 。家があった 宇智子の里親の子孫の家ではないだろうか
門柱のブザーを押してみたがあいにく留守だった。バス
通りに戻ると、吉祥寺行きのバスが走って行った。宇智
子は養家について「吉祥寺に通じる道に面して店を持っ
ていた」と同書にしるしている。吉祥寺に通じる道とは
このバス道のことだろう。

私の学生時代の下宿は、武蔵関駅の２つ新宿寄りの上
井草駅が最寄り駅だった。当時、石神井地区の一角であ
るこの一帯は延々と大根畑が広がり、武蔵野の林があち
こちに点在していた。私は学生時代を思い浮かべながら
『むらさきぐさ』を読み進めた。土地勘があるので、地
図を見ないでも関から三宝寺池まで歩くのに１時間近く
かかるとわかる。吉祥寺の女学校まで歩いて通学したと
は驚きでしかない。関から吉祥寺までバスでも３０分は
かかるはずだ。大住宅街となった経済成長期以降はとも
かく、宇智子が女学校のころは確かに「田舎」だった。
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子どもを差別した実の母

宇智子の『むらさきぐさ』には、養家の場所の記述に
続いて「わたしの実家は、そのころ麹町の中六番町にあ
った」と書いている。ＪＲ中央線の四谷駅で降りて、麹
町界隈をめぐった。同駅から東に５分ほど歩くと「番町
文人通り」といわれる幅５メートルのまっすぐな道が北
東の方に伸びている。両側はマンションが建ち並ぶいか

。 「 」にも都会の一等地 その一角に 周辺に居住した文化人
の名前が書かれたアクリル製のモダンなガイド板があ
り、そのなかに与謝野寛・晶子の名があった。ほかに泉
鏡花、里見弴、有島武郎、有島生馬らの名も見える。七
瀬は有島の親戚に嫁いでおり、その結婚式の写真には里
見弴も納まっている。行くのが嫌でしかたがなかった宇
智子の実家はこの辺りにあったのだ。周りが畑ばかりの
石神井と、寛や晶子と親交のある文化人が名を連ねるこ
の麹町は天と地ほどの差だった。

次いで私は荻窪に向かった。ＪＲ荻窪駅から南に約１
０分。関東大震災後、与謝野寛・晶子夫妻が居を構えた
所だ。一辺が２５メートルほどのＬ字型の敷地だ。住居
は全く残っていず、現在は「与謝野公園」として整備さ
れている。説明板には「三つの家」と題して、次のよう
に記している。

ここに長男光と次男秀が「采花荘」を建て、その脇に
晶子が図面を引いて、赤い屋根のある洋館「遥青書屋」
を建設。その後、晶子の５０歳の祝いに１５平方メート

ルの茶室「冬柏亭」が建てられた。
宇智子が「藤子に田舎の言葉を教えないように」と晶

子に言われた渡り廊下とおぼしき辺りのベンチに高校生
のカップルが並んで腰をおろし、小さい声で語り合って
いた。葉がすっかり落ちた冬枯れの公園に初々しい恋の
香を放っている。ここに来たころの宇智子は、この高校
生と同じような年ごろだった。宇智子が若いころ晶子の
ような激しい恋をした様子はうかがえない。宇智子がお
見合いで結婚したのは先に述べた通りだ。お相手は晶子
が決めたのだろうか。夫は早く亡くなり、籍を与謝野に
戻している。晶子のために佐保子の分を取り戻そうとし
たのだとすれば、あまりに不憫である。
周りに寛と晶子の和歌をかいた円形の台座が置かれて

いる。

子らの衣皆新しく美くしき皐月一日花
あやめ咲く

三男麟が生まれたころの晶子の歌である 「新しく美。
しい衣」を八峰、七瀬に着せて詠んだのだろうか。佐保
子、宇智子、そしてエレンヌ。里子に出された３人は、
新しく美しい衣を母親から着せてもらうことはなかっ
た。
宇智子が「両親の私」の中に書いている次の文章に里

子に出された子どもたちの晶子への思いが集約されてい
る、と私は思う。

母は自分が育てた子供と、養家育ちの子達を分け隔て
した。それは誰が見ても分かるほどはっきりしていた。

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘



あとで兄嫁の一人が「与謝野家に来て嫌なことはなかっ
たけれど、子供を差別するのは嫌であった」と。
歌人として与謝野晶子が日本の近代文学に残した足跡

の大きさは誰もが認める。有名な「君死にたまふことな
かれ」の詩は、何度読みかえしても心に強く響く。平塚
らいてうの「青踏」創刊に際して寄せた詩の冒頭の「山
の動く日来る」という言葉は、女性をどれほど勇気づけ

たことだろう。だが、母親としての晶子を、童話を作っ
たことだけをもって「愛情ある母」と評価することに私
は抵抗を覚える。

ただこれだけは言える。もし晶子の子どもが光、秀、
八峰、七瀬の４人だけだったなら、夫を愛し続けた情熱

、 、 。歌人 与謝野晶子は素晴らしいお母さんでもあった と

L piza

前列右から長女八峰、三男麟、次女七瀬、六女藤子、晶子、四男アウ

ギュスト、寛、五男健、後列右から長男光、甥の武田米太郎、次男秀

（里子に出された三女佐保子、四女宇智子、五女エレンヌは写ってい

ない）晶子の帰国後の家族写真。三女佐保子＝中央、晶子の

前＝が写るただ一つの写真（与謝野晶子記念館）

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘



文・写真 井上脩身

今に息づくドンドン焼きの漁師魂

）歌川広重の「東海道五十三次大磯宿・虎ケ雨 （ウィキペディアより」

私は今年１月２日、正月の風物詩ともいえ
る箱根駅伝を、平塚中継所付近で観戦した。
３区と４区のたすき渡し地点であるそこは神
奈川県平塚市の西端、大磯町との境である。
出場２０大学と関東学生連合の２１選手が走
り去ると、国道１号沿いに大磯町の中心街を
歩いた。ほとんどの店は正月休みで閉まって
いる。やはり閉店中の古めいた木造２階建て
切妻造りのそば店の前にある本陣跡を示す絵
図入り立て札が目に留まった。
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本陣跡ということは、ここが参勤交代の大名も泊まる
宿場だったことを意味する。私は平塚と小田原が東海道
五十三次の宿場であることは知っていたが、平塚のわず
か３キロの隣町である大磯が８番目の宿場とは、不勉強
なことに知らなかった。ＪＲ大磯駅前の周辺案内図をみ
ると、本陣跡の近くに旧島崎藤村邸がある。帰って調べ
てみると、藤村は大磯を終のすみかとし、この地で亡く
なっている。藤村は中山道の馬籠宿で生まれた。同宿の
本陣の当主であった父親をモデルに描いた『夜明け前』
は藤村の代表作だ。藤村は大磯に「夜明け」を見たのだ

。 、ろうか 藤村が大磯を選んだ理由を探ってみようと思い
１月中旬、再度大磯を訪ねた。

「天明の打ち壊し」

大磯宿の本陣跡。現在はそば店になっている

私はまず図書館で大磯宿の概要を調べた。１９９９年
に発行された『神奈川県の東海道――時空を超えた道へ

』（ ）の旅―― 神奈川東海道ルネッサンス推進協議会発行
によると、大磯宿は１６０１（慶長６）年に成立。１６
６６（寛文６）年に加宿された東小磯も含め、高６７５
石の宿場だった。街道沿い１・３キロにわたって山王町
など６つの町からなる中心地と、裏町といわれた漁師町
の北下町、南下町の計８町で構成。中心地の中央を境に

、 、北組 南組に分けられてそれぞれに１人の名主が置かれ
裏町にも浜名主１人が置かれた。

１８０３（享和３）年の『大磯宿明細帳』には家数６
０５軒と記録されている。本陣は３軒、大旅籠４軒、中
旅籠１２軒、下旅籠６９軒とある。宿場としの規模は小
さいが、酒喰商５５軒、諸商人４２軒があったといい、

。 、結構にぎわっていたようである 農業者は２２２軒あり
旅人の食をまかなうには十分だった。
人馬の手当てなどの運送に当たる問屋は北組、南組の

それぞれに１人。宿場は飛脚の中継地でもある。大磯宿
。 、 、 、には継飛脚が１４人いた また江戸から京 大坂 長崎

駿府などへの御用状や御用物の継ぎ送りの際は、宿内の
百姓１４人があてられたという。

ここまでは 『夜明け前』の舞台である馬籠宿と基本、
的に変わらない。私が注目したのは裏町についての記述
である。漁師は１９３軒あり、漁船３５隻、廻船４隻を
保有していた。魚類は宿場の食材としてだけでなく、江
戸にも送られた。また御城米、地頭米、年貢米などは廻
船で運び出され、大磯湊は相模湾有数の漁港だったとい
う。
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私は箱根駅伝の観戦を終えて、大磯駅に戻る途中、海
を手前に入れて富士山を写真に納めたいと思った。港の
突堤が目に入った。海に突き出した防波堤に立って港内
を見ると、十数隻の漁船が係留されていた。大磯宿の漁
師たちの血が今も脈々と受け継がれているように思え
た。

前掲書には「天保の打ち壊し」と題する記事も掲載さ
れている。それによると、１８３６（天保７）年は春か
ら旱魃に見舞われ、７月２７日に白米の値段が１升につ
き１４８文から１９４文に上昇。平塚宿より３０文もの
高値だ。２９日には２００文になった。その夜、宿民が
浜辺にかがり火をたいて集まり、代表者が宿内きっての
穀物商、川崎屋孫右衛門を訪ねて値下げ交渉を始めたが
決裂。宿民たちは孫右衛門宅をはじめ、穀物屋、質屋な
ど７軒を次々に襲って穀蔵や質蔵を打ち壊し、米や雑穀
を往来にまき散らした。

打ち壊しの参加者は首謀者２２人を含めて５８５人
と、当時の宿内人口３０５６人の２割近くに及んだ。主
謀者の大部分は裏町の北下町の住民。打ち壊し参加者の
多くは漁師たちだった。事件後、韮山代官所による取り
調べが行われ、１人に重追放、５人に所払、１６人に過
料銭５貫文、５６３人に高百石につき過料銭２貫文の刑
が言い渡された。打ち壊された側も、７人が３貫文と屹
度叱りの刑を受け、宿役人も不行き届きとして１人が過
料銭５貫文、３人が３貫文、７人が屹度叱りの刑を科せ
られた。

「静の草屋」

旧島崎藤村邸はＪＲ大磯駅から南東約１０分、国道１
号から幅１メートル余りの狭く曲がりくねった道を２０
０メートルほど進んだところにあった。途中、通り掛か
った地元の人に道を尋ねたところ 「島崎藤村の家？」、
と首をかしげた。地図をみせると「次の角を左に曲がれ
ばいい」という。旧島崎邸はそこから数十メートル先だ
った。
旧島崎邸（写真）は割り竹塀に囲まれた約１５０平方

メートル敷地に建っている。母屋と離れからなる木造の
平屋家屋だ。夏季の別荘用として建てられたもので、母
屋は３間だけのこじんまりとした造り。引き戸は大正ガ

藤村が「静の草屋」と名づけた終の住みか
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ラスが使われていて、落ち着いたたたずまいだ。庭には
ツバキなどの常緑樹の木々が植えられている。
小さな屋根がついた冠木門の前に案内板が立ってい

る 「昭和１６（１９４１）年１月１４日、大磯のドン。
ドン焼きを見に来て、珍しい郷土行事であるのをよろこ
ばれ、これを左義長と言い初められた」とある。
正月の締め飾りなどを焼く小正月のたきあげ祭りはト

ンドとかドンド、ドンドンなどと地方によって呼び方が
異なるが、この案内板の記述によれば藤村が「左義長」
と言いだした、というのだ。もちろん異論はある。その
真偽はともかく、ドンドン焼きを見た翌月、藤村はこの
家を疎開先に決めた。湯河原から取り寄せた寒椿を庭に
植え、その花弁が開くのを楽しみにしていたという。大
文豪の住みかとは信じられないような庵に近い小さな館
だが、藤村は庭の木々に心を癒やされたのか 「静の草、
屋」と名づけた。
藤村はここで『東方の門』を執筆したが、未完成のま

ま４３年８月２１日、脳溢血に見舞われ翌２２日、息を
引き取った。７１歳だった。
家はそのまま残り、９４年 「旧島崎藤村住宅―静の、

草屋」として大磯町指定文化財になった。
旧藤村邸は敷地内が公開されていて、庭から屋内をの

ぞくことができる 「明月」の書の扁額がかかる小部屋。
の縦５０センチ、横１メートルの窓は木のツルで編まれ
ているだけで、外から風がすーすーと入る。受付係の女
性に「寒くないですか」と尋ねると「夏のための住宅で
すから」と笑った。板で窓をふさぐことはできるが、そ
れでも冬の寒さは木曽生まれの藤村でもこたえただろ
う 「左義長に感動して藤村先生は大磯を選ばれたので。
す」といって、彼女は「大磯の左義長」と書かれたパン

フレットを示した。

「大磯の左義長」

旧藤村邸を出ると、国道１号の向こうに海が見えた。
左義長が行われるという浜辺に立った。
左義長は１月１４日の夜に行われた。私が大磯を訪ね

たのはその３日前。途中、道端に高さ１・５メートル、
幅、奥行き各１メートルの切妻屋根の小屋がしつらえら
れている。お仮屋という。小屋の中には賽銭箱、その両
側に「道祖神」と書き込まれた提灯や垂れ幕。小屋の後
ろに高さ５メートルの竹が立っている。竹には色とりど
りの紙飾りがつけられていて、海からの風になびいてい

勇壮な大磯の左義長（大磯町観光協会発行パンフレットより）
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る。小屋の横で小学５、６年生くらいの男の子が太鼓を
たたく稽古をしていた。

左義長の本番では、この竹を浜辺に立て、こもをかぶ
せてそこに正月飾りをつけるのであろう。私は旧藤村邸
でもらった左義長パンフをかばんから取り出した 「大。
磯でも下町といわれる北浜海岸沿いの９地区で、古くか
ら小正月に行われるセエノカミサン（道祖神）の壮大な
火祭り」とある。下町というのは『大磯宿明細帳』に記
載のある北下町、南下町を指していることは明らかだ。

「 」旧藤村邸の係の女性は ４００年の歴史があるそうです
と話していた。大磯に宿場が置かれたころに火祭りが始
まったようだ。

パンフレットを読み進める。松の内が過ぎると子ども
たちが正月飾りを集めに回り、８日、通りに組み立て式
のセエノカミサンのお仮屋がつくられて子どもたちがこ
もる。賽銭はこどもたちの小遣いになる、という。私が

大磯の左義長が動画で紹介されている大磯町郷土資料館

賽銭箱に硬貨を入れると 太鼓をたたいていた少年が あ、 「
りがとうございます」と元気な声を出して、ぴょこんと
頭を下げた。
お仮屋は７カ所に設けられ、地元の人たちは「七ケ所

参り」をして祭りを待つ。１４日、大磯港の東の北浜海
岸に、竹を立てるサイトが設けられる。正月飾りや書き
初めなどをつけた竹の先端から四方に縄を張って竹が立
てられ、午後６時半、火がつけられる。ふんどし姿の若
者が左義長音頭である「伊勢音頭」をうたいながら、火
の周りに集まり、浜方と陸方に分かれて綱を引く。

以上がパンフレットに書かれている祭りの概要だ。現
在、国の重要無形民俗文化財に指定されているくらいだ
から、その勇壮さは比類ないものだろう。パンフレット
にも「藤村も心動かされた」と書かれているが、これら
の文章だけでは臨場感がわいてこない。私は大磯町郷土
資料館に向かった。郷土資料館ならば動画で紹介してい
るのでは、と思ったからだ。同館は浜辺から国道１号を
西に約２・５キロ。３０分以上歩いた。

予想通り館内でビデオ上映していた。竹にはわらでで
きたこもをかぶせれられ、横綱の化粧まわしのようにさ
まざまな模様の飾りがつけられている。点火されると飾
りものが燃えて舞い上がり、グオーっと音をたてて炎が
夜空を焦がす。男たちは渦巻く炎をものともせず、激し
く火の周りでぶつかり合う。
男たちのむき出しの勇猛さは天保年間に打ち壊しをや

ってのける荒々しさと一脈通じるように思える。藤村が
感動したのは、男たちの隆々とした肉体に違いない。藤
村の脳裏に急坂を行く馬籠宿の馬引きら若い男衆が重な
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ったのではなかっただろうか。藤村の心の奥に埋み火の
ようにひそむ宿場人魂が、ドンドン焼きの男たちの息吹
にあおられて燃えあがったに相違ない。

『静の岩屋』

大磯町郷土資料館は県立大磯城山公園の一角にある。
公園を南北に分断する形で国道１号が通っていて、南側
は３０００平方メートルにも及ぶ吉田茂元首相の邸宅跡
。 、だ ２００９年３月に母屋が火災に遭って焼失した後も

紅葉林や梅林、竹林などがある日本庭園は市民の目を楽
しませている。私は郷土資料館から旧吉田邸庭園をめぐ
った後、北側の城山に上がった。標高４０メートルほど
の小山の頂上にはかつて三井家の別邸があり、現在は展

岩礁と浜辺の向こうに富士山を望む

望台が設けられている。
展望台のベンチから間近に富士山が見えた。ふと『夜

明け前』の、主人公の青山半蔵が御嶽山麓に参籠に出か
けたくだりが脳裏をよぎった。雪がまだ三合目まである
ころだ。山深い里の参詣宿に泊まった半蔵は、夜のしじ
まのなかで平田篤胤の講本『静の岩屋』を開く。半蔵は
国学者の篤胤に心酔しているのだ。篤胤は天保１４（１
８４３）年、６７歳で没している。天保の打ち壊しの７
年後だ。藤村は大磯の住みかを「静の草屋」と名づけた
ことはすでに触れた。大磯を選んだのは平田国学に影響
されたからだろうか。

半蔵が開いた『静の岩屋』には概要、次のように書か
れている。
近ごろ蘭学という学風が起こり、物の理（ことわり）

を考え究むることはなはだ賢い。オランダより渡り来る
薬品の中には効能のすぐれたものもあり、良医がこれを
用いるといちじるしい効験（しるし）をあらわす。しか
し、薬性をしらなければ、馬鹿に鉄砲をもたせるような
もので、人命を失わせる。
そもそも外国（とつくに）より万の事物が我が大御国

に参り来ることは皇神（すめらみこと）の大御心にて、
森羅万象ことごとく皇国（すめらみくに）にお引き寄せ
あそばされることをわきまえて、外国より来る事物はよ
く選り採りて用うべきこと。

蘭方医学は賢明なものだが、怪しげな医者の治療は患
者を死に至らしめかねない。天皇の臣下として、舶来も
のを採用する場合は十分吟味しなければならない、とい
う意味だろう。外国ものは受け入れるべきか、拒否すべ

宿場町を行く  東海道大磯宿



きか。半蔵は深いため息をついた、と藤村は書く。
参籠の朝、半蔵は白の行衣に身を包み、長い石段をの

ぼって本殿に進んだ。その奥の霊廟の前でひざまずき、
正座をして行をはじめる。だが、半蔵の胸に一つの悲劇
が浮かんだ。馬籠と中津川の間の峠で牛を扱う利三郎が

、 、材木を牛につけて谷を進んでいると ３人の雲助が現れ
、 。利三郎をつえで打ちたたき 半死半生の目に遭わされた

「憐れむベきは街道の犠牲」と半蔵は考えた。ふと我に
返った半蔵。静かな読経が耳に入り、雑念の多い身を恥
じて行に集中。４日目に心願を果たした。

藤村が大磯のドンドン焼きを目にしたとき、半蔵の御
嶽山籠を思い浮かべたのではないだろうか。お仮屋に籠
って本番を待つ子どものけなげな姿が、馬籠本陣の当主
の息子である藤村自身の子ども時代と二重写しになった

大磯城山公園から望む相模湾（伊豆半島がうっすらと見える）

のだろう。そのとき 「天保の打ち壊し」のことも聞い、
たかもしれない。確かに、漁師たちもまた「憐れむベき
街道の犠牲」だった。

自伝小説『春』

大磯城山公園の展望台から海が眼下に広がっている。
相模湾の西端、ちょうど伊豆半島の付け根付近に白波が
たち、冬の日差しにきらめいている。恐らく国府津辺り
だろう。藤村の『春』という自伝小説を思い出した。随
分前、藤村の『破壊』に感動し、藤村という作家本人に
興味をもったのが 『春』を読んでみようと思ったきっ、
かけだった。
『春』は１９０８年、藤村３６歳の作品。主人公は藤

村自身がモデルの岸本。第一の親友、青木とのかかわり
の中で、どう生きて行くのかを思い悩む青年を描いた長
編だ。青木のモデルは北村透谷である。
青木が国府津の町に続く漁村の寺に妻を伴って引っ越

していたころ、岸本は鎌倉の寺で世話になっていた。あ
る時、岸本は住職からもらった法衣を着て放浪の旅にで
た。行くあてもなく東海道を西に向かって歩き、翌日、
日が暮れかかったころ、入水しようと、とある波打ち際
を歩いた。ふと「今ここで死んでもツマらない」と思い
直した岸本。人里の方に引っ返すと、そこは青木のいる
村の隣村だった。

青木のところにたどり着くと、青木は近所に出かけて
いた。青木の妻が「西行さんが見えました」と青木を呼
びに行った。青木が戻るとそこにいたのは西行のような
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姿の岸本だった。
以上は岸本が入水自殺をしようと思ったくだりであ

る 『春』の文庫版（新潮文庫）の亀井勝一郎の解説に。
よると、小説には藤村が２１歳から２５歳までの４年間
（１８９３～９７年）が描かれている。透谷は藤村より
５歳上。当時の文学界のリーダー的存在だった 「明治。
の青春のもの狂おしさをあらわした一種の偉才だった」
と亀井はいう 「文学を志した藤村に強い感化を及ぼし。
たのは透谷だった。生涯この思い出のつきるときはなか
ったであろうと想像される」と亀井はしたためる。
１８９３年といえば明治学院を卒業した藤村が透谷ら

と『文学界』を創刊したばかりのころだ。翌年、透谷は
自殺した。藤村は９７年に処女詩集『若菜集』を出した
が、透谷というかじ取りを失い、作家として生きていけ
るのか、悩み苦しんだはずだ。

大磯を終のすみかとした理由について 『春』にその、
ヒントがある、との見方があるという。この見解に従う
なら、青木（透谷）がいた国府津に続く前川という漁村
への藤村の強い思いが、大磯を選ぶことになったという
ことだろう。だが前川と大磯は９キロも離れている。も
し藤村が前川に近い旧宿場を住みかとするならば、小田
原に適当な家を探すだろう。透谷の里が国府津という相
模湾に面した所であったことが、大磯を選ぶ上での重要
な要素だと言えなくないが、決定的な理由というにはム
リがあるように思う。

「東海道松並木」

大磯城山公
園から帰るに
は国道１号を

。戻るしかない
１キロ余り東
に歩いたとこ
ろに「伊藤公
滄浪閣の碑」
があった。１
９３１年に建
立された高さ
２・５メート
ル、幅８０セ
ンチの堂々た
る石碑だ。こ
こに伊藤博文
の別邸があっ

。たというのだ
観光マップを
みると、この
辺りには旧西

園寺邸、旧大隈邸、旧陸奥邸など、明治新政権下で権勢
を誇った元勲らの別荘があった。伊藤博文邸の敷地は東
西に２５０メートル、南北に１５０メートルもあったと
思われ、それに比べると藤村邸は鷹と雀くらいの差だ。

旧東海道の松並木が続く国道１号の西行き車線
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伊藤博文別邸跡から国道１号の下り車線の両側に松並
木が続いている。その距離は約２５０メートル 「東海。
道松並木」のタイトルのある道路脇の案内標識には「今
から４００年前、諸街道改修の際に植えられた。幕府や
領主に保護され、約１５０年前から立ち枯れしたものを
村々ごとに植え継がれて大切に育てられた」とある。こ
こでは、旧東海道が国道１号の西行き車線としてそのま
ま使われたのだ。それぞれの松は高さ１０メートル以上
に達していて、なかなかの壮観である。地元の人たちが
手入れをしてきたからこそ、今も立派に松が枝を伸ばし
ているのだろう。その枝の間から富士山が望めた。旅人
たちをどれほど癒やしただろう。こうした旧街道の松並
木は今ではほとんど残っていない。なぜ他の所ではバサ
ッバサッと切ってしまったのだろう。大磯で保存できた
のだから、その気になれば維持できたはずだ。
この松並木が終わった地点に「上方見付」と書かれた

広重の浮世絵が壁に掛けられているＪＲ大磯駅の改札口

案内札が立っている。案内札の記述によると、見付とは
、 。見張り門のことで 宿場を守る防御施設として造られた

街道を挟んで両側に石垣を組んで高さ約１・６メートル
の台が築かれ、その上に竹矢来が組まれた。宿場の京都
側が「上方見附 、江戸側が「江戸見附」だ。この見附」
のそばに「御料傍示杭」と呼ばれる杭が打ち込まれてい
て、宿場の出入口であることを示していた。
旧藤村邸はこの上方見附から１００メートルも離れて

いない。恐らく藤村はこの辺りから松並木にかけて小説
の構想を練りながら散歩し、松が枝ごしに富士山をなが
めたことだろう。

ＪＲ大磯駅の駅舎壁に歌川広重がかいた「東海道五十
三次大磯宿・虎ケ雨」の拡大コピーがかけられている。
駅を出る時、参考に、と写真に納めた。あるいは松並木
が描かれているかもしれない、とカメラのモニター画面
を開いてみた。家々が軒を連ねる松並木の街道を馬子が

。 。蓑をつけて雨のなかを歩いている 長い棒が立っている
傍示杭だろう。
松並木といえば中山道の芦田宿（長野県立科町）近く

にも現存していて、歌川広重の「木曽街道六十九次・芦
田」にも松並木が描かれている。芦田は藤村にとって思
い出深い小諸から約８キロの地点にある。大磯の松並木
が大磯住まいを決心する大きな要因だったのかもしれな
い。
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「ペリー来航」

大磯の浜辺に戻り、波打ち際から海を眺めた。正面に
伊豆大島がシルエットになって薄らと浮かんでいる。

ほかに島はない。目を東に向けると三浦半島が濃い青色
に染まってくっきりと突き出ている。そのはるか向こう
に房総半島がぼんやりと影を落としていた。西に目を向
けると、伊豆半島が茫漠と霞んでいる。三浦半島の突端
は城ケ島、浦賀はその陰になっている。伊豆半島の先端
の手前には下田がある。浦賀と下田。いずれもペリー来
航の歴史を刻む町だ。
私が『夜明け前』を読んだとき、最も印象を受けたの

大磯の沖で操業する漁船

は青山半蔵が浦賀の番所に詰める幕府役人、七郎左衛門
を訪ねるくだりだった。七郎左衛門は黒船を目撃した生
き証人なのだ 「わたしは亜米利加の船を見ました。二。
度目にやって来た時は九艘も見ました。左様、二度目の

。 、時なぞは三ヶ月もあの沖合に掛っていましたよ そりゃ
あなた、日本の国情がどうあろうと、こっちの言分が通
るまでは動かないという風に――槓杆（てこ）でも動か

」 、 。ない巌のような権幕で と語った と藤村は書いている

平田篤胤を尊敬し、天皇中心の時代になってほしいと
願っていた半蔵だ。ペリーに好意をもっていないことは
いうまでもない 『夜明け前』ではペリーの久里浜上陸。
の様子を次のように書いている。
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、ともかくも会見の式
を終った。その間約半時ばかり。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もの
か、脅迫がましい態度がそれからも続きに続いた （中。
略）日本で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なければならぬ、日本人はよろし
く国法によって防戦するがいい、米国は必ず勝ってみせ
る、就いては二本の白旗を贈る、戦に敗けて講和を求め
る時に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。
半蔵のペリー観というより藤村自身のペリー観であろ

う。
ペリー自身が監修した『ペリー提督日本遠征記 （角』

川ソフィア文庫）によると、伊豆岬を通過し先導艦（旗
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艦）サスケハナ号の針路は江戸湾に向けられた。伊豆半
島突端の石廊崎沖を通り東京湾口を目指したのだから、
伊豆大島の北の沖合を東に進んだことは紛れもない。１
８５３年７月８日、４隻の黒船は浦賀沖で停船、１４日
（太陽暦 、ペリー一行は久里浜に上陸し、大統領の国）
書を浦賀奉行、井戸井弘道に手渡した。
翌５４年、ペリー艦隊は再び東京湾に姿を現し、横浜

村で幕府全権の林復斎らと交渉。３月３１日、日米和親
条約が結ばれ、下田と箱館の開港が決まった （西川武。
臣『ペリー来航』中公新書）

ペリー来航という前代未聞の大事件は馬籠宿も無縁で
。 、はなかった 半蔵が三浦の旅から帰ってからの３年間に

彦根から井伊掃部頭、江戸から林大学頭らが通過するな
ど、幕府要人の行き来が激しくなった。林大学頭は日米
和親条約締結の際の幕府全権、林復斎である 「神奈川。
条約上奏のため京都へ急ごうとして、客間（本陣上段の
間）に足をとどめて行った」と『夜明け前』にある。半
蔵なりに目まぐるしい時代の動きをひしひしと感じてい
た。
ドンドン焼きが行われた大磯の浜辺に立った藤村は、

三浦半島、伊豆大島、伊豆半島がはるか沖合にパノラマ
のように広がる光景を目にし、自らが半蔵になった思い
にかられたのかもしれない。
『夜明け前』に半蔵の歌が載っている。

あめりかのどるを御国のしろかねに ひとしき品とさ
だめしや誰
大磯の浜でこの歌を心の中で吟じる藤村を想像してみ

た。銀が流出しただけでなないか。そんな鬱屈した半蔵

の気持ちを藤村は半ば同情し、半ば否定していたように
私は思う 「もう夜明け前でない 。藤村の心の内は複雑。 」
だったのではないだろうか。

松本順と新島襄

大磯の浜辺は大磯港を
、 「 」挟んで 東の 北浜海岸

と西の「照ケ崎海岸」か
らなる。大磯の左義長が
行われるのは北浜海岸
だ。北浜と名がつけられ
ているのは、港よりわず
かに北に位置しているた
めだが、地理上の実態は
東の浜である。両海岸と
も、夏は海水浴場として
にぎわう。大磯港には大
きな駐車場があり、防波
堤の近くには磯釣りに格
好の岩礁がある。港は大
磯のマリンセンターだ。

その港のはずれに「松本先生謝恩碑（写真 」と刻ま）
れた石碑がある。台座を入れると高さは５メートル。１
９８４年に建てられたもので、その裏には「海水浴場発
祥の地 と刻みこまれてその由緒がつづられている 明」 。「
治１８年、大磯照ケ崎海岸に日本で最初の海水浴場を開
いた軍医総監松本順先生は国民の健康増進と体力の向上
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をはかるため、海水浴がよいと説き、そのころの有名な
歌舞伎役者を大勢連れて来て海水浴をさせ大磯町の名を
日本中に広めた」とある。

鎌倉の由比ヶ浜海岸に、後に初代衛生局長になる長与
専斎が１８８４年に理想的な海水浴場と紹介した、と記
された彫刻が建っている。その通りなら大磯の海水浴場
は由比ヶ浜に２年遅れたことになり 「発祥の地」とい、
うのは怪しくなる。ついでながら長与は後述のポンぺの
門下生だ。それはともかく、発祥地かどうかをここで詮
索することに意味はないだろう。
謝恩碑から帰途につこうと大磯駅に向かう途中の国道

１号脇に「新嶋襄終焉の地」の碑があるのに気づいた。

南組問屋場そばの新島襄終焉の地の碑

。 「 」同志社創設者の新島襄である そのそばに 南組問屋場
の跡であることを示す立て札がたっている。大磯宿のい
わば中心地だ。そこから２０メートル離れた所は「高札
場」だった。説明板には「切支丹禁制、徒党禁止などの
幕府が示達する掟を掲示した」とある。アメリカの神学
校を出た新島襄が、かつて「キリシタン禁止」の札がか
かっていた所のすぐ近くで波乱の人生を閉じたというの
だ。

終焉の地の石碑の脇の説明板は「１８７５年に同志社
英学校を設立した後、宿願であった同志社大学設立を企
図して東奔西走中病気にかかり、１８９０（明治２３）
年、１月２３日療養先の大磯の地百足屋旅館で志半ばに
して４７歳の生涯を閉じた」としたため、百足屋旅館の
２階建ての絵を添えている。同旅館は２階に５、６室が
あったようにみえる。宿場時代は大旅籠か中旅籠だった
のだろう。

新島襄は幕府軍艦操練所で洋学を学んでいる時に聖書
、 。 。に出合い やがてアメリカに渡る その新島襄と松本順

まるで無関係にみえる二人だが、新島の妻八重を通して
結びつくと私は思った。
松本順は明治に改元される以前は医師名である良順を

名のっていた。幕府が１８５７（安政４）年、長崎海軍
伝習所の医学教師としてオランダの医師、ポンぺを招へ
いすると、その日本側御用医師に就任、ポンぺと共に伝
習所付属的な医学校づくりに力を尽くした。その後、新
選組の近藤勇と知り合い、会津に向かう。会津戦争では
藩校の寮を「軍陣医部」の名の戦時病棟にし、患者２０
０人を治療。兵士たちに「養生」を説き、傷病者に牛肉
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を食べさせたとのエピソードが残っている （司馬遼太。
郎『胡蝶の夢 ）』

その会津戦争で歴史に名を刻んだのが八重だ。会津藩
の砲術師、山本権八の娘である八重は開戦の火ぶたが切
られると、断髪して男装になりスペンサー銃で官軍に立
ち向かった。明治の世になり兄を頼って京都にいき、ア
メリカから帰国していた新島襄と知り合った。１８７６
（明治９）年、八重は襄と結婚し、同志社女学校の設立
に尽力。夫襄が心臓病を悪化させて前橋で倒れ、静養先
の大磯で息を引き取ったとき、八重はその死をみとった
といわれる。

島崎藤村の最期となった「静の草屋」の室内

八重は会津戦争中、松本良順と会ったことがあると考
えるべきだろう。襄が病で倒れたとき、初代の軍事総監
になっていた。大磯で静養することになったのは、松本
良順の指示だったのではないだろうか。
『夜明け前』に松本良順は登場しない。だが、平田篤

胤の講本の「オランダより渡り来る薬品の中には効能の
すぐれたものもあり、良医がこれを用いるといちじるし
い効験（しるし）をあらわす」という一文を紹介してい

、 、ることからうかがえるように 藤村は蘭方医といえども
良い医師には正当な評価をしていた。あるいはそれが青
木半蔵とは異なる生き方を選んだ理由かもしれない。藤
村は学生時代、キリスト教の洗礼を受けているのだ。新
島襄に強くひかれた時期があったに違いない。
藤村より１０歳年上の森鷗外が軍医としてドイツに留

学したとき、赤十字の国際会議の日本代表に随行し、ポ
ンぺに会っている。鷗外はポンぺに「松本翁健在セリ」
と述べたという。藤村は鷗外からこのことを聞いていた
かもしれない。
こうしてみると、藤村が大磯を選んだ理由を考えるう

えで、松本順と新島襄の存在は重要である。

「涼しい風」

東京から疎開する際、名のあるほとんどの文士は鎌倉
に居を構えた 『春』の中にもあるように、若いころ鎌。
倉の寺で居候をしていた藤村である。鎌倉に行こうと思
えば行けたはずだ。だが、やはり宿場にこだわったのだ

。 、 。 、ろう それも ペリーの航跡がみえる宿場に となると
平塚宿か大磯宿しかない。

宿場町を行く  東海道大磯宿



大磯の方が北村透谷ゆかりの国府津に近い。松本順や
新島襄の足跡もある。松並木もここにはある。そしてド
ンドン焼きである。藤村は「静の草屋」で人生の最後を
どう送ったのだろう。旧藤村邸でもらったパンフレット
に「昭和１８年８月２１日 最期の日」と題する一文が
載っている 藤村の妻静子さんが甥に宛てた手紙だ 中。 。「
央公論昭和１８年１０月号『一人の甥に与うる手紙』よ
り」とある。以下はその抜粋である。

九時半ごろ、伯父さま（藤村）は書斎から出てこられ
て、茶の間の廊下に立って庭を見ています。
「まだあすこを書いているんだよ、しかしこんどは思

うように出たと思うがね、あすこが出来てしまえば、あ
とは雑作ない、和助が東京を立つだけだから…一寸今、
読んでもらおうか 」。
茶の間で叔母さん（静子さん）が茶棚をうしろに向か

い、伯父さまが机をはさんで端座して聞いていらっしゃ
る。
「青山半蔵には中世の否定ということがあった…」

その行から三四行読んだ頃、
「ひどい頭痛だ」

（中略）
「原稿が間に合うかね、そう５０枚あるし…あそこで

第三章の骨は出ているしね…」
東の方の庭に眼をやってじっと見ているかと思うと、
「涼しい風だね」

庭から眼を離さず気もちよさそうに涼風の過ぎるのを感
じているようです。もう一度
「涼しい風だね」と……。

（中略）

『東方の門』は「和尚が耳にした狭い範囲だけでも」
までで、未完で終わりました。

藤村の最期の場面を表した貴重な手紙である。藤村が
「静の草屋」で小説『東方の門』を執筆し続けていたこ
とがこの手紙から読みとれる。その小説に青山半蔵が登
場することが興味深い。半蔵は言うまでもなく『夜明け
前』の主人公だ。藤村は西洋に負けない東洋を最後の小
説のテーマにしようとしたといわれている。藤村として
は『夜明け前』の続編的な思いがあったのではないだろ
うか 『東方の門』は夜明け後を描こうとしたのだと思。
う。
夜明け前から夜明け後を歩んだ松本順や新島襄。藤村

が人生最後の小説を書くためには、旧宿場町の大磯でな
ければならなかったのだ。冬もさんさんと日が差し込む
海辺の大磯。雪深い木曽で生まれ育った藤村にとって、
同じ宿場でもこんなに違うのか、と目もくらむ思いだっ
ただろう。そこで演じられるドンドン焼きは、夜明け前

。「 」 、の時の伝統を受け継いでいる 左義長 とつけたのは
「夜明け後のなかの夜明け前」という意味だろうか。
藤村は藤村旧邸から４００メートル離れた地福寺に葬

られた。その墓石は大文豪の墓とは信じられないほど簡
素なものだ。高さ１メートル、幅２０センチの四角の石
に「島崎藤村墓」と刻まれているだけである 『夜明け。
前』は、青山半蔵が馬籠の万福寺に葬られるところで、
物語を終える。地福寺の草葉の陰で、藤村は万福寺の半
蔵への思いを抱き続けながら眠っているのかもしれな
い。
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警告通りに起きた福島事故
――故瀬尾健氏の衝撃の遺言――

文 写真・井上脩身

京都大学原子炉実験所（大阪府熊取町）で研究するかたわら、原子力発電所の危
険性を訴えて反原発運動を支えてきた「熊取六人組 。福島原発事故後、精力的に全」
国を飛び回っているが、実は６人ではなく現在は５人である。元実験所助手で原子

。核物理が専門の瀬尾健さんが福島事故の７年前の１９９４年に亡くなっているのだ
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その瀬尾さんが死亡前
に書き遺した『原発事故
――その時あなたは！』
が、１周忌に合わせて９
５年、風媒社から出版さ
れた。原発事故が発生す
ればどのような被害が起
きるかを予測した警告の
書であるだけでなく、放
射能から身を守るための
服装や携帯品まで書きし
るした一般向けガイドブ
ックでもあった。瀬尾さ
んが末期がんと闘いなが
ら書きあげたこの一冊の本は 「原発は安全」と信じら、
れているなか、注目されることはなかった。最近、私は
この書物の存在を知り、取り寄せた。圧巻は２００ペー
ジに及ぶ同書の「おわりに」である。若狭地区の原発で
事故が起きた、と想定したＳＦ仕立ての物語が書きつづ
られているのだ。通常 「おわりに」には本を書き終え、
た感慨や協力者への謝辞がつづられるが、瀬尾さんは常
識を破って「必ず事故が起こる」と叫んで遺書代わりに
最後の筆を執ったのだ。３・１１から間もなく６年にな
る。原発再稼働があたかも当然のような流れになり、原
発事故が忘れ去られようとしている。だが、忘れたとき
に災害が発生するのは昔からの経験則である 『原発事。
故――その時あなたは！』が一人でも多くの人に見直さ
れてほしい、と私は願ってやまない。

熊取六人組の「事故を斬る」

大阪を拠点とする月刊ミニコミ紙 新聞うずみ火 矢「 」（
野宏代表）が２０１４年の夏から秋にかけて「熊取六人
組」の研究者５人を招いて連続市民講座を開催。その講

、『 』演内容を本にまとめ 熊取六人組――原発事故を斬る
（岩波書店）と題して１６年９月に刊行した。５人は今
中哲二（原子力工学 、海老澤徹（中性子物理 、川野眞） ）
治（同 、小林圭二（原子炉物理 、小出裕章（放射線計） ）
測）の各氏。いずれも原発が抱える問題点を端的に示し
たもので 興味深い指摘がなされている その内容は 巻、 。 「
頭言」にある通りだが、私が注目したのは『原発事故―
―その時あなたは！』の「おわりに」が転載されている
ことだった。既に亡くなっている瀬尾さんも六人組の一
人であることを示すため “遺言”を掲載したのだ。、
『熊取六人組――原発事故を斬る』のなかで、小出さ
『 』 。んは 原発事故――その時あなたは！ を紹介している

題は「瀬尾健さんと本書 。瀬尾さんの著書の出版に際」
して筆を執った 「瀬尾さんは原発が事故を起こした場。
合にどのような災害を引き起こすかという問題を、自ら
の責任で明らかにしようとし、文献を調べ、膨大なコン
ピューターのプログラムを作成。スリーマイル島原発事
故、チェルノブイリ原発事故のときは現地に足を運んで
調査に当たった。彼はその成果を法廷で証言し、大学で
講義し、市民の勉強会で報告した。その集大成が本書」
としたうえで 『原発事故――その時あなたは！』の意、
義を次のようにまとめる。

瀬尾健さん
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原子力発電所が大事故を
起こした場合、一体どのよ
うな災害が引き起こされる
のか。これまで、国や電力
会社はそのことに関する知
識を故意に隠してきたし、
大災害になった場合、どの
ようにして自らの身を守る
かについても知識は与えら
れてこなかった。避難訓練
などをすれば、原子力発電
所に対する国民の不信を呼
び起こすだけというのが、

国と電力会社の姿勢なのである。残念ながら、私たちは
私たち自身で身を守る以外にない。本書は予想される大
事故の具体的な姿、そして具体的な身の守り方、さらに
は日本各地の個々の原子力発電所についての災害の及ぶ
範囲などを丁寧に書き起こしたものだ。今後、私たちが
何年原子力とつきあわねばならないのか分からないが、
私たちが原子力を利用するかぎり、本書は決定的に重要
な役割を担うであろう。

『原発事故――その時あなたは！』の概要をコンパク
トに紹介しているだけでなく、その意味をやさしくかみ
くだいた頭抜けた書評でもある。

「瀬尾健さんと本書」によると、瀬尾さんは末期の肺
がんに冒されていた。余命３カ月と思われたころ、同書
の原稿と図表をひょいと小出さんに渡して闘病生活を始
めた瀬尾さんは病床にあっても推敲を重ね、布団の横で

パソコンを打った。それもできなくなると、打ち出した
原稿に赤字で推敲を加えた。漢方薬を飲み続けたが、自
分では飲み下せないと分かって以降、いっさいのものを
受けつけずに死に臨んだという。

小出さんは「本書は、瀬尾さんが渾身の力を込めて書
き遺した、文字通りのライフワーク。彼の遺志が多くの
人の心を打つことを願う」と締めくくった。

７０キロ圏内のがん死１００％

小出さんの書評によれば 『原発事故――その時あな、
たは！』は〈１〉予想される大事故の具体的な姿〈２〉
具体的な身の守り方〈３〉個々の原発の災害の及ぶ範囲
――が根幹をなしている。その一つひとつをみていきた
い。

まず〈１〉の予想される大事故の具体的な姿である。
同書では「重大事故の予備知識」の章に表されている。
瀬尾さんは、放射能が原子炉から全部環境に出たと想定
して急性死、がん死の確立を計算した。
風速２メートル、曇りの昼間の場合、原発から出てき

た放射能は風下に向かって約１５度の扇形になって移動
する。原発から４０キロ以内は急性死、がん死ともに１
００％、７０キロで急性死７０％、がん死１００％に達
する。２００キロ離れたところでも急性死は０・４％に
まで減少するものの、がん死は１００％である。４００
キロの場合でもがん死は１００％、１０００キロ離れた

瀬尾健さんの著作
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所でも２０％以上の
人ががん死するとみ
られる。もし緊急避
難しなければ、７０
キロ以内の住民は１
００％が急性障害で
死亡。１５０キロ風
下でも５・６％の人
は急性死から免れな
い。

こうした数値を算出したうえで実際にどれくらいの被
害が出るかを、日本の平均密度（１平方キロ当たり３２
４人）を基に予測したところ、１００キロまでの人口４
２万８０００人中、４０万２０００人（９４％）が急性
障害で死亡。１０００キロまででは、人口４２７万人中
５６万人が急性障害で死亡する。晩発性がん死について
は、４００キロ以内では急性死を含めて６８４万人が死
亡。４００～１０００キロではがん死者は１６７４万人
にのぼる。結局、１０００キロ以内の急性死者とがん死
者の合計は２３００万人という膨大な数になる。

この計算には、飲食による体内被ばくは含まれていな
い。飲料水や農作物が放射能汚染されることを防ぐこと
はできず、死者数はさらに増えると考えられる。
しかし、以上はあくまで「仮想的最大事故」の場合の

計算。実際に放射能が１００％環境に出ることはあり得
ないが、仮に１０％が出た場合でも、大変な被害になる
ことは論を待たない。

次は避難時期と災害規模の関係。瀬尾さんは出力１０
０万キロワットの加圧水型原発について、放射線量を計
算した。それによると避難が３０日よりも遅れた場合、
風下２５キロ地点での短期線量は４シーベルになり、住
民の半数は急性障害で死亡。晩発性がん死については、
風下８０キロの地点では８日目に避難した場合、長期線
量は０・６５シーベルト、３１日目の避難では０・８シ
ーベルトになり、５年間居続けると２・４シーベルトに
達する。１シーベルト当たり４０％ががん死するとみら
れるので、８日目の避難は２６％、３１日目避難は３５
％、５年間そのまま居続けると９６％ががん死する。
２００キロ離れた地点に５年間居続けた場合、全身被

ばく線量は０・５３シーベルトになり、２１％ががん死
する。人口が１００万人とすると２１万人が亡くなる計
算だ。わが国の政令指定都市で２００キロの範囲内に原
発のない都市は一つもない。ほとんどの原発は過疎地に
立地しているが 「安全な都市」はないのである。、

発電所内の様子の監視を

次は〈２〉の具体的な身の守り方。前項に述べたよう
に、わが国に安全な所はない。瀬尾さんは「国がまとも
な防災対策を持っていないのであれば、われわれ一人一
人が自分で身を守らねばならなくなる。特に子どもと妊
婦を放射線被ばくから最優先に保護しなければならな
い」として、自衛の手引きを書きしるした。

被ばくを軽減するための一般的注意
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放射能雲はガス
状のものと１００
０分の１ミリ程度
の微粒子で成り立
っている。超微粒
子は触れるもの全

、てに付着するので
呼い込むと全てが
肺に残る。このた

め、次のような措置が必要になる。
①窓を閉め、隙間を目張りして家屋を気密にする②ヨ

ウ素を早めに服用する③放射能雲に巻き込まれている間
とその後しばらくは、屋内でも何枚も重ねたぬれタオル
をマスクにし、直接空気を吸わない④ありとあらゆる容
器に飲料水をためる（当座の飲料水として）⑤放射能雲
に巻き込まれている間は外出を控える⑥放射能雲が到着
した後は井戸水だけでなく水道水も飲まない方がよい⑦
雨にはぬれない、衣服についた雪は払う、水たまりには
近づかない。

事故の発生を早く知るには

大量の放射漏れが検知されると原発の所内で警報が鳴
り響くが、一般に知らされるのがずっと後になると、地
元住民の迅速な退避に必要な時間がなくなり、すべてが
手遅れになってしまう。住民に残された唯一の方法は、

。 、発電所の様子を監視することだ ただならぬ気配が漂い
人の出入りが多くなり、特に外に出て行く車が多くなっ
て、近くに住んでいる社員の家族たちまで脱出するよう

であれば、間違いなく大事故の兆し。市販されているガ
イガー計算管で放射能の接近が検知できる。

緊急脱出が必要な距離

出力１００万キロワットの原発では風速２メートルの
とき、風下４キロまでの住民の被ばく線量は、放射能雲
からの被ばくだけで２・４シーベルトを超える。さらに
放射能雲に巻き込まれているときに呼吸すると、体内被
ばくは２４シーベルト以上の短期線量を受ける。これは
９０％致死線量の４倍以上になる。２０キロの地点では
ぬれタオルで吸入による被ばくを半減できたと仮定し
て、短期線量は１シーベルトになる。つまり、風下２０
キロ以内の住民は、放射能雲が到達する前に脱出する以
外に、急性障害から免れる道はない。

被ばくからの逃げ方

①服装 ぬれタオルを何枚も重ねたマスク、水中眼鏡
（ゴーグルなど 、帽子、手袋など肌を覆う服装。）
②逃げる方向 原発から風下に引いた直線に対して直

角の方向。
③避難方法 自動車は大渋滞に巻き込まれる可能性が

高い。自転車、バイクが理想だが、風速２メートルの場
合、放射能雲は１時間で７・２キロ動く計算なので、徒
歩でもその到達までに放射能雲通過域外に出ることがで
きる。
④雨天の場合 放射能雲の中で雨に降られるのは最悪

の事態。雨にぬれたなら出来るだけ早く着替える。放射
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能雲に巻き込まれて
から雨の中を脱出す
るのはあきらめた方
がよい。家屋をでき
るだけ気密にして、
放射能が通過するま
で待機する。

数日以内の退避が必要な地域

短期線量が１シーベルトになるのは、７日間とどまっ
た場合は風下５１キロ、３０日とどまった場合は５７キ
ロの地点。したがっておおむね６０キロ以内の住民は数
日以内に汚染の少ない地域に避難する必要がある。１カ
月ほど避難地でしのげば、急性障害は避けられる。

何を食べたらよいか

事故後はできるだけ蓄えた水と食料でしのぎ、放射能
の摂取を防止することが望ましい。甲状腺被ばくを防ぐ
ために、飲み水と牛乳には注意しなければならない。牛
乳に代えて、粉ミルク、コンデンスミルクや輸入ものに
頼ることにし、飲み水については自治体配給に期待する
以外にない。いずれは汚染水、汚染食料を摂ることにな
っても、その時期をできるだけ遅らせることで、短い半

減期の放射能汚染の防止につながる。

各原発の最悪被害を予想

〈３〉の個々の原発の及ぶ範囲は、全国の原発から１
６基を選んで破局的事故が発生した場合の災害規模の計
算を行ったものだ。既に述べたように、放射能は風に運
ばれて約１５度の角度の広がりをもちながら風下に向か
って移動するが、ここでは風向きを０度（南風 、９０）
度（西風）など、いくつかの風向きごとに急性死者数と
がん死者数のシミュレーションを行った。以下は廃炉が
決まっている２基を除く各原発の最悪被害予想である。
（市町村名とその人口は９４年時点）
【泊１号】
原発から数十キロ以内は人口が少ないので、急性死者

はそれほど多くないが、岩内町、共和町、泊村では風下
になれば９９％以上が急性障害で死亡する。

がん死については原発の９０度と１８０度方向に集
中。１８０度方向では函館市９万４０００人など北海道
で１０万６０００人、青森県７万人、秋田県５万１００
０人、宮城県４万２０００人など北海道、東北地方で大
きな被害が予想され、東京都でも９万４０００人ががん
死する。
【敦賀２号】
周辺に人口が多いので急性死者が多くなり、人口６万

、 、４０００人の敦賀市では９９％が死亡 鯖江市の５３％
武生市の９０％が犠牲になる。
がん死者は９０度方向では関東でも発生するが、１９

５度方向では６５６万人にのぼる。同原発の１５０キロ

敦賀原発
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内に大阪、京
都の大人口密
集地帯がある
からだ。

美浜３号】【
敦賀２号機

と似た位置に
あり、出力が
その８割程度
なので、被害
の範囲も似た

分布を示し、その規模はやや小さくなる。急性死確率は
敦賀市、美浜町で９０％超になる。がん死では１２０度
方向の名古屋市辺りで６０％、大阪市辺りで４０％にな
る。
【 】大飯２号
小浜市が風下に当たった場合、９０％の３万４０００

人が急性死亡し、高浜町１万２０００人、大飯町６３０
０人など、それぞれ９０％以上が犠牲になる。舞鶴市で
も６万９０００人が急性死する。
【 】高浜４号
急性死者数は小浜市２万人、高浜町１万３０００人、

大飯町６３００人などだが、風が２４０度方向に向かっ
たときは急性死者数が急増、舞鶴市では９万８０００人
に達する。がん死者は大阪を中心に３６５万人に及ぶ。
【 】伊方３号
八幡浜市では人口の９９％の４万１０００人が急性死

するほか、大洲市でも５０％の２万６０００人が死亡。
がん死者は６０度の方向に当たる近畿を中心に２２４万
人にのぼる。

【 】玄海３号
風が１２０度の方向に吹いたときに急性死者が最多と

なり、唐津市では８万１０００人にのぼる。１６５度の
場合、伊万里市３万１０００人、１９５度では肥前町１
万１０００人、２１０度では松浦市２万人に達する。が
ん死者は７５度の方向で４２４万人に及ぶ。福岡市、北
九州市、近畿圏、さらには首都圏もこの方向に当たるた
めだ。
【 】川内１号
急性死者は１０５度の方向に多く、川内市を中心に７

万５０００人になる。０度では阿久根市の２万４０００
人、１５０度では串木野市の３万８０００人。がん死者
は１２０度方向に多く、鹿児島市では５２万５０００人
に達する。
【 】女川１号
急性死者は女川町１万５０００人、牡鹿町３万５００

０人、石巻市１万８０００人など。がん死者が多いのは
２１０度の方向。関東を中心に１０２万人にのぼる。２
５５度の方向の仙台市周辺では５０万人になる。
【 】福島第二４号
風向き０度で双葉町８０００人、１９５度で楢葉町９

０００人、いわき市１万２０００人、３３０度で富岡町
１万６０００人、３４５度で大熊町１万人、浪江町１万
７０００人の急性死者が出る。がん死者数は２１０度方
向の関東を中心に２２７万人に達する。
【 】東海２号
急性死者については９９％内に勝田市、常陸太田市、

那珂湊市、９０％内に水戸市、日立市があり、日立市で
２０万人、勝田市で１０万人、水戸市で２１万人の急性
死者が発生。がん死者数は南西方向に集中し、東京周辺

大飯原発
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の５７０万人を中心に８００万人にのぼる。南西方向以
外でも２００～３００万人の死者が出る。
【 】浜岡３号
１万人以上の急性死者が出るのは掛川市４万７０００

人、菊川町と相良町各２万６０００人、島田市２万５０
００人など。がん死者は首都圏がある４５度方向が最も
多く４３４万人にのぼる。
【 】柏崎刈羽１号
急性死者は２１０度方向の柏崎市で１００％の８万５

０００人、９０度では長岡市で６０％の１０万８０００
人。１２０度方向の小千谷市でも５４％の２万４０００
人が犠牲になる。がん死者は１５０度方向の首都圏で２
１６万人にのぼる。
【 】志賀１号
周辺に人口密集地帯が少なく、急性死者は志賀町１万

８０００人、富来町１万３０００人など。市部では羽咋
市１万８０００人、七尾市１３００人。がん死者は１２
０度方向が多く、首都圏では６４万人になる。

【 】島根２号
１０キロ南の松江市で１００％の１３万６０００人の

急性死者が出るほか、平田市で１万８０００人、鳥取県
の境港市で７７００人が犠牲になる。がん死者は９０度
方向の近畿地方で４０万人。

Ｘ年のカタストローフ

本稿の冒頭に 原発事故――その時あなたは！ の お『 』 「
わりに」が圧巻であると述べた 「カタストローフは＊。
＊＊＊年四月二六日、夜明けとともに始まった」にはじ
まる約４０００字の“原発暴走地獄絵”物語である。瀬
尾さんは同書で記述した最悪事故解析を基に、病魔と闘
いながら懸命につづった遺書である。それは「安全神話

、 」に押し流されていては 必ずとんでもない事故が起きる
という命を賭けての訴えなのだ。

舞台は若狭湾に臨む原発。午前６時半頃、建物を震わ
す大音響とともに激しい蒸気が噴出する事故が起きた―
―という想定。以下はそのエッセンスである。

、 、原発の建屋では何度も鈍い衝撃音が響き ８時５０分
格納容器から噴出した膨大な放射能を伴う水蒸気が凝縮
して強力な放射能を含む雲となった。大飯町役場は発電
所からの連絡を受けて大混乱に陥った。このような大規
模で緊急を要する防災対策はなかったからだ。
放射能雲の本隊は人々に気づかれずに町を通過し、京

都との県境に差し掛かっていた。大飯町の放射線モニタ
ーは普段の１万倍にも達し、風下直下では毎時４０レン

島根原発
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、 。トゲン 自然放射線の７００万倍もの線量を示している
やがて放射能雲の通過地点に当たっていた住民、学校の
生徒たちから吐き気やめまいなどを訴える者が相次い
だ。そのままそこに住み続ければ短期間で致死量を超え
るとわかっているような地域の人々を、緊急に避難させ
る必要があった。だが中央政府は移動禁止、隔離せよと
冷酷に対応した。

放射能雲は横幅を広げながら京都市に差し掛かった。

事故発生以来２時間がたっていたが、マスコミにはたい
した情報は知らせられていず、人々は不安の面持ちでテ
レビのニュースにかじり付くばかり。京都市でも毎時５
レントゲン以上の高レベルの放射線量が小一時間続い
た。やがて１桁下がったが、自然放射能の１０万倍とい
うすさまじいレベルのまま落ちついた。これらの情報は
すぐに公表しない措置が取られたが、全市がパニックに
陥った。１５０万人の市民を避難させようにも、京都市
当局はなすすべがなかった。

放射能雲は南下し、奈良市を襲った。奈良市を脱出し
ようとした人の大部分は大阪方面に向かった。放射能雲
が奈良市に来たとき、風向きが９０度変わって東風にな
り、大渋滞に巻き込まれて動きがとれない人々をぬって
流れ去った。翌日、放射能雲が神戸辺りに達したとき、
西風になりその次の日には名古屋市を襲って東進、東京
間近まで迫ったとき、雨が降り始めた。高濃度の放射能
雨が東京に未曾有の汚染をもたらした。

この放射能雲によって、がん死する住民は京都市でほ
ぼ１００％、長岡京市、八幡市、宇治市、城陽市などを
合わせて１８９万人になると概算された。それだけでは
ない。東京を中心に２５０平方キロもの広大な地域が、
人の住めない荒野と化した。

被害規模こそ異なるが、政府の対応の混乱、各市町村
の後手々々に回った避難指示、逃げた方向に襲ってきた
放射能雲など、福島第一原発事故がこの「おわりに」通
りだったことに驚かされる。それほど瀬尾さんは事故の
発生に際して起きると思われる状況を的確に把握してい
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たのだ。逆に言えば、この『原発事故――その時あなた
は！』が正しく評価されていれば、事故を防げたか、防
げなかったとしても事故後はるかに有効な避難対策がと
られた可能性があったのだ。瀬尾さんの力作を歯牙にも
かけなかった原子力ムラの傲慢な態度は犯罪的ですらあ
る。

見直そう「その時あなたは！」

『熊取六人組――原発事故を斬る』の刊行に際して小
出裕章さんが寄稿した「福島第一原発事故を見ずに逝っ
た瀬尾さん」と題する一文が同書に所収されている。
小出さんはその中で「事故から５年以上の歳月が流れ

たが、突然生活を根こそぎ破壊されて流浪化した１０万
人を超える人々の苦難はいまだに解消されていない。東
北地方、関東地方の約１万４０００平方キロメートルに
及ぶ地域が放射線管理区域に指定されるべき汚染を受け
たが、国は原子力緊急事態宣言を発令し、その汚染地区
に赤ん坊を含めて人々を棄てた。今現在も数百万の人々
が被ばくの恐れにおびえながら汚染地区で暮らさざるを
得ない状態が続いている」として、国の被害住民対策が
棄民策でしかないことを指摘。そのうえで「この事故を
引き起こしたことに責任のある人々」として東京電力の
首脳、歴代の自民党首脳、通産省、経産省の官僚、原子

、 、 、力委員会 原子力安全委員会 原子力規制委員会の学者
マスコミ、裁判所を挙げ 「誰一人として処罰されてい、
ない。誰一人として自分に責任があることを認め、責任
を取ろうとすらしない」と原発推進派たちを厳しく指弾
する。

このように原子力ムラに鋭く刃を突きつけることは、
瀬尾さんへの小出さんの追憶でもある 「もし瀬尾さん。
が今生きているとすれば、彼はスリーマイル島事故、チ
ェルノブイリ事故のときにしたように、福島第一原発事
故の原因調査、各地の汚染調査、放出された放射性物質
の総量評価にたぐいまれな能力を生かして活躍してくれ
ただろう」とその死を限りなく惜しむ小出さんである。

瀬尾さんが『原発事故――その時あなたは！』で紹介
した原発事故の被害予想は甚大である。例えば福島第２
原発４号機のケースでは、関東で２２７万人ががんで死
亡すると推計している。こうした点をとらえて、政府も
原子力ムラの研究者も「安全対策がとられており、国が
滅びるような事故が起きるはずがない」として、復刻出
版すら認めようとはしないだろう。瀬尾さん自身、現実

。 、にそのような事故が起きると考えたわけではない ただ
原発とはそれほどに危険性を内在しているものであるこ
とを明らかにしようとしたのだ。

チェルノブイリ原発事故が起きたとき、政府も研究者
「 」 。も 日本の原発は安全だから事故は起きない と言った

だが福島の事故が起きた。瀬尾さんのいうような巨大事
故が「二度とは起きない」とは決して言いきれないので
だ。もしもそうなれば、この国は「おわり」になってし
まいかねないのである。
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文、写真・井上脩身

無人駅シリーズ　京福電鉄御室仁和寺駅



私は昨年８月末まで５年余り、兵庫県のシニアカレッジのカメラクラブに入っていた。ほぼ毎月１回、野外
撮影会があり、そのつど、担当が割り振られる。３年前の４月は私の担当だった。京都・洛西の古刹、仁和寺

。 。 。 、を選んだ 狙いは御室桜である 祇園や嵐山の桜よりも２週間くらい遅れて咲くという １カ月前に下見をし
撮影日の４月１５日には２００本の桜が満開になっているとの見通を得た。当日の集合場所は京福電鉄北野線
の御室仁和寺駅前。私は参加者を仁和寺境内の桜の庭まで案内した。はたして見事なほどの満開である。ほっ
と胸をなでおろしたものだ。

最近、川端康成の『古都』を読んだ。ヒロインが御室桜を観賞するくだりがある。文庫本（新潮文庫）で２
ページ余りの短い場面だが、私はいささかの感慨を覚えた。川端は私が出た高校の旧制中学校時代の卒業生で
ある。私のクラブの撮影会とはもちろん何の関係もないが、その担当者として何かの縁があるように感じたの
だ。

１２月半ば、ふと冬枯れの古都に触れたくなり、仁和寺を訪ねた。御室仁和寺駅に降りるのは２年８カ月ぶ
りである。撮影会のときは緊張していて気づかなかったが、駅に駅員はいなかった。

冬枯れの御室桜の庭
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『徒然草』の法師の道

仁和寺の名前は中学生のときには知っていた。石清水
八幡宮にお参りにいった仁和寺の法師が、山麓の神社を
本殿と思いこんで参拝して帰ったという『徒然草』のな
かの物語を国語の授業で習ったのだ。兼好法師は「思い
こみは間違いのもと」といいたかったのだ、と先生は言
った。だが、恥ずかしいことだが、私は長い間、どこか
のお坊さんが仁和寺の山門だけを見て、これで用が終わ
ったと思ってそのまま帰った、という話だと勘違いして
いた。習った知識のなかに別の知識が混入し、記憶の回
路が狂ったのだろう。

仁和寺の仁王門

仁和寺の法師といえば、高校時代に習った『徒然草』
に、酔っぱらった法師の話が出ていた。法師がそばにあ
った金属容器である足鼎（あしがなえ）をかぶって踊っ
ているうち、抜けなくなってしまった。親しい者らが枕
元に集まり、首がちぎれるほどに引っ張ると、足鼎は抜
けたが、耳と鼻がちょん切れた、という物語だ。
作家、田辺聖子によると、兼好は「友とするのに悪い
」 「 、 」「 」「 、者 として 高く やんごとなき人 若き人 病なく

」「 、 （ ）」「 」身強き人 たけく 勇める兵 つわもの 欲深き人
虚言 そらごと する人 酒を好む人 を挙げる 田「 （ ） 」「 」 （『

辺聖子の古典まんだら』新潮文庫 。足鼎をかぶった法）
師は「酒を好む人」なのだろう。

では、兼好にとって「いい友」はどんな人物だろう。
前掲書によると 「物くるる友 「医者（くすし 「知恵、 」 ）」
ある者」だという。石清水八幡宮がある山に上らなかっ
た法師は単に思いこみをしただけで、虚言したわけでは
ない。しかし、知恵ある者でないことも確かだ。良くも
悪くもないただの人でも兼好にかかると十分エッセーの
素材になるのだ。

兼好は１２８３（弘安６）年前後に生まれ、７０歳く
らいで亡くなったとされている。兼好が生きたのは鎌倉
幕府が崩壊して、南北朝時代に突入する動乱の時代であ
る。７００年以上も前に「つれづれなるままに、日くら
し、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこは
かとなく書いた」という兼好の『徒然草 。少なくとも』
仁和寺の法師に関しては、どこか温かみがある書きぶり
ではないか。何かの本で仁和寺の山門の写真を見たこと
がある。その前の道をどじな法師が歩いたのかもしれな
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い。そんな風に思うと、仁和寺を訪ねる以前から、私は
なんとなく親しみを感じていた。

川端康成の『古都』

仁和寺は平安前期の８
８８（仁和４）年に、宇
多天皇によって創建され
た。同天皇は出家後、仁

「 」和寺伽藍の西南に 御室
と呼ばれる僧坊を建て
た。応仁の乱で伽藍は全
焼、寛永年間（１６２４
～４４年）に幕府によっ
て伽藍が整備された。現

、『 』在の仁和寺は 徒然草
に登場する仁和寺ではな
いのだ。皇居の正殿であ
る紫宸殿（１６１３年建
立）が移築された国宝の
金堂をはじめ、五重塔な
どの重要文化財建築が広
い敷地に建ち並ぶ古都の最大クラスの伽藍ではあるが、
実は江戸時代の寺なのだ。

