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銃 を 持 つ 少 女

Ｌａｐｉｚ （ ラピス ） はスペイン語で鉛筆の意味。

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、 紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。 鉛筆を持てば、 宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう 。

世界中の子どもたちに笑顔を。

Ｌａｐｉｚ にはそんな思いが込められている。



巻頭言

2

Lapiz 編集長 井上脩身

議会制民主主義は危機にひんしているのではない 
でしょうか。１０月に行われた衆院選の結果に、暗
たんたる思いにかられました。小選挙区での自民党
の得票率は４８・２％。半数に達していません。と
ころが獲得議席数は２１８、議席占有率は７５・４ 
％です。民意では半数の支持も得ていないのに４分
の３の議席を得る。マジックというほかありません。
マスコミはこぞって「自民圧勝」と伝えました。裏
返せば野党完敗です。いや敗れたのは議会制民主主
義ではないでしょうか。選挙は民主主義の根幹をな
すものです。その選挙が民意と全くかけ離れたもの
であれば、民主主義は土台から崩れます。いや、安
倍一強が続いている現状をみれば、もう崩れている
というべきでしょう。

最近、待鳥聡史京都大教授の著書『代議制民主主 
義――「民意」と「政治家」を問い直す』（中公新
書）を読みました。同書によると、代議制民主主義
は「政治家を通じて有権者の意向を反映させた政策
決定を行うこと」であって、「自由主義的要素と民
主主義的要素の組み合わせによって成り立っている」
制度です。

前段の「政治家を通じて政策に有権者の意向を反 
映させる」は選挙のことを指しているようです。本
来選挙とは有権者が望む政策実現に寄与しそうな者
を選ぶことだからです。後段の「自由主義的要素と
民主主義的要素の組み合わせ」とはどういうことで
しょうか。同書は「自由主義的要素は、人々の自由
を最大限保つことを目的とする」もので、「民主主
義的要素は有権者の意思が政策決定に反映されるこ

とを重視する」といいます。

私のような凡人にはいささか難しいロジックが使
われています。私は次のように理解した。
政策は政治家を通じて決定されるが、その際でき

るだけ政治家の自由裁量を認めるのが自由主義的要
素、選挙に基づく有権者の意思を政策に反映させる
のが民主主義的要素。代議制民主主義は相互のバラ
ンスの上に成り立っている。

このように考えると、バランスが崩れた場合に二
つの問題が起こります。第１は、自由主義的要素を
強調するあまり、政治家が有権者の意思（民意）を
無視して政策を実行する。第２は選挙そのものが民
意を反映させる構造になっていない。この２点が政
治と民意の乖離を生みだすのです。
たとえば鹿児島県阿久根市の市長は２０１０年、

総務省が「専決処分になじまない」としている職員
給与削減条例を専決処分で決め、職員給与を半減す
るなど、独断で政策を実行、議会側は市長不信任を
繰り返しました。「選挙で選ばれたのだから許され
る」という思い上がり首長の典型的なケースでした。
第２の選挙構造の欠陥は冒頭に述べたように、我が
国の衆院選の小選挙区制にみられます。

このように現行の制度では民意が反映されないと
なると、住民投票や国民投票によってその意思を実
現させようとする動きがでてきます。最近では２０
１４年５月、東京都小平市が打ちだした１・４キロ
の都市計画道路について、住民が「自然景観を損な
う」として住民投票を請求、市長名で実施されまし
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た。投票率が３５・２％と５０％に達しなかったた
め開票すらされませんでしたが、同書は「住民投票
を条例などで定める自治体は増加している」と指摘
しています。

こうした住民投票のなかには、原発建設やプルサ
ーマル導入の是非を問う形で行われたケースがあり
ます。国や県知事、市町村長らが原発を推進しよう
とするのに対し、住民自身の意思によって決定しよ
うというものです。こうした動きのなかで、住民た
ちは、専門家からの助言を得ながら、自分の問題と
して原発の在りかたを考えるようになりました。待
鳥教授はこれを「熟議民主主義」と呼んでいます。
「熟議民主主義」とはなんと素晴らしい響きをもつ
言葉でしょう。単に数の多い少ないだけで決めるの
でなく、みんなで熟議して決めようというのです。
ひとたび事故が起きると大変な被害をもたらす原発
の場合、国民が熟議して推進か廃止かを決めるべき
でしょう。原発に関する国民投票が行われれば、極
めて歴史的意義の深いものになるにちがいありませ
ん。
今号では、原発国民投票の可能性を探ってみまし

た。
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写真・文 中務敦行

和歌山市の北端に加太港があります。
そこには淡島神社があり古くからヒナ流しの神事が知られています。
かつてはお雛様が大部分だったと記憶しますが、今は市松人形や
花嫁人形、信楽焼のタヌキから武者人形などあらゆる人形が収められています。
人形をゴミとして捨てるのは罪の意識からできない人が多く、ここに持ち込んで、供養しても
らうのです。
収められた人形たちはお祈りの後、社殿の周囲に並べられてありますが、数えきれないほど多
数に上ります。
人を何人も殺して、自宅に隠したり山中に捨てたりする犯罪が絶えない今、
人のかたちをこうして見送る人がこんなにも多いとは・・・・・。
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だんじりを彫る男 河合申仁さん
中川眞須良

河合さんは所謂木彫師である。工房を大阪府下岸和田市内の紀州街道沿
い（本町）に構える。１８歳で同市内の木下賢治氏に２３年間にわたって
師事した。
岸和田と言えばだんじり祭りが有名だ。だんじりには木彫が欠かせない。
師匠の木下氏もだんじりの木彫を手掛けた。もちろん河合さんもだんじり
あっての河合さんである。

少し河合さんの木彫の歴史を紐解く。河合さんの師匠である木下賢治氏
の父親もやはり木彫師を目指していた。彼は淡路島で飾磨の流れを汲む木
彫に出会い飾磨で学んだ。木彫と飾磨との関係はと言えば、江戸後期頃か
ら続く飾磨の伝統であるというのみである。木下賢治氏の父が岸和田にそ
の技術を伝え、河合さんが木下氏に師事し今に至るというわけで、河合さ
ん訊ねてもその歴史の詳細は定かではない。しかしながら飾磨にはじまっ
た木彫の技は淡路島、そして岸和田とその技術は受け継がれて、岸和田の
だんじりにその技術が実を結んだことだけは確かである。 製作中の作品「源平合戦」

そして河合さんの作品は、だんじりにとどまらず、社寺、地車、太鼓台、
櫓、獅子頭など多岐に渡って見ることができる。

前述したように河合さんの賢申堂は３年前に岸和田の紀州街道沿いに工
房を構えた。
賢申堂、いや、河合さんの「江戸中期以来の飾磨からの木彫の伝統を守

り、新しい技法を廃した技法でその魂を受け継ぐ」という強い意思を取材
中ずっと感じていたことを付け加えておきたい。
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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 。

北 博文
神戸生まれ現在、兵庫県在住。
神戸市外国語大学卒業。
建 築 士 、 フ ォ ト グ ラ フ ァ ー 。
http://tefteff.com/index.html
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寄稿 一之瀬 明（年金生活者）

その昔、鶴田浩二や高倉健などが主役のやくざ路線の 
映画を見た後の観客は「肩で風を切って」映画館を出て
きたものだ。もちろん映画の主人公になったつもりで。
映画館の周りにはそんな健さんが大勢いた。勿論そんな
瞬間はたちまち現実に戻って善良な市民になる。可愛い
ものである。

ところで昨今「ネット右翼＝ネトウヨ」なる言葉が出 
てきた。匿名でインターネットを駆使して、韓国や中国
を罵倒し、まじめな議論をせず（できず）にひたすら安
倍首相をあがめ奉り、彼を非難する言説には真っ向から
「パヨク」とか言って罵るのみである。
こんな「右翼」がはびこっているのも安倍晋三という
政治家が首相に返り咲いたころからではないのかと感じ
られる。そんな中、共同通信のサイトで何となくすっき
りしたインタビュー記事に巡り合ったので、誌面を借り
て紹介したい。

記事はの立場から長く日本の変遷を見つめてきた新右

翼団体「一水会」顧問の鈴木邦男さんへのインタビュー
で、２０１４年６月２１日に配信された、いささか古い
記事だが再掲載されていた。
インタビュー冒頭《今の日本に「子どものような稚拙
な議論」「国家主義の強制」を見る。そして謙虚さと寛
容さを忘れた日本は、歯止めを簡単に越えるのではない
かと危惧する。海外派兵も徴兵制も、そして戦争も。》
と鈴木邦男さんの危惧が書かれていた。以下、彼の言葉
を転載してゆく。

《私は右だったが、左翼の本も読まされて相手の立場を
理解した。ところが、今は対談しても接点を探すのでな
く何でもつぶそうとする。瞬間に反応を求められ、立ち
止まってじっくり考えたり、沈黙したりすることが許さ
れない》

《非武装中立を唱える自由があったが、今はない。中国、
韓国になめられるな、やっちまえと威勢のよい人だけが
議論し、憲法改正とか防衛強化を言って自分が強くなっ
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た気になっている。低い情念での国家との一体化だ。自
分の暗い過去に触れたくないように、国家の暗い過去も
否定する。従軍慰安婦も南京事件も戦争もなく、人も殺
してこなかったのだ、とまで言うかのようだ》

《従軍慰安婦問題でも他の国もやっている、なぜ日本だ
け責めるのかと。これは万引少年が『みんながやってい
るのに、自分だけ捕まえるのか』と怒るのと同じです。
この単純さでは海外派兵、徴兵制、戦争―という流れに
歯止めが利かない》

《日本を取り戻すとか、熱狂的スローガンの下での憲法
改正は危険だ。国のために、表現の自由、結社の自由を
制限する、わがまま言うなという国家主義的な性格が強
い。集団的自衛権だって、結局は米国の属国になり、自
衛隊は傭兵（ようへい）になる。侵略戦争となったイラ
ク戦争に日本は反対できず、駆り出された。自由がなく
なるのだ。自由のない自主憲法より、むしろ自由のある
押し付け憲法の方が良い》

《今の国民は戦前と違い、情報もあり賢いから間違わな
いという思い上がりがある。戦争は軍部が国民に押し付
けたというが、うそだ。国民のかなりが戦争したかった。
戦争を題材にした映画が好調です。その中で戦争は悪
いことだが、人々には勇気、愛があった、とまとめてい
る。しかし、勇気も愛もなく飢餓の中で死んでいった人
が圧倒的に多い。》

《日本は戦争をしない、自衛隊は世界に出て行かない、
だから世界中も戦争をしないように一緒に頑張ろう』と

宣言してもよい。核兵器にしても日本は保有する技術が
あるが持たない。そのことを憲法に打ち出すべきだが、
そんな議論はまったくない》

《日中国交回復の時に、なぜ侵略した国と仲良くするの
か、と中国で反対があったが、中国当局は日本では軍部
が戦争をしたがり人民は被害者だと説明し乗り越えた。
日本にとってはありがたいのだが、靖国にＡ級戦犯を合
祀（ごうし）し政治家も参拝すれば、その説明は崩れる》

《戦後長く愛国心は戦争につながると否定された。今は
皆が『愛国者』と言う。しかし愛国心には私は国を愛す
る、だから国も私を愛するはずだといった見返り、おま
えたちも国を愛せという他者への強制を求める性格があ
る。おまえは国を愛していないと誹謗（ひぼう）する材
料にもなる。愛国心は強制されたら汚れた義務だ。官製
の臭いがする。心を押し付けてはならない。》

いかがだろうか。一時は一水会という新右翼団体を立
ち上げた人のインタビューである。
このインタビューでは様々なキーワードが含まれてい
る。このキーワードを今後ゆっくりと時間をかけて筆者
なりに消化してゆきたい。

「非武装中立を唱える自由」が以前はあったと鈴木さ
んは説く。以前の自民党には高碕達之助や宇都宮徳馬、
三木武夫、藤山愛一郎などの穏健派政治家がそれなりの
影響力を持っていた。しかし「安倍一強」などと御用マ
スコミにはやされて、彼らのような政治家は生まれてこ
ないか、表に出て来れないのが今の状況だ。それも情け
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ない話だが。
先の選挙中、国難＝北朝鮮の核という図式を執拗に煽 
った安倍首相は、選挙が終わるとコロッと国難が去った
ようにふるまっている。
ネットでは「おーい、どこ行った？国難よ！」と揶揄
されている。こんなのを「恥も外聞も」投げ捨てたとい
うのだろう。

長くなるのでこの辺りで終わることとしたい。
最後に読者の皆様にお願いがある。先に述べたいくつ 
かの鈴木邦男さんの言葉を今一度読み返してもらいた
い。そして今の政治家に伝えてほしいものだ。

安倍首相も含めて「国民の前で肩で風を切らない似非
右翼」が多すぎる。

編集部註
鈴木 邦男さん：日本の政治活動家、政治団体「一
水会」元最高顧問、プロレス評論家、予備校講師。
「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネ
ットワーク」共同代表。清美応援団員。かつては新
右翼活動をしていたが、2008 年には自他共に左翼
としている。 （ウィキペディア）
生年月日： 1943 年 8 月 2 日 (74 歳)
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①ヒコと中浜万次郎 2018 春号
②ヒコとリンカーン 2018 夏号
③ヒコと岸田吟香 2018 秋号
④ヒコと木戸孝允 2018 冬号
⑤ヒコと五代友厚 2019 春号
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井上脩身

今年の秋号で「リンカーンに会っ 
た彦の生涯」のタイトルでジョセフ 
・ヒコを紹介しました。奴隷解放宣
言で有名なアメリカのリンカーン大
統領に会ったただ一人の日本人、ヒ
コは横浜で我が国最初の日本語新聞
を発行。その後、長崎で木戸孝允ら
維新の立役者にアメリカの政治制度
などを語りました。こうしたヒコの
人物像をえがいた記事に対し、「ヒ
コのことは初めて知った。もっと詳
しく知りたい」という声がよせられ
ました。
そこで、ヒコの人生をもう一度考

えてみました。

幕末から明治への時代の変遷のキー
ワードは「開国」です。鎖国から開
国へと大転換されたことによって、
政治制度や産業構造、社会環境など
あらゆる面で、幕藩体制は根底から
揺らぎました。そして、産業革命や
市民革命後の欧米の文明が入りこむ
ことによって、産業の近代化、軍事
面の強化、教育環境や法律の整備な
どが急ピッチで進められました。
明治維新とは、鎖国国家の欧米化

