


Ｌａｐｉｚ はスペイン語で鉛筆の意味。（ラピス ）

地球上には、一本の鉛筆すら手にすることができ

ない子どもが大勢いる。

貧困、紛争や戦乱、迫害などによって学ぶ機会

を奪われた子どもたち。鉛筆を持てば、宝物のよ

うに大事にし、字を覚え、絵をかくだろう。

世界中の子ど たちに笑顔を。も

Ｌａｐｉｚにはそんな思いが込められている。

銃を持つ少女
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編集長 井上脩身Lapiz

今年は６０年安保から
まる６０年になりま
す。安保条約改定を図
り、その批准のために
強行採決をした岸信介
首相（当時）の孫、安
倍晋三首相は「この６
０年、日米関係は強固
になった」と岸元首相
を賛美しています。お
そらく安倍首相は、国
会の前だけでなく、日
本中で「岸を倒せ」の
デモが渦巻いた熱狂的
なエネルギーを、イメ
ージとしてとらえるこ

とができないのでしょう。あるいは単純に「おじいさん
が間違っているはずがない」と思っているのかもしれま
せん。
写真：１９６０年６月１８日の国会をうめたデモの渦の上空写真を前面に

出した『６０年安保闘争の時代』の表紙

私の書棚に『６０年安保闘争の時代 （毎日新聞社）』
という写真を主体にした記録集があります。改定安保条
約の自然承認を控えて、１９６０年６月１８日、全国で
反安保デモが展開されました。同書は、国会前をうずめ
た３３万人（当時の主催者発表）のうねりを上空から撮
影した写真を大きく掲載。同じページに６点の写真を散

。 。りばめています その１枚に目がくぎづけになりました
「 」キャプションには 高校生のデモ隊…大阪・大手前公園

とあります。男子生徒が女子生徒をはさむ形で整然と歩
いているのですが、その女子生徒の夏用セーラー服に目

。 。が留まったのです 間違いなく私が出た高校の制服です
私はこの時のデモに参加していました。

カメラマンは私たちの学校の後に続いた大阪市内の高
校の横断幕を狙って撮ったとみられます 「安保改悪反。
対 「批准を許すな」などと書かれています。写真には」
私たちの学校は後ろの列しか写っていず、前の方にいた
私の姿はありません。しかしこの一葉の写真が私の記憶
を呼び起こしました。
同書によると、１９６０年１月６日、日米安保条約改

定交渉が妥結し同１４日、閣議で正式決定。１６日、全
学連が羽田闘争を展開し、空港外で警察隊ともみあうな

巻頭言　Lapiz 編集長　井上脩身
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か、岸首相
は渡米し、
１９日、ワ
シントンで
安保条約は
調印されま
した。

このよう
に１９６０
年は安保条
約をめぐっ
て騒然と明
けました。
そのころ中
学３年生だ
った私は、
最後の模擬
テストや進

、路判定など
目前に迫っ

た高校受験の準備に追われ、安保への強い関心を持つ余
裕はありません。
高校に入学して間なしのとき、担任の先生がいきなり

「安保反対」を訴えました。びっくりしましたが、新聞
記事をよく読むようになりました。４月２０日深夜、衆
院安保委で自民党は強行採決を断行。このころから、生
徒の間で安保勉強会が自主的に行われ、私も時おり顔を
出しました。

５月２０日午前０時５分に開会された衆院本会議で自

民党は新安保条約を単独強行可決。自主勉強会では「民
主主義を破壊する暴挙」として、ほぼ全員が岸首相への
非難の声をあげました。私はこのころからデモに行こう
と考えだしました。
初めてデモに参加したのは６月４日の国民会議統一行

動だったと記憶しています。集合場所には私のような高
校生も随分多くいました 「安保反対 「岸を倒せ」と声。 」
をからし、大阪のメーンストリートである御堂筋を歩い
たのでした。

１５日の統一行動で全学連主流派が国会の構内に突
入、その学生たちの集団に警察隊が襲い掛かり、東大生
の樺美智子さんが犠牲になりました。尊い命が奪われた
ことが国民の怒りを燃え上がらせました。憲法の規定に
より、衆院での議決の３０日後にあたる６月１９日に新
安保条約が承認されます。この自然承認を阻止しようと
１８日、全国各地で安保反対デモが渦巻き、大阪でも大
阪府学連の学生たちが御堂筋で座り込みを行うなど、激
しい運動を繰り広げました。すでに述べたように私はこ
の時のデモに参加したのです。

１９６０年６月１９日午前０時、新安保条約は自然承
認されました。ではあの安保反対のうねりは何だったの
でしょう。
２０年前、安保闘争を振り返って 「熊さん八っつあ、

んまでデモに参加したのは、いかに国民が民主主義を大
事にしているかの表れ」といった趣旨の新聞記事があり
ました。しかし、それ以前も以降も、自民党政府が非民
主的な政治を行ったことは数多くありますが、それでも
自民党がおおむね政権与党の座を占めつづけています。

６月１８日の大阪の高校生の反安保デモ

巻頭言　Lapiz 編集長　井上脩身
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「民主主義を大事にしてる」では説明できません。
あの安保の最中、私の高校で安保賛成、反対それぞれ

の立場の論者による学校主催の講演会が行われました。
賛成論者は「安保条約によって日本はアメリカに守られ
る」と主張、反対論者は「日本にある米軍基地がソ連と
中国の標的にされる」と切り返しました。
新聞記事をみても、これがおおむね賛成、反対の意見

だったように思います。国民の多くはどちらが正しいの
か判断できなかったでしょう。自民党支持者の方が社会
党・共産党支持者より多いのですから 「戦争に巻き込、
まれるって本当？」と反対意見にクエスチョンマークを
つけていた人が少なくなかったはずです。

自民党支持者まで一変させたのは国会での強行採決で
した。新聞は「暴挙 「民主主義の破壊」と書き立てま」
す。民主主義の否定イコール軍国主義という公式が読者
の頭に浮かびます。なにせ岸首相は太平洋戦争開戦時の
商工大臣であり、Ａ級戦犯です。軍国主義時代の政治家
が民主主義をぶち壊してでも成立を図ろうとしているの
だから、安保というものは戦争のにおいがするものに違
いない、と判断した国民が大勢いたはずです。戦争が終
わってまだ１５年しかたっていません。ほとんどの人は
戦時中と戦後しばらくの間の塗炭の苦しみが骨身にしみ

。 「 」 。ています みんな 戦争はもうこりごり だったのです
あの安保反対の声は「戦争こりごりの叫び」だったと

私は思っています。その叫びは、戦争が終わったその日
から、国民の胸の底にこびりついていました。ようやく
生活が豊かになり、電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビの
三種の神器をそろえた多くの人が忘れかけていた「もう
こりごり」が、強行採決で噴出したのでした。

戦争が終わって２年後の１９４６年１１月３日、憲法
が公布されました。戦争放棄を定めた９条を多くの国民
が受け入れたのは「戦争はもうこりごり」だったからに
相異ありません。しかしその「こりごり感」がわからな
い安倍首相は憲法を変えようとしています。

憲法９条を変えると、またぞろ「もうこりごり」とい
う憂き目にあうことにならないか。そんな危惧から、最
、「 」 。近 憲法９条を世界遺産に という声が出てきました
はたして世界遺産にできるのでしょうか。本号では、

「びえんと」のなかで考えてみました。

了

巻頭言　Lapiz 編集長　井上脩身
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編集長 井上脩身Lapiz

もし九条すべての国にあったなら

今年１月１日付毎日新聞の川柳欄 仲「
畑流万能川柳 （仲畑貴志選）の秀逸句」
としてが選ばれた句であれる 「憲法９。
条を世界の９条に」との投句者（福岡
の「名誉教授 ）の思いに、仲畑さんが」
強く共感したのであろう。相前後して
自民党の重鎮、古賀誠さん（７９）が
昨年上梓した『憲法九条は世界遺産』
が同紙の書籍広告欄に掲載された。自

民党の幹事長も務めた古賀氏には憲法
９条への強い思いがあるようにうかが
われ、さっそく同書を購入。こうした
書籍がほかにあるかを調べてみて、お
笑い芸人・爆笑問題の太田光さんの共
著に『憲法九条を世界遺産に』がある
ことを知った。古賀さんと太田さんの
主張に耳を傾けつつ、憲法９条が世界
遺産になり得るかを考えてみた。

びえんと　憲法9条と世界の記憶　Lapiz 編集長　井上脩身
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行商の母は戦争未亡人

古賀さんは２０１８
年夏、神戸市で「憲法
九条は世界遺産」の題
で講演した。この内容
をもとに原稿をまと
め、２０１９年９月、
かもがわ出版から同書
を刊行（写真左 。Ｂ）
５判９５ページ。表紙
に、自転車の荷台にう
ず高く荷物を積んで行
商に出かけるお母さん
を、下駄ばきの男の子
が寂しそうに見送る絵
（おちあいけいこ画）
があしらわれている。
この子が幼児時代の古

賀さんだ。
後に「憲法９条は大事」と考えるに至る原風景だとい

う。
古賀さんは１９４０年、福岡県生まれ。１９８０年の

衆院選で初当選して以来、連続１０期当選。自民党の総
、 、 、務局長 国対委員長 幹事長と同党の要職を務めたほか

１９９６～９７年には第２次橋本内閣で運輸大臣になっ
。 （ ）ている さらに派閥である宏池会の会長 現在名誉会長

として党の中核を担ってきた。２０１２年に議員引退後
も、政界のご意見番としてたびたびマスコミに登場して

いる。
そんな古賀さんがなぜ「九条は世界遺産」と言いだし

たのだろう。２０１９年１１月２４日付毎日新聞の書評
欄に、同書が古賀さんの顔写真付きで紹介された。記事
には、古賀さんの政治哲学は「戦争未亡人を再び生み出
さない平和な国をつくりあげていくこと」とあり 「世、
界の国々も本当は（日本のような）憲法を持ちたがって
いるはずですよ」と語っているという。

以下は同書による古賀さんの生い立ち。

父親は大牟田市に近い福岡県南部の農村地帯で小さな
乾物店を営んでいたが、古賀さんが２歳のときに出征。
１９４４年１０月、フィリピンのレイテ島で戦死した。
母親は古賀さんを入れて二人の子どもを育てるために行
商に出た。古賀さんが国会議員になった後も 「自分で、