御室桜は江戸時代の早い時期に植えられたようだ。仁
和寺のホームページによると、儒学者、貝原益軒（１６
３０～１７１４年）の『京城勝覧』という京都の名勝の
案内書に 「春はこの境内の奥に八重桜多し、洛中、洛、

金網のない仁王像

外にて第一とす。花見る人多くして日々群衆せり」と書
かれているという。祇園にも負けない桜の名勝だという
のだ。川端が『古都』のなかで、御室桜を登場させたの
がこれで納得できる。

仁和寺には正門ともいうべき仁王門と境内のほぼ中央
の中門があり、金堂、五重塔などの主な堂宇は中門の内

。 、側にある 御室桜の庭はこの中門を入ったところにあり
広さは約３０００平方メートル。２００本の遅咲きの八
重桜がぎっしりと植えられている。地盤が固くて根がは
れないため樹高が２メートル程度と低いのが特徴。この
結果、桜の木の上に五重塔を望むことができ、カメラマ
ンたちの人気スポットになっている。私がここを撮影会
場に選んだのは、下調べによるこうした知識の結果だ。

さて、川端の『古都 。１９６１年１０月から１０７』
回にわたって朝日新聞に連載した、いわば現在の京都名
所物語。貝原の『京城勝覧』を意識したのだろうか。祇

、 、 、園祭や葵祭 大文字などの伝統の祭りや平安神宮 嵯峨
南禅寺などの名所が登場する。
以下は仁和寺の場面である。

ヒロインの千重子は「御室の桜が今まっさかりどすの
やて……」と、父、太吉郎、母のしげと仁和寺に観桜に
出かける。
山門をはいると左手の桜の林はたわわに咲きあふれて

いる。桜林の路に、大きい床几をならべて、飲めや歌え
の騒ぎだ。田舎のおばさんたちが、陽気に踊っているの
もあるが、男が酔って大いびきをかき、床几からころげ
落ちるものもある。
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「えらいことになってしもとるのやなあ」と、太吉郎は
なさけなそうに立った。三人とも、花のなかにははいっ
てゆかなかった （原文を適宜抜粋）。

川端が御室桜を見たとき、花見客が騒ぎまわっていた
のだろうか。いい印象をもたなかったようだ。

桜の上に五重塔

私が撮影会の下見をしたと
き、仁和寺の境内は無料だっ
た。だが撮影会の本番では、
中門の内側は有料だった。桜
が盛りの間は有料にして寺の
収入にすることと、酔客を防
ぐという二重の意味があった
のだろう。実際、桜の庭の前
でシートを敷いている人は誰
もいなかった。そんなことが
できる雰囲気でもない 『古。
都』では、八重子ら３人は仁
和寺を早々に切りあげて植物
園（京都府立植物園）に行く
が、今なら川端は３人に御室
桜を堪能させるかもしれな

い。
実際、私たちは十分過ぎるほど十分に堪能した。そも

そも御室仁和寺駅に着く前からひたすら桜を撮った。京
福電鉄を京都市民は「嵐電」と呼ぶ。その嵐電が同駅に

仁和寺シンボル五重塔

差し掛かる手前の線路の両側は桜並木になっていて、１
両だけの電車が桜のトンネルをくぐる。駅を降りると、
その脇の踏切を走る嵐電をカメラに収め、仁和寺の仁王
門を背景に道路脇の桜を撮るといった具合だ。

こうして私たちは首からカメラをぶら下げて桜の庭に
やってきたのである。それは圧巻の桜の園だった。ビニ
ールハウスくらいの高さの低い桜の群れがトンネル状に
なっていて、柵がなければ腰をかがめて歩いてくぐりた
、 、 。い いやその下で寝ころびたい そんな衝動にかられた

桜の白い花弁に春の日が差し込み、薄らとピンクがかっ
て輝いている。桜の林の上に突き出している五重塔の黒
い屋根と褐色の壁がつくりだす鮮やかなコントラスト。
ヨーロッパから旅行中の美しい女性と桜の競演。私は夢
中でシャッターを切ったものだ。
その時に撮った数百点の写真を見直してみると 『古、

都』の中で太吉郎の「わあ、こらかなわんわ 「えらい」
ことになってしもてるのやなあ」と言ったことばが別の
意味に思える。こらかなわんわ、と言うしかないほど、

。 『 』満開の桜が私に迫ってくるのだ 貝原益軒は 京城勝覧
の中で「吉野の山桜に対すべし」としたためたという。
仁和寺の桜は吉野の桜にも劣らないというのだ。２００
本の御室桜が上の千本、中の千本、下の千本の吉野の桜
と肩を並べるほどに咲き乱れるならば 「えらいことに、
なってしもてる」と言うほかない。
私は撮影会を終えて、御室仁和寺駅に戻った。相変わ

らず駅前は大勢の人出である。そのとき、普段はここが
無人駅だとは思いもしなかった。
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右から左に書く旧漢字の駅

昨年１２月の仁和寺再訪では、以前の撮影会のときと
同様、嵐電の四条大宮駅から嵐山駅行き電車に乗り、途
中の帷子（かたびら）ノ辻駅で北野白梅町行きに乗り換
えた。相変わらず１両だけの電車。真新しい車両だが、
天井に丸型の照明を取り付けられていて、どことなくレ
トロな雰囲気。途中、路面を走るのもうれしい。１９７
８年に京都市電が廃止され、この古都でも路面電車を目

右から左に旧字体で書かれた駅名

にできるのはごく一部の区間だけだ。帷子ノ辻駅から五
つめが御室仁和寺駅である。
駅舎は神社風の切妻屋根。その軒に「御室驛」と右か

ら左に駅名が旧字体で書かれた額がかかっている。同駅
が開業したのは１９２５年、大正の終わりだ。２００７
年に現在の「御室仁和寺駅」に改称されたが、額は以前
のままである。御室桜の時期は混雑するので、駅員が駅
舎で改札業務が行われると聞いた。となれば撮影会のと
き、駅員がいたのかもしれないが、すでに触れた通りそ
のことは私の関心外のことだった。
ホームは上り下りの２面。いずれも幅４メートル、長

さ２５メートル。その端に色とりどりの花が植えられて
いて、電車を待つ人たちの目をなごませている。

駅舎と向かい合う形で約１００メートル離れた所に仁
和寺の仁王門がある。南禅寺三門、知恩院三門とともに
京都三大門といわれ、重文に指定されている。撮影が目
的でない今回の旅では左右の金剛力士像としっかり対面
した。運慶作といわれる東大寺南大門の金剛力士像は余
りにも有名だが、この仁王の前には金網がないので邪魔
されることなく見つめることができる。目を吊り上げて
ギッとにらみつける鋭い形相に、辺りを払うすごさを感
じた。
中門を過ぎると御室桜の庭だ。蕾すらない枝だけの桜

の木々が寒風に震えているように見え、一人旅のわびし
さを覚えた。庭の中には入れないので、桜越しに五重塔

。 。を望むこともできない 寒々とした思いが募るばかりだ
『古都』にあるように、桜が満開になるのを待ちわびた
人たちが飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをするのもわかる
気がした。
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『徒然草』の中で 「酒を好む人」を悪い友といった、
兼好だが 「月の夜、雪の朝（あした 、花の本にても、、 ）
心長閑（のどか）に物語して、盃出だしたる、万（よろ
ず）の興を添ふるわざなり」とも書いている 「明月の。
夜、雪の朝、桜の花のもと、のんびりと話しながら酒を

」（『 』）酌み交わすのは趣がある 田辺聖子の古典まんだら
というのだ。なるほど、これならば御室桜も一緒に春の
酒を喜びあえるかもしれない。

『古都』では、花見客に嫌気がさした太吉郎が「どっ
か、静かなとこへ逃げよ」と言う。御室仁和寺駅に戻っ
、 。 「 」。て 駅の額を見つめた 右から左に書かれた 御室驛

「昔のように御室桜を愛でながら杯を交わしはるのが一

嵐電が到着した御室仁和寺駅のホーム

番どすえ 。そんな風に言っているように思えた。」
ホームから駅舎越しにもう一度仁和寺の山門を見た。

その山門の方から冷たい風が吹き込む。今なら仁和寺の
法師たちは「嵐電に乗れる」と喜び勇み、車中でいっぱ
いやって寝過ごしてしまったかもしれない。いや実は、
嵐電のなかで花見酒をいっぱいやってみたいと思ってい
るのは他ならないこの私である。許されないのは言うま
でもない。
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文、写真・井上脩身

難破船に積まれていた禁制品の絵（新潟市歴史博物館で上映のビデオより）
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ひところテレビドラマ『水戸
黄門』が人気をよんだ。助さん
格さんが印籠を差し出し「この
紋どころが目に入らぬか」と一
喝すると、里見浩太郎がふんす
る黄門さんが「水戸のご老公」
となってパッと大写しされる。
最後は悪代官が土下座して平伏
するというワンパターンストー
リーだが 「安心して見ていられ、
る」のが長寿番組の秘訣だった
という。その黄門さん。ドラマ
の始めに必ず「越後のちりめん
問屋の隠居」と名乗る。ちりめ
んといえば思い浮かぶのは丹後
だ。なぜ「越後」なのだろう。
新潟を訪ねてみてわかった。北
前船による交易の陰で、幕府を
慌てさせる密貿易が藩を挙げて
行われていたのだ。公儀のため
に働くお庭番の腕の見せどころ
となる格好の舞台だった。

荷抜けの難破船の絵（新潟市歴史博物館で上映のビデオより）
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華麗な豪商の屋敷

ＪＲ新潟駅で降りると、まず「旧小澤家住宅」に向
かった。駅から北東方向に歩いて約４０分。上大川前
通と呼ばれる通りに面している、２０メートルくらい
の板塀の商家屋敷が目に入った。見越しの松が古さび

。 。た情緒を醸している 敷地は約１６００平方メートル
信濃川畔から西に約３００メートルの所だ。同家住宅
のすぐ前に「早川堀」という運河があったという。こ
の川運を利用するためにこの地に建てられたのだ。

中に入った。敷地の南側に木造２階建ての母屋と道
具蔵が並んでいる。道具蔵の入り口に焼け焦げた跡が
あることなどから、１８８０（明治１３）年８月の大
火以前に建てられたことがわかっている。母屋は火事
の直後に再建されたらしい。母屋は平屋の店舗に妻入
りの棟を接続する形の造り。屋根の下に深い石置き軒

見越しの松がみえる旧小澤家住宅

をもつ典型的な新潟の町家形式の住宅である。
説明パネルによると、小澤家は江戸時代後期 「小、

澤屋七助」と名乗る米穀商だった。明治になって当主
「 」 、 。 、が 七三郎 と改名 廻船経営に乗りだした 同家に

船頭が北海道・増毛でニシンのしめ粕を買い入れたこ
とを記録した１８７６（明治９）年の「売仕切目録」
と、翌年、兵庫港の「倭谷八兵衛」という商人からの
商品相場を伝える書状が残っている。小澤家は典型的
な北前船事業を展開していたのだ。さらに運送業、倉
庫業、回米問屋などと事業を拡大し、新潟を代表する
商家にのしあがった。

明治末期に築かれたとみられる和風庭園が母屋の横
に広がっている。踏み石は紀州石、御影石、佐渡赤玉
石などが使われている。いずれも船で運び込まれたも
のだ。京都の陶工、清水六兵衛がつくった陶製の燈籠
もある 「明治時代の豪商の暮らしぶりを今に伝えて。
いる」とパンフレットに記されている。

旧小澤家住宅から西に約１キロ。前堀通、西堀通と
名づけられた堀跡の通りを歩くと、旧斎藤家別邸に着
いた。

斎藤家も江戸時代の新潟を代表する豪商だ。越前・
三国港から移住してきたといわれ 「三国屋」が屋号、
の清酒問屋だった。明治に入って北前船経営に本格的
に乗りだし、海運業で得た儲けをもとに、有価証券投
資などを行って成功、地方財閥に成りあがった。

、 （ ）別邸は四代目当主 斎藤喜十郎が１９１８ 大正７
年に別荘として建てたもので、４５５０平方メートル
の敷地に木造２階建ての母屋、茶室、２棟の土蔵があ
る。別邸が海岸に近いことから、砂丘の地形を利用し
て泉の池を中央に配置した広大な庭は、国の名勝に指
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定されている。
旧斎藤家別邸は戦後、一時進駐軍が接収。５３年、

新潟の建設会社の所有になったが、解体話しが出たこ
とから市民による保存運動が起こり、２００９年、新
潟市が「大正時代の港町・新潟の繁栄ぶりを物語る文
化遺産」として公有化した。

川村文書が示す廻船問屋

旧小澤家住宅から東に約４００メートル、信濃川沿
いに新潟市歴史博物館がある。新潟の北前船の歴史を
知りたいと思って展示品を見て回った 「新潟白山神。
社大絵馬 （複製）に目を奪われた。１８５２（嘉永」

旧斎藤家別邸内部

５）年に市島次郎吉正光によって奉納された縦１・５
㍍、横３メートルの巨大絵馬だ。港に停泊している大
小さまざまな弁財船が描かれており、嘉永のころの新
潟港の様子がよくわかる。

そのころ川村修就が新潟奉行を務めていたことを後
で調べて知った。川村家は代々将軍お庭番の家柄。修
就は勘定吟味役を経て１８４２（天保１４）年に初代
新潟奉行に就任。５２（嘉永５）年に退くまで、新潟
統治の模様を示す１５００点ものメモを残した 「川。
村文書」と呼ばれ、学問的に極めて貴重な研究史料と
なっている。

川村文書によると天保年間（１８３０～４４年）に
４１の廻船問屋があった。このうち１５の問屋は休眠
株だったといい、実質営業していたのは２６の問屋だ

。 。った いずれも広範囲な廻船を扱う大問屋とみられる
北前船交易はこの２６の廻船問屋で行われていたの
だ。

同文書中の「新潟廻船有高帳」という廻船リストに
は、７７隻の廻船問屋所有船が記載されている。３０
０石以上の船は、７００石船３隻、６５０石船１隻、
５００石船２隻、４５０石船１隻、３００石船２隻。
このうち７隻は大川前通横町の喜兵衛の所有船だ。喜
兵衛という廻船問屋が北前船交易では圧倒的な力をも
っていたことがうかがえる。住所からみると喜兵衛は
小澤家のすぐ近くに店を構えていたようだ。おかげで
旧小澤家住宅界隈が北前船時代に最もにぎわった所だ
とわかった。

ところで、享保年間（１７１６～３５年）ごろ、新
潟では北陸以東から入港した船を「北国船 、山陰、」
瀬戸内、上方から入港した船を「西国船」と使い分け
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ていた、との記録がある。北国船は２００～３００石
積みが多く、西国船は５００～１０００石積みが多か
ったという。川村修就が奉行をしていた江戸後期にこ
の使い分けをしていたかどうかは分からない。

江戸期全体を通じて新潟港での積み荷のほとんどは
米だった。同港が最も活況を呈した元禄年間（１６８
８～１７０４年）に諸藩の蔵が新潟の町内に６９棟あ
り、元禄１０年には年貢米３４万４０００俵が積み込
まれた。ほかに商人が農村から集めた３６万５０００
俵の米が積みだされており、合計すると新潟港から１
年で８０万俵が運び出されていた。

一方、新潟港に入港した船は４０の国から３５００
隻にのぼった。西から入ってきたのは木綿や塩。東か
らは蝦夷地のニシンや昆布だった。

さて、黄門さんの「越後のちりめん問屋 。実際に」
そのような問屋はあったのだろうか。確かに新潟県西
部の上越市高田地区でちりめん生産が行われていた。
だがちりめん問屋が成り立つほどの規模ではなかった

。「 」 。「 」ようだ 米問屋 なら生々しすぎる ちりめん問屋

新潟市歴史博物館

としたことでフィクションであることを表していると
いえるだろう 「越後」が意味深長だ。次に述べる抜。
け荷事件との関連に私は思いがいたる。

難破から事件発覚

金刀比羅神社に模型和船が保管されていると聞い
た。旧小澤家住宅の南約５００メートルの所にある。
模型和船は２８点あり、いずれも国の重要文化財に指
定されている。あいにくコンクリート製の頑丈な収蔵

、 。庫に保管されていて 実物を見ることができなかった
同神社の鳥居のそばに内部写真パネルが立てられてい

。 。る どうやら上下２段に整然と収められているようだ
新潟市歴史博物館に長さ約７０センチの北前船模型が
展示されている。おそらくこの神社の模型和船も同じ
ような大きさだろう。

加藤貞仁著『北前船 （無明舎）によると模型和船』
のうち最も古いのは１８５２（嘉永５）年に十三代高
橋次郎左衛門が奉納した住吉丸だ。次郎左衛門の屋号
は津軽屋。川村文書にも廻船問屋の一つとして記され
ている。

同書には、津軽屋は１８世紀末、六代次郎左衛門の
ころ、松前交易で財をなしたとある。ということは蝦
夷地から北前船で運ばれたニシンか昆布を取り扱って
いたのだろう。同書を読み進めると、思いがけない記
事に出合った 「十一代目が抜け荷事件に連座し、結。
局無罪となったが、津軽屋はこの後、家運が傾いた」
というのだ。抜け荷とは幕府禁制の密貿易にほかなら
ない。
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抜け荷事件は北前船時代の新潟港の最大の事件だっ
たようだ。先に触れた新潟市歴史博物館展示の「新潟
白山神社大絵馬」のそばで 「唐物抜け荷事件」がビ、
デオで流されていた。ビデオは長崎市立博物館が作っ
たもので、女講談師が事件を語るという一幕３分もの
仕立て。その粗筋は以下の通りだ。

１８３５（天保６）年１１月、荒れ狂う新潟の海で
薩摩の１隻の船が難破した。引き上げてみると、ベッ
コウやチョウセンニンジン、薬などご禁制の品物が積
み込まれていた。老中水野忠邦がお庭番に命じて全国
の抜け荷の実態を探索させたところ、１８４０年、新
潟で２回目の抜け荷事件が発覚した。幕府の命で川村
修就が調べてみると、長崎会所を通さない商品が闇取
り引きされていることがわかり、新潟の商人約５０人
が摘発された。当時、新潟は長岡藩に編入されていた
が、この事件をきっかけに天領になった。

川村修就が新潟奉行になったのは１８４２年だと既

新潟市歴史博物館に展示されている「新潟白山神社大絵馬 （複製）」

に述べた。天領になったことによって幕府直轄の奉行
が置かれたのだ。

調べてみると、講談話の通り、１８３５年、密貿易
船が新潟沖で難破し、新潟港の約２０キロ北東の村松
浜（胎内市）に打ち上げられた。船板が薩摩船特有の
ものであったこと、箱に清国商人の荷印があったこと
から、薩摩が中国から密輸入した抜け荷を新潟港に運
び込もうとしたとわかった。

幕府お庭番の調査報告には「唐の品物の件について
は、近年海上で日本の船に積み替えていると聞く。多
分、薩摩の商人どもが働いているのであろう。仲買人
がいて薬類を積み込み、さらには米を闇取り引きする
者もある （筆者による口語訳）とある。」

川村文書には、非常に高価であるはずの珊瑚や朱塗
りの原料が新潟で安い値段で流通している、と記録さ

。 、れている 薩摩藩が琉球を経由して中国から珊瑚や朱
薬種を買い付けて新潟など北陸各港で売りさばき、北
海道の昆布や海産物を中国に輸出していたのだ。

講談話では「薩摩は貧しかったから」と密貿易に手
を出した理由を説明しているが、事件の背景に中国の
昆布需要の急激な伸びがあった。１８２１年に２１１
ピクル（１ピクル６０キロ）だった輸出量が１０年後
には２２３２ピクルと１０倍に伸び、幕末の１８６７
年には１万３８２ピクルにまで増えた。中国では取れ
ない昆布が薬膳の材料として中華料理に欠かせないも
のになったのである。これに薩摩が目をつけ、利を図
ることを企てたというわけだ。

さて、新潟での抜け荷船。１８３９（天保１０）年
に関係者への処罰が言い渡された。その席にいるべき
はずの越後長岡藩主、牧野忠雅は姿を見せなかった。
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抜け荷を黙認していただけでなく、運上金を受け取っ
ていた疑いがもたれた。

『水戸黄門』シリーズでは、悪者は代官、藩主は善
良なお殿様という設定だが、ここでは藩主が悪者か少
なくとも悪事に目をつぶっていたというわけだ。番外
編なら、お殿様が「この紋どころが目に入らぬか」と
言われて「ハハー」とかしこまる場面である。実際、
長岡藩はこの事件で新潟の支配権を失った。

ふさわしくない開港場

密貿易によって膨大な利益を得た薩摩は、長州と手

小澤家発行の引き札（旧小澤家住宅の展示パネルより）

を組んで幕府を倒し、明治政府をつくりあげた 「昆。
」 。布が明治維新の原動力になった といわれるゆえんだ

１８６９年１月１日（明治元年１１月１９日 、新潟）
港が 五港 の一つとして外国に開かれた 神奈川 横「 」 。 （
浜 、箱館（函館 、長崎の３港は１８５９（安政６）） ）
年に、兵庫（神戸）は１８６７（慶応３）年にそれぞ
れ開港。新潟は遅ればせの開港だった。

長崎は鎖国政策中もただひとつ、オランダとの貿易
。 。が許されていた 箱館はペリーが開港を要望した港だ

横浜は江戸に近く、兵庫は大坂、京都に近い。もう一
つの港がなぜ新潟なのだろう。北前船の交易で栄えて
いたというだけなら、日本海側には敦賀や舞鶴など他
にも選ばれておかしくない港は少なくない。開港の条
件として捕鯨船が入港できることが求められたが、こ
れも新潟でなければという理由にはならはない。

新潟市歴史博物館が所蔵している新潟港資料のなか
、 （ ） 「 」に １８５９ 安政６ 年に描かれた 新潟湊之真景

という屏風絵がある。前年、修好通商条約が締結され
たことから、オランダ国旗を掲げた船が調査のために
新潟港にやってきたときの様子を絵師、井上文昌がか

。 、いた オランダ船はバーリー号という蒸気船とみられ
奉行所の役人との会談が行われたという。港には大勢
の人が外国人見物にやってきたと伝えられている。こ
のオランダ船の数日前、ロシアの蒸気船ジキット号も
来航し、調査をしている。

こうした調査によって信濃川の河口である新潟港の
水深が浅いとわかり、諸外国から「開港場にはふさわ
しくない」との意見が出た。それでも開港方針が変え
られることはなかった。なぜだろう。

新潟の天領地域は信濃川と阿賀野側の流域に集中し
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ていて、石高は３３万石にのぼっていた。享保のころ
に北国船、西国船の言葉があったことにもみられるよ
うに、日本海側各地の港と新潟はつながっていた。言
い換えるならば、新潟は日本海の中心的な位置にある
のだ。そこに抜け荷事件が起きたことから浮かび上が
るのは、北前船の裏に潜む薩摩の影だ。琉球を通じて
中国と密貿易をしていた薩摩は、鎖国体制のなかで他

、 。の藩では考えられないほど 目が海外に開かれていた
あるいは南進をたくらむロシアとの交易をもうかがっ
ていたのではないか、と私は思っているが、これは素
人の推測でしかない。いずれにせよ、時代が大きく変
わろうとするなか、幕府からも薩摩からも都合のよい

、 。港として 白羽の矢が立てられたのではないだろうか
開港の翌年（１８６９年 、波が押し寄せ、ヨシが）

「新潟湊之真景 （新潟中心商店街協同組合公式サイトより）」

生えるだけの土地に運上所が建てられた。なまこ壁の
切妻造り平屋建て。赤屋根上に見張りのための塔屋が
設けられている。入り口はアーチ状。地元の大工が西
洋建築を見よう見まねで造ったもので、一見洋風建築
だが随所で和風の技術が施された「擬洋風建築」だ。
運上所の前には信濃川の河道が流れている。その岸辺
に石段を設けて荷揚げ場にした 運上所は１８７４ 明。 （
治６）年、税関に名前を改め、外国船に開かれた港と
しての形が整った。だが、税関に持ちこまれる貿易商

、 「 」 。品はほとんどなく 名ばかりの 開港 だったという

往時の姿の税関庁舎

明治になっても新潟は結局、北前船の港だった。江
戸期、廻船問屋になるためには株仲間に入らねばなら
なかったが、その株仲間が廃止された。自由化されこ
とによって廻船問屋が逆に増えた。

加賀市北前船資料館に１８９３（明治２６）年に発
行された「小澤商店引札」がある。米穀委託売買、廻
船問屋、回漕業者として全国の取引先に年賀の引き札
を送ったうちの一つだ。船が波を切って進む図があし
らわれていて、小澤家の隆盛ぶりがうかがえる。米穀
商だった小澤家や清酒業の斎藤家が廻船経営に乗りだ
して財をなしたことはすでに述べた。この引き札に見
えるように、明治時代は新興豪商の世でもあった。逆

、 「 」に 天保時代には７隻の大型船を所有し 我が世の春
をおう歌していた喜兵衛は没落したようだ。だが明治
も終わりに近づき、鉄道が普及するとともに北前船は
衰微する。
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１９０６（明治３９）年、新潟県三条市生まれの堤
清六が新潟に堤商会を設立し、翌年、新潟港から船で
カムチャッカ半島に漁場探査に出かけた。やがて新潟
港は北洋漁業の時代を迎える。

運上所としてスタートした新潟税関は１９６６年、

旧新潟税関庁舎の裏に復元された信濃川旧河道と石段の荷揚げ場

９７年間の任務を終えた。五港開港当時の税関庁舎の
なかでただ一つ現存しており、６９年、国の重要文化
財に指定された。

私は新潟港の旅の最後に旧新潟税関を訪ねた。改修
工事中で何台もの工事車両がその周りに止まってい
た。旧税関の前の河道が復元されていて、高さ約１・
２メートルの岸辺に７段の階段が設けられている。反
対側は信濃川の河口だ。佐渡島からの大型フェリーが
到着したばかりだった。旧税関の脇に通関品を保管す
る石庫（いしぐら）がある。その裏には早川堀が長さ
約１００メートにわたって復元されている。この堀は
小澤家にもつづいていたはずだ。旧新潟税関は新潟の
近現代の縮図なのだ。

『水戸黄門』には由美かおるが演じる美女忍者が時
代離れしたモダンなファッションで登場し、派手に立
ちまわる。その脇でつえを手にした黄門さん。古さと
新しさのミックスの妙というべきだろう。そのシリー
ズも２０１１年に終了した。格さんならぬ角さん（田
中角栄元首相）におんぶにだっこをされて急成長し、
２００７年、北前船の港のなかでただ一つの政令指定
都市にまでなった新潟。だが、旧小澤家住宅から旧斎
藤家別邸まで歩いてみると、街があまりにも寂れてい
た。朽ち果てた家々が並び、商店も昭和３０年ごろを
思わせるわびしさだ。グローバル化という時代の波に
乗れなかったのだろう。

私が訪ねた日は一日中、どんよりとした鉛色の空に
覆われていた。太陽は雲の向うにうっすらと見えるが
ついに日は差さなかった。河口に立った。海もまた黒
っぽく沈んでいる。新潟の港の今を象徴しているよう
だった。
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香川京子の『ひめゆりたちの祈り』より
文・井上脩身

女優、香川京子の著書に出合うとは思わなかった。
私が住む横浜市のマンションから歩いて約２０分のところに市立図書館があり、時折散歩の

途中にのぞく。真珠湾攻撃７５年の日が間近に迫った冬のある日 『ひめゆりたちの祈り』とい、
う一冊の本が目に留まった。というより著者名に目が奪われたのだ。香川京子の本だった。１
９９２年、朝日新聞から刊行されていた。
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疎開先で西条八十と出会う

書棚から香川の本を手に
したとき、小学６年生の夏
休みでの小さなできごとを
思い出した。

私の学校では毎年８月下
旬に地区対抗野球大会が開

。 、かれる ６年生の夏休みは
毎日のように学校のグラウ
ンドでの特訓だった。練習
を終えて帰る途中、駄菓子
屋で１本５円（だったと記
憶している）のラムネを飲

むのが楽しみだった。
ある日、いつものように駄菓子屋の店先に自転車を止

めたとき、店頭の脇の板壁に映画のポスターが貼られて
いるのに気づいた。デビューしたばかりの小山明子がア
ップで写っている。その美しさに１１、２歳の少年たち
は圧倒された。

誰かがいった 「そやけど、やっぱり高峰秀子が一番。
や」

高峰秀子が大石先生を演じた『二十四の瞳 （１９５』
４年）は私も見ていた。子ども心にも素晴らしい女優だ
とは思った。だが、
「 （ ） 」いのやん 私はこう呼ばれていた は誰がええんや？
と尋ねられ、とっさに「香川京子」と答えた。
なぜ香川京子だったのだろう。と思いながら『ひめゆ

りたちの祈り』のページを繰った。タイトル通り、ひめ

（ウィキペディアより）香川京子

ゆり学徒隊について彼女なりの思いがしたためられてい
るようだ。有名な女優がつづったエッセーである。中身
は期待できまいと思いつつ、香川なりの戦争観を知るの
も悪くないだろう、と考えこの本を借り出した。
まず香川のおいたちを同書から抜粋しておこう。母は

霞ヶ浦東岸の旅館に生まれた。名前は香寿美という。父
は高等商船学校出の船乗り。機関士として遠洋航海に出
た後、陸に上がって普通のサラリーマン生活を送った。
香川は母の実家で生まれ、父の勤務地の芦屋に移り、父
の転勤にともない名古屋を経て東京・池袋の小学校から
都立第十高女（現豊島高校）に進んだ。
香川が生まれた１９３１年に満洲事変が起き、小学校

に入る前年の３７年に日中戦争が勃発。４４年１２月、
空襲が激しくなったため、茨城県下館の伯母のところに
疎開。授業はほとんどなく、毎日、学校の裏山で松の根
っこを掘る作業をさせられた。松根油をガソリンの代わ
りに飛行機の燃料にするためだ。高女２年生のとき、よ
うやく終戦を迎えた 「私の学校生活は１５年戦争とと。
もにあった」と香川は書く。
下館での疎開が、結果として香川の人生を大きく変え

た。学校の帰り道に文房具店に立ち寄ったところ、ソフ
ト帽をかぶったスマートな紳士が入ってきた。西条八十
だった。雑誌の編集をしていた香川の叔父が下館で西条
に会った際、西条は「都会的な顔だちの女の子を見かけ
た。名札には池辺香子とあった」といった。池辺香子は
結婚前の香川の本名だ。このことがきっかけで、香川は
叔父に連れられて西条の家を訪ねることになった。西条
とどんな話をしたのか、香川は覚えていない。だが、映

、 。画界に入る一つの伏線になった と香川は後に振り返る
戦争が終わって疎開先から東京に戻った香川。高女卒
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業前、新聞の「ニューフェース・ノミネーション募集」
の記事を見て 「これだ」と応募した。テストにパスし、
新東宝への入社が決まった。新東宝は東宝から独立して
２、３年しかたっていないほやほやの映画会社だった。

映画『ひめゆりの塔』に出演

１９５０年 『窓から、
飛び出せ』で映画デビュ
ーした香川は５２年、新
東宝を退社しフリーにな
ったときに『ひめゆりの
塔』の出演話が舞い込ん
だ。台本を読んで、香川
はショックを受けた。香
川は戦争中の疎開先で松
の根掘りばかりをやらさ
れたことは既に触れた
が、そのころ同じ年代の
沖縄の女学生たちは看護
婦として動員されて地上
戦に巻き込まれていた。

彼女たちは沖縄本島の最南端まで追い詰められ、次々に
砲弾の犠牲になっていったのだ。その悲惨な現実を物語
る台本を目で追った香川は 「なぜこんな悲しい目に遭、
わなければならないのか」と激しい怒りを覚えた。

写真：映画『ひめゆりの塔』のポスター（ウイキペディアより）

映画のストーリーは以下の通りである。
１９５４年３月下旬の沖縄本島。米軍の空襲は激しさ

を増し、島の周りを埋めた大艦隊から艦砲射撃が始まっ
た。陸軍病院の看護活動に動員された沖縄師範学校女子
部と県立第一高女の生徒たちで編成されたひめゆり学徒
隊は砲弾の雨のなか、南風原（はえばる）の陸軍病院に
向かう。そうした学徒隊のなかに空襲で両親を失った高
女４年生の上原文がいた。文は三角兵舎と呼ばれた三角
屋根のバラック校舎でろうそくの火をともして開かれた
卒業式に臨んだが、すぐに負傷兵の看護のために病室に
戻る。
米軍が上陸し、看護活動も壕のなかで行われた。文は

手術中、患者を押さえる手に血潮を浴び、気を失いかけ
た。５月２５日、南風原から豪雨のなかをさらに南部に
撤退。学徒隊はいくつかの壕に分散するが、すでに薬品
はなくなっていて、犠牲者が増えるばかりだった。６月
１８日、学徒隊は軍から解散を命じられ、１９日朝、潜
んでいた壕から脱出しようとしたところ、米軍の拡声器
から「すぐ出て来なさい」の声。壕の外にいた妹、チヨ
の身を案じて文が壕から出ようとした時、中にいた軍医
に拳銃で撃たれ、文は息絶えた。次の瞬間、壕の中に米
軍のガス弾が撃ち込まれ、学徒隊員たちは「お母さん」
と叫びながら、悲惨な最期を遂げる。かろうじて生き残
った先生がよろめきながら壕の外に出て、チヨを発見。
その時、機関銃が発射し、先生もチヨも満身に銃弾を浴
びる。
全編のほとんどが目を覆うような残忍な場面である。

原作は沖縄出身の作家、石野径一郎（１９０９～１９９
０年）の『ひめゆりの塔 。４８年ごろ大映が今井正を』
監督に起用して映画化する計画を立てたが、撮影直前に
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中止された。ＧＨＱに止められた、とうわさされたが、
真相はわからない。５２年、サンフランシスコ講和条約
が発効したこともあって、東映が映画化に踏み切った。
監督は元の計画通り今井正。女先生に津島恵子。香川

は上原文にふんした。撮影は５２年１０月から始まった
が、当時、アメリカの施政権下におかれていた沖縄では
ロケができず、千葉でのロケと撮影所内に設けられたセ

。 「 、ットで行われた 今井監督は 沖縄で撮影できないので
海も空も撮れない。そのころ特撮技術もないので、戦争

」 。場面もただ地面を撮るしかなかった と述懐したという
サンゴがたゆたう深い青の海も、鮮やかな熱帯の蒼の空
もなく、ただまっ黒な海と空、悪魔ののろいのような真
っ赤な炎があるだけの沖縄戦。かえって、戦争の地獄を

映画『ひめゆりの塔』の一場面（ ひめゆりたちの祈り』より『

表現できたという。

３４年ぶりの卒業式

映画『ひめゆりの塔』が５３年１月に封切られると、
たちまち注目の的になった。戦後まだ８年足らず。反戦
気分が濃い世相の中で、唯一の地上戦となった沖縄の惨
状を、スクリーンを通して目の当たりにした観客たち。
その衝撃が口コミで広がり、映画館入場者は５００万人
以上にのぼった。
私が野球の練習の帰りに「香川京子がいい」と言った

のは、映画が上映されて３年後の１９５６年だ。そのこ
ろ、私の家の書棚に『ひめゆりの塔』の本があった。恐
らく１０歳年上の姉が映画を見て感動し、本を買い求め
たのだろう。
沖縄戦では中学校以上の男子生徒と師範学校の男子生

徒は「鉄血勤皇隊」に、女子生徒は「従軍看護隊」に編
成された。男子生徒は通信兵や特攻斬り込み隊として動
員され、女子学徒は軍病院で傷病兵の看護や死体の処理
などに働かされた（沖縄歴史教育研究会、新城俊昭『教
養講座 琉球・沖縄史』東洋企画 。ひめゆり学徒隊だ）
けが戦禍をこうむったわけでは毛頭ないが、この映画に
よって「ひめゆりの塔」という言葉が、沖縄戦での悲劇
の若者たちを象徴する意味で使われるようになった。
ひめゆり学徒隊員のうち陸軍病院動員によって１３６

、 。人が犠牲になるなどで 計２２４人が命を落としている
データによって若干死者数が異なるが生き残ることがで
きたのはわずか十数人だ。

びえんと　沖縄のナイチンゲール



７９年３月４日、那覇
市でひめゆり同窓生の
卒業式が行われた。４
５年３月２９日に三角
兵舎で仮の卒業式が行
われとき、米軍の攻撃
が激化し、用意された
卒業証書が手渡されな
いまま、生徒たちは学
徒隊の任務についた。
生徒たちは卒業証書を
もらってないのだ。だ
から、３４年ぶりの卒
業式の一番の目的は卒
業証書を贈ることだっ
た。

ＮＨＫがこの卒業式をドキュメンタリー番組で取り
上げ、リポーターに香川を起用。香川は初めて沖縄に足
を踏み入れた。
式には５０代になっていた卒業生をはじめその家族ら

約３００人が参列。戦死した娘に代わって出席した１７
人の遺族のなかに老いた父親や母親の姿もあった。学徒
隊の引率教師だった仲宗根政善氏が「亡くなられた皆さ
まにも卒業証書を授与します」と述べ、戦死した卒業生
の名前を読み上げたうえで、遺族に証書を手渡した。
沖縄師範女子部の教師だった仲宗根氏（１９０７～１

９９５年）は戦後、琉球大副学長も務め、この卒業式の
５年後の８４年に『沖縄今帰仁方言辞典』で学士院恩賜
賞を受けた著名な学者である。ひめゆり学徒隊に関して
も『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 （角川ソフィア』

文庫）をはじめ、多数の著書がある。ひめゆりの塔の碑
の脇に仲宗根氏の歌碑がある。

いはまくら かたくもあらむやすらかに ね
むれとそいのる まなひのともは
式の進行をリポートした香川が感銘を受けたのは沖縄

師範女子部を代表して述べられた答辞だった 「２本の。
ろうそくがかすかに三角兵舎内を照らすなかで、卒業式
が行われました。艦砲射撃の弾が炸裂し、ろうそくの火
が揺れていました。くしくも生き延びこの日を迎えた私
たちは、あの卒業の日の顔ぶれがこの席にそろっていた
ら、とその口惜しさは申し上げる言葉もない」
映画の中で、文にふんして卒業式に臨んだだけに、香

川は実際に生き残ることができた学徒隊の無念の思いを
ひしひしと感じたのだった。

写真：映画『ひめゆりの塔』で女学生にふんした香川京子（ウィキペディ

アより）

元学徒隊員らの体験談

卒業式の翌年、朝日新聞社と沖縄タイムス社の主催で
「ひめゆりの乙女たち展」が東京を皮切りに名古屋、大
阪など全国各地で巡回された。展覧会には「あれから３
５年、鉄の暴風・沖縄戦の全容」のサブタイトルがつい
ており、学徒隊の遺品や男子生徒の遺書などが展示され
た。この東京展会場で香川は上京した数人の元ひめゆり
学徒隊員と再会。すでに元学徒隊員たちで「ひめゆり同
窓会」がつくられていて、香川は准会員として仲間にい
れてもらうことになった。
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ひめゆり同窓生たちは８９年にひめゆりの塔のそばに
開館した「ひめゆり平和祈念資料館」で、沖縄戦の語り
部として、修学旅行生らに戦争の無残さを語るようにな
るが、香川には心の奥によどむ思いのたけをよそ行きで
はない言葉で切々と語った。

写真：ひめゆり学徒隊が犠牲になった「ひめゆりの塔 （ウィキペディ」

アより）

「お母さん助けて！ 殺して！ 阿鼻叫喚の地獄のなか
で意識を失い、３日後に息を吹き返したとき、たくさん
の死体の下に埋まっていた」と語ったのはひめゆりの塔
の壕（陸軍第３外科壕）でガス弾攻撃を受けた宮良ルリ
さん。この壕にはひめゆり学徒隊５１人を含む日本兵や
民間人など９６人がいたが、８５人が死亡した。宮良さ

、 、 、んは３ ４日間 生きる意欲を失って壕に潜んでいたが
死臭に耐えられずに脱出、弾雨のなかをさ迷ったあげく
捕虜になった 「どうせ負けるんだったら、沖縄戦の前。

に負けてほしかった」と、宮良さんは吐きだすように言
った。
島袋淑子さんは軍からの解散命令後、一番最後に第１

外科壕を出た。すぐに集中砲火を浴び、山城丘陵の茂み
に潜んだが、空と海からの砲撃による煙にまかれて窒息
しそうになった。そこで海岸伝いに摩文仁に向かい、切
り立った岩の間に避難。船から「傷ついた者は助けてや
る」と米軍がマイクで呼びかけてきた 「捕虜になれば。
裸にされ、戦車で引き殺される」と教えられていた島袋

、 。さんには悪魔の声に聞こえ 日本兵の後をついて逃げた
気づくと大腿部と胸に大きなけがを負っていた。重傷の

。「 」兵士は次々に手榴弾で自決していく 殺してください
と頼んだが 「女はダメだ」と断られた。傷口にウジが、
びっしりとわき、その痛みに耐えられなくなった時、米
軍に捕らえられた。４回手術を受け、命をとりとめたと
いう 「砲弾の破片はまだ体内に残っている。傷跡は痛。

、 」 。むけれど 心の傷もうずきどおし と島袋さんは泣いた
吉田浩子さんがいた三つの鍾乳洞からなる自然壕には

約８０人がいた。第１の洞窟が米軍の火炎放射に遭って
２０人ほどに減り、第２の洞窟に移った。ある時、第１

、 、の洞窟で人の気配がしたので 息をひそめていたところ
足音が遠ざかった。ほっとした時、４、５歳の男の子が
甲高い声で泣き出した。そばにいた若い兵隊があわてて
子どもの口をふさぎ 「外に敵がいる。殺してしまえ」、
と叫び、革帯にはさんであった手ぬぐいを子どもの首に
かけた。目をつぶった吉田さんが目を開けると、子ども
は兵隊のひざの上で手をだらりと下げて動かなくなって
いた。その兵隊はその子に乾パンを与えるなどやさしい
性格だった。
吉田さんは第３の洞窟に移り、生米をかじりながら、
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かすかに漏れる光線で日数を数えていると、片手のない
将校が現れた 将校は英語ができた ある日 将校が 米。 。 、 「
軍の様子を見てくる と外に出た 翌朝 戻って来て 投」 。 、 「
降しよう」と呼び掛けた 「日本は無条件降伏して、戦。
争は８月１５日に終わっていた」というのだ。吉田さん
は「日本兵にもいい人と悪い人がいた。いい人でさえ、
極限状態では悪いことをした」と、人間性を失わせる戦
争の実態をのろった。

看護婦長の上原貴美子さん

香川は語り部たちの証言を聞きとっているうち、その

口からたびたび「ナイチンゲールのような女性」という
言葉が出るのに気づいた。１９１９年、沖縄本島南部に
生まれた看護師、上原貴美子さんのことだ。彼女のどこ

。 、がナイチンゲールなのだろう 妹のハルさんらの話では
小学校を出た後、看護婦養成所で学び、一般の病院に勤
めていたが、４４年６月、那覇市の中学校に開設された
沖縄陸軍病院に移り、外科に配属された。地上戦が展開

、 。されるなか 上原さんは結果として従軍看護婦になった
香川が映画『ひめゆりの塔』で演じた上原文とは姓が同
じこともあって、上原さんのことをもっと知りたいと思
い、取材を始めた。

写真：沖縄戦のナイチンゲールといわれた上原貴美子さん（中央の座っ

ている女性＝『ひめゆりたちの祈り』より）

沖縄陸軍病院は開設４カ月後の１０月１０日、米軍の
空襲に遭い、南風原国民学校に移動することになった。
その当時のことを、外科の看護婦だった奥松文子さんは
「上原さんと一緒に明け方までかけて引っ越した。頼れ
るお姉さんだった」という。同病院は内科、外科、伝染
病科の３科制だったが、南風原に移ってからは、負傷者
が急増したため外科だけの編成になった 「上原さんは。
重症患者だけを扱う第１外科の婦長だった。毎日、砲弾
が飛んでくる中、病棟と手術場の連携をとりながら、軍
医と対等、いやそれ以上にスタッフ（軍医１０人、看護
婦１７人）の配置を手際よくこなしていた。あれだけの
統率力のある人は見たことがなかった」と奥松さんは上
原さんに絶大の信頼をおいていた。
米軍が沖縄本島に迫った４５年３月２３日、南風原国

民学校も空襲で全焼。同町の背後に広がる黄金森という
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丘陵に移った。そこは建物一つない単なる裏山だ。住民
たちが山の斜面に掘った待避壕を手術室や病室として使
うしかなかった。２、３０メートルおきにこうした壕が
あり、それぞれに５０～６０人の負傷兵を収容。ひめゆ
り学徒隊の生徒が３、４人ずつ各壕に配置され、看護や
食事の世話をすることになった。これがいわゆる「病院
壕」である。
前出の宮良さんは「ロの３号」という重傷患者５０人

。 、が収容されている壕に配属された 壕のなかは血やうみ
排泄物、汗やあかにまみれた患者の臭いで息が詰まる状
態。破傷風で口から泡をふいてもがき苦しむ兵隊が１日
に３、４人出た。そんな壕を毎朝回って負傷した兵隊を
励ますのが上原さんだ 「上原婦長が壕の前に立つと、。

上原さんが最期を迎えた山城の丘に建つ慰霊碑（ウィキペディアより）

兵隊たちはワーッと手をたたいて喜んだ。あまりの痛さ
にウーン、ウーンとうなって生徒たちにやつあたりして
いた兵隊も、婦長の顔を見ると静かになり、天使を見る
ような目になった。兵隊たちから神様のように慕われて
いた」と宮良さんは賛辞を惜しまない。
上原さんは医師の指示で動くだけの看護婦ではなかっ
。 、 、た 天久節さんによると 軍医が巡回にこられない時は

上原さんが代わって診察したといい、左腕のひじの上か
ら切断された下士官の例を語った。下士官は「上の方が
痛む」と訴えるので上原さんが包帯を解いてみると、傷
口が化膿していた。天久さんらが手術に使う膿盆を患者
の腕に下にあてがうと、上原さんはメスを手にし、患者
の腕をスパッと切った。麻酔はない。痛みに悲鳴を上げ
る下士官に上原さんは「弱音を吐いてどうする」と一喝
した 「人間業でない素晴らしさ。神々しい感じさえし。
た 。天久さんはメスを持った上原さんのキッとした態」
度をまざまざと覚えていた。

アルゼンチンからの手紙

仲宗根政善氏の『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』
に上原さんが生き埋めになった生徒や患者を助け出す場
面がある。５月４日、病院壕が直撃弾を受けたときのこ
とだ 「軍医と上原婦長が４、５人の衛生兵を連れて出。
動。白衣をまとった兵が掘りだされた。全身ぶるぶる震
えている。上原婦長はこの大男の腕をかかえて、三角兵
舎へひきずっていった。婦長の本能的な強さに私はぼう
ぜんと見とれていた」と仲宗根氏は書いている。既に述
べたように仲宗根氏は学徒隊の引率者である。教職者の
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目にも、上原さんの毅然とした挙措に感動したのだ。
戦局は悪化の一途をたどり、６月１８日にひめゆり学

徒隊に軍からの解散命令が出たことはすでに触れた。壕
から出て集中攻撃を浴びながらさ迷い、海岸に追い詰め
られて手榴弾で自決したり、断崖から身を投じる生徒や
看護婦は後を絶たなかった。上原さんは、島の南端の山
城丘陵に向かった。仲宗根氏は「婦長は発熱して疲労の
極みに達していた。同僚看護婦の肩にもたれて、あえぎ
ながら坂を上っていった。きびきびと指揮したときの面
影はなかった」としたためている。

『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』の表紙（一部）

与那嶺百子さんも山城の坂を上る上原さんを目撃して
いた 「疲れきった様子で、自分ではほとんど歩けない。
状態。地獄で仏のような優しい婦長さんもこれが最後か
と思うと、声をかけることもできなかった」と言った。
ではその後、上原さんはどうなったのか。香川は上原

さんの最期を知る人を捜し求めた。大城静子さんが上原
、 、さんとずっと一緒だとわかり ９１年に沖縄に行った際

親戚や知り合いを尋ねて回った。その結果、５２年に結
婚し、アルゼンチンに移住したことが判明。トクマン州
コンセプシオン市という首都ブエノスアイレスから千数
百キロも離れたパラグアイとの国境に近い町で暮らして
いることを突きとめた。国際電話をしたが、大城さんは
ほとんど日本語で話すことができなくなっていた。
幸い、弟がブエノスアイレス市に住んでいて、大城さ

んのスペイン語の手紙を日本語に訳して香川に送ること
になった。翌年１月、待ちわびた航空便が届いた。上原
さんと初めて会ったときのことから書きだした長い手紙
だった。解散命令後のことを次のように綴っていた。
脱出を命じられた夜、砲弾の雨のなかをかいくぐり、

摩文仁の壕に着いたが、軍医が米軍が近づいているとい
うので、軍医とＫ看護婦、上原さん、私の４人で夜通し
歩き続けて明け方、砲弾の音が少し途切れたころ、山城
の丘にたどり着いた。
上原さんは急に黙りこくなり、私の方が婦長さんを元

気づける立場になった。雑草の茂みを見つけて、身を隠
すように座った。婦長さんは「もし結婚したら、子ども

」 。をたくさんつくりたいね と話しかけたのを覚えている
その時、砲弾の雨が降ってきて、私は意識を失った。し
ばらくして気がつくと、婦長さんは私を抱きかかえるよ
うにして、私の上に折り重なっていた。驚いて見ると、
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婦長さんの胸元に大きな
穴が開いていた。即死状
態だった。軍医もＫさん
も死んでいた。

私は気が狂いそうにな
って、手榴弾を爆発させ
ようとしたが不発で死ね
なかった。私の足も大き
な穴があいて骨が丸見え
だった。どうせ死ぬなら
婦長さんと一緒に死のう
と決心し、その場を離れ
なかった。米軍が近づい
てくる気配がしたので、
婦長さんを抱いて死んだ
真似をしているうち、ま

た気を失った。気がつくと米軍病院のベッドに横たわっ
ていた。

ひめゆり慰霊祭で感謝状

上原さんの妹ハル子さんは戦争末期、叔父と一緒に本
島北部に移り、難を逃れた。戦後、米軍の収容所に入れ
られた後、４５年暮れ、故郷に戻り、人づてに姉の死を
知った。知人と姉の遺骨を探しに山城の丘に行ってみた
が、遺体や白骨が散乱していて、どれが姉の遺骨なのか
分からなかった。ある時、今度は大城静子さん（アルゼ

『 』香川京子の著書 ひめゆりたちの祈り

ンチンに移住する前）ら３人でもう一度、上原さんの最
期の地を訪ねたところ、大城さんが断崖の近くの遺骨に
金歯があるのに気づいた。当時、沖縄では金冠の奥歯は
珍しかった。ハル子さんは「姉のものに間違いない」と
泣き崩れた。
８２年、ひめゆりの塔の前で慰霊祭が営まれた。その

足でひめゆり同窓会の代表１０人を伴ってハル子さんを
訪ねた仲宗根氏は墨書した巻き物を手渡した。感謝状だ
った。
感謝状は「沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女

学校生存者一同」の名前でだされた。
「あなたは看護婦、生徒を督励しながら、傷病兵の看護
に精魂を尽くして働かれました。病院を移動しなければ
ならなかった夜、断腸の思いで重傷患者を壕に残し、た

、 、だ歩ける者のみを引き連れ 先頭に立って弾雨をくぐり
島尻南部まで届けました。
しかし、そこには患者収容の壕もなく、戦野に置き去

りにされました。責任感の強かったあなたは、倒れ伏し
ている傷病兵を見るにみかねて心を砕き、優しさの限り
を尽くされましたが、自らも力尽きて、ついに憔悴の極
みに達しました」
最後に感謝状はこう締めくくられた。
「あなたは沖縄戦で沖縄の女性のなかで最も困難な任務

、 」を負わされて ナイチンゲールの精神を発揮されました
「 」 。南風原小学校のそばに 南風原文化センター がある

負傷兵や軍医とともにもんぺ姿に防空頭巾をかぶった看
。 「 」。護婦の人形も展示されている 胸の名札は 上原球子

陸軍病院が所属していた部隊は別名「球部隊」である。
上原球子が上原貴美子さんをモデルにしていることはい
うまでもない。

びえんと　沖縄のナイチンゲール



香川は ひめゆりたちの祈り の あとがき で 自『 』 「 」 、「
分が生まれた故郷、いまも住んでいる自分の町が隅から
隅まで戦場になって、いまも弾痕がいたるところに残っ
ているという経験をもつ人は、他の地域ではほとんどい
ないでしょう。過去の悲劇の現場のなかに現在の生活が
あるのです」と書き、ひめゆりの皆さんと接すると、私
はいつも「沖縄では、まだ戦争は終わっていない」とい
う思いを新たにしないわけにはいきません、と思いを切
々とつづる。
香川がこの本を著して２５年がたつ。沖縄戦の語り部

たちは高齢化し、戦争の風化は進んでいる。だが、直接
戦争体験した語り部がいなくなったからといって、沖縄
戦が終わったわけではない。辺野古に新たな米軍基地が
造られようとしていること自体、本土の捨石であること
に変わりないことを示しているといえるだろう。仲宗根
政善氏は『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』の「まえ
がき」に「昔から平和であった沖縄の美しい空を、この
青い海の上を、戦闘機の一機も飛ばせたくない。戦争に
つながる一切のものを拒否する」と悲鳴にも似た叫びを
あげる一文を寄せている 「戦闘機が一機も飛ばない」。
沖縄になってはじめて、沖縄戦が終わるというのだ。
香川の初めての著書『ひめゆりたちの祈り 。そこに』

登場するひめゆり学徒たちの祈りは、沖縄が真の平和な
世になることなのである。
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三匹が撮る　春の息吹



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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長い冬が終わりを告げるのはまだまだ先だ。
しかし町のそこここに「春」を感じることができる。
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ジュ・ミョンス

１９４８年、サハリン州コルサコフで生まれ。ユジノサハリンスク在住。

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

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

２０１４年、ロシア連邦功労画家称号を受ける。

主な展覧会

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

海外：北京、札幌、山形、ニューヨーク、アイランドなど多数。
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三匹が撮る！春の息吹　片山通夫



月の半ばに富山へ出かけた。2
恐らくこの冬最後の「冬の嵐」
だろうと思われる厳寒の時期に
あたった。

高岡市の古刹・瑞龍寺は雪の
中だった。壮大な境内は加賀藩
主前田利長公の母体を弔うため
、 。に 利常公によってたてられた

富山湾に西側に氷見と言う港
町がある。漁船には大漁旗がは
ためいていた。

岐阜県は富山県の隣。山あい
に白川郷がある。世界遺産の合
掌造りの集落だ。

山あいの合掌造りは、折から
のボタン雪。

降りしきる雪に春の足音が聞
こえる。
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降りしきるボタン雪
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作・構成 片山通夫

山にも様々な妖怪変化が棲んでいるそう
な。

元は人間社会にいた妖怪たちが海に山
に移り住んだという説や、いや、人間の
醜い心が妖怪となって表れたとか、様々
な説があるのだが、いずれ間違いとも言
えず、その通りだとも言えず。

妖怪たちは今宵も奥深い山で宴の時を
楽しんでいるという。

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴



山に棲む妖怪変化
の類で有名なのが、
山姥と雪女。

彼女たちが出てく
る物語はまったく別
個の話だが、仮に彼
女らの棲み処で出く
わしたらどうなるの
だろう。

なんだかゴジラ
とアンギラスの戦
いのようだが、最
後には仲良く…。

雪女 山姥
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雪女で有名なのが、ラフカディオ・ハーンの雪女。最期のくだりを紹介した
い。

『

その人の話をしてちょうだい。……どこでおあい
になったの』

そこで巳之吉は渡し守の小屋で過ごした恐ろし
い夜の事を彼女に話した、――そして、にこにこ
してささやきながら、自分の上に屈んだ白い女の
事、――それから、茂作老人の物も云わずに死ん
だ事。そして彼は云った、――
『眠っている時にでも起きている時にでも、お前
のように綺麗な人を見たのはその時だけだ。もち
ろんそれは人間じゃなかった。そしてわしはその
女が恐ろしかった、――大変恐ろしかった、――
がその女は大変白かった。……実際わしが見たの
は夢であったかそれとも雪女であったか、分らな
いでいる』……

お雪は縫物を投げ捨てて立ち上って巳之吉の坐
っている処で、彼の上に屈んで、彼の顔に向って
叫んだ、――
『 、 、 。 。それは私 私 私でした ……それは雪でした
そしてその時あなたが、その事を一言でも云った
ら、私はあなたを殺すと云いました。……そこに
眠っている子供等がいなかったら、今すぐあなた
を殺すのでした。でも今あなたは子供等を大事に
大事になさる方がいい、もし子供等があなたに不
平を云うべき理由でもあったら、私はそれ相当に
あなたを扱うつもりだから』……
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彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなって
行った、風の叫びのように、――それから彼女は
輝いた白い霞となって屋根の棟木の方へ上って、
それから煙出しの穴を通ってふるえながら出て行
った。……もう再び彼女は見られなかった。

既に有名な話だからご存知の方も多いだろう。
そして日本中の山が舞台となっている。ただ雪が
なければ話にはならないが…。

雪女は「雪の精」だと信じられている。またこ
んな話も昔話として残っている。ハーンが書いた
物語の元ネタだと思われる。最初のくだりを紹介
したい。

むかしむかしの、寒い寒い北国でのお話です。
あるところに、茂作(しげさく)とおの吉という

木こりの親子が住んでいました。
この親子、山がすっぽり雪に包まれる頃になる

と、鉄砲を持って猟に出かけて行くのです。
ある日の事、親子はいつもの様に雪山へ入って

、 、行きましたが いつの間にか空は黒雲に覆われて
吹雪(ふぶき)となりました。

二人は何とか、木こり小屋を見つけました。
「今夜はここで泊まるより、仕方あるめえ」
「うんだなあ」

チロチロと燃えるいろりの火に当たりながら、
二人は昼間の疲れからか、すぐに眠り込んでしま
いました。

風の勢いで戸がガタンと開き、雪が舞い込んで
きます。

そして、いろりの火がフッと消えました。
「う～、寒い」

、 、あまりの寒さに目を覚ましたおの吉は その時
人影を見たのです。
「誰じゃ、そこにおるのは？」

、 。そこに姿を現したのは 若く美しい女の人でした
「雪女！」

雪女は眠っている茂作のそばに立つと、口から
白い息を吐きました。

茂作の顔に白い息がかかると、茂作の体はだん
だんと白く変わっていきます。

そして眠ったまま、静かに息を引き取ってしま
いました。

、 。雪女は 今度はおの吉の方へと近づいて来ます
「たっ、助けてくれー！」

必死で逃げようとするおの吉に、なぜか雪女は
優しく言いました。
「そなたはまだ若々しく、命が輝いています。

望み通り、助けてあげましょう。
でも、今夜の事をもしも誰かに話したら、その

時は、そなたの美しい命は終わってしまいましょ
う」

そう言うと雪女は、降りしきる雪の中に吸い込
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まれ様に消えてしまいました。
おの吉は、そのまま気を失ってしまいました。
やがて朝になり目が覚めたおの吉は、父の茂作

が凍え死んでいるのを見つけたのです。

雪女は自分の過去を知られるのを極度に嫌がっ
たようである 「な。
んとも人間的な」と
思ってしまうのは、
筆者だけかもしれな
い。

少し歴史をたどってみる。
雪女が歴史に初めて出てくるのは、室町時代末

『 』 、期の連歌師・宗祇法師による 宗祇諸国物語 で
彼が越後国（現・新潟県）に滞在していたときに
雪女を見たと記述がある。常に「死」を表す白装
束を身にまとい男に冷たい息を吹きかけて凍死さ
せたり、男の精を吸いつくして殺すところは共通
しており、広く「雪の妖怪」として恐れられてい
た。

山姥（やまんば）の話は大抵道に
迷った旅人に一夜の宿を提供し、
旅人が寝静まった頃に山姥がシュ
ーシューッと出刃包丁を研ぐ音で
・・・と言うような話が多いのだ
が・・・。

昔ある夏の夕暮れ、ひとりの旅役者が道を急い
でいた。仲間に遅れて瀬戸の方から山道を抜けて
名古屋の方へ出ようとしていた。

やがてすっかり
日が暮れて、提
灯の灯を頼りに
歩いていたが、
行けども行けど
も山道を抜け出
すことが出来な
かった。旅役者
は、提灯を片手
にうろうろして
いた。
その時ふと見る
と、少し離れた
所に一軒の明り
が見えた。旅役
者はこれ幸いと

ばかりに明りを頼りに崖の上の一軒屋の戸を叩く
と、そこには老婆が一人座っていた。旅役者はち
ょっとばかり老婆を気味悪く思ったが、老婆は突
然「お茶を入れようかの」と言って立ち上がり、
奥の部屋に入っていった。

しばらく待ったが中々老婆は出てこない。すると
パチパチと火が燃える音がしたかと思うと、突然
障子が明るくなり、恐ろしい山姥の影が映ったの
だった。旅役者は驚いて立ちすくんでいたが、老
婆がお茶を持って出てきた。

老婆は「ところでお前さん、何かやってみせてく
れんかの？」と頼んだ。旅役者はここで何かしな
いと生きて帰れないと思い「わしは化けるのが得

」 。 、意じゃが と答えた それを聞いた老婆は喜んで
ぜひ化けてみせてくれと言った。

旅役者はもうこうなったらと腹をくくり、つい立
。ての向こうで商売道具の入った包みを取り出した

狐の面を取り出し、狐の嫁入り踊りを披露した。
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旅役者次々と面や着物を変え、色々なものに化け
てみせ、老婆は大喜びした。

やがて空が白々としてきて、旅役者の芸も尽きた
と思われる頃。老婆は礼を言うと、あっと言う間
に姿を消してしまった。それと同時に家も消えて
しまっていた。

旅役者はしばらくその場にぼんやりしていたが、
さて名古屋はどちらだろうと立ち上がった時 「旅、
のお方、さあこちらへおいで」という優しい声が

。 、聞こえてきた その声があまりに優しかったので
旅役者はその声の言う方へ歩いていった。

優しい声は案内を
続け、やがて旅人
の往来する広い街
道へ出た。そして
「名古屋へ行くに
はこの道をまっす
ぐ南にお行き…」
と聞こえると、そ
れっきり山姥の声
は聞こえなくなっ
た。旅役者は安心
して名古屋への道
を急ぐことが出来
た 「芸は身を助け。

」 。る ということだ

（引用／まんが日
）本昔ばなし大辞典

ところでその
山 姥 だ が 子 供

がいると言ううわさが人里離れた奥深
い山や谷間に流れていることをご存じ
だろうか？

有名な子供に足柄山の金太郎である。

しかし決して彼女たちの「宴」には
参加しないで下さい。

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴

Lapiz 



中川眞須良

の世界SWC

中川眞須良　SWCの世界



シリーズ

とんぼり濃度
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とんぼり濃度 ８０ 大阪市中央区 １１月
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とんぼり濃度 ９０ 大阪市中央区 １１月
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とんぼり濃度 ７０ 大阪市中央区 １１月
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ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz
とりとめのない話

《蛍の光》

今年もまた、この曲が多くの場で歌われる時期がやってきた。
と同時に毎回いまだ解決していない自分一人の小さな疑問を思い出してしまう。

それはこの歌の作詞者だ。曲はスコットランド民謡であることはあまりにも有名。
しかし作詞はどの曲紹介も「不詳 。」

この曲の歌詞の４番目に

千島のおくもおきなわも やしまのうちのまもりなり、
いたらんくにに いさおしく つとめよわがせ つつがなく

がある。これとは別に明治前期の「みわたせば」という詞に

みわたせば やまべにはおのえにも、ふもとにも、
うすき、こき、もみじ葉の秋の錦をぞ、

たつたひめ おりかけて つゆ 霜にさらしける

に出会った 「まさしく同じ匂いの詞だ！」と強く感じたのは４０年も昔の事。。
この「みわたせば」の作詞者・稲垣千頴と「蛍の光」の作詞者を結びつける根拠は何もな
。 。い ちなみに加部巌夫をこの歌の作詞者だと主張する少数派の意見も聞いてみたいものだ

中川眞須良　SWCの世界



神宿る。石割桜



注連縄こそ張り巡らさ
れていないが、神にも勝る
領域に迫る桜の樹がある。

その名の通り「石を割っ
て生えている」のだ…。

360 1.35m樹齢 年超 直径約
年（大正 年 、国の天1923 12 ）

然記念物に指定

神宿る。石割桜



これ程貫禄のある樹木になると様
々な「伝説」が残りそうだが、実に
淡々とした話しか残っていない。伝
えられている伝承に 「寛永年間頃に、
南部藩主の分家にあたる北監物の庭
園であったといわれ、家老の屋敷内
の庭にあった巨石が落雷をうけてで
きた割れ目にエドヒガンザクラとい
う桜の種子が入り込み成長したとい
われている。

つまり何のことはない、石の割れ
目に種が芽を吹き、現在の桜にまで
成長したと言う訳だ。しかし筆者が
写真を撮っている時には、決して偶
然入り込んだ種が成長したとは思え
なかった。岩を割って成長する勢い
というものが感じられた。

神宿る。石割桜
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蛇足ながら不来方（こずかた）城
不来方とは、伝承によれば、かつてこの地には「羅刹」と呼ばれる鬼がいて、人里を荒らしまわっ

ていた。このことに困っていた里人たちが、三ツ石（盛岡市に現存する「三ツ石神社 ）の神に祈願」
したところ、鬼は神によって捕らえられた。この時、鬼が二度とこの地に来ない証として、岩に手形
を残した。これが「岩手郡 、のちに岩手へと連なる地名の由来である。また 「二度と来ない方向」」 、
の意味で、一帯に「不来方」の名が付されたと伝えられている。
そしてこの春の甲子園には部員 人の県立不来方高校が出場する。応援しなけりゃ！10

L piza
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写真・文 片山通夫

四国徳島県の西に祖谷（いや）という地域
がある。三好市に属する。祖谷は相当な山中
にあり、今でこそ舗装された道路が山あいを

、 《 」縫って走っているが それでも 山峡の集落
であることは間違いない。

そんなところで屋島の戦いに敗れた平家の
落人は隠れ住んだと言われている。鎌倉幕府
の落人狩りが相当厳しかったようだ。

平家物語によると、清盛の温情が義経や頼
朝を生かしておいたのが平家滅亡の遠因なの
かもしれない。

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡



清盛は 年に熱病で亡くなった。一説にはマラリアだと言われているが定1181
かではない。ともあれ、清盛の死は平家の滅亡に拍車をかけた。伊豆に流され
ていた頼朝を筆頭に、義経や木曾義仲など、源氏の血を引く武将たちが、それ
ぞれの思惑で立ちあがり、一斉に平家に襲いかかった。

それに引き換え情けないのが平家の武将。源氏の飛ぶ鳥を落とす勢いに飲ま
れてしまった。

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡
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福原は現在の神戸市兵庫区辺りで、清盛はこの地を宋貿易の拠点
とした。 兵庫・清盛の墓所

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡



平安時代の末期の寿永 年 治3 /
8 2 7 1184 3 20承 年 月 日（ 年 月

日）に摂津国福原および須磨で
行われた戦い。治承・寿永の乱
（源平合戦）における戦いの一
つ。

「鹿も四つ足、馬も四つ足」

清盛を失った平氏は福原で法要を営む。
そこへ後白河法皇の使者が訪れ、源氏との
和平を勧告した。 これを信じた平氏は戦
いの警戒を緩めた。そこへ義経率いる源氏
の搦手軍が鵯越（ひよどりごえ）で群を二
分し、義経は７０騎で「鹿も通る」と平氏
の一の谷陣営の裏手、すなわち断崖絶壁か
ら、世にいう「鵯越の逆落とし」で、平氏
が全く警戒していなかった山側から一気に
攻めた。

須磨浦

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡



平敦盛メモ

笛の名手であり、祖父・平忠盛が鳥羽院より賜った『小枝 （または』
『青葉 ）という笛を譲り受ける。平家一門として 歳で一ノ谷の戦』 17
いに参加。源氏側の奇襲を受け、平家側が劣勢になると、騎馬で海上
の船に逃げようとした敦盛を、敵将を探していた熊谷直実が「敵に後
ろを見せるのは卑怯でありましょう、お戻りなされ」と呼び止める。
敦盛が取って返すと、直実は敦盛を馬から組み落とし、首を斬ろうと
甲を上げると、我が子・直家と同じ年頃の美しい若者の顔を見て躊躇
する。直実は敦盛を助けようと名を尋ねるが、敦盛は「お前のために
は良い敵だ、名乗らずとも首を取って人に尋ねよ。すみやかに首を取
れ」と答え、直実は涙ながらに敦盛の首を切った。この事から、直実
の出家の志が一段と強くなったという発心譚が語られる 「延慶本」。
や「鎌倉本」の『平家物語』では、直実が敦盛の笛（または篳篥）を
屋島にいる敦盛の父・平経盛の元に送り、直実の書状と経盛の返状が
交わされる場面が描かれている （ウイキペディア）。

須磨一の谷から明石海峡方面を臨む

一ノ谷（須磨浦公園）の敦盛の胴塚
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一の谷から屋島、壇の浦
そして祖谷へ…。

寿永 年（ 年） 月、源義仲に2 1183 7
敗れた平氏は安徳天皇と三種の神器を
奉じて都を落ち、九州大宰府まで逃れ
たが、在地の武士たちが抵抗してここ
からも追われてしまった。平氏はしば
らく船で流浪していたが、阿波国の田
口成良に迎えられて讃岐国屋島に本拠
を置くことができた。
寿永 年（ 年） 月 日、鎌倉3 1184 1 20
の源頼朝と義仲の抗争が起き、義仲は
滅びた（宇治川の戦い 。その間に平）
氏は義仲に奪われた失地を回復し、勢
力を立て直して摂津国福原まで進出す
る。しかし、頼朝の弟の範頼・義経に
攻められて大敗を喫した（一ノ谷の戦
い 。この戦いで平氏は一門の多くを）
失う大打撃を蒙った。

平氏は屋島に内裏を置いて本拠と
し、平知盛を大将に長門国彦島にも拠
点を置いた。平氏はこの拠点に有力な
水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握
り、諸国からの貢納を押さえ力を蓄え
ていた （ウイキペディア）。
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平氏は屋島に内裏を置いて本拠とし、平知盛を大将に長門国（山口県）彦島に拠点を
置く。平氏はこの拠点に有力な水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握り、諸国からの貢納
を押さえ力を蓄えていた。一方の鎌倉方は水軍を保有していなかったため、どうしても
彦島・四国攻めに踏み切れず、休戦状態が続く。
そんな中義経は嵐をついて 「吾妻鏡」によれば「丑の刻（午前 時）に船 艘で出発、 2 5

し、卯の刻（午前 時）椿浦浜に着く（通常は３日の行程 」と記されている。 時間で6 4）
到着したことになる。これは間違いで実際は１日と 時間だったと推測されるが、それ4
でも早い。

「吾妻鏡」や「平家物語」などの記述をそのまま信じることはできないが、結局、義
経軍の目覚ましい活躍で、平家一門は、ほうほうの体で壇の浦に向かい、そこで滅亡す
る。

屋
島
の
戦
い
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数奇な運命

（ ）安徳天皇は 年 月 日 治承 年 月 日1178 12 22 2 11 12
年 月 日（寿永 年 月 日）は、第 代- 1185 4 25 4 3 24 81

天皇（在位： 年 月 日 年 月 日 。1180 5 18 -1185 4 25 ）
高倉天皇の第一皇子で母は清盛の娘の徳子（後の建礼

門院 。）
5 1在位 年足らずの天皇だった。また即位したのは満

歳 か月だった。そしてこの天皇の悲劇は平氏の庇護の4
もとに生まれたことであり、幼年のため実権はなく、政
治は外祖父たる平清盛が取り仕切る。また即位の年に清
盛の主導で福原（神戸）への遷都が行われたが半年ほど
で元の平安京に戻されたのはよほど評判が悪かったこと
と、清盛の実権に陰りが出始めていたことによる。

年、安徳天皇は源義仲の入京に伴って、平宗盛1183
以下平家一門に連れられ三種の神器とともに都落ちす
る。この後 年 月 日、三種神器が無いまま後鳥1183 9 8
羽天皇が践祚し、 年 月 日に即位。正史上初め1184 7 28

関門海峡を挟んで壇の浦方面を見る
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て同時に 人の天皇が擁立されるという混乱が起こっ2
た。

安徳天皇入水

福原から敗走する平家一門に連れられて、安徳天皇は
大宰府そして屋島に流れ着く。屋島では現在の屋島東町
の高台に行宮（あんぐう）を置くが、一の谷、そして屋
島の戦い（ 年 月）に敗れた平氏一門は、安徳天1185 2
皇とともに、会場をさまようことになった。
そして 年 月、最後の決戦となる壇の浦におい1185 4

て、両軍は激突し、平氏軍は惨敗・そして滅亡する。

平家物語によると次のような描写になっている。

最期を覚悟して神璽と宝剣を身につけた祖母・二位尼
（平時子・清盛の ）に抱き上げられた安徳天皇は、正室
「尼ぜ、わたしをどこへ連れて行こうとするのか」と問
いかける。二位尼は涙をおさえて「君は前世の修行によ
って天子としてお生まれになられましたが、悪縁に引か
れ、御運はもはや尽きてしまわれました。この世は辛く
厭わしいところですから、極楽浄土という結構なところ
にお連れ申すのです」と言い聞かせる。天皇は小さな手
を合わせ、東を向いて伊勢神宮を遙拝し、続けて西を向

、 「 」いて念仏を唱え 二位尼は 波の下にも都がございます
と慰め、安徳天皇を抱いたまま壇ノ浦の急流に身を投じ
た。安徳天皇は、歴代最年少の数え年 歳（満 歳 か8 6 4
月、 年 日）で崩御した（ 平家物語 「先帝身投」6 124 『 』
より 。）

安徳天皇の母の建礼門院（平徳子）も入水するが、熊
手に髪をかけられ引き上げられている。この混乱の中で
も、天皇の印、三種の神器のうち神璽と神鏡は源氏軍が
確保したと言われている。宝剣（草なぎの剣）はこの時
失われたとする説があるが、はっきりしたことはわから
ない。
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祖谷の平氏

ここで本稿のメーンテーマであるが 「安徳天皇は壇、
ノ浦で入水せず平氏の残党に警護されて地方に落ち延び
たとする伝説が九州・四国地方を中心に全国に存在す
る。中でも有名なのが、九州・宮崎県の椎葉村と四国・
徳島県の祖谷地方だ。

祖谷地方は徳島県の西の端、剣山のふもとに広がる山
深い地域だ。いかにも、落ち武者が隠れ住んでいるかの
ような雰囲気が残る。

その伝説の一端を紹介しよう。

平国盛（ ）が祖谷を平教経
定し、麻植郡に逃れていた安
徳帝を迎えた。天皇一行が山
間を行く際に樹木が鬱蒼とし
ていたので鉾を傾けて歩いた

「 」、ということに由来する 鉾伏
谷を渡る際に栗の枝を切って
橋を作ったことに由来する 栗「
枝渡」等、安徳天皇に由来す
ると伝わる地名がそこここに
残る。安徳帝はこの地に隠れ
住み、 歳で崩御し栗枝渡八16
幡神社の境内で火葬されたと
いう跡も無論残っている 美。（『
馬郡誌 。』）

徳島県の剣山には、安徳天皇が天叢雲剣（草薙剣）
を修めたという伝説があり、神剣の奉納により太郎山か
ら現称の「剣山」に変わり、山頂の剣神社本宮では素戔
男尊と安徳天皇を祀ったと言われている。

ともあれ、祖谷地方には、安徳天皇にまつわる数多の
伝説が遺されている。

平国盛（ ）教経

安徳天皇像
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祖

谷

かずら橋

祖谷での生活を思わせる農具など

安徳天皇の典医・堀川内記の子孫代々の屋敷

山
を
切
り
開
い
た
落
合
集
落
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安徳天皇火葬跡

栗枝渡八幡神社（くりし
どはちまんじんじゃ）の後
の山を「ミヤバエ」 と呼
んでいる 「 ハエ」 とは。
林または森のことで、誰も
が入ってはいけない聖域に
なっている。

八幡神社の拝殿の右手に
も聖域がある。ここには杉
の大木が茂っていて，それ
に囲まれるよ うに二坪ば
かりの土地がある。そこは
平石を積み重ねて一段と高
くなっていて、廻りにしめ

。縄をはりめぐらしている
ここへは誰も足を踏み入

れてはならないと固く禁じ
られているところで、どん
なに厳しい冬でも雪が決し
て積もらないと言われてい
る。

ここを「安徳帝の火葬場
跡」と呼んでいる 。
（阿波学会紀要 第５３号２０

０７ ７）.