といえるでしょう。
１８５０年、１３歳のときに水夫

として乗り込んだ廻船が暴風に遭
い、太平洋上を漂流したことからヒ
コは数奇な運命をたどります。廻船
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が難破したもとは大型船を造ること
を許されない鎖国政策にあります。
甲板もない縦帆１枚の船では、高さ
５メートルにもなる荒波を受けては
ひとたまりもありません。ヒコの漂
流はペリー来航の３年前のことでし
た。
アメリカの商船に救われたヒコは

リンカーン大統領に面会したり南北
戦争のあおりをうけたりと、思いが
けずアメリカの歴史の転換点に出合
い、洗礼を受けてアメリカの市民権
を得たあと、通訳官として日本に戻
ります。開港された横浜では新しい
貿易がはじまっていました。「海外
の商品相場を知らせる必要がある」
と考えたヒコは１８６４年に「海外
新聞」を発行。ヒコを追いかけるよ
うに次々に新聞が発刊され、１８７
０年に我国最初の日刊紙「横浜毎日
新聞」が創刊されるに至ります。
１８６６年、横浜から長崎に居を

移したヒコは豪商グラバーと鍋島藩
との仲介の労をとって高島炭坑の共
同経営を成立させます。日本人と外
国人との初めての共同経営といわれ
ています。一方、ヒコに会った木戸
は「アメリカ合衆国憲法に大いに興
味を覚えた」と語っています。木戸

は後に「五箇条の御誓文」づくりに
かかわりました。その文言にヒコの
影響がなかったとは言えません。
長崎のヒコには五代友厚も訪ねま

した。五代は１８６８（明治元）年、
大阪造幣局の設置を進言、新政府は
香港造幣局の機会一式を購入しまし
た。貨幣に信頼を置けることは近代
国家の基本です。その造幣局構想に
ヒコがかかわりっています。
このように見ると、ヒコの人生は

明治維新そのもの、と言えると思い
ます。
来年は明治維新１５０年に当たり

ます。そこでヒコを通して明治維新
の意味を考えてみようと思いまし
た。
「ジョセフ・ヒコの明治維新」（仮
題）として、２０１８年春号から５
回程度連載します。いずれも、ヒコ
とかかわったり、ライバルであった
人物を登場させ、その対比を通して
ヒコの体験や実践の歴史的意味を掘
り下げたいと思っています。
具体的には次のような構成を予定

しています。
①ヒコと中浜万次郎②ヒコとリンカ 
ーン③ヒコと岸田吟香④ヒコと木戸
孝允⑤ヒコと五代友厚

２０１８年はさまざまな「明治維
新１５０年もの」が展開されると予
想されます。こうしたなかでひと味
ちがうユニークな企画をめざしま
す。ご期待ください。

コの生涯と新聞史』より）

写真：ヒコ像 ジョセフ・ヒコ（『ヒ
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文、写真 井上脩身

１０月に行われた衆院選で私は２人の候補者に注目した。一人は立憲民主党から
立った大阪１０区の辻元清美氏、もうひとりは希望の党から出馬した奈良１区の馬
淵澄夫氏だ。二人はささやかながら私には縁があるのだ。選挙中の新聞社の調査で
は、ともに自民党の候補者に先行し優位に立っていた。結果は辻元氏が小選挙区で
当選したのに対し、馬淵氏は小選挙区で落選、比例復活もならず、涙をのんだ。両
氏は１９６０年生まれで民主党政権時代、国土交通副大臣（馬淵氏は後、国交相に
就任）を務めた仲だ。民進党が立憲民主党と希望の党に分裂した今回選挙。辻元、
馬淵両氏は両党の明暗の象徴であった。
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小学校後輩の辻元清美氏

辻元清美氏（ウィキペディアより）

辻元清美氏は私の小学校の後輩
だ。奈良県吉野郡で生まれた辻元氏
は小学４年生のとき、大阪府高槻市
立如是小学校に転校した。私は同校

の卒業生なのだ。辻元氏は１年間在
籍しただけで大阪市内の学校に転校
したが、広い意味では私の後輩とい
えるだろう。
辻元氏は早稲田大学在学中、ＮＧ

Ｏ「ピースボート」の設立にかかわ
るなど市民運動に力を入れ、１９９
６年、社会民主党の土井たか子党首
（当時）に勧められて比例近畿ブロ 
ックで立候補して初当選。２０００
年の衆院選では大阪１０区から立っ
て再選した。０２年、秘書給与詐欺
容疑で逮捕されて議員を辞職。懲役
２年、執行猶予５年の有罪判決を受
けた後の０４年、無所属で立候補し
たが落選。０５年、社民党公認で立
候補し、政界にカムバックした。
０９年、民主党が社民党と連立を

組むと、辻元氏は国交副大臣に就任
した。福島瑞穂内閣府特命担当相が
普天間基地問題に絡んで鳩山由紀夫
首相に罷免され、社民党が連立を離
脱すると、辻元氏は同党を離党。「民
主党・無所属会派」に属し、野田政
権発足後、民主党に入党。１４年の
衆院選で５選を果たした。
私の実家は、いま長兄が暮らして

いる。その門扉に辻元氏のポスター
がはられている。長兄は大手化繊メ 
ーカーを退職し、余裕のある生活だ。

自民党を支持していても不思議でな
いのだが、辻元氏は兄のような富裕
層からも熱い支持されているのだ。
一度、ＪＲ高槻駅前で街頭演説を

している辻元氏を見かけたことがあ
る。北風が吹く冬の寒い日だった。
辻元氏は「自民党政権のなかで庶民
の暮らしは厳しくなるばかりだ」と
声を張り上げていた。私は小泉首相
に「ソーリ」と１２回も繰り返して
絶叫した社民党議院時代の辻元氏を
思いだしていた。

酒酌み交わした馬淵澄夫
氏

馬淵氏と会ったのは２００４年、
大阪のホテルで行われた奈良在住の
書家の祝賀会の席である。私は３番
目のテーブルだった。隣に座ってい
たのが馬淵氏だった。馬淵氏は前年
の衆院選で民主党から出馬し、自民
党の高市早苗氏を破って初当選した
１期目の衆院議員だった。書家が馬
淵氏の父親と親しくしていたことか
ら招かれたのだった。
メーンテーブルには奈良市議会議

員が座っていた。国会議員を３番目
にするとは、と私は驚いたが、馬淵
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氏は気にかける様子もなく、私との
会話に応じていた。
私は３０代の初めに新聞社の奈良 
支局にいて、衆院選、参院選の取材
をしたことがある。当時は奈良全県
が５人区だった。ビールを酌み交わ
しながら、「小選挙区制になって大
変ですね」というと、馬淵氏は「お
かげで浪人するはめになりました」
と苦笑いした。馬淵氏は００年の衆
院選で初出馬し落選したのだ。ほか
にどんな会話をしたのかは全く覚え
ていない。政治家としては珍しいほ
どの誠実でおごりたかぶらない人と
いう印象だった。
私は東京に出張した際は上野・池
之端のホテルを定宿にしていて、起
きると必ず上野公園とその周辺を散
歩した。散歩道に都立上野高校があ
り、登校する生徒たちと出会う。こ
の学校が馬淵氏の母校と知り、一層
親しみを覚えたものだ。馬淵氏は横
浜国大を卒業し、大手建設会社にエ
ンンジニアとして勤めた後、政界に
打って出た。
馬淵氏は０９年の衆院選で３選
し、鳩山内閣の下で辻元氏とともに
国交副大臣に就任。国交省職員への
あいさつで、辻元氏が「災害危機管
理に取り組む」と述べたのに対し、

馬淵澄夫氏（ウィキペディアより）

馬淵氏は民主党が掲げた「脱官僚依
存」を強調した。
２０１０年、菅第１次改造内閣で

前原誠司国交相が外務大臣に横滑り
し、馬淵氏が国交相に昇格。前原氏
が打ち出した「八ツ場ダム建設中止」
について「予断をもたずにダムの検
証を進め、その結果に従う」と表明、
事実上中止を撤回した。私は前原氏
が中止を表明したころ八ツ場ダムを

訪れている。建設現場は素晴らしい
渓谷だった。「このような自然景観
をダムによって破壊すべきでない」
と私は感じた。だから馬淵氏の撤回
発言に落胆した。
その年、奈良市の書家のグループ

の祝賀会が以前と同じホテルで行わ
れた。馬淵氏は大臣として招かれた。
ＳＰを従えた馬淵氏は挨拶をし終え
ると、あっという間に会場を立ち去
った。大臣なのだから当然ではある
が、庶民とははるかに遠い存在にな
っていた。

小池都知事の排除発言

野党の準備が整っていないのを見
透かして、不意打ち解散に出た安倍
首相に対し、９月２５日、小池百合
子東京都知事が機先を制するよう
に、新党「希望の党」を結成。自ら
代表に就くと表明したことから、衆
院選公示直前になって情勢が混沌と
しはじめた。
こうしたなか、前原誠司民進党代

表が希望の党に合流する方針を示し
た。
小池知事は右派団体「日本会議」

の政策実現のための組織「日本会議
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国会議員懇談会」の副会長を務めた
ことがある。２０００年の衆院憲法
調査会で、参考人として呼ばれた石
原慎太郎都知事が「現憲法は破壊を」
と持論を展開。小池氏は「基本的に
賛同する」と述べた。小池氏が保守
のなかでもタカ派であることは明白
だ。
その小池氏が振る旗の下に民進党

が駆け付けるとはどういうことなの
か。同党議員のなかに、小池氏に同
調する者はいるだろう。だが党全体
として希望の党に入るとなると意味
は全く異なる。民進党とは実は右翼
政党だった、と表明するに等しいで
はないか。それは集団的自衛権が憲
法違反と訴え、共謀罪に反対してき
たことは間違いだったと宣言したの
も同然である。
希望の党に合流するかどうかを決

める民進党の両院議員総会は９月２
８日午後、党本部で開かれた。同日
正午の本会議で衆院は解散されてお
り、１０月１０日公示の衆院選に向
けて、党として選択するうえでぎり
ぎりの日程だった。
総会模様はテレビで放映された。

引退議員一人ひとりに前原代表が感
謝状を贈ると、幹部席にいた辻元氏
は拍手をしていた。

感謝状贈呈のあと、前原代表は「ど 
んな手を使っても、安倍政権を止め
なければならない」と、希望の党と
の合流の理由を訴えた。その説明が
終わると多くの人たちは拍手をし、
賛同の気持ちを示したが、辻元氏は
拍手をせずむすっとしていた。その
後の協議は非公開で行われたが、報
道によると３５分で終了、大きな混
乱もなく小池新党への合流を決めた
という。
ところがこの翌日、小池氏は「（民

進党からの合流希望者の）全員を受
け入れることはさらさらない」と記
者団に語り、さらに「安保、憲法で
一致できなければ排除」と言い切っ
た。明らかに民進党のなかの、「憲
法９条を守る」立場のリベラル派は
入れない、との表明だ。難破し漂流
している「民進丸」の乗組員が、新
造の「小池丸」にすがりつき、縄ば
しごを伝って甲板に上がろうとした
ところ、「わたしが嫌いな人はダメ」
と突き落とされたようなものだ。
辻元氏は小池知事の「排除の論理」

に反発し、「私はリベラルを信じて
いる。無所属ででも出る」と報道陣
に語った。こうして党の分裂が必至
となるなか、枝野幸男民進党代表代
行は１０月２日、新党「立憲民主党」

を立ちあげると表明。辻元氏は枝野
氏の新党に参画した。
同じ日、小池都知事は「今回の選

挙で政権を狙う」として、政権選択
選挙であることを強調、過半数の２
３３議席を獲得するとの目標を掲げ
た。おそらくこの時点では、希望の
党に加わった民進党出身者は「小池
旋風」の可能性を信じていただろう。
馬淵氏は小池新党のなかの当選有望
組の一人となった。

それぞれの今後

衆院選はすでにふれたように１０
月１０日に公示され、定数４６５（小
選挙区２８９、比例代表１７６）に
対し１１８０人（小選挙区９３６、
比例代表８５５＝うち重複６１１）
が立候補した。内訳は自民３３２、
希望２３５、立憲民主７８、公明５
３、維新５２、共産２４３など。
共同通信社が１０、１１日に行っ

た世論調査によると、推定獲得議席
数は自民２８９、希望６０、立憲民
主３３、公明３０、維新１７、共産
１７などで、序盤戦で早くも自民党
が公示前勢力（２９０）を維持し、
自公合わせて３００議席を超える見
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連張りされた辻元清美氏のポスター

３、立憲４５～４９、維新１１～１
８、共産１１～１８など。序盤の調
査に比べると希望が下降線をたどる
一方で、立憲が大きく支持を伸ばし
た。新聞の見出しは「希望さらに失
速」「立憲は堅調続く」だ。このデ 
ータからみれば、立憲については「躍
進の可能性」とすべきだっただろう。
各選挙区の情勢にも大きく紙面が

割かれていて、大阪１０区では「辻

元氏一歩リード」と見出しを取り、
「立憲支持層に加え、候補を擁立し
なかった共産支持者を固めた。知名
度を生かし無党派層にも浸透」と報
道。一方、奈良１区についても「馬
淵氏が先行」と見出しを打ち、「希
望支持者をほぼ固め、立憲支持層や
無党派層のほか、保守層も一定程度
取りこむ」と伝えた。
私が新聞社にいた当時、選挙情勢

記事で見出しをどうするかが最も頭
の痛いことだった。明らかに優勢で
ある候補者には「優勢」「リード」
「先行」とする。この報道で辻元、
馬淵両氏の当選の可能性はかなり高
いと思われた。
衆院選は１０月２２日に投開票さ

れた。各党の当選数は自民２８４、
立憲５５、希望５０、公明２９、共
産１２、維新１１、社民２、無所属
２２。希望の党はほぼ中盤の情勢通
り、立憲民主党はさらに支持を伸ば
ていた。
中盤での予想通り辻元氏は７５，

７８８票を獲得、２位の自民党候補
者（比例復活当選）に１９，３０５
票、３位の前回敗れた維新候補に３
０，８５０票の大差をつけて７回目
の当選を決めた。
一方の馬淵氏。８８，０８２票を

通しとなった。立憲民主は公示前の
１６人から倍増と予想された半面、
希望の党は６０人と公示前（５７）
とほぼ横ばいと見込まれた。新聞は
「希望伸び悩み」「立憲に勢い」と
の見出しをつけた。
選挙中盤の１３～１５日に行われ