」 、 、自分の生活をする と言って ６０歳まで行商をつづけ
足腰が弱ってからは小さな乾物店を開いた。そんな母親
のもとで育った古賀さんは「なぜこういうつらい思いを
する母親の背中を見なければならないのだろう 「なぜ」
日本の国は戦争をしたのだろう」と自らに問いかけなが
ら育った。

「再び戦争をしてはならない」との思いがつのるよう
になり、やがて政治家を志すように。高校時代の先生か
ら「お母さんに金銭的な迷惑をかけないために、国会議
員の秘書になっては とアドバイスされたが 母親に 住」 、 「
み込みで人間修行しなさい」と大阪の問屋に放り込まれ
た。こうして１年間「丁稚奉公」をした後、東京の大学
に進学。大学に通う傍ら、地元選出の参院議員の書生に

びえんと　憲法9条と世界の記憶　Lapiz 編集長　井上脩身
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なった。学費を出して
もらったので庭掃除や
靴磨きなどをした。大
学を出たあと１２年間
秘書をつとめ、１９７

、 。９年 衆院選に立候補
泡沫扱いだったが「貧
乏で行商に行きよった
人の息子が立候補しよ
る」と支持の輪が広が
り、落選したが４５０
０票差と予想外に善
戦。７カ月後の衆参同
日選挙で初当選した。
３９歳だった。
写真は古賀誠氏

９条は世界へのおわびの証し

古賀さんは選挙を通じて、母親と同じ境遇の人が大勢
いることを知った。政治家として歩むことになった古賀
さんは「戦争未亡人を再び生み出さない平和な国をつく
ることが政治」と考え 「我が国が永久に平和であるた、
めの努力をすることが責務」と自分にいい聞かせた。そ
の「永久平和」は憲法の基本理念でもある。古賀さんは
憲法９条を次のように考える。

（先の）戦争で多くの人が無念の思いで命をなくし、そ

の結果として、子どものために人生のすべての幸せを捨
てた戦争未亡人をはじめ多くの戦争遺族の血と汗と涙が
流された。その血と汗と涙が９条にはめこまれている。
９条というものを我が国が持ったことによって、戦争を
引き起こし世界の国々に大きな迷惑をかけ、いい知れな
い損害を世界の国々にも与えた日本の国が、そのことに
対するお詫びをしているという意味あいをもつことにな
った。こうしたお詫びを世界の国々に発信していること
が世界遺産（に値すること）なのであって （９条を）、
なくしてはならない。
以上のように憲法９条をとらえる古賀さんは「憲法９

条を守りぬくことが使命」として、自衛隊が戦争するこ
とにつながるものにはすべて反対してきた。１９９２年
に成立したＰＫＯ法の採決では、政府は「人道支援に限
ったもので、戦争地域でない所に限って派遣する」と説
明したが、古賀さんは本会議を退席した。戦争にかかわ
る風穴は小さな穴でもあけたらとんでもないことになる
危険がある、と考えたからだという。

実際、ＰＫＯ法によって自衛隊が戦後初めて海外に派
遣されることになり、小泉政権下でイラクに自衛隊をだ
すための法案が出された。古賀さんは、いくら歯止めを
かけたつもりでも、一つ穴があくと運用がどんどん広が
る、と顔をしかめた。危惧した通り、安倍政権は集団的
自衛権の行使容認を閣議で決定した。
「一番腹立たしいのは集団的自衛権の解釈変更の問題。
集団的自衛権の行使は憲法違反なので、専守防衛でやっ
ていくことに戦後の内閣はずっと維持し、国民も支持し
てきた。閣議だけでこの見直しをしたのは本末転倒。国
民のみなさんに取り返しのつかない禍根を残した」と憤

びえんと　憲法9条と世界の記憶　Lapiz 編集長　井上脩身
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慨する。

安倍首相は憲法
９条に自衛隊を明
記する、と公言し
ていることに対し
て 「 ９条の）１、（
項、２項とも残し
て自衛隊のことを
書くと言うが、少
しでも憲法９条改
正につながるよう
なことは針の穴程
度でもやってはダ
メ」と手厳しい。
だが自民党のとく

に若手議員から「憲法９条を守るだけでは日本の平和を
国民に約束できない。万が一のときのためには、それに
立ち向かうだけの軍備は必要」と、疑問を投げかけられ
る 憲法改変を求める人の意見はおおむね こうした 理。 、 「
想だけでは国は守れない」だ。古賀さんは「９条は国民
の決意であり覚悟。理想に向かってそれを実現するため
に頑張り、努力するものだ。日本の国は世界遺産のよう
なすばらしい平和憲法を持ったのだから、９条を守るの
が我々の使命」と答えるという。その気概。保守政治家
としての筋を通す心根であろう。

９条は血塗られた時代の奇跡

１９６５年生まれの漫才師、太田光さんの憲法９条観
は、２５歳年上の古賀さんとはまるでちがう。田中裕二
さんと「爆笑問題」コンビをくみ、風刺たっぷりに時事
ネタを取り入れて笑いをさそう太田さん 「うまれた時。
から（現在の）憲法の中で生きてきた。それを簡単に変
えるな。俺の生きてきた歴史でもあるんだぞ」と言い放
つ。古賀さんが「戦前生まれの反戦憲法観」ならば、太
田さんは「戦争を知らない世代の平和憲法観」といえよ
うか。

埼玉県生まれの太田さんは日大在学中に田中さんと知
り合い１９８８年、爆笑問題を結成。最も売れている漫
才コンビとしてテレビに引っ張りだこだ。なかでも太田

、 。さんの毒舌は 世代を超えて多くのファンを引きつける
その魅力の元は幼少期にある。女優志望で発声が得意だ
った母親は毎晩、太田さんが寝床に入ると本を読み聞か
せた。それがきっかけで太田さんは児童文学書を読むよ
うになり、現在でも１年に１００冊の本を読むように心
がけているという。

太田さんが少年時代に特に愛読したのは宮沢賢治の童
話。大人になってから、賢治が石原莞爾の思想に傾倒、
満州事変を肯定していたと知る。賢治は１９３３年に亡
くなっていることから、自分が傾倒した思想が、やがて
人と人が殺し合う戦争になるとは想像も及ばなかったの
ではないか、と擁護したい太田さん。賢治に対して複雑

、 。な思いをいだくことが 後に独自の９条観をもつに至る

太田さんは２００６年、宗教史学者の中澤新一さんと
対談。雑誌『すばる』に「宮沢賢治と日本国憲法 「憲」

びえんと　憲法9条と世界の記憶　Lapiz 編集長　井上脩身
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法九条を世界遺産に」と題
して連載され、同年 『憲法、
九条を世界遺産に （集英社』
新書・写真左）として出版
された。

対談で中沢さんが「平和
とそれがはらんでいる矛盾
について賢治ほど考え抜こ
うとした人はいない」と述
べたうえで 「その背景に動、
物と人間との戦争があり、
その上で平和の実現が可能
かと考えた」という。これ
を受けて太田さんは「彼の
作品には（動物に対する）

正義や愛があふれているけれど、その正義が結果として
人を殺す思想につながっている」と語る。太田さんが言
う通り、ほとんどの戦争の錦の御旗は「正義」だ。あの
太平洋戦争では日本もアメリカも「我が方に正義あり」
だった。

「 、太田さんは 日本とアメリカは戦争が終わったとたん
日米合作で理想憲法をつくった。日本人が１５年も続い
た戦争に嫌気がさしたピークの感情と、この国を二度と
戦争を起こさせない国にしようというアメリカの思惑が
重なった瞬間にぽっとできた。日本国憲法の誕生は、あ
の血塗られた時代に人類が行った一つの奇跡だと思う」
とユニークな発想をする。そして「奇跡的な瞬間を人類
の歴史が通り過ぎてきたのだとすれば、大事にしなけれ
ばいけない。エジプトのピラミッドは人類の英知を超え
た建築物であるがゆえに世界遺産に指定されている。憲

法９条もそういう存在だ」と述べると、中沢さんは、ア
インシュアインの相対性理論を引き合いにだして 「そ、
の瞬間の輝きとともに世界に出たものは二度と取り消し
がきかない人類の共有財産だ」と応じた。
現政権は憲法９条を変えようとしているが 「憲法９、

条はたった一つ日本に残された夢であり理想でもあり、
拠り所でもある。どんなに非難されようと、一貫して他
国と戦わない、二度と戦争を起こさないという姿勢を貫
き通してきたことに日本人の誇りがある」と太田さんは
きっぱり言った。

９条は日米の合作

、 、古賀さんの場合 戦争未亡人になった母親への追慕が
「９条を守らねば」の思いに結び付いた。太田さんは母
親に読み聞かせてもらった体験から本好きな少年にな
り、９条に考えが及ぶようになった。ともに母親の影が
人格を形づくっているのが興味深い。だが、本稿は母親
論ではない。ここでは二人の９条観に注目したい。
太田さんのそれは宮沢賢治への複雑な思いが下敷きに

なっている。太田さんは「賢治の作品を信頼する。けれ
ど、おそらく賢治は満州事変も肯定する。そこが自分と
相容れない」という。確かに賢治は国粋主義的宗教団体
「国柱会」に入信したが、私が読んだ『銀河鉄道の夜』
『風の又三郎 『注文の多い料理店 『セロ弾きのゴーシ』 』
』 。ュ などの童話からそうした好戦的傾向はうかがえない

私の読み方が浅いのかもしれないが、賢治の作品から９
条論に話しを進めるのはいささか無理があるように思
う。
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太田さんは９条につ
いて「日米合作」とい
う。どういうことだろ
う。

評論家の立花隆さん
は雑誌『現代』で「私
の護憲論」を発表。こ
の中で憲法制定に中心
的役割を果たした入江
俊郎・法制局次長（当
時）の「幣原さんが実
質的イニシエーターだ

」ったという感じだった
という証言などに基づ
いて 「憲法九条はこう、
いう（幣原喜重郎首相
のような軍備全廃の）
信念を持った人が発想
し、それに共鳴したマ
ッカーサーとその幕僚