安
徳
天
皇
火
葬
跡

神
社
拝
殿
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編集部Lapiz

森友学園が小学校の認可を取り下げた。国会では安倍首相
夫人が同学園の名誉校長に就任していたことが問題になっ
て、同夫人は「名誉校長を辞任」した。

安倍首相は、国会の場で野党に追及されるたびにブチ切
れている。とても一国の総理大臣の品格ではない。末期症
状の体だ。

そして次期首相と言う声もあった稲田防衛大臣だが、彼
女も国会の場で野党からの答弁で、涙ぐみ、そして虚勢を
張り、はぐらかし、まともに答弁しない点は、親分（安倍
首相）仕込みかと思われる。

。そんな彼女の答弁を真っ向から否定する文書が出てきた
（次ページに掲載する）

森友事件　安倍政権、終わりの始まりか



この文書の持つ意味は大きい。稲田防衛相
の今までの答弁の信頼性を一気に失わせる衝
撃的な文書だ。それも裁判所と言う公的な役
所の文書なのだから。

稲田防衛相へのダメージは測りきれない。
今後の国会での解明が期待される。いや、

姑息な安倍政権のことだ。心身疲労で 休養を
要するなんて診断書をぶち上げて辞職をさせ
る可能性も否定できない。

稲田朋美防衛相は１４日午前の記者会見で、
大阪市の学校法人「森友学園」が起こした民
事訴訟の口頭弁論に原告側代理人弁護士とし
て出廷した裁判所作成の記録があったことに
ついて 「担当（弁護士）の夫の代わりに出廷、
したのではないかと推測している」と釈明し
た。弁護士として学園に関わったことはない
とした国会答弁との矛盾について、稲田氏は
「 出廷は）記憶にはない。記憶に基づいた答（
弁で、虚偽の答弁という認識はない」と語っ
た。

けど、稲田防衛相だけを辞め
させるというシナリオはない。
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――森友事件の真相を探る――
井上脩身

建設中止に追い込まれた小学校
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大阪市の学校法人「森友学園」が小学校を開設するために払い下げられた大阪府
豊中市の国有地が異常に低価格であったことから、政治家の口利きがあったのでは

、 、 。 、ないか との疑惑が今年２月 急浮上した 小学校の名誉校長に安倍晋三首相の妻
昭恵氏が就任（後に辞任）したうえ、同学園が「安倍晋三記念小学校」の名で寄付
金を集めており、首相の関与が疑われだした。

瀬戸際の日本

こうしたなか、学校の建設費についての国の補助金を
得るために同学園が提出した契約書の金額が、大阪府へ
の学校設置認可を求めるために出した契約書の記載額の
３倍にも上っていたことが判明、補助金詐欺の疑いも出
てきた。同学園の理事長、籠池泰典氏は首相が関係する
「日本会議」の大阪支部役員であり、経営している幼稚
園では園児に「教育勅語」の暗唱を強制していた 「森。
友事件」は、同会議の天皇中心国家思想を根幹とする安
倍一強政治の右翼膿が表面に現れた事象とみるべきだろ
う。籠池氏は３月１０日、小学校認可申請を取り下げ、
理事長辞任を表明 「事件に無関係」とシラを切ってき。
た首相をはじめ同学園にかかわった政治家や官僚はこれ
幸いと「一件落着」にし、事件の真相を闇に葬ろうとす
るだろう。だが、膿は放置すれば必ず増殖する。教育勅
語という戦前の大膿が公教育にまで侵蝕する恐れが明ら
かになったのである。森友事件を安易な幕引きで終わら
せてはならない。同事件は、この国がいま「国民主権」
という憲法の基本理念を守れるかどうかの瀬戸際にある
ことを示しているのである。

理事長は日本会議支部役員

森友学園が小学校建設を予定した国有地は大阪府豊中
市野田町の、伊丹空港着陸コース直下のところ。元は池
か沼だったようだ。大阪のベッドタウンとして宅地化さ
れ、いわゆる文化住宅などが建ち並ぶようになった。１
９６４年、ジェット機が就航。なかでも当時の花形ジェ
ットであるＤＣ８型機は耳をつんざくような金切り音を

、 。たて 住民が耳が遠くなるなどの騒音被害をもたらした
７４年、航空機騒音防止法の改正で同地区一帯は移転補
償区域になった。
私は８１年、大阪の新聞社の豊中駐在だった。同年１

２月、同空港周辺住民が夜間飛行差し止めなどを求めた
大阪空港公害訴訟の最高裁判決を前に、同市内の騒音地
域を歩き回った。旅客機の主役はＤＣ１０、ボーイング
７４７、ロッキード１０１１（トライスター）などのエ
アバスに移りつつあったが、騒音が大きく和らいだよう
には思えなかった。
住民敗訴で終わった同訴訟後、空港周辺では空き地が

目立つようになった。森友学園の小学校建設予定地も、
このような経過をたどって空き地になったと思われる。
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その後、航空機の性能の向上により騒音が減少したとし
て２０１３年、国の出先機関である近畿財務局が国有地
８７７０平方メートルについて売却先を公募。森友学園
が小学校建設用地として手を挙げた。

森友学園は幼稚園しかもっていない。なぜ小学校経営
に乗りだそうと考えたのだろうか。

同学園のＨＰによると、学校法人森友学園は１９５０
年、大阪府の認可を得て５２年、同市淀川区に塚本幼稚
園を設立。２００６年、塚本幼稚園幼児教育学園に名称
を変更した。同幼稚園のＨＰには「日本人としての礼節
を尊び、愛国心と誇りを育てる」との教育方針が掲げら
れており、その具体例として２点の写真が添えられてい
る。１点は日の丸の小旗を手にした幼児たちが「天皇皇
后両陛下ようこそおこし下さいました」と書かれた横断
幕を持っている。他の１点は自衛隊の船艇を園児が迎え
ている図だ。園児たちは日の丸の小旗だけでなく旭日旗
の小旗も振っている 「日本人の礼節と愛国心」とは天。
皇尊崇と自衛隊賛美のようだ。

２０１５年の運動会で園児が「尖閣諸島、竹島、北方
領土を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が
心を改め、歴史教科書でうそを教えないようお願いしま
す」と選手宣誓で述べた（２月２８日付毎日新聞 。幼）
稚園児にこのような高度な政治・外交問題を理解できる
はずはなく、いびつな幼児教育というしかないが、その
ことはここではおいておく。籠池氏が尖閣、竹島、北方
四島に関する領土問題にかねて強い関心をもっていたこ
とはまぎれもない。

民主党政権下の２０１２年、尖閣、竹島、北方四島は
激動の波に揺れた。４月、石原慎太郎東京都知事が尖閣
諸島の魚釣島など３島を購入すると宣言。８月、香港の
活動家１４人を乗せた船が魚釣島の領海を侵犯し、７人
が上陸した。島で待ち構えていた警察官と海上保安官が
逮捕したが、政府は中国とのトラブルを恐れ、起訴せず
に強制送還。保守派団体は政府を「弱腰」と強く非難し
た。国が３島を国有化したのは同年９月である。

尖閣諸島に国民の目が注がれていたさ中の８月、韓国
の李明博大統領が竹島に上陸。ハングルで「独島 「大」
韓民国 「２０１２年夏 大統領 李明博」と刻んだ高」
さ１・２メートルの「独島守護表示石」を設置した。こ
の少し前の７月、ロシアのメドブェージェフ首相が国後
島を訪問。北方四島がロシアの領土であることをアピー
ルするのが狙いと思われた。

すでに触れた通り、籠池氏は日本会議のメンバーであ
る。当該の島々が日本固有の領土と教えることが「憂国
の教育者」としての任務と考えたのだろうか。だが、幼
稚園児に強制するにも限度がある。そんなときに国有地
払い下げが公募されたのである。そこは塚本幼稚園から
北に５キロのところ。ここなら幼稚園児がそのまま小学
校に通える。またとないチャンスと籠池氏が飛びついた

、 。のか それとも別の働きかけがあったのかはわからない
森友学園にとってうってつけの土地だったことは確かで
ある。
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払い下げの影に印籠？

２０１２年は森友学園にとって領土問題だけでなく、
さまざまな要素が重なる年だった。そのもっとも大きな
ことは前年、同学園が大阪府に要望した小学校設置基準
見直しが通ったことだ。従来は借入金によって小学校を
設置する場合、既に小学校や中学校などを持っている学
校法人でなければ認可されなかった。それを同学園のよ
うに幼稚園しかもっていなくても認可の道が開かれたの
だ。
もう一つ見落とせないのは同年１２月、自民党が政権

復帰し、安倍氏が首相に返り咲いたことだ 「日本を自。
信と誇りのある国に」との安倍首相の信条と、幼稚園児
に教育勅語を暗唱させる籠池氏の教育方針はぴったり合
致する。籠池氏は安倍政権のうちに小学校を設立しよう
と考えたのではないだろうか。
１３年ごろから兵庫県選出の自民党参院議員、鴻池祥

肇元防災担当相の事務所に頻繁に連絡し、小学校開設へ
の助力を陳情した。鴻池氏もまた日本会議国会議員懇談
会に名を連ね、参院国旗国歌特別委員長を務めたことも
ある右派政治家である。鴻池氏自身、０８年に塚本幼稚
園で講演。園児が教育勅語を暗唱する姿をみて 「感動、
した」という。やはり同幼稚園で３回講演した安倍昭恵
夫人も「教育方針は大変、主人も素晴らしいと思ってい
る」と語った （２月２５日付毎日新聞）。

籠池氏と安倍夫人をつないだのが鴻池氏かどうかは定
かでないが、安倍夫人を小学校の名誉校長にまつりあげ
ることに同学園は成功。国有地払い下げ交渉に際して、

安倍首相の威を借りることができるようになった。
問題の土地について近畿財務局が１５年５月、森友学

園側と有償貸付契約を締結したのを受けて、同学園は小
学校建設に着手。その後、森友側が土地の購入を希望し
たため、翌１６年５月、不動産鑑定士が土地価格を９億
５６００万円と査定。この土地にはごみが埋まっている
としてごみの撤去、処分費を大阪航空局が８億円と算定
して減額。さらに売却前、政府は学園側にごみの撤去費
用として１億３２００万円で支払ったことが判明した。
同学園は実質的にはわずか２００万円で土地を手に入れ
た形だ。

このウルトラディスカントぶりを見れば、誰もが政治
家が介入していると疑う。すでに触れたように安倍首相
の昭恵夫人が新設予定の小学校の名誉校長に就任し、安
倍首相記念小学校の名前で寄付金の募集も行われてい
た。疑いの目が安倍首相もしくはその側近議員や秘書、
事務所の幹部に向けられるは当然だろう。
安倍首相は籠池氏について「私の考え方に非常に共鳴

している方。妻からも教育への熱意は素晴らしいと聞い
ている」と “同士”であることを認めながらも 「私や、 、
妻が認可や払い下げにかかわっていたら首相を辞める」
と関与を否定。鴻池氏も「財務省への働きかけは行って
いない」と語った。財務省の佐川宣寿理財局長は、籠池
氏が同省国有財産審理室長と面会したことを認めたが、
「政治家の関与は一切ない」と述べた。籠池氏も「安倍
首相や政治家には口利きを一切頼んでいない」という。

ではなぜ近畿財務局長をはじめ官僚は籠池氏の要求を
丸のみするかのように国有財産を投げ売りしたのだろう

森友事件　安倍一強政治の膿



か。報道によるとこの土地について大阪音大が１２年、
７億円で購入する意向を国側に示した。しかし、国は９

、 。億円超での売却を希望したため 大学は購入を断念した
（３月３日付毎日新聞）
大阪音大は問題の国有地の近くにキャンパスを持ち、

地元住民にはなじみ深い。大阪は「文化不毛の地」とい
われるが、同大学は音楽家を目指す若者にとって最高レ
ベルの腕を磨く場だ。同大学付属施設、ザ・カレッジ・
オペラハウスで行われる公演には一般市民も鑑賞でき
る。関西の音楽芸術の発展、向上という意味では大阪音

、 。大の教育 研究施設として使用される意義は小さくない
国がそうした姿勢があれば価格的に折り合えただろう。
一般論としては小学校教育も芸術教育に劣らず重要

だ。だが、先行していた大阪音大を一蹴しておいて、森
友学園に対して近畿財務局は官僚らしくない融通を利か
せたというのだ。大阪音大の担当者にすれば「自分たち
にはあんなに冷たかったのに」と信じられない思いだろ
う。

「 」安倍首相は野党議員の質問に答えて 印籠などはない
と自らの加担には重ねて否定した。だが印籠なしに平伏
する役人はいない。大阪音大にはなかった印籠が、森友
学園にはあったと考えなければ説明がつかない 「日本。
会議」という名の印籠である。

さながら日本会議政権

稲田朋美防衛相は３月８日の参院予算委員会で、森友
学園が経営する幼稚園が教育勅語を暗唱させていること

、「 、 、に関し 教育勅語の精神は親孝行 友達を大切にする

夫婦仲良くする、高い倫理観で世界中から道義国家を目
指すこと」と述べ 「この精神は取り戻すべきだと考え、
ている」と語った。この質問をした社民党の福島瑞穂氏
が「教育勅語が戦前、戦争への道につながり、道徳規範
としても問題を起こしたのではないか」とただしたのに
対し、稲田氏は「そういう一面的な考えはしていない」
と答えた。
稲田氏は日本会議国会議員懇談会の最も有力なメンバ

ーである。安倍首相の信頼も厚く、防衛大臣という重要
閣僚につけたのは将来後継者にするため、とまでいわれ
ている。それだけに稲田氏の発言は 「日本会議」を安、
倍首相がどのように捉えているかを知る手掛かりでもあ
る。
日本会議は１９９７年、有力な右派団体である「日本

を守る国民会議」と「日本を守る会」が合流して結成さ
れた。
国民会議は７５年の天皇在位５０年奉祝行事や元号法

制化運動のために集まった財界や政界、学界、宗教界の
代表８００人でつくられたもので、学界では清水幾太郎
氏、香山健一氏、百地章氏、財界では井深大氏（ソニー
名誉会長 、塚本幸一氏（ワコール創業者）らが名を連）
ねた。８６年、復古調の歴史観による高校日本史教科書
『新編日本史』の編纂を主導して波紋を呼んだ （青木。
理『日本会議の正体』平凡社新書）
守る会は７４年、右派系の宗教団体が中心になってつ

くられたもので、新興宗教「生長の家」の教祖、谷口雅
春氏の考えに大きく影響されていたとされる。谷口氏は
１９３０年に生長の家を創設、戦中「日本精神の顕現」
を訴えて戦争遂行に全面的に協力し、６４年 「生長の、

（ ）」 。家政治連盟 生政連 を立ち上げて政界進出を図った
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この生長の家と明治神宮が結びつく形でできあがったの
が守る会である。朝比奈宗源氏（臨済宗円覚寺 、富岡）
盛彦氏（富岡八幡宮）らが参画した（前掲書 。）
生長の家はその後、政治運動から手を引いたと伝えら

れ、現在の日本会議は神社本庁の影響下にあるとみられ
ている。

。 、その日本会議 設立総会は東京都内のホテルで開かれ
設立宣言を発表。それによると「未曾有の敗戦に際会す
るも、天皇を国民統合の中心と仰ぐ国柄はいささかも揺
らぐことなく、経済大国といわれるまでに発展した」も
のの「先人が培い伝えてきた伝統文化は軽んじられ、光
輝ある歴史は忘れ去られまた汚辱され、国を守り社会公
共に尽くす気概は失われた」とした。

要するに戦前の天皇中心国家に戻し、国を守る気概を
取り戻そう、というのが同会議の基本思想なのだ。
この宣言にそって基本運動方針が打ち出された。その

要点は①国民統合の中心である皇室を尊ぶ②わが国本来
の国柄に基づく「新憲法」の制定を推進する③独立国家
の主権と名誉を守り、国民の安寧をはかる政治の実現を
期す④教育に日本の伝統的感性を取り戻し、祖国への誇
りと愛情を持った青少年を育成する――である この 皇。 「

」「 」「 」「 」室の尊崇 憲法改正 国防の充実 愛国教育の推進
に「伝統的家族観の復活」を加えた５本柱が同会議の活
動目標だ。

同会議の設立大会の前日、日本会議国会議員懇談会の
設立総会が同じホテルで開かれ、代理出席も含めて１１
５人の国会議員が参加。半月後には衆院議員１３３人、

参院議員７１人、計２０４人に膨らんだ。このうち自民
党は１８４人だった。日本会議の政治目標を、同議員懇
談会加盟の自民党議員を通して達成しようとの狙いであ
ることは歴然としていた。

前掲書によると同懇談会加盟議員は２００８年１０
月、衆参合わせて２５０人、１４年の総選挙を経て現在
は２８０人前後という。その数もさることながら、問題
なのは閣僚の大半が同議員懇談会加盟議員であること
だ。現内閣では安倍首相や稲田防衛相のほか麻生太郎副
総理、高市早苗総務相、岸田文雄外務相、塩崎泰久厚労
相、丸川珠代五輪担当相、菅義偉官房長官ら、公明党を
除く１９閣僚中１４人が同議員懇談会に加盟している。
改造前の内閣も１４人だった。安倍首相が同議員懇談会
のメンバーから大臣を登用していることは疑う余地がな
い。
安倍首相の人事権は次官、審議官、部長ら上級官僚に

も及んでいる。これらの官僚にとって日本会議の会員に
対し冷淡な扱いをすればどうなるかは目に見えている。
優遇しておけば安倍首相に喜ばれることはあっても、機
嫌を損ねることはない、と自己保全本能を働かせても不
思議ではない。むしろそれが官僚にとって出世競争を勝
ち抜くための術であろう。

籠池氏と会った近畿財務局の役人が必ずしも好印象を
もったとは限らない。だが、日本会議大阪支部の役員の
肩書があるため最大限優遇したのではないか、との疑い
をぬぐうことはできない。
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軍国少年を生んだ教育勅語

先に２０１２年は森友学園にとっていろいろな年だと
述べた。あるいは籠池氏にとって小学校づくりの決意を
させたのは自民党が憲法改正草案を発表したことだった
かもしれない。少なくとも何らかの影響を受けたことは
間違ないだろう。同草案には日本会議の主張がほぼ織り
込まれており、籠池氏は「憲法改正」を見据え、具体的
な愛国教育を実践しようと考えたのではないだろうか。
自民党の憲法改正草案は前文で「日本国は、長い歴史

と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く
国家」とし 「日本国民は国と郷土を誇りと気概をもっ、
て自ら守り、家族や社会全体が互いに助け合って国家を
形成する」と規定 「よき伝統の継承のために憲法を制、
定する」と定めた。日本会議の五つの柱のうち「皇室の

」「 」「 」「 」尊崇 憲法改正 国防の充実 伝統的家族観の復活
を前文のなかで示したのだ。

一方、教育については前文では「教育や科学技術を振
興」とし、第２６条に新たに第３項を付け加え「国は、
教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの
であることに鑑み、教育環境の整備に努めなければなら
ない」と規定。これは後述する改正教育基本法の前文を
取り込んだものだが 「教育に日本の伝統的感性を取り、
戻し、祖国への誇りと愛情を持った青少年を育成する」
という日本会議の愛国教育方針については、改正草案に
は明確には書き込まれなかった。

森友学園の「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇

りを育てる」という教育方針は日本会議の愛国教育方針
にそったものであることはいうまでもない。籠池氏にと
って教育勅語を暗唱させることは、改正草案ではあいま
いになっている愛国教育の具体的実践なのであろう。

教育勅語は大日本帝国憲法（明治憲法）が施行された
１８９０年、天皇の名で発布された 「朕惟フニ我カ皇。
祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」
にはじまる難解な文章である そこには 父母ニ孝 夫。 「 」「
婦相和」など１２の徳目が記されており、一見、家族の
在り方が書かれているようにみえる。実際 「教育勅語、
のどこに問題があるというのか」と開き直る籠池氏の言
葉に賛同する人もいる。

だが、教育勅語は単なる道徳教育のお題目ではない。
この本質は「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮
ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」という文言に現れている 「国に。
危難が迫ったなら国のために力を尽くし、永遠の皇室を
支えよ」ということだ。危難とは戦争によって国の存亡
がかかっていることを意味する。その場合、命をかけて
天皇を守れ、というのだ。明治憲法には万世一系の天皇

、 、は神聖にして侵すことができない存在 と規定されたが
天皇の神聖性を教育の中に取り込んだのが教育勅語なの
である。

１９００年の小学校令施行規則などにより祝祭日に学
校で行われる儀式では教育勅語を朗読することが定めら
れた。３０年ごろからは国民教育の思想的基礎となり、
生徒には全文の暗唱が求められた。この結果、子どもた

「 」「 」 。ちはおしなべて 軍国少年 軍国少女 と化したのだ
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先の戦争で２００万人以上の兵士が戦死した。このうち
玉砕死者数ははっきりしないが、南方戦線を中心に捕虜
にならずに命を落とした者は少なくない。天皇のために
死んでいくことを求めた教育勅語は犯罪的である。

敗戦後の１９４６年１１月、憲法が公布されたのを受
けて４７年に教育基本法が公布、施行された。同法は前
文で「真理と平和を希求する人間の育成を期す」とうた
い 「憲法の精神にのっとる」ことを明示した。教育勅、
語と決別し、平和のための教育を行うことを宣言したの
だ。

「愛国教育」を求める日本会議はこの教育基本法をや
り玉にあげていた。安倍首相は第一次政権時代の２００
６年に同法を改正 「真理と平和を希求する人間の育成、
を期す」の部分を削除して「未来を切り拓く教育の基本
を確立」するとし、公共の精神や伝統の継承など、日本
会議の設立時の宣言の内容を盛り込んだ。
だがこの改正教育基本法の前文でも「憲法の精神にの

っとる」と書かれている。籠池氏がどのように正当化し
ようと、現憲法下で教育勅語を児童、生徒に覚え込ませ
ることは許されない。憲法違反であり教育基本法から逸
脱しているからである。

幕引き狙う自民党

森友学園は小学校建設費について国交省、大阪府、関
西エアポートに対し、金額の異なる契約書を提出してい
た。国交省には２１億８０００万円、府には７億５６０

０万円、関西エアポートには１５億５５２０万円と記載
しており、いずれも同じ日付だった （３月９日付毎日。
新聞）

国交省は木材を積極的に使った建築物の建設に補助を
する制度を設けており、森友学園は１億１８００万円の
補助を申請。大阪府には学校設置認可の審査のために提
出したもので、財政が安定していることの裏付け資料。
空港運営会社である関西エアポートは騒音対策としての
空調設備の設置費用に助成しており、森友学園は１億４
８００万円の助成費を申請した。

報道によると、建設業者は１５億５５２０万円だった
と証言しているが、籠池氏は７億５６００円が正しいと
主張。この金額に抑えなければ認可申請の審査が通らな
いと判断したため、とみられる。
国交省は森友学園の資料などから補助対象事業費を１

５億２０００万円と算定、１５～１６年度に６１９４万
円の補助をした。仮に７億５６００万円が正しければ、
国交省から交付される補助金の半額程度は正当性を欠く
ものとなり、詐欺罪の疑いが出る。１５億５５２０万円
が正しいとしても、詐欺未遂罪になる可能性は高い。い
ずれにしても２件の契約書は虚偽の記載がされていたわ

、 、 。けで 刑法の私文書偽造 同行使罪に当たると思われる

松井一郎府知事は記者会見で「学園が出した書類に信
ぴょう性がない」と述べ、府私立学校審議会が不認可に
することが確実視された。こうして決定的に不利な情勢
になったことから籠池氏が認可申請そのものを取り下げ
たもので 「瑞穂の國記念小学院」と名づけられた小学、
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校は、少なくとも２０１７年度に設置されることはなく
なった 「愛国教育」をうたい文句にした“教育勅語小。
学校”は、ほぼ校舎が完成するなか、開校直前に沈没し
たのだ。
国会では野党側は引き続き籠池氏らの証人喚問を要求

したが、自民党は拒み続けた。籠池氏が国会で発言すれ
ば、その内容によっては安倍首相の足元に火がつくか、
そうならないまでも日本会議政治という政権の真の顔が
暴き出されるのを恐れている、とみられてもしかたがあ
るまい。自民党は、開校されないことで世間が森友事件
を忘れる、とよんでいるのだろう。

逆にいえば、森友事件によって安部首相が率いる日本
会議国会議員懇談会の国家観、教育観があらわになった
といえるだろう。多くの人たちが森友学園の幼稚園児が
教育勅語を暗唱する様子をテレビで見た。うすら寒い思
いをした人は少なくあるまい。だが、その異様な教育を
安倍首相も昭恵夫人も「教育熱心」と持ち上げ、稲田防
衛相は「教育勅語の精神を取り戻すべきだ」と述べた。
これらの発言がこの事件の真相を垣間見せるものである
ことを本人らは気づいていないようだ。

ところで、この事件が連日テレビや新聞で報じられて
いるさなかの３月５日、自民党大会が開かれ、総裁任期
がこれまでの「連続２期６年」から「連続３期９年」に
延長された。安倍首相の３選の道を開くための規約改正
といわれ、安部首相は２１年９月まで首相の座につくこ
とができるようになった。このことは森友事件とは決し
て無縁ではない。
安倍首相は党大会で「自民党は憲法改正の発議に向け

て、具体的にリードしていく」と述べた。安倍首相のい
う改正憲法とは、同党憲法改正草案にある「天皇を戴く
国家」という天皇中心国家を念頭においてのことである
ことはすでに触れた。天皇中心国家と教育勅語は不可分
の関係であることもすでに述べた通りである。明治憲法
的天皇国家になれば、教育勅語教育へと先祖返りするの
は火を見るよりも明らかであろう。籠池氏の小学校構想
が幻に終わっても、日本会議が安部政治に強い影響力を
もつかぎり、同じような学校が今後現れてくることは十
分予想される。

学校現場で教育勅語の暗唱が常態化し、違和感を覚え
ていた人たちも不感症になってしまうと、気が付けば戦
争への道に引きずり込まれる、ということになりかねな
い。現に私たちの国は七十数年前、こうした歴史をたど
ってきたのだ。
森友学園はつぶれるかもしれない。だがつぶさねばな

らないのは天皇国家への復古の動きである。それは天皇
の名で戦争を起こそうとする動きにつながるからであ
る。戦争は多くの人たちを殺すからである。
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市民法廷を提言

森友事件をめぐって３月９日、市民約６００人が首相
官邸前で抗議集会を開いた。報道によると、主催したの
は安全保障関連法の廃止を求めている「戦争させない・
９条壊すな！総がかり行動実行委員会 。野党国会議員」
やＮＧＯ関係者が「籠池氏の国会参考人招致を」と呼び
掛けた。参加者は「森友疑惑徹底究明を」と記したプラ
カードを掲げ 「疑惑の隠ぺいを許さない 「国有財産を、 」
私物化するな」などとシュプレヒコールを上げた。
安倍首相をはじめ自民党が事件を闇に葬ろうとするな

か、どうすれば「疑惑徹底究明」ができるだろうか。
冒頭に述べたように、森友学園は補助金をだまし取ろ

うとした疑いがある。３件の金額が異なる契約書がある
のだから、少なくとも２件の契約書は虚偽記載である。
詐取の故意を立証するのはそう難しくないだろう。わざ
わざ詐欺の証拠を残したようなものだからだ。籠池氏は
「３通（の契約書）とも正しい」と意味不明な言辞を弄
しているが 「だますつもりはなかった」との言いわけ、
は通るまい。

だまし取ろうとした金は国の補助金、つまり国民の税
金である。松井一郎大阪府知事も契約書について「虚偽
資料」と言い切っている。国民の目の前で行われた詐欺
行為をよもや捜査当局は見逃すことはないだろう。報道
各社の目は警察の動きに向けられており、大阪府警も捜
査に乗り出さざるを得ないはずだ。
しかし刑事裁判の法廷では往往にして思いがけない展

開になることがある。それは安倍首相にとって具合の悪

いことであろう。安倍首相の顔色をうかがうのは財務官
僚だけでなく警察官僚も同じだ。安倍首相の機嫌を損ね
ないため、形だけの捜査をしてうやむやに終わらせるこ
とは大いにあり得ることだ。
籠池氏やその周辺の森友学園の関係者の人権を十分尊

重しなければならないのはいうまでもない。だからとい
って、国民の税金の一部である補助金をだまし取ろうと
した疑いがあるにもかかわらす “印籠”を恐れて見過、
ごすならば、それは警察権力が国民を裏切ることになろ
う。

警察が捜査に着手しなければ告訴、または告発をすべ
きだろう。検察当局が不起訴処分にすれば、検察審査会
に申し出をして強制起訴に持ち込んででも、事件を法廷
の場にのせねばならない。裁判が行われることで、事件
が闇に葬られることをとりあえず避けられるからだ。

もちろん籠池氏の刑事責任を問いかけただけでは森友
事件の真相を明らかにすることにはならない。籠池氏が
小学校を新設しようとした意図、その裏にある政治的な
動きにまで踏み込まれなければ、籠池氏のいう「トカゲ
のしっぽ切り」に終わってしまうだろう。刑事裁判には
自ずと限界があるのだ。

、 、となれば トカゲの全体像を浮かび上がらせるために
刑事裁判と並行して法廷外の国民運動を展開できるかが
課題となる。私は「市民法廷」を提案したい。原告は市
民、被告は日本会議政治家や首相べったりの官僚、裁判
官は未来を担う青少年である。大勢の人たちが傍聴でき
る広い会場が望ましい。この市民法廷は子どもたちに、
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平和な国をつくるうえで現在の政治や教育のどこに問題
があり、どうあるべきかを考える場になるだろう。

もちろん市民法廷を定めた法律はなく、被告席に政治
家や官僚がついてくれことは期待できない。やむなく誰
かが被告役を演じるしかないが、それでも森友事件の裏
にある真相を探る一助にはなるだろう。安倍政権の膿を
暴き出すには、こうした市民感覚に根ざした草の根レベ
ルの息の長い努力が求められる。
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構成 南浦邦仁

近ごろ、テレビのワイドショーをみることが増えた。いつもTVの前に鎮座する熱
心な「テレビ爺」化は、自分として不本意だが、やはり興味深く面白い。ショーの
高まりは昨年末からだ。まずアメリカの大統領選挙と「トランプ劇場 。そして中央」
市場の豊洲移転「小池劇場 、またクアラルンプール空港での金正男氏暗殺。 月か」 2
らは豊中の森友学園問題「籠池劇場」がはじまった。次から次へと、劇場の模様が
変化していく。

ところで、学園の幼稚園児たちの声をそろえてのエールには驚いた。運動会での
選手宣誓だそうだが 「大人の人たちが他の国々に負けぬよう、北方領土、竹島、尖、
閣諸島を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が心あらため、歴史教科書
で嘘を教えないようお願いします。安倍首相がんばれ！ 安倍首相がんばれ！ 安保
法制、国会通過、よかったです！」

どの話題も興味深いが、とりあえず森友学園問題に焦点を当てて追ってみよう。
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（１）豊中市議の追求

木村真市この問題にまず気づいたのは、地元豊中市の
議である。昨年 月に、なぜか発表されていない国有地9

、 。の売却金額を明らかにするように 情報公開請求をした
ところが財務局は売却額などを黒塗りし、実質非公表と
した。木村氏は納得せず提訴する。

彼は「市民オンブズ豊中」の中心メンバー。そして今
年 月 日になって国は売却価格をやっと公表した。評2 8

、 。価額は 億 万円 売却額は 億 万円であった9 5600 1 3400

木村氏は次のように語っている。
当初この土地は、豊中市が公園として整備する予定だ

ったが、予想より国有地の価格が高く、一部を購入。木
村氏は残りの土地が気になり見に行くと工事中で、奇妙
な学校のポスターに気付いた。

一番驚いたのは、瑞穂の國記念小學院の名誉校長に安
倍首相の妻、昭恵夫人が就任し、森友学園の籠池泰典理
事長が、日本会議の大阪支部長（筆者注：支部長ではな
く日本会議大阪支部運営委員）だったこと。情報公開を
求めたが、当初、財務省や近畿財務局は売却金額を非公

3開としたため、やむなく裁判に訴えた （雑誌「選択」。
月号）

（２）朝日新聞の初出記事

マスコミは他社に先駆けて、朝日新聞が 月 日にま2 9
ず報じた。以下、記事を引用する。注：＜見出し＞

＜国有地の売却額 非公表／大阪・豊中市議 「不当」と、
提訴／価格、近隣地の 割か＞1

財務省近畿財務局が学校法人に払い下げた大阪府豊中
市内の国有地をめぐり、財務局が売却額などを非公表に
していることが分かった。朝日新聞が調査したところ、
売却額は同じ規模の近隣国有地の 分の だった。国10 1
有地の売却は透明性の観点から「原則公表」とされてお
り、地元市議は 日、非公表とした財務局の決定の取り8
消しを求めて大阪地裁に提訴した。

売却されたのは、豊中市野田町の約 平方メート8770
ルの国有地。近畿財務局が 年 ～ 月に売却先を2013 6 9
公募し 昨年 月に大阪市内で幼稚園を営む学校法人 森、 「6
友学園」に売った。契約方法は、公益目的で購入を希望
する自治体や学校法人 社会福祉法人などを優先する 公、 「
共随意契約」がとられた。

この契約について、地元の豊中市議が昨年 月に情報9
公開請求したところ、財務局は売却額などを非公表とし
た。朝日新聞も同年 月に公開請求したが、今年 月12 1
に同じく非公表とされた。国有地の売却結果は透明性と
公正性を図る観点から、 年の旧大蔵省理財局長通1999
達で原則として公表するとされている。だが、財務局は
取材に「学園側から非公表を強く申し入れられた。公表
によって学校運営に悪影響が出るおそれがある」と説明
した。

朝日新聞が登記簿などを調べると、森友学園側に契約
違反があった場合、国が「 億 万円」で買い戻す1 3400
特約がついていた。公益財団法人の不動産流通推進セン
ターによると、買い戻し特約の代金は売却額と同じ額に
おおむねなるという。森友学園の籠池泰典理事長も売却
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額が買い戻し特約と同額と認めた。
一方、財務局が森友学園に売った土地の東側にも、国

有地（ 平方メートル）があった。財務局が 年に9492 10
、 。公共随契で豊中市に売ったが 価格は約 億 万円14 2300

森友学園への売却額の約 倍とみられる。ここは公園10
として整備された。

＜「神道の小学校」に／学校法人の理事長「非公表強く
求めず」＞

森友学園が買った土地には、今春に同学園が運営する
小学校が開校する予定。籠池理事長は憲法改正を求めて
いる日本会議大阪の役員で、ホームページによると、同
校は「日本初で唯一の神道の小学校」とし、教育理念に
「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇りを育てる」
と掲げている。同校の名誉校長は安倍晋三首相の妻・昭
恵氏。

籠池氏は取材に「 非公表を）強く求めていない。は（
っきりではないが、具体的な売却額は財務局が出したと
記憶している」と説明している。昭恵氏には安倍事務所

、 。を通じて文書で質問状を送ったが 回答は届いていない

＜「 億円で購入」断られた法人も／財務局「個別事情7
踏まえた」＞

朝日新聞の調べでは、近畿財務局は ～ 年度、森14 16
友学園と同じ公共随意契約で計 件の国有地を売却。36
このうち 件は売却額を開示している一方、森友学園35
への売却分だけを非公表とした。 日に提訴した豊中市8
の木村真市議（ ）は記者会見で「異常な扱いだ。訴訟52
では金額を公開するか否かを争うが、背景に何があるの
か見極めないといけない」と述べた。

財務局が森友学園に売った国有地は、国土交通省大阪
航空局管理の未利用地だった。路線価に基づく国有財産
台帳の台帳価格は 年時点で 億 万円、 年時12 8 7472 13
点で 億 万円。一方、国有財産特別措置法には、7 6302
売却額を減らすことができる対象に学校施設が含まれて
いる。

財務局の統括国有財産管理官は、今回の国有地売買は
減額対象とせず、不動産鑑定士が算定した時価に沿って
売却したと説明。森友学園への売却額と近隣の国有地、
あるいは台帳価格との間に大きな差が生じたことについ
ては 「土地の個別事情を踏まえた。その事情が何かは、
答えられない」と話している。

森友学園が買った国有地に関しては、別の学校法人が
森友学園より前に校舎用地として取得を希望し、路線価
などを参考に「 億円前後」での売却を財務局に求めて7
いた。これに対し、財務局から「価格が低い」との指摘
を受け、 年 月に購入を断念したという。12 7

4 1 3400それから約 年後、近畿財務局は同学園に 億
万円でこの国有地を売却したとみられている。こうした
経緯について、一時は取得を望んだ学校法人の担当者は
取材に「違和感がある」と話している。

＜近畿財務局が森友学園に売却した大阪府豊中市の国有
地（ 平方メートル）をめぐる経緯＞8770
・ 年 月 豊中市が東隣の国有地 平方メート2010 3 9492
ルを約 億 万円で購入14 2300

、・ 年 月ごろ 平方メートルの国有地について11 7 8770
別の学校法人が 億円前後の価格を財務局に提示。価格7
交渉が折り合わず、同法人は約 年後に取得を断念1
・ 年 ～ 月 財務局が 平方メートルの国有地13 6 9 8770
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の取得希望者を公募。森友学園が小学校用地として取得
を要望
・ 年 月 財務局と森友学園との間で売買契約が成16 6
立
・ 月 豊中市議の情報公開請求に対し、財務局が売却9
額の非公表決定
・ 年 月 朝日新聞の情報公開請求に対しても非公17 1
表決定
・ 月 私立小学校が開校予定4

（３）朝日の続報

18朝日新聞の報道はその後も怒涛のごとくに続く。
日までの見出しを追ってみると、

月 日＜「地下ごみ撤去に 億円」 豊中の国有地2 11 8
売却額 億円と公表＞1.3

＜「撤去費 億円 別法人見積もり＞2.5
月 日＜学園「ごみ撤去、約 億円」 国算出と 億2 14 1 7

「 、 」円差か 豊中の国有地／財務局 規模決定 学園の判断
＜国有地の売却 民進説明要求 財務・文科省に＞
月 日＜ごみ撤去費根拠 財務省など説明 国有地売2 15

却問題＞
月 日＜国有地売却問題弁護士らが疑問 現地を視察2 16

＞
月 日＜ごみ撤去「確認せず」 国有地売却問題 国2 17

が説明＞
月 日＜首相「売却 関係あれば辞める」 豊中の国2 18

有地 国会答弁＞

＜幼稚園「教育勅語の朗唱」＞
・・・・・・

（４）毎日新聞

朝日の報道は 月 日にはじまったが、毎日新聞も2 9
負けじとばかりにその 日後から掲載を開始する。ただ2
し以下の記事はどれも扱いが小さいが。
月 日＜国有地売却額 億円 豊中市議提訴 近畿財2 11 1.3

務局公表＞

毎日新聞 からWeb
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月 日＜国有地売買価格「国が示した額」 豊中・法2 14
人理事長＞

月 日＜「ごみの撤去費地下 メートルまで」 豊2 15 10
中国有地で国交省＞

月 日＜払下げで首相「関与なら辞任」 大阪の国有2 18
地＞

＜ に憎悪表現 森友学園が謝罪＞HP

（５）読売と産経の報道

ところが不思議なことに、読売新聞と産経新聞は森友
10学園問題を当初 取り上げなかった 朝日の初出から、 。

日ほども遅く、読売と産経はまるで示し合わせたがごと
く、 月 日になってやっと報道した。それもともに2 18
東京版のみである。問題の舞台は大阪の豊中であるにも
かかわらず。

東京版のため、関西人が読めなかった読売の 日付18
。 。第 報を電子版でみてみよう なお第 報は 月 日1 2 2 24

月 日 読売新聞＜国有地売却に首相関与否定＞（政2 18
治面）

安倍首相は 日の衆院予算委員会で、大阪府豊中市17
内の国有地が学校法人「 に小学校の建設予定森友学園」
地として売却されたことに関連し 「妻が名誉校長にな、
っているのは承知している。私や妻が（売却に）関係し
ていたとなれば、首相も国会議員も辞める」と述べた。

「 、（ ）小学校に通う子どもたちもいるのだから 質問は
慎重にやってもらいたい」とも語った。民進党の福島伸

享氏の質問への答弁。

月 日 読売新聞＜国有地 億円引き 波紋 大阪学校2 24 8
「 」 「 」法人に売却／国 ごみ撤去費分 野党側 疑念深まる

＞
＜安倍首相夫人を「名誉校長」と紹介 開校予定の小

学校＞
＜「森友学園」に感謝状 稲田氏取り消し検討＞

産経は読売と同日の 日東京版が初報である。電子18
版でみてみる。

月 日＜国有地売却、差額に波紋 億円→ 億円2 18 9.5 1.3
大阪・豊中、小学校建設＞

月に開校する小学校の建設用地として学校法人が取4
得した大阪府豊中市の国有地をめぐり、売却額やその公
表過程が議論を呼んでいる。土地の評価額約 億 千万9 5
円に対して最終的な価格が 億 万円まで下がった1 3400
ことや、国有地にもかかわらず売却額が最近まで非開示
となっていたことが理由だ。国側は大量のごみの撤去・
処分費が 億円超に上ると算定し、その分を差し引いた8
と妥当性を強調している。

今回の取引は、新規開校する小学校の名誉校長に安倍
晋三首相の妻、昭恵さんが就くとされたことでも注目を
集めている。

売却されたのは豊中市野田町の約 平方メートル8770
の国有地。財務省近畿財務局が平成 年に売却先を公25
募し、大阪市淀川区で幼稚園を経営する学校法人「森友
学園」が名乗りを上げた。
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同学園はすぐに購入資金を準備できず、 年 月に27 5
土地を借り受ける契約を結んで工事に着手。しかし地中
に、木くずなどのごみが想定以上に埋まっていることが
明らかになった。国に撤去を依頼すれば開校に間に合わ
ないとして、学園は昨年 月に随意契約で取得した。6

当初は売却額を非開示としたため、豊中市議が開示を
求めて今月 日大阪地裁に提訴。その 日後、学園側が8 2
開示に同意して近畿財務局が公表した。

一連の係緯について取材に応じた同学園の籠池泰典理
事長は「財務局から公表してもいいかと問い合わせがあ
った際、原則公開していると知らなかった」と説明。公
開に転じた理由を「不当に安く取得したと誤解を受ける
恐れがあると判断した」と話した。

産経は続いて 日後に第 報を掲載したが、この記事5 2
には苦笑してしまう。

月 日 産経新聞＜民進 公聴会サボる／大阪の国有2 23
地売却問題 辻元・玉木氏 現地視察＞

民進党の辻元清美、玉木雄一郎両衆議院議員が 日21
に開かれた衆院予算委員会の中央公聴会を“無断欠席”
していた。公明党の赤羽一嘉理事は「いかがなものか。
公聴会は大事で、国会を軽視している」と批判し、浜田
靖一委員長も「指摘は重い」と述べた。辻元、玉木両氏
は中央公聴会の開催中、大阪府豊中市の国有地が学校法
人「森友学園」に売却された問題の「追求チーム」メン
バーとして現地を視察していた （中略）自民党国対幹。

「 『 』 、部は いつも 審議不十分 と与党を批判しているのに
政権批判のための出張を優先するのは矛盾している」と
話している。

2＜「森友学園」に感謝状 稲田氏取り消し検討＞（
月 日）と読売が報じた。昨年 月に、防衛省は森友24 10
学園理事長に「防衛大臣感謝状」を贈った。理由は「同
学園が運営する幼稚園の園児が自衛隊艦船の入港にあわ
せて演奏を行うなど『隊員の士気高揚に寄与した 」』

産経は 月 日に興味深い記事を掲載している 「稲3 1 。
田氏が森友学園に感謝状」を要約で紹介しよう。

稲田氏は、海上幕僚幹部の推薦に基づき感謝状を贈っ
たことを認めたが、続く言葉で「なお、平成 年 月21 10
にも呉地方総監から（森友学園に）感謝状が贈呈されて
います 。旧民主党の鳩山由紀夫政権時代にも感謝状が」
贈られていたことを明かした。東京地検出身で「国会の
鬼検事」の異名をとる小川敏夫氏（民進党、感謝状問題
で稲田氏を追求 も さすがにバツが悪かったのか オ） 、 、「
ホン…。少し話題を変えますが…」と話をそらすほかな
かった。

（６）最後に

森友学園をめぐる報道を初期の 月末までに区切って2
みてみた。問題はあまりにも複雑で、さまざまの要素が
からんでいる。 月以降の推移まで考慮していると、そ3
のためにおそらく問題の本質が見えなくなってしまうの
ではないか。

しかし、忘れてはならない初動は、木村真豊中市議の
執拗な追求である。彼の執念がなければ、この事件は表
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ざたにならなかったのではないだろうか。感謝状は、木
村氏にこそ贈られるべきだろう。

そして、木村市議は市民にも、マスコミ各社に対して
も、早い段階から森友学園への用地売却が不明朗である
と訴えていた。その提起に対して、朝日新聞のみが動い
た。 月 日に木村氏が裁判に訴えたのが引き金になっ2 8
た。マスコミ全社はこのあたりの事情を把握していたの
に、朝日以外は一社も動かなかった。市民オンブズマン
の木村真氏と朝日新聞が、その後の大きな世論をつくっ
た。

、 、 。昨日のこと 月 日だが 大阪で一日を過ごした3 12
旧知の新聞社 たちとの街歩きと音楽会と食事と歓談OB
の時間であった。その場では当然、森友学園のことが話
題になったが、結論のひとつは「忖度」そんたくであろ
うという意見。

官僚も政治家も、マスコミ各社の社員たちも、自分の
損得勘定だけで動く傾向がどうも強い。自らの得失が最
も大切であり、出世を第一に考え、上司や権力者の意向
を先取りし迎合する。そのような傾向が、近ごろいちだ
んと顕著になっているという見方である。

それからもうひとつ、財務省と総理に対する大きな疑
惑がある。二年前の 月、安倍総理の不明瞭な三日間を9
みてみよう。

月 日、当時の理財局長の迫田英典氏（現国税庁長9 3
官）が首相官邸で総理に面会した。彼は同郷者で、山口
県立山口高校の出身。

、 。9 4月 日 安倍首相は国会審議を欠席して大阪を訪問
読売テレビのワイドショー「ミヤネヤ」に出演のため。

また近畿財務局では森友学園の用地問題を討議、あるい
は指示したのではないかとみられる。

月 日、安倍昭恵夫人が森友学園塚本幼稚園で講演9 5
し、瑞穂の國記念小學院の名誉校長に就任した。

。 、さて真理はどこにあるのだろうか 木村真氏のように
解明のためあきらめずに追求し続けていくべきではない
か。それが最大の教訓と思えてならない。
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Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女
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渡辺 幸重 (わたなべ ゆきしげ)
、 。 、1951 年 鹿児島県屋久島生まれ 新聞記者

予備校・塾講師、教育コンサルタント、編集
プロダクション経営、大学教員などを経て、

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

北 博文（きたひろぶみ）
神戸生まれ現在、兵庫県小野市在住。神戸市外国語大
学卒業。

http://tefteff.com/index.html建築士、フォトグラファー。

はないみほ
エッセイスト。看護師を経、代替医療な

どに関わる。東日本大震災では、宮城県女
川町で保育者、子どものケアー活動。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）」 ）

ジュ・ミョンス（ ・ ）Dyu Men Su
４８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。７６年、イルク
ーツク 芸術大学卒業、８９年、ロIrkutsk
シア画家同盟会員、１３年、ロシア画家同
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。２０

、 。１４年 ロシア連邦功労画家称号を受ける

（ ）中川 眞須良 なかがわ ますら
年兵庫県淡路島生まれ。モノ1945

クロ写真を続けて 年。ますます45
その深みにはまりもがく日々を過
ごす。

(イ イエE-SIK LEE
シク)

年、サハリン州マ1949
カロフ区域で生まれ。

年から、韓国語新1989
聞セコリョの写真記者
を務め、 年からは1991
「サハリン韓人」をテ
ーマに活動中。

井上脩身 （いのうえ お
さみ）
1944 70年、大阪府生まれ。
年、毎日新聞社入社、鳥取
支局、奈良支局、大阪本社
社会部。徳島支局長、
文化事業部長を経て、財団

。法人毎日書道会関西支部長
２０１０年、同会退職。現
在 編集長Lapiz

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

）中務 敦行（なかつかさあつゆき
４３年 大阪生まれ ６５年 同志社大卒業 〃
読売新聞大阪本社入社、写真部勤務、新聞カメラマ
ンとして、あらゆるジャンルの写真を取材 ９８年
読売新聞大阪本社写真部長 ０３年 退職 「健やか
写真クラブ 「奈良市身体障害者写真クラブ・アン」、
グル」などの講師日本風景写真協会監事

南浦 邦仁 （みなみうら くにひと）
年、兵庫県姫路市生まれ。少年時代は農村地帯で50

のほほんと育つ。後に本好きが高じて、 年近く本40
屋に勤務。現在はほぼ隠居生活の日々を送っている。
ブログ「ふろむ京都山麓」を好評（？）連載中。京都

http://blog.goo.ne.jp/0000cdw市在住。

目次と横顔

3



編集長 井上脩身Lapiz

２０１７年という年は、歴
史の教科書に「暗黒の年」と
記録されるかもしれません。
拷問を容認する白人至上主義
者のトランプ氏。アメリカの
大統領に就任するや否や、メ
キシコとの国境に壁を造る大
統領令に署名するなど、徹底
した移民排除政策を推し進め
ています。黒人やヒスパニッ
ク、イスラム教徒たちがすむ
世界を、ブレーキのないブル
ドーザ－で有無をいわさず押

。しつぶそうとしているのです
これまでにも荒っぽい手法の大統領はいました。戦
争をしたがる大統領もいました。しかし、およそ自
制心とは無縁な、むやみにアクセルをいっぱいに踏
み続けるだけの暴走大統領は例がありません。

暴走といえば、福島第一事故は、電源が全て喪失
するというブレーキのない状態に陥って起きたので
した。炉心がメルトダウンした結果、放射能が大気
中にまきちらされたのです。それを事故の７年前、
「熊取六人組」の一人、瀬尾健さんが予想し 『原、
発事故――その時あなたは！』という本で警鐘を鳴
らしていました。私がそのことを知ったのは昨年９
月、岩波書店から刊行された『熊取六人組 原発事
故を斬る』と題する反原発図書によってでした。

「熊取六人組」というのは、大阪府熊取町にある
京都大学原子炉実験所で研究する６人の学者です。
和歌山県日高町での原発計画に反対する地元漁民を

バックアップしたり、四国電力の伊方原発訴訟で住
民側に立って証言するなど、研究者として原発の危
険性を訴え続けて来ました。

かつて「象牙の塔」という言葉が大学を性格づけ
ていました。研究だけに没頭している、一般社会と
は隔絶された世界、という意味です。やがて高度経
済成長の中で「産学共同」が叫ばれるようになり、
経済活動に役立つ学問がもてはやされるようになり
ました。いわゆる「原子力ムラ」はその最たるもの
といえるでしょう。国や電力会社が推し進める原発
の建設、運転などに資する研究が脚光を浴び、研究
者は官僚や企業と結託するようになりました。

六人組は、研究をすればするほど、原発が危険な
存在であることを確信し、象牙の塔から飛び出しま
した。そして、産学共同とは逆に、反産学活動を行
うようになったのです。

大阪を拠点に発行しているミニコミ紙「新聞うず
み火」が２０１４年の８月から１１月にかけて、六
人組の今中哲二、海老澤徹、川野眞治、小林圭二、
小出裕章の５人を講師に招いて講演会を開催。その
講演記録を一冊の本にまとめ、先述の『熊取六人組

原発事故を斬る （写真）として出版したのです。』
講演のトップを切ったのは小林さんでした 「最。

近の原子力政策をめぐって」の題で、安倍晋三首相
がオリンピック誘致のスピーチで、福島第一原発に
ついて「アンダーコントロール」と公言したことを
取り上げました。小林さんは「今もって非常に不安
定で、何が起こるかわからない」と指摘。東電が進
めている凍土壁について「きちんとつくるには金額

巻頭言
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が二桁足りない」などと、その場限りの場当たり対
策を批判しました。

川野さんの題は「アカデミズムの社会的責任を考
えながら 。伊方原発訴訟の取り組みを紹介し 「原」 、
子力ルネッサンス」と呼ばれる原子力礼賛に対し、
「もたらされたのは過酷事故におびえるリスク、累
積する放射性廃棄物への悪夢、核拡散への危険性」
と切って捨てます。しかし、学会の中で、かつての
ように「おかしいことはおかしい」と言える雰囲気
がなくなり、今は官僚的なムードが漂い、自由な雰
囲気がうしなわれつつある、と嘆いています。

「放射能に耐える時代」と題した今中さんは、村全
体が放射能に汚染されて避難指定区域になった福島
県飯舘村の現状を紹介したうえで、次のように述べ
ました 「福島の事故を見て最も驚いたことの一つ。
が、原発に安全責任を持つ人々が、原発は安全と本
当に思いこんでいたことだ。正常な想像力をもって
当たっていれば、ここは津波がくるぞ、きたら大変
なことになるぞと事故に備えていたはず 。原発の」
安全神話は原発のプロまで思考停止状態にさせてい
た、というのです。

小出さんの演題は「福島第一原発事故がもたらし
た社会状況と私たちの生き方 。福島県内に汚染が」
広がったプロセスなどを説明した後、日本が原子力
を進めて来た理由を語りだしました 「わが国の外。
交政策大綱」という名の１９６９年に外務省が出し
た資料に 「当面核兵器は保有しない政策をとるが、、
核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルは常に保
持する」と書かれていることを取り上げ 「核兵器、
を作れるようにしなければならないという理由で原
子力を進めてきた。どんなことがあっても原子力を
あきらめない、というのが日本という国」と小出さ
んは言います。

トリを務めた海老澤さんのテーマは「原発事故の
経過と今後 。福島第一原発の敷地の地下が透水層」
でガラガラの地層であることを取り上げ 「３５メ、
ートルの高台に２５メートル掘り下げて１０メート
ルのところに原発を設置したのが事故の背景」と説
明。今後の事故収束の見通しについて 「被ばくを、
もたらす放射能核はセシウムとプルトニウム２３８
だが、１０年後にはアメリシウム２４１が重大な被
ばく核として登場。５０年後にはこれがメーンにな
る」と予測しています。廃炉作業は容易でない、と
いうことのようです。

六人組の残る１人、瀬尾健さんは９４年にがんで
亡くなりました。原発事故が起きた場合、その規模
がどの程度になるかを推計していた瀬尾さんは、死
の直前にそのデータをまとめて『原発事故――その
時あなたは！』を著したのです。同書には瀬尾さん
が若狭地方の原発が事故を起こしたと想定して書い
たＳＦ的な物語も収録されています 「 汚染された。（
所に）５年間住み続ければ、６０％もの人々がガン
死する 。物語の最後をこう締めくくった瀬尾さん」
の一文は絶筆になりました。それは瀬尾さんの命を
賭しての叫びでした。

福島第一原発事故が起きて間もなく６年になりま
す。その年の４月に小学校に入学した児童は卒業を
迎えます。しかし、原発運転期間を原則４０年に制
限する「４０年ルール」はなし崩し的に形骸化し、
高浜原発１号機、同２号機、美浜原発３号機が２０
年運転延長を認められました。このルールは同事故
後の法改正で導入されたものですが、事故の教訓の
最低限の順守すらされなくなったのです。一体、事
故から何を学んだのでしょう 「人に危害を及ぼす。
ことはしない」というのは小学生でもわかっている
ことです。政府や官僚、電力会社、それに原子力ム
ラの研究者や専門家は小学校も卒業しなかったとい
うしかありません。

巻頭言
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今号では瀬尾さ
んの“遺書“とも
いうべき研究を取
り上げ、原発がも
つ問題点を改めて
考えてみました。

キエフの街で

巻頭言
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今年は酉年、酉＝鳥ではないようですが、とりどりの鳥を集めてみました。

オウム＝色がとりどり、この鳥は赤大きな体に似ず、鋭い飛び方です。
、 。ペリカンのあくび＝口の中に大きな袋 この中に１０～１５リットルの水が入るそうです

、 、 。雀乱舞＝散歩中のショット 田んぼの落穂ひろいに降り 人が近づくとパッと飛び上がる
何を考えてるの？＝じっと飛ばずに人をジロリと眺める・・・。
スイセンは淡路島・灘黒岩水仙郷で、メジロの声を聴きながら撮りました。

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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何を考えてるの？

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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ペリカンのあくび

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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すずめ乱舞

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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スイセン（淡路島・灘黒岩水仙郷）

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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オウムが飛ぶ

LapizStyle 中務敦行が撮る四季
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L piza

なかつかさあつゆき）略歴中務 敦行（

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

新聞カメラマンとして、あらゆるジャン
ルの写真を取材

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

障害者写真クラブ・アングル」などの講師
日本風景写真協会監事

LapizStyle 中務敦行が撮る四季

13



の ランナ－我が町 駅伝
文、写真・井上脩身

１月２日、私は正月恒例の箱根駅伝（東京箱根往復大学駅伝競走）を平塚
中継所近くで観戦した。そこは湘南海岸のすぐそば。大勢のファンが海か
らの冷たい風にさらされながら、関東学生連合を含む２１選手を待ちかま
えている。トップでやってきたのは青山学院大の秋山雄飛選手（写真）だ
った。目の前を走り抜けると 「がんばれ」という声援があちこちから飛ん、
だ。見上げると、取材ヘリがゆっくりとコースの上空を進んでいる。おか
げで先頭がいまどの辺を走っているかがわかる。十数分後、最後尾の選手
が走り去ったとき、ヘリはすっかり小さくなっていた。その向こうに箱根
の山々が冬の日を受けて、くっきりと姿を現している。トップの選手はあ
と３０分もすれば箱根の上りに差し掛かるだろう。と思ったとき、私の脳
裏に９年前の箱根駅伝がよみがえった。