た毎日新聞の世論調査によると、推
定当選者数は自民が２８１～３０
３、希望４２～５４、公明３０～３



びえんと　立憲民主党と希望の党の明暗

28

得たが、自民候補に２，４７６票差
で敗れて小選挙区で落選した。土壇
場になって支持基盤が崩れ、失墜し
たとみられた。大臣にまでなって地
べたをはう運動をしなくなったから
ではないか、と推測するが、断言は
できない。
近畿比例ブロックでは馬淵氏は名
簿順位３位で登載された。希望の近
畿の当選者は３人。名簿順位１位の
樽床伸二氏、同２位の井上一徳氏が
まず当選。３位には２０人が挙げら
れていた。この中で、惜敗率９８・
３％でトップの山井和則氏が復活当
選。馬淵氏は惜敗率９７・２％とわ
ずかに届かず、復活ならなかった。
選挙後、希望の党の当選者の間で

小池氏への憤まんが噴き出た。その
一つは近畿比例ブロックだ。名簿順
位２位の井上氏は京都５区で１９，
５８６票を獲得しただけ。惜敗率は
３２・４％。惨敗だったのに、登載
順位２位のおかげで復活できたの
だ。井上氏は元防衛省官房審議官。
小池氏の部下だったと伝えられてい
る。「安倍首相のお友達政治を批判
している小池代表が、自分のお友達
を優遇した」と怨嗟の声が同党内で
充満したという。井上氏への特別な
配慮がなければ、馬淵氏が復活当選

していた。井上氏が横浜国大出身と
いうのも、馬淵氏にとって皮肉だっ
た。
衆院選で立憲民主党は「専守防衛

を逸脱し、立憲主義を破壊する安保
法制を前提とした憲法９条の改悪と
は徹底的に戦う」と公約した。その
憲法９条に安倍首相は「自衛隊を明
記する」としている。国会では自民
党は維新を味方に引き入れ、９条改
変に躍起になるだろう。立憲民主党
は躍進したといっても５５人の少数
勢力だ。社民党、共産党を加えても
６９人しかいない。どのようにして
改憲阻止をするのか。かつて「ソー
リ、ソーリ」と叫び「社民党のジャ
ンヌ・ダルク」と異名をいただいた
辻元氏。立憲民主党の政調会長兼国
対委員長という重席を担うことにな 
った。政治家としての正念場である。
落選の憂き目に遭った馬淵氏はど

うするのだろう。馬淵氏だけではな
い。希望の党から立った民進党の前
職議員５３人中２２人が落選した。
馬淵氏のような本来落ちるはずのな
い候補者が落選したところに希望の
党の先行きの暗さを示しているよう
に思える。
小池氏は日本会議国会懇談会の有

力メンバーであるとすでに述べた

が、ほかならぬ安倍首相もその一人
なのだ。言い換えれば、小池・安倍
の両氏は日本会議という同じ穴のむ
じなだ。安倍自民党は二つも要らな
い。馬淵氏が自民党と異なる保守政
治を目指すなら、「日本会議決別保
守」の道を探るべきだろう。落選し
たことで小池氏のくびきが解けた。
憲法を守る立場での保守。そんな道
を進んでほしい、と私は思う。
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文、写真 井上脩身

「草加せんべい」で知られる埼玉県南部の草加市。都心から電車で３０分
のベッドタウンだ。人口約２５万人のこの町は江戸時代、日光街道の宿場町
として栄えた。お茶屋で一休みする旅人に名物のせんべいが好まれたという。
松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出たとき、千住宿についで２番目の宿場であ
る草加宿に「ようようたどり着いた」としたためた。日本橋から北に約１６
キロ。芭蕉はここに最初の宿をとったのだろうか。草加せんべいをかじりな
がら芭蕉の足跡をたどってみよう。そんな思いにかられて１１月初旬、草加
を訪ねた。
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馬つなぎ杭のある住宅

東武電鉄伊勢崎線草加駅を降りて 
商店街を東に約２００メートル行く
と、幅約６メートルの道路と交差す
る。この道が旧日光街道。
交差点から３００メートル南、草加
市役所のそばに地蔵堂が建ってい
る。３メートル四方の祠だ。草加の
名族、浅古氏が用水を流れていた地
蔵を拾い上げ、子育て地蔵としてま
つったとの言い伝えがあり、「浅古
家の地蔵堂」と呼ばれている。この
地蔵堂が草加宿の南の入り口。ここ
から日光街道沿いに北へ約１キロが
宿場である。
日光街道は徳川氏が定めた五街道

のひとつ。日本橋を起点とし日光坊
中（日光東照宮）まで２１の宿場が
置かれた。
街道の整備が始まったのは江戸初

期の１６０１年。草加一帯は沼地が
多いため街道は大きく迂回してつく
られ、草加に宿場はなかった。１６
０６年、地元の名主、大川図書が先
頭に立って低湿地を土や草で埋めて
直線の新道を開通させた。将軍秀忠
が「草を以て沼をうづめ、往還の心
安きこと、これひとえに草の大功な
り。このところ草加というべし」と

馬つなぎ杭

下知。これが草加の名前の由来とさ
れている。直線ルートの街道沿いに
茶店や旅籠ができ、１６３０（寛永
７）年、千住宿と越ケ谷宿との「間
の宿」として、日本橋から２番目の
宿場となった。
当初は家数８４戸、伝馬人足２５

人、駅馬２５頭、旅籠屋５、６軒に
過ぎず、豆腐屋、油屋、団子屋、餅
屋などがそれぞれ１軒だけという寂
しい宿場だった。しかし、享保年間
（１７１６～３６）ころには、本陣
１軒、脇本陣１軒、旅籠６７軒（大
２、中３０、小３５）をもち、千住
宿に次ぐ大規模宿場に発展。問屋場
が１カ所設置され、問屋場の長であ
る問屋、その補佐役である年寄が置
かれた。

以上が、事前に仕入れた知識であ
る。私は浅古家の地蔵堂から街道を
歩き始めた。しばらく進むと、「藤
城家住宅」が目に留まった。切妻造
り２階建て桟瓦ぶきの商家である。
１階の店舗には大きなひさしが突き
出し、２階は格子窓が江戸の情緒を
漂わせている。住宅の入り口脇に高
さ約１メートルの石造りの四角い杭
が立っている。上部に鉄の輪が組み
込まれていることから、馬つなぎ杭
と思われた。藤城家住宅は２０１３
年、江戸の宿場町の面影を今に伝え
ているとして、国の有形文化財に登
録された。
藤城家住宅のすぐ近くの道路脇に

「大川本陣跡」と「清水本陣跡」の
石碑がある。いずれも高さ約１・５
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メートル。この二つの石碑の間に「草
加宿の本陣」と書かれた説明板が立 
っていた。それによると、大川本陣
は宝暦年間まで、清水本陣は宝暦年
間から明治初期まで、それぞれ参勤
交代の大名の宿泊所だった。これら
の本陣には、会津藩の松平容頌（か
たのぶ）、仙台藩の伊達綱村、盛岡
藩の南部利視、米沢藩の上杉治憲（鷹
山）らが休泊したという。「昭和初
期には塀の一部が残っていた」とあ
る。残念ながら本陣の名残をとどめ
るものは今は全くない。
さらに６００メートル北に進む
と、街道は綾瀬川と接する。そこは
札場河岸公園として整備されてい
て、舟着き場が再現されている。綾
瀬川は荒川の支流である。北に向か
う江戸の旅人のなかには草加宿まで
舟を使った者がいたのだろうか。そ
ういえば芭蕉は芭蕉庵のある深川か
ら千住宿まで舟旅をしている。おそ
らく墨田川をのぼったのだろう。そ
んな思いをめぐらしながら、公園を
歩いていると、芭蕉像に出会った。

ドナルド・キーン氏揮毫
の石碑

振り返る芭蕉像

芭蕉像は旅姿の銅像。杖を手にし 
ながら南を向いている。１６８９（元

禄２）年３月２７日（旧暦）に門人
の曽良を伴って「奥の細道」の旅に
出た芭蕉は、千住で見送ってくれた
弟子らと別れている。その千住の方
を振り返っている様子を表している
という。１９８９年、奥の細道旅立
ち３００年を記念して「芭蕉像を作
る会」が結成され、９１年に設置さ
れた。
芭蕉が訪れたころの草加は享保の

大発展の前。まだ１２０戸程度の小
さな宿場だった。旅籠屋は１０軒も
なかっただろう。「月日は百代の過
客にして行きかふ年も又旅人なり。
舟の上に生涯をうかべ、馬の口をと
らへて老をむかふる物は、日々旅に
して旅を栖（すみか）とす」と、旅
にでる昂揚した気持ちを『奥の細道』
の序文にしたためた芭蕉。草加にど
のような印象をもったのだろうか。
思いすごしかもしれないが、芭蕉像
の背中に暗い翳を感じた。
芭蕉像のすぐ北に橋がかかってい

る。「矢立橋」という。『奥の細道』
に「矢立の初め」として「行く春や
鳥啼魚の目は泪」の句がある。この
句から橋の名がつけられた。句意は
「暮れて行く春に旅立っていく自分
だが、その悲しさに鳥が鳴き、魚も
目に涙を浮かべていることよ」だと
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いう。まだ旅の初日。「其日漸（よ
うよう）草加と云宿にたどり着けり」
と、なんとも頼りなげに草加宿に着
いた芭蕉。「前途三千里のおもひ胸
にふさがりて」と、これからの長旅
への不安を書きしるす。その複雑な
心の内が矢立の句に表れているよう
に思う。江戸・深川で暮らしていた
芭蕉には草加宿はいささかわびしす
ぎたのかもしれない。
矢立橋を渡った。橋は道路脇にか

けられた太鼓橋。その頂上部は地上
からの高さ約１０メートル。見渡す
と日光街道が真っすぐに伸びてい
る。その街道の両側はあおあおとし
た松並木。深まりいく秋の日差しを
受けて、目にも鮮やかだ。芭蕉がこ
こを歩いたとき、松並木が春の陽光
に映えていたのではないだろうか。
不安な面持ちが少しは晴れたかもし
れない。
矢立橋から綾瀬川のゆったりとし

た流れが見える。幅１０メートル余
りのこの川に２０１５年、観光用和
舟が導入された。紺の法被を着た船
頭が櫓で舟を進める。各地の運河や
堀で見られる光景だが、市民がわざ
わざ東京・江東区深川の「和船友の
会」を訪ねて櫓の操り方を学んだと
いう市民和舟だ。

ドナルド・キーン氏揮毫の草加松原の石碑

深川といえば芭蕉庵のあったとこ
ろ。この和舟には、芭蕉をしのぶ、
との思いを込めて「百代」と命名さ
れた。訪れた人たちに、つかの間の
船旅を味わいながら芭蕉に思いをは
せてもらおうというのだ。私が訪れ
た日は運航されてなかった。カメラ
に収めようと意気込んでいただけ
に、なんとも残念だ。
矢立橋から綾瀬川に沿って松並木

の下を歩く。「草加松原」の石碑が
目に入った。この松並木は２０１５
年３月、国の名勝に指定され、１６
年３月に石碑が建立された。幅２・
５メートル、高さ１メートルの立派
な石碑である。「おくのほそ道の風
景地 草加松原」の題字が横書きさ

れ、その下に「ドナルド・キーン書」
と刻まれている。案内板には「草加
市とも縁が深い日本文学者で文化勲
章受章者のドナルド・キーン氏が揮
毫」とある。
ドナルド・キーン氏の著書に『英

文収録おくのほそ道』（講談社学術
文庫）がある。目次を開くと「百代
の過客」「旅立ち」の次に「草加」
が登場する。確かにキーン氏と草加
は縁があるといえるだろう。草加市
は「ドナルド・キーン先生が東日本
大震災を契機に日本人になることを
決意され、多くの日本人に勇気を与
えていただいたことを称える」ため、
ドナルド・キーン賞を創設した。第
３回である今年度の募集要項による
と「奥の細道や芭蕉その他近世の俳
人とその作品についての評論と書
籍」が選考対象。第２回の授賞式が
今年５月に行われ、キーン氏は草加
市のホールで女流俳人と対談した。
キーン先生のおかげで芭蕉は今も

草加で生きている。

伝馬駈ける元祖せんべい

私が草加を訪ねようと思った理由
の一つは、芭蕉が草加せんべいを食
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べたかどうかを知りたいと思ったか
らだ。十数年前、草加出身の同僚が
「故郷の名物です」と草加せんべい
を配って回ったことがある。塩味の
せんべいだった。歯ごたえがよく、
私はすっかり気にいった。もし芭蕉
が草加せんべいをかじったら、少し
はうっくつした気分もおさまったに
ちがいない。
草加一帯は古くからの米どころ。

農民たちは保存食として米を団子状
にして乾かし、凶作の年も飢えをし
のいできた。草加宿ができ、保存食
であったせんべいが茶店で売られる
ようになると、旅人の口から口を通
じて「草加宿のせんべい」のうわさ
が広がった。当初は生地に塩を練り
込んで味付けしていたが、しょう油
が普及した幕末ごろから焼いたせん
べいにしょう油を塗る現在のせんべ
いになった。
大正時代、川越で行われた陸軍の

特別演習の際、埼玉の名産品として
せんべいが天皇に献上された。「天
皇家が召しあがった草加のせんべ
い」であることから「草加せんべい」
と呼ばれるようになり、地場産業と
して発展した。という次第だから、
芭蕉は草加せんべいを食べた、とい
うことはあり得ない。

おせん茶屋

だが、歴史は必ずロマンある伝承 
話をつくりだす。草加ではおせんさ
んの物語が生まれた。
草加宿の街道でおせんさんという

女性がお茶屋で旅人相手に団子を売 
っていた。旅人が少ない日には団子
が売れ残る。団子は日持ちせず、捨
ててしまうしかない。それではもっ
たいない、とおせんさんが思案をめ
ぐらしているとき、お茶屋の前を通
りかかった侍から「団子を平につぶ
して天日で乾かし、焼き餅として売 
っては」とアイデアをもらった。早

速おせんさんが焼き餅を作って売り
だしたところたちまち評判になり、
街道の名物になった。
もちろん後の世のつくり話であ

る。
矢立橋の南約６００メートルのと

ころに「おせん茶屋」がある。長さ
７メートルの木造の休憩所だ。案内
板には「名称は草加せんべいの伝説
上の創始者おせんさんにちなむ。昭
和６３（１９８８）年、建設省（現
国土交通省）主催の第３回手づくり
郷土賞『小さなふれあい広場３０選』
に選ばれた」とある。おせんさんが
草加せんべいを作ったというのは架
空だが、その物語は町起こしにもな
っているのだ。
そういえば草加駅前にせんべいを