たちが法文化した。そういう意味で日米合作の憲法だっ
たと言える」と結論づけた （古関彰一『平和憲法の深。
層 （ちくま新書・写真）』

太田さんは立花さんの論文を読んでいたのかもしれな
い。前掲書でこのことを紹介した古関さんは幣原発案説
を否定。マッカーサーが１９４６年２月３日、民生局の
憲法起草チームに示した３原則のなかで、戦争放棄につ
いて「国権の発動たる戦争は廃止する。日本は、紛争解
決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持

するための戦争をも放棄する。日本は、その防衛と保護
を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日
本が陸海空軍をもつ権能は、将来も与えられることはな
く、交戦権が日本軍に与えられることもない」としてお
り、この表現の中に憲法９条中の「国際平和を誠実に希
求し」との平和条項がないことに着目した。
古関さんによると、同年６月２２日の衆議院本会議で

社会党の片山哲が「日本国民は平和愛好者たることを世
界に向かって宣言する、世界恒久平和の為に努力する、
且つ国際信義を尊重する建前であることを声明すること
が必要」と述べた。この本会議の後に設置された「帝国
憲法改正案特別委員会」の委員長に片山は就任したこと

、 。 、もあって 憲法に平和条項が入ることになった つまり
戦争放棄条項が米側の発案で、平和条項は日本側の意思
で生まれたわけである。古関説によっても日米合作とい
えるだろう。

太田さんの主張のなかで私が感心したのは、憲法誕生
を「人類が行った一つの奇跡」ととらえる点だ。本稿を
執筆している時、たまたま私は司馬遼太郎の『竜馬がゆ
く （文春文庫）を読んでいた。天保１１（１８４０）』
年、土佐の庄屋が秘密同盟を結び 「藩から身柄を差し、
出せと命じられても決して差し出さない」との密約を交
わしたことに触れ 「半封建的国民思想が、土佐の草深、
い田舎の庄屋どものあいだにうまれていた、というのは
歴史の奇蹟であろう」と司馬は書く。そして、この庄屋
同盟が維新後の自由民権運動につながったとみる。
この自由民権運動から植木枝盛の「日本国国憲案（東

洋大日本国国憲案 」が生まれた。このなかで植木は人）
民主権、徹底した人権保障（法律で自由権利を制限する
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ことの禁止）など
を唱えた。憲法史
研究者、鈴木安蔵
は日本国国憲案の
研究に没頭し 「国、
民は健康で文化的
水準の生活を営む
権利を有する」な
どを盛り込んだ憲

。法草案要綱を起草
同要綱は１９４５
年１２月２６日、

憲法研究会によって発表された。植木の思想は現行憲法
の理念に通じるものがあったのだ （高田健『改憲・護。
憲――徹底検証・憲法調査会』技術と人間）
司馬が「奇蹟」と感じた土佐の庄屋の秘密同盟が巡り

巡って、憲法９条の奇跡を生んだと言えなくもない。

世界の記憶マグナカルタ

憲法９条は世界遺産になり得るのだろうか。そもそも
憲法が世界遺産になった例はあるのだろうか。調べてみ
ると「マグナカルタ」がユネスコの「世界の記憶」にな
っていることがわかった。

マグナカルタは１２１５年、イングランド王国のジョ
ン王が制定した憲章で 「自由の大憲章」と訳されてい、
る。前文（王によるマグナカルタの確認 、第１条（教）

）、 （ ）、会の自由 第９条 ロンドン市などの都市・港の自由

第２９条（国法によらなければ逮捕・拘禁されたり、財
産が奪われない＝適正手続き規定 、第３７条（自由と）
慣習の確認）などで構成されている。国王の権限を制限
していることから憲法の草分けと位置付けられており、
この理念が基礎になって１７世紀、英国裁判官らによっ
て憲法原理としてまとめられた。これが清教徒革命の根
拠となり、アメリカ独立戦争につながることとなった。
こうした歴史的価値が高く評価され、２００９年 「世、
界の記憶」に選定にされた。

世界の記憶は「危機に瀕した古文書や歴史的記録物を
保全し、広く公開する」ことを目的に、１９９２年に創
設 ユネスコが９５年から選定を始めた これまでに 光、 。 「
州事件の民主化運動に関する記録 （韓国 「ピープル」 ）、
パワー革命時のラジオ放送 （フィリピン 「ターニン」 ）、
グポイント：国家誕生の時 （東チモール）や、複数国」
にまたがる例として「慶長遣欧使節関係資料 （日本、」
スペイン 「朝鮮通信使関係資料 （日本、韓国）があ）、 」
る。

光州事件は１９８０年に発生したものだ。現代史の資
料も世界の記憶になっている点からみると、憲法９条も
十分その可能性があるといえるだろう 「朝鮮通信使関。
係資料」は民間と地方自体の主導で申請が行われた。政
府が後ろ向きでも民間団体の手で申請できるのだ。九条
の会などの団体が申請運動を進めるためには、多くの国
民の賛同が要る 「戦争未亡人を出さないために憲法９。
条を守ろう」という古賀さんの思いの方が、太田さんの
主張よりも多くの理解が得られると思われる。

マグナカルタ制定の様子
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すでに述べたように古賀さんは 「憲法改正」を党是、
とする自民党の重鎮である。その古賀さんの『憲法九条
は世界遺産』に多くの耳目が集まる今、９条を世界の記
憶にするまたとないチャンスである。太田さんの言い方
をまねれば、古賀さんが同書を著したことが時代の奇跡
なのだ。

私は受験生時代、マグンカルタの成立年を 「人に一、
言（１２１５年）大憲章」とおぼえた。憲法９条がマグ
ナカルタに続いて世界の記憶になれば、受験生はその成
立年を憶えなければならない。

憲法の公布は１９４６年１１月３日だ 「平和憲法一。
句詠む（１９４６年 」というのはどうだろう。）
実際、９条を詠んだ川柳句がある。

９条があるから保てた平和です（河原あや子）
（ 新現代川柳必携』三省堂）『

了

びえんと　憲法9条と世界の記憶　Lapiz 編集長　井上脩身
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山梨良平文
609studio.com初出

電子顕微鏡で観察され
るコロナウイルスは、

、直径約 の球形で100nm
表面には突起が見られ
る。

HP写真：国立感染症研究所

http://bit.do/fsdFa
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それはチェルノブイリ原発事故か
ら始まった

それは 年 月 日 時 分（モスクワ1986 4 26 1 23
時間）に、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国
のチェルノブイリ原子力発電所 号炉で起きた。4
大事故だった。ソ連当局は当初この事故をひた隠
しにしていた。抑え込もうとしていたのだ。 こ
との発覚は意外なところからだった。事故の 日2
後の 日、スウェーデンのフォルスマルク原子28
力発電所で、職員の靴から高線量の放射性物質が
検出されたことが発覚のきっかけとなったのだ同
日中にスウェーデンは外務省を通してソ連に原発
事故の有無を問い合わせたが、当初は否定してい
た。しかし国際原子力機関（ ）に事態を報IAEA
告する意向を伝えられると、一転してチェルノブ
イリ原発で事故が発生した事実を認めた。

隠しおおせると思っていたことに驚きだ。ソ
連はそれでも国内では隠し通そうとした。時のソ

1 1985連共産党書記長はゴルバチョフ。彼は前任者のチェルネンコがその死によってわずか 年余りで幕を閉じたあと、
年 月 日に就任している。その 年後にあの惨事が起こったわけである。先に書いたように、ソ連政府はこの事故の3 11 1
情報を抑え込もうとした。つまりスウェーデン外務省の指摘を受けるまでの 日間抑え込んでいた。それでも隠ぺいす2
ることが無理だということに気が付いてながらゴルバチョフは積極的に公開することに躊躇した形跡がある。しかし最
終的にはグラスノスチ（情報公開）の重要性に気が付いたのかペレストロイカ（改革）の一環でグラスノスチに踏み切
った。
結局ゴルバチョフの唱えるペレストロイカはとん挫したのだが、人々は混乱の中ででも自由や団結を手に入れた。

こうした中でソ連邦の崩壊が起こった。

チェルノブイリ原発 号機石棺4
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コロナウイルスに翻弄される中国

さて眼を今の中国の状況に向けたい。ちょうどこの稿
を書いているときに、コロナウイルスに侵された一人の
医師がなくなったという報道があった。彼は当局が公表
する前の「原因不明」の段階で感染への注意喚起をした
眼科医、李文亮さん（ ）で 日、自らも感染した末に33 7
亡くなった （この項朝日新聞）。
彼の死を中国国民はどのようにとらえたか？

中国、ウイルス警2020 2 8 AFP年 月 日付の 通信は「
」と題して次告医師の死で情報統制か 報道錯綜に批判

のように報道した。
中国で、新型コロナウイルスの流行について警鐘を鳴

らした李文亮（ ）医師（ ）の死をめぐる報Li Wenliang 34
道に対し、怒りの声が上がっている。中国メディアは医
師の死を一度報じた後、一転して存命を伝え、その後再
び 死 亡 を 報 じ て い た 。
（ ）https://www.afpbb.com/articles/-/3267312?pid=22107293

ウェイボーではハッシュタグ「李文亮医生去世 （李文詳しくは上記の記事を読んでいただければわかるが、同記事は 」
と伝えているが亮医師が死去）が検索ランキングで首位となり、閲覧回数は 億回、コメント数は 万件を超えた。10 110

ハッシュタグは消された。つまりおそらく政府関係機関が操作したと思われる。事態がここに至ってもその隠蔽体質は
変わっていないのだ。

世紀も 年たつというのに、過去の体質を引きずって 億だかの国民を統率してゆこうと考える構図は、国民数21 20 14
こそおおきく違うが旧ソ連のそれと全く同様の状況だ。

筆者は習近平体制はあまり長くないと思うのだが。もしこの体制が続くようなら重大な結果が中国は無論世界の政治
。 。 。体制によくない危険をおよぼす しかし筆者はゆっくりとだが習近平体制は終わってゆくと思う ソ連の崩壊のように

世界は中国の経済面だけに注意を払うのはやめるべきだ。
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文・写真 井上脩身