CoverStory わが町の駅伝ランナー
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見るともなく箱根駅
伝のテレビ中継を見て
いた。２００８年の第
８４回大会のことだ。
トップをいく山梨学院
大の選手が大写しされ
た。彼は箱根の坂道を
必死の形相で走ってい
る。やや面長。キリッ
とした顔つきだ。アナ
ウンサーが「先頭を走
るのはまだ１年生の高
瀬」と伝えると 「新、
人とはみえない堂々と
した走り」と解説者が
応じている。

アナウンサーが高瀬
選手のプロフィールを
紹介した。

「兵庫県猪名川町の出身。彼の家の周りは山ばかり。だ
から山上りに強くなったと高瀬は話している」

。 。えっ？ 一瞬耳を疑った 猪名川町は私の住む町である
人口３万２０００人の山あいの町から駅伝ランナーが生
まれていたのだ。
「高瀬頑張れ 。私はテレビに食い入った。彼の名前が」
「無量」だと知った。感慨無量の無量である。
すぐ後ろから早稲田大、駒沢大の有力選手が迫ってき

ている 「走れ無量 「抜かれるな無量 。私は声を出し。 」 」
て応援した。だが力の差は歴然としていた。それでもこ
の２選手に抜かれただけで、高瀬選手は３位で芦ノ湖の

高瀬選手

ゴールにフィニッシュ。区間６位で箱根デビューを飾っ
た。
１週間くらいたったころ、人づてに高瀬選手が私の家

の４０メートル先の高瀬さんの息子さんだと聞いた。町
内の県立高校の先生である高瀬さんはこの１０年くらい
前に家を新築して越してきた。高瀬さん宅は私の家と回
覧板が同じグループだ。自治会の役員をしたとき、会費
の集金などで何度かお宅を訪ねている。子どもが３人い
て、その当時、一番上の男の子はまだ小学生だった。そ

。 、の子が高瀬選手である 市立尼崎高校で陸上をしている
とは聞いていたが、有望ランナーとは知らなかった。
高瀬さん宅は高低差５０メートルくらいの坂道のほぼ

中間にある。だが高瀬選手が走っているところを見たこ
とはない 「周りは山」というのは本当だが、それがゆ。
えに「山上りに強くなった」というのは疑わしい。おそ
らく取材者が誘導して「山の神」の候補にふさわしいえ
を引き出したのだろう。
翌年から箱根駅伝のテレビ観戦が私の正月恒例行事に

なった。高瀬選手は２、３年生でも箱根の上りを任され
た。私の声援にもぐんと力こぶが入ったのはいうまでも
ない 「１年のときよりいい成績を」と、序盤からとば。
し過ぎたのだろう。期待通りの結果を出せずじまいだっ
た。
４年生になって、高瀬選手は福岡国際マラソンに参加

した。ロンドンオリンピック選考レースを兼ねていた。
彼は２０キロまで先頭集団に入っていた。我が町からオ
リンピック選手が生まれれば 「猪名川町は阪神間の盲、
腸」とバカにされなくなるだろう 「阪神間」は西宮、。

CoverStory わが町の駅伝ランナー
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芦屋、宝塚など文化的な６つの市と農村が多い猪名川町
で構成されている 「なんで猪名川まで阪神間なんや」。
と、私は友人たちからからかわれているのだ。
「無量、ロンドンに行け」
私は手を握って声援した。だが、海に近い平坦なコース
が合わなかったのだろうか。後半失速し、ロンドンは夢
に終わった。
その１、２年後、自治会が行う地域の清掃に、高瀬選

手のお母さんが加わっていた。たまたま道端に落葉を二
人で掃いていたとき、
「無量君はどうしていますか」と尋ねると、

。「 」お母さんはほほ笑みながら答えた 日清食品にいます
ラーメン屋に入ってどないするねん、と私は内心思っ

た。お母さんは少しがっかりした顔になった。
日清食品グループが実業団駅伝の強豪チームと知った

高瀬無量選手

のはいつだっただろう。毎年１月１日に群馬県で繰り広
げられるニューイヤー駅伝（全日本実業団対抗駅伝競走
大会 。高瀬選手は注目ランナーの一人として、実況中）
継のテレビで取り上げられるほどの実力者になった。現
在は同チームのキャプテンを務める。
今年の元旦、高瀬選手は７つある区間のアンカーだっ

た。７位でたすきを受けた。時折、テレビカメラが彼を
とらえる。上州の山並みを背に、長めの髪を逆立てて力
走している。１人を抜いて６位でゴールインしたとき、

、 。 。一瞬 目が輝いたように見えた 区間３位の快走だった
高瀬無量選手はやはり山が似合っていた。

箱根駅伝を直接自分の目で見てみよう、と思ったのは
前日のニューイヤー駅伝で、テレビを通してとはいえ高
瀬選手に会えたからだ。大学生のラストの選手が遠ざか
り、私は海岸に下りた。波打ち際を歩いていると、取材
ヘリが箱根の山上に向かっているのが見えた。高瀬選手
が箱根の上りを走ったとき、頭上にはヘリが浮かんでい
たはずだ。トップを行く選手だけの特権なのだ。箱根を

、 。上る高瀬選手を直接 目の前で応援すべきでなかったか
寄せる波をよけていると、強い後悔の念にかられた。

CoverStory わが町の駅伝ランナー
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片山通夫写真集

かつての日露国境の島・サハリン（樺太）に住
むコリアンの取材で15年間通った写真家が自然や
人びとの暮らしをおりにふれて撮りためた素顔の
サハリン。さりげないアプローチでとらえた被写
体にユーモラスな文章をそえて。

Ａ５判モノクロ ページ 税別１８００円152
0ISBN978-4-903619-75-

目次

長い長い冬
そして短い夏
人と暮らし
北 へ
サハリンの韓人たち

「サハリン逍遥」によせて バイチャゼ・スヴェトラナ

本書の一ページ

サハリン逍遥 表紙

PRのページ　「サハリン逍遥」
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はないみほ文・写真

国家が崩壊している。国会が死んでいる。国
家権力が横暴すぎる。司法はその役割を放棄し
た。

。シビリアンコントロールと言う言葉も死んだ
国民を守るはずの憲法は政権の勝手な解釈でい

。「 」 「 」いように捻じ曲げられている 戦闘 を 衝突
と言い換えてまで。

まるで戦前に「敗走」を「転戦」とゴマかし
たように。

そしてマスコミは死んだ。

この稿・ 編集部Lapiz

opinion でたらめだらけの国家
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沖縄の基地反対運動は過激派の運動な
のか？

月 日深夜に放送した大阪 が本気で1 29 MBS
検証した番組『沖縄 さまよう木霊～基地反対
運動の素顔〜』を見た。ＴＯＫ Ｏ Ｍ のY X
「ニュース女子」の番組の問題はネット等で知
っていたが、この動画を見て、改めて真実は歪
められ、嘘を本当に作り替える人材が存在する

のだと理解した。沖縄での抗議活動をしている
人たちは、雇われて抗議デモしている人たちだ
という。この事の検証をするにあたり、二人の
検証者が顔を出し実名でインタビューに答え
た。その一人は、雇われた人の抗議活動だと断
言し、抗議行動をしている人が救急車まで止め
て抗議を行なうことは異常極まりないという。
嘘を当たり前に顔を出して言う行橋市議会 議
員小坪しんや氏。小坪氏は、その後他国（アメ
リカ軍基地）の領地に入って抗議行動するなん
ておかしい。これは日本だから出来る事。これ
からは、こういう違反は法で裁かれるだろうと
恫喝までしている。なんとも沖縄の実体を知る
事もなく、時の政権に追従し、さらにその行為
を捏造してまで持ち上げる議員とはなんだろ
う。この問題にハッキリ違うと私は言える。そ
れは、事実この問題となっている高江に二度足
を運び、同じく高江の住民と一緒に抗議行動を

そこで出くわす人と話しをすれしたからである。
ば、皆自分たちの思いで来ているし、実費だ。他に
高江に寄付を持ってきてくださったシニア夫婦もい
た。沖縄の人もいっぱいいた。ここに活動家が寄付
を貰って寄り集まってるというのは何処を見て言う
のだろうか 「沖縄の基地問題を金で」と言う言葉。
で終わらせることは、無責任極まりない。

拘束された山城博治さん ２０１６年９月２３日撮影

opinion でたらめだらけの国家
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Y東京新聞の論説副主幹・長谷川幸洋氏がＴＯＫ
Ｏ Ｍ の「ニュース女子」で検証もしないでデX
マを流した事から、本土において沖縄の実体を捏造
される事態になった。長谷川氏に対して謝罪を求め
るため 「沖縄への偏見を煽る放送を許さない市民、
有志」が２０１７年２月９日、衆議院会館で記者会
見をした。この行為は確かに正しい。しかし、この
抗議が、論説副主幹・長谷川氏の責任を追及するだ
けに停まらず、今唯一の頑張る新聞である中日・東
京新聞の崩壊を招くような行為に持ってかれないよ

Y Xうにしたい 抗議は 長谷川氏とＴＯＫ Ｏ Ｍ。 、
への抗議に限定するべきである。そうしないと、朝
日新聞が叩かれ、骨抜きになったように頑張るマス
メディアが自然消滅させられてしまう恐れがある。
これについては、読売、サンケイ等の新聞がいくら
捏造記事を書いても学者や市民有志が立ち上がる事
もなく素通りされる現状を見ると明らかである。こ
の点において、集団意識が何処の位置で動いている
のかが大きな問題となるゆえに、叩かれる矛先が何
処かを良く見極める必要がある。

沖縄について

今私は沖縄を知る作業をしている。様々な本を読
み、沖縄を歩く。まだまだ途上の私だが、その途上
の最中で感じる事は、沖縄の問題は、たいへん根深
い。基地は沖縄の人の意向でもなく強制的に作られ

た。その被害もあらゆる所にある。あげくに沖縄の
人が本土の人間をヤマトンチューは！と罵倒する空
気まで作るのは、それだけ沖縄の実体を本土の人間
が知らなさすぎるのである。ただ沖縄を知れば知る
ほど複雑で、沖縄県の中にもいろいろあって島の問
題、本土でも北南中央と違う。あくまでも、権力に
つぶされていく弱い物いじめの構造の果てに、出来
上がるものとも言える。

沖縄は、薩摩に利用され、明治政府に琉球処分さ

沖縄県国頭郡国頭村の海

opinion でたらめだらけの国家
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れ、昭和天皇とその内閣は、戦争時沖縄を捨て石に
した。その後アメリカに支配され、収容場に県民８
０％が入れられ、出てきた時には自宅、田畑は基地
になっていた。生活基盤を戦争当時からつぶされ破
壊され、翻弄された人たちである。それに明治から
差別された沖縄。沖縄の歴史を見れば、人権とはな
んなのか・・・そう考える気持ちがわき上がる。こ
ういう事を知らなさすぎるのは、やはり教育の問題
であろう。

私は社会が好きだった。歴史が好きだった。でも
本当に沖縄を知らない。戦後史を知らなさすぎる。
それを教科書で理解し、テストに出る範疇の勉強な
ど自己満足であった。なにも役に立たない産物だっ
た。沖縄戦さえ語らない社会の先生がいた。先生の
せいにしてはいけないとよく言われるが、いい点と
れていて、その義務教育と高校教育の中で同じよう
な事しか学ばなかったら、自分が歴史にもっと好奇
心をもって動かない限り無理である。ましてや理系
にその後目指せばいつ知る機会があるのか。これ、
意図的だ！６０年安保反対闘争時代から７０年安保
反対闘争時代を生きた先輩方は、日米安全保障条約
の意図するものが何であるか、理解していたであろ

、 、 、うし 沖縄が戦後アメリカに占領され 何が起こり
ベトナム戦争時何が起こったかを知っている。しか
しその後の産学協同を遂行した時代以降、教育は劣

、 。化し 現代史はほとんど無に近い人材が育成された
沖縄はアメリカの戦争の度に要となる。日常が戦闘

態勢の中に引きずり込まれている。この現状からど
うやって脱する事が出来るのだろう。日米安保保障
条約や地位協定で利を得るのは、権力をもつ者とそ
れに追従するゼネコンだけである。沖縄はいつ開放
されるのであろうか。この問題は、本土全体の教育
体制に問題があり、その教育体制含め、大人たちの
一人一人の心根に大きく反映されるのある。

天皇の責任と沖縄

政治評論家の森田実氏のインタビューを見た。戦
後日本はいつ独立したのだ。まったく出来ていなか
ったと。戦後沖縄は占領されたまま。日本本土にも
多数の基地をアメリカに提供した。アメリカに与え
続けた日本であると。戦争時最高責任者であった天
皇は、敗戦後戦争責任を問われる事無く、戦後天皇
は象徴になった。しかしだ、象徴は効力がなくなる
訳でなくあがめられ続け、別格の存在に居続ける。
しゃべらぬ象徴となってしまった。太平洋戦争の捨

/4て石になった沖縄。死者２２万人以上、県民の１
が亡くなった。その沖縄に昭和天皇は一度も行って
いない。皇太子が行った時には火炎瓶が投げ込まれ
た。私は天皇を拝まない。人を拝む対象にしない。
だからもし私が沖縄戦の犠牲者だったら、戦争責任
の謝罪を求めたい。

戦争責任者が本当に裁かれたのだろうか？本当の
、 、戦争責任者は雲隠れして アメリカの笠の中に隠れ

互いが利用しあいしている権力構造に負の根は存在
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する。沖縄の人が翻弄され続ける日常をクリアーに
するには、その負の根を土から掘り起こすことであ
る。

死んだマスメディア

２０１７年１月１６日、インターネットニュースに
上がっている記事に驚く 「内閣支持率６７％に上。
昇、 世論調査。安倍内閣を支持する人は先月JNN
から６ポイント増えて６７％になり２０１３年１１

月以来の高い水準となった事が の世論調査でJNN
わかりました」とある。国民がどちらにむいている
か、それさえもトリックだろうと思ってしまう。ち
ょうど三宅洋平氏が参議院選に出馬しての街頭演説
でいっていたこと、山本太郎氏が言っていたことと
同じ事がおこっているのだろう。選ばれた人への電
話聞き取り調査。それもいまや本当に反映された声
だろうか。それを がニュースとして流す。日TBS
本のメディアはほとんどが権力に支配されている。

１月１２日の朝日新聞の一面を見て、もう朝日も
終わっているのだと確信した。新聞記者のプロパガ
ンダ。視覚をうまく使う。どの写真を選び、どうい
う風に一面を構成するか。アレッポの記事と、大き
な写真。老夫婦が崩れた町の中を呆然と歩く写真。
その下には英雄のごとくオバマ氏の写真がアレッポ
の写真を見上げている。作られた視覚。アレッポの
記事には、アサド政権に支配されているアレッポ西
部と書き出しがある。その下のオバマ大統領の記事
には「多様性、未来へ」と大変いいイメージの見出
しがあり、オバマ大統領の最後の演説が書かれてい
る。オバマケアを遂行した救世主となり、チェンジ
を掲げ、アメリカ国民を救ったと言っている記事。
さらに「天声人語」には、オバマ氏の事を良い大統
領と言っている。もう、朝日新聞の存在はあの当時
に逆戻りである。

そっと中の記事もそうなのか？と中記事を開い
た。池田了氏の記事。オピニオンで書いている。朝

１月１２日朝日新聞朝刊一面
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日も頑張っている人もいるのかと思いきや、この紙
面の構成も意図的である。最初に豊橋技術科学大学
の大西隆氏の記事が先にあり、その後ろに名古屋大
学名誉教授の池内了氏の記事。その下に大きく○×
がついてる。大西氏に○。池内了氏に×が大きくつ
いている。この記事は軍事研究への記事であるが、
この視覚的操作は如何せん。いろんな意図がちりば
めている大本営だ。

次の日の新聞記事にはなんと、トランプ大統領の
暴言の記事で一面が始まる。オバマ氏を良い人に仕

立て、トランプ氏を悪魔のように言う。トランプ氏
はヒトラーのごとくにかき立てる。しかしオバマ氏

、 、 、はいい人か？戦争を続け 拡大し 移民を受け入れ
グローバル企業の言われるままの政治をしただけで
はないか。沖縄にオスプレイヘリパット建設が強行
されたのも、辺野古基地の問題も、京丹後のレーダ
ー基地の問題も、 も、佐賀、岩国基地にオスプTPP
レイを配備したのもオバマ政権である。アーミテー
ジレポートだってオバマ政権下で動いた事だ。オバ
マ氏も安倍氏も共にグローバル企業に使われている
政治家である。金で政治を買い、破壊と虐奪を繰り
返す。アメリカも日本も同じである。そんなこと、
まだわからない人がいるのだろうか・・・不思議で

。 。しかたない そんなこんなで朝日新聞の罪は大きい
読売、サンケイ、日経はもともとどっちよりとも言

。 、 。わずもがな 安倍政権 アメリカの言いなりである

朝日新聞は戦時中、朝日のマークでおなじみの旭
日旗をはためかせながら、日本国民を政治の嘘にひ
たらせながら、他国へ侵略戦争を行わせていた。皆

、 。同じ方向につれていき 国民を戦犯に仕立て上げた
国民みんなが戦犯にならされたゆえに、戦争の反省
をもせず、黙り、自分の行為を飲み込み、時には正
当化してこの７１年やってきた。洗脳とは怖いもの
である。その張本人、先兵のマスコミ・朝日は、戦
後アメリカの方針に追従し、日本がすべて戦争責任
者だと言いながらリベラル風潮を作っていった。

朝日新聞記者の故・むのたけじさんは朝日を退職

１月１２日朝日新聞オピニオン記事
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し、ひとり本当のジャーナリストとして東北で声を
上げ続け、最後まで安倍政権は危ない！と訴えた。
我が家はずっと朝日新聞だった。読みやすかった。
天声人語は母が切りとり大事に溜めよ！と言ったぐ
らいだ。子どもの頃活字が嫌いだった私は、唯一天
声人語のみを読み続けた。

、 、東日本大震災後 テレビを信じきっていた自分が
実際見た震災と映像の違いに違和感を抱き、徹底し
て新聞を読みあさり、真実を探した。意図的に福島
が閉じられるゆえ、福島の情報をいっぱい探した。
朝日のプロメテウスの罠は画期的だった。ジャーナ
リストたちに、プロメテウスは頑張っているよ。新
聞社も頑張っているんだよって聞いていたので、そ
れを信じ、朝日を応援した。しかし、朝日への慰安
婦問題や原発の内部告発についていろんな圧力が来
て、朝日の社長は安倍氏に取り込まれたようだ。そ
の後、朝日の崩れよう。朝日新聞の罪は読売、サン
ケイ以上に重いと私は思う。それは朝日を信じる人
たちが多数いる中でその人たちを裏切り、またその
人たちを大きく誘導する役目を担う形になるからで
ある。

オバマ氏は、黒人という外見や演説のやり方、吐
。 、 。き出す言葉は善である しかし 言葉と裏腹な政治

実体。安倍氏はそれをまったく真似ているだけに過
ぎない。さらにオバマ氏が去った後は、徹底的に国
民の血税をアメリカに捧げる外交を行う。そんな安
倍氏と安倍氏に追従するマスコミが作る社会に我々

は閉じ込められてしまっている。

国家神道体制に移行させる政府

大阪府豊中市の国有地が 「学校法今国会等で 、
人森友学園」に払い下げられていた事が問題と
なっている。この問題は、安倍夫人が理事を務
める塚本幼稚園の教育体制と、幼稚園に継ぎ小
学校まで作り、その小学校を建設する場所を破
格の値段で誘致した問題である。完全に権力に
よる国の私物化である。この問題はもっとマス
メディアが追求しなければならない問題である
が、いっこうに新聞各社は取り上げず、 イiwj(
ンディペンデント・ウェブ・ジャーナル だけが)
頑張っている。マスメディアが正気を取り戻し
てくれなくては、市民はあの頃のように騙し舟
に乗せられてしまうではないか。

さらに問題は、この塚本幼稚園は、園児に教
、 、育勅語を暗唱させ 神社で旭日旗をはためかせ

時には軍歌を歌わせる教育体制。生まれて間も
ない子供達が、大人の思惑で教育され行く先は
何処であろうか。純粋無垢な子供達を、軍国国
家の申し子にする子育てとは何であろうか。教
育体制が下村文部大臣以降どんどん全体主義的
な教育へと移行され、個人を省き全体のひとり
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。として教育されている
さらに全体から省かれ
た子どもは教育の医療
化により、心療内科へ
紹介され、薬を服用す
る実体を市民はどれだ
け理解しているだろう
か。国家神道へ連れ行
くきな臭い匂いが強く

。なっている事に気づく

そこで国家神道の実
体を自民党のいう神武
天皇説に委ねずに本当
のルーツを知る事が必
要であろう で 島。 、「Iwj

根大学教授・井上寛司氏の柳田邦男氏のドグマ
柳田邦男とについて」という動画を見つけた。

言えば民俗学の大変リベラルな人と言うか、いい人
のイメージのある方だと理解していた。しかし、柳
田氏は、明治政府において、農政の官僚であり、朝
鮮支配化の時に日本の政府の大事な役職に就いてい
た。そしてそのような国の中枢にいた時期は１９４
４年までおよぶ。戦後柳田氏は、民俗学者として存
在し、国家神道的意識は縄文時代より変わりなく日
本人の遺伝子の中に続いていると言っている。

井上教授は、今ここにある神道は政治的に作られ

た政治的支配構造であり、それは古事記編成からは
じまり、いろんな力に影響を受けながら変容し、い
いように付け足され存在したのだという。明治に体
制化された国家神道は、日清日露の戦争を通して宗
教から教育、そして強制的支配構造に膨れ上がった
ものだったのだと。戦時中の国家神道は第三次国家
神道といい、ファシズム国家のためにつくす国家神
道になりあがり、日本に原爆が投下させられても仕
方ないと言う概念にまで持っていってしまったのか
もしれない。

不穏な日本の空気を感じつつ、今だから今までの
歴史をほんとうにそうなのか？と思い正す意識を持
ち、プロパガンダの波を避けていこう！売れる、話
題性など、何処からくるのか、また大衆を誘導する
動きが何処に矛先を向けているのか、すべて権力構
造のなせる技である。

「 」 、今巷で話題の映画 この世界の片隅に に大衆は
感動したと声を上げる。しかしアニメによる淡々と
過ぎ去る戦争の描写は、本当の戦争の実体をぼかし
つつ、あの頃の全体主義的構造に落とし込む。あれ
が実写であったなら、ピカも空襲も、爆弾で手が吹
き飛んでも、笑えないであろうに。怖い感情を取り
除いて我が身を守れるか！が私の今の本音である。

井上寛司著
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山梨良平（年金生活者）

昨今の安倍首相の
言動、特に国会での
答弁の有様が、ネッ
ト上で揶揄されてい
ると聞いた。中でも
「アベ過ぎる」と言
う言葉が広まってい
ると聞く。それを初
めて耳にした時、い
ったい何のことなの
かといぶかったもの
だ。

自民党ＨＰから
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気になったので調べてみた。あくまでインターネット上での調
査で確かなことはわからない。しかし、ネット上で広まっている
ことなので、まずは外れていないだろうという前提で。

「アベすぎる」 意味は、 ・馬鹿すぎる ・他人の話が聞けない ・聞かれた
ことに答えない ごまかす 某難関有名女子高でのはやり言葉とのことらし&
い 》。

https://twitter.com/MoscowPayapaya/status/686903760061247488/photo/1⇒

《安倍首相はどんな質問にもまともに答えた事は無い。難関有名女子高では
「アベ過ぎる」という言葉が流行っていて、意味は「馬鹿すぎる、他人の話が
聞けない、聞かれたことに答えない ごまかす」だと言う 》& 。

https://matome.naver.jp/odai/2145273707296343001⇒

上に書いたように「アベ過ぎる」と言う言葉は、決して
若い高校生の間では、良い意味には使われていない。つま
り、馬鹿にされているといえる。安倍首相は切れれば「国
会議員を辞める」だの「首相を辞める」だのと、国会で喚

:く。また問題のすり替えでまともに答弁しない。これでは
有名女子高で流行っているとい議論にも何もならない。

う 《馬鹿すぎる ・他人の話が聞けない ・聞かれたこ、
とに答えない ごまかす》そのままだ。&

女子高生に揶揄される首相なのだ。
L pizホント、政治家っていい商売。 a

Opinion  アベ過ぎる
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breath of CITY
写真 北博文

めぐりめく変化する都市光景を一期一会として感じるままに

ファンインダーのフルフレームで切り撮っています。

人間が利便性を探求して作り上げた都市が今や独自に生きる術を

得たかのように朝・昼・晩と表情を変えながら人の心を揺さぶり

その反応を眺めているかの様な虚実的な都市の空気感を撮らえて

行きたいと思っています。

breath of CITY
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本誌 のbreath of CITY
作家北博文氏の写真展のお知らせ

ぜひ生のプリントをお楽しみください。

PR　北博文写真展
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河
内
素
麺

写真・文 片山通夫

取材手帖　河内素麺　主基の糸
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大阪府下、枚方市の東
部に津田と言う地区があ
る。この津田地区が津田
村と呼ばれていた江戸時
代（天和年間・ 年1681
頃）に山下政右衛門と言
う人物が大和三輪から製
麺技術を持ち帰ったのが
元とされ、その子孫・政
（ ） 、太 まさた が明治初め

原料となる小麦をひく水
車を立て、同業者の組合

、 、を設立し 品質を高めて
素麺の発展に尽くした。

津田駅近くには政太JR
の功績を讃える石碑が立
っている。

生産農家は昭和初期に
70は津田・穂谷地区で

軒～ 軒あったが、戦80
後は専業農家の減少とと
もに後継者が徐々に少な
くなり、平成 年には24
最後の１軒が廃業し絶滅
の危機に陥った。

取材手帖　河内素麺　主基の糸
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素麺は冬に作られる。そ
して夏に食される。なぜ冬
に作られるかと言うと、寒
風に晒すという素麺にとっ
て重要な過程を経なけれ
ば、おいしい素麺はできな
いからだ。ここに江戸時代
からの伝統と言うものが存
在する。

昨今は効率や大量生産な
どの観点から 「寒風に晒、
す」と言うような手間なこ
とはしない。それはコメの
生産にも当てはまる。以前
は「天日干し」が当たり前
だった米も「乾燥機」とい
う文明の機械で一気に乾燥
させる。

風情も何もあったものじ
ゃないと思うのは筆者だけ
ではあるまい。とまれ、藤
井さんもそのように考えら
れたのか昔ながらの「門干
し」で素麺を乾燥させてお
られる。

藤井春乃さん
藤井繁雄さん

取材手帖　河内素麺　主基の糸
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「 、このように言うと なんだ
簡単じゃないか」と思われる
、 。が なかなかそうはゆかない

藤井さんは早朝から奥さんの
春乃さんとそれこそ「阿吽の
呼吸」で、時間をかけてビー
ル瓶位の太さの麺の生地を伸
ばすという作業を始められ
る。無論その前には小麦粉に
塩水を加えた生地作りから始
まる。塩加減はその日の温度
や湿度に合わせるというが、
これは感で覚えるしかない。

いやその前にもっと重要な
問題がある。翌日の天気・気
候だ 奥さんの春乃さんは 主。 「
人が翌日の天気を考えて・・

門・」と言っておられたが 「、
」をするということは、干し

天候に左右されるということ
は当たり前。

註；門干し 天日干し=

生地を撚って順次細くする

麺を伸ばす

取材手帖　河内素麺　主基の糸
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筆者が撮影に行った時も、雪がちらちら待っ
ていたので、外では干せなかって、写真的に
はちょっとと言う感じだった。無論、撮り直
しに行ったがこれは余談。

藤井さんはこの地方に江戸時代から伝わる
河内素麺の伝統の灯が消えそうなのを見て、
一念発起、 歳の時に当時もう数少ない生産29
者に弟子入りし、 年間修業したという。9

修業には教科書なんかあるはずはない。習
。 、うより慣れろの気持ちだったという とまれ

河内素麺の伝統は藤井繁雄・春乃さん夫妻に
よって守られている。

あの門干しという風物詩とともに・・・。

この辺りは北河内と呼ばれていた。そして河内木綿が盛んに織られていた。河内木綿は糸は太くMEMO
地質が厚かったことから、のれんや幟(のぼり)、はっぴ、浴衣(ゆかた)地、ふとん地、足袋(たび)表、
酒袋などに重宝されたと言われている 。江戸初期から農家の副業として綿を栽培し、手織りだった。。
天保年間（ ～ ）の河内国の織出し高は 万反以上に達したともいわれている。また同時に綿1830 44 200
の種子を原料とした綿実油が生産されたことは想像に難くない。この綿実油が素麺の生産に欠かせない
油となった。だからなのか、綿花の栽培地であるこの地方で素麺の生産も起こったと思われる。

大正年間には「瑞穂の糸 「交野の糸 「河内の糸 「御狩の糸」そして「主基の糸」と言う名前」、 」、 」、
で商標登録されたようだが、今のところ筆者には確認できていない。
藤井さん夫婦が作る河内素麺・主基の糸はそんな意味でも「幻の素麺」なのだ。

一晩寝かせた素麺を干す春乃さん

取材手帖　河内素麺　主基の糸
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絶対的倫「
理は限りなく
形を求め、思
いは凶器とな
る」

白石阿光の不条理ストーリー
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古めか しいものの一応国の文化財に指定されて
いる会館の一室では 、今日もモラルマモル研究所
の「第 161015回早朝倫理の会」が開かれていた。

「みなさん！ おはようございます！」
「おはよーございます !!」

40名 ほ ど の 参 加 者 の 声 が 部 屋 に 響 き 、 早 朝
の 、 澄 み き っ た と は 言 え な い 都 心 の 空 気 を 震 わ せ
た。
「 本 日 は 、 モ ラ ル マ モ ル 地 域 リ ー ダ ー の 渡辺 が 皆
さま方の先導役を務めさせていただきます」
「 それでは最初にモラルマモル憲章を唱和します 。
本日は第9条になります」

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

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声を揃
える。
「 愛 と真 心を も っ て家 庭と組織の 正義と秩序を 守
ります」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

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

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

参加者が唱和する。
「我が身を律し 、社会の模範となるよう活動します 」

間をおいてリーダーの発表が始まった。

「 先 日 、 私 の 会 社 で 社員 が 倒 れ ま し た 。 救 急車 で
病院に運ばれ、事なきを得ましたが 、日頃から糖尿
病の気があったようです 。私は社員に “気を入れて
働かないと怪我をするし 、病気にもなる ”とカツを入
れてきました。調べてみると 、社員はタイムカードを
押 したあ とも残業を して いたのです 。遅 く まで仕事
をしていることは見ていてわかっていたのですが 、た
だ頑張って くれている と し か思 っていませんで した 。
カツを入れるだけではダメだ 、実態を正確に把握し
ないといけない 、社員の声を聞こうと朝礼を始めま
した 。交代で社員に3分間スピーチをさせ 、 そのあ
と 私が 絶 対倫 理の 立場か ら 講 評を し て い ま す 。 社
員たちも明るくなったように思います 」

**********☆☆☆************☆☆☆******

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

（お 、ずいぶん気安いな。馴染みになってんだな）
彼は 独 身だ か ら 気楽 な も の であ る 。 ど こ で も 女

の子に声をかける。
「麗子 ちょうだい」
（何それ？ 麗子さんをください、ってか。 ）
「お前 何にする？」
「コーヒー」
「じゃあそれ」

テーブルにはアイスコーヒーとホッ ト コーヒーが
運ばれてきた。

白石阿光の不条理ストーリー
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麗 子が “ 冷 コ ” だ と わか っ たのは 、 帰 り の新幹線
の中でだった。

**********************☆☆☆**********☆

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

「本日は 、大学卒業後大手証券会社に勤められ 、
定年退職後は プロの大道芸人と し て活躍なさ っ て
い る 風 流大 道芸家 元 、 黒 原 赤 治兵 衛先生 にお 話
をうかがいます。題して 『 この道一筋どこまでも 』で
す。では、黒原先生、よろし くお願いいたします」

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

会 社に あ っ て も 自己 実現活 動を 怠り な く 。 純粋
な魂をいかに保つか、様々な妨害があろうとも精神
をピュアに貫き通すことです。

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

私は金儲けの片棒を担ぐことに生き甲斐を感じ
ていま した 。が 、ある とき 、広い屋敷を持っている独
り暮ら しのお爺さんが外国債への投資で大損を出
し 、先祖に対 し て申 し訳ない 、一族の恥だと首をつ
って自殺したのです。

私はげんのうで頭を殴られたようなシ ョックを受
け ま し た 。 そ れ から 人の幸 せは 何かを 考え ま し た 。
若い自分には深くはわかりませんでしたが 、少な くと
も金と関係なく人が笑顔になることを考え、大道芸
に 行 き 着 き ま し た 。 そ れ か ら 仕 事を ち ゃ ん とや っ て
いるふりをしながら稽古に励みました。

皆さ ま は そ う い う 私がなぜ 、 定年まで会社を 辞
めないですんだか、不思議でしょう。面白いもので、
私の大道芸を好きになり 、応援して くださるお客様
が 増 え た の で す 。 芸 は 身 を 助 く ― ― 多 く の 人 が 弟
子になり 、客になり 、大道芸と営業が両立、逆に成
績が伸びたのです。支店長に、支社長に、 という話
もありま したが全部断りま した 。それでは大道芸が
できなくなってしまうからです。

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

さ あ 、定年に な っ て 「 お金ば か りが人生じゃあな
い 」 ということを 、今度は本当に大道に出て訴えよ
う と し た とき 、 バブルは 弾け 、 世間の人は 貧乏にな
っていました 。でも私はすでに人生で大事なものが
何かをわかっていましたから 、大道で、そしてお座敷
で 大道 芸 を 披 露 し 、 教 え 、 貧乏で ある 方が 人 間の
本質がわか り 、人生を真に楽 しむこ とができる とい
うことを訴えてきました。貧乏万歳！ です。

白石阿光の不条理ストーリー
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皆 さ ま も 会社 が倒産 す るこ と を 恐れ ず 、 貧乏 に
なっても続けられる一芸を磨くことをお薦めします。

********************************☆☆☆*

ある日の大手新聞の朝刊に全面広告が掲載さ
れ、刺激的な表現が踊った。

「私たちは違法な報道を見逃しません」
「 私たちの“知る権利”どこへ？」

ある民放テ レビの報道番組で 、 メ イ ンキャスター
が国会で採決直前の法案に対して 「 メデ ィア と し て
廃案に向けて声をず っ と挙げ続けてい く べき だ 」 と
発言したことがあった。そのことが 、 「政治的に公平
で あ る こ と 」 「 報 道 は 事 実 を ま げ な い で す る こ と 」
「意見が対立 し ている問題につ いては 、でき るだけ
多 くの角度から論点を 明らかにする こ と 」 と いう 放
送法の規定への「重大な違反行為」に当たるとして
名指しで抗議する意見広告だった。

そ の 法 案 は 、 推 進 派 は 国 を 守 る と し 、 反 対 派 は
国民を戦争に巻き込むとして激 し く対立するもので
あったこともあり 、反対派から言論弾圧だとの批判
も 上が っ た 。 そ の 後 、 と大き な議論に は なら なか っ
たが 、 テ レ ビの 報道 番組 では 政府 に批判的 なキ ャ
スターやコメンテーターの降板が相次ぎ、テ レビ画
面か ら は デ モや 市民集会のニ ュース が 減り 、 自由
闊達な議論が消えて行った。

意 見 広 告 の 広 告 主 は 「 放 送 法 遵 守 を 求 め る 視
聴者の会」 。呼びかけ人には作曲家や作家、学者、

評論家 、元 キ ャス タ ー 、 団体役 員ら が名を 連ねて
いた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「すみません。この近くにマクド 、ありません？」
「何？」
「マクド 」
「だから何？」
「だからマクドですよ。マクドナルド！」
「マクドナルドやったらマックやろ、マック！」
「 え っ 、でもご当地ではマク ドだとお聞き しま したが
……」
「古いな、ここではみなマックやで」
「え～、でも……」
「昔はそう言うたかも しれへん 。けど 、今はそうなん
や。グローバル化で世界標準に揃えたんやろ」
「でも 、 うちの地域では 、ご当地の出身者が運動し
て ほと んどの人が マク ド と言 ってます 。我が国の伝
統と し て 、一 音ずつ は っ き り と発音するのが正当だ
と」
「いまごろ何寝ぼけたこと言うてんねん 。そんなこと
言うてるさかい国がおかしうなるんや。マクド言うて
るからハンバーガーが売れへん 、言われて 、全地球
国 ・地域間経済連携協定の投資家対国家紛争解
決 条 項 (ISD)で 外 国 の 企 業 か ら 訴 え ら れ て 何 億
円 も 賠 償 金 と ら れ る ん や で 。 も っ と 金 銭 感 覚 を 鍛
えんかい、このボケ」
「ハイ 」

白石阿光の不条理ストーリー
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▽○○▽△□◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇☆◇▽○
○▽△□◇☆☆◇☆◇☆◇☆◇□△▽○○▽

「最近テレビが面白くなくなったね」
「うん 、政府広報みたいだ」
「 国 会 も 子 ど も の 口 げ ん か み た い で 、 政 策 の 中 身
がさっぱりわからん」
「いつの間にか年金が減っていたり 、原発事故の処
理費が何兆円にもなったり。どこで決まってるんだ」
「 原 発 も 市 場 移 転 も 金 ば っ か り か け て 何 の 役 に も
立ってないよ」
「 100円だった レ タ スが 400円にもな ってるのにな
んで議論しないんだ」
「テ レビも何にも言わないもんな」
「庶民ジャーナリズムはどこに行った！」

「 そ う言えば 、テ レ ビで歯に衣着せぬ言い方を し て
いた学者の顔、見なくなったね」
「現場重視のスタッフたちがどんどん閑職に飛ばさ
れてるらしい」
「 こ の前 、 公共放送の ト ッ プが 、勝手なこ とを書い
たり言ったりした奴は、そういうことができない部署
に回すって言ったらしいよ 」
「なんでそれが問題にならないのかな」
「政府もマスコミも倫理観がないんだよ」
「俺たちだ っ て 朝早 く か ら倫 理の勉強を し ているの
に」
「実はそのことだが 、干されたことがあるジャーナリ
ストに聞いたんだけどね」
「なあに？」

「うちの本部から金が出ているという話があるんだ」
「よ くわからん。何のことだ」
「 ほら 、 ち ょ っ と前に 、国民の知る権利を奪っている
テ レビキャスターはけしからん 、という新聞広告があ
ったろう 」
「うん 」
「新聞2紙の広告費が4000万円とも6000万円
とも噂されてるんだけど 、そのお金の出所がうちの
本部だと言うんだ」
「嘘だろう？！ だってうちは絶対倫理を掲げてる
んだよ。倫理的でない政府やテレビを応援するわけ
ないよ 」
「 いや 、 そ れが怪 しいんだ 。幹部が呼びかけ人にな
っている」
「どういうつながりなんだ」
「 倫理 活動のそ も そ もは 新宗教団体から 始ま った
って知ってる？」
「なんとなく 」
「 何 回か 分裂 騒ぎも あ っ たけ ど 、 社会秩 序の確立
や家庭教育の復権などを主張するリーダーたちは
つながっているらしい」
「なんで倫理活動に関係あるの？」
「憲法に倫理を守ろう 、道徳心を持とう 、 と書きた
いんだ」
「 なんで倫理観のない人たちがそんなこ とをするん
だ」
「洗脳すると統治しやすいということさ 」
「 俺 た ち の 倫 理 は 指 図 さ れ て や る も の で は な い ん
だ。勝手な真似をされてたまるか」
「そうだ。俺たちはほんとの倫理を守ろう」
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◎ 「モ ラルマモル研究所 」の会費は 個人会員で年
6千円 、法人会員だと年 12万円である 。個人会員
は約20万人、法人会員は約6万社なので、年間の
会費収入はざっと 84億円になる 。さらに賛助会員
などは 会費が高 く 、 寄付や出版 ・ イ ベ ン ト 収入など
もあるので、 １年間に膨大な収入が入ることになる。
モラルマモル研究所は公益社団法人である 。会費
に税金はかからず 、寄付した人はその分、所得控除
される。

☆☆☆********☆☆☆**********☆☆☆****

「 理事長 、この 1ヶ月間急激に会員数が減っていま
す！」
「減 る時だ って あ るだ ろう 。今は 、週刊誌に陰の改
憲スポンサーだという記事が出ないようにするのに
精一杯なんだ」
「 それがすでに会員の間にその噂が広まっているよ
うなんです」
「なんでだ」
「裏切った幹部がいるようです 」
「すぐに除名しろ 」
「 しました！」
「どうなった」
「 モラルツラヌク研究所を作って分派活動をしてい
ます」
「偉い先生方に頼んですぐに潰せ」
「 そ れど こ ろ では ないん です 。 う ちの会員が 、 上意
下達の組織はおかしい 、個人の良心が絶対倫理活
動の原点であ り 、大きい組織は必要ないから会費

は払わないと言い出しました」
「そいつらの活動を禁止し、全員除名だ」
「 そ う す る と 、 早 朝 倫 理 の 会 と 早 朝 掃 除 の 会 の 主
催がモラルツラヌク研究所になっちゃうんです」
「 ち ゃ ん と 洗 脳 し な か っ た の か 。 リ ー ダ ー た ち も 全
員クビだ」
「 リーダーたちが個人主義になり 、 “芸は身を助く ”
運動にうつつをぬかしていたようです」
「 だ か ら言わんこ っ ちゃない 。 あれほど日常活動が
大事だと言ってきたのに」
「非日常の闘いより日常の平和が勝った 、 というこ
とでしょうか」
「お前まで何を言う！」

〇〇〇☆★★☆☆☆☆☆☆☆◇□□△△□◇
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇□□△△△〇〇

道をきれいにすると心が美し くなります。
街をきれいにすると社会が美し くなります。

今朝も歩道の落ち葉を掃き集め 、並木の間のプ
ラ ン タ ーの 花に 水 を や る 集団 が 生 き 生 き と 動 いて
います。

隣の 公 民館 で は 「 絶対 倫 理 ・ 朝の お勤 め 」 が 開
かれています。

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

リーダーが大声で読む。続いて参加者が声を揃
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える。
「 愛 と真 心を も っ て家 庭と社会の 正義と秩序を 育
てます」

続いてリーダーが読む。
「私たちは、前項の目的を達成するために」

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

リーダーが読む。
「私たちは、絶対倫理を広めるために」

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

********************************☆☆☆*

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

告が掲載された新聞社の政治部だった。
彼 の物の 言い方は 、 問 題は 指摘す るも の の 「原

発 事 故 の 処 理 や 補 償 に 多 額 な 費 用 が か か り ま す
が 、今後政府がどのように東電と国民の負担のバ
ランスをとるかでしょうね 」 とか 「二酸化炭素削減の
ためには 原発再稼働が 必要だ し 、 原発を 動かさ な
いと石炭火力発電に頼らなければならない。ジ レ ン
マですね 」などというものだった 。キャスターが 「そ
れで国民が納得するでしょうか 」と突っ込んでも「納
得するよ うな説明が必要で し ょ うね 」 と言うだけだ

った。
そ の番組名は 「真理のニ ュース 」 と い った 。 その

前は 「真実のニュース 」 、意見広告が出た頃は 「事
実のニュース」だった。

ま も な く 番 組 改 編 の 時 期 が 訪 れ る が 、 キ ャ ス タ
ーがまた代わり 、番組名も 「倫理のニュース 」 にな
るという噂が流れていた。

☆☆****☆☆☆*****☆☆☆******☆ ******

「最近、国体教団総本部長官がモラルツラヌク研
究所の会員になったらしいな」

「 え ー 、 ま た上か ら 改憲署名やら なん やら 、 な んや
かんや言ってくるんじゃないの」
「 いや 、 あ く までも個人参加なので 、組織的活動は
しないらしい。早朝ラジオ体操担当と聞いた」
「 なんだ って！ ラジオ体操担当と言えば 、影の帝
王だぜ 。な んせ毎日流れる公共放送のサ ブリ ミ ナ
ル電波を仕切ってるんだから」
「これは噂のレベルだが 、我が国の最高指導者も入
会したらしい」
「 フ ァース ト レデ ィは創設メ ンバーだって聞いてたけ
ど旦那も入ったのか 。モラルツラヌク研究所はどう
なるんだ」
「 い い じ ゃ な い か 。 我 々 は 社 会 を 明 る く し 、 心 を 平
安に保とうと純粋な気持ちで運動してきたんだ 。そ
のおかげで 、みんな昔のように中流意識を持てるよ
うになった。みんな満足してるよ」
「だけど俺は家も土地も、車さえ持っていない」
「いいじゃないか。我々は中流意識という永遠の平
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安を得たんだから」

☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ジャーナリズムはどんどん道徳心を取り込み 、倫理
規程 も 義務化 さ れ た 。 ま も な く 、 憲法 に基 本的 人
権および社会権と し て 、倫理観を持つ権利と倫理
観を持たせる権利が規定されるはずだ。

☆
こ の世の中は上から下まで人が蠢き 、想いが交

錯 し 、何かが動いている 。 し か し 、 この世の中のこと
を上から下までわか っ ている人はどこにいるのだろ
う。

も し い る と し た ら 、 そ れ は 超 越 自 律 人 工 知 能 運
転システムUSAAIMSだけだ。
（ と 、 USAA IMSが 呟 い た 。 同 時 に 「 バ グ ッ ち ゃ っ
た 」 というかすかな声が流れた 。だが 、それはUSA
AIMSの気の精であったろう ） 。
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悪魔は私の心の中で呟く。
「現実と理想は両⽴しない。理想を実現しよ
うとすると、必ず犠牲が出る。それをごまか
すのを偽善というのだ」
天使は私の⽿元で反論する。

「現実だけでは幸せは⼿にできない。理想を
実現しようとする⼒こそが現実を変えるので
す。理想が遠い存在だからといって諦めたら
終わりです」
悪魔が言う。

「理想を求めようが求めまいが、結果がよく
なろうが悪くなろうが、すべてこの世にある
ものは現実だ。理想を掲げれば掲げるほど現
実から遠くなり、生活ができなくなる。人間
は欲望の⼒が⼤きいので理想を求めることな
どできないのだよ」
天使も言う。

「現実の中にすでに理想は存在しています。
希望や夢、前を向く⼒、助け合う⼒、すべて
理想から出発しているのです」
悪魔も言う。

「それらはすべて単なるご都合さ。人間はき
れい事が好きだからね。だが、食えなきゃ人
は人を助けないし、生きられなけりゃ希望も
夢もないのさ」
「人の存在はすべて善ですから、あなたが言
う現実がたとえ醜いものに⾒えても結局は善
につながるのです。その証拠に戦場でも助け
合いは存在しています」
「戦場では殺し合いをしているぜ」

「戦いで紛争は解決しないので戦いが続いて
いるのです。戦いをやめれば戦いはなくなり
ます」
「でも紛争や憎しみ合いはなくならないだろ
う。結局それが現実なのだ」
「でも戦いをやめなければ紛争や憎しみ合い
はなくならないのです」
「憎しみも愛も人間の性だから、何をしても
なくならないさ」
「どっちが理想かを確信できれば現実も変わ
ります」
「愛や信頼は裏切りによって簡単に崩れる。
理想は現実に簡単にひっくり返される。理想
はもろく、現実は強固だ」
「理想はもろく⾒えても消えません」
悪魔が言った。

「いくら⾔っても、できもしない理想を掲げ
ると必要以上の犠牲が出るんだ」
天使も言った。

「それは偽善だからです」
「偽物でない善を⾒たいもんだぜ」
「 ．．．」 。私も⾒たい ――天使はしゃがみ込んだ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆☆□☆☆☆
☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆

中学校で校内暴⼒が吹き荒れた時代でした。
県庁所在地にあるその中学校では毎朝のよ

うに何かが起きていました。先生が登校する
と、窓ガラスが割られていたり、廊下に水が
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撒かれていたりしていました。

そのすぐ近くに塾がありました。私が友人
と共同経営する学習塾です。
塾を始めようとしたときには理想に燃えて

いました。ただ勉強を詰め込むだけの学習塾
にはしない、勉強が好きになる子を育てるん
だ、登校拒否の子も受け入れよう、学習障害
の子にも対応しよう、人間的なつながりの中
で教育をやるのであれば自分たちも人間的で
なければならぬ、雇用被雇用の関係ではなく、
理想を共有しよう、働く時間に⽐例した報酬
を得るのではなく、必要な人には必要なだけ、
すなわち⼦供の教育にお⾦が必要だったり、
家族が病気している人は多く、そうでない人
は少なくもらう、⼈間共同体としての理想を
めざそう――。

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

その塾では恐れたとおり、荒れた学校の空
気がそのまま持ち込まれた。学習塾に勉強し
に来ているはずの子供たちは、親の期待に反
して勉強しようとはしなかった。７、８人ま
ではよかったが、１クラス10人を超え15人く
らいになると “ 問題児 ” が２、３人混じり、統
制が効かない。プリントをやらないのは序の
口、無駄話を続けて講師の声が聞こえなくな
る 「先⽣、数学をやって将来なんの役に⽴つ、

んですか」とわざと質問する、あげくの果て
は席を離れてぶらぶらする者まで現れた。最
初の頃はやさしく答えていたものの、真面目
な⼦の冷たい視線を感じてキレた。うるさい
⼦供たちに向かって怒鳴り付けた 「静かにし。
ろ︕ 。最初は効いた。だが、すぐに騒がしく」
なる。席を決め、ときに席を変えたりもした。
塾が終わってから授業を妨害する子と個人的
に話し込んだりもした。大人しく話を聞き、
わかったと言って帰るものの、次の授業では
また騒ぐ、ということを繰り返した。
一 緒 に 働 く 友 人 は 、 授 業 の は じ め に 「 黙

想︕」と号令、１分間ほど⽬を閉じさせ、静
かにさせていた。私は、それが管理教育に⾒
え、校内暴⼒の背景と重なって導⼊できなか
った。

ある⽇、中学１年⽣のクラスで背の⾼い男
の子がブラブラと教室内を歩き始めた。注意
をしても効かず、私はカーッとなって子供の
胸ぐらをつかんだ 「座れ︕ 。⼦供はぎょっ。 」
としたようだったが、私の手を振り払おうと
した。私は⼒を⼊れ直しぎゅっと握り返すと、
二人の体がくるくる回って、外に飛び出した。
私は我に返って⼿を離した。
「こんな塾なんかやめてやる」
「ああ、やめろ︕」
子供は帰り、授業が再開された。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

少しでも塾を明るくしよう、自分たちは何
があってもあなたたちを⾒捨てないという姿
勢をわかってもらいたいと、生徒を迎え入れ、
⾒送るときに努めて明るく挨拶を続けました。

。“愛の一声運動”と自分に言い聞かせたのです

あるとき中⼀の⼥⼦⽣徒が 「さよなら」と、
声を振り絞って⾒送る私の前を通りすぎる⼀
瞬 「死ね︕」と⾔って帰って⾏きました。氷、
のような冷たい⽬が私の脳裏に焼きつきまし
た。
その⽇、どうしても家路につけない私は家

庭訪問をすることにしました。すでに夜も更
。けて時刻は午後11時に差し掛かっていました

「どうして気にすんの。みんな普通に言っ
てるよ」――⼥⼦⽣徒は不思議そうな顔をし
て私に答えました。

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

「康弘くん、田中くんと一緒に帰るんじゃな
かったの」
「うん」
「親友じゃなかったっけ」
「ううん」
「なんかあったの︖」

「別に」

つい最近まで田中くんと肩を組んで歩いて
いた康弘くんは、いじめられないために群れ
の中に⼊っていただけだった。⼒関係が変わ
ったのだろう。今では挨拶さえしない。心ま
ではつながっていなかったのだ。いや、心が
つながるような関係ではなかったのだ。肩は

。 。組んでも心は別々 みんな寂しい“仲間たち”

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆☆□☆☆
☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆☆◇☆☆☆☆

この国では、1970年代の終わりごろから校
内暴⼒が社会問題化した。

校内暴⼒とは、学校内で発⽣した対教師・⽣
徒間・対⼈への暴⼒や器物損壊を合わせた暴
⼒⾏為である。1983年には全国の中学校10,3
14校の 13.3％にあたる 1,373校で 3,547件の
事件が教育委員会によって報告された。
校内暴⼒は、80年代後半には終息に向かい、

1986年以降は⽐較的安定的に推移したとされ
る。代わって学級崩壊やいじめが急増し、子
ども同⼠の殺⼈事件や家族を⼿にかける凶暴
事件も社会問題化してきた。しかし、校内暴
⼒の問題が解決したわけではない。実際にバ
ブル崩壊後の平成5年辺りから急激な増加傾向
を⽰すようになり、2000年度には約3万 5000
件という数値になった。問題は積み重ねられ、
多様化し、複雑化しているのだ。校内暴⼒が
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沈静化したのは、管理教育が徹底したからと
言われている。体育の教師が前面に押し出さ
れ、⽣徒への暴⼒が増えたという話もある。
いじめがクローズアップされたのは矛盾が生
徒の内面に押し込められたという側面を忘れ
てはならない。
一方では統計の取り方の問題もある。社会問
題は意識されたとたんに数値化されるが、そ
れ以前から厳然として存在しており、さらに
基準の設定によって数字はいくらでも変わる。
したがって、数字の動きだけで社旗問題を論
じてはならない。実際、校内暴⼒事件の件数
の数え⽅は、1996年度以前と1997年度以降、
2007年度以前と 2008年度以降で変わってお
り、単純に数値を比較することはできない。1
997年に決められた認定基準では、⽂部省が暴
⼒⾏為を類型化し、認定基準を細かく設定し
た。対教師暴⼒では 「教師の胸ぐらをつかん、
だ 「教師めがけて椅子を投げつけた 「教師」 」
に故意に怪我を負わせた」などの具体例を⽰
し、⼦どもたちの⾏動の背景が抜けたままで
校内暴⼒のイメージを⽅向付けた。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

あの時代は⾝も⼼もズタズタでした。若さ
だけで走り回っていたようなものです。でも
理想は捨てるまい、⽬の前に⾃分たちを必要
とする⼦や親がいる、学校や地域で孤⽴して

いる人もいる、一人でも感謝してくれる人が
いる限りがんばろう、という思いでした。
塾で気になる子がいたら深夜でも家庭訪問

をしました。親と一緒のせいか、ほとんどの
子は家で話をすると普通のいい子なんです。
「塾ではどうしてもああなっちゃう」――し
みじみ話をしてくれます。心がつながったと
思って帰るのですが、しかし、次の授業では
やはり同じように授業で騒ぎます。学校での
人間関係から格好をつけてしまうと言うので
す。
学校ではらせない鬱憤を塾で発散していた

子もいただろうと思います。どの子も自分を
コントロールできないでいました 「この子た。
ちは愛情に飢えている。抱きしめてくれる大
人がいない」ということに気がつきましたが、
私自身はどうすればいいのか、わからないま
まで毎日が過ぎていきました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1980年ころ、あるヨットスクールで、⼦供
たちの死亡や海での⾏⽅不明が相次ぐという
事件が発⽣した。指導者が教育を理由に加え
た体罰で子どもたちが死んだり、ヨットから
海に突き⾶ばして⾏⽅不明にさせたりしたと
いうのだ。暴⼒性のある⼦や精神障害のある
子に、自然の厳しさ、スポーツの喜びを体験
させることで⾃らの⾏動を律することを⾝に
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付けさせるというものだったが、校⻑やコー
チらが傷害致死の疑いで逮捕され、⾏き過ぎ
た指導だと非難された。悲惨な事件ではあっ
たが、同調する人もいた。その人たちは必ず
しもスパルタ教育論者だけではなかった。⼿
に負えない子どもを持った親や指導する教員
は疲れはてていた。どこにも光が⾒えない状
況に追い込まれた人の中には、スポーツの教
育⼒に頼りたい⼈もおり、⼼のどこかで強い
⼒に頼りたいという “本⾳ ” に近い感情を抱い
ても不思議ではなかった。実際、 23年後に刑
務所から出てきた校⻑は、これからもヨット
スクールをやり続けると宣言した。それだけ
の社会需要があったのかもしれない。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「考え方は一つじゃあないんだよ 「模範解」
答と違うやり方でも本当に間違いとわかるま
でやってごらん。それで解けることもあるよ」
――数学の授業では、子供たちが陥る考えの
すべてについて解説し、別解があることを教
えようとしました。回り道でも自分の考えで
いいときもある、ということをわかってほし
かったのです。でも、子供たちは嫌がりまし
た 「先生、学校で教えるやり方だけでいいで。
す 「試験で書く答えを教えてください 「い」 」
ろいろ言われてもわかりません」――子供た
ちは模範解答だけを欲しがりました。問題の

数だけ答えを覚えようとするのです。それは
完成することのない、無限の努⼒を要する道
です。
予備校で、⼤学受験⽣に物理の別解を教え

るときにも同じようなことがありました。学
校で詰め込み教育を受けている子どもたちに
とっては当たり前と言えば当たり前のことな
のかもしれません。

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

できない子供には塾の授業のあとも残して
教えました。できない子たちは、どこかの時
点で勉強につまずき、学校の授業に⾏いてい
けなくなったのです。そこまでさかのぼって
教えようとしました。模範解答を覚えられず、
自分は頭が悪いと思っている子に、数学は覚
えるのではなく、やり方が分かれば全部でき
るようになるんだよ、とさとし、ないか、納
得しないと次に進めない子に、諦めないでも
う少し考えよう、こう考えたらどうなる︖
と励まし、あの手この手を使いました。多く
の子は面倒くさがりました。でも、やってみ
るか、と考え始めた子がある日突然
「わかった︕」と声を弾ませたときには、あ
あ、これが教育の醍醐味だと思ったものでし
た。それが続かないのも現実で、辛抱、辛抱
と己に言い聞かせながらでしたが、こちらが
必死で教えようとしている気持ちはわかって
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もらえたと思います。もしかしたら、こんな
に一生懸命やってくれるのだから付き合って
あげようと思っていたかもしれません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

できない⼦や乱暴な⼦もよく⾯倒を⾒てく
れるというので、そういう子は残り、親から
も感謝されることもあったが、問題児がいる
塾には⾏きたくないというので、成績のいい
子やおとなしい子は塾をやめていき、塾の経
営はどんどん悪くなった。逆に負担は増えて
いった。

その塾の生徒数が減り、赤字経営が常態化
するなかで、僕は自分で教えるかたわら他の
仕事にも精を出した。予備校の講師、編集者、
フリーライター。受験雑誌への原稿料やラジ
オパーソナリティ出演料などは仲間の講師料
として消えた。
そんなとき、若い講師が⾔った 「あんたは。

経営者だろ︕ 。塾の経営状況もざっくばらん」
に伝え、意⾒を聞こうとしたときだった。

そのとき、私の中で何かが弾け、何かが崩れ
落ちた。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

悪魔が破⽚を拾った 「ほうら⾔わんこっち。
ゃない。お前の偽善のせいでどれだけ犠牲者
が出たかわかりゃしない」
天使が破片を受け取った 「あとで繕ってお。

きます」

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

友人は経営の建て直しについて真剣に考え
ていた。
当時の高校入試に対する中学校の指導は、

⺠間が主催し、県内のほとんどの中学校が採
用する全県共通模試の成績と内申点（調査書
の成績）で受験高校を決めるというものだっ
た。学習塾はその全県共通模試でいい成績を
とらせることが大きな目標になっていた。
そのシーズンに入って間もない頃、友人が

すでに模試を実施した学校から問題を入手し
たという話を聞いた。確かめると、これから
模試を実施する学校の生徒に問題を教えると
⾔う。当然のことながら議論が始まった 「⽣。
徒にいい成績を取らせていい高校を受けさせ
たい 「他の塾もやってる」に対して「実⼒以」
上にいい成績を取って、受けたい高校を受験
しても落ちたら何にもならない 「不正をやっ」
てると⾔われたら塾の評判は落ちる」と主張
した。しかし、友人は譲らない 「中学校は成。
績をたてに必要以上に安全な⾼校を⾏けさせ
ようとする。仮に実⼒以上にいい成績を取っ
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ても本来受けられるレベルの高校を受けられ
るようになるだけだ」と反論した。
結果として、友人がどうしたかはわからな

い。そのままの問題を解説したのか、類似問
題を作ってやらせたのか、問題と同じ分野の
知識を解説したのか、あるいは何にもしなか
ったか。
いずれにしても、私と仲間の間の認識はど

んどんずれていくように私には思われた。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
英語の授業をお願いしていた在日コリアン

２世の⼥性は、いうことを聞かないばかりか
反抗的な姿勢を⾒せる⼦供たちの前に⽴つ気
を失っていた。私は「いろんな⽴場の講師が
目の前にいるだけで意味があるんだから、が
んばってくれ」と説得した。が 「考える」と、
⾔ってくれた彼⼥の答えは「やはり無理」だ
った。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

順番を間違えると大変です。
トイレでパンツを脱いでからおしっこをして
も
問題はありませんが、
おしっこをしてからパンツを脱ぐと
ボケの始まりと言われます。

子どもの教育でも同じです。
叱ってから抱き締めると情のあるいい子に育
ちますが
抱き締めたあとで怒るとグレます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

変な塾ではあった。お⺟さんたちがグルー
プを作り、日曜日に私を呼んで勉強会を始め
た。襟をつかみ合って塾をやめた子が、塾が
終わる時間帯を⾒計らってふらっと顔を⾒せ
たりもした。塾が終わって深夜営業の八百屋
に寄ると家庭内暴⼒の相談を持ちかけられた
し、塾の対象年齢ではない⼩学⽣の登校拒否
の話も持ち込まれた。

、 、小学生のときに心を開く場があれば と思い
「表現⼒講座」と称して、好きな⽂章を書い
たり、発表したりする授業も開設した。私も
一緒になって作品を発表した。生徒はいつま
でも二人しかいない教室だったが、一人は私
⽴中学に⼊学し、講座が役に⽴ったと親から
感謝されたのはせめてもの救いだった。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

愛は
心に溢れるほど注がれ
常に新しく
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必要十分以上の存在でなければ
人は満足しない
だから、あるやなしや意識しなくてもすむ “空
気”でなければならないのだ

ひとたび流れが途切れればまたたく間に闇が
広がり
心に満ち溢れるまでに
どれほどの時間がかかることか

だが、愛はつきることがないから
必要なときに
必要な人に
必要なだけ
与えられる

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ときどき塾の帰りに寄って子どもたちの話を
していた⼋百屋のお⺟さんに⾔いました。
「塾をやめて外国に⾏くことにしました」
「えー、なんで︖」
「ちょっと考えるところがあって」
「いてよ︕ この街に」
「でも塾をやめるし、いても忙しくて⽴ち寄
ることもできないと思います」
「いいよ、それでも。同じ街に先生がいると
思うだけで安心だから」
ああ、ありがたい、と思いました。自分の存

在を認めてくれる人が一人でもいてくれる。
私は何も言えず、動くことさえできませんで
した。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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編集長 井上脩身Lapiz

情熱歌人の光と影
昨年１１月下旬、東京・練馬区の石神井公園を訪ねた。池袋から電車で約１５分。瀟洒な高級住宅

街に囲まれた静かな公園だ。東西に約７００メートルの細長いボート池でもある石神井池と、直径２
００メートルほどのほぼ円形の三宝寺からなり、今も武蔵野の面影を残す都会のオアシスである。な
かでも湧水池である三宝寺池は水性植物が自生する学術的にも貴重な野鳥の宝庫。国の天然記念物に
指定されている。私は学生時代、この公園から歩いて約１５分のところに下宿していたので何度も三
宝寺池を訪ねた。それから半世紀がたつ。休憩スペースが設けられるなど、整備は幾分進んだが、基
本的には私の学生時代とは変わらない。だが、私は思い出にふけるためだけにここに足を運んだので
はない。与謝野晶子の四女、宇智子が石神井に里子に出された、と知ったからだ。植物採集が好きと
いう宇智子は子どものころ、学校帰りにこの三宝寺池畔を歩いたという。私は、池の周りの枯れかか
ったプラタナスの木々の下を歩きながら、宇智子に思いをはせた。

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘
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文豪が名づけ親の上の子４人

やわ肌のあつき血汐にふれも見で
さびしからずや道を説く君

与謝野晶子がまだ鳳（ほう）晶子だった少女時代に詠
んだ歌である。文学同好会で知り合った河野鉄南への想
いをこめた歌と伝えられているが、この歌そのままに、
やがて師となる与謝野鉄幹に恋いこがれ、１９０１年、

。 、家出同然に堺の実家を飛び出して上京 その年の１０月
二人は結婚する。鉄幹３０歳、晶子２５歳。このころ、
鉄幹は東京・渋谷に 主に歌集を刊行するのを目的に 新、 「
詩社」を設立している。二人の新居はその事務所を兼ね
ていた。翌年１１月、晶子は男の子を授かった。そのお
産は、全身の骨がばらばらになるような激しい痛みを伴
った

その母の骨ことごとく砕かるる呵責の中に
健き子の啼く

、 「 」 。男の子は詩人 上田敏によって 光 と名づけられた
苦しいお産だっただけに 晶子の喜びもひとしおだ 昔、 。「
ながら女は損な役割に廻って此様な命掛の負担を果し乍
ら（中略）釈迦、基督の如き聖人を初め、歴史上の碩学
や英雄を無数に生んだ功績は大したものでは有りません
か」
晶子は『産屋物語』に母となる女のすごさを自分に言い
きかすようにこうしたためた。後に、晶子が「母性偏重
を排す」と語るとは想像できないほどに、心がたかぶっ

ていた。
新詩社では毎月１回、同人が集まって詩歌の合評会が

行われた。この会合に出入りする若手の中に岩手県から
やってきた石川啄木がいた。鉄幹に目をかけられていた
啄木は光の誕生をことほぎ 「星の世の花ぞ振りきて咲、
くべけれそのほゝゑみの曙の園」と祝歌を詠んでいる。
光はこうして新詩社のみんなから祝福されて世に出てき
たのだ。
とはいえ、子育ては今も昔も楽ではない。医師でもあ

る作家、渡辺淳一が鉄幹、晶子の人生模様を描いた『君
も雛罌粟われも雛罌粟 （文藝春秋社）の中で、明治３』
０年代の乳幼児の死亡率は１５％に達していた、とした
うえで「晶子は夜泣きする光を腕にかかえたまま、寝不
足におちいることもしばしばであった」と書く。
新詩社の会合は晶子が出産したころから 「一夜百首、

会」と名づけられ、夜を徹して百首になるまで参加者が
歌を詠んだ。晶子は光をあやしながら、相馬御風ら歌詠
みたちにお茶や食事を出し、自ら歌を詠むという一人三
役をこなさなければならなかった。

晶子が第二子を産んだのは１９０４年７月。薄田泣菫
の命名で「秀（しげる 」と名づけられた 『産屋日記』） 。
によると山川登美子と増田雅子が連れだって誕生祝いに
やってきた。登美子は未婚時代の晶子の恋のライバル。
雅子は晶子と結婚した後も鉄幹が近づこうとした歌人で
ある。二人はこの時、日本女子大生だった。光が、桜の
ころに行われた運動会に母に連れられて同大学に行っ
た、と『晶子と寛の思い出 （思文閣出版）に書いてい』
るように、鉄幹をめぐって互いに複雑な感情を抱きなが
らも、このころは仲のよい歌の友だった。
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朝から二人を待ちつづけた晶子は、午後２時過ぎに現
れたとき「自分は秀にお乳を吞ませていたので慌てて布
団に横たえ、髪だけかき上げて迎えた」という。