食べる少女像があり、芭蕉像のそば
の橋の欄干にはちょんまげ頭の職人
がせんべいを作る様子を表したレリ
ーフが施されている。せんべいがい
つ作られだしたかは定かでないが、
草加宿の時代から今に至るまで、こ
の町はせんべいとともに歴史を刻ん
できたのだ。
現在、草加せんべいの製造所や販

売所は草加市内に約６０軒ある。草
加せんべいは今では「地域団体商標」
に登録されたれっきとしたブランド
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商品だ。
草加せんべい専門店、大馬屋のの 

れんをくぐった。大馬屋は江戸時代
に伝馬役をしていた。やがて何軒も
の伝馬業者を束ね、「大馬屋」と呼
ばれるようになったといい、操業１
７０年の老舗だ。明治に入って伝馬
制度がなくなると、塩せんべいを作
り、日光街道を行き来する人たちに
売りだした。現在は、昔ながらのし 
ょう油味の「元祖 草加せんべい」
のほか、砂糖やクリームで調合した
「でこ煎」など、若い人の好みに合
わせたせんべいも販売している。
土産に１袋（７個入り）買った。

せんべいをくるんだ透明の包みには
「駒」と刷られ、その上端は駈ける
馬があしらわれている。藤城家住宅
の前の馬つなぎ杭を思い出した。草
加宿―伝馬―せんべい―草加名物、
と連想すると、いかにも江戸と現在
が結びついた意匠ではないか、とう
れしくなった。かむとバリッと音が
した。江戸の音であった。

今年１０月４日、第１３回草加宿 
場まつりが開かれ、街道を大名行列
が練り歩いた。毎回、東北のどこか
の藩の大名行列を模していて、今年
は弘前藩の番。「津軽信政越中守」

「駒」のマークの草加せんべい

と書かれたプラカードを先頭に約６
０人の子どもたちが大名や家来、姫
様などにふんして行列。大川図書の
１６代目の子孫が特別出演し、宿場
町当時の雰囲気づくりに一役買っ
た。
草加せんべいの町、草加市。せん

べいだけでは東京のデパートで買う
ことができ、これだけでは観光客を
呼び込むことはできない。芭蕉をし
のぶ宿場町として街をよみがえらせ

たい。そんな思いがこもる祭りだっ
たという。

せんべいを食べる少女像
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再現された綾瀬川の舟着き場

矢立橋
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出来事は泡のよう に生まれ消える

衆議院選挙が終わった。結果は立憲民主党が登場し多数の支持を得た。国民の意識 
がそこに向かったという事だった。これは、国民の意識が自由と平等と、健全なる思
考で生きていることを実感した出来事のひとつであった。希望の党発足にむけて動い
た出来事は、民進党内の右傾化する意識と、リベラル意識の分裂だった。ここにおい
て都知事の小池百合子氏が何をもって存在しているかがはっきりと見えた。今政治は、
単独で存在しているのではなく、グローバル化を推進する企業により持ち上げられる
政治家があっちこっちに存在しているという事だろう。
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小池百合子氏も安倍晋三氏も、大阪維新も前原氏も
一瞬一瞬の判断が他方から与えられているように見え
る。また彼等は同じところで繋がっているようにも感
じられる。彼等は今までの政治家よりも自分のポジシ
ョンにしがみつくという執念や、ポジションへの責任
さえ希薄で、ロボットのようにも感じられる。また安
倍政権や小泉政権、岸信介政権、佐藤政権、中曽根政
権は長く続き、他の政権が短命で終わっていることや
この人たちが自民党内の清和会であることは、偶然で
はない決まり事のようでもある。この暗黙の了解で出
来上がった政治形態だと判断すれば、私たち一市民の
声はどう反映されるのだろうか。加計学園や森友学園
問題や伊藤志織さんのレイプ問題も表に出ないで事が
消える。ここで私たちは、何を掴み、実態とするのか。
つかむ実態を追い求めていきたいと思った。その中で、
歴史を紐解く学者たちの書物を見つけた。関良基氏の
「赤松小三郎ともう一つの明治維新」。この本は、安
倍氏がいう戦後レジュームの脱却を覆す、長州レジュ
ームの脱却と伝えている。この赤松小三郎(写真左)に
ついて記載したい。
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赤松小三郎と幕末の世

赤松小三郎は幕末に
生きた下級武士であ
り、明治維新後の日本
を支えた人物である。
さらに赤松は立憲主義
の礎を 150 年以上前に
説いていた人物であっ
た。五日市憲法よりも
もっと民主的な思想で
あったそうだ。関氏は、
歴史学者以外の自由な
立場から、さらに赤松
と同郷の立場から彼を
紐解きこの世に明かし
たひとりである。赤松

小三郎が日本史に登場しないのは、1868 年 9 月 3 日、
京都で薩摩藩に暗殺されたのだと言う。暗殺に関わった
のが、来年大河ドラマになる「西郷隆盛」と大久保利通
と、中村半次郎だったそうだ。そうなると、薩摩の行っ
た江戸の無血開城ってなんだったのだろうと言う疑問が
わき、さらには英雄とはいったい何だという事になる。
関氏は経済学の域からも歴史を紐解き、民衆の帳簿に１
８５８年に調印した不平等条約である日米修好通商条約
の前に江戸幕府（本当は幕府ではなく、公儀だという）
は、生糸を他国に輸出し、関税 20 ％で貿易をしていた
という事実を伝えた。ではなぜ不平等条約になってしま 
ったかというと、その頃単独で長州がイギリスに戦争を

ふっかけて簡単に負けた。このふっかけの責任追及の為
に江戸幕府にイギリスは、責任を追求し、関税２０％は
大幅に下げられ、さらに莫大な賠償金をとられてしまっ
た。それだけでなく、イギリスは、長州を掴み、長州を
利用し、グラバーから武器を長州に流し、この地から日
本を内から溶かしてしまった。ここに関わったのが、坂
本龍馬であり、薩摩藩であるという。明治維新は、クー
デターであった。IS が、アメリカに買われた人たちで
あるように、150 年前に、長州の下級武士たちは、イギ
リスに買われた人であり、明治政府は、イギリスに乗っ
取られた傀儡政権だと言う事を指摘している。明治以降
急激に進んだ西洋文化革命は、新しい夜明けというより
も心を持っていかれた武力行使の末の結果であった。今、
安倍政権が明治 150 周年を祝うセレモニーを企画しよう
としているが、この歴史を掘り起こしてみれば、さらに
この現政権が何を引き起こそうとしているのかがよくわ
かる。

明治は決して明るいとは言えない。軍国主義にひたす
ら突き進み、日本人を臣民と見なし、勝手に天皇を西洋
のキリストの存在に仕立てた新興宗教を日本人全員に押
し付けた独裁時代だったと言える。その形が昭和まで続
き、たびたび戦争を引き起こす破壊の時代だったところ
に、アメリカと言う国が明治政府の上に君臨し、明治政
府の末裔はそのまま使われ続けているということか。そ
んな消された歴史が今、表に現れてきたのである。ふと
赤松小三郎氏の事を知りたくなり、選挙の一週間後、私
は赤松小三郎の生誕地へ向かった。
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赤松小三郎を知る旅

台風 22 号の来る前
の秋晴れの日、東京か
ら上越新幹線で信州上
田に向かった。途中軽
井沢を通過した。軽井
沢の駅前はアウトレッ
トモールのごとく、観
光スポットなのか、降
りる客人も多数いた。

東京から上田にかけての駅周辺は、どこも同じ様相を見
せていて、その土地の趣きは消えている。イオンモール
やアウトレットショップ、ユニクロ、ナイキ、アディダ
スなどのグローバル企業が陣とっていた。これが続くの
か、はたまた日本の各土地の良さが生まれる時代になっ
ていくのか。私は後者に期待したいと願った。上田駅に
ついて上田城に向かった。上田城では、大々的に真田フ 
ェアーをやっていた。去年の大河ドラマの余韻を残し続
いているようだった。ただ、中に入れば、作りものの渦
中と、コピーのような説明文と年表、大変簡単な真田家
の話の映像。そして大画面の３Ｄモニターが待っていた。
しかし三半規管の弱い私は一秒も画像を見れず、リタイ
ヤ。これを上田市は観光スポットとして、商業ベースに
載せて映像会社に多額のお金を払って村おこしをやって
いるのかと悲しくなった。今の世において歴史は、もは
や大河ドラマであり、大河ドラマを知っている事が歴史
に通ずることになり、古き古文書を読み取るよりも新た
に小説家によって作られた物語に酔いしれる事が美徳と

されているようだ。これが歴史というのなら、確かに１
５０年も傀儡政権下で動く日本があったのだということ
も納得がゆく。私たちは日本をあまりにも知らなさ過ぎ
た。日本はヘイトスピーチの横行する国民性を持ってい
た訳でなく、たいへん平和的に生きた時代を経ていた。
関税 20 ％と外国と対等の立場を敷いて民衆は日常を営
んでいた。さらに、無駄な血を流さず交渉する言葉のや
り取りができていた。西洋におとらず、自然の摂理を理
解し循環する社会形態を築いていた。これはけっして、
歴史教科書には残らず、英雄と言う権力が作った人間を
真ん中において形成する歴史であった。その傀儡政権か
らして、邪魔者は消されていた。

赤松小三郎の記念館

真田特集ばかリかと思いきや、二の丸近くの隅っこに
「上田市立博物館」がある。そこに「赤松小三郎展」が
開催されていた。古い博物館の二階に展示会場があり、
そこには赤松に由来する古文書が多数展示されていた。
一つ一つ本物で、赤松がひたすら真面目に勉学に励んで
いた様子が、残された帳面からはひしひしと伝わってく
る。彼は、数学が得意だったようだ。さらに蘭学を学び、
幕末乱世には、西洋の兵法を学び、京都で塾を開校。そ
の時、薩摩藩邸によばれ、薩摩藩の浪士に兵法を教えて
いる。その薩摩藩に暗殺されたのだから、何とも恩もあ
だで返す恐ろしい人たちが、この日本を形成していたと
いう事だ。博物館を出て、お堀を歩いていくと、隅に二
メートルほどの碑が立っている。これは東郷平八郎書で、
赤松小三郎を忍んで立てられた碑であるそうだ。東郷平
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八郎は、日露戦争の
時に活躍した人物で、
関氏によれば、日露
戦争に勝ったのは赤
松小三郎の塾生が多
数いたからだという。
そしてそこからまた
少し歩いていくと、
赤松小三郎資料館が
あった。小さく神社
の隅に立てられてい
た白い蔵。この蔵の
前にはしっかりと錠
がかかってあった。
ここにこの資料館を
建てたのはこの上田

市民の顕彰会の方達だという。大々的に伝える真田のこ
ととは対照的な赤松小三郎の記念館だが、この小さな蔵
の佇まいはどっしりとこの地に腰を下ろすかのように見
えた。
上田城を後にして、赤松小三郎の生誕地があったとい
う木町に向かった。
といっても、小さな目印だけだというので、たどりつ 
けるものかどうか不安だった。すると、赤い旗が道ばた
にはためいていた。赤い旗には、「赤松小三郎の生誕地」
と書いてあった。そのあたりを散策し、細い路地を抜け
た所に、赤松小三郎生誕地という碑をみつけた。その周
りのお店には、細々と赤松先生の功績をたたえた文章が
この地の人によって発掘され、顕彰され、存在していた。
赤松小三郎は、確かにいた。歪な日本から消された赤松

だったが、今着々と存在を市民の手によって現わされて
来ている。

細分化する時代から原点に戻る

この社会がおかしな風になったのはどうしてだろうと
考えた時、 物事の進化が進めば進むほど、全体として
見る事をせず、物事を分割してしまったからではないか
と考える。つまりあらゆるものが専門性に細分化し、そ
の細分化した末端にこの地球上に生きている一人一人が
細か過ぎて辿り着けず、細分化した先で研究いている人
たちが、その末端でしか物事を見れなくなってしまった
からだと思うのである。

医療も農業も、芸術も、工業も、歴史も、経済も・・・
原点は同じである。その点に絶えずフィードバックする
意識を持たなければ、ものごとは内から解けてしまう。
その現象が急速に進んでいるように感じ取れるのであ
る。この疑問に対して、赤松小三郎の著者・関良基氏も、
歴史の分野や経済の分野について危機意識を持って、専
門家でないフラットな意識から辿り着いたのが、赤松小
三郎の存在だったと言う。

関氏は環境問題の専門家であって、歴史の専門家では
ない。専門家はだいたいが学会に入っている。その学会
では、上下のヒエラルキーが出来上がり、おかしいと思
っても、上に歯向かう事はできにくく、長いものに撒か
れるというのか、本心を言えない空気があるのか専門を
突き詰めていけば、後戻りできない所まで来てしまって
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いるのが現状だと言う。特に経済は経済学者の中でグロ 
ーバル化を提唱する動きが多感で、「自由貿易が！」と
いう人たちが多数いる。そこに「違う！」と言えぬ空気
があるという。また歴史学に関しても、今まで明治が文
明開化した時代や、西郷隆盛、伊藤博文、大久保利通、
桂小五郎などなどあの人たちありきの明治維新善！の歴
史を「おかしい」とは到底言えず、今まで通りの歴史認
識が前提に、歴史は繰り広げられていく。そこに違うだ
ろうとは学会の中からは生まれないのであるという。医
療において、私はいろいろ見てきたが、私が習った医療
はどんどん病気を生むシステムになっている。さらにそ
のまっただ中にいる人は学会に所属しているが、何をい 
っても到底聞く耳を持たない。学会の中の自分の存在が
大事で、外野の言う事は専門外だと、無知な一般人の遠
吠えとなって切り捨てられる。しかし、医療ほど恐ろし
いものはなく、人々の寿命をどんどん削っている医療シ
ステムが成り立っているようである。

また、関氏は著書「社会的共通資本としての水」で、
ダム建設事業においての利権構造を浮き彫りにしてい
る。どうして今麻生氏が水道の民営化を言い出したか。
これは同じく、関氏の著書『自由貿易神話解体新書』に
記していて、今問題になっている TPP に多いに関係し
ている。種子法を廃止し、水道の民営化を押しすすめる
ことは、人々の命を左右する大事なものをグローバル企
業に明け渡した政策であり、この大事な命を守る為の垣
根を壊し、格差を作り、人が普通に生きる事さえ奪う。
この基本的人権を無視した国家体制を着々と自民党は作 
っている。またダムはこの国の土建と多いに関係し、あ
らゆる省庁で繰り返し行われている天下り問題とつなが