蕉紀行三百年記念企画（山と渓
谷社 『奥の細道』によれば、全）

2400km行程は
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松尾芭蕉の不朽の名作
『奥の細道 。そのスタ』
ートは芭蕉が庵をむすん
だ江戸・深川であること
は無学な私でも知ってい
た。奥州から日本海沿い
に敦賀まで行ったことも
知っていた。そしてその
最後は大坂だと思い込ん
でいた。高校時代、大坂
で「旅に病んで夢は枯野
をかけ廻る」という最後
の句を詠んだと習ったか
らだ。敦賀からなら琵琶
湖沿いに京、大坂に行け
るという地理感覚もあっ
て、まことに恥ずかしい
話だが、全く疑問をもた

。 、 「 」なかった あるとき ＪＲ大垣駅に止まった電車の車窓から 奥の細道むすびの地
の看板が目に留まった。大垣が『奥の細道』の最後の地というのだ。これはいった
いどういうことだろう。調べてみると、大垣は江戸時代、美濃路の宿場だった。芭
蕉は大垣宿で何をおもったのだろう。冬のある日、岐阜県大垣市を訪ねた。

大垣のシンボル、大垣城

宿場町シリーズ　奥の細道むすびの地　大垣宿　井上脩身
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芭蕉の到着、門人集合

いささか
、煩わしいが

『 』奥の細道
のなかの大
垣のくだり
を原文（小
宮豊隆、横
澤三郎著 芭『
蕉講座 第
八巻紀行文
篇』三省堂
・写真）の
まま掲載す
る。

露通も此
みなとまで

、出むかひて
みのゝ國へ
と伴ふ。駒
にたすけら
れて大垣の
庄に入ば、

曾良も伊勢より来り合、越人も馬をとばせて如行が家に
入集る。前川子・荊口父子、其外したしき人ゝ日夜とぶ

、 、 。らひて 蘇生のものにあふがごとく 且悦び且いたはる
旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊
勢の遷宮おがまんと、又舟にのりて、

蛤の
ふたみに

わかれ行秋ぞ

（ ） 。以上の原文に筆者 横澤氏 による評が付されている
以下はその概略（一部口語化 。）
芭蕉の生涯の大旅行『奥の細道』の旅もここで終わり

を告げた。大垣に入って、越人をはじめ蕉門の誰彼が如
行の家に集まり 「且悦び且いたは」ったりする。その、
蕉門の誰彼の喜びは、とりもなおさず芭蕉その人の喜び
でもあったのだ。しかしその賑やかな喜びの一面に一脈
のあわれが漂っているように感じられるのは、筆者のみ
であろうか。
この評によると、芭蕉は大垣の蕉門の俳人たちと会え

たのがうれしくてたまらなかったようである。しかしそ
こにあわれが漂よっていた、というのはどういう意味で
あろうか。１４０日以上にのぼる『奥の細道』の旅がよ
うやくゴールにたどりついたのである。普通の人は達成
感をおぼえるだろう。俳聖は並みの人間とは違うという
のであろうか。
私は芭蕉の「あわれ」を知りたいと思いながら大垣の

宿場跡を歩いた。

揖斐川水系の大垣湊

まず大垣宿についてざっと説明しておこう。
大垣宿は美濃路の宿場であることはすでに述べた。美

濃路の原型は東海道から尾張国の国府を経て美濃国内の
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東山道・不
破関に至る
古代のルー
トだったと
みられてい
る。関ヶ原
の戦いで東
軍の先鋒、
福島正則が
美濃へ進軍
し、勝利し
た家康がこ
の道を凱旋

して通ったことから「吉例街道」とも呼ばれ、将軍の上
洛の際にも使われた。
江戸時代になって東海道の宮宿（名古屋市熱田区）と

中山道の垂井宿（岐阜県垂井町）を結ぶ脇往還として整
備された。長さは１４里、５６キロ。朝鮮通信使が１０
回、美濃路を通行して大垣で泊まったという。また琉球
王使も１７１４（正徳４）年以降１１回、美濃路経由で
江戸に向かっている。このほか宇治で詰められた新茶が

、 、 、江戸に運ばれる いわゆるお茶壺道中は 往路は東海道
復路は中山道だが、元禄以降、復路は美濃路経由になっ
た。１７２９年、象が江戸まで運ばれた際も美濃路を通
っている。
このように美濃路が頻繁に使われたのは、宮宿と桑名

宿の間の七里の渡しで水難事故が多かったためだ。京か
ら江戸に向かう際、水難事故を避けるため遠回りでも美
濃路が使われた。
大垣宿は宮宿から数えて８番目の宿場。大垣藩の城下

町でもある。京口門から名古屋門まで１キロ余り。この
二つの門は有事の場合、大垣城の七つの門とともに閉鎖
されることになっていた。
すでに述べたように大垣宿は美濃路の重用な城下町宿

場であったが、もう一つ見逃してはならないのは水運が
発達していたことだ。
水路の研究をしている水田恒樹氏の論文「大垣の近世

運河と近代運河に関する研究」がネット上で公開されて
いる。水田論文によると、天文年間（１５３２～５５）
に創建された大垣城には５筋の堀があるが、このうち城

。 、の西には揖斐川支流の水門川が流れている 近世の初頭
揖斐川では上流の年貢米や諸物資を河口の桑名まで運
、 、び 逆に茶や塩などを上流に運搬する水運として使われ

その一環として水門川も水運の川になった。このため、
元は原野だった京口門の南で１６０１（慶長６）年に市
街化が始まり、約１０年間に３２戸が城下から移住。水
門川左岸に町民５人が共同の倉庫を建てて、船問屋を開
設した。さらに慶長末の１６１５年ごろから、水門川を
さかのぼり大垣湊で荷揚げされるようになったため、美
濃路から中山道に至るルートが開発された。大垣湊辺り
は船町と呼ばれ、大垣の経済の中核をなすようになる。
揖斐川水系の水運のうえで問題となったのは、堆積に

よって水深が浅くなることだ。大垣藩が役船を制度化し
た１６２６（寛永３）年ころ、７０～７５石積みの平田

、 、船が運行していたが 水門川の堆積がさらに進んだため
浅瀬でも積み替えをしなくても済む５０石以下の鵜飼船
に切り替えられた。１７８５（天明５）年、藩は「船荷
の積み下ろしによって旅人の往来を妨害しないように」
との制札を立てた。このころには水運が盛んになる一方
で、旅人も多くなったことがうかがえる。

水門川に係留されている平田船と思われる小船
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こうした水運によっ
て大垣は、本陣、脇本
陣などをかかえる宿場
として発展。伊賀上野
で生まれ育った芭蕉は
そのことを知っていた
にちがいない。

門人にいたわら
れる芭蕉

大垣に向かう前、私は
推理作家、森村誠一氏の『芭蕉の杖跡――おくのほそ道
新紀行 （角川マガジンズ）を読んだ。同書は２４００』
キロにわたる『奥の細道』の全行程を、２００８年から
翌年にかけて５回に分けて踏破した紀行文だ。森村氏は
俳句にも造詣が深く、その先々で詠んだ俳句も交えてお
り、平成版の奥の細道といった感の装いである。
同書で大垣について「色浜（敦賀）から我々は旅の終

着、大垣へ向かう」と書き始め 「大垣では記念館（奥、
の細道むすびの地記念館）に立ち寄る」と続けている。
どうやら森村氏は大垣に着くなり、真っ先に同記念館を
訪ねたようである。私もＪＲ大垣駅に着くとまず同記念
館に向かった。
駅から南に徒歩約２０分、水田論文に出てくる船町に

ついた。現在の地名も船町である。記念館はその水門川
沿いに建っている。２０１２年にオープンした白亜の瀟
洒な建物だ。このなかの芭蕉館に松島や山寺など奥の細
道ゆかりの地の紹介パネルが展示されており、会場を一

回りするだけで、その全体像をおおざっぱながらも理解
できる。
大垣については独立したコーナーが設けられている。

ここでまず目についたのは、大垣に関する奥の細道の原
文とその注釈が記載されたパネルである。写真撮影が許
されていないので、私はノートに写し取った。
原文についてはすでに紹介しているので、ここでは注

釈を書きとどめたい。
「露通」は正しくは路通。蕉門の俳人、４１歳。もとは
奥の細道の旅に同行する予定だったが、芭蕉は曾良に変
更した。
「此みなと」とは敦賀の港のこと。
「大垣の庄」に入ったのは『荊口句帖』によると８月２
１日（太陽暦１０月４日）
「 」 、 。 （ ）越人 は芭蕉の門人 名古屋の人 享保５ １７２０
年 『更科紀行』に芭蕉に同行。、
「如行」は大垣の蕉門の中心人物。通称源太。
「前川子」は大垣藩士、津田庄兵衛。弓頭、知行３００
石。
「荊口」も大垣藩士、名は宮崎太左衛門。３人の子（此
筋、千川、文鳥）も蕉門の俳人。
「蘇生」とは、ここでは「死者がよみがえる」ことを意
味し、芭蕉の病状が深刻だったことを表している。
「物うさ」は心身がだるい状態。
「長月六日」の午前８時に船出。水門川から揖斐川を下
り、午後３時ごろ桑名市長島町杉江で上陸。
「伊勢の遷宮」が行われたのは内宮が９月１０日、下宮
が９月１３日。
ふたみ は蛤 ハマグリ の 蓋と身 に 二見 伊「 」 （ ） 「 」 「 」（

勢）をかけている 「蓋と身」は離れがたいもの。芭蕉。

芭蕉像を見つめる森村誠一氏
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の句は、大垣の「したし
き人々」に対する名残惜
しさを述べた挨拶句。

以上の注釈を手掛かり
に私なりに句を訳した。
芭蕉についても古文につ
いても、さらに俳句その
ものにも門外漢である。
いささか荒っぽい訳では

。あるがご容赦ねがいたい
敦賀港では門人の路通

が出迎えにきてくれた。
路通を伴って美濃の国へ
と向かう。馬の背に乗っ
て 月 日、大垣に入っ8 21

た （旅の途中、別行動をとった）曾良が伊勢から来て。
、 。 、くれ 門人の越人も馬をとばてやってきた 大垣の門人

如行にやっかいになることになった。如行邸に、やはり
大垣の門人で大垣藩士の前川子、荊口、それに荊口の子
やそのほかの門人らが集って、まるで死んだ者が生き返
ったかのように日夜、喜んでくれ、またいたわってくれ