子ども二人へのかわいがりようは鉄幹もかなりのもの
だった。１９０５年の「明星」に鉄幹は「吾児よ」とい
う詩を発表 そのなかで 吾児よ 吾児よ 何か啼く 中。 「 、 、 （
） 、 」略 胸さわぎする憂き性の 父にや似ける かんだかに/

とうたった。

１９０７年３月、女の双子が生まれた。長女は「八峰
（やつお 、次女は「七瀬 。森鷗外が女の子の誕生を）」 」
祝って贈った歌「聟きませひとりは山の八峰こえひとり
は川の七瀬わたりて」から名づけられた。晶子は返し歌
を詠んでいる。

とばり帳並（な）めてあらせむ早春の
しら玉といふ椿の少女

白玉のようなつやつやとした肌の子、というのだ。だ
が、双子を育てるのは大変である。上二人のときは産後
１週間もすると普段の仕事に戻れたが、今回は体がだる
くて床から抜け出せない。新生児が乳を求めて交互に泣
くうえ、幼い二人の男の子がまとわりつきゆっくり休め
ない（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 ）のだ。『 』

あざまずやちさき二人の母とよぶ
本意（ほい）とげ人のおとろへやうよ
女の子が生まれたものの、鉄幹は男の子に強い期待を

かけていた。１９０９年に神田・駿河台のニコライ堂に
近い東紅梅町に転居したのは、光と秀が通う暁星小学校
に近かったからでもある。光の『晶子と寛の思い出』に
よると、鉄幹は二人のどちらかを外交官にしたいとの希
望をもっていたと 「何になりたいか」などと聞いてく。
れない 「なれ」だったと光はいう。結局、外交官にな、
ったのは秀である。外交官には向かないと思っていた光
には、鉄幹は鷗外と同じ道を歩ませようとした。後に慶
応の医科に進む。

晶子の妹のさと子は岐阜県大垣の大地主に嫁いでい
た。光はこの叔母の家に秀と二人でひと夏遊んだことが
ある。さと子が八峰や七瀬も呼んで蒲郡に一軒を借り、
自分の子どもと一緒に海水浴をさせてくれたことも光は
よく覚えている （ 晶子と寛の思い出 ）。『 』
こうした４人の子どもがいる家庭に鉄幹が安らぎを覚

えたのはまぎれもない。

光七瀬秀八峰といりまじりわが幼子の
手をつなぐ遊び

あたたかき飯に目刺の魚添えし
親子六人（むたり）の夕がれいかな

いずれも鉄幹の歌である。鉄幹のおだやかな顔が目に
浮かぶ。

子の枕元で創作おとぎ話
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光、秀、八峰、七瀬。この４人がまだ小学校にも上が
らないころ、晶子は枕元でおとぎ話を語って寝かせた。
その場でストーリーをつくるのだ 「添い寝しながらの。
お話しは即興的なものばかり。筋なんて決まってないの
で、直してというと、いくらでも子どもが好むようにし
てくれた」と光は回想する。

やがて、晶子は童話として発表する。与謝野晶子とい
えば誰もが認める天性の情熱歌人である。童話は余り注
目されなかったが、歌人、松平盟子さんは晶子の数々の
童話に焦点を当て、１９９８年 『母の愛――与謝野晶、
子の童話 （婦人画報社）を上梓した。本項では同書を』
参考に、晶子の童話を通して、母として４人の子どもを
どう見ていたかを考察する。

１９０６年に創刊された雑誌『少女世界』に晶子の初
めての童話が掲載されたのは八峰、七瀬が生まれて間も
ない１９０７年 「金魚のお使い」という短編だ。兄太。
郎の赤い金魚、弟二郎の白い金魚、千代ちゃんの斑の金
魚が新宿から甲武線の電車に乗って駿河台までお使いに
いく話。水がないと金魚は動けないので、駅員に水を入
れた金だらいに入れてもらって乗車し目的を果たす、と
いう物語。

この「金魚のお使い」を皮切りに、神様にマッチをす
ってもらって体が光るようになったという「金ちゃん
蛍 、文ちゃんがニコライさんを訪ねる「ニコライと文」
ちゃん」などのゆかいな童話を次々に生み出した。
晶子にとって、童話は素人である。なにがしかの試行

錯誤を繰り返しただろう。その結果 「ぼんぼんさん」、
では４人の子どもが実名で登場するに至った。出だしは
以下の通りだ。

茂さんのことを宅（うち）ではぼんぼんさんと云う。
ぼんぼんさんは母親（かあさん）が八峰と七瀬に朝の

、 （ ）牛乳を飲ませて居る時に起きて 茶の間で寝衣 ねまき
を着更えさせて貰ってる、絹やにお話をしている。
「蛇と狼とはよろちい、鼠は一寸（ちょっと）いやでち
ゅ 」。
ぼんぼんさんは富士見小学校の生徒になる日を、遠い

ことと思うて居ない。其の時になると右の手には八峰、
左の手には七瀬の手を引いて、幼稚園に連れていく、さ
よならと云うて、自分は富士見小学校へ行くのだと、そ
う信じて居る。何として。兄さんの光（ひかる）さんが
来年の四月からやつと幼稚園に上がるのである。しかし
時間などと云うものは泣かずに辛抱さえして居れば来る
ものだと、ぼんぼんさんは思うて居るのであろう。
ぼんぼんさん 油屋さんをいたしましょう お着物 べ「 、 。 （

べ）がよごれますから、ぼんぼんさん 」。
「イヤー、イヤー、兄ちゃんは 」。
「お父様のお居間で汽車を書いてお出でになります 」。
（以下略）

茂はいうまもなく秀だ。両親と４人の子どもが登場す
るこの物語はもはやおとぎ話とは言えないだろう。恐ら
く、実際にあった出来事をヒントに話を膨らませたり、
筋を変えたりして、子どもに親しみのある楽しい話に作
り変えたのだろう。
晶子の童話は１９０８年から１９１０年にかけて集中
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的に作られている。八峰、七瀬の誕生から三男麟の誕生
前までだ。

晶子は「２人の男の子と２人の女の子が大きくなるに
したがって、何かお伽が要るようになった。既存のおと
ぎ話は余りに教訓がかっているので、子どもをのんびり
と素直にそだてよう、大きく楽天的に育てようと考えて
自分で作った」という。実際、晶子の童話の中で４人の
子どもは生き生きと動きまわている。

７人の子を残してパリへ

鉄幹は雅号だ。八峰、七瀬が生まれたころから、対外
的に本名の寛を名乗っている。本稿でもここから寛に変
える。
寛がパリに向かったのは１９１１年１１月である。晶

子の名声が上がるのに反比例するように評価は下がり、
焦りを覚えていた寛。その孤独と憂愁の深さを知った晶
子が「パリに行かれてはどうですか」と渡欧を勧めた、
と渡辺淳一はいう（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 。二人『 』）
とも、フランスの詩人ベルレーヌの作品などを翻訳して
いた上田敏に影響され、パリに憧れていたのだ。

フランスまでの往復旅費は二等船室を使っても１５０
０円近くかかる。三男麟に続いて１９１０年に三女佐保
子が誕生。そのうえ、四女宇智子が生まれたばかりだっ
た。家計は厳しいが、晶子は百首屏風を売って旅費を捻
出した。２０円で買った金屏風に晶子の歌１００首を墨
書し、弟子らに１００円で売りつけるもので、この後、

晶子は金を工面する際の常套手段にする。

寛は横浜港から熱田丸で旅立った。晶子は「小さな子
どもがいる」と迷いながらも、神戸まで船に乗った。船

。 、は神戸にまる１日停泊した 晶子は鉄幹と神戸で下船し
京都で過ごして神戸港に戻った。子どもを家に置いたま
まの２、３日の外泊が、半年後、さらに大胆な決断をす
る元だったのかもしれない。

夫がいなくなると晶子は無性に会いたくなった 「晶。
子の誤算の一つは、心より先に躰が揺らぎ、燃えること
だった （前掲書）とは、数々の官能小説をものにした」
渡辺淳一ならではの表現だが、晶子の和歌をみれば決し
て誇張ではない。

待つべしとなだらかに云ひ君やりし人とも
あらず狂うほしきかな

既に三女佐保子は川崎に里子に出していたが、なお家
には光を頭に６人の子どもがいる。だが、寛から「一緒
にヨーロッパを回りたい」といった手紙が届くと晶子は
いてもたってもいられない。パリ行きを決断する晶子。
その視野には子どもが消えていたのだろうか。

子等おきてかへり見がちに君を追ひ
海こゆる日もさはれ疾（と）く来よ

、 、上５人の子どもは 寛の妹の静子に面倒を見てもらい
すでに里子に出していた佐保子に続いて宇智子を石神井
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の桜井家に里子に出すことにした。ところが出発の１カ
月前、２歳２カ月になった佐保子が熱を出して里親のと
ころから戻ってきた。佐保子の看病をしていると、三男
の麟も風邪を引いて熱を出した。それでも外遊の決意は
変わらなかった。

１９１２年５月、晶子は新橋停車場から外遊の途につ
いた。その前日、６人の子ども全員を銭湯に連れ、それ
ぞれの体を丁寧に洗ってやり、帰りは晶子が真ん中にな
り６人が手をつないでお月さまの唄をうたったという。
新橋駅では６人の子どもが見送った。１歳と３か月にな
る宇智子も里親に連れられてやってきた。

船旅だった寛と違い、晶子はシベリヤ鉄道でパリに向
かうことにした。旅費は例によってもっぱら百首屏風の
販売に頼った。墨をするのは光の仕事だ 「一首書くご。
とに１本ずつマッチ棒を置いた。１００本になるとでき
あがり」と光は後に述懐しっている。その光は敦賀まで
同行 敦賀港で船に乗ると晶子はワーと泣き出した 母。 。「
があんなに泣いたのを見たのは初めて」という光は「父
のところに行きたいし、子どものことも心配だった」と
晶子の心の内を思う。やはり敦賀まで同行した佐藤春夫
らに「もう賽はなげられたのだから」とうながされ、晶
子は船の人となった。
シベリア鉄道の列車の乗客のほとんどはロシア人だ。

話し相手のない晶子は旅の途上、子どもたちに絵はがき
を出して、寂しさをまぎらした。バイカル湖畔が写って
いる絵はがきには「カオヲダシテオヤスミナサイヨ」と
七瀬に。八峰には「オリカウナ、ネイボウサン 。七瀬」
は布団にもぐりこんで眠り、八峰は朝寝ぼうする子だっ

たようだ。

小学校２年生になった秀へのはがきには「クサノタネ
ハ マウメオダシマシタカ サホコハドウシテヰマス
カ」とある。晶子が佐保子を気にかけていたことを示す
のは、私の手元の資料ではこれだけだ。

新橋をたって２週間後の５月１９日、晶子はパリに着
いた。さっそく光に手紙を書いた 「カアサンハキノフ。
パリヘツキマシタ。ステイションヘハ父サマヤソノオト
モダチノ日本人西洋人ガマゼテ五人ムカヘニキテクレマ
シタ 。パリに到着した安堵と寛に会えた喜びがそこは」
かと伝わる文面である。

晶子は出発前、有島生馬からアウギュスト・ロダン宛
ての紹介状を書いてもらっていた。寛とも交遊があった
有島生馬はパリの美術学校に通ったことがあり、セザン
ヌを日本に紹介した画家である。ロダンのアトリエにも
出入りしていた。パリに来て１カ月後、晶子はロダンの
アトリエを訪ねた。７０歳を超えていたロダンは肘掛け
椅子にゆったりと座っていた。晶子が着ていた和服の美

、 。しさをロダンは称え 自らの写真にサインをしてくれた
（ 君も雛罌粟われも雛罌粟 ）『 』

翌週、晶子は寛と郊外の丘を散策した。ヒナゲシの花
が咲き乱れ、丘は朱色に染まっていた。ヒナゲシはフラ
ンス語でコクリコという、と寛がいった。晶子はしあわ
せの絶頂にいた。

ああ皐月仏蘭西の野は火の色す
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君も雛罌粟われも雛罌粟

いつまでも絶頂というわけにはいかなかった。晶子に
妊娠の兆候がみえたのだ。光の『晶子と寛の思い出』に
よると、寛が乗った熱田丸に近江湖雄三というミュンヘ
ンに向かう産婦人科の医師がいた。晶子はミュンヘンで
近江医師に診てもらったところ「妊娠だから早く帰りな
さい」といわれ、半年で帰国することになったという。
だが、これでは即物的過ぎて子を想う情熱歌人にそぐ

わない 「ミュンヘンに泊まっているとき、夢で子供た。
ちと一緒に風呂に行ったのに、洗う段になると八峰と七
瀬がいない。誰かに連れ去られたのかと大声で娘の名前
を呼び――」と想像をたくましくする渡辺淳一である。
実際、イギリスを訪ねるために船でドーバー海峡を渡

る船で、子どもを想って詠んだ晶子の歌がある。

ひんがしのはなれ小島に子をおきて
泣く女ゆゑさむき船かな

１９１２年１０月、４カ月の船旅を終えて日本に戻っ
て来た。明治から大正に変わっていた。麹町の自宅では
子どもがそろって出迎えてくれた。
１９８５年に刊行された『新潮日本文芸アルバム 与

謝野晶子』に、晶子が帰国した直後に撮られたとみられ
る写真が掲載されている。１９１２（大正元）年１２月
号の「婦人画報」の口絵になったもので、与謝野家の庭
で晶子が子どもたちに囲まれているほのぼのとした写真
だ。写っているこどもは長男光、次男秀、三男麟、長女
八峰、次女七瀬、三女佐保子の６人。宇智子は写ってい

ない。

帰国後、晶子は四男を産んだ。アウギュストと名づけ
た。その２年後、五女エレンヌが誕生。さらに五男健、
六女藤子が生まれた。子どもは男の子５人と女の子６人
の１１人になった。

同アルバムには晶子と子ども（成人になってからも含
む）が写っている写真が１４点あるが、そのいずれにも
宇智子と五女のエレンヌは写っていない。佐保子が写っ
ているのは晶子帰国直後のこの１点だけ。八峰、七瀬各
７点、光、秀、藤子各６点、麟、アウギュスト５点、健
３点と比べると違いは歴然としている。
これは一体どういうことだろう。

お殿様と奥方様の寛と晶子

、 、四女 宇智子が石神井の桜井家に里子に出されたのは
既に触れたように、晶子がパリに旅立つ直前だ。宇智子
は双子で生まれたが、もう一人の子は死産だった。

よわき児は力およばず胎に死ぬ
母と戦ひ姉とたたかひ

宇智子は後にこの歌を知って 「わたしは胎内で妹の、
栄養を奪い取った恐ろしい子と母の印象をわるくしたよ
うだ」と思ったという。

晶子は宇智子を産んだ後、健康がすぐれず、徹夜をす
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るとすぐ熱を出した、と渡辺淳一。川崎に里子に出して
いた三女の佐保子が戻ってきたこともあり、まだ乳離れ
も十分できてない宇智子を里子に出すしかなかった、と
『君も雛罌粟われも雛罌粟』の中で、晶子に同情する。
だが、１歳になったばかりのまだ物心もつかない宇智子
を里子に出してまで、パリの寛のもとに駆け付けたこと
は紛れもない。

渡辺淳一は「夫が執拗に引きとめるのを振り切って帰
ってきたのは、家に残してきた子が気がかりでたまらな
かったからだ」という 「宇智子はパリから戻ってきた。
母親を 養い親に連れられて出迎えた ともいうが 子、 」 、「
どもみんなで撮った写真」の中に宇智子が入っていなか
ったことは既に述べた 「家に残した子」の中に宇智子。
は入ってなかったということだろうか。

われ一人もの恐ろしき大海をかへり来にけり
鬼にかあらむ

鬼の母でなく、子のための母であろうとするならば、
晶子は宇智子を自分の手元に戻すべきであろう。だが、
桜井家に預けっぱなしにしたのである。
宇智子は１９６７年、５７歳のとき 『むらさきぐさ、

―母晶子と里子の私 （新塔社）と題する本を上梓。さ』
らに８０歳を過ぎたころ 「両親と私」の題で原稿用紙、
５０枚くらいの、鉄幹と晶子の思い出を綴ったエッセー
を書いた（上田博、富村俊造編、世界思想社『与謝野晶
子を学ぶ人のために』所収 。以下は宇智子の回想を基）
に、宇智子からみた晶子の母親像に迫りたい。

里親となった２３歳の桜井家の三男宇左衛門と２１歳
。 、の妻志げ夫婦は分家して雑貨を商う店を営んでいた 後

宇左衛門夫婦に二人の実子が生まれたが、長女として扱
われ、近所のひとたちからも「おじょうちゃん」と呼ば
れてかわいがられた。

少し大きくなると、宇智子は朝ご飯を炊いたり井戸か
ら水をくんでくるなど、よく手伝いをする女の子になっ
た。養母が子どもを産んだ後は、台所仕事だけでなく店
番もした。小学校５、６年生ころには養家の実子を背負
って子守をした。背中の子を揺すりながら子守歌を大声

。 、でうたって畦道を行く ねんねこ袢纏は綿が入っていて
その温かさを宇智子は鮮明に覚えている。

宇智子が通った石神井西尋常小学校はわら葺き屋根で
窓は紙の障子。地元の人たちが「ブタ小屋学校」とさげ
すむほどのお粗末な学校だった。だから、というわけで
はないが、晶子が学校に顔を見せることは一度もなかっ
た。小学校低学年のとき、雨が降りだすと養父は下駄箱
の所で宇智子を待っていて、授業が終わると、宇智子を
背負って帰った。養父の背の温もりを宇智子はいつまで
も忘れなかった。

体が小さくひ弱だった宇智子が病気になると、養父は
６キロも離れた隣町の吉祥寺まで医者を呼びに行った
り、薬をもらいに行ったりと、二度三度往復した。どん
なに長い病気をしても、実家からは誰も来ず、果物が届
けられただけだ。
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近所のおばさんたちが「病気の時でも来ないそうです
よ。きっと本当のお子さんじゃありませんね」とひそひ
そ話をしているのを宇智子が耳にしたことがあった。宇
智子は晶子に「あなたはわたしの本当のお母さんではあ
りませんね」と手紙に書いた。返事には「そんなことを

。 」考えてはいけません 一生けんめいに勉強してください
とあるだけだ。母親ならば「あなたは私のお腹を痛めた
私の子」と書くだろう。宇智子の疑念は晴れなかった。
だが、やがて宇智子の顔は晶子に似るようになる。晶子
の子であることはまぎれもなかった。
当時、晶子一家は麹町の番町に住んでいた。養母は宇

智子が泣くと「番町に返します」と言った。そうすると
宇智子は泣きやむのだ。それくらい、宇智子は実家を嫌
った。

宇智子にとってなによりも嫌だったのは年に１度、実
家に顔を見せることだった。実家にいくと、寛、晶子夫
妻は２階の座敷で待っている。宇智子は養父に伴われて
階段を上り、部屋の敷居のところでお辞儀をするのだ。
「部屋の奥の方に、お殿様と奥方様のように両親が座っ
て、こちらを見ていた。私はこのときが一番いやであっ
た」と宇智子は述懐する。この挨拶を終えた後、養父と
宇智子は１階に下りて、天丼をよばれる。まだ田舎だっ
た石神井では食べられないご馳走だ。天丼を食べる宇智
子を寛も晶子も下りて見にくることはなかった。
「どう見ても実の子に対する温かさは感じられなかっ

た」と宇智子は振り返る。兄弟たちはじろじろと見にく
るだけ。土産物をもらって帰るときはホッとした、と宇
智子。１年間、来なくて済む、と思うと心が弾む思いを
した。そのうち「行かない」と言い張るようになり、実

家が益々遠のいた。

なじめない実家の与謝野家

宇智子は尋常小学校を終えて小学校高等科に進んだ。
校舎は三宝寺池の裏手にあった。関東大震災が起きたの
はその在学中のことだ。晶子が１４年をかけて書きあげ
た『源氏物語』の数千枚に及ぶ現代語訳の原稿が焼失し
たことは知るよしもなかった。

高等科を出た後の進路を晶子に相談すると、一も二も
なく立教高女に進め、と命じられた。立教高女は久我山
（杉並区）に仮校舎があった。養父の家から直線距離で
６キロ以上もの道を歩いて通うことになった。朝６時に
家を出て、学校に着くのは８時半。遅れそうになると、
養父が吉祥寺まで自転車で送ってくれた。

２年生になった春、実家に戻った 『君も雛罌粟われ。
も雛罌粟』によると、与謝野家は大震災から３年後の１
９２６年、東京都心の富士見町の家を引き払って、荻窪
に移っている。そこからなら学校まで２キロ、徒歩３０
分足らずの距離だ。

そこは医師になっていた長男光と東大生だった次男秀
が小さな家を建てたところ。５００坪（１６５０平方メ
ートル）の敷地に晶子が一棟を建て増した。
宇智子が「実家に戻る」と告げると、養父は悲しそう

な顔になり 「自分の子どもになってほしい」と懇願し、
た。しかし宇智子は「実の子がいるのに、いつまでも里
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子の私がいてはいけない」と自分に言い聞かせ、養家を
去った。勉強が好きな宇智子には、田舎暮らしでは思う
ように勉強する時間が取れない、との思いもあったとい
う （ 両親と私 ）。「 」

五月雨が激しく降る土曜日に宇智子は荻窪の家に行っ
た。家に着いて台所に回って「今日は」と声をかけると
文化学院の大学部に通う八峰が出てきた。

１９２１年、寛、晶子らが「自由で独創的な学校を」
、 。 『 』と 神田・駿河台に文化学院を創設 晶子は 源氏物語

「 、 」の原稿を 盗難に遭ったり 紛失することがないように
とこの施設内に保管した。これが結果としてあだになっ
たわけだが 「男女平等教育を」との晶子の強い思いが、
込められた学校だ。中学部からスタートし、やがて大学
部が設けられる。八峰はその２期生だった。

八峰について２階の日本間に入ると、寛と晶子が大き
。 、な机に向かい合って座っていた 晶子はにこりともせず

「 」 。隣の 采花荘 と名づけられた日本家屋に連れて行った
６畳の間に寄宿していた文化学院生の女学生に引き合わ
せ 「同室です。わからないことがあったら八峰に聞く、
ように」とだけ言って、着物の衣擦れの音を残して洋館
の方へ立ち去った （ むらさきぐさ ）。『 』
「両親と私」には、この後のことを次のように記して

いる。
（日本家屋と洋館との）渡り廊下で、母はにこりとも

しないで 「藤子に田舎の言葉を教えないで下さい」と、
言って、さっさと行ってしまった。このときの、この言
葉が何十年も残ってしまった。母の第一印象は良くなか

った。

藤子は１９１９年生まれの末っ子。紫式部が最初、藤
式部と名乗っていたことからつけられて名前だ。当時小
学校の低学年 「両親の秘蔵っ子であった」と宇智子は。
いう。藤子は里子に出されていない。田舎に里子に出さ
れた自分自身との余りの違いに、多感な年ごろの宇智子
の心が傷ついたことは想像に難くない。

こうして廊下ですれ違っても、ちょと目礼をするだけ
の親子の暮らしが始まった。翌日、養父が荷物を届けに

。 「 」きた 養母が 下着が切れても言いだせないだろうから
と真新しい下着をつくって養父に持たせたものも入って
いた。養母の心遣いがうれしくて熱いものがこみ上げ、
いつまでも忘れなかった、と宇智子は『むらさきぐさ』
に書いている。

与謝野家の一員になってまず戸惑ったのは、養家との
正反対の暮らしぶりだ。養家は裕福だが質素な生活。与
謝野家では常時お手伝いが３人いて、母親である晶子は
台所に一切出ず、掃除、洗濯もしない。子どもたちはそ
れぞれ自分の部屋を持っていて、家のことを手伝うこと
はない。

「両親と私」によると、石神井の養家にいたとき、養
「（ ） 」母が不用意に 与謝野家からの 養育費が滞っている

とこぼしたことがある。それを聞いた宇智子は「 養育（
） 」 、費代わりに 自分がもっと働けばいいのだ と心に決め

実行してきた。実家が貧しいと思いこんできただけに、
裏切られた思いをした。
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養家では食事は板の間の台所でとる。養父母や兄弟が
、 。小さな食卓を囲み それぞれ勝手にご飯を自分でよそう

がやがやと和気あいあいだ。与謝野家でも、夕食時はみ
んながそろう。子どもたちが席に着くと、両親が静かに
現れる。給仕するのはお手伝いのねえやさん。父の寛は
皆を見回してその日の出来事などを尋ねたりするが、子
どもたちはほとんど黙っていて、食事をさっさと済ませ
て自室に戻る。宇智子が友人に新しい生活の話をしたと

、「 、 」 。ころ そんな家 我慢が出来ないわ とあきれられた
だが、宇智子は我慢するしかなかった。小づかいが足

、 、りなくなると 両親がいる部屋のふすまを丁寧に開けて
欲しい金額を言う 「明日あげます」と答えた晶子は約。
束を守ってくれるのだが、もらいに行くのが嫌で、ぎり
ぎりまで我慢する宇智子だった。

１年後、哲学科の学生だった麟の隣室に移ることにな
った。麟は八畳間、宇智子は三畳間だ。おかげで十分に
勉強をすることができた。だが、この家になじめない思
いを拭うことはできなかった。

二度と戻らなかった三女

歌人、松平盟子さんが著した『母の愛 与謝野晶子の
童話―１１人の子を育てた情熱の歌人 。タイトルから』
察すると、１２人の子どもを産んだ（うち１人は２日後
死亡）晶子は「母の愛」によって子育をしてきた、と松
平さんは考えたようだ。実際、同書の最終章「１１人の
子を生み育てた力」のなかで 「度重なる出産と育児の、

体験から、母性の圧倒的な力に衝き動かされつつ、その
母性を客観的に見つめつづけるための半生を送ったよう
にも思われる」と、晶子の母親ぶりを分析する。

ここでおさらいの意味も含めて１１人の子どもの名前
を生まれた順に挙げる （カッコ内は生まれ年）。
長男光（１９０２年）▽次男秀（１９０４年）▽長女

八峰（１９０７年）▽次女七瀬（同）▽三男麟（１９０
９年）▽三女佐保子（１９１０年）▽四女宇智子（１９
１１年）▽四男アウギュスト＝後に昱（１９１３年）▽
五女エレンヌ（１９１５年）▽五男健（１９１６年）▽
六女藤子（１９１８年）

晶子は１６年間に１２人の子どもを産んだのである。
ほかにすでに触れたように死産になった宇智子の双子の
もう片方の嬰児もいた。
無事に育った１１人のうち里子に出されたのは三女佐

保子、四女宇智子、五女エレンヌ 『むらさきぐさ』に。
よると、佐保子は万葉集の「うちのぼる佐保の川原の青
柳は今は春べとなりにけるかも」から、宇智子は「たま
きはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野」
から名づけられたらしい。五女の名前は晶子がパリに滞
在中にかわいがった下宿の大家の娘エレンヌからとった
と思われる。

男の子の名前は一貫して漢字一文字であるのに対し、
女の子の名前には脈絡がない。すでに触れたが八峰、七
瀬は鷗外の祝い歌から、藤子は藤式部からつけている。
その時々の思いつきの感が否めない。その女の子も、前
２人と最後の一人は自分の手で育て、中の３人は里親に
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育ててもらっている。佐保子、宇智子、エレンヌは同じ
晶子の娘なのに、晶子に添い寝をしてもらって即興の童
話を話してもらうことはなかった。

さて、佐保子である。晶子が洋行する直前、高熱を出
して川崎の里親の元から戻ってきたことはすでに触れ
た。寛は１９１３年に帰国後 「やまと新聞」に「偏狭、
な性格は直らず、最近は幼い愛児にまでかんしゃくを起
こし、虐待し、まわりの人々のひんしゅくの的となって
いる」との記事が出た。渡辺淳一は「佐保子が家に馴染
まず、些細なことでよく泣くので、たまりかねて寛が叱
って外に放置したまま家に入れないことがあった （ 君」『
も雛罌粟われも雛罌粟 ）という。』

このことと関係しているかどうかは分からないが、佐
保子は再び川崎で農業をいとなむ養家のところで育てら
れた 『むらさきぐさ』によると、佐保子は女学校に進。
む前、いったん与謝野家に帰ったが、女子学院に入ると
き、元の養家に戻ってしまった。やがて籍も与謝野家か
ら抜いて里親の養女になり、二度と与謝野家に顔を出す
ことはなかった。

宇智子が実家に戻ったとき、佐保子はすでに養家に戻
っていた 宇智子は同じ境遇の佐保子に強く共感し 時。 、「
々母がこの上なく冷酷で非情にみえ、母を憎んだり、軽
蔑したり、時には姉同様、母を捨てようと思った時期さ
えあった」と『むらさきぐさ』の中で述懐する。
と同時に、一人の娘を失ったのだから、里親のところ

から戻ってきた佐保子よりも後の子への態度は変わるだ
ろうと宇智子はかすかな期待も抱いた。だが母も、母の

手で育てられた子も何ら変化がないのは、私にも養家に
戻ることを母は望んでいるからではないか。そう宇智子
は疑った 「でも、養家にはこれ以上迷惑をかけられな。
い 。悩みを内に秘める宇智子である。」

エレンヌは宇智子の養母の母親の所に里子に出され
た。宇智子と同じ立教高女に入るころ、実家に戻ってき
た。晶子は宇智子と佐保子を田舎扱いしたが 「この妹、
は明るい性質で、母がどのような態度に出ても意に介さ
なかった」と宇智子はいう。

どうやらエレンヌは割り切っていたようだ。外国人の
ような名前をつけられたエレンヌは学校でいじめられた
ことだろう。自分の名前が嫌で嫌でしかたがなかったに
違いない。そんな嫌な名前をつけた晶子を、恐らく宇智
子よりもはるかに憎んだのではないだろうか。エレンヌ
の顔が与謝野家には珍しく丸顔であることも晶子との埋
められない溝になったかもしれない 「あんな人は母で。
はない 。そう自分に言い聞かせていたというのだ。」

宇智子が「あなたは強いね」と言うと、エレンヌは、
「私にも自尊心がある。ママの方から近づいてきたら別
だけど」と答えた（ 両親と私 。エレンヌは、母のと「 」）
ころに戻ったのでなく、与謝野女史の家にやってきた、
という突っ張った気持ちだったに違いない。

晶子のパリ滞在にかかわって名づけられたアウギュス
トは「名前を変えてほしい」と両親に頼み続け、静岡高
校時代に「昱（いく 」に改名できた。エレンヌも「日）
本の女の子の名前に」と願ったが 「女は名前を変える、
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ことができない」と晶子に突っぱねられた。もしエレン
ヌも改名できていれば、晶子への態度は随分違っただろ
う。

母から去った佐保子と、同居しながらも母と断絶する
エレンヌ。そのちょうど中間にいるような宙ぶらりんの
宇智子は、家を出て行った佐保子の勇気と苦しみを考え
つづける。その一方で、晶子について「母は恥ずかしが
り屋で照れ屋。心の中で思っていることをすぐに行動に
移せない性格」と冷静に分析。佐保子をいとおしく思い
ながらも、そういった態度を示すことができず、佐保子
を手放す結果になった、と結論づけた 「母は十字架を。
背負うことになった 。晶子の悲痛な心の奥を思う宇智」
子である。

里子に出されなかった末っ子の藤子も、佐保子のこと
はずっと気になっていた。晶子をしのぶエッセー「思い
出すままに （ 与謝野晶子を学ぶ人のために』所収）の」『
なかで「ゆとりのない文学者夫婦の家庭では、短い滞在
のあいだには思い描いていたようなだんらんの場も味わ
いえずに、寂しい思いをして（養家に）戻っていったに
いちがいない と悲しみをこめてしたためる そして お」 。 「
そらく母は最期までその釈明をしなかった代わりに、生
涯そのことを心の負い目にしていたであろう」と、晶子
の心の中の葛藤に思いをいたすのだ。

帝大進学を許さない母

宇智子が女学校時代を過ごした荻窪の家は、ドウダン
ツツジの垣根に囲まれていて、門を入るとアカシアの木
陰が続き、玄関にはアケビがつたを張り、庭にはセンダ
ンやダイセンボクが植わっていた。光の『晶子と寛の思
い出』によると、母屋は晶子が基本設計したもので、上
の子には１人１部屋ずつあてがう贅沢な造りだった 上。「

」 、 、 、 、 。の子 とは光 秀 八峰 七瀬 麟の５人のことだろう
「 」 。宇智子は 頭のいい設計とはいえなかった と手厳しい

晶子は里子に出した子どもが戻ってくることを想定して
いなかった証左といえるかもしれない。

とはいえ、宇智子は勉強さえしていればよかった。女
学校の卒業が近づき、宇智子は上の学校に進む準備をし
ていた。先生は「あなたは文科が向いている」と助言。
宇智子もその気になっていた。だが、晶子は「東京女高

」 。師の理科にいって数学を修めなさい といってきかない
学校は何度も「考え直しては」と、理科への進路を思い
とどまらせようとしたが、宇智子にとって晶子の言葉は
逆らうことのできない絶対命令だった。

、 。卒業前 たまたま女学校が晶子に講演を依頼していた
学校は著名な歌人である晶子が和歌の話をしてくれるも
のと思っていたはずだ。宇智子もエレンヌも生徒として
講堂にいた。演壇にあがった晶子は「これからの女性は
数学に強くならねばならない」と数学の話を延々と続け
た。エレンヌは「恥ずかしかった」と例によって晶子に
痛烈だ。宇智子は「自分に向かって話している」と思っ
た。学校の先生も文科を勧めることをあきらめた。
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光は前掲書の中で寛と晶子のわが子の教育について
「放任主義」という 「母は勉強しろなんて言わない。。
入学式とか卒業式に両親が来たことがない。子どものた
めに受け持ちの教師に会いに行くこともしなかった」と
追想。藤子も「父も母も独学独習できただけに、まず基
礎としての学校教育は必要と感じていたのであろう。せ
めて志望の学校だけには行かせてやりたいと思ってい
た 進路も学校の選択もすべて当人まかせであった 思。 」（「
い出すままに ）という。」

ならばなぜ宇智子の希望に反してまで理科進学にこだ
わったのだろう。光によれば、晶子は女学校時代「数学
の先生になれる」といわれたほどに数学ができた（前掲
書 。晶子は宇智子に数学の能力があると見込んだから）
なのだろうか。

宇智子は「母が女高師を選んだ理由は月謝が無料で就
」 。職も確実という現実的理由だったと思う と冷ややかだ

結局宇智子は「数学は文科的だ」と自分に言い聞かせて
東京女高師の理科に進んだ。いったん自分の思い通りに
宇智子を進学させた後は、晶子は学校のことを一切宇智
子に尋ねることはなかった。

女高師の最終学年になった宇智子が付属小学校に教生
に行った２月の寒い日、思いがけないアクシデントに見
舞われた。階段から足を踏み外して掃除道具を入れる地
下に転落、頭を強打し命を落としかねないほどの重傷を
負ったのだ。深夜、寛は病室に駆けつけた懸命に看病し
たが、晶子は姿を見せなかった。
その後間もなく、寛は風邪をひき寝込んだ。そのころ

宇智子は帝国大学のなかで女子にも門戸を開いている東
、 。 、北大に進もうと決意し 準備を進めていた 寛も賛同し

病床の中から「必ずいきなさい」と励まし 「将来は博、
士になれ」とまで言った。宇智子にとって、志望をかな
えるための頼みの綱は寛だった。

寛が亡くなったのは１９３５年３月２６日のことだ。
肺炎だった。葬儀は文化学院で営まれた。それは宇智子
の夢もまた葬られるときだった。宇智子が女高師を卒業
すると、晶子は「進学をやめて、就職をしてください」
と言い放った。宇智子にすれば 「自分の言うことに反、
対する者はいないと決めてかかっている母」の宣告であ
る。経済的理由なら仕方がない、と断念するしかなかっ
た。
だが、宇智子の本心はどうだったのだろう。さまざま

な資料からわかっている限りの子どもたちの進学先は次
の通りだ。

長男光は慶応大の医学部、次男秀は東京大法学部、三
男麟は「哲学科の学生でドイツ語の翻訳者」になったと
いうから大学を出たのは間違いない。四男アウギュスト
は昱に改名後、東大の工学部に進学、さらに五男健も東
大法学部で政治学を学んだ。要するに男の子には大学ま
で進ませているのだ。

晶子が男女共学の理想に燃えて、文化学院創設メンバ
ーの有力な一員になったことはすでに述べた。その具体
的な内容について「いかなる女子を出すか、といえば一
つの創造的な長所を持っていて、功利的な打算を超えた
高い境地の人間」とし、専門の文学者、画家、音楽家を

編集長が行く　里子に出された与謝野晶子の娘

70



（『 』 、例に挙げている 与謝野晶子を学ぶ人のために 所収
後藤正人「鉄幹・晶子・西村伊作の自由教育 。こうし」）
た晶子の主張から「与謝野晶子の女性論の原点は、性差
に基づいて社会が成り立っていることに対する異議申し
立てであり、人間という視点から問い直していくことで

」（ 、 「 」）あった 同書所収 小山静子 良妻賢母教育への批判
などと、文学者だけでなく、歴史家や女性解放運動家ら
からも高く評価されてきた。

文化学院の学監（教授）でもある晶子はれっきとした
教育者であるが、宇智子は「母は女子教育について何か
書いているのかもしれないが、文化学院に週二日でる以
外 どうも何も知っていないようだった と辛辣だ む、 」 （『
らさきぐさ 「男女が学べる大学への娘の進学を拒否』）。
しておいて、何が男女平等教育だ」といいたかったのだ
ろうか。

心を開き合えない母と娘

宇智子は大阪の大谷高女の数学の教師になった。１９
３５年の春である。植物採集を趣味にしていた宇智子は
日曜日には六甲や信貴山など近郊の山や草原を歩いた。
そんな合間をみて、晶子が寛と知りあうことになった堺
の浜寺を訪ねたことがある。１９００年８月、講演のた
めに東京からやってきた、当時鉄幹と名乗っていた寛を
迎えて開かれた歌会に晶子は山川登美子と参加。晶子の
寛への恋の火がつき、たちまち燃え上がったのだ。それ
が自らの誕生の源泉だったと思うと、松原を歩く宇智子
の心は感慨にひたったことだろう。

東北大に行きたい、というと喜んでくれた父はもうこ
の世にはいない。宇智子は晶子に手紙を書こうと思い立
った。荻窪の家ではほとんど口をきくことがなかった母

、 、 。と娘だが 手紙なら自分の思いを言える と考えたのだ
そのころ光はアメリカに、八峰は結婚して新京に、麟も

、 。奉天にいて 子だくさんの与謝野家も寂しくなっていた
それにも増して寛のいない寂寥感に晶子の心は押しつぶ
されそうになっていたのだろう。晶子らしくない歌が残
っている。

姨捨に思ひ上りし心なれど誰れともなさで
籠るべきかな

その寂しさをまぎらしたかったのだろう。晶子も宇智
。 、 、子に返事を出した 巻紙であったり 候文で書いたりと

晶子はその時の気分のままに綴った。宇智子の大阪在勤
『 』の２年間で送られた手紙のうち１６通が むらさきぐさ

に収められている。
「宇智子様 例の如く、また済まないと毎日思ひながら
筆をとる暇のなきを、悲しんで居りました。九日まで藤
子は寝ていまして――」

「うちこ様 相変わらず、こんな紙へかく手紙をはづか
しくおもひます。長いことごぶさたいたしまして、それ

。 」も恥ずかしいことの一つに数えます 忙しかったのです
２通の一部を抜き出したが、宇智子は「私の夢をこわ

してしまった、済まないという気持ちがあったらしく、
人があとで、親の情愛がこもっていると言った手紙だっ
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た （ むらさきぐさ ）と回想している。手紙のやりと」『 』
りが晶子への厳しい気持ちを少なからず和らげたようで
ある。

大谷高女での約束の勤務期間を終えると、宇智子は荻
窪の晶子の元に戻り、母校の立教高女の数学と生物の教
師になった。

だが、晶子との間の距離がすっかり縮まったわけでは
なかった。宇智子が着物姿で晶子の部屋に入ると、晶子

。 、は上から下までじろりと見る 宇智子は晶子の顔つきで
その着物でいいと思っているかどうかを判断するのだ。
台所から割烹着のまま晶子の部屋に入ると 「家の中で、
いつまでも割烹着で歩くものでありません」とぴしゃり
とやられた。

宇智子が女学生時代、掃除も洗濯もしなかった晶子だ
が、藤子の羽織を一晩で縫い上げたことがあった。晶子
が通った堺の女学校は洋裁を重視していた。晶子は裁縫
が得意だったのだ。あるいは藤子に対してだから、熱心
に針を動かしたのかもしれない 「両親に小さいときか。
らいつも膝元に置いてもらった藤子は、他の子供が味わ
えなかった親子の睦を叶えられた」と宇智子が羨ましが
ったくらいに、晶子は藤子をかわいがったのだ。

光、秀、八峰、七瀬が乳幼児のとき、晶子に創作童話
を語ってもらいながら眠りについたことはすでに触れ
た。藤子は上４人の子と幾分違う形で「母とのおとぎ話
的対話」をして、朝の目覚めを迎えた。藤子の「思い出
すままに」によると、次のような次第だ。

寝室の端に寝ている藤子に「起こしてくれ」と声をか
けるのは寛。藤子に引っ張り起こされて寛が２階に上が
ると 晶子と藤子のおはなしの世界が始まる 晶子は 今、 。 「
日は牧場に行きましょう、きれいなバケツを持って行く
のよ」などと語りだし、藤子の反応に合わせて物語を二
人で作りだす 「色とりどりのバケツを兄弟めいめいが。
持って乳搾りに行く話になって、楽しかった 。藤子の」
述懐だ。

こうして晶子とおとぎ話を作って育ったことで、藤子
は知らず知らずのうちに文章力を身につけたのだろう。
宇智子が『むらさきぐさ』を出した６７年、藤子は『み
だれ髪 （ルック社）を刊行した。誕生からパリに向か』
うまでの晶子の半生を描いた好著だ。文章の柔らかさは
晶子ゆずりである。この本のなかで藤子は「私の幼い目
に映った両親は、一口でいえば書斎の人であったが、そ
んな中で母は、出来るだけ普通の母親らしい世話を子供

」 。にしてやりたいと思っていたようである と書いている
この一言だけでも、宇智子と藤子の母親像は正反対だ。

晶子は寛の死後、たびたび伊豆方面に旅をした。その
多くは藤子が同行したり現地で合流している。渡辺つぎ
『伊豆遊草―与謝野晶子伊豆の旅― （朝日新聞社）に』
よると、寛が亡くなって７カ月後の３５年１０月に藤子
らを伴って伊豆の旅に出かけたのをはじめ、翌月、藤子
と秀の妻も同行して沼津から伊豆・修善寺に遊ぶなど、
晶子が脳溢血で倒れるまでの５年間で７回、共に旅をし
ている。

『新潮日本文学アルバム 与謝野晶子』に収録されて
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いる晶子の晩年の写真のなかで子どもが写っているのは
５点。そのいずれにも藤子が写っている。亡くなる２年
前、芦屋で撮った写真にも藤子が写っていることからみ
ると、気弱になった晶子は結局、生まれたときから自分
の手で育てた藤子を頼りにしたようである。

宇智子は大阪から戻った後、藤子に代わって晶子の旅
行に同行（ むらさきぐさ ）するなど、晶子の娘らしく『 』
しようと努めた。だが 「十数年も一緒に暮らしてない、
と相手の言葉の心を量る尺度ができていないので、言葉
はいつも選ばなければならない （ 両親と私 ）という」「 」
娘に、晶子は最後まで心を開くことができなかった。
１９３７年にエレンヌが結婚。宇智子も３９年に見合

いをして嫁いだ。晶子は里子に出したこの二人もお嫁に
出したのだ。晶子の子どもの結婚についての態度につい
て、宇智子は「見合いの場合はまあまあとしても、恋愛
問題の時は、母は黙りこんで、その話を避けようとして
いる気配を感じることが多かった （ むらさきぐさ ）」『 』
という。大恋愛の末に結婚した晶子らしくない恋愛結婚
への消極的態度をどう理解すべきなのだろう。意外にも
自分の子どもには無難な結婚を望んでいたのかもしれな
い。

晶子に嫁に出してもらえない佐保子は養家から結婚し
て満洲に行き、戦後、引き揚げて川崎で暮らした。風の
便りに佐保子が幸せな生活を送っていると聞いた宇智子
は胸のつかえが消えた思いをしたという。

晶子は１９４０年５月に脳溢血で倒れ、右半身が不随
になった。病状が悪化したため、クリスチャンの七瀬が

ベッド脇に神父を呼んで洗礼を受けさせた 「仏教徒の。
」 。ままなら死んでも母と会えない というのが理由だった

霊名ヘレナ。晶子が本心からクリスチャンになったわけ
ではなかった。４２年５月２９日、晶子は息を引き取っ
た。
６４歳だった。

３人の娘がいない家族写真

１２月半ば、私は堺市の与謝野晶子記念館を訪ねた。
晶子の生家近くに１５年３月、ガラス張りの「さかい利
晶の杜」がオープン。１階は千利休茶の湯館、２階が晶

。「 」「 、 」子記念館である 愛すること 育てること 学ぶこと
など６テーマに分けて晶子の著書や関連資料が展示され
ている。私は晶子が子どもたちに囲まれて写っている１
点の写真パネルに目を奪われた。晶子が藤子を胸元に抱
いて１９１９年に撮影された写真だ。家族は前後２列に

、 、 、 、 、並んでいて 前列は右から八峰 麟 七瀬 晶子と藤子
、 、 、 、 、 。アウギュスト 寛 健 後列は光 甥 秀が写っている

この年の３月に藤子が生まれて数カ月後に撮られたよう
だ 「晶子 夫や子どもたちに囲まれて」のキャプショ。
ンがついていて、子どもたちの名前には「長女八峰」な
どと出生順序がわかる記載になっている。だが、よほど
注意深い人でなければ、三女、四女、五女が写っていな
いことに気づかないだろう。一見したところ、大勢の子
どもたちに囲まれた寛と晶子のほほえましい写真であ
る。ここに、晶子の子育ての光と影が凝縮されていると
いえるだろう。この記念館のどこにも「３人の女の子は
里子に出された」という記述はなかった。
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宇智子に『むらさきぐさ』という著書があることを知
ったのは記念館の図書室をのぞいたときだ。本棚でその
本を目に留め、要点をメモした。奥付の「昭和４２年１
１月刊」の日付にいささかの感慨を覚えた。１９６７年
であるこの年は私が大学４年生のときだ。就職試験の勉
強のために英字新聞を三宝池畔の木陰で読んだり、大雪
の夜、ピッケルの使い方の練習を池の周りの小さな崖で
するなど、思い出はつきない。宇智子はこの本を書くに
際して三宝寺池を訪ねただろう。と思うと何か縁のよう
なものを感じたのだ。

宇智子は三宝寺池をこう表している。
池のまわりには早春のコブシの木がうるさいほどの花

をつける。周囲の杉や松の古木が影を落として、四百年
位の古い歴史を秘める幽邃（ゆうすい）な趣の池だ。雨
のあとは弁天様のお使いだという蛇がよく木からぶらさ
がっていたので、それを気にしながら、わたしは学校の

、 。帰り道 一人でこの池のふちに佇んで少し道草を食った
晶子が一度でいいから、里子に出した我が娘と手をつ

ないで、弁天様のお使いの蛇の物語を作りながらこの池
の周りを歩いたならば、宇智子のお母さんを見る目はど
んなにか変わったことだろう。養親の肌の温もりを感じ
ながら育った宇智子だが、何よりも欲しかったのは実の
母の温もりだったに違いないのだ。

与謝野晶子記念館で『むらさきぐさ』のページを繰っ
た私はどうしてもこの本を手にいれたくなった。幸い、
古本を入手できた。２３０ページの同書は「東京の練馬

、 」 。区は 西のはずれを関町という の書き出しから始まる

そして「関町の北側の台地を登って行くと、今でも畑が
少し残っていて、欅や杉の屋敷林も昔のままにいくつか
残っている （中略）その欅のそびえる農家の一つは、。
桜井家である。この家は今でも、昔のままの姿で欅や榎
の林の中に埋っている。わたしがこの家に、里子として
背負われて来たのは大正元年の秋であった」と養家の場
所を書きしるしている。

私はこの記述を頼りに西武電鉄武蔵関駅で降りた。商
店街を抜けると、北側は台地になっている。バス通りを
２００メートほど上がると 「桜井駐車場」と書かれた、
大きな看板が目に入った。駐車場の一角に区民会館が建
っていて、その北側に「桜井」の表札のある２階建ての

。 。家があった 宇智子の里親の子孫の家ではないだろうか
門柱のブザーを押してみたがあいにく留守だった。バス
通りに戻ると、吉祥寺行きのバスが走って行った。宇智
子は養家について「吉祥寺に通じる道に面して店を持っ
ていた」と同書にしるしている。吉祥寺に通じる道とは
このバス道のことだろう。

私の学生時代の下宿は、武蔵関駅の２つ新宿寄りの上
井草駅が最寄り駅だった。当時、石神井地区の一角であ
るこの一帯は延々と大根畑が広がり、武蔵野の林があち
こちに点在していた。私は学生時代を思い浮かべながら
『むらさきぐさ』を読み進めた。土地勘があるので、地
図を見ないでも関から三宝寺池まで歩くのに１時間近く
かかるとわかる。吉祥寺の女学校まで歩いて通学したと
は驚きでしかない。関から吉祥寺までバスでも３０分は
かかるはずだ。大住宅街となった経済成長期以降はとも
かく、宇智子が女学校のころは確かに「田舎」だった。
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子どもを差別した実の母

宇智子の『むらさきぐさ』には、養家の場所の記述に
続いて「わたしの実家は、そのころ麹町の中六番町にあ
った」と書いている。ＪＲ中央線の四谷駅で降りて、麹
町界隈をめぐった。同駅から東に５分ほど歩くと「番町
文人通り」といわれる幅５メートルのまっすぐな道が北
東の方に伸びている。両側はマンションが建ち並ぶいか

。 「 」にも都会の一等地 その一角に 周辺に居住した文化人
の名前が書かれたアクリル製のモダンなガイド板があ
り、そのなかに与謝野寛・晶子の名があった。ほかに泉
鏡花、里見弴、有島武郎、有島生馬らの名も見える。七
瀬は有島の親戚に嫁いでおり、その結婚式の写真には里
見弴も納まっている。行くのが嫌でしかたがなかった宇
智子の実家はこの辺りにあったのだ。周りが畑ばかりの
石神井と、寛や晶子と親交のある文化人が名を連ねるこ
の麹町は天と地ほどの差だった。

次いで私は荻窪に向かった。ＪＲ荻窪駅から南に約１
０分。関東大震災後、与謝野寛・晶子夫妻が居を構えた
所だ。一辺が２５メートルほどのＬ字型の敷地だ。住居
は全く残っていず、現在は「与謝野公園」として整備さ
れている。説明板には「三つの家」と題して、次のよう
に記している。

ここに長男光と次男秀が「采花荘」を建て、その脇に
晶子が図面を引いて、赤い屋根のある洋館「遥青書屋」
を建設。その後、晶子の５０歳の祝いに１５平方メート

ルの茶室「冬柏亭」が建てられた。
宇智子が「藤子に田舎の言葉を教えないように」と晶

子に言われた渡り廊下とおぼしき辺りのベンチに高校生
のカップルが並んで腰をおろし、小さい声で語り合って
いた。葉がすっかり落ちた冬枯れの公園に初々しい恋の
香を放っている。ここに来たころの宇智子は、この高校
生と同じような年ごろだった。宇智子が若いころ晶子の
ような激しい恋をした様子はうかがえない。宇智子がお
見合いで結婚したのは先に述べた通りだ。お相手は晶子
が決めたのだろうか。夫は早く亡くなり、籍を与謝野に
戻している。晶子のために佐保子の分を取り戻そうとし
たのだとすれば、あまりに不憫である。
周りに寛と晶子の和歌をかいた円形の台座が置かれて

いる。

子らの衣皆新しく美くしき皐月一日花
あやめ咲く

三男麟が生まれたころの晶子の歌である 「新しく美。
しい衣」を八峰、七瀬に着せて詠んだのだろうか。佐保
子、宇智子、そしてエレンヌ。里子に出された３人は、
新しく美しい衣を母親から着せてもらうことはなかっ
た。
宇智子が「両親の私」の中に書いている次の文章に里

子に出された子どもたちの晶子への思いが集約されてい
る、と私は思う。

母は自分が育てた子供と、養家育ちの子達を分け隔て
した。それは誰が見ても分かるほどはっきりしていた。
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あとで兄嫁の一人が「与謝野家に来て嫌なことはなかっ
たけれど、子供を差別するのは嫌であった」と。
歌人として与謝野晶子が日本の近代文学に残した足跡

の大きさは誰もが認める。有名な「君死にたまふことな
かれ」の詩は、何度読みかえしても心に強く響く。平塚
らいてうの「青踏」創刊に際して寄せた詩の冒頭の「山
の動く日来る」という言葉は、女性をどれほど勇気づけ

たことだろう。だが、母親としての晶子を、童話を作っ
たことだけをもって「愛情ある母」と評価することに私
は抵抗を覚える。

ただこれだけは言える。もし晶子の子どもが光、秀、
八峰、七瀬の４人だけだったなら、夫を愛し続けた情熱

、 、 。歌人 与謝野晶子は素晴らしいお母さんでもあった と

L piza

前列右から長女八峰、三男麟、次女七瀬、六女藤子、晶子、四男アウ

ギュスト、寛、五男健、後列右から長男光、甥の武田米太郎、次男秀

（里子に出された三女佐保子、四女宇智子、五女エレンヌは写ってい

ない）晶子の帰国後の家族写真。三女佐保子＝中央、晶子の

前＝が写るただ一つの写真（与謝野晶子記念館）
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文・写真 井上脩身

今に息づくドンドン焼きの漁師魂

）歌川広重の「東海道五十三次大磯宿・虎ケ雨 （ウィキペディアより」

私は今年１月２日、正月の風物詩ともいえ
る箱根駅伝を、平塚中継所付近で観戦した。
３区と４区のたすき渡し地点であるそこは神
奈川県平塚市の西端、大磯町との境である。
出場２０大学と関東学生連合の２１選手が走
り去ると、国道１号沿いに大磯町の中心街を
歩いた。ほとんどの店は正月休みで閉まって
いる。やはり閉店中の古めいた木造２階建て
切妻造りのそば店の前にある本陣跡を示す絵
図入り立て札が目に留まった。
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本陣跡ということは、ここが参勤交代の大名も泊まる
宿場だったことを意味する。私は平塚と小田原が東海道
五十三次の宿場であることは知っていたが、平塚のわず
か３キロの隣町である大磯が８番目の宿場とは、不勉強
なことに知らなかった。ＪＲ大磯駅前の周辺案内図をみ
ると、本陣跡の近くに旧島崎藤村邸がある。帰って調べ
てみると、藤村は大磯を終のすみかとし、この地で亡く
なっている。藤村は中山道の馬籠宿で生まれた。同宿の
本陣の当主であった父親をモデルに描いた『夜明け前』
は藤村の代表作だ。藤村は大磯に「夜明け」を見たのだ

。 、ろうか 藤村が大磯を選んだ理由を探ってみようと思い
１月中旬、再度大磯を訪ねた。

「天明の打ち壊し」

大磯宿の本陣跡。現在はそば店になっている

私はまず図書館で大磯宿の概要を調べた。１９９９年
に発行された『神奈川県の東海道――時空を超えた道へ

』（ ）の旅―― 神奈川東海道ルネッサンス推進協議会発行
によると、大磯宿は１６０１（慶長６）年に成立。１６
６６（寛文６）年に加宿された東小磯も含め、高６７５
石の宿場だった。街道沿い１・３キロにわたって山王町
など６つの町からなる中心地と、裏町といわれた漁師町
の北下町、南下町の計８町で構成。中心地の中央を境に

、 、北組 南組に分けられてそれぞれに１人の名主が置かれ
裏町にも浜名主１人が置かれた。

１８０３（享和３）年の『大磯宿明細帳』には家数６
０５軒と記録されている。本陣は３軒、大旅籠４軒、中
旅籠１２軒、下旅籠６９軒とある。宿場としの規模は小
さいが、酒喰商５５軒、諸商人４２軒があったといい、

。 、結構にぎわっていたようである 農業者は２２２軒あり
旅人の食をまかなうには十分だった。
人馬の手当てなどの運送に当たる問屋は北組、南組の

それぞれに１人。宿場は飛脚の中継地でもある。大磯宿
。 、 、 、には継飛脚が１４人いた また江戸から京 大坂 長崎

駿府などへの御用状や御用物の継ぎ送りの際は、宿内の
百姓１４人があてられたという。

ここまでは 『夜明け前』の舞台である馬籠宿と基本、
的に変わらない。私が注目したのは裏町についての記述
である。漁師は１９３軒あり、漁船３５隻、廻船４隻を
保有していた。魚類は宿場の食材としてだけでなく、江
戸にも送られた。また御城米、地頭米、年貢米などは廻
船で運び出され、大磯湊は相模湾有数の漁港だったとい
う。
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私は箱根駅伝の観戦を終えて、大磯駅に戻る途中、海
を手前に入れて富士山を写真に納めたいと思った。港の
突堤が目に入った。海に突き出した防波堤に立って港内
を見ると、十数隻の漁船が係留されていた。大磯宿の漁
師たちの血が今も脈々と受け継がれているように思え
た。

前掲書には「天保の打ち壊し」と題する記事も掲載さ
れている。それによると、１８３６（天保７）年は春か
ら旱魃に見舞われ、７月２７日に白米の値段が１升につ
き１４８文から１９４文に上昇。平塚宿より３０文もの
高値だ。２９日には２００文になった。その夜、宿民が
浜辺にかがり火をたいて集まり、代表者が宿内きっての
穀物商、川崎屋孫右衛門を訪ねて値下げ交渉を始めたが
決裂。宿民たちは孫右衛門宅をはじめ、穀物屋、質屋な
ど７軒を次々に襲って穀蔵や質蔵を打ち壊し、米や雑穀
を往来にまき散らした。

打ち壊しの参加者は首謀者２２人を含めて５８５人
と、当時の宿内人口３０５６人の２割近くに及んだ。主
謀者の大部分は裏町の北下町の住民。打ち壊し参加者の
多くは漁師たちだった。事件後、韮山代官所による取り
調べが行われ、１人に重追放、５人に所払、１６人に過
料銭５貫文、５６３人に高百石につき過料銭２貫文の刑
が言い渡された。打ち壊された側も、７人が３貫文と屹
度叱りの刑を受け、宿役人も不行き届きとして１人が過
料銭５貫文、３人が３貫文、７人が屹度叱りの刑を科せ
られた。

「静の草屋」

旧島崎藤村邸はＪＲ大磯駅から南東約１０分、国道１
号から幅１メートル余りの狭く曲がりくねった道を２０
０メートルほど進んだところにあった。途中、通り掛か
った地元の人に道を尋ねたところ 「島崎藤村の家？」、
と首をかしげた。地図をみせると「次の角を左に曲がれ
ばいい」という。旧島崎邸はそこから数十メートル先だ
った。
旧島崎邸（写真）は割り竹塀に囲まれた約１５０平方

メートル敷地に建っている。母屋と離れからなる木造の
平屋家屋だ。夏季の別荘用として建てられたもので、母
屋は３間だけのこじんまりとした造り。引き戸は大正ガ

藤村が「静の草屋」と名づけた終の住みか
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ラスが使われていて、落ち着いたたたずまいだ。庭には
ツバキなどの常緑樹の木々が植えられている。
小さな屋根がついた冠木門の前に案内板が立ってい

る 「昭和１６（１９４１）年１月１４日、大磯のドン。
ドン焼きを見に来て、珍しい郷土行事であるのをよろこ
ばれ、これを左義長と言い初められた」とある。
正月の締め飾りなどを焼く小正月のたきあげ祭りはト

ンドとかドンド、ドンドンなどと地方によって呼び方が
異なるが、この案内板の記述によれば藤村が「左義長」
と言いだした、というのだ。もちろん異論はある。その
真偽はともかく、ドンドン焼きを見た翌月、藤村はこの
家を疎開先に決めた。湯河原から取り寄せた寒椿を庭に
植え、その花弁が開くのを楽しみにしていたという。大
文豪の住みかとは信じられないような庵に近い小さな館
だが、藤村は庭の木々に心を癒やされたのか 「静の草、
屋」と名づけた。
藤村はここで『東方の門』を執筆したが、未完成のま

ま４３年８月２１日、脳溢血に見舞われ翌２２日、息を
引き取った。７１歳だった。
家はそのまま残り、９４年 「旧島崎藤村住宅―静の、

草屋」として大磯町指定文化財になった。
旧藤村邸は敷地内が公開されていて、庭から屋内をの

ぞくことができる 「明月」の書の扁額がかかる小部屋。
の縦５０センチ、横１メートルの窓は木のツルで編まれ
ているだけで、外から風がすーすーと入る。受付係の女
性に「寒くないですか」と尋ねると「夏のための住宅で
すから」と笑った。板で窓をふさぐことはできるが、そ
れでも冬の寒さは木曽生まれの藤村でもこたえただろ
う 「左義長に感動して藤村先生は大磯を選ばれたので。
す」といって、彼女は「大磯の左義長」と書かれたパン

フレットを示した。

「大磯の左義長」

旧藤村邸を出ると、国道１号の向こうに海が見えた。
左義長が行われるという浜辺に立った。
左義長は１月１４日の夜に行われた。私が大磯を訪ね

たのはその３日前。途中、道端に高さ１・５メートル、
幅、奥行き各１メートルの切妻屋根の小屋がしつらえら
れている。お仮屋という。小屋の中には賽銭箱、その両
側に「道祖神」と書き込まれた提灯や垂れ幕。小屋の後
ろに高さ５メートルの竹が立っている。竹には色とりど
りの紙飾りがつけられていて、海からの風になびいてい

勇壮な大磯の左義長（大磯町観光協会発行パンフレットより）
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る。小屋の横で小学５、６年生くらいの男の子が太鼓を
たたく稽古をしていた。

左義長の本番では、この竹を浜辺に立て、こもをかぶ
せてそこに正月飾りをつけるのであろう。私は旧藤村邸
でもらった左義長パンフをかばんから取り出した 「大。
磯でも下町といわれる北浜海岸沿いの９地区で、古くか
ら小正月に行われるセエノカミサン（道祖神）の壮大な
火祭り」とある。下町というのは『大磯宿明細帳』に記
載のある北下町、南下町を指していることは明らかだ。

「 」旧藤村邸の係の女性は ４００年の歴史があるそうです
と話していた。大磯に宿場が置かれたころに火祭りが始
まったようだ。

パンフレットを読み進める。松の内が過ぎると子ども
たちが正月飾りを集めに回り、８日、通りに組み立て式
のセエノカミサンのお仮屋がつくられて子どもたちがこ
もる。賽銭はこどもたちの小遣いになる、という。私が

大磯の左義長が動画で紹介されている大磯町郷土資料館

賽銭箱に硬貨を入れると 太鼓をたたいていた少年が あ、 「
りがとうございます」と元気な声を出して、ぴょこんと
頭を下げた。
お仮屋は７カ所に設けられ、地元の人たちは「七ケ所

参り」をして祭りを待つ。１４日、大磯港の東の北浜海
岸に、竹を立てるサイトが設けられる。正月飾りや書き
初めなどをつけた竹の先端から四方に縄を張って竹が立
てられ、午後６時半、火がつけられる。ふんどし姿の若
者が左義長音頭である「伊勢音頭」をうたいながら、火
の周りに集まり、浜方と陸方に分かれて綱を引く。

以上がパンフレットに書かれている祭りの概要だ。現
在、国の重要無形民俗文化財に指定されているくらいだ
から、その勇壮さは比類ないものだろう。パンフレット
にも「藤村も心動かされた」と書かれているが、これら
の文章だけでは臨場感がわいてこない。私は大磯町郷土
資料館に向かった。郷土資料館ならば動画で紹介してい
るのでは、と思ったからだ。同館は浜辺から国道１号を
西に約２・５キロ。３０分以上歩いた。

予想通り館内でビデオ上映していた。竹にはわらでで
きたこもをかぶせれられ、横綱の化粧まわしのようにさ
まざまな模様の飾りがつけられている。点火されると飾
りものが燃えて舞い上がり、グオーっと音をたてて炎が
夜空を焦がす。男たちは渦巻く炎をものともせず、激し
く火の周りでぶつかり合う。
男たちのむき出しの勇猛さは天保年間に打ち壊しをや

ってのける荒々しさと一脈通じるように思える。藤村が
感動したのは、男たちの隆々とした肉体に違いない。藤
村の脳裏に急坂を行く馬籠宿の馬引きら若い男衆が重な
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ったのではなかっただろうか。藤村の心の奥に埋み火の
ようにひそむ宿場人魂が、ドンドン焼きの男たちの息吹
にあおられて燃えあがったに相違ない。

『静の岩屋』

大磯町郷土資料館は県立大磯城山公園の一角にある。
公園を南北に分断する形で国道１号が通っていて、南側
は３０００平方メートルにも及ぶ吉田茂元首相の邸宅跡
。 、だ ２００９年３月に母屋が火災に遭って焼失した後も

紅葉林や梅林、竹林などがある日本庭園は市民の目を楽
しませている。私は郷土資料館から旧吉田邸庭園をめぐ
った後、北側の城山に上がった。標高４０メートルほど
の小山の頂上にはかつて三井家の別邸があり、現在は展

岩礁と浜辺の向こうに富士山を望む

望台が設けられている。
展望台のベンチから間近に富士山が見えた。ふと『夜

明け前』の、主人公の青山半蔵が御嶽山麓に参籠に出か
けたくだりが脳裏をよぎった。雪がまだ三合目まである
ころだ。山深い里の参詣宿に泊まった半蔵は、夜のしじ
まのなかで平田篤胤の講本『静の岩屋』を開く。半蔵は
国学者の篤胤に心酔しているのだ。篤胤は天保１４（１
８４３）年、６７歳で没している。天保の打ち壊しの７
年後だ。藤村は大磯の住みかを「静の草屋」と名づけた
ことはすでに触れた。大磯を選んだのは平田国学に影響
されたからだろうか。

半蔵が開いた『静の岩屋』には概要、次のように書か
れている。
近ごろ蘭学という学風が起こり、物の理（ことわり）

を考え究むることはなはだ賢い。オランダより渡り来る
薬品の中には効能のすぐれたものもあり、良医がこれを
用いるといちじるしい効験（しるし）をあらわす。しか
し、薬性をしらなければ、馬鹿に鉄砲をもたせるような
もので、人命を失わせる。
そもそも外国（とつくに）より万の事物が我が大御国

に参り来ることは皇神（すめらみこと）の大御心にて、
森羅万象ことごとく皇国（すめらみくに）にお引き寄せ
あそばされることをわきまえて、外国より来る事物はよ
く選り採りて用うべきこと。