る。近年天下り場所を作るにあたり、ダム建設は、あえ
て地盤の緩い場所に作られているようで、繰り返し補修
事業が行われる事が天下る人々の懐を肥やす。これは建
設省と土建の癒着である。

医療においても十分に説明はできる。７３１部隊の軍
医は A 級戦犯にも裁かれず、薬害エイズや、原爆、あ
らゆる公害問題において活躍している。さらにキリスト
教 系の病院、日本赤十字社関係、血液製剤の会社等へ
天下ってる。日本経済がどんどん空洞化し、外資に奪わ
れている現状は、日本の経済が日本人の為に経済をまわ
しているのではなく、一握りの人が上記のように私腹を
肥やしている構図があるからである。この問題は社会の
ことのようで、自分とはかけ離れたことだと思われるか
もしれない。しかしその社会事業は、今やひとりの人間
が当たり前に生きる事さえできない実態を作ってしまっ
ている。豊かさを求め動き出した進化は、欲に変わり自
分の足下を溶かしてしまっている事に気づかないのであ
る。それでも政治は舵を欲の赴くままにマスメディアを
使ってスピードを増している。そんな船に否応無しに乗
っている私たちは、共同体としての意識から、個の意識
に立ち戻ること。つまり自分の足下をみて独自に生きる
事を意識する時代へと変わる時にきたのかもしれない。
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～民意に沿った政策実現に向けて～
文・井上脩身

九州電力は佐賀県の玄海原発３、４号機を２０１８年３月までに再稼働させる方針を示しているが、
佐賀新聞が１１月に県民世論調査を行ったところ、再稼働反対が賛成を上回った。各種の原発世論調
査でも「再稼働ノー」の声が３分の２近くを占めており、反原発は国民世論といっても過言でない。
ところが１０月２２日に投開票された衆院選では原発推進を掲げる自民党が大勝、安倍晋三首相は「国
民に支持されている」として、再び原発大国への道を歩みだしている。現在の小選挙区制度のもとで
は、国民の声が国政に反映されないことはもはや明白だ。福島原発事故後、「原発再稼働の是非を政治
家に任せるのでなく、住民の意思で」と、原発国民投票法制定を求める市民団体が誕生した。福島事
故から６年９カ月がたった今も署名活動を行っている。事故風化が進む中、原発国民投票は実現でき
るのか。問題点を探った。



原発を考える

90

再稼働反対３分の２

九電の瓜生道明社長は９月１２
日、玄海原発４号機について、１８
年３月上旬の再稼働を目指す方針を
明らかにするとともに、すでに再稼
働の準備を進めている３号機につい
ても「１月上旬」（神戸製鋼所の部
品を使用していることから、２カ月
延期される見通し）と再稼働時期を
明確にした。
こうした九電の姿勢を受けて佐賀

新聞が県民世論調査を実施したもの
で、再稼働反対４９・４％、賛成４
２・８％と、反対が６・６ポイント
上回った。男女別では、女性は反対
５４・３％、賛成３６・４％、男性
は反対４３・７％、賛成５０・４％。
玄海原発に隣接する唐津市などでは
賛成が多数を占めたが、原発が立地
している東松浦郡では反対が多かっ
た。また佐賀市や、市長が再稼働に
反対している３０キロ圏の伊万里市
でも反対が上回った。
同調査結果には原発のおひざ元と

いう地域性が如実に現れており、た
だちに国民の声とはいえない。やや
古いデータになるが、毎日新聞が今
年３月１１、１２日に行った全国世

論調査によると、再稼働反対５５％、
賛成２６％と、反対が賛成の２倍に
近かった。１６年３月の調査では、
反対５３％、賛成３０％。反対と賛
成の差が広がる傾向にあることがう
かがえた。
佐賀新聞と毎日新聞の世論調査か

ら見えてくるのは以下の通りであ
る。
①原発マネーが落ちる原発隣接地

では、再稼働の賛成者が比較的多い
②首長の意見が反映されない３０キ
ロ圏では反対の声が強い③国民全体
では圧倒的に多くの人たちが再稼働
に反対している。こうした点を踏ま
えると、原発について地元が意見を
言えるのは知事と立地自治体首長だ
けという現行の制度は、国民の意思
をはなから無視しているというほか
ない。
原発事故によって放射能被害が広

範囲に及ぶことは、福島事故によっ
て証明された。原発は北海道から九
州まで、ほぼ全国に立地されている。
「国民の意思にそった原発政策を」
の声が出るのは当然であろう。福島
原発事故から４カ月がたった１１年
５月２５日、「みんなで決めよう『原
発』国民投票」という市民団体が発
足した。

我が国初の原発住民投票

憲法は、その改正手続きに関し、
国民投票で過半数の賛成があること
を求めている（第９６条）が、憲法
改正以外のテーマでの国民投票につ
いては何ら規定がない。一方、一地
方に限定される特別法に関しては、
当該地方公共団体の住民の投票で過
半数の賛成があることを制定の要件
としている（第９５条）。こうした
ことから、これまでにも地方自治体
単位での原発に関する住民投票が実
施された。まずは過去の住民投票の
ケースをみておきたい。
東北電力が新潟県巻町（現新潟市

西蒲区）に原発を建設すると正式に
発表したのは１９７１年５月。巻町
議会は７７年に建設計画に同意し、
町長も８０年に同意を表明。地元漁
協も４８億円以上の補償金の支払い
と引き換えに反対決議を撤回した。
８２年、「原発推進」を掲げて３選
を目指した町長が当選、原発建設が
いよいよ現実化した。
しかしこの町長選で敗れた原発慎

重派候補と原発反対派候補の得票を
足すと当選した町長の票を上回って
いた。「本当の民意は原発賛成では
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ない」と考えた住民たち十数人が「民
意をはっきりさせるためには住民投
票が一番」と９４年１０月「巻原発 
・住民投票を実行する会」を立ち上
げ、翌９５年２月、自主管理による
住民投票を実施。建設反対９５％、
賛成５％と、圧倒的多数が原発に反
対の意思を示した。
ところが町長は「すでに町長選で
民意が示されている」として町有地
を東北電力に売却する方針を変えな
かったため、住民側は町議選で住民
投票に積極的な議員が過半数になる
ように、との運動を展開。目論み通
り多数を占め、住民投票条例が可決
した。条例は「原発の建設について、
町民の意思を明らかにし、町行政の
民主的で健全な運営を図る」「町長
は住民投票の賛否いずれか過半数の
意思を尊重しなければならない」な
ど１７条から成っており、町長の独
断を阻止する内容だった。
町長は「住民投票を実施する必要
はない」との発言を繰り返したため、
実行する会は町長リコールを宣言。
推進派町長がついに辞職に追い込ま
れた。こうした経緯のすえ、９６年
８月、条例に基づく我が国初の住民
投票が実施された。東北電力は社員
８０人を動員し、全世帯を個別に回

るなど原発ＰＲにつとめたが、建設
反対６１％、賛成３９％（投票率８
８％）と反対の声が過半数を占め、
東北電力は巻原発計画を断念、０４
年２月、原子炉設置許可申請を取り
下げた。

真意が表れた住民投票

巻原発の住民投票は原発反対派が 
立案して仕掛けたものだが、三重県
海山町（現紀北町）の住民投票は逆
に原発推進派が「賛成多数」を見込
んで行われた。住民投票がいかに議
会の意思と異なるかを示すものとし
て大いに注目されたケースである。
中部電力は６３年１１月、熊野灘

に面した海山町の大白をはじめ芦浜
（紀勢町、南島町＝現南伊勢町）な
ど数カ所を原発立地候補地に挙げ
た。６４年７月、紀勢町議会が原発
誘致を決議し、中部電力は芦浜を候
補地に決定した。この結果、海山町
の原発立地の可能性は低くなった。
その後、９３年２月、南島町議会

が原発建設の是非を問う住民投票条
例を可決、９５年には紀勢町議会も
同様の条例を可決し、芦原原発は頓
挫する方向に向かった。さらに９９

年９月、茨城県東海村でＪＯＣ臨海
事故が起きたことなども加わって、
２０００年２月、北川正恭三重県知
事（当時）が芦浜原発の白紙撤回を
示し、中電も計画断念を表明した。
芦浜が消えたのだから海山町にチ

ャンスがめぐった、と同町の原発誘
致派は同年７月、「豊かな海山をつ
くる会」を発足させた。さっそく原
発誘致賛同署名運動を展開し、有権
者の６４％の署名を添えて０１年２
月、町議会に「原発誘致を求める請
願」をした。
これに対し、原発反対派住民は「原

発反対海山町民の会」を結成、やは
り町議会に「原発誘致に反対する請
願」を行い、賛成派と反対派の町を
分けての戦いになった。
同年９月、町議会特別委員会は原

発誘致の是非を問う住民投票条例の
制定とその執行を求めることを決
定。町長も「住民投票は時代の流れ」
と積極的な姿勢を示した。これを喜
んだのは原発誘致派。６４％の署名
を集めた実績から、賛成の結果にな
ると踏んだのだ。
住民投票条例が町議会で可決さ

れ、同１１月、住民投票が実施され
た。結果は原発誘致反対５２１５票
（６７％）、誘致賛成２５１２票（３



原発を考える

92

２％）。投票率８８％。期せずして
巻原発住民投票とほぼ同じ数字にな 
った。「誘致に反対する団体はスク
ラムを組み、合同の決起集会を催す
などして、町民の中に勢いをつけて
入っていったことが反対派の圧勝に
つながったようだ」とジャーナリス
トは指摘した。
反対派の熱心な運動の成果である
ことは間違いないだろう。つまると
ころ、町のえらい人の前では「イエ
ス」の署名に応じていた住民も心の
奥は「原発ノー」だったのだ。

プルサーマル NO の投票
結果

新潟県刈羽村で東京電力柏崎刈羽 
原発のプルサーマル導入の是非を問
う住民投票が２００１年５月に実施
された。その結果、導入反対が多数
を占め、東電は導入を断念すること
になった。その結果もさることなが
ら、住民が自らの意思で決めるとい
うプロセスに住民投票の意義がある
ことを示すケースとなった。
柏崎刈羽原発は１号機から７号機

まであり、いずれも福島第一原発と
同じ沸騰水型。出力合計８２１万キ

ロワットという世界最大級の原発
だ。
７号機が営業開始した１９９７年

２月にプルサーマル計画が閣議で了
承されたのを受けて、翌３月、東電
は新潟県、柏崎市、刈羽村に計画実
施の協力を要請。プルサーマルは原
発で使用済みのウラン燃料を再処理
してプルトニウムを取りだし、ウラ
ンと混ぜてＭＯＸ燃料として使用す
るものだ。国や東電は「限りあるウ
ランの有効利用」と説得にかかり、
県知事、柏崎市長、刈羽村長は了承。
しかし、「ＭＯＸ燃料は危険」との
専門家の指摘もあり、９９年、柏崎
市、刈羽村の住民らが住民投票制定
の請求運動を始めた。しかし、両議
会とも条例制定を否決。直後の刈羽
村議選では反原発派が２議席（定数
１８）を獲得したにとどまり、住民
投票への道は一層険しいものとなっ
た。
村議選の５カ月後、ＪＣＯ事故が

発生。さらに高浜原発でＭＯＸ燃料
の検査データの捏造が発覚、関電が
使用を断念したことなどから、新潟
県知事や柏崎市長も柏崎刈羽原発で
のＭＯＸ燃料使用に難色を示した。
プルサーマル不信の空気が広がるな
か、東電は２００１年３月、同原発

にＭＯＸ燃料搬入を強行したことか
ら、刈羽村議会は臨時議会を開き住
民投票条例を可決、同５月１７日、
住民投票が告示された。
原発推進派の評論家らから「プル

サーマルは国策。一村民が決めるこ
とでない」「専門的な知識を要する
問題を村民が理解し判断するのはむ
り」といった声もあったが、投票（５
月２７日）前、賛成派と反対派のリ
ーダーが話し合って専門家公開討論
会が開かれた。プルサーマル推進の
立場から資源エネルギー庁長官、原
子力安全・保安委員長、東大教授と
数人の官僚が出席。反対の立場から
原発訴訟を手掛けている弁護士、京
大原子炉実験所の研究者や市民団体
の幹部が駆け付けた。
会場は２５０人の村民でふくれあ

がり、約２時間、白熱した議論が展
開された。町民の多くが「勉強にな
った」と語り、賛否両派のリーダー
も「やってよかった」と述べた。
住民投票は「賛成」「反対」「保留」

の三つから選ぶ方式が採られた。結
果は反対１９２５票（５３％）、賛
成１５３３票（４３％）、保留１３
１票（４％）。この結果を受けて新
潟県知事、柏崎市長、刈羽村長の三
者会談が行われ、プルサーマル導入
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見送りを東電に求めることで合意し
た。
その後、原発容認派と反対派の意

見交換の場として、「明日の刈羽を
語る会」が発足。２００３年には「柏
崎刈羽原子力発電所の透明性を確保
する地域の会」ができた。賛成、反
対の両派が定期的に話し合い、住民
目線で原発を監視しようというのが
狙いだ。「村民にプルサーマルがわ
かるはずがない」という原子力ムラ
への住民たちの反発の表れでもあ
る。

イタリアの国民投票

日本では一度もない原発国民投票 
だが、外国では１９７８年にオース
トリアで行われたのを皮切りにスウ 
ェーデン、スイス、イタリアなどで
実施されている。ここではイタリア
の例をみてみよう。
イタリア政府は１９８１年、国家

エネルギー計画を改定し、原子力の
積極的な導入を決定。稼働可能原発
３基に加えて４基の建設・計画があ 
ったが、８６年のチェルノブイリ原
発事故を受けて、稼働可能原発の運
転を停止。一方、環境保護団体を中

心に原発の是非を問う国民投票の実
施を求める運動が展開され、実施請
求に必要な５０万人を超える署名が
集まった。
憲法裁判所の審理を経て全国８万

５０００の投票所で国民投票が行わ
れた。国民投票の案件は五つだった。
このうち原発関係は①地方自治体の
承認がなくとも政府がどの地域にも
原発を建設できると定めた現行の法
律を廃止すべきか？②原発受け入れ
に合意した地方自治体に政府が補助
金を交付するという現行法は廃止す
べきか？③イタリアが国外での原発
計画に参加することを禁止すべき
か？――の３件だった。
投票の結果、現行法の廃止などに