9た まだ旅の疲れはとれておらず 心身がだるかったが。 、 、
月 日（内宮）と 日（下宮）に行われる伊勢神宮の10 13

9 6遷宮をおがみたいので、伊勢に行くことにした。 月
日午前 時、船に乗って水門川を下り、揖斐川を経て桑8
名に着いた。伊勢の二見に向かう私はここで、離れがた
いほどに親しい門人たちと別れねばならない。世話にな
ったお礼の意味もこめて、別れの挨拶の一句を詠むとし
よう。

蛤のふたみにわかれ行秋ぞ

芭蕉のための道しるべ

記念館でもらった観光マップをみると、芭蕉が船出し
たところは同館のすぐ前のようだ。そこは大垣宿の京口
門よりも２００メートルくらい南に位置しており、当然
美濃路からも外れている 『奥の細道』の旅では芭蕉は。
馬の背にのって大垣に入ったのだから、大垣の宿場内で
は街道を歩かなかった可能性が高い。本稿は「宿場町シ
リーズ」の一環である。これでは困る。

森村氏の『芭蕉の杖跡』のページを繰った 「大垣は。
『野ざらし紀行 『笈の小文』の旅で曾遊の地であり、』
今回の『おくのほそ道』のむすびの地として三度目であ
った」とある。冒頭の『芭蕉講座』を開いた 『野ざら。
し紀行』は「甲子吟行」という目次で掲載されている。
同紀行は１６８４（貞享元）年８月から翌年４月まで、
故郷の伊賀上野への旅を記録したもので 「大和より山、
城を経て、近江路に入り、美濃に至る」芭蕉は「大垣に
泊りける夜は、木因が家を主とす」としたため、

死もせぬ旅ねのはてよ秋のくれ

と詠んだ。
この後、芭蕉は「熱田に詣づ」のである。

『笈の小文』は「 芭蕉講座』の「芳野紀行」の項にあ『
る。 （貞享 ）年に伊賀上野に帰省したときの記録1687 4
を芭蕉の死後、門人の乙州が編さんした 「此間美濃・。

、 、大垣・岐阜のすきもの訪ひ来りて 歌仙あるは一折など

大垣経済の中心、船町の道標
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」 。度ゝに及ぶ とそっけない
この後 「師走十日餘り名、
古屋を出でて舊里に入んと
す」とあることから、大垣
から名古屋に向かったよう
だ。

『野ざらし紀行 『笈の』
小文』とも、芭蕉は美濃路
を通って大垣に入り、名古
屋に向かったことはまぎれ
もない。ということは、芭
蕉は大垣の宿場内でも美濃
路を歩いたはずである。私
は、記念館から京口門跡を
経て名古屋口門跡コースを
とることにした。

同館を出ると真っ先に目
に留まるのは二つの像である。一つは杖と笠を手にして
いることから芭蕉像であることは明白だ。もう一体は台
座に「木因像」と刻まれている 『野ざらし紀行』で、。
芭蕉が大垣滞在での主にしたという家のあるじの木因で
ある。二人の像のそばに石造の道標がある 「南いせ。
くわなへ十り さいがうみち」と彫られている。説明板
には「谷木因が芭蕉を歓迎するために建てたと伝えられ
ている」とある。
谷木因（１６４６～１７２５）は大垣生まれの俳人。

北村季吟に師事しており、芭蕉とは同門。代々船問屋を
営み、大垣の蕉門の発展に尽くした。
芭蕉は木因への信頼が厚かった。大垣で奥の細道の旅

を終えて伊勢におもむいた時、芭蕉は江戸の杉風に書簡

を送っている。そこには 「木因舟に而（て）送り如行、
其外連衆舟にのりて」としたためられてあり、伊勢に行
くために水門川で乗った船は木因が提供したものとわか
る。
水田論文には「水門川左岸に町民５人が共同の倉庫を

、 」 。建てて 船問屋を開設した とあることはすでに触れた
木因は大垣水運を商いとする問屋として財をなした有力
商人の一人であったのだろう。

朝鮮通信使泊まる本陣

前項でみたように、船町界隈は「芭蕉思い入れの地」
。 「 」である 奥の細道のファンにとっては 芭蕉をしのぶ地

。 、と言えようか ここにはもう一度戻って来ることにして
私は京口門跡から大垣宿探訪を始めることにした。
京口門跡の説明板が水門川の東岸にたっている。それ

によると大垣城の西総門を兼ねており、明け六つ（午前
６時ごろ）に開けられ、暮れ六つ（午後６時ごろ）に閉
められた。門の近く土塀がめぐらされ、二重の櫓が建っ
ていたという。現在、京口門跡のそばに、水門川にかか
る京橋がかけられ、たもとには「右京みち 左江戸道」
と刻まれた石造円形、高さ約２メートルの「船町道標」
がたっている。文政年間（１８１８～１８３０）にたて
られたもので、元は少し離れたところにあったが、戦災
にあったため、戦後、移し替えられたという。
木因の邸宅がどこにあったかは定かでないが、問屋を

営んでいたことから船町にあったと思われる 『野ざら。
し紀行』で木因の家から名古屋に向かった芭蕉は京橋門

、 。から この道標にしたがって左の道を進んだはずである

木因が芭蕉のために建てた道標
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私も左（北向き）に行く。しばらくすると、道は東に進
路を変える。この辺りでは水門川はＬの字を上下に重ね
たように直角に２回曲がっていて、何ともいえない風情
を醸し出している 「四季の広場」と名付けた公園とし。
て整備され、吊橋の下に一艘の船が係留されている。こ
の船はシーズンには遊覧船になるのだろうか。
美濃路は現在、幅７メートルほどの生活道路になって

いて、両側に住宅が建ち並んでいる。残念ながら宿場の
名残はほとんど見かけない。いささか失望の念をいだい
ていると、京口門跡から１５分くらいのところで 「美、
濃路大垣宿本陣跡」の標識が目に入った。
大垣宿本陣は永禄年間（１５５８～１５６９）に創建

されたという。織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を破
ったのは１５６０年のことだ。大垣本陣の伝説通りなら
信長が勢いをもつとともに大垣の町が形成されたことに

。 、 （ ）なる 水田論文に 大垣城は天文年間 １５３２～５５

に創建されたとあることと併せ考えると、信長の時代、
大垣は軍事的にも商業的にも重要な所であったことはま
ぎれもない。私は「奥の細道むすびの地」のみに焦点を
絞ったが、歴史的にはかなり価値ある都市だったようで
ある。
本陣跡に平屋のこじんまりした木造切妻の建物がたっ

ている。説明板には「宿場のほぼ中央に位置し、大名、
宮家、公家、幕府役人が宿泊、休憩した。本陣役は宝暦
５（１７５５）年、玉屋岡田藤兵衛、天保１４（１８４
３）年、飯沼定九郎が問屋を兼ねて勤めた」とある。本
陣を司るのはここでも問屋なのだ。
この本陣跡の建物の入り口は鍵がかかっていて入るこ

とができなかった。その入り口のそばに横長の石碑がた
っている 「朝鮮通信使に関する記録」とあり、その下。
に「朝鮮通信使宿泊の地」と小さく添えられている。大
垣の本陣に朝鮮通信使が泊まった際の記録が建物内に展
示されているのであろうか。それを目にできなかったの
は心残りであった。
朝鮮通信使は第７回が１６８２（天和２）年、第８回

が１７１１（正徳元）年である。第７回は『笈の小文』
、 。の紀行の２年前 第８回のときは芭蕉はこの世にいない

芭蕉は大垣で朝鮮通信使を見ることはなかった。
本陣跡から５０メートル東に問屋場跡の石碑があり、

その前の朽ちかけた家屋の壁に「駄賃人足荷物ノ次第」
とかいた木札がかかっている 「御伝馬駄賃４０人目」。
などと問屋での決まりが書いてある。荷物を運ぶには４
０人の人員が要るということであろう。もちろん本物で
はあるまい。あちこちの宿場を歩いたが、このような札
を見たのは初めてだ。芭蕉は本物の「駄賃人足荷物ノ次
第」を目にしたかもしれない。

大垣本陣跡の建物。入り口に「朝鮮通信使宿泊地」の石碑がある
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今回の宿場探訪の終点
である名古屋口門跡は問
屋場から北に６００メー
トルくらいのところの川
岸にある。この川も水門
川だ。観光マップを取り
出して確かめると、水門
川は大垣城を囲むように
北から南下、西に向い、
さらに南下、Ｌ字を上下
にしたような升形に流れ
たあと、船町に向かって
いる。大垣城をはさんで
北東に名古屋口門跡、南
西に京口門跡がある。つ
まり京口門は西からの敵

を防ぎ、名古屋口門は東の敵を防ぐための門なのだ。京
口門が大垣城西総門を兼ねていたことはすでにふれた。
名古屋口門はいうまでもなく大垣城東総門を兼ねてい
た。
芭蕉はこの門を出ると、次の宿場、墨俣宿へと歩を進

めたはずである。

「旅に病んで」の兆し

宿場の街道を歩いただけでは、芭蕉が「あわれ」を漂
わせていた理由はわからない。私はもう一度、むすびの
地である船町の水門川のほとりに立った。
水田論文に「大垣湊がある辺りは船町と呼ばれた」と

あるが、今は両方を合わせ 「おくのほそ道の風景地、
大垣船町川湊」として国の名勝に指定されている。ここ
が水運の荷物を船から陸揚げしたり、逆に船に積み込む
湊であったことを示しているのが「住吉燈台」だ。江戸
時代後半に建てられたと伝えられており、芭蕉のころに
はまだなかった。この灯台のそばに朱塗りの橋がかかっ
ている。おそらくこれも、芭蕉よりずっと後世の造りで

。 。 、あろう 橋の両岸は桜並木みになっている 芭蕉のころ
仮に桜があったとしても、この地に着いたのは夏なので
桜は咲いてなかった。
灯台の下に一艘の船が浮かんでいる。長さ約１７メー