蘭方医学は賢明なものだが、怪しげな医者の治療は患
者を死に至らしめかねない。天皇の臣下として、舶来も
のを採用する場合は十分吟味しなければならない、とい
う意味だろう。外国ものは受け入れるべきか、拒否すべ
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きか。半蔵は深いため息をついた、と藤村は書く。
参籠の朝、半蔵は白の行衣に身を包み、長い石段をの

ぼって本殿に進んだ。その奥の霊廟の前でひざまずき、
正座をして行をはじめる。だが、半蔵の胸に一つの悲劇
が浮かんだ。馬籠と中津川の間の峠で牛を扱う利三郎が

、 、材木を牛につけて谷を進んでいると ３人の雲助が現れ
、 。利三郎をつえで打ちたたき 半死半生の目に遭わされた

「憐れむベきは街道の犠牲」と半蔵は考えた。ふと我に
返った半蔵。静かな読経が耳に入り、雑念の多い身を恥
じて行に集中。４日目に心願を果たした。

藤村が大磯のドンドン焼きを目にしたとき、半蔵の御
嶽山籠を思い浮かべたのではないだろうか。お仮屋に籠
って本番を待つ子どものけなげな姿が、馬籠本陣の当主
の息子である藤村自身の子ども時代と二重写しになった

大磯城山公園から望む相模湾（伊豆半島がうっすらと見える）

のだろう。そのとき 「天保の打ち壊し」のことも聞い、
たかもしれない。確かに、漁師たちもまた「憐れむベき
街道の犠牲」だった。

自伝小説『春』

大磯城山公園の展望台から海が眼下に広がっている。
相模湾の西端、ちょうど伊豆半島の付け根付近に白波が
たち、冬の日差しにきらめいている。恐らく国府津辺り
だろう。藤村の『春』という自伝小説を思い出した。随
分前、藤村の『破壊』に感動し、藤村という作家本人に
興味をもったのが 『春』を読んでみようと思ったきっ、
かけだった。
『春』は１９０８年、藤村３６歳の作品。主人公は藤

村自身がモデルの岸本。第一の親友、青木とのかかわり
の中で、どう生きて行くのかを思い悩む青年を描いた長
編だ。青木のモデルは北村透谷である。
青木が国府津の町に続く漁村の寺に妻を伴って引っ越

していたころ、岸本は鎌倉の寺で世話になっていた。あ
る時、岸本は住職からもらった法衣を着て放浪の旅にで
た。行くあてもなく東海道を西に向かって歩き、翌日、
日が暮れかかったころ、入水しようと、とある波打ち際
を歩いた。ふと「今ここで死んでもツマらない」と思い
直した岸本。人里の方に引っ返すと、そこは青木のいる
村の隣村だった。

青木のところにたどり着くと、青木は近所に出かけて
いた。青木の妻が「西行さんが見えました」と青木を呼
びに行った。青木が戻るとそこにいたのは西行のような
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姿の岸本だった。
以上は岸本が入水自殺をしようと思ったくだりであ

る 『春』の文庫版（新潮文庫）の亀井勝一郎の解説に。
よると、小説には藤村が２１歳から２５歳までの４年間
（１８９３～９７年）が描かれている。透谷は藤村より
５歳上。当時の文学界のリーダー的存在だった 「明治。
の青春のもの狂おしさをあらわした一種の偉才だった」
と亀井はいう 「文学を志した藤村に強い感化を及ぼし。
たのは透谷だった。生涯この思い出のつきるときはなか
ったであろうと想像される」と亀井はしたためる。
１８９３年といえば明治学院を卒業した藤村が透谷ら

と『文学界』を創刊したばかりのころだ。翌年、透谷は
自殺した。藤村は９７年に処女詩集『若菜集』を出した
が、透谷というかじ取りを失い、作家として生きていけ
るのか、悩み苦しんだはずだ。

大磯を終のすみかとした理由について 『春』にその、
ヒントがある、との見方があるという。この見解に従う
なら、青木（透谷）がいた国府津に続く前川という漁村
への藤村の強い思いが、大磯を選ぶことになったという
ことだろう。だが前川と大磯は９キロも離れている。も
し藤村が前川に近い旧宿場を住みかとするならば、小田
原に適当な家を探すだろう。透谷の里が国府津という相
模湾に面した所であったことが、大磯を選ぶ上での重要
な要素だと言えなくないが、決定的な理由というにはム
リがあるように思う。

「東海道松並木」

大磯城山公
園から帰るに
は国道１号を

。戻るしかない
１キロ余り東
に歩いたとこ
ろに「伊藤公
滄浪閣の碑」
があった。１
９３１年に建
立された高さ
２・５メート
ル、幅８０セ
ンチの堂々た
る石碑だ。こ
こに伊藤博文
の別邸があっ

。たというのだ
観光マップを
みると、この
辺りには旧西

園寺邸、旧大隈邸、旧陸奥邸など、明治新政権下で権勢
を誇った元勲らの別荘があった。伊藤博文邸の敷地は東
西に２５０メートル、南北に１５０メートルもあったと
思われ、それに比べると藤村邸は鷹と雀くらいの差だ。

旧東海道の松並木が続く国道１号の西行き車線

宿場町を行く  東海道大磯宿

84



伊藤博文別邸跡から国道１号の下り車線の両側に松並
木が続いている。その距離は約２５０メートル 「東海。
道松並木」のタイトルのある道路脇の案内標識には「今
から４００年前、諸街道改修の際に植えられた。幕府や
領主に保護され、約１５０年前から立ち枯れしたものを
村々ごとに植え継がれて大切に育てられた」とある。こ
こでは、旧東海道が国道１号の西行き車線としてそのま
ま使われたのだ。それぞれの松は高さ１０メートル以上
に達していて、なかなかの壮観である。地元の人たちが
手入れをしてきたからこそ、今も立派に松が枝を伸ばし
ているのだろう。その枝の間から富士山が望めた。旅人
たちをどれほど癒やしただろう。こうした旧街道の松並
木は今ではほとんど残っていない。なぜ他の所ではバサ
ッバサッと切ってしまったのだろう。大磯で保存できた
のだから、その気になれば維持できたはずだ。
この松並木が終わった地点に「上方見付」と書かれた

広重の浮世絵が壁に掛けられているＪＲ大磯駅の改札口

案内札が立っている。案内札の記述によると、見付とは
、 。見張り門のことで 宿場を守る防御施設として造られた

街道を挟んで両側に石垣を組んで高さ約１・６メートル
の台が築かれ、その上に竹矢来が組まれた。宿場の京都
側が「上方見附 、江戸側が「江戸見附」だ。この見附」
のそばに「御料傍示杭」と呼ばれる杭が打ち込まれてい
て、宿場の出入口であることを示していた。
旧藤村邸はこの上方見附から１００メートルも離れて

いない。恐らく藤村はこの辺りから松並木にかけて小説
の構想を練りながら散歩し、松が枝ごしに富士山をなが
めたことだろう。

ＪＲ大磯駅の駅舎壁に歌川広重がかいた「東海道五十
三次大磯宿・虎ケ雨」の拡大コピーがかけられている。
駅を出る時、参考に、と写真に納めた。あるいは松並木
が描かれているかもしれない、とカメラのモニター画面
を開いてみた。家々が軒を連ねる松並木の街道を馬子が

。 。蓑をつけて雨のなかを歩いている 長い棒が立っている
傍示杭だろう。
松並木といえば中山道の芦田宿（長野県立科町）近く

にも現存していて、歌川広重の「木曽街道六十九次・芦
田」にも松並木が描かれている。芦田は藤村にとって思
い出深い小諸から約８キロの地点にある。大磯の松並木
が大磯住まいを決心する大きな要因だったのかもしれな
い。
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「ペリー来航」

大磯の浜辺に戻り、波打ち際から海を眺めた。正面に
伊豆大島がシルエットになって薄らと浮かんでいる。

ほかに島はない。目を東に向けると三浦半島が濃い青色
に染まってくっきりと突き出ている。そのはるか向こう
に房総半島がぼんやりと影を落としていた。西に目を向
けると、伊豆半島が茫漠と霞んでいる。三浦半島の突端
は城ケ島、浦賀はその陰になっている。伊豆半島の先端
の手前には下田がある。浦賀と下田。いずれもペリー来
航の歴史を刻む町だ。
私が『夜明け前』を読んだとき、最も印象を受けたの

大磯の沖で操業する漁船

は青山半蔵が浦賀の番所に詰める幕府役人、七郎左衛門
を訪ねるくだりだった。七郎左衛門は黒船を目撃した生
き証人なのだ 「わたしは亜米利加の船を見ました。二。
度目にやって来た時は九艘も見ました。左様、二度目の

。 、時なぞは三ヶ月もあの沖合に掛っていましたよ そりゃ
あなた、日本の国情がどうあろうと、こっちの言分が通
るまでは動かないという風に――槓杆（てこ）でも動か

」 、 。ない巌のような権幕で と語った と藤村は書いている

平田篤胤を尊敬し、天皇中心の時代になってほしいと
願っていた半蔵だ。ペリーに好意をもっていないことは
いうまでもない 『夜明け前』ではペリーの久里浜上陸。
の様子を次のように書いている。
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、ともかくも会見の式
を終った。その間約半時ばかり。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もの
か、脅迫がましい態度がそれからも続きに続いた （中。
略）日本で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なければならぬ、日本人はよろし
く国法によって防戦するがいい、米国は必ず勝ってみせ
る、就いては二本の白旗を贈る、戦に敗けて講和を求め
る時に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。
半蔵のペリー観というより藤村自身のペリー観であろ

う。
ペリー自身が監修した『ペリー提督日本遠征記 （角』

川ソフィア文庫）によると、伊豆岬を通過し先導艦（旗
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艦）サスケハナ号の針路は江戸湾に向けられた。伊豆半
島突端の石廊崎沖を通り東京湾口を目指したのだから、
伊豆大島の北の沖合を東に進んだことは紛れもない。１
８５３年７月８日、４隻の黒船は浦賀沖で停船、１４日
（太陽暦 、ペリー一行は久里浜に上陸し、大統領の国）
書を浦賀奉行、井戸井弘道に手渡した。
翌５４年、ペリー艦隊は再び東京湾に姿を現し、横浜

村で幕府全権の林復斎らと交渉。３月３１日、日米和親
条約が結ばれ、下田と箱館の開港が決まった （西川武。
臣『ペリー来航』中公新書）

ペリー来航という前代未聞の大事件は馬籠宿も無縁で
。 、はなかった 半蔵が三浦の旅から帰ってからの３年間に

彦根から井伊掃部頭、江戸から林大学頭らが通過するな
ど、幕府要人の行き来が激しくなった。林大学頭は日米
和親条約締結の際の幕府全権、林復斎である 「神奈川。
条約上奏のため京都へ急ごうとして、客間（本陣上段の
間）に足をとどめて行った」と『夜明け前』にある。半
蔵なりに目まぐるしい時代の動きをひしひしと感じてい
た。
ドンドン焼きが行われた大磯の浜辺に立った藤村は、

三浦半島、伊豆大島、伊豆半島がはるか沖合にパノラマ
のように広がる光景を目にし、自らが半蔵になった思い
にかられたのかもしれない。
『夜明け前』に半蔵の歌が載っている。

あめりかのどるを御国のしろかねに ひとしき品とさ
だめしや誰
大磯の浜でこの歌を心の中で吟じる藤村を想像してみ

た。銀が流出しただけでなないか。そんな鬱屈した半蔵

の気持ちを藤村は半ば同情し、半ば否定していたように
私は思う 「もう夜明け前でない 。藤村の心の内は複雑。 」
だったのではないだろうか。

松本順と新島襄

大磯の浜辺は大磯港を
、 「 」挟んで 東の 北浜海岸

と西の「照ケ崎海岸」か
らなる。大磯の左義長が
行われるのは北浜海岸
だ。北浜と名がつけられ
ているのは、港よりわず
かに北に位置しているた
めだが、地理上の実態は
東の浜である。両海岸と
も、夏は海水浴場として
にぎわう。大磯港には大
きな駐車場があり、防波
堤の近くには磯釣りに格
好の岩礁がある。港は大
磯のマリンセンターだ。

その港のはずれに「松本先生謝恩碑（写真 」と刻ま）
れた石碑がある。台座を入れると高さは５メートル。１
９８４年に建てられたもので、その裏には「海水浴場発
祥の地 と刻みこまれてその由緒がつづられている 明」 。「
治１８年、大磯照ケ崎海岸に日本で最初の海水浴場を開
いた軍医総監松本順先生は国民の健康増進と体力の向上

宿場町を行く  東海道大磯宿

87



をはかるため、海水浴がよいと説き、そのころの有名な
歌舞伎役者を大勢連れて来て海水浴をさせ大磯町の名を
日本中に広めた」とある。

鎌倉の由比ヶ浜海岸に、後に初代衛生局長になる長与
専斎が１８８４年に理想的な海水浴場と紹介した、と記
された彫刻が建っている。その通りなら大磯の海水浴場
は由比ヶ浜に２年遅れたことになり 「発祥の地」とい、
うのは怪しくなる。ついでながら長与は後述のポンぺの
門下生だ。それはともかく、発祥地かどうかをここで詮
索することに意味はないだろう。
謝恩碑から帰途につこうと大磯駅に向かう途中の国道

１号脇に「新嶋襄終焉の地」の碑があるのに気づいた。

南組問屋場そばの新島襄終焉の地の碑

。 「 」同志社創設者の新島襄である そのそばに 南組問屋場
の跡であることを示す立て札がたっている。大磯宿のい
わば中心地だ。そこから２０メートル離れた所は「高札
場」だった。説明板には「切支丹禁制、徒党禁止などの
幕府が示達する掟を掲示した」とある。アメリカの神学
校を出た新島襄が、かつて「キリシタン禁止」の札がか
かっていた所のすぐ近くで波乱の人生を閉じたというの
だ。

終焉の地の石碑の脇の説明板は「１８７５年に同志社
英学校を設立した後、宿願であった同志社大学設立を企
図して東奔西走中病気にかかり、１８９０（明治２３）
年、１月２３日療養先の大磯の地百足屋旅館で志半ばに
して４７歳の生涯を閉じた」としたため、百足屋旅館の
２階建ての絵を添えている。同旅館は２階に５、６室が
あったようにみえる。宿場時代は大旅籠か中旅籠だった
のだろう。

新島襄は幕府軍艦操練所で洋学を学んでいる時に聖書
、 。 。に出合い やがてアメリカに渡る その新島襄と松本順

まるで無関係にみえる二人だが、新島の妻八重を通して
結びつくと私は思った。
松本順は明治に改元される以前は医師名である良順を

名のっていた。幕府が１８５７（安政４）年、長崎海軍
伝習所の医学教師としてオランダの医師、ポンぺを招へ
いすると、その日本側御用医師に就任、ポンぺと共に伝
習所付属的な医学校づくりに力を尽くした。その後、新
選組の近藤勇と知り合い、会津に向かう。会津戦争では
藩校の寮を「軍陣医部」の名の戦時病棟にし、患者２０
０人を治療。兵士たちに「養生」を説き、傷病者に牛肉
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を食べさせたとのエピソードが残っている （司馬遼太。
郎『胡蝶の夢 ）』

その会津戦争で歴史に名を刻んだのが八重だ。会津藩
の砲術師、山本権八の娘である八重は開戦の火ぶたが切
られると、断髪して男装になりスペンサー銃で官軍に立
ち向かった。明治の世になり兄を頼って京都にいき、ア
メリカから帰国していた新島襄と知り合った。１８７６
（明治９）年、八重は襄と結婚し、同志社女学校の設立
に尽力。夫襄が心臓病を悪化させて前橋で倒れ、静養先
の大磯で息を引き取ったとき、八重はその死をみとった
といわれる。

島崎藤村の最期となった「静の草屋」の室内

八重は会津戦争中、松本良順と会ったことがあると考
えるべきだろう。襄が病で倒れたとき、初代の軍事総監
になっていた。大磯で静養することになったのは、松本
良順の指示だったのではないだろうか。
『夜明け前』に松本良順は登場しない。だが、平田篤

胤の講本の「オランダより渡り来る薬品の中には効能の
すぐれたものもあり、良医がこれを用いるといちじるし
い効験（しるし）をあらわす」という一文を紹介してい

、 、ることからうかがえるように 藤村は蘭方医といえども
良い医師には正当な評価をしていた。あるいはそれが青
木半蔵とは異なる生き方を選んだ理由かもしれない。藤
村は学生時代、キリスト教の洗礼を受けているのだ。新
島襄に強くひかれた時期があったに違いない。
藤村より１０歳年上の森鷗外が軍医としてドイツに留

学したとき、赤十字の国際会議の日本代表に随行し、ポ
ンぺに会っている。鷗外はポンぺに「松本翁健在セリ」
と述べたという。藤村は鷗外からこのことを聞いていた
かもしれない。
こうしてみると、藤村が大磯を選んだ理由を考えるう

えで、松本順と新島襄の存在は重要である。

「涼しい風」

東京から疎開する際、名のあるほとんどの文士は鎌倉
に居を構えた 『春』の中にもあるように、若いころ鎌。
倉の寺で居候をしていた藤村である。鎌倉に行こうと思
えば行けたはずだ。だが、やはり宿場にこだわったのだ

。 、 。 、ろう それも ペリーの航跡がみえる宿場に となると
平塚宿か大磯宿しかない。
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大磯の方が北村透谷ゆかりの国府津に近い。松本順や
新島襄の足跡もある。松並木もここにはある。そしてド
ンドン焼きである。藤村は「静の草屋」で人生の最後を
どう送ったのだろう。旧藤村邸でもらったパンフレット
に「昭和１８年８月２１日 最期の日」と題する一文が
載っている 藤村の妻静子さんが甥に宛てた手紙だ 中。 。「
央公論昭和１８年１０月号『一人の甥に与うる手紙』よ
り」とある。以下はその抜粋である。

九時半ごろ、伯父さま（藤村）は書斎から出てこられ
て、茶の間の廊下に立って庭を見ています。
「まだあすこを書いているんだよ、しかしこんどは思

うように出たと思うがね、あすこが出来てしまえば、あ
とは雑作ない、和助が東京を立つだけだから…一寸今、
読んでもらおうか 」。
茶の間で叔母さん（静子さん）が茶棚をうしろに向か

い、伯父さまが机をはさんで端座して聞いていらっしゃ
る。
「青山半蔵には中世の否定ということがあった…」

その行から三四行読んだ頃、
「ひどい頭痛だ」

（中略）
「原稿が間に合うかね、そう５０枚あるし…あそこで

第三章の骨は出ているしね…」
東の方の庭に眼をやってじっと見ているかと思うと、
「涼しい風だね」

庭から眼を離さず気もちよさそうに涼風の過ぎるのを感
じているようです。もう一度
「涼しい風だね」と……。

（中略）

『東方の門』は「和尚が耳にした狭い範囲だけでも」
までで、未完で終わりました。

藤村の最期の場面を表した貴重な手紙である。藤村が
「静の草屋」で小説『東方の門』を執筆し続けていたこ
とがこの手紙から読みとれる。その小説に青山半蔵が登
場することが興味深い。半蔵は言うまでもなく『夜明け
前』の主人公だ。藤村は西洋に負けない東洋を最後の小
説のテーマにしようとしたといわれている。藤村として
は『夜明け前』の続編的な思いがあったのではないだろ
うか 『東方の門』は夜明け後を描こうとしたのだと思。
う。
夜明け前から夜明け後を歩んだ松本順や新島襄。藤村

が人生最後の小説を書くためには、旧宿場町の大磯でな
ければならなかったのだ。冬もさんさんと日が差し込む
海辺の大磯。雪深い木曽で生まれ育った藤村にとって、
同じ宿場でもこんなに違うのか、と目もくらむ思いだっ
ただろう。そこで演じられるドンドン焼きは、夜明け前

。「 」 、の時の伝統を受け継いでいる 左義長 とつけたのは
「夜明け後のなかの夜明け前」という意味だろうか。
藤村は藤村旧邸から４００メートル離れた地福寺に葬

られた。その墓石は大文豪の墓とは信じられないほど簡
素なものだ。高さ１メートル、幅２０センチの四角の石
に「島崎藤村墓」と刻まれているだけである 『夜明け。
前』は、青山半蔵が馬籠の万福寺に葬られるところで、
物語を終える。地福寺の草葉の陰で、藤村は万福寺の半
蔵への思いを抱き続けながら眠っているのかもしれな
い。

宿場町を行く  東海道大磯宿
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警告通りに起きた福島事故
――故瀬尾健氏の衝撃の遺言――

文 写真・井上脩身

京都大学原子炉実験所（大阪府熊取町）で研究するかたわら、原子力発電所の危
険性を訴えて反原発運動を支えてきた「熊取六人組 。福島原発事故後、精力的に全」
国を飛び回っているが、実は６人ではなく現在は５人である。元実験所助手で原子

。核物理が専門の瀬尾健さんが福島事故の７年前の１９９４年に亡くなっているのだ
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その瀬尾さんが死亡前
に書き遺した『原発事故
――その時あなたは！』
が、１周忌に合わせて９
５年、風媒社から出版さ
れた。原発事故が発生す
ればどのような被害が起
きるかを予測した警告の
書であるだけでなく、放
射能から身を守るための
服装や携帯品まで書きし
るした一般向けガイドブ
ックでもあった。瀬尾さ
んが末期がんと闘いなが
ら書きあげたこの一冊の本は 「原発は安全」と信じら、
れているなか、注目されることはなかった。最近、私は
この書物の存在を知り、取り寄せた。圧巻は２００ペー
ジに及ぶ同書の「おわりに」である。若狭地区の原発で
事故が起きた、と想定したＳＦ仕立ての物語が書きつづ
られているのだ。通常 「おわりに」には本を書き終え、
た感慨や協力者への謝辞がつづられるが、瀬尾さんは常
識を破って「必ず事故が起こる」と叫んで遺書代わりに
最後の筆を執ったのだ。３・１１から間もなく６年にな
る。原発再稼働があたかも当然のような流れになり、原
発事故が忘れ去られようとしている。だが、忘れたとき
に災害が発生するのは昔からの経験則である 『原発事。
故――その時あなたは！』が一人でも多くの人に見直さ
れてほしい、と私は願ってやまない。

熊取六人組の「事故を斬る」

大阪を拠点とする月刊ミニコミ紙 新聞うずみ火 矢「 」（
野宏代表）が２０１４年の夏から秋にかけて「熊取六人
組」の研究者５人を招いて連続市民講座を開催。その講

、『 』演内容を本にまとめ 熊取六人組――原発事故を斬る
（岩波書店）と題して１６年９月に刊行した。５人は今
中哲二（原子力工学 、海老澤徹（中性子物理 、川野眞） ）
治（同 、小林圭二（原子炉物理 、小出裕章（放射線計） ）
測）の各氏。いずれも原発が抱える問題点を端的に示し
たもので 興味深い指摘がなされている その内容は 巻、 。 「
頭言」にある通りだが、私が注目したのは『原発事故―
―その時あなたは！』の「おわりに」が転載されている
ことだった。既に亡くなっている瀬尾さんも六人組の一
人であることを示すため “遺言”を掲載したのだ。、
『熊取六人組――原発事故を斬る』のなかで、小出さ
『 』 。んは 原発事故――その時あなたは！ を紹介している

題は「瀬尾健さんと本書 。瀬尾さんの著書の出版に際」
して筆を執った 「瀬尾さんは原発が事故を起こした場。
合にどのような災害を引き起こすかという問題を、自ら
の責任で明らかにしようとし、文献を調べ、膨大なコン
ピューターのプログラムを作成。スリーマイル島原発事
故、チェルノブイリ原発事故のときは現地に足を運んで
調査に当たった。彼はその成果を法廷で証言し、大学で
講義し、市民の勉強会で報告した。その集大成が本書」
としたうえで 『原発事故――その時あなたは！』の意、
義を次のようにまとめる。

瀬尾健さん
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原子力発電所が大事故を
起こした場合、一体どのよ
うな災害が引き起こされる
のか。これまで、国や電力
会社はそのことに関する知
識を故意に隠してきたし、
大災害になった場合、どの
ようにして自らの身を守る
かについても知識は与えら
れてこなかった。避難訓練
などをすれば、原子力発電
所に対する国民の不信を呼
び起こすだけというのが、

国と電力会社の姿勢なのである。残念ながら、私たちは
私たち自身で身を守る以外にない。本書は予想される大
事故の具体的な姿、そして具体的な身の守り方、さらに
は日本各地の個々の原子力発電所についての災害の及ぶ
範囲などを丁寧に書き起こしたものだ。今後、私たちが
何年原子力とつきあわねばならないのか分からないが、
私たちが原子力を利用するかぎり、本書は決定的に重要
な役割を担うであろう。

『原発事故――その時あなたは！』の概要をコンパク
トに紹介しているだけでなく、その意味をやさしくかみ
くだいた頭抜けた書評でもある。

「瀬尾健さんと本書」によると、瀬尾さんは末期の肺
がんに冒されていた。余命３カ月と思われたころ、同書
の原稿と図表をひょいと小出さんに渡して闘病生活を始
めた瀬尾さんは病床にあっても推敲を重ね、布団の横で

パソコンを打った。それもできなくなると、打ち出した
原稿に赤字で推敲を加えた。漢方薬を飲み続けたが、自
分では飲み下せないと分かって以降、いっさいのものを
受けつけずに死に臨んだという。

小出さんは「本書は、瀬尾さんが渾身の力を込めて書
き遺した、文字通りのライフワーク。彼の遺志が多くの
人の心を打つことを願う」と締めくくった。

７０キロ圏内のがん死１００％

小出さんの書評によれば 『原発事故――その時あな、
たは！』は〈１〉予想される大事故の具体的な姿〈２〉
具体的な身の守り方〈３〉個々の原発の災害の及ぶ範囲
――が根幹をなしている。その一つひとつをみていきた
い。

まず〈１〉の予想される大事故の具体的な姿である。
同書では「重大事故の予備知識」の章に表されている。
瀬尾さんは、放射能が原子炉から全部環境に出たと想定
して急性死、がん死の確立を計算した。
風速２メートル、曇りの昼間の場合、原発から出てき

た放射能は風下に向かって約１５度の扇形になって移動
する。原発から４０キロ以内は急性死、がん死ともに１
００％、７０キロで急性死７０％、がん死１００％に達
する。２００キロ離れたところでも急性死は０・４％に
まで減少するものの、がん死は１００％である。４００
キロの場合でもがん死は１００％、１０００キロ離れた

瀬尾健さんの著作
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所でも２０％以上の
人ががん死するとみ
られる。もし緊急避
難しなければ、７０
キロ以内の住民は１
００％が急性障害で
死亡。１５０キロ風
下でも５・６％の人
は急性死から免れな
い。

こうした数値を算出したうえで実際にどれくらいの被
害が出るかを、日本の平均密度（１平方キロ当たり３２
４人）を基に予測したところ、１００キロまでの人口４
２万８０００人中、４０万２０００人（９４％）が急性
障害で死亡。１０００キロまででは、人口４２７万人中
５６万人が急性障害で死亡する。晩発性がん死について
は、４００キロ以内では急性死を含めて６８４万人が死
亡。４００～１０００キロではがん死者は１６７４万人
にのぼる。結局、１０００キロ以内の急性死者とがん死
者の合計は２３００万人という膨大な数になる。

この計算には、飲食による体内被ばくは含まれていな
い。飲料水や農作物が放射能汚染されることを防ぐこと
はできず、死者数はさらに増えると考えられる。
しかし、以上はあくまで「仮想的最大事故」の場合の

計算。実際に放射能が１００％環境に出ることはあり得
ないが、仮に１０％が出た場合でも、大変な被害になる
ことは論を待たない。

次は避難時期と災害規模の関係。瀬尾さんは出力１０
０万キロワットの加圧水型原発について、放射線量を計
算した。それによると避難が３０日よりも遅れた場合、
風下２５キロ地点での短期線量は４シーベルになり、住
民の半数は急性障害で死亡。晩発性がん死については、
風下８０キロの地点では８日目に避難した場合、長期線
量は０・６５シーベルト、３１日目の避難では０・８シ
ーベルトになり、５年間居続けると２・４シーベルトに
達する。１シーベルト当たり４０％ががん死するとみら
れるので、８日目の避難は２６％、３１日目避難は３５
％、５年間そのまま居続けると９６％ががん死する。
２００キロ離れた地点に５年間居続けた場合、全身被

ばく線量は０・５３シーベルトになり、２１％ががん死
する。人口が１００万人とすると２１万人が亡くなる計
算だ。わが国の政令指定都市で２００キロの範囲内に原
発のない都市は一つもない。ほとんどの原発は過疎地に
立地しているが 「安全な都市」はないのである。、

発電所内の様子の監視を

次は〈２〉の具体的な身の守り方。前項に述べたよう
に、わが国に安全な所はない。瀬尾さんは「国がまとも
な防災対策を持っていないのであれば、われわれ一人一
人が自分で身を守らねばならなくなる。特に子どもと妊
婦を放射線被ばくから最優先に保護しなければならな
い」として、自衛の手引きを書きしるした。

被ばくを軽減するための一般的注意

原発を考える　警告通りに起きた福島事故

94



放射能雲はガス
状のものと１００
０分の１ミリ程度
の微粒子で成り立
っている。超微粒
子は触れるもの全

、てに付着するので
呼い込むと全てが
肺に残る。このた

め、次のような措置が必要になる。
①窓を閉め、隙間を目張りして家屋を気密にする②ヨ

ウ素を早めに服用する③放射能雲に巻き込まれている間
とその後しばらくは、屋内でも何枚も重ねたぬれタオル
をマスクにし、直接空気を吸わない④ありとあらゆる容
器に飲料水をためる（当座の飲料水として）⑤放射能雲
に巻き込まれている間は外出を控える⑥放射能雲が到着
した後は井戸水だけでなく水道水も飲まない方がよい⑦
雨にはぬれない、衣服についた雪は払う、水たまりには
近づかない。

事故の発生を早く知るには

大量の放射漏れが検知されると原発の所内で警報が鳴
り響くが、一般に知らされるのがずっと後になると、地
元住民の迅速な退避に必要な時間がなくなり、すべてが
手遅れになってしまう。住民に残された唯一の方法は、

。 、発電所の様子を監視することだ ただならぬ気配が漂い
人の出入りが多くなり、特に外に出て行く車が多くなっ
て、近くに住んでいる社員の家族たちまで脱出するよう

であれば、間違いなく大事故の兆し。市販されているガ
イガー計算管で放射能の接近が検知できる。

緊急脱出が必要な距離

出力１００万キロワットの原発では風速２メートルの
とき、風下４キロまでの住民の被ばく線量は、放射能雲
からの被ばくだけで２・４シーベルトを超える。さらに
放射能雲に巻き込まれているときに呼吸すると、体内被
ばくは２４シーベルト以上の短期線量を受ける。これは
９０％致死線量の４倍以上になる。２０キロの地点では
ぬれタオルで吸入による被ばくを半減できたと仮定し
て、短期線量は１シーベルトになる。つまり、風下２０
キロ以内の住民は、放射能雲が到達する前に脱出する以
外に、急性障害から免れる道はない。

被ばくからの逃げ方

①服装 ぬれタオルを何枚も重ねたマスク、水中眼鏡
（ゴーグルなど 、帽子、手袋など肌を覆う服装。）
②逃げる方向 原発から風下に引いた直線に対して直

角の方向。
③避難方法 自動車は大渋滞に巻き込まれる可能性が

高い。自転車、バイクが理想だが、風速２メートルの場
合、放射能雲は１時間で７・２キロ動く計算なので、徒
歩でもその到達までに放射能雲通過域外に出ることがで
きる。
④雨天の場合 放射能雲の中で雨に降られるのは最悪

の事態。雨にぬれたなら出来るだけ早く着替える。放射
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能雲に巻き込まれて
から雨の中を脱出す
るのはあきらめた方
がよい。家屋をでき
るだけ気密にして、
放射能が通過するま
で待機する。

数日以内の退避が必要な地域

短期線量が１シーベルトになるのは、７日間とどまっ
た場合は風下５１キロ、３０日とどまった場合は５７キ
ロの地点。したがっておおむね６０キロ以内の住民は数
日以内に汚染の少ない地域に避難する必要がある。１カ
月ほど避難地でしのげば、急性障害は避けられる。

何を食べたらよいか

事故後はできるだけ蓄えた水と食料でしのぎ、放射能
の摂取を防止することが望ましい。甲状腺被ばくを防ぐ
ために、飲み水と牛乳には注意しなければならない。牛
乳に代えて、粉ミルク、コンデンスミルクや輸入ものに
頼ることにし、飲み水については自治体配給に期待する
以外にない。いずれは汚染水、汚染食料を摂ることにな
っても、その時期をできるだけ遅らせることで、短い半

減期の放射能汚染の防止につながる。

各原発の最悪被害を予想

〈３〉の個々の原発の及ぶ範囲は、全国の原発から１
６基を選んで破局的事故が発生した場合の災害規模の計
算を行ったものだ。既に述べたように、放射能は風に運
ばれて約１５度の角度の広がりをもちながら風下に向か
って移動するが、ここでは風向きを０度（南風 、９０）
度（西風）など、いくつかの風向きごとに急性死者数と
がん死者数のシミュレーションを行った。以下は廃炉が
決まっている２基を除く各原発の最悪被害予想である。
（市町村名とその人口は９４年時点）
【泊１号】
原発から数十キロ以内は人口が少ないので、急性死者

はそれほど多くないが、岩内町、共和町、泊村では風下
になれば９９％以上が急性障害で死亡する。

がん死については原発の９０度と１８０度方向に集
中。１８０度方向では函館市９万４０００人など北海道
で１０万６０００人、青森県７万人、秋田県５万１００
０人、宮城県４万２０００人など北海道、東北地方で大
きな被害が予想され、東京都でも９万４０００人ががん
死する。
【敦賀２号】
周辺に人口が多いので急性死者が多くなり、人口６万

、 、４０００人の敦賀市では９９％が死亡 鯖江市の５３％
武生市の９０％が犠牲になる。
がん死者は９０度方向では関東でも発生するが、１９

５度方向では６５６万人にのぼる。同原発の１５０キロ

敦賀原発
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内に大阪、京
都の大人口密
集地帯がある
からだ。

美浜３号】【
敦賀２号機

と似た位置に
あり、出力が
その８割程度
なので、被害
の範囲も似た

分布を示し、その規模はやや小さくなる。急性死確率は
敦賀市、美浜町で９０％超になる。がん死では１２０度
方向の名古屋市辺りで６０％、大阪市辺りで４０％にな
る。
【 】大飯２号
小浜市が風下に当たった場合、９０％の３万４０００

人が急性死亡し、高浜町１万２０００人、大飯町６３０
０人など、それぞれ９０％以上が犠牲になる。舞鶴市で
も６万９０００人が急性死する。
【 】高浜４号
急性死者数は小浜市２万人、高浜町１万３０００人、

大飯町６３００人などだが、風が２４０度方向に向かっ
たときは急性死者数が急増、舞鶴市では９万８０００人
に達する。がん死者は大阪を中心に３６５万人に及ぶ。
【 】伊方３号
八幡浜市では人口の９９％の４万１０００人が急性死

するほか、大洲市でも５０％の２万６０００人が死亡。
がん死者は６０度の方向に当たる近畿を中心に２２４万
人にのぼる。

【 】玄海３号
風が１２０度の方向に吹いたときに急性死者が最多と

なり、唐津市では８万１０００人にのぼる。１６５度の
場合、伊万里市３万１０００人、１９５度では肥前町１
万１０００人、２１０度では松浦市２万人に達する。が
ん死者は７５度の方向で４２４万人に及ぶ。福岡市、北
九州市、近畿圏、さらには首都圏もこの方向に当たるた
めだ。
【 】川内１号
急性死者は１０５度の方向に多く、川内市を中心に７

万５０００人になる。０度では阿久根市の２万４０００
人、１５０度では串木野市の３万８０００人。がん死者
は１２０度方向に多く、鹿児島市では５２万５０００人
に達する。
【 】女川１号
急性死者は女川町１万５０００人、牡鹿町３万５００

０人、石巻市１万８０００人など。がん死者が多いのは
２１０度の方向。関東を中心に１０２万人にのぼる。２
５５度の方向の仙台市周辺では５０万人になる。
【 】福島第二４号
風向き０度で双葉町８０００人、１９５度で楢葉町９

０００人、いわき市１万２０００人、３３０度で富岡町
１万６０００人、３４５度で大熊町１万人、浪江町１万
７０００人の急性死者が出る。がん死者数は２１０度方
向の関東を中心に２２７万人に達する。
【 】東海２号
急性死者については９９％内に勝田市、常陸太田市、

那珂湊市、９０％内に水戸市、日立市があり、日立市で
２０万人、勝田市で１０万人、水戸市で２１万人の急性
死者が発生。がん死者数は南西方向に集中し、東京周辺
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の５７０万人を中心に８００万人にのぼる。南西方向以
外でも２００～３００万人の死者が出る。
【 】浜岡３号
１万人以上の急性死者が出るのは掛川市４万７０００

人、菊川町と相良町各２万６０００人、島田市２万５０
００人など。がん死者は首都圏がある４５度方向が最も
多く４３４万人にのぼる。
【 】柏崎刈羽１号
急性死者は２１０度方向の柏崎市で１００％の８万５

０００人、９０度では長岡市で６０％の１０万８０００
人。１２０度方向の小千谷市でも５４％の２万４０００
人が犠牲になる。がん死者は１５０度方向の首都圏で２
１６万人にのぼる。
【 】志賀１号
周辺に人口密集地帯が少なく、急性死者は志賀町１万

８０００人、富来町１万３０００人など。市部では羽咋
市１万８０００人、七尾市１３００人。がん死者は１２
０度方向が多く、首都圏では６４万人になる。

【 】島根２号
１０キロ南の松江市で１００％の１３万６０００人の

急性死者が出るほか、平田市で１万８０００人、鳥取県
の境港市で７７００人が犠牲になる。がん死者は９０度
方向の近畿地方で４０万人。

Ｘ年のカタストローフ

本稿の冒頭に 原発事故――その時あなたは！ の お『 』 「
わりに」が圧巻であると述べた 「カタストローフは＊。
＊＊＊年四月二六日、夜明けとともに始まった」にはじ
まる約４０００字の“原発暴走地獄絵”物語である。瀬
尾さんは同書で記述した最悪事故解析を基に、病魔と闘
いながら懸命につづった遺書である。それは「安全神話

、 」に押し流されていては 必ずとんでもない事故が起きる
という命を賭けての訴えなのだ。

舞台は若狭湾に臨む原発。午前６時半頃、建物を震わ
す大音響とともに激しい蒸気が噴出する事故が起きた―
―という想定。以下はそのエッセンスである。

、 、原発の建屋では何度も鈍い衝撃音が響き ８時５０分
格納容器から噴出した膨大な放射能を伴う水蒸気が凝縮
して強力な放射能を含む雲となった。大飯町役場は発電
所からの連絡を受けて大混乱に陥った。このような大規
模で緊急を要する防災対策はなかったからだ。
放射能雲の本隊は人々に気づかれずに町を通過し、京

都との県境に差し掛かっていた。大飯町の放射線モニタ
ーは普段の１万倍にも達し、風下直下では毎時４０レン
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、 。トゲン 自然放射線の７００万倍もの線量を示している
やがて放射能雲の通過地点に当たっていた住民、学校の
生徒たちから吐き気やめまいなどを訴える者が相次い
だ。そのままそこに住み続ければ短期間で致死量を超え
るとわかっているような地域の人々を、緊急に避難させ
る必要があった。だが中央政府は移動禁止、隔離せよと
冷酷に対応した。

放射能雲は横幅を広げながら京都市に差し掛かった。

事故発生以来２時間がたっていたが、マスコミにはたい
した情報は知らせられていず、人々は不安の面持ちでテ
レビのニュースにかじり付くばかり。京都市でも毎時５
レントゲン以上の高レベルの放射線量が小一時間続い
た。やがて１桁下がったが、自然放射能の１０万倍とい
うすさまじいレベルのまま落ちついた。これらの情報は
すぐに公表しない措置が取られたが、全市がパニックに
陥った。１５０万人の市民を避難させようにも、京都市
当局はなすすべがなかった。

放射能雲は南下し、奈良市を襲った。奈良市を脱出し
ようとした人の大部分は大阪方面に向かった。放射能雲
が奈良市に来たとき、風向きが９０度変わって東風にな
り、大渋滞に巻き込まれて動きがとれない人々をぬって
流れ去った。翌日、放射能雲が神戸辺りに達したとき、
西風になりその次の日には名古屋市を襲って東進、東京
間近まで迫ったとき、雨が降り始めた。高濃度の放射能
雨が東京に未曾有の汚染をもたらした。

この放射能雲によって、がん死する住民は京都市でほ
ぼ１００％、長岡京市、八幡市、宇治市、城陽市などを
合わせて１８９万人になると概算された。それだけでは
ない。東京を中心に２５０平方キロもの広大な地域が、
人の住めない荒野と化した。

被害規模こそ異なるが、政府の対応の混乱、各市町村
の後手々々に回った避難指示、逃げた方向に襲ってきた
放射能雲など、福島第一原発事故がこの「おわりに」通
りだったことに驚かされる。それほど瀬尾さんは事故の
発生に際して起きると思われる状況を的確に把握してい
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たのだ。逆に言えば、この『原発事故――その時あなた
は！』が正しく評価されていれば、事故を防げたか、防
げなかったとしても事故後はるかに有効な避難対策がと
られた可能性があったのだ。瀬尾さんの力作を歯牙にも
かけなかった原子力ムラの傲慢な態度は犯罪的ですらあ
る。

見直そう「その時あなたは！」

『熊取六人組――原発事故を斬る』の刊行に際して小
出裕章さんが寄稿した「福島第一原発事故を見ずに逝っ
た瀬尾さん」と題する一文が同書に所収されている。
小出さんはその中で「事故から５年以上の歳月が流れ

たが、突然生活を根こそぎ破壊されて流浪化した１０万
人を超える人々の苦難はいまだに解消されていない。東
北地方、関東地方の約１万４０００平方キロメートルに
及ぶ地域が放射線管理区域に指定されるべき汚染を受け
たが、国は原子力緊急事態宣言を発令し、その汚染地区
に赤ん坊を含めて人々を棄てた。今現在も数百万の人々
が被ばくの恐れにおびえながら汚染地区で暮らさざるを
得ない状態が続いている」として、国の被害住民対策が
棄民策でしかないことを指摘。そのうえで「この事故を
引き起こしたことに責任のある人々」として東京電力の
首脳、歴代の自民党首脳、通産省、経産省の官僚、原子

、 、 、力委員会 原子力安全委員会 原子力規制委員会の学者
マスコミ、裁判所を挙げ 「誰一人として処罰されてい、
ない。誰一人として自分に責任があることを認め、責任
を取ろうとすらしない」と原発推進派たちを厳しく指弾
する。

このように原子力ムラに鋭く刃を突きつけることは、
瀬尾さんへの小出さんの追憶でもある 「もし瀬尾さん。
が今生きているとすれば、彼はスリーマイル島事故、チ
ェルノブイリ事故のときにしたように、福島第一原発事
故の原因調査、各地の汚染調査、放出された放射性物質
の総量評価にたぐいまれな能力を生かして活躍してくれ
ただろう」とその死を限りなく惜しむ小出さんである。

瀬尾さんが『原発事故――その時あなたは！』で紹介
した原発事故の被害予想は甚大である。例えば福島第２
原発４号機のケースでは、関東で２２７万人ががんで死
亡すると推計している。こうした点をとらえて、政府も
原子力ムラの研究者も「安全対策がとられており、国が
滅びるような事故が起きるはずがない」として、復刻出
版すら認めようとはしないだろう。瀬尾さん自身、現実

。 、にそのような事故が起きると考えたわけではない ただ
原発とはそれほどに危険性を内在しているものであるこ
とを明らかにしようとしたのだ。

チェルノブイリ原発事故が起きたとき、政府も研究者
「 」 。も 日本の原発は安全だから事故は起きない と言った

だが福島の事故が起きた。瀬尾さんのいうような巨大事
故が「二度とは起きない」とは決して言いきれないので
だ。もしもそうなれば、この国は「おわり」になってし
まいかねないのである。
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文、写真・井上脩身
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私は昨年８月末まで５年余り、兵庫県のシニアカレッジのカメラクラブに入っていた。ほぼ毎月１回、野外
撮影会があり、そのつど、担当が割り振られる。３年前の４月は私の担当だった。京都・洛西の古刹、仁和寺

。 。 。 、を選んだ 狙いは御室桜である 祇園や嵐山の桜よりも２週間くらい遅れて咲くという １カ月前に下見をし
撮影日の４月１５日には２００本の桜が満開になっているとの見通を得た。当日の集合場所は京福電鉄北野線
の御室仁和寺駅前。私は参加者を仁和寺境内の桜の庭まで案内した。はたして見事なほどの満開である。ほっ
と胸をなでおろしたものだ。

最近、川端康成の『古都』を読んだ。ヒロインが御室桜を観賞するくだりがある。文庫本（新潮文庫）で２
ページ余りの短い場面だが、私はいささかの感慨を覚えた。川端は私が出た高校の旧制中学校時代の卒業生で
ある。私のクラブの撮影会とはもちろん何の関係もないが、その担当者として何かの縁があるように感じたの
だ。

１２月半ば、ふと冬枯れの古都に触れたくなり、仁和寺を訪ねた。御室仁和寺駅に降りるのは２年８カ月ぶ
りである。撮影会のときは緊張していて気づかなかったが、駅に駅員はいなかった。

冬枯れの御室桜の庭
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『徒然草』の法師の道

仁和寺の名前は中学生のときには知っていた。石清水
八幡宮にお参りにいった仁和寺の法師が、山麓の神社を
本殿と思いこんで参拝して帰ったという『徒然草』のな
かの物語を国語の授業で習ったのだ。兼好法師は「思い
こみは間違いのもと」といいたかったのだ、と先生は言
った。だが、恥ずかしいことだが、私は長い間、どこか
のお坊さんが仁和寺の山門だけを見て、これで用が終わ
ったと思ってそのまま帰った、という話だと勘違いして
いた。習った知識のなかに別の知識が混入し、記憶の回
路が狂ったのだろう。

仁和寺の仁王門

仁和寺の法師といえば、高校時代に習った『徒然草』
に、酔っぱらった法師の話が出ていた。法師がそばにあ
った金属容器である足鼎（あしがなえ）をかぶって踊っ
ているうち、抜けなくなってしまった。親しい者らが枕
元に集まり、首がちぎれるほどに引っ張ると、足鼎は抜
けたが、耳と鼻がちょん切れた、という物語だ。
作家、田辺聖子によると、兼好は「友とするのに悪い
」 「 、 」「 」「 、者 として 高く やんごとなき人 若き人 病なく

」「 、 （ ）」「 」身強き人 たけく 勇める兵 つわもの 欲深き人
虚言 そらごと する人 酒を好む人 を挙げる 田「 （ ） 」「 」 （『

辺聖子の古典まんだら』新潮文庫 。足鼎をかぶった法）
師は「酒を好む人」なのだろう。

では、兼好にとって「いい友」はどんな人物だろう。
前掲書によると 「物くるる友 「医者（くすし 「知恵、 」 ）」
ある者」だという。石清水八幡宮がある山に上らなかっ
た法師は単に思いこみをしただけで、虚言したわけでは
ない。しかし、知恵ある者でないことも確かだ。良くも
悪くもないただの人でも兼好にかかると十分エッセーの
素材になるのだ。

兼好は１２８３（弘安６）年前後に生まれ、７０歳く
らいで亡くなったとされている。兼好が生きたのは鎌倉
幕府が崩壊して、南北朝時代に突入する動乱の時代であ
る。７００年以上も前に「つれづれなるままに、日くら
し、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこは
かとなく書いた」という兼好の『徒然草 。少なくとも』
仁和寺の法師に関しては、どこか温かみがある書きぶり
ではないか。何かの本で仁和寺の山門の写真を見たこと
がある。その前の道をどじな法師が歩いたのかもしれな
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い。そんな風に思うと、仁和寺を訪ねる以前から、私は
なんとなく親しみを感じていた。

川端康成の『古都』

仁和寺は平安前期の８
８８（仁和４）年に、宇
多天皇によって創建され
た。同天皇は出家後、仁

「 」和寺伽藍の西南に 御室
と呼ばれる僧坊を建て
た。応仁の乱で伽藍は全
焼、寛永年間（１６２４
～４４年）に幕府によっ
て伽藍が整備された。現

、『 』在の仁和寺は 徒然草
に登場する仁和寺ではな
いのだ。皇居の正殿であ
る紫宸殿（１６１３年建
立）が移築された国宝の
金堂をはじめ、五重塔な
どの重要文化財建築が広
い敷地に建ち並ぶ古都の最大クラスの伽藍ではあるが、
実は江戸時代の寺なのだ。

御室桜は江戸時代の早い時期に植えられたようだ。仁
和寺のホームページによると、儒学者、貝原益軒（１６
３０～１７１４年）の『京城勝覧』という京都の名勝の
案内書に 「春はこの境内の奥に八重桜多し、洛中、洛、

金網のない仁王像

外にて第一とす。花見る人多くして日々群衆せり」と書
かれているという。祇園にも負けない桜の名勝だという
のだ。川端が『古都』のなかで、御室桜を登場させたの
がこれで納得できる。

仁和寺には正門ともいうべき仁王門と境内のほぼ中央
の中門があり、金堂、五重塔などの主な堂宇は中門の内

。 、側にある 御室桜の庭はこの中門を入ったところにあり
広さは約３０００平方メートル。２００本の遅咲きの八
重桜がぎっしりと植えられている。地盤が固くて根がは
れないため樹高が２メートル程度と低いのが特徴。この
結果、桜の木の上に五重塔を望むことができ、カメラマ
ンたちの人気スポットになっている。私がここを撮影会
場に選んだのは、下調べによるこうした知識の結果だ。

さて、川端の『古都 。１９６１年１０月から１０７』
回にわたって朝日新聞に連載した、いわば現在の京都名
所物語。貝原の『京城勝覧』を意識したのだろうか。祇

、 、 、園祭や葵祭 大文字などの伝統の祭りや平安神宮 嵯峨
南禅寺などの名所が登場する。
以下は仁和寺の場面である。

ヒロインの千重子は「御室の桜が今まっさかりどすの
やて……」と、父、太吉郎、母のしげと仁和寺に観桜に
出かける。
山門をはいると左手の桜の林はたわわに咲きあふれて

いる。桜林の路に、大きい床几をならべて、飲めや歌え
の騒ぎだ。田舎のおばさんたちが、陽気に踊っているの
もあるが、男が酔って大いびきをかき、床几からころげ
落ちるものもある。
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「えらいことになってしもとるのやなあ」と、太吉郎は
なさけなそうに立った。三人とも、花のなかにははいっ
てゆかなかった （原文を適宜抜粋）。

川端が御室桜を見たとき、花見客が騒ぎまわっていた
のだろうか。いい印象をもたなかったようだ。

桜の上に五重塔

私が撮影会の下見をしたと
き、仁和寺の境内は無料だっ
た。だが撮影会の本番では、
中門の内側は有料だった。桜
が盛りの間は有料にして寺の
収入にすることと、酔客を防
ぐという二重の意味があった
のだろう。実際、桜の庭の前
でシートを敷いている人は誰
もいなかった。そんなことが
できる雰囲気でもない 『古。
都』では、八重子ら３人は仁
和寺を早々に切りあげて植物
園（京都府立植物園）に行く
が、今なら川端は３人に御室
桜を堪能させるかもしれな

い。
実際、私たちは十分過ぎるほど十分に堪能した。そも

そも御室仁和寺駅に着く前からひたすら桜を撮った。京
福電鉄を京都市民は「嵐電」と呼ぶ。その嵐電が同駅に

仁和寺シンボル五重塔

差し掛かる手前の線路の両側は桜並木になっていて、１
両だけの電車が桜のトンネルをくぐる。駅を降りると、
その脇の踏切を走る嵐電をカメラに収め、仁和寺の仁王
門を背景に道路脇の桜を撮るといった具合だ。

こうして私たちは首からカメラをぶら下げて桜の庭に
やってきたのである。それは圧巻の桜の園だった。ビニ
ールハウスくらいの高さの低い桜の群れがトンネル状に
なっていて、柵がなければ腰をかがめて歩いてくぐりた
、 、 。い いやその下で寝ころびたい そんな衝動にかられた

桜の白い花弁に春の日が差し込み、薄らとピンクがかっ
て輝いている。桜の林の上に突き出している五重塔の黒
い屋根と褐色の壁がつくりだす鮮やかなコントラスト。
ヨーロッパから旅行中の美しい女性と桜の競演。私は夢
中でシャッターを切ったものだ。
その時に撮った数百点の写真を見直してみると 『古、

都』の中で太吉郎の「わあ、こらかなわんわ 「えらい」
ことになってしもてるのやなあ」と言ったことばが別の
意味に思える。こらかなわんわ、と言うしかないほど、

。 『 』満開の桜が私に迫ってくるのだ 貝原益軒は 京城勝覧
の中で「吉野の山桜に対すべし」としたためたという。
仁和寺の桜は吉野の桜にも劣らないというのだ。２００
本の御室桜が上の千本、中の千本、下の千本の吉野の桜
と肩を並べるほどに咲き乱れるならば 「えらいことに、
なってしもてる」と言うほかない。
私は撮影会を終えて、御室仁和寺駅に戻った。相変わ

らず駅前は大勢の人出である。そのとき、普段はここが
無人駅だとは思いもしなかった。
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右から左に書く旧漢字の駅

昨年１２月の仁和寺再訪では、以前の撮影会のときと
同様、嵐電の四条大宮駅から嵐山駅行き電車に乗り、途
中の帷子（かたびら）ノ辻駅で北野白梅町行きに乗り換
えた。相変わらず１両だけの電車。真新しい車両だが、
天井に丸型の照明を取り付けられていて、どことなくレ
トロな雰囲気。途中、路面を走るのもうれしい。１９７
８年に京都市電が廃止され、この古都でも路面電車を目

右から左に旧字体で書かれた駅名

にできるのはごく一部の区間だけだ。帷子ノ辻駅から五
つめが御室仁和寺駅である。
駅舎は神社風の切妻屋根。その軒に「御室驛」と右か

ら左に駅名が旧字体で書かれた額がかかっている。同駅
が開業したのは１９２５年、大正の終わりだ。２００７
年に現在の「御室仁和寺駅」に改称されたが、額は以前
のままである。御室桜の時期は混雑するので、駅員が駅
舎で改札業務が行われると聞いた。となれば撮影会のと
き、駅員がいたのかもしれないが、すでに触れた通りそ
のことは私の関心外のことだった。
ホームは上り下りの２面。いずれも幅４メートル、長

さ２５メートル。その端に色とりどりの花が植えられて
いて、電車を待つ人たちの目をなごませている。

駅舎と向かい合う形で約１００メートル離れた所に仁
和寺の仁王門がある。南禅寺三門、知恩院三門とともに
京都三大門といわれ、重文に指定されている。撮影が目
的でない今回の旅では左右の金剛力士像としっかり対面
した。運慶作といわれる東大寺南大門の金剛力士像は余
りにも有名だが、この仁王の前には金網がないので邪魔
されることなく見つめることができる。目を吊り上げて
ギッとにらみつける鋭い形相に、辺りを払うすごさを感
じた。
中門を過ぎると御室桜の庭だ。蕾すらない枝だけの桜

の木々が寒風に震えているように見え、一人旅のわびし
さを覚えた。庭の中には入れないので、桜越しに五重塔

。 。を望むこともできない 寒々とした思いが募るばかりだ
『古都』にあるように、桜が満開になるのを待ちわびた
人たちが飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをするのもわかる
気がした。
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『徒然草』の中で 「酒を好む人」を悪い友といった、
兼好だが 「月の夜、雪の朝（あした 、花の本にても、、 ）
心長閑（のどか）に物語して、盃出だしたる、万（よろ
ず）の興を添ふるわざなり」とも書いている 「明月の。
夜、雪の朝、桜の花のもと、のんびりと話しながら酒を

」（『 』）酌み交わすのは趣がある 田辺聖子の古典まんだら
というのだ。なるほど、これならば御室桜も一緒に春の
酒を喜びあえるかもしれない。

『古都』では、花見客に嫌気がさした太吉郎が「どっ
か、静かなとこへ逃げよ」と言う。御室仁和寺駅に戻っ
、 。 「 」。て 駅の額を見つめた 右から左に書かれた 御室驛

「昔のように御室桜を愛でながら杯を交わしはるのが一

嵐電が到着した御室仁和寺駅のホーム

番どすえ 。そんな風に言っているように思えた。」
ホームから駅舎越しにもう一度仁和寺の山門を見た。

その山門の方から冷たい風が吹き込む。今なら仁和寺の
法師たちは「嵐電に乗れる」と喜び勇み、車中でいっぱ
いやって寝過ごしてしまったかもしれない。いや実は、
嵐電のなかで花見酒をいっぱいやってみたいと思ってい
るのは他ならないこの私である。許されないのは言うま
でもない。
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文、写真・井上脩身

難破船に積まれていた禁制品の絵（新潟市歴史博物館で上映のビデオより）
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ひところテレビドラマ『水戸
黄門』が人気をよんだ。助さん
格さんが印籠を差し出し「この
紋どころが目に入らぬか」と一
喝すると、里見浩太郎がふんす
る黄門さんが「水戸のご老公」
となってパッと大写しされる。
最後は悪代官が土下座して平伏
するというワンパターンストー
リーだが 「安心して見ていられ、
る」のが長寿番組の秘訣だった
という。その黄門さん。ドラマ
の始めに必ず「越後のちりめん
問屋の隠居」と名乗る。ちりめ
んといえば思い浮かぶのは丹後
だ。なぜ「越後」なのだろう。
新潟を訪ねてみてわかった。北
前船による交易の陰で、幕府を
慌てさせる密貿易が藩を挙げて
行われていたのだ。公儀のため
に働くお庭番の腕の見せどころ
となる格好の舞台だった。

荷抜けの難破船の絵（新潟市歴史博物館で上映のビデオより）
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華麗な豪商の屋敷

ＪＲ新潟駅で降りると、まず「旧小澤家住宅」に向
かった。駅から北東方向に歩いて約４０分。上大川前
通と呼ばれる通りに面している、２０メートルくらい
の板塀の商家屋敷が目に入った。見越しの松が古さび

。 。た情緒を醸している 敷地は約１６００平方メートル
信濃川畔から西に約３００メートルの所だ。同家住宅
のすぐ前に「早川堀」という運河があったという。こ
の川運を利用するためにこの地に建てられたのだ。

中に入った。敷地の南側に木造２階建ての母屋と道
具蔵が並んでいる。道具蔵の入り口に焼け焦げた跡が
あることなどから、１８８０（明治１３）年８月の大
火以前に建てられたことがわかっている。母屋は火事
の直後に再建されたらしい。母屋は平屋の店舗に妻入
りの棟を接続する形の造り。屋根の下に深い石置き軒

見越しの松がみえる旧小澤家住宅

をもつ典型的な新潟の町家形式の住宅である。
説明パネルによると、小澤家は江戸時代後期 「小、

澤屋七助」と名乗る米穀商だった。明治になって当主
「 」 、 。 、が 七三郎 と改名 廻船経営に乗りだした 同家に

船頭が北海道・増毛でニシンのしめ粕を買い入れたこ
とを記録した１８７６（明治９）年の「売仕切目録」
と、翌年、兵庫港の「倭谷八兵衛」という商人からの
商品相場を伝える書状が残っている。小澤家は典型的
な北前船事業を展開していたのだ。さらに運送業、倉
庫業、回米問屋などと事業を拡大し、新潟を代表する
商家にのしあがった。

明治末期に築かれたとみられる和風庭園が母屋の横
に広がっている。踏み石は紀州石、御影石、佐渡赤玉
石などが使われている。いずれも船で運び込まれたも
のだ。京都の陶工、清水六兵衛がつくった陶製の燈籠
もある 「明治時代の豪商の暮らしぶりを今に伝えて。
いる」とパンフレットに記されている。

旧小澤家住宅から西に約１キロ。前堀通、西堀通と
名づけられた堀跡の通りを歩くと、旧斎藤家別邸に着
いた。

斎藤家も江戸時代の新潟を代表する豪商だ。越前・
三国港から移住してきたといわれ 「三国屋」が屋号、
の清酒問屋だった。明治に入って北前船経営に本格的
に乗りだし、海運業で得た儲けをもとに、有価証券投
資などを行って成功、地方財閥に成りあがった。

、 （ ）別邸は四代目当主 斎藤喜十郎が１９１８ 大正７
年に別荘として建てたもので、４５５０平方メートル
の敷地に木造２階建ての母屋、茶室、２棟の土蔵があ
る。別邸が海岸に近いことから、砂丘の地形を利用し
て泉の池を中央に配置した広大な庭は、国の名勝に指
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定されている。
旧斎藤家別邸は戦後、一時進駐軍が接収。５３年、

新潟の建設会社の所有になったが、解体話しが出たこ
とから市民による保存運動が起こり、２００９年、新
潟市が「大正時代の港町・新潟の繁栄ぶりを物語る文
化遺産」として公有化した。

川村文書が示す廻船問屋

旧小澤家住宅から東に約４００メートル、信濃川沿
いに新潟市歴史博物館がある。新潟の北前船の歴史を
知りたいと思って展示品を見て回った 「新潟白山神。
社大絵馬 （複製）に目を奪われた。１８５２（嘉永」

旧斎藤家別邸内部

５）年に市島次郎吉正光によって奉納された縦１・５
㍍、横３メートルの巨大絵馬だ。港に停泊している大
小さまざまな弁財船が描かれており、嘉永のころの新
潟港の様子がよくわかる。

そのころ川村修就が新潟奉行を務めていたことを後
で調べて知った。川村家は代々将軍お庭番の家柄。修
就は勘定吟味役を経て１８４２（天保１４）年に初代
新潟奉行に就任。５２（嘉永５）年に退くまで、新潟
統治の模様を示す１５００点ものメモを残した 「川。
村文書」と呼ばれ、学問的に極めて貴重な研究史料と
なっている。

川村文書によると天保年間（１８３０～４４年）に
４１の廻船問屋があった。このうち１５の問屋は休眠
株だったといい、実質営業していたのは２６の問屋だ

。 。った いずれも広範囲な廻船を扱う大問屋とみられる
北前船交易はこの２６の廻船問屋で行われていたの
だ。

同文書中の「新潟廻船有高帳」という廻船リストに
は、７７隻の廻船問屋所有船が記載されている。３０
０石以上の船は、７００石船３隻、６５０石船１隻、
５００石船２隻、４５０石船１隻、３００石船２隻。
このうち７隻は大川前通横町の喜兵衛の所有船だ。喜
兵衛という廻船問屋が北前船交易では圧倒的な力をも
っていたことがうかがえる。住所からみると喜兵衛は
小澤家のすぐ近くに店を構えていたようだ。おかげで
旧小澤家住宅界隈が北前船時代に最もにぎわった所だ
とわかった。

ところで、享保年間（１７１６～３５年）ごろ、新
潟では北陸以東から入港した船を「北国船 、山陰、」
瀬戸内、上方から入港した船を「西国船」と使い分け
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ていた、との記録がある。北国船は２００～３００石
積みが多く、西国船は５００～１０００石積みが多か
ったという。川村修就が奉行をしていた江戸後期にこ
の使い分けをしていたかどうかは分からない。

江戸期全体を通じて新潟港での積み荷のほとんどは
米だった。同港が最も活況を呈した元禄年間（１６８
８～１７０４年）に諸藩の蔵が新潟の町内に６９棟あ
り、元禄１０年には年貢米３４万４０００俵が積み込
まれた。ほかに商人が農村から集めた３６万５０００
俵の米が積みだされており、合計すると新潟港から１
年で８０万俵が運び出されていた。

一方、新潟港に入港した船は４０の国から３５００
隻にのぼった。西から入ってきたのは木綿や塩。東か
らは蝦夷地のニシンや昆布だった。

さて、黄門さんの「越後のちりめん問屋 。実際に」
そのような問屋はあったのだろうか。確かに新潟県西
部の上越市高田地区でちりめん生産が行われていた。
だがちりめん問屋が成り立つほどの規模ではなかった

。「 」 。「 」ようだ 米問屋 なら生々しすぎる ちりめん問屋

新潟市歴史博物館

としたことでフィクションであることを表していると
いえるだろう 「越後」が意味深長だ。次に述べる抜。
け荷事件との関連に私は思いがいたる。

難破から事件発覚

金刀比羅神社に模型和船が保管されていると聞い
た。旧小澤家住宅の南約５００メートルの所にある。
模型和船は２８点あり、いずれも国の重要文化財に指
定されている。あいにくコンクリート製の頑丈な収蔵

、 。庫に保管されていて 実物を見ることができなかった
同神社の鳥居のそばに内部写真パネルが立てられてい

。 。る どうやら上下２段に整然と収められているようだ
新潟市歴史博物館に長さ約７０センチの北前船模型が
展示されている。おそらくこの神社の模型和船も同じ
ような大きさだろう。

加藤貞仁著『北前船 （無明舎）によると模型和船』
のうち最も古いのは１８５２（嘉永５）年に十三代高
橋次郎左衛門が奉納した住吉丸だ。次郎左衛門の屋号
は津軽屋。川村文書にも廻船問屋の一つとして記され
ている。

同書には、津軽屋は１８世紀末、六代次郎左衛門の
ころ、松前交易で財をなしたとある。ということは蝦
夷地から北前船で運ばれたニシンか昆布を取り扱って
いたのだろう。同書を読み進めると、思いがけない記
事に出合った 「十一代目が抜け荷事件に連座し、結。
局無罪となったが、津軽屋はこの後、家運が傾いた」
というのだ。抜け荷とは幕府禁制の密貿易にほかなら
ない。
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抜け荷事件は北前船時代の新潟港の最大の事件だっ
たようだ。先に触れた新潟市歴史博物館展示の「新潟
白山神社大絵馬」のそばで 「唐物抜け荷事件」がビ、
デオで流されていた。ビデオは長崎市立博物館が作っ
たもので、女講談師が事件を語るという一幕３分もの
仕立て。その粗筋は以下の通りだ。

１８３５（天保６）年１１月、荒れ狂う新潟の海で
薩摩の１隻の船が難破した。引き上げてみると、ベッ
コウやチョウセンニンジン、薬などご禁制の品物が積
み込まれていた。老中水野忠邦がお庭番に命じて全国
の抜け荷の実態を探索させたところ、１８４０年、新
潟で２回目の抜け荷事件が発覚した。幕府の命で川村
修就が調べてみると、長崎会所を通さない商品が闇取
り引きされていることがわかり、新潟の商人約５０人
が摘発された。当時、新潟は長岡藩に編入されていた
が、この事件をきっかけに天領になった。

川村修就が新潟奉行になったのは１８４２年だと既

新潟市歴史博物館に展示されている「新潟白山神社大絵馬 （複製）」

に述べた。天領になったことによって幕府直轄の奉行
が置かれたのだ。

調べてみると、講談話の通り、１８３５年、密貿易
船が新潟沖で難破し、新潟港の約２０キロ北東の村松
浜（胎内市）に打ち上げられた。船板が薩摩船特有の
ものであったこと、箱に清国商人の荷印があったこと
から、薩摩が中国から密輸入した抜け荷を新潟港に運
び込もうとしたとわかった。