賛成した国民は①８０・６％②７９ 
・７％③７１・９％と圧倒的多数が
「原発ノー」の意思を示した。ゴリ
ア首相（当時）はこの結果を受けて
国内外の原発建設を当分の間凍結す
る、と発表。国会も「建設中の原発
の建設中止を含む原発モラトリアム
法案」を賛成３５０票、反対２０３
票で可決した。
こうしてイタリアの原発計画は縮

小を余儀なくされ、９０年までに全
４基の原発は閉鎖された。
ところが２００３年、猛暑に見舞

われて需要が急増したのに加えて送
電線の故障で全国的に停電したこと
などから、「原発再開」を求める声
が経済界から上がりだした。０９年、
イタリアはフランスとの間で原子力
に関する協定を結び、１３年までに
原発建設に着手、２０年までに稼働
させる計画を立て、原発再開法も制
定した。これに対し、野党側が国民
投票の実施を求めて憲法裁判所に提
訴。同裁判所は１１年１月、原発再
開法を廃止するかどうかを問う国民
投票を６月中旬までに実施すること
を命じる判決を下し、６月１２、１
３日に実施することが決まった。そ
こへ福島原発事故のニュースが飛び
込んできた。
イタリア政府は国民投票をするこ

となく、原発凍結法を制定して原発
再開を断念。ところがイタリア最高
裁は「原発再開法廃止」の是非を問
う国民投票を予定通り実施すべきと
の判断を示し、憲法裁判所の１３人
の判事全員が最高裁の判断を支持、
国民投票実施が確定した。
イタリアでは投票率５０％以上が

国民投票の成立要件。この以前の６
回の国民投票は５０％に満たず、不
成立になっている。このため野党や
反核グループは「なんとしてでも成
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立を」とＰＲ活動に全力を傾注。イ
ンターネットでの呼びかけをはじ
め、エレベーターの中までポスター
やチラシをはった。こうした努力が
功を奏し、国民投票初日に４０％を
突破、最終的に５４・８％に達し、
国民投票が成立した。
国民投票では９４％が原発再開法

廃止に賛成票を投じた。当時の報道
によると、メディア学者は「国民投
票を成立させた最大の要因はフクシ
マの事故」と語り、イタリアの緑の
党の創始者の一人は「原発の是非は
政府でなく国民が決めるというイタ
リアの考えが世界中に広がることを
願っている」と話した。

国民投票法の市民案

イタリアの例でみた通り、原発推 
進という国の方針に市民は強い不信
感を抱き、それが住民投票に現れた。
日本でも国民投票が行われれば、同
様の結果になる公算は極めて大き
い。安倍首相は憲法改正を発議し、
国民投票で成立させることに政治生
命をかけているが、原発ノーの民意
が明白になるとみられる原発国民投
票法案には、徹底して阻止にかかる

だろう。それだけに、原発国民投票
の期を熟させるのは難題だ。原発国
民投票とはどのようなものかを周知
し、国民に理解してもらうことが最
初のステップとなろう。
まず、どのような形のものになる

か、である。イタリアの場合、憲法
裁判所が国民投票を実施すべきかの
審理を行って決定される。したがっ
て、国民投票の結果は行政当局を拘
束する。「原発ノー」の民意に反し
て原発を進めることは許されない。
一方、日本では憲法に「国会は、

国権の最高機関であって、国の唯一
の立法機関である」（第４１条）と
規定されており、国民投票のみで原
発政策を最終的に決定できない。し
たがって、仮に「原発ノー」が多数
を占めたとしても、政府に対し「民
意が明白になったので、この意思に
合うよう政策を進めるよう」と要請
できるだけだ。
こうした限界を踏まえたうえで、

市民団体「みんなで決めよう『原発』
国民投票」などは国民投票法に関す
る「市民案」を策定している。以下
はその要点である。

１）投票権者
１８歳以上の日本国籍を有する

者、または１６歳以上の日本国籍
を有する者および永住外国人（両
論併記）

２）設問
①現在ある原発について
運転、再稼働を認める
段階的に閉鎖し○○年までにす
べて閉鎖
②原発新規建設について
認める
認めない

３）実施決定から投票日までの期間
原発国民投票法施行後すみやかに
両院議院の議決によって、６０日
以後９０日以内に定める。

４）自由なＰＲ活動の保障
５）投票結果の政策への反映につい
て
実施前、立法府の長と行政府の長
が「投票結果を重要な参考資料と
するが、国家機関を法的に拘束し
ない」旨の政治的合意をする（諮
問型国民投票）

諮問型国民投票の問題点

問題は諮問型国民投票という要請
型で効果があるか、だ。政府を縛れ
ないことから、首相は「選挙で原発
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推進を公約した我が党が勝った。こ
れが民意だ」と国民投票結果を否定、
または無視してかかろうとするだろ
う。
もうひとつ問題なのは、もし国民

投票運動を展開しようとしたら「全
ての国民が原発のような高度な知識
を要するものを理解できるはずがな
く、ムードで投票することになる。
その結果、誤った判断となる」との
専門家や官僚らの上から目線であ
る。実際、かつて「政治家に任せる
べきだ」と言い切った野党の大物政
治家がいた。
こうした壁をどう突破するかが当

面の課題となろう。
「国民は無知」論がいかに国民を愚
弄するものであり、かつ実態に反す
るものであるかは、刈羽村での国民
投票で示された通りだ。国民一人ひ
とりは原発賛成、反対の主張に耳を
傾け、考えたすえ一票を投じるにち
がいない。
こうした国民投票を経れば、刈羽

村のケースのように原発への関心が
高まり、その存在を自分のことと捉
えるようになる。国民投票で民意が
ストレートに表されたにもかかわら

ず、それを首相が否定すれば、原発
への意識が高まった国民によって
「反首相」の運動が全国的に展開さ
れ、結局、政権はもたなくなるだろ
う。諮問型国民投票といえども、い 
ったん実施されれば政府はその結果
に従わざるをえまい。
すでに触れたように憲法に憲法改

正以外の国民投票の規定がないこ
と、国会が国権の最高機関と規定さ
れていることなどから、国民投票は
憲法上できない、との見方もある。
しかし憲法は「すべて国民は個人と
して尊重される」（第１３条）と個
人の尊重をうたいあげ、「立法その
他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする」（同条）と政府に個人尊重
政策を求めている。

原発が事故を起こせば、憲法が保 
障する生存権が奪われることが福島
原発事故で明らかになった。言い換
えるならば、国民は原発という爆弾
を抱えながら暮しているのだ。「原
発は不安。なくしてほしい」と願う
一人ひとりが集まって、国民投票を
すべきだとの思いに達することは、
むしろ憲法の精神に合致していると

いえるだろう。そのために必要な国
民投票法を制定することは憲法に定
められた国の義務である。
市民団体「みんなで決めよう『原

発』国民投票」は１２年２月、大阪
市に署名簿をつけて原発住民投票条
例制定の請願をした。しかし同市議
会では共産党を除く反対多数で否決
された。同会はその後も全国各地で
活動を展開、今年１０月、川崎市で
総会を行った際には国民投票に向け
ての運動の現況報告をした。
『「原発」国民投票』（集英社新書）
の著者、今井一氏（「みんなで決め
よう『原発』国民投票」事務局長）
は「原発をどうするかは人類の行方
を左右する重大事案。主権者である
私たち一人ひとりが決定権を握るべ
きだ」と同書で述べる。
原発国民投票の実現の見通しは明
るくない。だからといって、明白に
国民の意思と異なる原発政策がいつ
までも許されていいはずがない。国
民投票という手段があり得る、とい
うことを多くの国民が知るだけで
も、原発推進への抑止力になるはず
である。
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―奥多摩に芽生えた明治の民権思想―
文、写真 Lapiz 編集長 井上脩身

奥多摩の山あいの五日市の街並み
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１０月に行われた衆院選で自民党が圧勝し、
憲法改変問題が現実化してきた。安倍晋三首
相は、選挙前に示した憲法９条に自衛隊明記
するとの公約について、「国民に支持された」
として、政治スケジュールに乗せようとする
だろう。だが、問題は自衛隊の存在の明記に
とどまらない。「現憲法はＧＨＱの押しつけ」
として２０１２年に公表した「自民党憲法改
正草案」（以下、自民党草案）に基づく憲法に
変えることへのワンステップに過ぎないと思
われるからだ。自民党草案は、「国民の責務」
として「自由と権利は責任と義務を伴うこと
を自覚」せよ、とするなど上から目線で国民
の基本的人権を縛る構造だ。では、戦前の国
民は自民党草案のような国家主権の憲法を望
んでいたのであろうか。私（筆者）は１８８
１（明治１４）年に「五日市憲法草案」と呼
ばれる私擬憲法が起草されたことを最近にな
って知った。自由と平等を基調とした憲法案
だったという。五日市は、現在は東京都あき
る野市に属する奥多摩の山あいの里だ。私は
１０月末、五日市を訪ねた。

五日市を流れる秋川
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五日市草案の石碑

五日市憲法草案の石碑

Ｊ Ｒ 五 日 市
駅。新宿から立
川で青梅線に、
さらに拝島で五
日市線に乗り換
えて五つ目の終
点駅である。駅
前の商店街を歩
くと、眼下に秋
川の流れがみえ
る。奥多摩の山
中から流れる秋
川の河岸段丘に
五日市の街が築
かれたことがわ
かる。駅から西
に歩いて約２０
分、市立五日市
中学校の敷地の
隅に「五日市憲
法草案の碑」が

ラス且国法之ヲ保護ス可シ
４８ 凡ソ日本国民ハ日本全国ニ於テ同一ノ法典ヲ準用
シ同一ノ保護ヲ受ク可シ地方及門閥若クハ一人一族ニ
与フルの時権アルコトナシ
７６ 子弟ノ教育ニ於テ其学科及教授ハ自由ナル者トス
然レトモ子弟小学ノ教育ハ父兄タル者ノ免ル可ラサル
責任トス
７７ 府県令ハ特別ノ国法ヲ以テ其綱領ヲ制定セラル可
シ府県ノ自治ハ各地ノ風俗習例ニ因ル者ナルカ故ニ必
ラス之ニ干渉妨害ス可ラス其権域ハ国会ト雖トモ之ヲ
侵ス可ラサル者トス
８６ 民撰議院ハ行政官ヨリ出セル起議ヲ討論シ又国帝
ノ起議ヲ改竄スルノ権ヲ有ス
１９４ 国事犯ノ為ニ死刑ヲ宣告ス可ラス又其罪ノ事実
ハ陪審官之ヲ定ム可シ

この碑文の内容について後述する。いったいどういう
経過でこうした碑が造られることになったのだろうか。
石碑から徒歩５分のところにある「五日市郷土館」を訪
ねた。

同館の解説パネルや展示資料などによると、１９６８
年８月から翌年２月にかけて、東京経済大の色川大吉教
授（当時、現同大学名誉教授）のゼミ一行があきるの市
深沢の深澤家の土蔵を調べたところ、私擬憲法の草案を
発見。「陸陽仙台 千葉卓三郎草」との記載があること
から起草者が宮城県出身の千葉卓三郎と判明した。深沢
地区は当時五日市町に属していることから「五日市憲法
草案」（以下、五日市草案）と名づけられた。

建っている。１９８１年に設置された高さ約２㍍の石碑
だ。
石碑には「五日市憲法草案抜粋」が鋳こまれた銅板が
はめこまれている。その全文は以下の通りである。

４５ 日本国民ハ各自ノ権利ヲ達ス可シ他ヨリ妨害ス可
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た結果、千葉卓三郎は１８５２年、仙台藩下級藩士（郷
士）の家に生まれたが、出生の前に父親が死亡、３歳の
ときに母親とも死別した。１７歳のとき、戊辰戦争の緒
戦である白河戦に出陣。この敗戦によって学問探求の道
に進むことにし、漢学や医学をかじった。しかし、明治
に入ってキリスト教に触れ、１８７３年、上京して神田
で洗礼を受け、布教活動を始める。翌年、「神仏に対す
る不敬の罪」で投獄され、１年後に出獄。その後、日の
出町（あきる野市の北隣）や八王子市（同南隣）の小学
校で教師をした。

教師になる前の千葉の経歴からは五日市草案を起草す
るに至る啓蒙的な知識を得たように思えない。教師時代
に隣町の五日市にも足を運んだのであろう。カギは五日
市の歴史や気風にあるのでは、と私は思った。

討論会で民権学ぶ

五日市郷土館には、同市の歴史史料が展示されている。
ここで得た五日市の歴史を簡単に触れておこう。
正保（１６４４～４７年）のころ、五の日に市がたっ
たことから五日市と呼ばれる民家１９５軒の小さな村だ
った。江戸の人口が増えるにしたがい、炭の需要が伸び、
炭の出荷で潤いはじめる。江戸の町がたびたび大火事に
なったこともあって、木材の搬出が活発化し、天保（１
８３０～４３年）年間に、多摩川を使って運び出す筏取
引が最盛期を迎えたという。
一方、山間地が多くて稲作に向かない五日市では養蚕
も細々と行われた。幕府が諸外国と通商条約を結ぶと生
糸の輸出が急増。五日市は八王子を経由して横浜とつな
ぐ道があることから、養蚕業が盛んになった。なかでも
質屋を営んでいた内山家は１８７６（明治９）年の地租
改正時に１１０町歩の土地を所有し、黒八丈といわれる
特産の絹の泥染めで莫大な利益を得た。こうした豪農や
豪商は、武士のものであった文化や教養を身につけよう
と、江戸の文化人を招いた。そこに吹きこんできたのが
文明開花の風。合わせて啓蒙の波がこの山あいにも押し
寄せた。
こうした空気を受けて１８８０（明治１３）年、五日
市学芸懇談会が結成された。その社則の第１条は「本社

千葉卓三郎（五日市郷土館展示パネルより）

五日市草案が
起案された１８
８１年、立志社
の憲法起草委
員、植木枝盛が
「東洋大日本国
国憲案」を起案
している。自由
や権利を規定し
たもので、自由
民権運動の大き
な成果として歴
史上高く評価さ
れているが、日
本近代史の研究
家である色川氏
も千葉の名前は
知らなかった。
色川研究室の

研究員が調査し
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を発行。金子堅太郎、末広重恭が私擬憲法「嚶鳴社憲法
草案」を起案した。同懇談会がその翌年に設立されてい
ることから、当初から五日市なりの私擬憲法を草案した
いとの意気込みがみなぎっていたと思われる。