トル、幅３メートル。水田論文にある平田船であろう。
芭蕉が伊勢に向かうために乗った船は平田船だった可能
性が高い。
当時木因は家督を譲り隠居暮らしをしていた。芭蕉は

その隠居所を訪ね、落ちついた暮らしぶりをほめて、

隠れ家や菊と月と田三反

と詠んだ。
『芭蕉講座 第八巻紀行文篇』に、蕪村筆の「奥の細道
繪巻」の１点が掲載されている。芭蕉が藁ぶき屋根の質
素な家を訪ねる図だ。木因の隠居所もこのような簡素な
住まいだったのであろう。その木因が伊勢に向かう船を
用意したことはすでに述べた。芭蕉にはどれほどありが
たかったことか。

芭蕉が伊勢から杉風に宛てた書簡によると 「奥の細、
道」のむすびの地での如行邸での句会で木因は、

秋の暮行先々は苫屋哉

大垣湊をしのぶ「住吉燈台」
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と詠んでいる。記念館の解説パネルに「芭蕉の旅の行
く先々を思いやった発句」と記されている。だが、隠居
所に訪ねてくれた芭蕉を見て、伊勢に向かうのは無理と
感じたのではないだろうか。実際、芭蕉には旅の疲れが
残っていた。木因の句に「苫屋に寝泊まるがごとき旅に

」 。耐えられるのか との不安がにじんでいるように思える

病といえば芭蕉に同行して北陸を歩いていた曾良が体
調を崩して山中温泉で別れ、伊勢に先行することになっ
た。その曾良が伊勢・長島から大垣に駆け付けてきた。
芭蕉はほっとしたことだろう。曾良は逆に師の体調をど
う見ただろう。その思いをうかがわせる史料はないが、
越人が如行邸で詠んだ句が曾良の気持ちを代弁している
ようにみえる。

胡蝶にもならで秋ふる菜虫かな

チョウのはずの師が今は幼虫の菜虫のように弱々し
い、と表したと思うのはうがちすぎだろうか。
旅の疲れを癒そうと如行門人の竹戸があんまをした。

そのお礼に芭蕉は紙ふすまを贈っている。５年後の１６
（ ） （ ）、９４ 元禄７ 年１０月１２日 太陽暦１１月２８日

『 』 。芭蕉が亡くなると如行が追悼句集 後の旅集 を編んだ
この中で竹戸は、

肩打ちし手心に泣火燵哉

と詠んだ。
あんまをしているとき、竹戸は芭蕉の身が気になり手

心をくわえたというのであろうか。

実際に芭蕉の体に直接せっした竹戸ならばこそ感じる
ものがあったはずである。旅の病は、大垣で始まってい
た。そう思えば越人の句は芭蕉の「あわれ」を表してい
るように思える。芭蕉に漂う「あわれ」とは「旅に病ん
で――」の予感なのだと私は思う。

写真 蕪村筆「奥の細道繪巻 （ 芭蕉講座 第八巻紀行文篇』より）」『

了
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文・写真 井上脩身

福島県飯舘村の村議会議員、佐藤健太氏が２０１９年１２月１５日、大阪で開かれた「チェルノブ
イリ・ヒバクシャ救援関西」の集会で講演した。演題は「全村避難を強いられた村――飯舘村の８年
とこれから 。佐藤村議は自然が豊かな美しい村の人たちが、福島第一原発の事故によって避難を余儀」
なくされた実態や除染状況、原発に頼らない再生エネルギーの現状などを説明したあと、復興事業の
一つとして自ら先頭に立って取り組んでいる漆生産について報告した。福島原発事故からまる９年が
たったが、村内居住者は事故前の２０％に過ぎない。８割の人が古里に戻らない理由の一つに畜産業

。 、以外にこれといった産業がないことがある その畜産では放射能汚染の不安を拭い去ることができず
いまだに見通しがたたないのが実態だ。そうしたなか、漆を新たな特産物にしようというのである。
まだ夢の域を脱していないが 「脱原発」の村づくりへの挑戦が注目されている。、
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実質帰還者は２割足らず

佐藤村議は２０１７年９月に行われた村議選（定数１
０）で、２位で初当選、１期目。村議選当時３５歳。波
消しブロックの保管、金属部品の加工などを行う建設業
を営み、村商工会青年部長も務めた。妻と二人の子ども
は村外で暮らしている。どちらかといえば保守派に属す
るが、脱原発に向けての行動力が評価されている。こう
したことから 「チェルノブイリとフクシマを結んで、、
事故被害者の補償と生活を守る」を掲げる「チェルノブ
イリ・ヒバクシャ救援関西 （山科和子代表）から、活」

、 。動の一環として 大阪駅前第２ビルでの集会に招かれた

同村で生まれ育った佐藤村議は阿武隈の山々を背にし
た田園風景をスライドで映写し 「日本で最も美しい村、
だった」と述べた。しかし原発事故で村の景色は一変。
「おこわにするととてもおいしく、村外の人たちにも喜
ばれたコウタケというキノコも汚染されて、人にあげら
れなくなった」という。

全村が避難地区になり、１７００世帯６５０９人の村
人はちりぢりばらばらに。村では一つの世帯だった家族
も祖父母と父母が別々に暮らすようになり、世帯数は３
２００になった。こうした世帯分離が、三世代が一つ屋
根の下で暮らすことによって固く結ばれた絆をズタズタ
にしてしまった。

村内では除染が始まった。だが農地の場合、作付け面
だけが除染の対象になり、あぜ道や農地と接するのり面
は除染されなかった。このため野生化した牛が畔の草を
食べ、セシウム汚染の拡散につながった。佐藤村議の作
業場に置かれた鉄材の下も除染されず、鉄材を移動する
と汚染土はむき出しになった。

同村の７３％は山林だが、除染されたのは宅地や農地
の境界から２０メートルの範囲だけ。その境界付近に落
ちた枯れ葉が積み重なって境界が不明になったところが
多く、結局５０％は汚染されないままだった。

除染によって福島県内では汚染土が２２００万袋にの
ぼったが、このうち２５０万袋は同村での除染分。こう
した汚染土がつまったフロレンバッグの村内での仮置き
場は最大１０４カ所にのぼった。２０１９年１０月まで

飯舘村内に今も積み上げられている汚染土のフロレンバッグ
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に、４０カ所は搬出されたが、なお６４カ所で計１６１
万袋が残っている。
２０１７年３月３１日、同村では長泥地区を除いて避

難指示が解除された。２０１９年１２月１日現在の同村
の人口は２２９３世帯、５４８６人。このうち村内居住
者は６９９世帯、１３９１人。村外居住者は１５９１世
帯、４０９２人にのぼる。事故前に比べると、村内居住
者は２１％にとどまった この村内居住者のなかには お。 「
かえりなさい補助金 （２０万円）を得るために住所を」
村に戻した人もいるので、実質的な帰還者は２０％を割
っているとみられる。
国や県は復興の旗を掲げている。同村の場合、震災前

の一般会計は約４０億円。平成２９年度は２１２億円、
３０年度は９５億円。予算上は復興に金がつぎ込まれて
いるが、平成２９年度の中核事業はスポーツ公園、道の
駅、葬祭場。また３０年は道路バイパス工事など。佐藤
村議は「住民の気持ちにそっていないハコもの。余計な

ものに金が使われている」と批判する。

事業率２００％目指す

佐藤村議の説明によると、同村内には原発事故前、１
７６の事業所があった。現在、村内で事業を再開したの
は６５事業所と３分の１強にとどまっている 「病院は。
週２回のクリニックだけ。薬は村外でないと買えない」
という寂しい医療実態が背景にある。

こうしたなか、同村では「再生エネルギーの独立」に
向けて活発に事業が展開されているという。佐藤村議は
「エネルギー事業率２００％が可能か注目される」と話
すが、佐藤村議がこの事業にかかわっていないこともあ
り、詳しくは語らなかった。

「再生エネルギー独立」とは、ソーラーシェアリングに
よって村内で電気を自給自足しようというものだ 「事。

」 、 、 、業率２００％ とは 村内自給１００％ 売電１００％
言い換えるならば自給分と同じ量を売り上げて村民の蓄
えにしようという目算である。

２０１４年 「太陽光発電事業を通じて村民の自立と、
再生を」と、同県喜多方市の酒造業者らが飯舘電力を立
ちあげた。同社は「耕作放棄地となった農地にソーラー
パネルを立てて発電する」とし、１・５メガワットのソ
ーラー発電所建設を計画したが、東北電力が接続保留を

。 「 」 、決定 挫折しかけたが 低圧の発電なら可能 とわかり
２０１５年１月、２７０ワットのパネル２１６枚を使用

飯舘村伊丹沢太陽光発電所のソーラーパネル（ウィキペディアより）
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して１号基となる
「飯舘村伊丹沢太陽
光発電所」を特別養
護老人ホーム内の村
有地に建設。以後、
２０１９年５月まで
出力５０キロワット
未満の低圧太陽光発
電所４３基が完成。
総出力は２メガワッ
トにのぼっている。

こうした取り組み
に賛同した村民約５
０人が出資したほ
か、６５人の地権者
も経営に参画 「村。
民発電」の形がよう
やく整い、２０１８

年度は黒字を計上した。
飯舘電力は利益還元の一つとして「飯舘牛の復興」を

掲げ、ソーラーパネルの下で牧草を栽培。この牧草で１
４頭の牛が飼育されている。このうち４頭は同社の収益
によって購入されたという。

「 」佐藤村議は 電力の地産地消モデルビレッジになれば
と熱い思いで同社の取り組みにエールを送る。風力発電
と合わせることにより、自給率２００％の目標に少しで
も近づけることができるのではないか、とみる人も多く
「村独自の送電線網を持つことが課題」という 「売電。
益によって送電網を地下に埋設できれば、美しい村の景

色が電線で邪魔されることもなくなる」と、電線のない
村への夢が広がる。

当初のメガソーラー計画が挫折したことはすでに触れ
たが、ＮＴＴの関連会社であるＮＴＴファシリティーズ
（本社東京）が２０１５年、同村の松塚地区の村所有地
を賃借して太陽光発電所を建設した。１７年１０月に完
成し発電を開始。３１ヘクタールの敷地に太陽光パネル
が７万６６００枚並べられ、最大出力は２３・４メガワ
ットにのぼる。一般世帯の年間電力消費量に換算すると
約６６００世帯分に相当するという。
一方２０１８年、いいだてまでいな再エネ発電が村所