幕府お庭番の調査報告には「唐の品物の件について
は、近年海上で日本の船に積み替えていると聞く。多
分、薩摩の商人どもが働いているのであろう。仲買人
がいて薬類を積み込み、さらには米を闇取り引きする
者もある （筆者による口語訳）とある。」

川村文書には、非常に高価であるはずの珊瑚や朱塗
りの原料が新潟で安い値段で流通している、と記録さ

。 、れている 薩摩藩が琉球を経由して中国から珊瑚や朱
薬種を買い付けて新潟など北陸各港で売りさばき、北
海道の昆布や海産物を中国に輸出していたのだ。

講談話では「薩摩は貧しかったから」と密貿易に手
を出した理由を説明しているが、事件の背景に中国の
昆布需要の急激な伸びがあった。１８２１年に２１１
ピクル（１ピクル６０キロ）だった輸出量が１０年後
には２２３２ピクルと１０倍に伸び、幕末の１８６７
年には１万３８２ピクルにまで増えた。中国では取れ
ない昆布が薬膳の材料として中華料理に欠かせないも
のになったのである。これに薩摩が目をつけ、利を図
ることを企てたというわけだ。

さて、新潟での抜け荷船。１８３９（天保１０）年
に関係者への処罰が言い渡された。その席にいるべき
はずの越後長岡藩主、牧野忠雅は姿を見せなかった。
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抜け荷を黙認していただけでなく、運上金を受け取っ
ていた疑いがもたれた。

『水戸黄門』シリーズでは、悪者は代官、藩主は善
良なお殿様という設定だが、ここでは藩主が悪者か少
なくとも悪事に目をつぶっていたというわけだ。番外
編なら、お殿様が「この紋どころが目に入らぬか」と
言われて「ハハー」とかしこまる場面である。実際、
長岡藩はこの事件で新潟の支配権を失った。

ふさわしくない開港場

密貿易によって膨大な利益を得た薩摩は、長州と手

小澤家発行の引き札（旧小澤家住宅の展示パネルより）

を組んで幕府を倒し、明治政府をつくりあげた 「昆。
」 。布が明治維新の原動力になった といわれるゆえんだ

１８６９年１月１日（明治元年１１月１９日 、新潟）
港が 五港 の一つとして外国に開かれた 神奈川 横「 」 。 （
浜 、箱館（函館 、長崎の３港は１８５９（安政６）） ）
年に、兵庫（神戸）は１８６７（慶応３）年にそれぞ
れ開港。新潟は遅ればせの開港だった。

長崎は鎖国政策中もただひとつ、オランダとの貿易
。 。が許されていた 箱館はペリーが開港を要望した港だ

横浜は江戸に近く、兵庫は大坂、京都に近い。もう一
つの港がなぜ新潟なのだろう。北前船の交易で栄えて
いたというだけなら、日本海側には敦賀や舞鶴など他
にも選ばれておかしくない港は少なくない。開港の条
件として捕鯨船が入港できることが求められたが、こ
れも新潟でなければという理由にはならはない。

新潟市歴史博物館が所蔵している新潟港資料のなか
、 （ ） 「 」に １８５９ 安政６ 年に描かれた 新潟湊之真景

という屏風絵がある。前年、修好通商条約が締結され
たことから、オランダ国旗を掲げた船が調査のために
新潟港にやってきたときの様子を絵師、井上文昌がか

。 、いた オランダ船はバーリー号という蒸気船とみられ
奉行所の役人との会談が行われたという。港には大勢
の人が外国人見物にやってきたと伝えられている。こ
のオランダ船の数日前、ロシアの蒸気船ジキット号も
来航し、調査をしている。

こうした調査によって信濃川の河口である新潟港の
水深が浅いとわかり、諸外国から「開港場にはふさわ
しくない」との意見が出た。それでも開港方針が変え
られることはなかった。なぜだろう。

新潟の天領地域は信濃川と阿賀野側の流域に集中し
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ていて、石高は３３万石にのぼっていた。享保のころ
に北国船、西国船の言葉があったことにもみられるよ
うに、日本海側各地の港と新潟はつながっていた。言
い換えるならば、新潟は日本海の中心的な位置にある
のだ。そこに抜け荷事件が起きたことから浮かび上が
るのは、北前船の裏に潜む薩摩の影だ。琉球を通じて
中国と密貿易をしていた薩摩は、鎖国体制のなかで他

、 。の藩では考えられないほど 目が海外に開かれていた
あるいは南進をたくらむロシアとの交易をもうかがっ
ていたのではないか、と私は思っているが、これは素
人の推測でしかない。いずれにせよ、時代が大きく変
わろうとするなか、幕府からも薩摩からも都合のよい

、 。港として 白羽の矢が立てられたのではないだろうか
開港の翌年（１８６９年 、波が押し寄せ、ヨシが）

「新潟湊之真景 （新潟中心商店街協同組合公式サイトより）」

生えるだけの土地に運上所が建てられた。なまこ壁の
切妻造り平屋建て。赤屋根上に見張りのための塔屋が
設けられている。入り口はアーチ状。地元の大工が西
洋建築を見よう見まねで造ったもので、一見洋風建築
だが随所で和風の技術が施された「擬洋風建築」だ。
運上所の前には信濃川の河道が流れている。その岸辺
に石段を設けて荷揚げ場にした 運上所は１８７４ 明。 （
治６）年、税関に名前を改め、外国船に開かれた港と
しての形が整った。だが、税関に持ちこまれる貿易商

、 「 」 。品はほとんどなく 名ばかりの 開港 だったという

往時の姿の税関庁舎

明治になっても新潟は結局、北前船の港だった。江
戸期、廻船問屋になるためには株仲間に入らねばなら
なかったが、その株仲間が廃止された。自由化されこ
とによって廻船問屋が逆に増えた。

加賀市北前船資料館に１８９３（明治２６）年に発
行された「小澤商店引札」がある。米穀委託売買、廻
船問屋、回漕業者として全国の取引先に年賀の引き札
を送ったうちの一つだ。船が波を切って進む図があし
らわれていて、小澤家の隆盛ぶりがうかがえる。米穀
商だった小澤家や清酒業の斎藤家が廻船経営に乗りだ
して財をなしたことはすでに述べた。この引き札に見
えるように、明治時代は新興豪商の世でもあった。逆

、 「 」に 天保時代には７隻の大型船を所有し 我が世の春
をおう歌していた喜兵衛は没落したようだ。だが明治
も終わりに近づき、鉄道が普及するとともに北前船は
衰微する。
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１９０６（明治３９）年、新潟県三条市生まれの堤
清六が新潟に堤商会を設立し、翌年、新潟港から船で
カムチャッカ半島に漁場探査に出かけた。やがて新潟
港は北洋漁業の時代を迎える。

運上所としてスタートした新潟税関は１９６６年、

旧新潟税関庁舎の裏に復元された信濃川旧河道と石段の荷揚げ場

９７年間の任務を終えた。五港開港当時の税関庁舎の
なかでただ一つ現存しており、６９年、国の重要文化
財に指定された。

私は新潟港の旅の最後に旧新潟税関を訪ねた。改修
工事中で何台もの工事車両がその周りに止まってい
た。旧税関の前の河道が復元されていて、高さ約１・
２メートルの岸辺に７段の階段が設けられている。反
対側は信濃川の河口だ。佐渡島からの大型フェリーが
到着したばかりだった。旧税関の脇に通関品を保管す
る石庫（いしぐら）がある。その裏には早川堀が長さ
約１００メートにわたって復元されている。この堀は
小澤家にもつづいていたはずだ。旧新潟税関は新潟の
近現代の縮図なのだ。

『水戸黄門』には由美かおるが演じる美女忍者が時
代離れしたモダンなファッションで登場し、派手に立
ちまわる。その脇でつえを手にした黄門さん。古さと
新しさのミックスの妙というべきだろう。そのシリー
ズも２０１１年に終了した。格さんならぬ角さん（田
中角栄元首相）におんぶにだっこをされて急成長し、
２００７年、北前船の港のなかでただ一つの政令指定
都市にまでなった新潟。だが、旧小澤家住宅から旧斎
藤家別邸まで歩いてみると、街があまりにも寂れてい
た。朽ち果てた家々が並び、商店も昭和３０年ごろを
思わせるわびしさだ。グローバル化という時代の波に
乗れなかったのだろう。

私が訪ねた日は一日中、どんよりとした鉛色の空に
覆われていた。太陽は雲の向うにうっすらと見えるが
ついに日は差さなかった。河口に立った。海もまた黒
っぽく沈んでいる。新潟の港の今を象徴しているよう
だった。
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香川京子の『ひめゆりたちの祈り』より
文・井上脩身

女優、香川京子の著書に出合うとは思わなかった。
私が住む横浜市のマンションから歩いて約２０分のところに市立図書館があり、時折散歩の

途中にのぞく。真珠湾攻撃７５年の日が間近に迫った冬のある日 『ひめゆりたちの祈り』とい、
う一冊の本が目に留まった。というより著者名に目が奪われたのだ。香川京子の本だった。１
９９２年、朝日新聞から刊行されていた。
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疎開先で西条八十と出会う

書棚から香川の本を手に
したとき、小学６年生の夏
休みでの小さなできごとを
思い出した。

私の学校では毎年８月下
旬に地区対抗野球大会が開

。 、かれる ６年生の夏休みは
毎日のように学校のグラウ
ンドでの特訓だった。練習
を終えて帰る途中、駄菓子
屋で１本５円（だったと記
憶している）のラムネを飲

むのが楽しみだった。
ある日、いつものように駄菓子屋の店先に自転車を止

めたとき、店頭の脇の板壁に映画のポスターが貼られて
いるのに気づいた。デビューしたばかりの小山明子がア
ップで写っている。その美しさに１１、２歳の少年たち
は圧倒された。

誰かがいった 「そやけど、やっぱり高峰秀子が一番。
や」

高峰秀子が大石先生を演じた『二十四の瞳 （１９５』
４年）は私も見ていた。子ども心にも素晴らしい女優だ
とは思った。だが、
「 （ ） 」いのやん 私はこう呼ばれていた は誰がええんや？
と尋ねられ、とっさに「香川京子」と答えた。
なぜ香川京子だったのだろう。と思いながら『ひめゆ

りたちの祈り』のページを繰った。タイトル通り、ひめ

（ウィキペディアより）香川京子

ゆり学徒隊について彼女なりの思いがしたためられてい
るようだ。有名な女優がつづったエッセーである。中身
は期待できまいと思いつつ、香川なりの戦争観を知るの
も悪くないだろう、と考えこの本を借り出した。
まず香川のおいたちを同書から抜粋しておこう。母は

霞ヶ浦東岸の旅館に生まれた。名前は香寿美という。父
は高等商船学校出の船乗り。機関士として遠洋航海に出
た後、陸に上がって普通のサラリーマン生活を送った。
香川は母の実家で生まれ、父の勤務地の芦屋に移り、父
の転勤にともない名古屋を経て東京・池袋の小学校から
都立第十高女（現豊島高校）に進んだ。
香川が生まれた１９３１年に満洲事変が起き、小学校

に入る前年の３７年に日中戦争が勃発。４４年１２月、
空襲が激しくなったため、茨城県下館の伯母のところに
疎開。授業はほとんどなく、毎日、学校の裏山で松の根
っこを掘る作業をさせられた。松根油をガソリンの代わ
りに飛行機の燃料にするためだ。高女２年生のとき、よ
うやく終戦を迎えた 「私の学校生活は１５年戦争とと。
もにあった」と香川は書く。
下館での疎開が、結果として香川の人生を大きく変え

た。学校の帰り道に文房具店に立ち寄ったところ、ソフ
ト帽をかぶったスマートな紳士が入ってきた。西条八十
だった。雑誌の編集をしていた香川の叔父が下館で西条
に会った際、西条は「都会的な顔だちの女の子を見かけ
た。名札には池辺香子とあった」といった。池辺香子は
結婚前の香川の本名だ。このことがきっかけで、香川は
叔父に連れられて西条の家を訪ねることになった。西条
とどんな話をしたのか、香川は覚えていない。だが、映

、 。画界に入る一つの伏線になった と香川は後に振り返る
戦争が終わって疎開先から東京に戻った香川。高女卒
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業前、新聞の「ニューフェース・ノミネーション募集」
の記事を見て 「これだ」と応募した。テストにパスし、
新東宝への入社が決まった。新東宝は東宝から独立して
２、３年しかたっていないほやほやの映画会社だった。

映画『ひめゆりの塔』に出演

１９５０年 『窓から、
飛び出せ』で映画デビュ
ーした香川は５２年、新
東宝を退社しフリーにな
ったときに『ひめゆりの
塔』の出演話が舞い込ん
だ。台本を読んで、香川
はショックを受けた。香
川は戦争中の疎開先で松
の根掘りばかりをやらさ
れたことは既に触れた
が、そのころ同じ年代の
沖縄の女学生たちは看護
婦として動員されて地上
戦に巻き込まれていた。

彼女たちは沖縄本島の最南端まで追い詰められ、次々に
砲弾の犠牲になっていったのだ。その悲惨な現実を物語
る台本を目で追った香川は 「なぜこんな悲しい目に遭、
わなければならないのか」と激しい怒りを覚えた。

写真：映画『ひめゆりの塔』のポスター（ウイキペディアより）

映画のストーリーは以下の通りである。
１９５４年３月下旬の沖縄本島。米軍の空襲は激しさ

を増し、島の周りを埋めた大艦隊から艦砲射撃が始まっ
た。陸軍病院の看護活動に動員された沖縄師範学校女子
部と県立第一高女の生徒たちで編成されたひめゆり学徒
隊は砲弾の雨のなか、南風原（はえばる）の陸軍病院に
向かう。そうした学徒隊のなかに空襲で両親を失った高
女４年生の上原文がいた。文は三角兵舎と呼ばれた三角
屋根のバラック校舎でろうそくの火をともして開かれた
卒業式に臨んだが、すぐに負傷兵の看護のために病室に
戻る。
米軍が上陸し、看護活動も壕のなかで行われた。文は

手術中、患者を押さえる手に血潮を浴び、気を失いかけ
た。５月２５日、南風原から豪雨のなかをさらに南部に
撤退。学徒隊はいくつかの壕に分散するが、すでに薬品
はなくなっていて、犠牲者が増えるばかりだった。６月
１８日、学徒隊は軍から解散を命じられ、１９日朝、潜
んでいた壕から脱出しようとしたところ、米軍の拡声器
から「すぐ出て来なさい」の声。壕の外にいた妹、チヨ
の身を案じて文が壕から出ようとした時、中にいた軍医
に拳銃で撃たれ、文は息絶えた。次の瞬間、壕の中に米
軍のガス弾が撃ち込まれ、学徒隊員たちは「お母さん」
と叫びながら、悲惨な最期を遂げる。かろうじて生き残
った先生がよろめきながら壕の外に出て、チヨを発見。
その時、機関銃が発射し、先生もチヨも満身に銃弾を浴
びる。
全編のほとんどが目を覆うような残忍な場面である。

原作は沖縄出身の作家、石野径一郎（１９０９～１９９
０年）の『ひめゆりの塔 。４８年ごろ大映が今井正を』
監督に起用して映画化する計画を立てたが、撮影直前に
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中止された。ＧＨＱに止められた、とうわさされたが、
真相はわからない。５２年、サンフランシスコ講和条約
が発効したこともあって、東映が映画化に踏み切った。
監督は元の計画通り今井正。女先生に津島恵子。香川

は上原文にふんした。撮影は５２年１０月から始まった
が、当時、アメリカの施政権下におかれていた沖縄では
ロケができず、千葉でのロケと撮影所内に設けられたセ

。 「 、ットで行われた 今井監督は 沖縄で撮影できないので
海も空も撮れない。そのころ特撮技術もないので、戦争

」 。場面もただ地面を撮るしかなかった と述懐したという
サンゴがたゆたう深い青の海も、鮮やかな熱帯の蒼の空
もなく、ただまっ黒な海と空、悪魔ののろいのような真
っ赤な炎があるだけの沖縄戦。かえって、戦争の地獄を

映画『ひめゆりの塔』の一場面（ ひめゆりたちの祈り』より『

表現できたという。

３４年ぶりの卒業式

映画『ひめゆりの塔』が５３年１月に封切られると、
たちまち注目の的になった。戦後まだ８年足らず。反戦
気分が濃い世相の中で、唯一の地上戦となった沖縄の惨
状を、スクリーンを通して目の当たりにした観客たち。
その衝撃が口コミで広がり、映画館入場者は５００万人
以上にのぼった。
私が野球の練習の帰りに「香川京子がいい」と言った

のは、映画が上映されて３年後の１９５６年だ。そのこ
ろ、私の家の書棚に『ひめゆりの塔』の本があった。恐
らく１０歳年上の姉が映画を見て感動し、本を買い求め
たのだろう。
沖縄戦では中学校以上の男子生徒と師範学校の男子生

徒は「鉄血勤皇隊」に、女子生徒は「従軍看護隊」に編
成された。男子生徒は通信兵や特攻斬り込み隊として動
員され、女子学徒は軍病院で傷病兵の看護や死体の処理
などに働かされた（沖縄歴史教育研究会、新城俊昭『教
養講座 琉球・沖縄史』東洋企画 。ひめゆり学徒隊だ）
けが戦禍をこうむったわけでは毛頭ないが、この映画に
よって「ひめゆりの塔」という言葉が、沖縄戦での悲劇
の若者たちを象徴する意味で使われるようになった。
ひめゆり学徒隊員のうち陸軍病院動員によって１３６

、 。人が犠牲になるなどで 計２２４人が命を落としている
データによって若干死者数が異なるが生き残ることがで
きたのはわずか十数人だ。
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７９年３月４日、那覇
市でひめゆり同窓生の
卒業式が行われた。４
５年３月２９日に三角
兵舎で仮の卒業式が行
われとき、米軍の攻撃
が激化し、用意された
卒業証書が手渡されな
いまま、生徒たちは学
徒隊の任務についた。
生徒たちは卒業証書を
もらってないのだ。だ
から、３４年ぶりの卒
業式の一番の目的は卒
業証書を贈ることだっ
た。

ＮＨＫがこの卒業式をドキュメンタリー番組で取り
上げ、リポーターに香川を起用。香川は初めて沖縄に足
を踏み入れた。
式には５０代になっていた卒業生をはじめその家族ら

約３００人が参列。戦死した娘に代わって出席した１７
人の遺族のなかに老いた父親や母親の姿もあった。学徒
隊の引率教師だった仲宗根政善氏が「亡くなられた皆さ
まにも卒業証書を授与します」と述べ、戦死した卒業生
の名前を読み上げたうえで、遺族に証書を手渡した。
沖縄師範女子部の教師だった仲宗根氏（１９０７～１

９９５年）は戦後、琉球大副学長も務め、この卒業式の
５年後の８４年に『沖縄今帰仁方言辞典』で学士院恩賜
賞を受けた著名な学者である。ひめゆり学徒隊に関して
も『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 （角川ソフィア』

文庫）をはじめ、多数の著書がある。ひめゆりの塔の碑
の脇に仲宗根氏の歌碑がある。

いはまくら かたくもあらむやすらかに ね
むれとそいのる まなひのともは
式の進行をリポートした香川が感銘を受けたのは沖縄

師範女子部を代表して述べられた答辞だった 「２本の。
ろうそくがかすかに三角兵舎内を照らすなかで、卒業式
が行われました。艦砲射撃の弾が炸裂し、ろうそくの火
が揺れていました。くしくも生き延びこの日を迎えた私
たちは、あの卒業の日の顔ぶれがこの席にそろっていた
ら、とその口惜しさは申し上げる言葉もない」
映画の中で、文にふんして卒業式に臨んだだけに、香

川は実際に生き残ることができた学徒隊の無念の思いを
ひしひしと感じたのだった。

写真：映画『ひめゆりの塔』で女学生にふんした香川京子（ウィキペディ

アより）

元学徒隊員らの体験談

卒業式の翌年、朝日新聞社と沖縄タイムス社の主催で
「ひめゆりの乙女たち展」が東京を皮切りに名古屋、大
阪など全国各地で巡回された。展覧会には「あれから３
５年、鉄の暴風・沖縄戦の全容」のサブタイトルがつい
ており、学徒隊の遺品や男子生徒の遺書などが展示され
た。この東京展会場で香川は上京した数人の元ひめゆり
学徒隊員と再会。すでに元学徒隊員たちで「ひめゆり同
窓会」がつくられていて、香川は准会員として仲間にい
れてもらうことになった。
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ひめゆり同窓生たちは８９年にひめゆりの塔のそばに
開館した「ひめゆり平和祈念資料館」で、沖縄戦の語り
部として、修学旅行生らに戦争の無残さを語るようにな
るが、香川には心の奥によどむ思いのたけをよそ行きで
はない言葉で切々と語った。

写真：ひめゆり学徒隊が犠牲になった「ひめゆりの塔 （ウィキペディ」

アより）

「お母さん助けて！ 殺して！ 阿鼻叫喚の地獄のなか
で意識を失い、３日後に息を吹き返したとき、たくさん
の死体の下に埋まっていた」と語ったのはひめゆりの塔
の壕（陸軍第３外科壕）でガス弾攻撃を受けた宮良ルリ
さん。この壕にはひめゆり学徒隊５１人を含む日本兵や
民間人など９６人がいたが、８５人が死亡した。宮良さ

、 、 、んは３ ４日間 生きる意欲を失って壕に潜んでいたが
死臭に耐えられずに脱出、弾雨のなかをさ迷ったあげく
捕虜になった 「どうせ負けるんだったら、沖縄戦の前。

に負けてほしかった」と、宮良さんは吐きだすように言
った。
島袋淑子さんは軍からの解散命令後、一番最後に第１

外科壕を出た。すぐに集中砲火を浴び、山城丘陵の茂み
に潜んだが、空と海からの砲撃による煙にまかれて窒息
しそうになった。そこで海岸伝いに摩文仁に向かい、切
り立った岩の間に避難。船から「傷ついた者は助けてや
る」と米軍がマイクで呼びかけてきた 「捕虜になれば。
裸にされ、戦車で引き殺される」と教えられていた島袋

、 。さんには悪魔の声に聞こえ 日本兵の後をついて逃げた
気づくと大腿部と胸に大きなけがを負っていた。重傷の

。「 」兵士は次々に手榴弾で自決していく 殺してください
と頼んだが 「女はダメだ」と断られた。傷口にウジが、
びっしりとわき、その痛みに耐えられなくなった時、米
軍に捕らえられた。４回手術を受け、命をとりとめたと
いう 「砲弾の破片はまだ体内に残っている。傷跡は痛。

、 」 。むけれど 心の傷もうずきどおし と島袋さんは泣いた
吉田浩子さんがいた三つの鍾乳洞からなる自然壕には

約８０人がいた。第１の洞窟が米軍の火炎放射に遭って
２０人ほどに減り、第２の洞窟に移った。ある時、第１

、 、の洞窟で人の気配がしたので 息をひそめていたところ
足音が遠ざかった。ほっとした時、４、５歳の男の子が
甲高い声で泣き出した。そばにいた若い兵隊があわてて
子どもの口をふさぎ 「外に敵がいる。殺してしまえ」、
と叫び、革帯にはさんであった手ぬぐいを子どもの首に
かけた。目をつぶった吉田さんが目を開けると、子ども
は兵隊のひざの上で手をだらりと下げて動かなくなって
いた。その兵隊はその子に乾パンを与えるなどやさしい
性格だった。
吉田さんは第３の洞窟に移り、生米をかじりながら、
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かすかに漏れる光線で日数を数えていると、片手のない
将校が現れた 将校は英語ができた ある日 将校が 米。 。 、 「
軍の様子を見てくる と外に出た 翌朝 戻って来て 投」 。 、 「
降しよう」と呼び掛けた 「日本は無条件降伏して、戦。
争は８月１５日に終わっていた」というのだ。吉田さん
は「日本兵にもいい人と悪い人がいた。いい人でさえ、
極限状態では悪いことをした」と、人間性を失わせる戦
争の実態をのろった。

看護婦長の上原貴美子さん

香川は語り部たちの証言を聞きとっているうち、その

口からたびたび「ナイチンゲールのような女性」という
言葉が出るのに気づいた。１９１９年、沖縄本島南部に
生まれた看護師、上原貴美子さんのことだ。彼女のどこ

。 、がナイチンゲールなのだろう 妹のハルさんらの話では
小学校を出た後、看護婦養成所で学び、一般の病院に勤
めていたが、４４年６月、那覇市の中学校に開設された
沖縄陸軍病院に移り、外科に配属された。地上戦が展開

、 。されるなか 上原さんは結果として従軍看護婦になった
香川が映画『ひめゆりの塔』で演じた上原文とは姓が同
じこともあって、上原さんのことをもっと知りたいと思
い、取材を始めた。

写真：沖縄戦のナイチンゲールといわれた上原貴美子さん（中央の座っ

ている女性＝『ひめゆりたちの祈り』より）

沖縄陸軍病院は開設４カ月後の１０月１０日、米軍の
空襲に遭い、南風原国民学校に移動することになった。
その当時のことを、外科の看護婦だった奥松文子さんは
「上原さんと一緒に明け方までかけて引っ越した。頼れ
るお姉さんだった」という。同病院は内科、外科、伝染
病科の３科制だったが、南風原に移ってからは、負傷者
が急増したため外科だけの編成になった 「上原さんは。
重症患者だけを扱う第１外科の婦長だった。毎日、砲弾
が飛んでくる中、病棟と手術場の連携をとりながら、軍
医と対等、いやそれ以上にスタッフ（軍医１０人、看護
婦１７人）の配置を手際よくこなしていた。あれだけの
統率力のある人は見たことがなかった」と奥松さんは上
原さんに絶大の信頼をおいていた。
米軍が沖縄本島に迫った４５年３月２３日、南風原国

民学校も空襲で全焼。同町の背後に広がる黄金森という
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丘陵に移った。そこは建物一つない単なる裏山だ。住民
たちが山の斜面に掘った待避壕を手術室や病室として使
うしかなかった。２、３０メートルおきにこうした壕が
あり、それぞれに５０～６０人の負傷兵を収容。ひめゆ
り学徒隊の生徒が３、４人ずつ各壕に配置され、看護や
食事の世話をすることになった。これがいわゆる「病院
壕」である。
前出の宮良さんは「ロの３号」という重傷患者５０人

。 、が収容されている壕に配属された 壕のなかは血やうみ
排泄物、汗やあかにまみれた患者の臭いで息が詰まる状
態。破傷風で口から泡をふいてもがき苦しむ兵隊が１日
に３、４人出た。そんな壕を毎朝回って負傷した兵隊を
励ますのが上原さんだ 「上原婦長が壕の前に立つと、。

上原さんが最期を迎えた山城の丘に建つ慰霊碑（ウィキペディアより）

兵隊たちはワーッと手をたたいて喜んだ。あまりの痛さ
にウーン、ウーンとうなって生徒たちにやつあたりして
いた兵隊も、婦長の顔を見ると静かになり、天使を見る
ような目になった。兵隊たちから神様のように慕われて
いた」と宮良さんは賛辞を惜しまない。
上原さんは医師の指示で動くだけの看護婦ではなかっ
。 、 、た 天久節さんによると 軍医が巡回にこられない時は

上原さんが代わって診察したといい、左腕のひじの上か
ら切断された下士官の例を語った。下士官は「上の方が
痛む」と訴えるので上原さんが包帯を解いてみると、傷
口が化膿していた。天久さんらが手術に使う膿盆を患者
の腕に下にあてがうと、上原さんはメスを手にし、患者
の腕をスパッと切った。麻酔はない。痛みに悲鳴を上げ
る下士官に上原さんは「弱音を吐いてどうする」と一喝
した 「人間業でない素晴らしさ。神々しい感じさえし。
た 。天久さんはメスを持った上原さんのキッとした態」
度をまざまざと覚えていた。

アルゼンチンからの手紙

仲宗根政善氏の『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』
に上原さんが生き埋めになった生徒や患者を助け出す場
面がある。５月４日、病院壕が直撃弾を受けたときのこ
とだ 「軍医と上原婦長が４、５人の衛生兵を連れて出。
動。白衣をまとった兵が掘りだされた。全身ぶるぶる震
えている。上原婦長はこの大男の腕をかかえて、三角兵
舎へひきずっていった。婦長の本能的な強さに私はぼう
ぜんと見とれていた」と仲宗根氏は書いている。既に述
べたように仲宗根氏は学徒隊の引率者である。教職者の
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目にも、上原さんの毅然とした挙措に感動したのだ。
戦局は悪化の一途をたどり、６月１８日にひめゆり学

徒隊に軍からの解散命令が出たことはすでに触れた。壕
から出て集中攻撃を浴びながらさ迷い、海岸に追い詰め
られて手榴弾で自決したり、断崖から身を投じる生徒や
看護婦は後を絶たなかった。上原さんは、島の南端の山
城丘陵に向かった。仲宗根氏は「婦長は発熱して疲労の
極みに達していた。同僚看護婦の肩にもたれて、あえぎ
ながら坂を上っていった。きびきびと指揮したときの面
影はなかった」としたためている。

『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』の表紙（一部）

与那嶺百子さんも山城の坂を上る上原さんを目撃して
いた 「疲れきった様子で、自分ではほとんど歩けない。
状態。地獄で仏のような優しい婦長さんもこれが最後か
と思うと、声をかけることもできなかった」と言った。
ではその後、上原さんはどうなったのか。香川は上原

さんの最期を知る人を捜し求めた。大城静子さんが上原
、 、さんとずっと一緒だとわかり ９１年に沖縄に行った際

親戚や知り合いを尋ねて回った。その結果、５２年に結
婚し、アルゼンチンに移住したことが判明。トクマン州
コンセプシオン市という首都ブエノスアイレスから千数
百キロも離れたパラグアイとの国境に近い町で暮らして
いることを突きとめた。国際電話をしたが、大城さんは
ほとんど日本語で話すことができなくなっていた。
幸い、弟がブエノスアイレス市に住んでいて、大城さ

んのスペイン語の手紙を日本語に訳して香川に送ること
になった。翌年１月、待ちわびた航空便が届いた。上原
さんと初めて会ったときのことから書きだした長い手紙
だった。解散命令後のことを次のように綴っていた。
脱出を命じられた夜、砲弾の雨のなかをかいくぐり、

摩文仁の壕に着いたが、軍医が米軍が近づいているとい
うので、軍医とＫ看護婦、上原さん、私の４人で夜通し
歩き続けて明け方、砲弾の音が少し途切れたころ、山城
の丘にたどり着いた。
上原さんは急に黙りこくなり、私の方が婦長さんを元

気づける立場になった。雑草の茂みを見つけて、身を隠
すように座った。婦長さんは「もし結婚したら、子ども

」 。をたくさんつくりたいね と話しかけたのを覚えている
その時、砲弾の雨が降ってきて、私は意識を失った。し
ばらくして気がつくと、婦長さんは私を抱きかかえるよ
うにして、私の上に折り重なっていた。驚いて見ると、
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婦長さんの胸元に大きな
穴が開いていた。即死状
態だった。軍医もＫさん
も死んでいた。

私は気が狂いそうにな
って、手榴弾を爆発させ
ようとしたが不発で死ね
なかった。私の足も大き
な穴があいて骨が丸見え
だった。どうせ死ぬなら
婦長さんと一緒に死のう
と決心し、その場を離れ
なかった。米軍が近づい
てくる気配がしたので、
婦長さんを抱いて死んだ
真似をしているうち、ま

た気を失った。気がつくと米軍病院のベッドに横たわっ
ていた。

ひめゆり慰霊祭で感謝状

上原さんの妹ハル子さんは戦争末期、叔父と一緒に本
島北部に移り、難を逃れた。戦後、米軍の収容所に入れ
られた後、４５年暮れ、故郷に戻り、人づてに姉の死を
知った。知人と姉の遺骨を探しに山城の丘に行ってみた
が、遺体や白骨が散乱していて、どれが姉の遺骨なのか
分からなかった。ある時、今度は大城静子さん（アルゼ

『 』香川京子の著書 ひめゆりたちの祈り

ンチンに移住する前）ら３人でもう一度、上原さんの最
期の地を訪ねたところ、大城さんが断崖の近くの遺骨に
金歯があるのに気づいた。当時、沖縄では金冠の奥歯は
珍しかった。ハル子さんは「姉のものに間違いない」と
泣き崩れた。
８２年、ひめゆりの塔の前で慰霊祭が営まれた。その

足でひめゆり同窓会の代表１０人を伴ってハル子さんを
訪ねた仲宗根氏は墨書した巻き物を手渡した。感謝状だ
った。
感謝状は「沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女

学校生存者一同」の名前でだされた。
「あなたは看護婦、生徒を督励しながら、傷病兵の看護
に精魂を尽くして働かれました。病院を移動しなければ
ならなかった夜、断腸の思いで重傷患者を壕に残し、た

、 、だ歩ける者のみを引き連れ 先頭に立って弾雨をくぐり
島尻南部まで届けました。
しかし、そこには患者収容の壕もなく、戦野に置き去

りにされました。責任感の強かったあなたは、倒れ伏し
ている傷病兵を見るにみかねて心を砕き、優しさの限り
を尽くされましたが、自らも力尽きて、ついに憔悴の極
みに達しました」
最後に感謝状はこう締めくくられた。
「あなたは沖縄戦で沖縄の女性のなかで最も困難な任務

、 」を負わされて ナイチンゲールの精神を発揮されました
「 」 。南風原小学校のそばに 南風原文化センター がある

負傷兵や軍医とともにもんぺ姿に防空頭巾をかぶった看
。 「 」。護婦の人形も展示されている 胸の名札は 上原球子

陸軍病院が所属していた部隊は別名「球部隊」である。
上原球子が上原貴美子さんをモデルにしていることはい
うまでもない。
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香川は ひめゆりたちの祈り の あとがき で 自『 』 「 」 、「
分が生まれた故郷、いまも住んでいる自分の町が隅から
隅まで戦場になって、いまも弾痕がいたるところに残っ
ているという経験をもつ人は、他の地域ではほとんどい
ないでしょう。過去の悲劇の現場のなかに現在の生活が
あるのです」と書き、ひめゆりの皆さんと接すると、私
はいつも「沖縄では、まだ戦争は終わっていない」とい
う思いを新たにしないわけにはいきません、と思いを切
々とつづる。
香川がこの本を著して２５年がたつ。沖縄戦の語り部

たちは高齢化し、戦争の風化は進んでいる。だが、直接
戦争体験した語り部がいなくなったからといって、沖縄
戦が終わったわけではない。辺野古に新たな米軍基地が
造られようとしていること自体、本土の捨石であること
に変わりないことを示しているといえるだろう。仲宗根
政善氏は『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』の「まえ
がき」に「昔から平和であった沖縄の美しい空を、この
青い海の上を、戦闘機の一機も飛ばせたくない。戦争に
つながる一切のものを拒否する」と悲鳴にも似た叫びを
あげる一文を寄せている 「戦闘機が一機も飛ばない」。
沖縄になってはじめて、沖縄戦が終わるというのだ。
香川の初めての著書『ひめゆりたちの祈り 。そこに』

登場するひめゆり学徒たちの祈りは、沖縄が真の平和な
世になることなのである。
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三匹が撮る　春の息吹
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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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長い冬が終わりを告げるのはまだまだ先だ。
しかし町のそこここに「春」を感じることができる。
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ジュ・ミョンス

１９４８年、サハリン州コルサコフで生まれ。ユジノサハリンスク在住。

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

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

２０１４年、ロシア連邦功労画家称号を受ける。

主な展覧会

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

海外：北京、札幌、山形、ニューヨーク、アイランドなど多数。
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月の半ばに富山へ出かけた。2
恐らくこの冬最後の「冬の嵐」
だろうと思われる厳寒の時期に
あたった。

高岡市の古刹・瑞龍寺は雪の
中だった。壮大な境内は加賀藩
主前田利長公の母体を弔うため
、 。に 利常公によってたてられた

富山湾に西側に氷見と言う港
町がある。漁船には大漁旗がは
ためいていた。

岐阜県は富山県の隣。山あい
に白川郷がある。世界遺産の合
掌造りの集落だ。

山あいの合掌造りは、折から
のボタン雪。

降りしきる雪に春の足音が聞
こえる。
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降りしきるボタン雪

三匹が撮る！春の息吹　片山通夫

167



三匹が撮る！春の息吹　片山通夫

168



三匹が撮る！春の息吹　片山通夫

169



作・構成 片山通夫

山にも様々な妖怪変化が棲んでいるそう
な。

元は人間社会にいた妖怪たちが海に山
に移り住んだという説や、いや、人間の
醜い心が妖怪となって表れたとか、様々
な説があるのだが、いずれ間違いとも言
えず、その通りだとも言えず。

妖怪たちは今宵も奥深い山で宴の時を
楽しんでいるという。

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴
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山に棲む妖怪変化
の類で有名なのが、
山姥と雪女。

彼女たちが出てく
る物語はまったく別
個の話だが、仮に彼
女らの棲み処で出く
わしたらどうなるの
だろう。

なんだかゴジラ
とアンギラスの戦
いのようだが、最
後には仲良く…。

雪女 山姥

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴
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雪女で有名なのが、ラフカディオ・ハーンの雪女。最期のくだりを紹介した
い。

『

その人の話をしてちょうだい。……どこでおあい
になったの』

そこで巳之吉は渡し守の小屋で過ごした恐ろし
い夜の事を彼女に話した、――そして、にこにこ
してささやきながら、自分の上に屈んだ白い女の
事、――それから、茂作老人の物も云わずに死ん
だ事。そして彼は云った、――
『眠っている時にでも起きている時にでも、お前
のように綺麗な人を見たのはその時だけだ。もち
ろんそれは人間じゃなかった。そしてわしはその
女が恐ろしかった、――大変恐ろしかった、――
がその女は大変白かった。……実際わしが見たの
は夢であったかそれとも雪女であったか、分らな
いでいる』……

お雪は縫物を投げ捨てて立ち上って巳之吉の坐
っている処で、彼の上に屈んで、彼の顔に向って
叫んだ、――
『 、 、 。 。それは私 私 私でした ……それは雪でした
そしてその時あなたが、その事を一言でも云った
ら、私はあなたを殺すと云いました。……そこに
眠っている子供等がいなかったら、今すぐあなた
を殺すのでした。でも今あなたは子供等を大事に
大事になさる方がいい、もし子供等があなたに不
平を云うべき理由でもあったら、私はそれ相当に
あなたを扱うつもりだから』……

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴
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彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなって
行った、風の叫びのように、――それから彼女は
輝いた白い霞となって屋根の棟木の方へ上って、
それから煙出しの穴を通ってふるえながら出て行
った。……もう再び彼女は見られなかった。

既に有名な話だからご存知の方も多いだろう。
そして日本中の山が舞台となっている。ただ雪が
なければ話にはならないが…。

雪女は「雪の精」だと信じられている。またこ
んな話も昔話として残っている。ハーンが書いた
物語の元ネタだと思われる。最初のくだりを紹介
したい。

むかしむかしの、寒い寒い北国でのお話です。
あるところに、茂作(しげさく)とおの吉という

木こりの親子が住んでいました。
この親子、山がすっぽり雪に包まれる頃になる

と、鉄砲を持って猟に出かけて行くのです。
ある日の事、親子はいつもの様に雪山へ入って

、 、行きましたが いつの間にか空は黒雲に覆われて
吹雪(ふぶき)となりました。

二人は何とか、木こり小屋を見つけました。
「今夜はここで泊まるより、仕方あるめえ」
「うんだなあ」

チロチロと燃えるいろりの火に当たりながら、
二人は昼間の疲れからか、すぐに眠り込んでしま
いました。

風の勢いで戸がガタンと開き、雪が舞い込んで
きます。

そして、いろりの火がフッと消えました。
「う～、寒い」

、 、あまりの寒さに目を覚ましたおの吉は その時
人影を見たのです。
「誰じゃ、そこにおるのは？」

、 。そこに姿を現したのは 若く美しい女の人でした
「雪女！」

雪女は眠っている茂作のそばに立つと、口から
白い息を吐きました。

茂作の顔に白い息がかかると、茂作の体はだん
だんと白く変わっていきます。

そして眠ったまま、静かに息を引き取ってしま
いました。

、 。雪女は 今度はおの吉の方へと近づいて来ます
「たっ、助けてくれー！」

必死で逃げようとするおの吉に、なぜか雪女は
優しく言いました。
「そなたはまだ若々しく、命が輝いています。

望み通り、助けてあげましょう。
でも、今夜の事をもしも誰かに話したら、その

時は、そなたの美しい命は終わってしまいましょ
う」

そう言うと雪女は、降りしきる雪の中に吸い込
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まれ様に消えてしまいました。
おの吉は、そのまま気を失ってしまいました。
やがて朝になり目が覚めたおの吉は、父の茂作

が凍え死んでいるのを見つけたのです。

雪女は自分の過去を知られるのを極度に嫌がっ
たようである 「な。
んとも人間的な」と
思ってしまうのは、
筆者だけかもしれな
い。

少し歴史をたどってみる。
雪女が歴史に初めて出てくるのは、室町時代末

『 』 、期の連歌師・宗祇法師による 宗祇諸国物語 で
彼が越後国（現・新潟県）に滞在していたときに
雪女を見たと記述がある。常に「死」を表す白装
束を身にまとい男に冷たい息を吹きかけて凍死さ
せたり、男の精を吸いつくして殺すところは共通
しており、広く「雪の妖怪」として恐れられてい
た。

山姥（やまんば）の話は大抵道に
迷った旅人に一夜の宿を提供し、
旅人が寝静まった頃に山姥がシュ
ーシューッと出刃包丁を研ぐ音で
・・・と言うような話が多いのだ
が・・・。

昔ある夏の夕暮れ、ひとりの旅役者が道を急い
でいた。仲間に遅れて瀬戸の方から山道を抜けて
名古屋の方へ出ようとしていた。

やがてすっかり
日が暮れて、提
灯の灯を頼りに
歩いていたが、
行けども行けど
も山道を抜け出
すことが出来な
かった。旅役者
は、提灯を片手
にうろうろして
いた。
その時ふと見る
と、少し離れた
所に一軒の明り
が見えた。旅役
者はこれ幸いと

ばかりに明りを頼りに崖の上の一軒屋の戸を叩く
と、そこには老婆が一人座っていた。旅役者はち
ょっとばかり老婆を気味悪く思ったが、老婆は突
然「お茶を入れようかの」と言って立ち上がり、
奥の部屋に入っていった。

しばらく待ったが中々老婆は出てこない。すると
パチパチと火が燃える音がしたかと思うと、突然
障子が明るくなり、恐ろしい山姥の影が映ったの
だった。旅役者は驚いて立ちすくんでいたが、老
婆がお茶を持って出てきた。

老婆は「ところでお前さん、何かやってみせてく
れんかの？」と頼んだ。旅役者はここで何かしな
いと生きて帰れないと思い「わしは化けるのが得

」 。 、意じゃが と答えた それを聞いた老婆は喜んで
ぜひ化けてみせてくれと言った。

旅役者はもうこうなったらと腹をくくり、つい立
。ての向こうで商売道具の入った包みを取り出した

狐の面を取り出し、狐の嫁入り踊りを披露した。
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旅役者次々と面や着物を変え、色々なものに化け
てみせ、老婆は大喜びした。

やがて空が白々としてきて、旅役者の芸も尽きた
と思われる頃。老婆は礼を言うと、あっと言う間
に姿を消してしまった。それと同時に家も消えて
しまっていた。

旅役者はしばらくその場にぼんやりしていたが、
さて名古屋はどちらだろうと立ち上がった時 「旅、
のお方、さあこちらへおいで」という優しい声が

。 、聞こえてきた その声があまりに優しかったので
旅役者はその声の言う方へ歩いていった。

優しい声は案内を
続け、やがて旅人
の往来する広い街
道へ出た。そして
「名古屋へ行くに
はこの道をまっす
ぐ南にお行き…」
と聞こえると、そ
れっきり山姥の声
は聞こえなくなっ
た。旅役者は安心
して名古屋への道
を急ぐことが出来
た 「芸は身を助け。

」 。る ということだ

（引用／まんが日
）本昔ばなし大辞典

ところでその
山 姥 だ が 子 供

がいると言ううわさが人里離れた奥深
い山や谷間に流れていることをご存じ
だろうか？

有名な子供に足柄山の金太郎である。

しかし決して彼女たちの「宴」には
参加しないで下さい。

魑魅魍魎再び！　山姥たちの宴
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シリーズ

とんぼり濃度
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とんぼり濃度 ８０ 大阪市中央区 １１月
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とんぼり濃度 ９０ 大阪市中央区 １１月
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とんぼり濃度 ７０ 大阪市中央区 １１月
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ＳＷＣ世界における 的呟きLapiz
とりとめのない話

《蛍の光》

今年もまた、この曲が多くの場で歌われる時期がやってきた。
と同時に毎回いまだ解決していない自分一人の小さな疑問を思い出してしまう。

それはこの歌の作詞者だ。曲はスコットランド民謡であることはあまりにも有名。
しかし作詞はどの曲紹介も「不詳 。」

この曲の歌詞の４番目に

千島のおくもおきなわも やしまのうちのまもりなり、
いたらんくにに いさおしく つとめよわがせ つつがなく

がある。これとは別に明治前期の「みわたせば」という詞に

みわたせば やまべにはおのえにも、ふもとにも、
うすき、こき、もみじ葉の秋の錦をぞ、

たつたひめ おりかけて つゆ 霜にさらしける

に出会った 「まさしく同じ匂いの詞だ！」と強く感じたのは４０年も昔の事。。
この「みわたせば」の作詞者・稲垣千頴と「蛍の光」の作詞者を結びつける根拠は何もな
。 。い ちなみに加部巌夫をこの歌の作詞者だと主張する少数派の意見も聞いてみたいものだ
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神宿る。石割桜
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注連縄こそ張り巡らさ
れていないが、神にも勝る
領域に迫る桜の樹がある。

その名の通り「石を割っ
て生えている」のだ…。

360 1.35m樹齢 年超 直径約
年（大正 年 、国の天1923 12 ）

然記念物に指定

神宿る。石割桜
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これ程貫禄のある樹木になると様
々な「伝説」が残りそうだが、実に
淡々とした話しか残っていない。伝
えられている伝承に 「寛永年間頃に、
南部藩主の分家にあたる北監物の庭
園であったといわれ、家老の屋敷内
の庭にあった巨石が落雷をうけてで
きた割れ目にエドヒガンザクラとい
う桜の種子が入り込み成長したとい
われている。

つまり何のことはない、石の割れ
目に種が芽を吹き、現在の桜にまで
成長したと言う訳だ。しかし筆者が
写真を撮っている時には、決して偶
然入り込んだ種が成長したとは思え
なかった。岩を割って成長する勢い
というものが感じられた。
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蛇足ながら不来方（こずかた）城
不来方とは、伝承によれば、かつてこの地には「羅刹」と呼ばれる鬼がいて、人里を荒らしまわっ

ていた。このことに困っていた里人たちが、三ツ石（盛岡市に現存する「三ツ石神社 ）の神に祈願」
したところ、鬼は神によって捕らえられた。この時、鬼が二度とこの地に来ない証として、岩に手形
を残した。これが「岩手郡 、のちに岩手へと連なる地名の由来である。また 「二度と来ない方向」」 、
の意味で、一帯に「不来方」の名が付されたと伝えられている。
そしてこの春の甲子園には部員 人の県立不来方高校が出場する。応援しなけりゃ！10

L piza
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写真・文 片山通夫

四国徳島県の西に祖谷（いや）という地域
がある。三好市に属する。祖谷は相当な山中
にあり、今でこそ舗装された道路が山あいを

、 《 」縫って走っているが それでも 山峡の集落
であることは間違いない。

そんなところで屋島の戦いに敗れた平家の
落人は隠れ住んだと言われている。鎌倉幕府
の落人狩りが相当厳しかったようだ。

平家物語によると、清盛の温情が義経や頼
朝を生かしておいたのが平家滅亡の遠因なの
かもしれない。

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡

188



清盛は 年に熱病で亡くなった。一説にはマラリアだと言われているが定1181
かではない。ともあれ、清盛の死は平家の滅亡に拍車をかけた。伊豆に流され
ていた頼朝を筆頭に、義経や木曾義仲など、源氏の血を引く武将たちが、それ
ぞれの思惑で立ちあがり、一斉に平家に襲いかかった。

それに引き換え情けないのが平家の武将。源氏の飛ぶ鳥を落とす勢いに飲ま
れてしまった。
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福原は現在の神戸市兵庫区辺りで、清盛はこの地を宋貿易の拠点
とした。 兵庫・清盛の墓所

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡
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平安時代の末期の寿永 年 治3 /
8 2 7 1184 3 20承 年 月 日（ 年 月

日）に摂津国福原および須磨で
行われた戦い。治承・寿永の乱
（源平合戦）における戦いの一
つ。

「鹿も四つ足、馬も四つ足」

清盛を失った平氏は福原で法要を営む。
そこへ後白河法皇の使者が訪れ、源氏との
和平を勧告した。 これを信じた平氏は戦
いの警戒を緩めた。そこへ義経率いる源氏
の搦手軍が鵯越（ひよどりごえ）で群を二
分し、義経は７０騎で「鹿も通る」と平氏
の一の谷陣営の裏手、すなわち断崖絶壁か
ら、世にいう「鵯越の逆落とし」で、平氏
が全く警戒していなかった山側から一気に
攻めた。

須磨浦

片山通夫の追跡シリーズ　平家追跡
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平敦盛メモ

笛の名手であり、祖父・平忠盛が鳥羽院より賜った『小枝 （または』
『青葉 ）という笛を譲り受ける。平家一門として 歳で一ノ谷の戦』 17
いに参加。源氏側の奇襲を受け、平家側が劣勢になると、騎馬で海上
の船に逃げようとした敦盛を、敵将を探していた熊谷直実が「敵に後
ろを見せるのは卑怯でありましょう、お戻りなされ」と呼び止める。
敦盛が取って返すと、直実は敦盛を馬から組み落とし、首を斬ろうと
甲を上げると、我が子・直家と同じ年頃の美しい若者の顔を見て躊躇
する。直実は敦盛を助けようと名を尋ねるが、敦盛は「お前のために
は良い敵だ、名乗らずとも首を取って人に尋ねよ。すみやかに首を取
れ」と答え、直実は涙ながらに敦盛の首を切った。この事から、直実
の出家の志が一段と強くなったという発心譚が語られる 「延慶本」。
や「鎌倉本」の『平家物語』では、直実が敦盛の笛（または篳篥）を
屋島にいる敦盛の父・平経盛の元に送り、直実の書状と経盛の返状が
交わされる場面が描かれている （ウイキペディア）。

須磨一の谷から明石海峡方面を臨む

一ノ谷（須磨浦公園）の敦盛の胴塚
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一の谷から屋島、壇の浦
そして祖谷へ…。

寿永 年（ 年） 月、源義仲に2 1183 7
敗れた平氏は安徳天皇と三種の神器を
奉じて都を落ち、九州大宰府まで逃れ
たが、在地の武士たちが抵抗してここ
からも追われてしまった。平氏はしば
らく船で流浪していたが、阿波国の田
口成良に迎えられて讃岐国屋島に本拠
を置くことができた。
寿永 年（ 年） 月 日、鎌倉3 1184 1 20
の源頼朝と義仲の抗争が起き、義仲は
滅びた（宇治川の戦い 。その間に平）
氏は義仲に奪われた失地を回復し、勢
力を立て直して摂津国福原まで進出す
る。しかし、頼朝の弟の範頼・義経に
攻められて大敗を喫した（一ノ谷の戦
い 。この戦いで平氏は一門の多くを）
失う大打撃を蒙った。

平氏は屋島に内裏を置いて本拠と
し、平知盛を大将に長門国彦島にも拠
点を置いた。平氏はこの拠点に有力な
水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握
り、諸国からの貢納を押さえ力を蓄え
ていた （ウイキペディア）。
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平氏は屋島に内裏を置いて本拠とし、平知盛を大将に長門国（山口県）彦島に拠点を
置く。平氏はこの拠点に有力な水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握り、諸国からの貢納
を押さえ力を蓄えていた。一方の鎌倉方は水軍を保有していなかったため、どうしても
彦島・四国攻めに踏み切れず、休戦状態が続く。
そんな中義経は嵐をついて 「吾妻鏡」によれば「丑の刻（午前 時）に船 艘で出発、 2 5

し、卯の刻（午前 時）椿浦浜に着く（通常は３日の行程 」と記されている。 時間で6 4）
到着したことになる。これは間違いで実際は１日と 時間だったと推測されるが、それ4
でも早い。

「吾妻鏡」や「平家物語」などの記述をそのまま信じることはできないが、結局、義
経軍の目覚ましい活躍で、平家一門は、ほうほうの体で壇の浦に向かい、そこで滅亡す
る。

屋
島
の
戦
い
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数奇な運命

（ ）安徳天皇は 年 月 日 治承 年 月 日1178 12 22 2 11 12
年 月 日（寿永 年 月 日）は、第 代- 1185 4 25 4 3 24 81

天皇（在位： 年 月 日 年 月 日 。1180 5 18 -1185 4 25 ）
高倉天皇の第一皇子で母は清盛の娘の徳子（後の建礼

門院 。）
5 1在位 年足らずの天皇だった。また即位したのは満

歳 か月だった。そしてこの天皇の悲劇は平氏の庇護の4
もとに生まれたことであり、幼年のため実権はなく、政
治は外祖父たる平清盛が取り仕切る。また即位の年に清
盛の主導で福原（神戸）への遷都が行われたが半年ほど
で元の平安京に戻されたのはよほど評判が悪かったこと
と、清盛の実権に陰りが出始めていたことによる。

年、安徳天皇は源義仲の入京に伴って、平宗盛1183
以下平家一門に連れられ三種の神器とともに都落ちす
る。この後 年 月 日、三種神器が無いまま後鳥1183 9 8
羽天皇が践祚し、 年 月 日に即位。正史上初め1184 7 28

関門海峡を挟んで壇の浦方面を見る
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て同時に 人の天皇が擁立されるという混乱が起こっ2
た。

安徳天皇入水

福原から敗走する平家一門に連れられて、安徳天皇は
大宰府そして屋島に流れ着く。屋島では現在の屋島東町
の高台に行宮（あんぐう）を置くが、一の谷、そして屋
島の戦い（ 年 月）に敗れた平氏一門は、安徳天1185 2
皇とともに、会場をさまようことになった。
そして 年 月、最後の決戦となる壇の浦におい1185 4

て、両軍は激突し、平氏軍は惨敗・そして滅亡する。

平家物語によると次のような描写になっている。

最期を覚悟して神璽と宝剣を身につけた祖母・二位尼
（平時子・清盛の ）に抱き上げられた安徳天皇は、正室
「尼ぜ、わたしをどこへ連れて行こうとするのか」と問
いかける。二位尼は涙をおさえて「君は前世の修行によ
って天子としてお生まれになられましたが、悪縁に引か
れ、御運はもはや尽きてしまわれました。この世は辛く
厭わしいところですから、極楽浄土という結構なところ
にお連れ申すのです」と言い聞かせる。天皇は小さな手
を合わせ、東を向いて伊勢神宮を遙拝し、続けて西を向

、 「 」いて念仏を唱え 二位尼は 波の下にも都がございます
と慰め、安徳天皇を抱いたまま壇ノ浦の急流に身を投じ
た。安徳天皇は、歴代最年少の数え年 歳（満 歳 か8 6 4
月、 年 日）で崩御した（ 平家物語 「先帝身投」6 124 『 』
より 。）

安徳天皇の母の建礼門院（平徳子）も入水するが、熊
手に髪をかけられ引き上げられている。この混乱の中で
も、天皇の印、三種の神器のうち神璽と神鏡は源氏軍が
確保したと言われている。宝剣（草なぎの剣）はこの時
失われたとする説があるが、はっきりしたことはわから
ない。
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祖谷の平氏

ここで本稿のメーンテーマであるが 「安徳天皇は壇、
ノ浦で入水せず平氏の残党に警護されて地方に落ち延び
たとする伝説が九州・四国地方を中心に全国に存在す
る。中でも有名なのが、九州・宮崎県の椎葉村と四国・
徳島県の祖谷地方だ。

祖谷地方は徳島県の西の端、剣山のふもとに広がる山
深い地域だ。いかにも、落ち武者が隠れ住んでいるかの
ような雰囲気が残る。

その伝説の一端を紹介しよう。

平国盛（ ）が祖谷を平教経
定し、麻植郡に逃れていた安
徳帝を迎えた。天皇一行が山
間を行く際に樹木が鬱蒼とし
ていたので鉾を傾けて歩いた

「 」、ということに由来する 鉾伏
谷を渡る際に栗の枝を切って
橋を作ったことに由来する 栗「
枝渡」等、安徳天皇に由来す
ると伝わる地名がそこここに
残る。安徳帝はこの地に隠れ
住み、 歳で崩御し栗枝渡八16
幡神社の境内で火葬されたと
いう跡も無論残っている 美。（『
馬郡誌 。』）

徳島県の剣山には、安徳天皇が天叢雲剣（草薙剣）
を修めたという伝説があり、神剣の奉納により太郎山か
ら現称の「剣山」に変わり、山頂の剣神社本宮では素戔
男尊と安徳天皇を祀ったと言われている。

ともあれ、祖谷地方には、安徳天皇にまつわる数多の
伝説が遺されている。

平国盛（ ）教経

安徳天皇像
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祖

谷

かずら橋

祖谷での生活を思わせる農具など

安徳天皇の典医・堀川内記の子孫代々の屋敷

山
を
切
り
開
い
た
落
合
集
落
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安徳天皇火葬跡

栗枝渡八幡神社（くりし
どはちまんじんじゃ）の後
の山を「ミヤバエ」 と呼
んでいる 「 ハエ」 とは。
林または森のことで、誰も
が入ってはいけない聖域に
なっている。

八幡神社の拝殿の右手に
も聖域がある。ここには杉
の大木が茂っていて，それ
に囲まれるよ うに二坪ば
かりの土地がある。そこは
平石を積み重ねて一段と高
くなっていて、廻りにしめ

。縄をはりめぐらしている
ここへは誰も足を踏み入

れてはならないと固く禁じ
られているところで、どん
なに厳しい冬でも雪が決し
て積もらないと言われてい
る。

ここを「安徳帝の火葬場
跡」と呼んでいる 。
（阿波学会紀要 第５３号２０

０７ ７）.