懇談会の活動の中心になったのは当時１９歳だった深 
澤権八。深澤家は江戸時代、名主として村の指導的役割
を担っており、権八は啓蒙運動のなかで指導的役割を果
たそう、と考えたようだ。
同懇談会は「万般ノ学芸上ニ就テ懇談演説或ハ討論シ
テ以テ各自ノ知識ヲ交換シ気力ヲ興奮セン事ヲ要ス」と、
演説と討論を重視した。なかでも力を入れたのは討論。
月３回、討論会が開催された。その議題は「深澤権手録」
として記録されている。６３題あり、「女戸主ニ政権ヲ
与フルノ利害」「国会ハ二院ヲ要スルヤ」「女帝ヲ立ツル
ノ可否」などがある。また事前に会員に回状した討論議
題のなかには「一局議院ノ利害」「死刑ヲ廃スヘキカ」

もある。

それだけではない。「甲男アリ、有夫ノ婦乙女ト道路
ニ於イテ接吻セリ其処分如何」という議題もあり、現在
の議題であっても不思議でないほどの先駆的取り組みを
していたことがうかがえる。

ところで、五日市では１８７２（明治５）年に学制発
布されると、「武州五日市小学・勧能学舎」が誕生。初
代校長は戊辰戦争で農兵隊長をしていた旧仙台藩士の長
沼織之丞。日の出町などで教師をしていた千葉を１８８
０年に勧能学舎に教師として招いた。一方、深澤権八の
父、名生は７４年から勧能学舎の世話役に任じられる。
こうして、千葉と深澤親子との交流が始まった。深澤権
八の懇談会に千葉は積極的に参加し、討論を通じて自由
民権の知識を学んでいったに相違ない。その結果、五日
市草案として結実した。

根底に流れる天賦人権論

五日市草案は第１篇「国帝」、第２篇「公法」、第３篇
「立法権」、第４篇「行政権」、第５篇「司法権」の５篇、
計２０４条から成っている。「五日市憲法草案の碑」に
挙げられている４５、４８、７６、７７の各条は公法篇
の「国民ノ権利」のなかで、８６条は立法権篇の「民撰
議院」のなかで、１９４条は司法権篇のなかで、それぞ
れ規定されている。
石碑は五日市草案起草１００年を記念し、「千葉卓三

郎の名を永久に歴史に刻み、民主主義の発展に資する」

勧能学舎想像図（勧能学舎跡説明板より）

ハ嚶鳴社支
社ヲ以テ名
トス」。嚶鳴
社は１８７
８年、沼間
守一が自由
民権、国会
開設を掲げ
てつくった
もので、７
９年、機関
紙「東京横
浜毎日新聞」
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ことを目的に建立された。五日市のほか、
千葉の墓地がある仙台市と出生地の宮城
県栗原市にも同様の碑がある。抜粋され
た六つの条文は「草案の特徴をよく示し
ている」として選ばれた。
この６条文に込められた千葉の思想は

どのようなものであろうか。
４５条では「国民の権利が自由」であ 

ることをうたい、「法律で（権利の）保
護」すべきことを求めている。４８条は
「同一の法典を準用して、同一の保護を
受ける」と法の前の平等を規定。自由民
権運動の高まりのなか、フランスで活躍
した政治哲学者、ルソーの「社会の構成
員は自由で平等な単一の国民」（社会契
約論）などの啓蒙思想に強く影響された
ことがうかがえる。

写真左：五日市憲法草案の自由の規定

７６条は「教育の自由」と「義務教育」
の規定。学生発布によって産声をあげた
学校だが、各校では暗中模索の状態だ。
こうしたなか、福沢諭吉の「学問ノスス
メ」など、啓蒙的な教材を使用する自由
の保障を求めた。
７７条は「地方自治」の規定。「府県

の自治は各地の風俗習例によるものだか
ら、その（自治）権域は国会も侵せない」
と、ユニークな表現を用いている。五日

市は養蚕の盛んな地であることはすでに述べた。一方、
千葉の出身地の宮城県北部は仙台平野が広がる穀倉地帯
だ。産業構造は自ずと異なる。地理的、歴史的要因が藩
によって異なる明治初期の事情を意識した条文といえる
だろう。ある意味で地方自治の本旨を端的に表している。
８６条で「民撰議院の役割」を定めている。注目すべ
きなのは「国帝の起議を改竄できる」と、天皇が出した
議案を変えることができる、とした点だ。民撰議院を天
皇の上に置いたとみることができ、千葉が国民主権的な
考えをもっていたことがうかがえる。
１９４条は「国事犯に対する死刑禁止」を明らかにし
た規定。思想、信条に関する罪を犯した政治犯を死刑に
してはならない、とするものだ。千葉が「神仏に対する
不敬の罪」で投獄されたことはすでに触れた。思想、信
条を貫くという人間としての尊厳を、身をもって学んだ
千葉ならではの規定といえるだろう。
これら六つの条文から、「自由と平等」「人民主権」「三
権分立」などをうたったフランス人権宣言にみられる「天
賦人権論」を具現化した憲法草案であるといえる。それ
が色川氏によって発見されるまで、１１３年間も五日市
の田舎の土蔵に眠っていたのだ。

天皇退位と女帝を規定

五日市草案の進取性は六つの条文だけにとどまらな
い。私なりに重要と思われる条文を紹介する。（以下は
口語で表記する）
第１篇「国帝」。植木の草案では天皇を「皇帝」とし

ているが、千葉は天皇を国帝と呼んだ。その第６条は「皇
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族中男無きときは皇族中当世の国帝に最近の女に帝位を
襲受させる」。いま、女帝を制度化するかが議論となり、
右派政治家は「男性だけが天皇になるのが我が国の伝統」
として女性天皇に反対しているが、千葉の草案では女帝
を認めているのだ。

４０条では「国帝が太子のために王位を辞すことにつ
いては、特別の法律により国会の承諾を受ける」とする。
現天皇の退位のために今年６月、特別法（天皇退位等に
関する皇室典範特例法）が制定されたが、千葉は１３６
年も前に予言していたことになる。

５１条は「万事についてあらかじめ検閲を受けず自由
にその思想意見論説図絵を著述し、これを出版し、公衆
に対し講談討論演説できる」と規定、表現の自由を具体
的に示した。さらに、「どの宗教でも信仰する自由」（５
６条）、「国民は平穏に結社集会する権利を有す」（５８
条）、「国民の信書の秘密を侵してはならない」（５９条）
など、基本的人権を保障する規定も置いた。

民撰議院については「直接投票によって選ばれた代議
員でなる」（７８条）とし、「議員は院中で行った討論演
説のために裁判に訴えられることはない」（９１条）と、
議会での発言について訴追されない保障を定めた。

第３篇「立法権」のなかで私の目に留まったのは「国
会の開閉」規定。第１４１条で「国帝は国安のために須
要とする時機には議会を中止し紛議する場合その議院に

『五日市憲法草案――日本国憲法の源流訪ねる』の表紙 解散を命じる」と、天皇が解散できるとしている。現憲
法では衆院の解散について、天皇の国事行為として規定
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（第７条）されており、安倍首相は大義がないにもかか
わらず、抜き打ち的に解散した。千葉は「国安のために
須要ある時機」に限って、「紛議する」ことを条件に「解
散できる」としている。首相の恣意的な解散を認めなか 
ったのだ。

「国憲の改正」については「特別会議で行う」（１４９
条）とし、その特別会議の招集には「両議院（元老議院、
民選議院）の３分の２の議決を必要」（１５０条）と条
件をつけ、かつ「特別に選挙された代議院の３分の２以
上と元老院議員の３分の２以上の議決」を要すとした。
現憲法のような国民投票の規定はないが、３分の２規定
を三つ設けている点をみれば、改正へのハードルは決し
て低くない。

五日市草案の碑のそばに説明板が立っている。２００ 
５年にあきる野市教委が設置したもので「司法、立法、
行政の三権分立が明瞭に規定され、国民の権利に多くの
条文がさかれるなど、自由民権思想にあふれた非常に民
主的な内容であり、他の民間草案のなかでも屈指のもの」
と書かれている。「おらが町」で生まれた草案への誇り
に満ちみちた文章である。

現憲法に通じる自由権

五日市草案の現代的意味はどこにあるだろうか。私が 
注目するのは４５条の「国民の自由権」の規定。自由権
を基本的人権の第一に掲げた点が重要だ。明治憲法は居
住、移転の自由、信教の自由、言論・結社の自由を、法

律の範囲内もしくは安寧秩序を妨げない範囲で保障して
いるが、総論としての自由保障規定はない。この一点を
とってみても、五日市草案は明治憲法よりはるかに人権
を重視していたことがわかる。
では、現在の憲法と比べればどうだろうか。
現憲法は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げ
られない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵
すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国
民に与えられる」（第１１条）と、基本的人権の享有を
うたっている。条文の表現としては五日市草案はいささ
か稚拙だが、「他より妨害されず、国法は保護しなけれ
ばならない」としている点で、現憲法（１９５７年施行）
を７６年も先取りした形だ。
実際、郷土史家の鈴木富雄氏は「私擬憲法の精神がい
まの憲法に生かされている」として、２０１５年、『五
日市憲法草案――日本国憲法の源流を訪ねる』（日本機
関紙出版センター）を上梓した。ＧＨＱの憲法案策定に
際して「人権に関する小委員会」に属したベアテ・シロ
タが著した『１９４５年のクリスマス』の中の「それぞ
れの人（策定メンバー＝筆者注）は、人権に関する理想
像を持っている。私たちの仕事も、最高の理想に限りな
く近づける作業だ」との一文を引用し「（小委員会メン
バーは）人類が達した人権や自由の理想を掲げて原案を
つくることに専念した」と鈴木氏はつづる。
その理想を千葉が明治の初めに抱いていたのだ。極言
すれば五日市草案は現憲法の原型なのである。
これに対し、「現憲法はアメリカに押しつけられた」
とする自民党は草案のなかで「この憲法が国民に保障す
る自由及び権利は、責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない」と、「国の
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旧市倉家住宅

ための国民」であることを強調、国家主権的色彩の濃い
憲法を目指している。

だが、五日市草案によって、ＧＨＱ憲法案のはるか以 
前に、基本的人権を尊重する憲法案が日本人のなかで考
えられていたことが明らかになった。「押しつけ憲法論」
が間違いであることを証明したという意味でも五日市草
案の意義は大きい。

前掲の『五日市憲法草案――日本国憲法の源流を訪ね
る』によると、千葉は五日市草案起草後の１８８２年、
明治政府が集会条例を改定して自由民権運動を弾圧した
ことを「浅智狭量ナル明治政府」と強く非難したという。
そのころから千葉は結核を患い、８３年、３１歳の若さ

で他界した。千葉を支援した深澤権八も９０年に２９歳
で死亡、その父名生も９２年に亡くなり、五日市草案は
深澤家の蔵に押し込められてしまった。彼らが長命であ
れば、五日市草案が早くに日の目を見たかもしれない。

郷土資料館の前にわらぶきの古民家が建っている「。旧
市倉家住宅」という。１９０年前に建てられた平屋農家
で、座敷は囲炉裏が切られている。屋根裏には蚕棚が並
べられており、「江戸末期の生活様式を伝えている」と
して１９９８年、同市の指定文化財になった。
この屋根のはるか向こうに１０００メートル前後の奥
多摩の山並みが見える。明治の初め、東京の中心地から
約４０キロ西のこの山あいの村でつくられた憲法草案。
農民たちの自由への渇望が生んだ最高傑作といえるだろ
う。その自由は戦後になってようやく現憲法で保障され
た。その自由を右派権力はいま、徐々にしかし着実に蝕
もうとしている。
旧市倉家住宅の庭にハスが植えられている。その緑の
葉が奥多摩の秋の日差しに映える。

「日本国民ハ各自ノ権利自由ヲ達ス可シ他ヨリ妨害ス可
ラス」。私は五日市草案の条文を小さな声で暗唱した。
みずみずしく私の心に響く。この草案の精神は２１世紀
の今も生きている。いや、生き続けさせねばならない。
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写真・文 中川眞須良
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大久佐龍平（おおくさ りゅうへい）

洋品店「アメリカンワナビー」 店主
大阪市中央区西心斎橋２－１３－２

被る帽子を毎日交換。
お客さんとのバイク談義も楽しみ。

「文化の勉強、アメリカンファッションとの融合」
がモットー。 店歴６年

大久佐龍平

大阪市浪速区在住

お気に入りのスポット



お
気
に
入
り
の
看
板

ド
ラ
ム
缶
製

中川眞須良の人物時計

108

荻野耕一 （おぎの こういち）

鉄板酒場「たっとん亭」店主
大阪市住之江区安立３－９－７

通勤帰りのお客さんとの会話が唯一の楽
しみ。「我孫子道の店近辺の発展のためな
ら何でもやります。」

店歴４年 大阪市内在住

荻野耕一
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小椋正雄 （おぐら まさお）

（有）ワイ・エム ワークス 社長
堺市美原区丹上４９６－１

車好きのお客さん、何でも聞いてください。
ヨーロッパ車、特にフランス車。新車、中古
車をどんどん直輸入。

河内長野市在住 ６８歳

小椋正雄

ピットの車、１９８２年製
ルノー・サンク５（ファイブ）
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片山通夫

滋賀県に小さな鉄道がある。あの
狸の焼き物で有名と言えばお分か
りいただけるだろう。そう、信楽
高原鐵道のことである。1991 年（平
成 3 年）5 月 14 日に大事故が起き、
またそのあとも他しか台風だのな
んだのと廃業の危機に見舞われな
がら地域の支えで今も走り続けて
いる。タヌキと忍者をエンジンに
…。

そんな信楽高原鐵道だが、由緒
正しい狸イヤ違った、いにしえの
宮跡があるのをご存じだろうか。
紫香楽宮跡最寄りの駅の名は左の
写真の通りである。
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今年、２０１７年は信楽高原鐵道開業３０周 
年ということである。前身の JR 信楽線を引き継
ぎ、1987 年 2 月、第三セクター鉄道として開業、
JR 貴生川駅（甲賀市水口町）と信楽駅を結ぶ延
長 14.7 キロメートルを運行。 写真は信楽高原
鐵道の紫香楽宮跡駅に入る忍者列車。
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宮跡へのアプローチ
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紫香楽宮跡
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紫香楽宮メモ