有地に２基の風力発電所建設に着工。２０２１年に完成
が予定されており、一般家庭１６００世帯分に当たる６
４００キロワットの発電ができる見込み。この土地には
すでに１０キロワットのメガソーラーが稼働しており、
太陽光と風力の補完もしくは相乗効果が期待できるとい
う。
「これらによって得た売電収入を基金に、今後の村の再
生事業に役立てたい」というのが、村が描く将来ビジョ
ンだ。

飯舘漆ブランド化に向けて

前項で取り上げた飯舘村での再生エネルギー事業は脱
原発のための取り組みとして、全国的にも注目されてい
る。だが、村の産業を蘇らせるには新たな取り組みが必
要、と考えた佐藤村議が思いたったのが漆生産プロジェ
クトだ。

講演する飯館村議会の佐藤健太議員
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同村には
古くから広
大な山地を
切りひらい
て代々受け
継がれた農
地が２００
０ヘクター
ルにものぼ
る。これら
の遊休農地
をどう利用
するかに思

考をめぐらしていたところ、２０１５年２月、文化庁が
「国の補助による国宝・重文の修復では原則として国産
漆を使用するように」との通達を出したことを知った。
林野庁のＨＰによると２０１４年度の漆の国内消費量

は１００３キログラム。このうち９８％は中国を中心と
した輸入に頼っており、国内では主に岩手、茨城で生産
されているに過ぎない。この通達によって国産漆は絶対

、 「 」的に不足するとみられ 佐藤村議は 漆栽培のチャンス
ととらえた。
日本の漆の７割を生産している岩手県二戸市浄法寺は

標高が３００～６００メートルにあり、気候的にも地理
的にも飯舘村と似ている。加えて福島県には会津塗とい
う伝統工芸があり、地の利を得ている。佐藤村議はさっ
そく同地区をたずね、漆栽培の基本を学んだ。
漆液の採取は従来手がきによって行われてきた。１０

～１５年かけて育てた成木から職人が一滴ずつ丁寧にか
き集めるのだが、一本の木から採取できる漆液は２００

グラムしかなく、しかも一回の採取で木を切り倒してし
まう。これでは手間がかかるばかりで余りにも効率が悪
く、国内で生産されない一因にもなっている。浄法寺で
は衝撃波破砕法という方法で漆液を搾り取っており、こ
の新技術を使えば木全体から無駄なく漆を採れることが
わかった。佐藤村議は「１ヘクタール当たり２０００～
４０００本の漆の苗を植えて５、６年育てると、最大２
００～４００リットルの漆液を採取できる」との見通し
を得た。
２０１９年５月、手はじめに村内の２０アールの遊休

農地に漆の苗２５０本を植えた。漆は通常山で栽培され
。 、る 元が畑地では生育しないのではとの不安もあったが

ケムシやカタツムリの食害にあいながらも根づいた。順
調に生育すれば１０年後には出荷できる見込みという。
佐藤村議は今後さらに多くの苗を植えるとともに、漆の
種の発芽率（現在１０～２０％）を高める研究に取り組
むつもりだ。
佐藤村議が漆に固執するのにはもう一つ理由がある。

乾漆という技法を使えば、合成樹脂であるプラスチック
に代わる製品を開発できる可能性があるからだ 「プラ。
スチック廃棄物が海洋汚染の原因になると問題になって
おり、環境面でも漆は将来性がある」と佐藤村議は目を
輝かせる。
ただ課題も山積している。原発事故にともなって急激

に村人口が減っているなか、漆の維持管理できる人手を
確保できるのか。労働力不足問題がこのプロジェクトの
足を引っ張る可能性を無視できない。こうした課題を克
服して「飯舘漆」をブランド化できるかに村の将来がか
かっている、といっても過言でない。

漆栽培に取り組む佐藤村議の仲間たち
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寄稿 一之瀬 明（年金生活者）

「地震と火山の噴火の両面から重大な被害が及ぶ」と判決理由にある。実は愛媛県
3 2017の伊方原子力発電所 号機が司法判断によって運転停止に追い込まれたのは、

年 月に続き、 月の判決で 度目となる。 日の決定で広島高等裁判所の森一岳12 1 2 17
裁判長は、伊方原発の敷地の近くに地震を引き起こす活断層がある可能性を否定で
きないとしたうえで「原発までの距離は２キロ以内と認められるが、四国電力は十
分な調査をせず、原子力規制委員会が問題ないと判断した過程には誤りや欠落があ
ったと言わざるをえない」と指摘、また火山の噴火に対する安全性については、熊
本県の阿蘇山で噴火が起きた場合の火山灰などの影響が過小評価されているという
判断した。原告側の全面勝訴である。

また、 月に伊方原発停電トラブルで冷却装置 分間停止するという事故があっ1 43
た。当初は数秒間の停止と発表していたが 秒と訂正した。43
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ヒラメでなかった裁判長

今回の広島高裁の森一岳裁判長はなんで
も退官が近いらしい。つまり裁判官の人
事を握る最高裁の顔色を見ながら判決を
書くヒラメ裁判官ではなかった。つまり
良心に従った判決を書くことができたわ
けである。今までたいていの判決でヒラ
メ裁判官が、つまり国民の利益を考えな
いで、自分の出世や身の安全を第一にし
てきたために、もっともらしい理由や苦
しい判決理由を書いてきた。

一方四国電力の社長はこの判決で「決定は到底承服で
きない」と怒りをにじませたと伝えられている。そこに
は司法に対する尊敬などみじんもない。ただ自分たちの
主張が届かなかっただけで、判決で指摘された問題点を
改めて詳査するという謙虚な姿勢に欠ける。

ここからは筆者の考えだが、この社長は原告の市民は
うるさいハエ程度に考えていたのだろう。また規制委員
会の「お墨付き」をかざせばヒラメ裁判官などと侮って
いたのではないかと勘繰る。
それほど判決は厳しいものだった。四国電力は当初、

速やかに異議を申し立てる方針だったが、伊方原発で作
業中にすべての電源を一時喪失して停電するなど重大な
トラブルが相次いでいることから、この判決に対する異
議のの申し立てを当面見送る異例の対応を取ることを明
らかにしたと伝えられる。

原子力規制委員会の判断

、今回の広島高裁の判決を読んでみると
原子力規制庁が運転妥当と判断した内容
も真っ向から否定した形だ。

つまり伊方原発 号機が安全審査に基3
づいて規制基準に適合したとする原子力
規制委員会の判断が「不合理」だと否定
したわけである。この判決を見る限り規
制委員会はいったい何をもって「 」をOK
出したのか全く理解できない。同委員会

のホームページを見ると「原子力規制委員会は環境省の
外局として設置される機関である（原子力規制委員会設
置法 条 。同委員会は国家行政組織法 条 項に基づ2 3 2）
いて設置される三条委員会と呼ばれる行政委員会で、内
閣からの独立性は高い（法 条、 条 。 」2 5 ）

この「環境省の外局」で「内閣からの独立性は高い」
とするには、先の裁判官の独立性と同様、一体なのを担
保にして「独立性が高い」とうたえるのか不明である。
一般に最高裁や検察庁、そしてこの規制委員会など、

国民の生活に重大な影響を与える可能性のある組織が、
時の内閣の影響、つまり内閣に人事を握られているさま
はとても「独立している」とは言えまい。

それが証拠に今回の広島高裁の裁判官は「退官間近」
の方」だという。いわば怖いものなしなのだ。

ヒラメは刺身だけでいい…。
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滋賀県小谷城付近 １
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滋賀県小谷城付近 ２
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滋賀県小谷城付近 ３
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奈良県室生湖 １
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奈良県室生湖 ２
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以下の写真は上の小型機で撮影
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百舌鳥古墳群
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大山古墳（仁徳天皇陵古墳）

ドローンの世界　～冬～　小田真
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古市古墳群
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誉田御廟山古墳（応神天皇陵古墳）

ドローンの世界　～冬～　小田真
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大阪ぐりぐりマルシェ
（御堂筋西沿い難波神社境内）

写真・文 中川眞須良

毎月第二土曜日、ここに人と人とのつながりを重視した、自然に寄り添い、大地
に負担をかけず、収穫物の旬を大切にし、さらに本来の味を追い求めながらの農産
物及びそれらの加工品全般の即売会の「市」が立っている。

取り扱われている品物は現物（コメ・麦・大豆・野菜全般 、加工品（豆腐・こん）
にゃく・茶・ジャム・油など 、食品以外の関連品（染物・生地・小物・アクセサリ）
ーなど 、その場で味を楽しめるジューズ、コーヒー、カレー、餃子の店など、多様）
にわたり店舗総数は約 に及ぶ。この「市」の一番の特徴は何といっても、あたた30
かい人の繋がりと底抜けの明るさである。一店舗 ・ 人（夫婦・親子・兄弟・グル2 3
ープ・友人）とお客様との会話には、笑顔が絶えない。

人物時計　第二土曜日の再開　中川眞須良
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御堂筋沿いの案内板

と難波神社の地図

人物時計　第二土曜日の再開　中川眞須良
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年 月撮影2019 8

愛媛県 「西予 ファーム」BIO
髙野浩幸 タカノヒロユキ）代表 (

愛媛県宇和町在住 才52

「 西予 ファーム」です。この日の『 BIO
ために伊予から来ました。農薬 化学肥
料 除草剤等一切使用していません。こ

（ ） 。」の子ら 野菜・果物 はみんな家族です

出店 年目3
野菜・果物など多種にわたり販売

（写真右より）

浩幸さん、ひろみさん（妻 、古屋さん達協力者２人）

人物時計　第二土曜日の再開　中川眞須良
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Oikoの眼　村島吉彦
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Oikoの眼　村島吉彦
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本来、節分とは季節の節目である「立春、立夏、立秋、
立冬の前日」のことを指す。ところが、旧暦では春から新し
い年が始まったため、立春の前日の節分（２月３日頃）は、
大晦日に相当する大事な日とされていた。昔は、季節の分か
れ目、特に年の分かれ目には邪気が入りやすいと考えられて
いて、様々な邪気祓い行事が行われきた。例えば、豆まきも
重要な邪気払いの一つ。