安
徳
天
皇
火
葬
跡

神
社
拝
殿
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編集部Lapiz

森友学園が小学校の認可を取り下げた。国会では安倍首相
夫人が同学園の名誉校長に就任していたことが問題になっ
て、同夫人は「名誉校長を辞任」した。

安倍首相は、国会の場で野党に追及されるたびにブチ切
れている。とても一国の総理大臣の品格ではない。末期症
状の体だ。

そして次期首相と言う声もあった稲田防衛大臣だが、彼
女も国会の場で野党からの答弁で、涙ぐみ、そして虚勢を
張り、はぐらかし、まともに答弁しない点は、親分（安倍
首相）仕込みかと思われる。

。そんな彼女の答弁を真っ向から否定する文書が出てきた
（次ページに掲載する）

森友事件　安倍政権、終わりの始まりか
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この文書の持つ意味は大きい。稲田防衛相
の今までの答弁の信頼性を一気に失わせる衝
撃的な文書だ。それも裁判所と言う公的な役
所の文書なのだから。

稲田防衛相へのダメージは測りきれない。
今後の国会での解明が期待される。いや、

姑息な安倍政権のことだ。心身疲労で 休養を
要するなんて診断書をぶち上げて辞職をさせ
る可能性も否定できない。

稲田朋美防衛相は１４日午前の記者会見で、
大阪市の学校法人「森友学園」が起こした民
事訴訟の口頭弁論に原告側代理人弁護士とし
て出廷した裁判所作成の記録があったことに
ついて 「担当（弁護士）の夫の代わりに出廷、
したのではないかと推測している」と釈明し
た。弁護士として学園に関わったことはない
とした国会答弁との矛盾について、稲田氏は
「 出廷は）記憶にはない。記憶に基づいた答（
弁で、虚偽の答弁という認識はない」と語っ
た。

けど、稲田防衛相だけを辞め
させるというシナリオはない。
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――森友事件の真相を探る――
井上脩身

建設中止に追い込まれた小学校

森友事件　安倍一強政治の膿
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大阪市の学校法人「森友学園」が小学校を開設するために払い下げられた大阪府
豊中市の国有地が異常に低価格であったことから、政治家の口利きがあったのでは

、 、 。 、ないか との疑惑が今年２月 急浮上した 小学校の名誉校長に安倍晋三首相の妻
昭恵氏が就任（後に辞任）したうえ、同学園が「安倍晋三記念小学校」の名で寄付
金を集めており、首相の関与が疑われだした。

瀬戸際の日本

こうしたなか、学校の建設費についての国の補助金を
得るために同学園が提出した契約書の金額が、大阪府へ
の学校設置認可を求めるために出した契約書の記載額の
３倍にも上っていたことが判明、補助金詐欺の疑いも出
てきた。同学園の理事長、籠池泰典氏は首相が関係する
「日本会議」の大阪支部役員であり、経営している幼稚
園では園児に「教育勅語」の暗唱を強制していた 「森。
友事件」は、同会議の天皇中心国家思想を根幹とする安
倍一強政治の右翼膿が表面に現れた事象とみるべきだろ
う。籠池氏は３月１０日、小学校認可申請を取り下げ、
理事長辞任を表明 「事件に無関係」とシラを切ってき。
た首相をはじめ同学園にかかわった政治家や官僚はこれ
幸いと「一件落着」にし、事件の真相を闇に葬ろうとす
るだろう。だが、膿は放置すれば必ず増殖する。教育勅
語という戦前の大膿が公教育にまで侵蝕する恐れが明ら
かになったのである。森友事件を安易な幕引きで終わら
せてはならない。同事件は、この国がいま「国民主権」
という憲法の基本理念を守れるかどうかの瀬戸際にある
ことを示しているのである。

理事長は日本会議支部役員

森友学園が小学校建設を予定した国有地は大阪府豊中
市野田町の、伊丹空港着陸コース直下のところ。元は池
か沼だったようだ。大阪のベッドタウンとして宅地化さ
れ、いわゆる文化住宅などが建ち並ぶようになった。１
９６４年、ジェット機が就航。なかでも当時の花形ジェ
ットであるＤＣ８型機は耳をつんざくような金切り音を

、 。たて 住民が耳が遠くなるなどの騒音被害をもたらした
７４年、航空機騒音防止法の改正で同地区一帯は移転補
償区域になった。
私は８１年、大阪の新聞社の豊中駐在だった。同年１

２月、同空港周辺住民が夜間飛行差し止めなどを求めた
大阪空港公害訴訟の最高裁判決を前に、同市内の騒音地
域を歩き回った。旅客機の主役はＤＣ１０、ボーイング
７４７、ロッキード１０１１（トライスター）などのエ
アバスに移りつつあったが、騒音が大きく和らいだよう
には思えなかった。
住民敗訴で終わった同訴訟後、空港周辺では空き地が

目立つようになった。森友学園の小学校建設予定地も、
このような経過をたどって空き地になったと思われる。
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その後、航空機の性能の向上により騒音が減少したとし
て２０１３年、国の出先機関である近畿財務局が国有地
８７７０平方メートルについて売却先を公募。森友学園
が小学校建設用地として手を挙げた。

森友学園は幼稚園しかもっていない。なぜ小学校経営
に乗りだそうと考えたのだろうか。

同学園のＨＰによると、学校法人森友学園は１９５０
年、大阪府の認可を得て５２年、同市淀川区に塚本幼稚
園を設立。２００６年、塚本幼稚園幼児教育学園に名称
を変更した。同幼稚園のＨＰには「日本人としての礼節
を尊び、愛国心と誇りを育てる」との教育方針が掲げら
れており、その具体例として２点の写真が添えられてい
る。１点は日の丸の小旗を手にした幼児たちが「天皇皇
后両陛下ようこそおこし下さいました」と書かれた横断
幕を持っている。他の１点は自衛隊の船艇を園児が迎え
ている図だ。園児たちは日の丸の小旗だけでなく旭日旗
の小旗も振っている 「日本人の礼節と愛国心」とは天。
皇尊崇と自衛隊賛美のようだ。

２０１５年の運動会で園児が「尖閣諸島、竹島、北方
領土を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が
心を改め、歴史教科書でうそを教えないようお願いしま
す」と選手宣誓で述べた（２月２８日付毎日新聞 。幼）
稚園児にこのような高度な政治・外交問題を理解できる
はずはなく、いびつな幼児教育というしかないが、その
ことはここではおいておく。籠池氏が尖閣、竹島、北方
四島に関する領土問題にかねて強い関心をもっていたこ
とはまぎれもない。

民主党政権下の２０１２年、尖閣、竹島、北方四島は
激動の波に揺れた。４月、石原慎太郎東京都知事が尖閣
諸島の魚釣島など３島を購入すると宣言。８月、香港の
活動家１４人を乗せた船が魚釣島の領海を侵犯し、７人
が上陸した。島で待ち構えていた警察官と海上保安官が
逮捕したが、政府は中国とのトラブルを恐れ、起訴せず
に強制送還。保守派団体は政府を「弱腰」と強く非難し
た。国が３島を国有化したのは同年９月である。

尖閣諸島に国民の目が注がれていたさ中の８月、韓国
の李明博大統領が竹島に上陸。ハングルで「独島 「大」
韓民国 「２０１２年夏 大統領 李明博」と刻んだ高」
さ１・２メートルの「独島守護表示石」を設置した。こ
の少し前の７月、ロシアのメドブェージェフ首相が国後
島を訪問。北方四島がロシアの領土であることをアピー
ルするのが狙いと思われた。

すでに触れた通り、籠池氏は日本会議のメンバーであ
る。当該の島々が日本固有の領土と教えることが「憂国
の教育者」としての任務と考えたのだろうか。だが、幼
稚園児に強制するにも限度がある。そんなときに国有地
払い下げが公募されたのである。そこは塚本幼稚園から
北に５キロのところ。ここなら幼稚園児がそのまま小学
校に通える。またとないチャンスと籠池氏が飛びついた

、 。のか それとも別の働きかけがあったのかはわからない
森友学園にとってうってつけの土地だったことは確かで
ある。
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払い下げの影に印籠？

２０１２年は森友学園にとって領土問題だけでなく、
さまざまな要素が重なる年だった。そのもっとも大きな
ことは前年、同学園が大阪府に要望した小学校設置基準
見直しが通ったことだ。従来は借入金によって小学校を
設置する場合、既に小学校や中学校などを持っている学
校法人でなければ認可されなかった。それを同学園のよ
うに幼稚園しかもっていなくても認可の道が開かれたの
だ。
もう一つ見落とせないのは同年１２月、自民党が政権

復帰し、安倍氏が首相に返り咲いたことだ 「日本を自。
信と誇りのある国に」との安倍首相の信条と、幼稚園児
に教育勅語を暗唱させる籠池氏の教育方針はぴったり合
致する。籠池氏は安倍政権のうちに小学校を設立しよう
と考えたのではないだろうか。
１３年ごろから兵庫県選出の自民党参院議員、鴻池祥

肇元防災担当相の事務所に頻繁に連絡し、小学校開設へ
の助力を陳情した。鴻池氏もまた日本会議国会議員懇談
会に名を連ね、参院国旗国歌特別委員長を務めたことも
ある右派政治家である。鴻池氏自身、０８年に塚本幼稚
園で講演。園児が教育勅語を暗唱する姿をみて 「感動、
した」という。やはり同幼稚園で３回講演した安倍昭恵
夫人も「教育方針は大変、主人も素晴らしいと思ってい
る」と語った （２月２５日付毎日新聞）。

籠池氏と安倍夫人をつないだのが鴻池氏かどうかは定
かでないが、安倍夫人を小学校の名誉校長にまつりあげ
ることに同学園は成功。国有地払い下げ交渉に際して、

安倍首相の威を借りることができるようになった。
問題の土地について近畿財務局が１５年５月、森友学

園側と有償貸付契約を締結したのを受けて、同学園は小
学校建設に着手。その後、森友側が土地の購入を希望し
たため、翌１６年５月、不動産鑑定士が土地価格を９億
５６００万円と査定。この土地にはごみが埋まっている
としてごみの撤去、処分費を大阪航空局が８億円と算定
して減額。さらに売却前、政府は学園側にごみの撤去費
用として１億３２００万円で支払ったことが判明した。
同学園は実質的にはわずか２００万円で土地を手に入れ
た形だ。

このウルトラディスカントぶりを見れば、誰もが政治
家が介入していると疑う。すでに触れたように安倍首相
の昭恵夫人が新設予定の小学校の名誉校長に就任し、安
倍首相記念小学校の名前で寄付金の募集も行われてい
た。疑いの目が安倍首相もしくはその側近議員や秘書、
事務所の幹部に向けられるは当然だろう。
安倍首相は籠池氏について「私の考え方に非常に共鳴

している方。妻からも教育への熱意は素晴らしいと聞い
ている」と “同士”であることを認めながらも 「私や、 、
妻が認可や払い下げにかかわっていたら首相を辞める」
と関与を否定。鴻池氏も「財務省への働きかけは行って
いない」と語った。財務省の佐川宣寿理財局長は、籠池
氏が同省国有財産審理室長と面会したことを認めたが、
「政治家の関与は一切ない」と述べた。籠池氏も「安倍
首相や政治家には口利きを一切頼んでいない」という。

ではなぜ近畿財務局長をはじめ官僚は籠池氏の要求を
丸のみするかのように国有財産を投げ売りしたのだろう
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か。報道によるとこの土地について大阪音大が１２年、
７億円で購入する意向を国側に示した。しかし、国は９

、 。億円超での売却を希望したため 大学は購入を断念した
（３月３日付毎日新聞）
大阪音大は問題の国有地の近くにキャンパスを持ち、

地元住民にはなじみ深い。大阪は「文化不毛の地」とい
われるが、同大学は音楽家を目指す若者にとって最高レ
ベルの腕を磨く場だ。同大学付属施設、ザ・カレッジ・
オペラハウスで行われる公演には一般市民も鑑賞でき
る。関西の音楽芸術の発展、向上という意味では大阪音

、 。大の教育 研究施設として使用される意義は小さくない
国がそうした姿勢があれば価格的に折り合えただろう。
一般論としては小学校教育も芸術教育に劣らず重要

だ。だが、先行していた大阪音大を一蹴しておいて、森
友学園に対して近畿財務局は官僚らしくない融通を利か
せたというのだ。大阪音大の担当者にすれば「自分たち
にはあんなに冷たかったのに」と信じられない思いだろ
う。

「 」安倍首相は野党議員の質問に答えて 印籠などはない
と自らの加担には重ねて否定した。だが印籠なしに平伏
する役人はいない。大阪音大にはなかった印籠が、森友
学園にはあったと考えなければ説明がつかない 「日本。
会議」という名の印籠である。

さながら日本会議政権

稲田朋美防衛相は３月８日の参院予算委員会で、森友
学園が経営する幼稚園が教育勅語を暗唱させていること

、「 、 、に関し 教育勅語の精神は親孝行 友達を大切にする

夫婦仲良くする、高い倫理観で世界中から道義国家を目
指すこと」と述べ 「この精神は取り戻すべきだと考え、
ている」と語った。この質問をした社民党の福島瑞穂氏
が「教育勅語が戦前、戦争への道につながり、道徳規範
としても問題を起こしたのではないか」とただしたのに
対し、稲田氏は「そういう一面的な考えはしていない」
と答えた。
稲田氏は日本会議国会議員懇談会の最も有力なメンバ

ーである。安倍首相の信頼も厚く、防衛大臣という重要
閣僚につけたのは将来後継者にするため、とまでいわれ
ている。それだけに稲田氏の発言は 「日本会議」を安、
倍首相がどのように捉えているかを知る手掛かりでもあ
る。
日本会議は１９９７年、有力な右派団体である「日本

を守る国民会議」と「日本を守る会」が合流して結成さ
れた。
国民会議は７５年の天皇在位５０年奉祝行事や元号法

制化運動のために集まった財界や政界、学界、宗教界の
代表８００人でつくられたもので、学界では清水幾太郎
氏、香山健一氏、百地章氏、財界では井深大氏（ソニー
名誉会長 、塚本幸一氏（ワコール創業者）らが名を連）
ねた。８６年、復古調の歴史観による高校日本史教科書
『新編日本史』の編纂を主導して波紋を呼んだ （青木。
理『日本会議の正体』平凡社新書）
守る会は７４年、右派系の宗教団体が中心になってつ

くられたもので、新興宗教「生長の家」の教祖、谷口雅
春氏の考えに大きく影響されていたとされる。谷口氏は
１９３０年に生長の家を創設、戦中「日本精神の顕現」
を訴えて戦争遂行に全面的に協力し、６４年 「生長の、

（ ）」 。家政治連盟 生政連 を立ち上げて政界進出を図った
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この生長の家と明治神宮が結びつく形でできあがったの
が守る会である。朝比奈宗源氏（臨済宗円覚寺 、富岡）
盛彦氏（富岡八幡宮）らが参画した（前掲書 。）
生長の家はその後、政治運動から手を引いたと伝えら

れ、現在の日本会議は神社本庁の影響下にあるとみられ
ている。

。 、その日本会議 設立総会は東京都内のホテルで開かれ
設立宣言を発表。それによると「未曾有の敗戦に際会す
るも、天皇を国民統合の中心と仰ぐ国柄はいささかも揺
らぐことなく、経済大国といわれるまでに発展した」も
のの「先人が培い伝えてきた伝統文化は軽んじられ、光
輝ある歴史は忘れ去られまた汚辱され、国を守り社会公
共に尽くす気概は失われた」とした。

要するに戦前の天皇中心国家に戻し、国を守る気概を
取り戻そう、というのが同会議の基本思想なのだ。
この宣言にそって基本運動方針が打ち出された。その

要点は①国民統合の中心である皇室を尊ぶ②わが国本来
の国柄に基づく「新憲法」の制定を推進する③独立国家
の主権と名誉を守り、国民の安寧をはかる政治の実現を
期す④教育に日本の伝統的感性を取り戻し、祖国への誇
りと愛情を持った青少年を育成する――である この 皇。 「

」「 」「 」「 」室の尊崇 憲法改正 国防の充実 愛国教育の推進
に「伝統的家族観の復活」を加えた５本柱が同会議の活
動目標だ。

同会議の設立大会の前日、日本会議国会議員懇談会の
設立総会が同じホテルで開かれ、代理出席も含めて１１
５人の国会議員が参加。半月後には衆院議員１３３人、

参院議員７１人、計２０４人に膨らんだ。このうち自民
党は１８４人だった。日本会議の政治目標を、同議員懇
談会加盟の自民党議員を通して達成しようとの狙いであ
ることは歴然としていた。

前掲書によると同懇談会加盟議員は２００８年１０
月、衆参合わせて２５０人、１４年の総選挙を経て現在
は２８０人前後という。その数もさることながら、問題
なのは閣僚の大半が同議員懇談会加盟議員であること
だ。現内閣では安倍首相や稲田防衛相のほか麻生太郎副
総理、高市早苗総務相、岸田文雄外務相、塩崎泰久厚労
相、丸川珠代五輪担当相、菅義偉官房長官ら、公明党を
除く１９閣僚中１４人が同議員懇談会に加盟している。
改造前の内閣も１４人だった。安倍首相が同議員懇談会
のメンバーから大臣を登用していることは疑う余地がな
い。
安倍首相の人事権は次官、審議官、部長ら上級官僚に

も及んでいる。これらの官僚にとって日本会議の会員に
対し冷淡な扱いをすればどうなるかは目に見えている。
優遇しておけば安倍首相に喜ばれることはあっても、機
嫌を損ねることはない、と自己保全本能を働かせても不
思議ではない。むしろそれが官僚にとって出世競争を勝
ち抜くための術であろう。

籠池氏と会った近畿財務局の役人が必ずしも好印象を
もったとは限らない。だが、日本会議大阪支部の役員の
肩書があるため最大限優遇したのではないか、との疑い
をぬぐうことはできない。
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軍国少年を生んだ教育勅語

先に２０１２年は森友学園にとっていろいろな年だと
述べた。あるいは籠池氏にとって小学校づくりの決意を
させたのは自民党が憲法改正草案を発表したことだった
かもしれない。少なくとも何らかの影響を受けたことは
間違ないだろう。同草案には日本会議の主張がほぼ織り
込まれており、籠池氏は「憲法改正」を見据え、具体的
な愛国教育を実践しようと考えたのではないだろうか。
自民党の憲法改正草案は前文で「日本国は、長い歴史

と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く
国家」とし 「日本国民は国と郷土を誇りと気概をもっ、
て自ら守り、家族や社会全体が互いに助け合って国家を
形成する」と規定 「よき伝統の継承のために憲法を制、
定する」と定めた。日本会議の五つの柱のうち「皇室の

」「 」「 」「 」尊崇 憲法改正 国防の充実 伝統的家族観の復活
を前文のなかで示したのだ。

一方、教育については前文では「教育や科学技術を振
興」とし、第２６条に新たに第３項を付け加え「国は、
教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの
であることに鑑み、教育環境の整備に努めなければなら
ない」と規定。これは後述する改正教育基本法の前文を
取り込んだものだが 「教育に日本の伝統的感性を取り、
戻し、祖国への誇りと愛情を持った青少年を育成する」
という日本会議の愛国教育方針については、改正草案に
は明確には書き込まれなかった。

森友学園の「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇

りを育てる」という教育方針は日本会議の愛国教育方針
にそったものであることはいうまでもない。籠池氏にと
って教育勅語を暗唱させることは、改正草案ではあいま
いになっている愛国教育の具体的実践なのであろう。

教育勅語は大日本帝国憲法（明治憲法）が施行された
１８９０年、天皇の名で発布された 「朕惟フニ我カ皇。
祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」
にはじまる難解な文章である そこには 父母ニ孝 夫。 「 」「
婦相和」など１２の徳目が記されており、一見、家族の
在り方が書かれているようにみえる。実際 「教育勅語、
のどこに問題があるというのか」と開き直る籠池氏の言
葉に賛同する人もいる。

だが、教育勅語は単なる道徳教育のお題目ではない。
この本質は「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮
ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」という文言に現れている 「国に。
危難が迫ったなら国のために力を尽くし、永遠の皇室を
支えよ」ということだ。危難とは戦争によって国の存亡
がかかっていることを意味する。その場合、命をかけて
天皇を守れ、というのだ。明治憲法には万世一系の天皇

、 、は神聖にして侵すことができない存在 と規定されたが
天皇の神聖性を教育の中に取り込んだのが教育勅語なの
である。

１９００年の小学校令施行規則などにより祝祭日に学
校で行われる儀式では教育勅語を朗読することが定めら
れた。３０年ごろからは国民教育の思想的基礎となり、
生徒には全文の暗唱が求められた。この結果、子どもた

「 」「 」 。ちはおしなべて 軍国少年 軍国少女 と化したのだ
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先の戦争で２００万人以上の兵士が戦死した。このうち
玉砕死者数ははっきりしないが、南方戦線を中心に捕虜
にならずに命を落とした者は少なくない。天皇のために
死んでいくことを求めた教育勅語は犯罪的である。

敗戦後の１９４６年１１月、憲法が公布されたのを受
けて４７年に教育基本法が公布、施行された。同法は前
文で「真理と平和を希求する人間の育成を期す」とうた
い 「憲法の精神にのっとる」ことを明示した。教育勅、
語と決別し、平和のための教育を行うことを宣言したの
だ。

「愛国教育」を求める日本会議はこの教育基本法をや
り玉にあげていた。安倍首相は第一次政権時代の２００
６年に同法を改正 「真理と平和を希求する人間の育成、
を期す」の部分を削除して「未来を切り拓く教育の基本
を確立」するとし、公共の精神や伝統の継承など、日本
会議の設立時の宣言の内容を盛り込んだ。
だがこの改正教育基本法の前文でも「憲法の精神にの

っとる」と書かれている。籠池氏がどのように正当化し
ようと、現憲法下で教育勅語を児童、生徒に覚え込ませ
ることは許されない。憲法違反であり教育基本法から逸
脱しているからである。

幕引き狙う自民党

森友学園は小学校建設費について国交省、大阪府、関
西エアポートに対し、金額の異なる契約書を提出してい
た。国交省には２１億８０００万円、府には７億５６０

０万円、関西エアポートには１５億５５２０万円と記載
しており、いずれも同じ日付だった （３月９日付毎日。
新聞）

国交省は木材を積極的に使った建築物の建設に補助を
する制度を設けており、森友学園は１億１８００万円の
補助を申請。大阪府には学校設置認可の審査のために提
出したもので、財政が安定していることの裏付け資料。
空港運営会社である関西エアポートは騒音対策としての
空調設備の設置費用に助成しており、森友学園は１億４
８００万円の助成費を申請した。

報道によると、建設業者は１５億５５２０万円だった
と証言しているが、籠池氏は７億５６００円が正しいと
主張。この金額に抑えなければ認可申請の審査が通らな
いと判断したため、とみられる。
国交省は森友学園の資料などから補助対象事業費を１

５億２０００万円と算定、１５～１６年度に６１９４万
円の補助をした。仮に７億５６００万円が正しければ、
国交省から交付される補助金の半額程度は正当性を欠く
ものとなり、詐欺罪の疑いが出る。１５億５５２０万円
が正しいとしても、詐欺未遂罪になる可能性は高い。い
ずれにしても２件の契約書は虚偽の記載がされていたわ

、 、 。けで 刑法の私文書偽造 同行使罪に当たると思われる

松井一郎府知事は記者会見で「学園が出した書類に信
ぴょう性がない」と述べ、府私立学校審議会が不認可に
することが確実視された。こうして決定的に不利な情勢
になったことから籠池氏が認可申請そのものを取り下げ
たもので 「瑞穂の國記念小学院」と名づけられた小学、
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校は、少なくとも２０１７年度に設置されることはなく
なった 「愛国教育」をうたい文句にした“教育勅語小。
学校”は、ほぼ校舎が完成するなか、開校直前に沈没し
たのだ。
国会では野党側は引き続き籠池氏らの証人喚問を要求

したが、自民党は拒み続けた。籠池氏が国会で発言すれ
ば、その内容によっては安倍首相の足元に火がつくか、
そうならないまでも日本会議政治という政権の真の顔が
暴き出されるのを恐れている、とみられてもしかたがあ
るまい。自民党は、開校されないことで世間が森友事件
を忘れる、とよんでいるのだろう。

逆にいえば、森友事件によって安部首相が率いる日本
会議国会議員懇談会の国家観、教育観があらわになった
といえるだろう。多くの人たちが森友学園の幼稚園児が
教育勅語を暗唱する様子をテレビで見た。うすら寒い思
いをした人は少なくあるまい。だが、その異様な教育を
安倍首相も昭恵夫人も「教育熱心」と持ち上げ、稲田防
衛相は「教育勅語の精神を取り戻すべきだ」と述べた。
これらの発言がこの事件の真相を垣間見せるものである
ことを本人らは気づいていないようだ。

ところで、この事件が連日テレビや新聞で報じられて
いるさなかの３月５日、自民党大会が開かれ、総裁任期
がこれまでの「連続２期６年」から「連続３期９年」に
延長された。安倍首相の３選の道を開くための規約改正
といわれ、安部首相は２１年９月まで首相の座につくこ
とができるようになった。このことは森友事件とは決し
て無縁ではない。
安倍首相は党大会で「自民党は憲法改正の発議に向け

て、具体的にリードしていく」と述べた。安倍首相のい
う改正憲法とは、同党憲法改正草案にある「天皇を戴く
国家」という天皇中心国家を念頭においてのことである
ことはすでに触れた。天皇中心国家と教育勅語は不可分
の関係であることもすでに述べた通りである。明治憲法
的天皇国家になれば、教育勅語教育へと先祖返りするの
は火を見るよりも明らかであろう。籠池氏の小学校構想
が幻に終わっても、日本会議が安部政治に強い影響力を
もつかぎり、同じような学校が今後現れてくることは十
分予想される。

学校現場で教育勅語の暗唱が常態化し、違和感を覚え
ていた人たちも不感症になってしまうと、気が付けば戦
争への道に引きずり込まれる、ということになりかねな
い。現に私たちの国は七十数年前、こうした歴史をたど
ってきたのだ。
森友学園はつぶれるかもしれない。だがつぶさねばな

らないのは天皇国家への復古の動きである。それは天皇
の名で戦争を起こそうとする動きにつながるからであ
る。戦争は多くの人たちを殺すからである。
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市民法廷を提言

森友事件をめぐって３月９日、市民約６００人が首相
官邸前で抗議集会を開いた。報道によると、主催したの
は安全保障関連法の廃止を求めている「戦争させない・
９条壊すな！総がかり行動実行委員会 。野党国会議員」
やＮＧＯ関係者が「籠池氏の国会参考人招致を」と呼び
掛けた。参加者は「森友疑惑徹底究明を」と記したプラ
カードを掲げ 「疑惑の隠ぺいを許さない 「国有財産を、 」
私物化するな」などとシュプレヒコールを上げた。
安倍首相をはじめ自民党が事件を闇に葬ろうとするな

か、どうすれば「疑惑徹底究明」ができるだろうか。
冒頭に述べたように、森友学園は補助金をだまし取ろ

うとした疑いがある。３件の金額が異なる契約書がある
のだから、少なくとも２件の契約書は虚偽記載である。
詐取の故意を立証するのはそう難しくないだろう。わざ
わざ詐欺の証拠を残したようなものだからだ。籠池氏は
「３通（の契約書）とも正しい」と意味不明な言辞を弄
しているが 「だますつもりはなかった」との言いわけ、
は通るまい。

だまし取ろうとした金は国の補助金、つまり国民の税
金である。松井一郎大阪府知事も契約書について「虚偽
資料」と言い切っている。国民の目の前で行われた詐欺
行為をよもや捜査当局は見逃すことはないだろう。報道
各社の目は警察の動きに向けられており、大阪府警も捜
査に乗り出さざるを得ないはずだ。
しかし刑事裁判の法廷では往往にして思いがけない展

開になることがある。それは安倍首相にとって具合の悪

いことであろう。安倍首相の顔色をうかがうのは財務官
僚だけでなく警察官僚も同じだ。安倍首相の機嫌を損ね
ないため、形だけの捜査をしてうやむやに終わらせるこ
とは大いにあり得ることだ。
籠池氏やその周辺の森友学園の関係者の人権を十分尊

重しなければならないのはいうまでもない。だからとい
って、国民の税金の一部である補助金をだまし取ろうと
した疑いがあるにもかかわらす “印籠”を恐れて見過、
ごすならば、それは警察権力が国民を裏切ることになろ
う。

警察が捜査に着手しなければ告訴、または告発をすべ
きだろう。検察当局が不起訴処分にすれば、検察審査会
に申し出をして強制起訴に持ち込んででも、事件を法廷
の場にのせねばならない。裁判が行われることで、事件
が闇に葬られることをとりあえず避けられるからだ。

もちろん籠池氏の刑事責任を問いかけただけでは森友
事件の真相を明らかにすることにはならない。籠池氏が
小学校を新設しようとした意図、その裏にある政治的な
動きにまで踏み込まれなければ、籠池氏のいう「トカゲ
のしっぽ切り」に終わってしまうだろう。刑事裁判には
自ずと限界があるのだ。

、 、となれば トカゲの全体像を浮かび上がらせるために
刑事裁判と並行して法廷外の国民運動を展開できるかが
課題となる。私は「市民法廷」を提案したい。原告は市
民、被告は日本会議政治家や首相べったりの官僚、裁判
官は未来を担う青少年である。大勢の人たちが傍聴でき
る広い会場が望ましい。この市民法廷は子どもたちに、
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平和な国をつくるうえで現在の政治や教育のどこに問題
があり、どうあるべきかを考える場になるだろう。

もちろん市民法廷を定めた法律はなく、被告席に政治
家や官僚がついてくれことは期待できない。やむなく誰
かが被告役を演じるしかないが、それでも森友事件の裏
にある真相を探る一助にはなるだろう。安倍政権の膿を
暴き出すには、こうした市民感覚に根ざした草の根レベ
ルの息の長い努力が求められる。
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構成 南浦邦仁

近ごろ、テレビのワイドショーをみることが増えた。いつもTVの前に鎮座する熱
心な「テレビ爺」化は、自分として不本意だが、やはり興味深く面白い。ショーの
高まりは昨年末からだ。まずアメリカの大統領選挙と「トランプ劇場 。そして中央」
市場の豊洲移転「小池劇場 、またクアラルンプール空港での金正男氏暗殺。 月か」 2
らは豊中の森友学園問題「籠池劇場」がはじまった。次から次へと、劇場の模様が
変化していく。

ところで、学園の幼稚園児たちの声をそろえてのエールには驚いた。運動会での
選手宣誓だそうだが 「大人の人たちが他の国々に負けぬよう、北方領土、竹島、尖、
閣諸島を守り、日本を悪者として扱っている中国、韓国が心あらため、歴史教科書
で嘘を教えないようお願いします。安倍首相がんばれ！ 安倍首相がんばれ！ 安保
法制、国会通過、よかったです！」

どの話題も興味深いが、とりあえず森友学園問題に焦点を当てて追ってみよう。
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（１）豊中市議の追求

木村真市この問題にまず気づいたのは、地元豊中市の
議である。昨年 月に、なぜか発表されていない国有地9

、 。の売却金額を明らかにするように 情報公開請求をした
ところが財務局は売却額などを黒塗りし、実質非公表と
した。木村氏は納得せず提訴する。

彼は「市民オンブズ豊中」の中心メンバー。そして今
年 月 日になって国は売却価格をやっと公表した。評2 8

、 。価額は 億 万円 売却額は 億 万円であった9 5600 1 3400

木村氏は次のように語っている。
当初この土地は、豊中市が公園として整備する予定だ

ったが、予想より国有地の価格が高く、一部を購入。木
村氏は残りの土地が気になり見に行くと工事中で、奇妙
な学校のポスターに気付いた。

一番驚いたのは、瑞穂の國記念小學院の名誉校長に安
倍首相の妻、昭恵夫人が就任し、森友学園の籠池泰典理
事長が、日本会議の大阪支部長（筆者注：支部長ではな
く日本会議大阪支部運営委員）だったこと。情報公開を
求めたが、当初、財務省や近畿財務局は売却金額を非公

3開としたため、やむなく裁判に訴えた （雑誌「選択」。
月号）

（２）朝日新聞の初出記事

マスコミは他社に先駆けて、朝日新聞が 月 日にま2 9
ず報じた。以下、記事を引用する。注：＜見出し＞

＜国有地の売却額 非公表／大阪・豊中市議 「不当」と、
提訴／価格、近隣地の 割か＞1

財務省近畿財務局が学校法人に払い下げた大阪府豊中
市内の国有地をめぐり、財務局が売却額などを非公表に
していることが分かった。朝日新聞が調査したところ、
売却額は同じ規模の近隣国有地の 分の だった。国10 1
有地の売却は透明性の観点から「原則公表」とされてお
り、地元市議は 日、非公表とした財務局の決定の取り8
消しを求めて大阪地裁に提訴した。

売却されたのは、豊中市野田町の約 平方メート8770
ルの国有地。近畿財務局が 年 ～ 月に売却先を2013 6 9
公募し 昨年 月に大阪市内で幼稚園を営む学校法人 森、 「6
友学園」に売った。契約方法は、公益目的で購入を希望
する自治体や学校法人 社会福祉法人などを優先する 公、 「
共随意契約」がとられた。

この契約について、地元の豊中市議が昨年 月に情報9
公開請求したところ、財務局は売却額などを非公表とし
た。朝日新聞も同年 月に公開請求したが、今年 月12 1
に同じく非公表とされた。国有地の売却結果は透明性と
公正性を図る観点から、 年の旧大蔵省理財局長通1999
達で原則として公表するとされている。だが、財務局は
取材に「学園側から非公表を強く申し入れられた。公表
によって学校運営に悪影響が出るおそれがある」と説明
した。

朝日新聞が登記簿などを調べると、森友学園側に契約
違反があった場合、国が「 億 万円」で買い戻す1 3400
特約がついていた。公益財団法人の不動産流通推進セン
ターによると、買い戻し特約の代金は売却額と同じ額に
おおむねなるという。森友学園の籠池泰典理事長も売却
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額が買い戻し特約と同額と認めた。
一方、財務局が森友学園に売った土地の東側にも、国

有地（ 平方メートル）があった。財務局が 年に9492 10
、 。公共随契で豊中市に売ったが 価格は約 億 万円14 2300

森友学園への売却額の約 倍とみられる。ここは公園10
として整備された。

＜「神道の小学校」に／学校法人の理事長「非公表強く
求めず」＞

森友学園が買った土地には、今春に同学園が運営する
小学校が開校する予定。籠池理事長は憲法改正を求めて
いる日本会議大阪の役員で、ホームページによると、同
校は「日本初で唯一の神道の小学校」とし、教育理念に
「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇りを育てる」
と掲げている。同校の名誉校長は安倍晋三首相の妻・昭
恵氏。

籠池氏は取材に「 非公表を）強く求めていない。は（
っきりではないが、具体的な売却額は財務局が出したと
記憶している」と説明している。昭恵氏には安倍事務所

、 。を通じて文書で質問状を送ったが 回答は届いていない

＜「 億円で購入」断られた法人も／財務局「個別事情7
踏まえた」＞

朝日新聞の調べでは、近畿財務局は ～ 年度、森14 16
友学園と同じ公共随意契約で計 件の国有地を売却。36
このうち 件は売却額を開示している一方、森友学園35
への売却分だけを非公表とした。 日に提訴した豊中市8
の木村真市議（ ）は記者会見で「異常な扱いだ。訴訟52
では金額を公開するか否かを争うが、背景に何があるの
か見極めないといけない」と述べた。

財務局が森友学園に売った国有地は、国土交通省大阪
航空局管理の未利用地だった。路線価に基づく国有財産
台帳の台帳価格は 年時点で 億 万円、 年時12 8 7472 13
点で 億 万円。一方、国有財産特別措置法には、7 6302
売却額を減らすことができる対象に学校施設が含まれて
いる。

財務局の統括国有財産管理官は、今回の国有地売買は
減額対象とせず、不動産鑑定士が算定した時価に沿って
売却したと説明。森友学園への売却額と近隣の国有地、
あるいは台帳価格との間に大きな差が生じたことについ
ては 「土地の個別事情を踏まえた。その事情が何かは、
答えられない」と話している。

森友学園が買った国有地に関しては、別の学校法人が
森友学園より前に校舎用地として取得を希望し、路線価
などを参考に「 億円前後」での売却を財務局に求めて7
いた。これに対し、財務局から「価格が低い」との指摘
を受け、 年 月に購入を断念したという。12 7

4 1 3400それから約 年後、近畿財務局は同学園に 億
万円でこの国有地を売却したとみられている。こうした
経緯について、一時は取得を望んだ学校法人の担当者は
取材に「違和感がある」と話している。

＜近畿財務局が森友学園に売却した大阪府豊中市の国有
地（ 平方メートル）をめぐる経緯＞8770
・ 年 月 豊中市が東隣の国有地 平方メート2010 3 9492
ルを約 億 万円で購入14 2300

、・ 年 月ごろ 平方メートルの国有地について11 7 8770
別の学校法人が 億円前後の価格を財務局に提示。価格7
交渉が折り合わず、同法人は約 年後に取得を断念1
・ 年 ～ 月 財務局が 平方メートルの国有地13 6 9 8770
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の取得希望者を公募。森友学園が小学校用地として取得
を要望
・ 年 月 財務局と森友学園との間で売買契約が成16 6
立
・ 月 豊中市議の情報公開請求に対し、財務局が売却9
額の非公表決定
・ 年 月 朝日新聞の情報公開請求に対しても非公17 1
表決定
・ 月 私立小学校が開校予定4

（３）朝日の続報

18朝日新聞の報道はその後も怒涛のごとくに続く。
日までの見出しを追ってみると、

月 日＜「地下ごみ撤去に 億円」 豊中の国有地2 11 8
売却額 億円と公表＞1.3

＜「撤去費 億円 別法人見積もり＞2.5
月 日＜学園「ごみ撤去、約 億円」 国算出と 億2 14 1 7

「 、 」円差か 豊中の国有地／財務局 規模決定 学園の判断
＜国有地の売却 民進説明要求 財務・文科省に＞
月 日＜ごみ撤去費根拠 財務省など説明 国有地売2 15

却問題＞
月 日＜国有地売却問題弁護士らが疑問 現地を視察2 16

＞
月 日＜ごみ撤去「確認せず」 国有地売却問題 国2 17

が説明＞
月 日＜首相「売却 関係あれば辞める」 豊中の国2 18

有地 国会答弁＞

＜幼稚園「教育勅語の朗唱」＞
・・・・・・

（４）毎日新聞

朝日の報道は 月 日にはじまったが、毎日新聞も2 9
負けじとばかりにその 日後から掲載を開始する。ただ2
し以下の記事はどれも扱いが小さいが。
月 日＜国有地売却額 億円 豊中市議提訴 近畿財2 11 1.3

務局公表＞

毎日新聞 からWeb
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月 日＜国有地売買価格「国が示した額」 豊中・法2 14
人理事長＞

月 日＜「ごみの撤去費地下 メートルまで」 豊2 15 10
中国有地で国交省＞

月 日＜払下げで首相「関与なら辞任」 大阪の国有2 18
地＞

＜ に憎悪表現 森友学園が謝罪＞HP

（５）読売と産経の報道

ところが不思議なことに、読売新聞と産経新聞は森友
10学園問題を当初 取り上げなかった 朝日の初出から、 。

日ほども遅く、読売と産経はまるで示し合わせたがごと
く、 月 日になってやっと報道した。それもともに2 18
東京版のみである。問題の舞台は大阪の豊中であるにも
かかわらず。

東京版のため、関西人が読めなかった読売の 日付18
。 。第 報を電子版でみてみよう なお第 報は 月 日1 2 2 24

月 日 読売新聞＜国有地売却に首相関与否定＞（政2 18
治面）

安倍首相は 日の衆院予算委員会で、大阪府豊中市17
内の国有地が学校法人「 に小学校の建設予定森友学園」
地として売却されたことに関連し 「妻が名誉校長にな、
っているのは承知している。私や妻が（売却に）関係し
ていたとなれば、首相も国会議員も辞める」と述べた。

「 、（ ）小学校に通う子どもたちもいるのだから 質問は
慎重にやってもらいたい」とも語った。民進党の福島伸

享氏の質問への答弁。

月 日 読売新聞＜国有地 億円引き 波紋 大阪学校2 24 8
「 」 「 」法人に売却／国 ごみ撤去費分 野党側 疑念深まる

＞
＜安倍首相夫人を「名誉校長」と紹介 開校予定の小

学校＞
＜「森友学園」に感謝状 稲田氏取り消し検討＞

産経は読売と同日の 日東京版が初報である。電子18
版でみてみる。

月 日＜国有地売却、差額に波紋 億円→ 億円2 18 9.5 1.3
大阪・豊中、小学校建設＞

月に開校する小学校の建設用地として学校法人が取4
得した大阪府豊中市の国有地をめぐり、売却額やその公
表過程が議論を呼んでいる。土地の評価額約 億 千万9 5
円に対して最終的な価格が 億 万円まで下がった1 3400
ことや、国有地にもかかわらず売却額が最近まで非開示
となっていたことが理由だ。国側は大量のごみの撤去・
処分費が 億円超に上ると算定し、その分を差し引いた8
と妥当性を強調している。

今回の取引は、新規開校する小学校の名誉校長に安倍
晋三首相の妻、昭恵さんが就くとされたことでも注目を
集めている。

売却されたのは豊中市野田町の約 平方メートル8770
の国有地。財務省近畿財務局が平成 年に売却先を公25
募し、大阪市淀川区で幼稚園を経営する学校法人「森友
学園」が名乗りを上げた。
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同学園はすぐに購入資金を準備できず、 年 月に27 5
土地を借り受ける契約を結んで工事に着手。しかし地中
に、木くずなどのごみが想定以上に埋まっていることが
明らかになった。国に撤去を依頼すれば開校に間に合わ
ないとして、学園は昨年 月に随意契約で取得した。6

当初は売却額を非開示としたため、豊中市議が開示を
求めて今月 日大阪地裁に提訴。その 日後、学園側が8 2
開示に同意して近畿財務局が公表した。

一連の係緯について取材に応じた同学園の籠池泰典理
事長は「財務局から公表してもいいかと問い合わせがあ
った際、原則公開していると知らなかった」と説明。公
開に転じた理由を「不当に安く取得したと誤解を受ける
恐れがあると判断した」と話した。

産経は続いて 日後に第 報を掲載したが、この記事5 2
には苦笑してしまう。

月 日 産経新聞＜民進 公聴会サボる／大阪の国有2 23
地売却問題 辻元・玉木氏 現地視察＞

民進党の辻元清美、玉木雄一郎両衆議院議員が 日21
に開かれた衆院予算委員会の中央公聴会を“無断欠席”
していた。公明党の赤羽一嘉理事は「いかがなものか。
公聴会は大事で、国会を軽視している」と批判し、浜田
靖一委員長も「指摘は重い」と述べた。辻元、玉木両氏
は中央公聴会の開催中、大阪府豊中市の国有地が学校法
人「森友学園」に売却された問題の「追求チーム」メン
バーとして現地を視察していた （中略）自民党国対幹。

「 『 』 、部は いつも 審議不十分 と与党を批判しているのに
政権批判のための出張を優先するのは矛盾している」と
話している。

2＜「森友学園」に感謝状 稲田氏取り消し検討＞（
月 日）と読売が報じた。昨年 月に、防衛省は森友24 10
学園理事長に「防衛大臣感謝状」を贈った。理由は「同
学園が運営する幼稚園の園児が自衛隊艦船の入港にあわ
せて演奏を行うなど『隊員の士気高揚に寄与した 」』

産経は 月 日に興味深い記事を掲載している 「稲3 1 。
田氏が森友学園に感謝状」を要約で紹介しよう。

稲田氏は、海上幕僚幹部の推薦に基づき感謝状を贈っ
たことを認めたが、続く言葉で「なお、平成 年 月21 10
にも呉地方総監から（森友学園に）感謝状が贈呈されて
います 。旧民主党の鳩山由紀夫政権時代にも感謝状が」
贈られていたことを明かした。東京地検出身で「国会の
鬼検事」の異名をとる小川敏夫氏（民進党、感謝状問題
で稲田氏を追求 も さすがにバツが悪かったのか オ） 、 、「
ホン…。少し話題を変えますが…」と話をそらすほかな
かった。

（６）最後に

森友学園をめぐる報道を初期の 月末までに区切って2
みてみた。問題はあまりにも複雑で、さまざまの要素が
からんでいる。 月以降の推移まで考慮していると、そ3
のためにおそらく問題の本質が見えなくなってしまうの
ではないか。

しかし、忘れてはならない初動は、木村真豊中市議の
執拗な追求である。彼の執念がなければ、この事件は表
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ざたにならなかったのではないだろうか。感謝状は、木
村氏にこそ贈られるべきだろう。

そして、木村市議は市民にも、マスコミ各社に対して
も、早い段階から森友学園への用地売却が不明朗である
と訴えていた。その提起に対して、朝日新聞のみが動い
た。 月 日に木村氏が裁判に訴えたのが引き金になっ2 8
た。マスコミ全社はこのあたりの事情を把握していたの
に、朝日以外は一社も動かなかった。市民オンブズマン
の木村真氏と朝日新聞が、その後の大きな世論をつくっ
た。

、 、 。昨日のこと 月 日だが 大阪で一日を過ごした3 12
旧知の新聞社 たちとの街歩きと音楽会と食事と歓談OB
の時間であった。その場では当然、森友学園のことが話
題になったが、結論のひとつは「忖度」そんたくであろ
うという意見。

官僚も政治家も、マスコミ各社の社員たちも、自分の
損得勘定だけで動く傾向がどうも強い。自らの得失が最
も大切であり、出世を第一に考え、上司や権力者の意向
を先取りし迎合する。そのような傾向が、近ごろいちだ
んと顕著になっているという見方である。

それからもうひとつ、財務省と総理に対する大きな疑
惑がある。二年前の 月、安倍総理の不明瞭な三日間を9
みてみよう。

月 日、当時の理財局長の迫田英典氏（現国税庁長9 3
官）が首相官邸で総理に面会した。彼は同郷者で、山口
県立山口高校の出身。

、 。9 4月 日 安倍首相は国会審議を欠席して大阪を訪問
読売テレビのワイドショー「ミヤネヤ」に出演のため。

また近畿財務局では森友学園の用地問題を討議、あるい
は指示したのではないかとみられる。

月 日、安倍昭恵夫人が森友学園塚本幼稚園で講演9 5
し、瑞穂の國記念小學院の名誉校長に就任した。

。 、さて真理はどこにあるのだろうか 木村真氏のように
解明のためあきらめずに追求し続けていくべきではない
か。それが最大の教訓と思えてならない。
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編集後記
三寒四温（さんかんしおん）という言葉があります。冬季に寒い

日が 日ほど続くと、そのあと 日ほど温暖な日が続き、また寒く3 4
なるというように 日周期で寒暖が繰り返される現象を言います。7
朝鮮半島や中国北東部に現れる典型的な現象で、日本でも。

つまり、天候が不順だということなのでしょうか。寒い日は晴れ
て、暖かい日は雨や曇りと言うのが通り相場のようで。

その「通り相場」ですが、アメリカの大統領、わが国の首相、な
んだか、怪しい雲行きになってきました 「移民排斥」や「怪しい学。
校の怪しい国有地払い下げ 。ここは大いに注目したいところです。」
マスコミが書かないことは などでチェックすれば、なかなかSNS

の結果が得られるような時代です。
春号も力作ぞろい。お楽しみください。

発行が遅れましたこと
をお詫びいたします。
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◎朗読劇「屋久島西洋異聞：シドッチが来たろ！」 

原作：牧 良平 

台本：渡辺幸重 

 

全員：エイエーエイエーエイエス（ソーレ） 

さても不思議や この屋久島に 

シドッチ様のお出ましじゃー  ［節をつけて］ 

 

ナレーション：今から３百年ほど昔、宝永５年の旧暦８月、屋久島の南の沖に見たこ

ともない奇妙な大きな船が現れ、やがて消えました。ここは恋泊村、藤兵衛の炭

山です。 

 

Ａ（シドッチ）：イオイオ ［普通に］ 

Ａ：イオイオ ［大きく］ 

Ａ：イオイオ ［叫ぶ］ 

Ｂ（藤兵衛）：オー、ひったまがった。［ふ

り返って］オワー、こわぁだいかい！ 

太か男じゃあ。 

 

ナレーション：藤兵衛の目の前には、六尺ばかりの大男、鼻は高く色白、顔は鬼のよ

うですが、頭にはちょんまげをゆい、着物姿に刀を差しています。 

 

Ａ：イカコドハココ？ イカイダアヤワ 

Ｂ：なのお ゆーちょっとか。なーンもわからんがよ 

登場人物： 

Ａ）ジョバンニ・バチスタ・シドッチ 

Ｂ）恋泊村の百姓、籐兵衛 ［小島弁］ 

Ｃ）安兵衛 ［小島弁］  

Ｄ）五次衛門（平内の百姓）［平内弁］ 

／五次右衛門（西洋記聞、平田） 

Ｅ）嘉右衛門（平内の百姓）［平内弁］ 

／喜衛門（西洋記聞、平田） 

Ｆ～Ｌ）阿波の漁民７人 ［徳島弁］ 

Ａ（シドッチ）：イオイオ ［普通に］ 

Ａ：イオイオ ［大きく］ 

Ａ：イオイオ ［叫ぶ］ 

Ｂ（藤兵衛）：オー、びっくりした。［ふり返って］

オオー、こいつは誰だ！ 大きい男だ。 
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Ａ：エクテセマノヲズミ！ 

Ｂ：なー、なーんてよ 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミズミズミズミ

ズミズ 

Ｂ：ズミズミ？ えー、水かい。水な

ら屋久島にゃ、どしこでもあっとよ。

おてちき飲まんかい。 

Ａ：ニキオオ 

 

ナレーション：あとでわかったのですが、その大男の名はジョバンニ・バチスタ・シ

ドッチ。イタリア人宣教師でした。 

 

Ｂ：おー、安兵衛。炭山で化けもんにお

うた。わやあ、村にいたてみんなにしあ

せてくえ。 

Ｃ（安兵衛）：わかった。わやあ、いけ

んすっと？ 

Ｂ：おやあ、山に戻ってみんがよ。 

 

ナレーション：その帰り道。 

 

Ｄ（五次衛門）：藤兵衛、なのぉそげん

いそぎょっとかい。 

Ｂ：おー、五次おじいに嘉右じい。炭山

に異人が出たとよ！ 

Ｄ：そわあ、たいへんじゃあ。んろもも

行こお。 

Ｅ（嘉右衛門）：いこお。 

 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミ エク 

Ｂ：あら、わっせちょった。水やったね。

んのがあいまでこんかい。 

Ａ：コドハココ？ レダハタナア？ 

Ｂ：何を言ってんだ。何もわからないよ。 

Ａ：レクテセマノヲズミ！ 

Ｂ：何、何だって 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミズミズミズミズミズ 

Ｂ：ズミズミ？ あー、水か。水なら屋久島には、

いくらでもあるよ。たくさん飲みなさい。 

Ａ：ウトガリア 

Ｂ：おー、安兵衛か。炭山で化けものに会ったんだ。

お前は、村に行ってみんなに知らせてくれ。 

Ｃ（安兵衛）：わかった。お前は、どうするんだ？ 

Ｂ：俺は、山に戻ってみようと思う。 

 

ナレーション：その帰り道。 

 

Ｄ（五次衛門）：藤兵衛、何をそんなに急いでるんだ

い。 

Ｂ：あー、五次おじさんに嘉右じいさん。炭山に異

人が出たんだよ！ 

Ｄ：それは、大変だ。我々も行こう。 

Ｅ（嘉右衛門）：行こう。 

 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミ レク 

Ｂ：あら、忘れてた。水だったね。俺の家まで来な

さい。 
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嘉右じいは大袋、持ってくえ、五次お

じいは刀。おわあ、こいがふらふらし

ちょっから肩を貸してつえてーくか

あよぉ。 

Ａ：ニキオオ、ニキオオ 

Ｂ：さあ、着いたろ。水も飲め、とんも

もかまんか。 

 

Ｅ：ん？ ニキオオ［つぶやくように］ ニ

キオオ オオニキ オオキニ オ

オキニ［確信を持って］。ん！ こあ

あ、逆さ言葉かも。 

Ｄ：なあんかい、逆さ言葉って。 

Ｅ：人にわからんように言葉を逆さまに

すいって聞いたことがあう。 

 

Ｅ：いかいだ、あやわ 

Ａ：シドッチ ワイオ 

Ｅ：いかとたき あかこど 

Ａ：ヨマニラ 

 

Ｂ：わいろま なのぉしゃべっちょとか。 

Ｅ：この人あシドッチちゅう名前で、マ

ニラから来たたぁって。 

Ｂ：なーしけ、わやあ、わかっと？ 

Ｅ：この人がしゃべっちょっとは屋久島

弁じゃんが。 

Ｄ：なあんて？  そげえな馬鹿なこと

があっとかい。 

Ｅ：マニラでなうたって。 

Ｂ：じゃんばって、おいにゃなあーンもわからん。 

嘉右じいさんは大袋、持ってください、五次おじ

さんは刀。俺は、この人がふらふらしてるから肩

を貸して連れて行きますから。 

Ａ：ウトリガア、ウトリガア 

Ｂ：さあ、着いたよ。水も飲みなさい、サツマイ

モも食べなさいよ。 

 

Ｅ：ん？ ウトリガア［つぶやくように］ ウト

リガア ウトリガア アリガトウ アリガトウ

［確信を持って］。うん！ これは、逆さ言葉かも。 

Ｄ：何だい、逆さ言葉って。 

Ｅ：人にわからないように言葉を逆さまにするっ

て聞いたことがあるんだよ。 

 

Ｅ：いだれだ はたなあ 

Ａ：シドッチ ワシタワ 

Ｅ：かすでんたき らかこど 

Ａ：スデマニラ 

 

Ｂ：お前たちは 何を しゃべってるんだ？ 

Ｅ：この人はシドッチという名前で、マニラから

来たんだって。 

Ｂ：どうして お前は わかるんだ？ 

Ｅ：この人がしゃべってるのは日本語なんだよ。 

Ｄ：なんだって？  そんな馬鹿なことがあるの

か。 

Ｅ：マニラで習ったって。 

Ｂ：だけど、おれには何もわからん。 
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Ｅ：逆さま。逆さまに言いよっとよ。

チーっとまっちょわんかい。 

シドッチ、まさかさ。にまさかさ 

えくてうい。 

Ａ：マサカサ？ さ・か・さ・ま？ 

さ・か・さ・ま こ・こ・は・ど・こ・

か・い 

Ｄ：わかった！わかった！ ここは屋

久島よ！ ケロマイ、浦崎！ 

Ｂ：わいやあ、何しに屋久島に来たと

か。 

Ａ：ンー、お・い・は・イエスさま・

の・お・し・え・を・ジパング・に・

つ・た・え・る・た・め・に…… 

Ｄ：なーんて！ おい、んろもあ打ち

首じゃあ。［びっくり、そして嘆くように］ 

Ｅ：キリシタンの異国人に飯までかま

せて、話をしたってわかいば、拷問磔

かも。［心配そうに］ 

Ｂ：なーしけよ、なーしけ、そげんことになっと！ ［どなるように］ 

 

ナレーション：江戸時代は鎖国が続き、遭難で海外に流れ着いた日本人も帰れない時

代でした。しかも、キリシタン禁止令は厳しく、宣教師との接触は死罪にも等し

いものでした。 パニックになった藤兵衛の家に、最初に異国船を見た四国阿波

の漁師 7人が入ってきました。 

 

Ｆ（阿波の漁民１）：すんません。ちょっと相談があるんですけど……。［不安そうに］ 

Ｇ（阿波の漁民２）：外で聞きよったんやけど、その異人さんと話ができるみたいな

んで、お願いなんやけんど、異人さんにわいらとおーてないことにしてほしい、

とゆうて欲しいんです。 

Ｄ：そわあ無理じゃ。宮之浦の奉行所はもう知っちょんろ。 

Ｈ（阿波の漁民３）：そこをなんとか。見よったけど逃げて行ってもぉたということ

Ｅ：逆さま。逆さまに言ってるんだよ。ちょっと待

って。 

シドッチ、まさかさ。にまさかさ れくてっい。 

Ａ：マサカサ？ さ・か・さ・ま？ さ・か・さ・

ま こ・こ・は・ど・こ・で・す 

Ｄ：わかった！わかった！ ここは屋久島だよ！ 

ケロマイ、浦崎！ 

Ｂ：お前は、何しに屋久島に来たんだ？ 

Ａ：ンー、わ・た・し・は・イエスさま・の・お・

し・え・を・ジパング・に・つ・た・え・る・た・

め・に…… 

Ｄ：なに！ おい、俺たちは打ち首だ。［びっくり、

そして嘆くように］ 

Ｅ：キリシタンの異国人にご飯までたべさせて、話

をしたということがわかれば、拷問磔かも。［心配そ

うに］ 

Ｂ：なんでだよ、なんで、そんなことになるんだよ！ 

［どなるように］ 
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にして。水や薪をもらいよったと

か船に乗っとった日本人と話をし

よったやゆうことは口がさけても

言わんといて欲しいんです。 

Ｆ～Ｌ（阿波の漁民４～７）：頼みま

す！［声をそろえて］ 

 

Ｂ：おい、んどもも同じこっちゃ。

何とかせんば。 

Ｄ、Ｅ：じゃあじゃあ。 

Ｂ：おい、シドッチ！［命令口調で］ 

Ａ：わ・か・り・ま・し・た。あな

たたち屋久島のにんじは、がっつ

いよか人じゃ。イエス様の教えが

分からなくても天国に行けるでし

ょうが、命も大事です。話も通じ

ず、何ももーわんじゃった、とい

うことにすんがよ。 

Ｅ：おー、よかった。助かった。 

Ｂ、Ｄ：よかったあ！ 

Ｆ～Ｌ：よかった、よかった。 

Ｂ：シドッチさんなぁがっついよか

人じゃ。おーい、焼酎持ってけえ、

とんももとびおもかませえ。［普通

に］ 

Ａ：お・い・は、腹がさけても言い

ません。 

Ｅ：腹じゃあなくて口！ 口がさけ

ても、やんが。 

Ａ：そ・い・な・あ、腹を切って話

をしましょう。 

Ｄ：そいは、腹を割って、やんが。 

Ｆ（阿波の漁民１）：すみません。ちょっと相談がある

んですけど……。［不安そうに］ 

Ｇ（阿波の漁民２）：外で聞いてたんですけど、その異

人さんと話ができるみたいなんで、お願いなですが、

異人さんに私たちと会ってないことにしてほしい、と

言って欲しいんです。 

Ｄ：それは無理だ。宮之浦の奉行所はもう知ってるん

だよ。 

Ｈ（阿波の漁民３）：そこをなんとか。見てただけで逃

げて行ってしまったということにして。水や薪をもら

ったとか船に乗っていた日本人と話をしたとかいうこ

とは口がさけても言わないで欲しいんです。 

Ｆ～Ｌ（阿波の漁民４～７）：頼みます！［声をそろえ

て］ 

Ｂ：おい、俺たちも同じことだ。何とかしなければ。 

Ｄ、Ｅ：そうだ、そうだ。 

Ｂ：おい、シドッチ！［命令口調で］ 

Ａ：わ・か・り・ま・し・た。あなたたち屋久島の人

たちは、とてもいい人です。イエス様の教えが分から

なくても天国に行けるでしょうが、命も大事です。話

も通じず、何ももらわなかった、ということにします

から。 

Ｅ：おー、よかった。助かった。 

Ｂ、Ｄ：よかったあ！ 

Ｆ～Ｌ：よかった、よかった。 

Ｂ：シドッチさんはとてもいい人だよ。おーい、焼酎

持ってこい、サツマイモもトビウオも食べさせろ。［普

通に］ 

Ａ：わ・た・し・は、腹がさけても言いません。 

Ｅ：腹じゃあなくて口！ 口がさけても、だろうが。 

Ａ：そ・れ・な・ら、腹を切って話をしましょう。 

Ｄ：それは、腹を割って、だろうが。 
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Ｂ:腹でも口でも切ったい割ったいせえ！

わいろま。さあ、飲むろぉー！ 

全員：飲もお！［声をそろえて］ 

 

ナレーション：シドッチは捕らえられ、宮之浦の奉行所、鹿児島を経て長崎に送られ

ました。藤兵衛ら島の百姓と阿波の漁師らも長崎まで連れていかれ、取り調べを

受けましたが、シドッチの申し立てと符合したため無罪放免となりました。 

その後シドッチは江戸に移され、その知識は新井白石によって『西洋記聞』とい

う書物にまとめられました。それが日本の洋学を大きく発展させたことは皆さまご

承知の通りです。 

 

さて、それから３０６年経った２０１４年７月、東京茗荷谷のキリシタン屋敷跡

から３体の遺骨が発掘されました。そして、2016 年になってＤＮＡ鑑定により一

人はイタリア人であることがわかったのです。その人はまさしくジョバンニ・バチ

スタ・シドッチ、屋久島に上陸したその人でした。 

もしかしたらそのうちに屋久島に戻って来るかもしれませんね。 

 

Ａ：お・や・あ、屋久島にもどっかあね

～！［親しみをこめて］ 

 

［全員で］ 

エイエーエイエーエイエス 

さてもめでたや 

この浦崎に 

シドッチさまのお帰りじゃ 

 

エイエーエイエーエイエス（ソーレ） ［大きな声で］ 

 

 

 

（終わり） 

Ｂ:腹でも口でも切ったり割ったりしろよ！ 

お前たちは。さあ、飲もう！ 

全員：飲もうぜ！［声をそろえて］ 

Ａ：わ・た・し・は、屋久島に戻りますか

らね～！［親しみをこめて］ 
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◎朗読劇「屋久島西洋異聞：シドッチが来たろ！」 

原作：牧 良平 

台本：渡辺幸重 

 

全員：エイエーエイエーエイエス（ソーレ） 

さても不思議や この屋久島に 

シドッチ様のお出ましじゃー  ［節をつけて］ 

 

ナレーション：今から３百年ほど昔、宝永５年の旧暦８月、屋久島の南の沖に見たこ

ともない奇妙な大きな船が現れ、やがて消えました。ここは恋泊村、藤兵衛の炭

山です。 

 

Ａ（シドッチ）：イオイオ ［普通に］ 

Ａ：イオイオ ［大きく］ 

Ａ：イオイオ ［叫ぶ］ 

Ｂ（藤兵衛）：オー、ひったまがった。［ふ

り返って］オワー、こわぁだいかい！ 

太か男じゃあ。 

 

ナレーション：藤兵衛の目の前には、六尺ばかりの大男、鼻は高く色白、顔は鬼のよ

うですが、頭にはちょんまげをゆい、着物姿に刀を差しています。 

 

Ａ：イカコドハココ？ イカイダアヤワ 

Ｂ：なのお ゆーちょっとか。なーンもわからんがよ 

登場人物： 

Ａ）ジョバンニ・バチスタ・シドッチ 

Ｂ）恋泊村の百姓、籐兵衛 ［小島弁］ 

Ｃ）安兵衛 ［小島弁］  

Ｄ）五次衛門（平内の百姓）［平内弁］ 

／五次右衛門（西洋記聞、平田） 

Ｅ）嘉右衛門（平内の百姓）［平内弁］ 

／喜衛門（西洋記聞、平田） 

Ｆ～Ｌ）阿波の漁民７人 ［徳島弁］ 

Ａ（シドッチ）：イオイオ ［普通に］ 

Ａ：イオイオ ［大きく］ 

Ａ：イオイオ ［叫ぶ］ 

Ｂ（藤兵衛）：オー、びっくりした。［ふり返って］

オオー、こいつは誰だ！ 大きい男だ。 
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Ａ：エクテセマノヲズミ！ 

Ｂ：なー、なーんてよ 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミズミズミズミ

ズミズ 

Ｂ：ズミズミ？ えー、水かい。水な

ら屋久島にゃ、どしこでもあっとよ。

おてちき飲まんかい。 

Ａ：ニキオオ 

 

ナレーション：あとでわかったのですが、その大男の名はジョバンニ・バチスタ・シ

ドッチ。イタリア人宣教師でした。 

 

Ｂ：おー、安兵衛。炭山で化けもんにお

うた。わやあ、村にいたてみんなにしあ

せてくえ。 

Ｃ（安兵衛）：わかった。わやあ、いけ

んすっと？ 

Ｂ：おやあ、山に戻ってみんがよ。 

 

ナレーション：その帰り道。 

 

Ｄ（五次衛門）：藤兵衛、なのぉそげん

いそぎょっとかい。 

Ｂ：おー、五次おじいに嘉右じい。炭山

に異人が出たとよ！ 

Ｄ：そわあ、たいへんじゃあ。んろもも

行こお。 

Ｅ（嘉右衛門）：いこお。 

 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミ エク 

Ｂ：あら、わっせちょった。水やったね。

んのがあいまでこんかい。 

Ａ：コドハココ？ レダハタナア？ 

Ｂ：何を言ってんだ。何もわからないよ。 

Ａ：レクテセマノヲズミ！ 

Ｂ：何、何だって 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミズミズミズミズミズ 

Ｂ：ズミズミ？ あー、水か。水なら屋久島には、

いくらでもあるよ。たくさん飲みなさい。 

Ａ：ウトガリア 

Ｂ：おー、安兵衛か。炭山で化けものに会ったんだ。

お前は、村に行ってみんなに知らせてくれ。 

Ｃ（安兵衛）：わかった。お前は、どうするんだ？ 

Ｂ：俺は、山に戻ってみようと思う。 

 

ナレーション：その帰り道。 

 

Ｄ（五次衛門）：藤兵衛、何をそんなに急いでるんだ

い。 

Ｂ：あー、五次おじさんに嘉右じいさん。炭山に異

人が出たんだよ！ 

Ｄ：それは、大変だ。我々も行こう。 

Ｅ（嘉右衛門）：行こう。 

 

Ａ：ズミ！ ズミズミズミ レク 

Ｂ：あら、忘れてた。水だったね。俺の家まで来な

さい。 
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嘉右じいは大袋、持ってくえ、五次お

じいは刀。おわあ、こいがふらふらし

ちょっから肩を貸してつえてーくか

あよぉ。 

Ａ：ニキオオ、ニキオオ 

Ｂ：さあ、着いたろ。水も飲め、とんも

もかまんか。 

 

Ｅ：ん？ ニキオオ［つぶやくように］ ニ

キオオ オオニキ オオキニ オ

オキニ［確信を持って］。ん！ こあ

あ、逆さ言葉かも。 

Ｄ：なあんかい、逆さ言葉って。 

Ｅ：人にわからんように言葉を逆さまに

すいって聞いたことがあう。 

 

Ｅ：いかいだ、あやわ 

Ａ：シドッチ ワイオ 

Ｅ：いかとたき あかこど 

Ａ：ヨマニラ 

 

Ｂ：わいろま なのぉしゃべっちょとか。 

Ｅ：この人あシドッチちゅう名前で、マ

ニラから来たたぁって。 

Ｂ：なーしけ、わやあ、わかっと？ 

Ｅ：この人がしゃべっちょっとは屋久島

弁じゃんが。 

Ｄ：なあんて？  そげえな馬鹿なこと

があっとかい。 

Ｅ：マニラでなうたって。 

Ｂ：じゃんばって、おいにゃなあーンもわからん。 

嘉右じいさんは大袋、持ってください、五次おじ

さんは刀。俺は、この人がふらふらしてるから肩

を貸して連れて行きますから。 

Ａ：ウトリガア、ウトリガア 

Ｂ：さあ、着いたよ。水も飲みなさい、サツマイ

モも食べなさいよ。 

 

Ｅ：ん？ ウトリガア［つぶやくように］ ウト

リガア ウトリガア アリガトウ アリガトウ

［確信を持って］。うん！ これは、逆さ言葉かも。 

Ｄ：何だい、逆さ言葉って。 

Ｅ：人にわからないように言葉を逆さまにするっ

て聞いたことがあるんだよ。 

 

Ｅ：いだれだ はたなあ 

Ａ：シドッチ ワシタワ 

Ｅ：かすでんたき らかこど 

Ａ：スデマニラ 

 

Ｂ：お前たちは 何を しゃべってるんだ？ 

Ｅ：この人はシドッチという名前で、マニラから

来たんだって。 

Ｂ：どうして お前は わかるんだ？ 

Ｅ：この人がしゃべってるのは日本語なんだよ。 

Ｄ：なんだって？  そんな馬鹿なことがあるの

か。 

Ｅ：マニラで習ったって。 

Ｂ：だけど、おれには何もわからん。 
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Ｅ：逆さま。逆さまに言いよっとよ。

チーっとまっちょわんかい。 

シドッチ、まさかさ。にまさかさ 

えくてうい。 

Ａ：マサカサ？ さ・か・さ・ま？ 

さ・か・さ・ま こ・こ・は・ど・こ・

か・い 

Ｄ：わかった！わかった！ ここは屋

久島よ！ ケロマイ、浦崎！ 

Ｂ：わいやあ、何しに屋久島に来たと

か。 

Ａ：ンー、お・い・は・イエスさま・

の・お・し・え・を・ジパング・に・

つ・た・え・る・た・め・に…… 

Ｄ：なーんて！ おい、んろもあ打ち

首じゃあ。［びっくり、そして嘆くように］ 

Ｅ：キリシタンの異国人に飯までかま

せて、話をしたってわかいば、拷問磔

かも。［心配そうに］ 

Ｂ：なーしけよ、なーしけ、そげんことになっと！ ［どなるように］ 

 

ナレーション：江戸時代は鎖国が続き、遭難で海外に流れ着いた日本人も帰れない時

代でした。しかも、キリシタン禁止令は厳しく、宣教師との接触は死罪にも等し

いものでした。 パニックになった藤兵衛の家に、最初に異国船を見た四国阿波

の漁師 7人が入ってきました。 

 

Ｆ（阿波の漁民１）：すんません。ちょっと相談があるんですけど……。［不安そうに］ 

Ｇ（阿波の漁民２）：外で聞きよったんやけど、その異人さんと話ができるみたいな

んで、お願いなんやけんど、異人さんにわいらとおーてないことにしてほしい、

とゆうて欲しいんです。 

Ｄ：そわあ無理じゃ。宮之浦の奉行所はもう知っちょんろ。 

Ｈ（阿波の漁民３）：そこをなんとか。見よったけど逃げて行ってもぉたということ

Ｅ：逆さま。逆さまに言ってるんだよ。ちょっと待

って。 

シドッチ、まさかさ。にまさかさ れくてっい。 

Ａ：マサカサ？ さ・か・さ・ま？ さ・か・さ・

ま こ・こ・は・ど・こ・で・す 

Ｄ：わかった！わかった！ ここは屋久島だよ！ 

ケロマイ、浦崎！ 

Ｂ：お前は、何しに屋久島に来たんだ？ 

Ａ：ンー、わ・た・し・は・イエスさま・の・お・

し・え・を・ジパング・に・つ・た・え・る・た・

め・に…… 

Ｄ：なに！ おい、俺たちは打ち首だ。［びっくり、

そして嘆くように］ 

Ｅ：キリシタンの異国人にご飯までたべさせて、話

をしたということがわかれば、拷問磔かも。［心配そ

うに］ 

Ｂ：なんでだよ、なんで、そんなことになるんだよ！ 

［どなるように］ 
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にして。水や薪をもらいよったと

か船に乗っとった日本人と話をし

よったやゆうことは口がさけても

言わんといて欲しいんです。 

Ｆ～Ｌ（阿波の漁民４～７）：頼みま

す！［声をそろえて］ 

 

Ｂ：おい、んどもも同じこっちゃ。

何とかせんば。 

Ｄ、Ｅ：じゃあじゃあ。 

Ｂ：おい、シドッチ！［命令口調で］ 

Ａ：わ・か・り・ま・し・た。あな

たたち屋久島のにんじは、がっつ

いよか人じゃ。イエス様の教えが

分からなくても天国に行けるでし

ょうが、命も大事です。話も通じ

ず、何ももーわんじゃった、とい

うことにすんがよ。 

Ｅ：おー、よかった。助かった。 

Ｂ、Ｄ：よかったあ！ 

Ｆ～Ｌ：よかった、よかった。 

Ｂ：シドッチさんなぁがっついよか

人じゃ。おーい、焼酎持ってけえ、

とんももとびおもかませえ。［普通

に］ 

Ａ：お・い・は、腹がさけても言い

ません。 

Ｅ：腹じゃあなくて口！ 口がさけ

ても、やんが。 

Ａ：そ・い・な・あ、腹を切って話

をしましょう。 

Ｄ：そいは、腹を割って、やんが。 

Ｆ（阿波の漁民１）：すみません。ちょっと相談がある

んですけど……。［不安そうに］ 

Ｇ（阿波の漁民２）：外で聞いてたんですけど、その異

人さんと話ができるみたいなんで、お願いなですが、

異人さんに私たちと会ってないことにしてほしい、と

言って欲しいんです。 

Ｄ：それは無理だ。宮之浦の奉行所はもう知ってるん

だよ。 

Ｈ（阿波の漁民３）：そこをなんとか。見てただけで逃

げて行ってしまったということにして。水や薪をもら

ったとか船に乗っていた日本人と話をしたとかいうこ

とは口がさけても言わないで欲しいんです。 

Ｆ～Ｌ（阿波の漁民４～７）：頼みます！［声をそろえ

て］ 

Ｂ：おい、俺たちも同じことだ。何とかしなければ。 

Ｄ、Ｅ：そうだ、そうだ。 

Ｂ：おい、シドッチ！［命令口調で］ 

Ａ：わ・か・り・ま・し・た。あなたたち屋久島の人

たちは、とてもいい人です。イエス様の教えが分から

なくても天国に行けるでしょうが、命も大事です。話

も通じず、何ももらわなかった、ということにします

から。 

Ｅ：おー、よかった。助かった。 

Ｂ、Ｄ：よかったあ！ 

Ｆ～Ｌ：よかった、よかった。 

Ｂ：シドッチさんはとてもいい人だよ。おーい、焼酎

持ってこい、サツマイモもトビウオも食べさせろ。［普

通に］ 

Ａ：わ・た・し・は、腹がさけても言いません。 

Ｅ：腹じゃあなくて口！ 口がさけても、だろうが。 

Ａ：そ・れ・な・ら、腹を切って話をしましょう。 

Ｄ：それは、腹を割って、だろうが。 
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Ｂ:腹でも口でも切ったい割ったいせえ！

わいろま。さあ、飲むろぉー！ 

全員：飲もお！［声をそろえて］ 

 

ナレーション：シドッチは捕らえられ、宮之浦の奉行所、鹿児島を経て長崎に送られ

ました。藤兵衛ら島の百姓と阿波の漁師らも長崎まで連れていかれ、取り調べを

受けましたが、シドッチの申し立てと符合したため無罪放免となりました。 

その後シドッチは江戸に移され、その知識は新井白石によって『西洋記聞』とい

う書物にまとめられました。それが日本の洋学を大きく発展させたことは皆さまご

承知の通りです。 

 

さて、それから３０６年経った２０１４年７月、東京茗荷谷のキリシタン屋敷跡

から３体の遺骨が発掘されました。そして、2016 年になってＤＮＡ鑑定により一

人はイタリア人であることがわかったのです。その人はまさしくジョバンニ・バチ

スタ・シドッチ、屋久島に上陸したその人でした。 

もしかしたらそのうちに屋久島に戻って来るかもしれませんね。 

 

Ａ：お・や・あ、屋久島にもどっかあね

～！［親しみをこめて］ 

 

［全員で］ 

エイエーエイエーエイエス 

さてもめでたや 

この浦崎に 

シドッチさまのお帰りじゃ 

 

エイエーエイエーエイエス（ソーレ） ［大きな声で］ 

 

 

 

（終わり） 

Ｂ:腹でも口でも切ったり割ったりしろよ！ 

お前たちは。さあ、飲もう！ 

全員：飲もうぜ！［声をそろえて］ 

Ａ：わ・た・し・は、屋久島に戻りますか

らね～！［親しみをこめて］ 
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