紫香楽宮は 740 年（天平 12 年）の藤原広嗣の乱の
のち、聖武天皇は恭仁京（現在の京都府木津川市加
茂地区）に移り、742 年（天平 14 年）には近江国
甲賀郡紫香楽村に離宮を造営してしばしば行幸し
た。これが紫香楽宮である。
翌 743 年（天平 15 年）10 月、天皇は紫香楽の地に
盧舎那仏を造営することを発願した。これは恭仁京
を唐の洛陽に見立て、その洛陽と関係の深い龍門石
窟の盧舎那仏を紫香楽の地で表現しようとしたもの
とみられる。12 月には恭仁宮の造営を中止して、
紫香楽宮の造営が更に進められた。

紫香楽宮（甲賀寺）跡
かつては甲賀郡信楽町（現・甲賀市）黄瀬・牧地区の遺跡
（1926 年「紫香楽宮跡」として国の史跡に指定）が紫香楽
宮跡と考えられていたが、北約 1km に位置する宮町遺跡か
ら大規模な建物跡が検出され、税納入を示す木簡が大量に出
土したことなどから、宮町遺跡が宮跡と考えられるようにな
り、黄瀬・牧地区の遺跡は甲賀寺（甲可寺）跡であるという
説が有力である。2005 年には宮町遺跡を含む 19.3 ヘクター
ルが史跡「紫香楽宮跡」に追加指定されている。
現在でも、「宮町」「勅旨」「内裏野」などの地名が残り、往
事の宮城の名残を残している。 （ウイキペディア）

写真は宮跡に残る礎石
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中川眞須良

ミナミ気圧

撮影 大阪・道頓堀、戎橋、難波にて
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とりとめのない話

《この曲に想う》
七里ガ浜の哀歌

またこの曲を思い出す時期がやってきた。
いつの頃からか、本来の曲名よりもサブタイトル的な「真白き富士の嶺」のほうが一般的にな

り、本来の意味、内容が一部忘れられてゆくようで少しさびしい。
誰もがよく耳にするこの曲、作られ今日まで永く歌い継がれるまでの経緯を簡単に紹介する・・
・。
明治 43 年 1 月 23 日、鎌倉逗子開成中学ボート部の練習艇が悪天候のため七里ガ浜（鎌倉）で

沈み、乗っていた生徒 12 人全員が死亡。
同年 2 月 6 日同校での大法要の席上、鎌倉女学校の生徒たちの合唱で初めて歌われた追悼歌だ。
もともと讃美歌としてアメリカ人牧師ガートンが作曲したこの曲に、地元に住んでいた鎌倉女

学校の国語教師、三角錫子が当時の日本人作詞家、大和田健樹の詩、「夢の外」の一部の言葉を参
考にして、急遽この日のために作詞されたものだ。
この哀歌、後の大正５年 6 月、「七里ガ浜の哀歌」として単行本となり楽譜とともに発行された

のを機に爆発的にヒットした。

大法要の席、初めて歌われ世に出たこの曲、６番までの全歌詞と楽譜の音符の一つに付されて
いる記号 フェルマータ）、更に長調を意識して歌えば心のどこからか少し熱いものがこみあげ
てくるかもしれません。
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構成 片山通夫

兵庫県洲本市。遠い神話の時代の話。伊弉諾・伊弉冉の二柱の神様が、ま
だドロドロした世界を固めるために天の沼を大海原に差し込んで固めた。そ
の時にできた島が淡路島だという。
その淡路島が今回の「高田屋嘉兵衛物語」の舞台である。
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ロシア皇帝艦ディアナ号のゴロヴニン艦長

江戸時代というと鎖国政策で厳し
い取り締まりがなされていた時代。
大黒屋光太夫の数奇な運命を描い
た井上靖の「おろしや国酔夢譚」
は 1782 年に伊勢の国を出発した光
太夫ら 17 人を乗せた船「神昌丸」
が難破・漂流、当時ロシア帝国の
属領だったアムチトカ島に漂着し
たところから物語は始まる。様々
な苦労をして光太夫は最終的に帰
国出来たが、江戸で幽閉同然に扱
われたと書かれている。当時の社
会からはおそらくそうであろうと
思われる。
一方、高田屋嘉兵衛がロシアの艦 高田屋嘉兵衛

艇にとらわれたのは 1812 年のこと
だったから、30 年もあとの話であ
る。
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まず最初に、兵庫県淡路島にある、高田屋嘉兵衛が生まれた洲本市五色町にある高田
屋顕彰館に掲載されている「物語」を全文引用したい。

1769（明和 6）
年 1 月 1 日（旧
暦）、高田屋嘉
兵衛は淡路島
都志本村（つ
しほんむら）
（現・洲本市
五色町都志）
に 6 人兄弟の
長男として生
まれました。
幼い頃から海
に親しみ船を
愛した嘉兵衛
には、少年時
代、近くの川
に玩具の船を
浮かべながら、
潮の満干を調
べて大人達を
驚かせたとい 
った逸話がい
まも語り継が

と「高田屋」を立ち上げ、 日本海の湊を結びなが
ら大坂と蝦夷地 （北海道）を行き交う廻船問屋と
して活躍します。28 歳で当時 国内最大級の千五
百石積の船｢辰悦丸（しんえつまる）｣を建造し、
まだ寂しい漁村にすぎなかった箱館（函館）を商
売の拠点としました。

その頃世界では、大航海時代を経て、 新たな交
流の時代を迎えていました。 ロシア人を日本へ向
かわせた理由のひとつが、ラッコなどの毛皮です。
その 商業的価値から「柔らかい金」ともよばれた
この毛皮を求めて、18 世紀初頃にはロシアの毛皮
商人たちの千島列島の南下がはじまりました。か
れらの 活動が盛んになるにつれ、物資補給地、
交易地としての日本との関係構築が喫緊の課題と
なりました。一方、ロシア人がエトロフ島やウル 
ップ島辺りに渡来し、アイヌと交易するような状
態を危惧した幕府は、国防対策を急ぎます。 嘉兵
衛は幕府の要請を受けて、エトロフ島とクナシリ
島間の安全な航路を発見したり新たな漁場を開く
など、北方の開拓者としても功績を残しました。

年 9 月〔和暦〕、ロシア使節レザノフが長
嘉兵衛とゴローニン像・高田屋嘉兵衛公園 れています。22

歳で兵庫（現 その要求を拒否します。レザノフは武力行使で日
・神戸市兵庫区）に出た嘉兵衛は、大坂 （大阪）
と江戸の間を航海する樽廻船(たるかいせん)の水
主（かこ)となり、船乗りとしてのスタートを切り
ました。

やがて優秀な船乗りとなった嘉兵衛 は兄弟たち

部下のフヴォストフらに命じてサハリンやエトロ
フ島の日本人居住地を襲撃させました（文化露寇 
：フヴォストフ事件）。この攻撃で日本側は驚愕し、
東北諸藩の兵を動員して厳戒態勢を取ります。

1804
崎に来航し、幕府に通商を求めましたが、 幕府は

本側に通商を認めさせようと、本国の許可も得ず、

日露間の緊張が高まる中、 1811 （文化 8 ）年 6
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八 月に再びクナシリ沖に来航し、日本人漂流民
を介して交渉を試みますが日本側は拒否、困り果
てたリコルドは海上を航行する日本船から艦長の
消息を聞き出そうと、偶然近くを通りかかった嘉
兵衛の船を捕らえ、カムチャツカに連行抑留しま
す。

囚われの嘉兵衛とリコルドは同じ部屋で寝起きし、

｢一冬中に二人だけの 言葉をつくって｣交渉、嘉兵
衛はリコルドに、一連の蛮行事件はロシア政府が
許可も関知もしていないという政府高官名義の証
明書を日本側に提出するようにと説得、その言葉
を聞き入れたリコルドは嘉兵衛と共に日本に戻り、
嘉兵衛を両国の仲介役として、遂にゴロヴニン釈
放にいたる和解を成し遂げました。

晩年は、故郷淡路島にもどり、港や道路の修築な
ど、郷土のために力を尽くし、1827（文政 10）年、
自宅で静かにその生涯を閉じました。

世紀を迎えた地球上では、いまだに民族間の
衝突や紛争が絶えません。他者を思いやる「寛容」
や「共生」という崇高な理念が叫ばれますが、国
家間の頑迷な利害や憎悪といった負の連鎖の前で、
私たち人類は本当にそうした高みに立つことがで
きるのか、その困難に心が折れそうにさえなりま
す。高田屋外交という嘉兵衛の事績がいまなおそ
の輝きを失わないのは、そのような絶望の淵にあ 
っても、人間はわかり合える、互いを信頼するに
値する生命体であるという勇気を私たちに与えて
くれるからではないでしょうか。リコルドはその
著書の中で、嘉兵衛を次のように称えています。「日
本にはあらゆる意味で人間という崇高な名で呼ぶ
に相応しい人物がいる」

http://www.takataya.jp/nanohana/kahe_abstract/kahe.htm

辰悦丸の嘉兵衛・高田屋顕彰館

月、海軍省の
命令を受けて
千島海域の地
理を調査中で
あったロシア
皇帝艦ディア
ナ号のゴロヴ
ニン艦長が、
クナシリ島で
水・食料の補
給を得ようと
上 陸 し た 途
端、日本側警
備隊に拿捕さ
れるという事
件がおこりま
した。

副艦長リコ
ルド率いるデ
ィアナ号は
日本側の砲撃
に遭い、一旦
救出を断念
して帰国しま
す。その翌年

21
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北海道小樽の平田商店の引き札

高田屋嘉兵衛は以上のような記述から察するに、ずば抜けた能力、胆力を持ち合わせていたようだ。もっともそう
でなくては大黒屋光太夫と言い、高田屋嘉兵衛と言い、自ら望んだことではないけれど、当時ほとんど知られていな
い異国・ロシアとの交渉などできるわけがない。

ところで北前船の航路だが、当時の大阪から瀬戸内海を西へ向かい、下関で日本海に入って、日本海沿岸を北上
して当時の蝦夷地、つまり北海道へ、時には樺太、千島列島にまで及んだ。そして蝦夷地で昆布などを積み込み、ま
た日本海沿岸を南下しつつ商いを続け、一年をかけて大阪まで帰ってきた。
特筆すべきは北前船は単なる運搬船ではなく、船自体が商社であり、船頭、船主は日本海を、蝦夷の海を乗りきる

優秀な船乗りであり商社マンだったということである。
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大阪安治川河口に集まる船、うしろに米蔵が見える
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大阪（大坂）の安治川河口は北前船が行き来して、越前、越中そして越後はもちろん、酒田、秋田などの米どころ
から米を積んで「天下の台所」と言われてた各藩の米蔵に米を運んだ。当然高田屋嘉兵衛の持つ北前船も同様な商
いをしていた。
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大黒屋光太夫は、「おろしや国酔夢譚」では
江戸で幽閉生活を余儀なくされたことになっ
ている。一方、高田屋嘉兵衛の晩年だが、故
郷淡路島にもどり、貯めた財を惜しげもなく
投資して、港や道路の修築など、郷土のため
に力を尽くしたと言われている。
そして 1827（文政 10）年、自宅で静かにそ

の生涯を閉した。

彼の墓は小高い丘の中腹にあったが、あま
りにも質素な墓なのに筆者は驚いた。

淡路島・洲本市にある高田屋嘉兵衛の墓

Lapiz
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とんでもない金毘羅さんを見つけた！
閲覧注意！気分が悪くなる場合もあります。

金比羅さんと言えば香川県の琴平を思いつ
く。もっとも金比羅信仰は日本中にあるようなの
であまり驚かなかったが、ここ京都東山に鎮座
される金毘羅さんはその趣をいささかことにする。
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俗にいう「縁切り神社」と。しかし本来は金比羅宮。「安井のこんぴらさん」と親しまれていて、その歴史は古
い。なんでも天智天皇の世に藤原鎌足が藤原家一門の繁栄を祈願した仏堂を建立し、藤を植樹して藤寺と号したと
伝えられている。崇徳天皇は藤寺の藤を愛でるとともに、寵愛した阿波内侍を住まわせて、たびたび御幸した。崇
徳上皇は讃岐国に流刑になった後、阿波内侍に自筆の尊影を下賜した。崇徳上皇が讃岐国で崩御すると、悲嘆にく
れた阿波内侍は出家して、崇徳上皇の自筆の尊影を藤寺観音堂に奉納して、日夜ひたすら勤行した。

この神社が「縁切り」とか「縁結び」と言われる由縁は定かではない。しかし神社のサイトには《高さ 1.5 メー
トル、幅 3 メートルの絵馬の形をした巨石で、中央の亀裂を通して神様のお力が円形の穴に注がれています。「○
○君と幸せに結婚できますように」という可愛いらしいお願い事から、「夫と浮気相手との縁を切って下さい」と
いった事まで、皆様の様々な願いが書かれた「形代(かたしろ)」（身代わりのおふだ）が貼られ、碑が見えないほ
どになっています。
御祈願の方法は、まずご本殿にご参拝下さい。次に「形代」に切りたい縁・結びたい縁などの願い事を書き、「形
代」を持って願い事を念じながら碑（写真）の表から裏へ穴をくぐります。これでまず悪縁を切り、次に裏から表
へくぐって良縁を結びます。そして最後に「形代」を碑に貼って下さい》とあって、ここに鎮座される金比羅権現
は迷える人びとをよく助けてくださるようだ。
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元カノが今年中に死にますように。俺を捨てた奴はもう生きている価値ない。す
ぐさま死ね死ね死ね・・・

絶対別れさせてください。胎児も死なせてください。幸せなんか鳴らさないでく
ださい。

東京の N・J が奥さんと別れて私とずっと一緒にいてくれますように。結婚でき
ますように。



魑魅魍魎が跋扈する

132



魑魅魍魎が跋扈する

133



明治維新から150年　作品募集

134



編集後記

135

次号予告

連載記事

びえんと
宿場町
北前船
原発を考える
編集長は行く

フォト＆ストーリー

LapizStyle
breath of CITY
人物時計
ポプラ並木の冬

Lapiz2018 春号は３月 1 日発行予定です！

2017 年も今月で終わりになりました。様々な事件
がこの一年をかけめぐり、あわただしい日々を過ご
しました。
冬号 では毎年恒例のカレンダーを巻末につけて

おります。2018 年のカレンダーのテーマは「ヴォー
リス建築の一つ、近江八幡市の旧伊庭邸」です。

来年は明治 150 年。井上編集長の渾身の作品「ジ
ョセフ・ヒコの明治維新」が、5 回連載で始まりま
す。ご期待ください。
そして天皇退位もあります。「明治維新とは何か」

を改めて考える年にしたいと思います。ご意見等、
ぜひお寄せください。

編集長 井上脩身
編集・発行人 片山通夫
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