鬼（邪気）は、鰯の生臭い臭いと、柊（ひいらぎ）の痛い
トゲが大の苦手とされて、鰯の頭を焼いて臭いを強くしたも
のを柊の枝に刺し、それを玄関先にとりつけ、鬼が入ってこ
ないようにする風習がある これを 焼嗅 やいかがし 鰯。 「 （ ）」「
柊 「柊鰯 「柊刺し」などと呼ばれている。」 」
写真は節分会の吾孫子観音。
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路線図

JOAX-TV - , CC - 4.0,投稿者自身による作品 表示 継承

によるhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46665556

大和川を挟んで大阪の町と堺市を結ぶ阪堺電車は正式名
阪堺電気軌道株式会社という。通称「阪堺電車 「阪堺電軌 。地元の称は 」 」

28 10 5 26人は愛情をこめて チン電 と呼ぶ 明治 年 月 日 荻田利兵衛ほか「 」 。 、
名が発起人となり初代・大阪鉄道天王寺停車場から住吉大社や天下茶屋遊園
への旅客誘引を主たる目的に設立された馬車鉄道敷設が発発祥。
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Oikoの眼　村島吉彦
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完
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Lee E-sik
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片山通夫
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once upon a time 片山通夫
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Berlin
1992/3
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ベルリンの壁を越えることができなかった犠牲者

once upon a time 片山通夫
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東西ベルリンを行き来するためのチェックポイントチャーリー

once upon a time 片山通夫
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ウンター・デン・リンデンの大通りを、国防軍の一
隊が、軍楽隊を先頭にしてこちらに近づいてくる。
そう、今日は水曜日だった。毎水曜日には兵士の一
隊が隊伍をととのえて 「無名兵士の廟」まで行進し、
てくるのが、ベルリンの名物になっていた。ギリシ
ャ神殿風の外観をもつ正面玄関には、鉄兜をかむっ
た番兵が、まるで彫刻のように、両足をふんばった
まま、微動だにせず、石段の両側に立っている。そ
の背後には、六本のドリア式石柱が並び、その固い

、 、 、石造建築に 番兵の姿が なにか強い鉄片のように
はまり込んでいる。背景に植え込まれたカスターニ
ェンの並木とも調和して、一層この石造建築は厳然
と見え、さすがにシンケルの作品らしく、あたりを
払うような重みを示している。

谷口吉郎 『雪あかり日記』中央公論美術出版、 年—  1979、

once upon a time 片山通夫

103



once upon a time 片山通夫

104



once upon a time 片山通夫

105



once upon a time 片山通夫

106



once upon a time 片山通夫

107



高山右近。聞いたことのある名前だと思い出す方も多いと思う。高山
右近はいわゆるキリシタン大名として名高い。生まれは大阪の豊能町。
その豊能町の観光協会のホームページによると 《戦国時代の最中であ、
る 年に高山飛騨守の長子として豊能町高山に生まれました。その1552
当時、地方豪族が戦国武将として台頭し、高山飛騨守も奈良の澤城を任
され、頭角を現しました（右近７歳頃 。その頃、キリシタン布教が広）
がり、飛騨守たちは、それを阻止しようとしましたが、逆に教理に惹か
れ、一族、家臣達とキリシタンに改宗しました（右近 歳頃 。このこ12 ）
とが後の右近に大きな影響を与えます。その後、三好一族と松永久秀が

、 （ ）》対立 飛騨守は澤城を守り切れず高山に敗走しました 右近 歳の頃15
とある。幼くして一族もろともキリシタンに改宗したわけであり、右近

。 。 、は終生キリスト教を捨てなかった そのため数奇な人生を歩んだ 後年
平戸からジャワ島へ送られた「ジャガタラお春」も異国で日本が恋しい

、 。と嘆いたといわれているが 右近もまたフィリピンのマニラへ送られた

旅するカメラ　高山右近とマリア墓　片山通夫
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豊能町は大阪市の北に位置する。
南に箕面市、北に大阪府能勢町と京
都府亀岡市が控えている。

そんな言ってみれば片田舎（失礼
な言い方だが）にも重要な歴史が埋
もれていた。

高山右近没後 年にあたる400
年（平成 年 、日本のカト2015 27 ）

リック中央協議会は「高山右近は、
地位を捨てて信仰を貫いた殉教者で
ある」として、福者に認定するよう
ローマ教皇庁に申請した。同年 月6

日、教皇庁の神学調査委員会が18
最終手続きに入ることを了承し、翌

年（平成 年） 月 日に教2016 28 1 22
6皇フランシスコが認可した 同年。

、 、月 日 カトリック中央協議会は23
教皇庁国務省が高山右近の列福式を

年（平成 年） 月 日に大2017 29 2 7
阪市で執り行うと発表し 年, 2017
（平成 年） 月 日に大阪府大29 2 7
阪市の大阪城ホールで列福式が執り
行われた。列福式には、教皇代理と
して教皇庁列聖省長官のアンジェロ
・アマート枢機卿が来日して司式し
た。

この項 ウイキペディア

旅するカメラ　高山右近とマリア墓　片山通夫
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さて本題。そんな高山右近を生んだ
豊能町で「マリアの墓」を見つけた。マ
リアは高山右近の母の洗礼名だ。少し色
めき立った。そして行ってみた。そこで
撮った写真が左。説明文は次の通り。

高山マリアの墓

墓碑は 基からなり、なぜか 基が離4 1
れている。墓碑には、江戸時代中期の元
文・延享・寛延（ ～ ）の年号が1730 51
刻まれており、 組の夫婦の墓とつたえ2
られている。
当地高山はキリシタン大名として名を

馳せた高山右近の居城あともあり。キリ
シタンとは関係の深い土地柄である。
「マリア」の墓の所伝は不明であるが、
明治時代の古老によると江戸幕府のキリ
シタン禁教後、キリスト教徒はほとんど
姿を消したが、村には 軒が残り、やが2
て転宗し田と言われている。所伝が正し
ければ、この 軒の夫婦が、墓碑 組の2 2
夫婦とも考えられ、高山でのキリシタン
は寛延年間頃で後を絶ったことになる。

平成 年 月5 11
豊能町教育委員会

旅するカメラ　高山右近とマリア墓　片山通夫
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文 中川眞須良

私がながく接するモノクローム写真の世界は日常に於ける自
分のイメージトレーニングの現状、結果を目視で確認できる唯
一の手段と思っている。

イメージトレーニングと写真、どちらが先なのか「ニワトリと卵」
で自分にもよくわからないが内面的なアンテナを立て、広く情
報、感覚をキャッチすることに心がけている。

とはいえ、このアンテナ、自分の体調、気分、また によTPO
って感度が著しく変化する（ほとんどが鈍化する）のでこまったも
のである。

こんなアンテナがよくキャッチする情報の一つに、俳句があ
る。少し前の時代の句だがおもしろい作品に出会ったので紹介
したい。

行きすぎて 女見返す 汐干かな
露桂

である。

私がこの句をトレーニングの対象に恰好の作品とする理由は
解釈の範囲の広さからである。もともと俳句の解釈は自由であ
るが作者の心情を理解し、場を読み、感じ方を絞り込んでいくこ
とが、句との一般的な接し方とすることに異論はないであろう。

とするならばこの句は逆に解釈範囲があまりにも広い、という
ことで決して秀作と言えないのかもしれない。

しかしモノクローム写真の世界ではこの注目性のある、広さと

深さ、これこそが「いのち」なのではなかろうか。

その解釈である。

・女は、そして作者は汐干への行きか、帰りか
・「見返す」のは誰か、また男か女か
・「見返す」の理由、動機は
・女と作者の、歩く方向は
・女の服装は

等々。

俳句の先達から「未熟者！」と一蹴されること、必定かも・・。
しかし、もしカメラを手にし私がこの場に居合わせたなら、何時、
何処でシャッターを切ったであろう。このある種のときめきを含
む疑問の蓄積、これこそがイメージトレーニングそのものである
と同時に、「モノクローム写真の世界」へのパスポートでもあろ
う。

とりとめのない話　　中川眞須良
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～地図から消えた「もう一つの広島」～

写真・文 井上脩身

小さな書店の片隅の壁に「大久野島の歴史展」の宣伝チラシが張られていた 「も。
うひとつの広島」の副題がついている。主催は「毒ガス島歴史研究所 。今年１月４」
日から７日まで旧日本銀行広島支店で開催とある。５０年前、私が新聞社に入社し
て配属された支局に赴任したとき、いきなり支局長が語った言葉を思い出した。前
任地の呉支局で「大久野島での毒ガス製造をスクープした」というのだ。私はたま
たま今年初めに尾道に旅をする計画を立てていた。予定を変更して大久野島の「も
うひとつの広島」を訪ねた。
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何十万人もの殺人の蔵

（ ） 、 、大久野島 写真上 は 広島市と福山市のほぼまん中
竹原市忠海町の３キロ沖合に浮かぶ、周囲わずか４キロ
の小さな島だ。私はＪＲ忠海駅で降り、徒歩で約５分の
同港から小型のフェリーに乗船した。大久野島に近づく
と、海際のコンクリート３階建ての建物跡が見える。毒
ガス製造施設の一部であろう。忠海港から約１５分で大
久野島の桟橋に着いた。私は大阪から青春１８きっぷを
使って在来線に乗ったので、すでに午後２時をすぎてい
る。冬の日暮れは早い。急がねばならない。
フェリーを降りるとウサギの群れが迎えてくれた。器

用に立ちあがってエサをねだる。耳をピンとたててすり
よってくるけなげな様はたしかにかわいい。ウサギ好き
にはたまらないだろう。だが私は犬以外の生き物はあま
り好きでない。ウサギも「エサをくれない人」と察知し
て走り去った。

１０分ほど歩くと幹部用防空壕の跡があった。崖の下
、 。にしつらえられていて コンクリートで固められている

入り口は幅１メートル、高さ約２メートル。説明板には
「入り口が二つあり、左右どちらからでも逃げ込めるよ
うになっていた」とある。現在残っているのは一つだけ
だ 「従業員用は１メートルほど掘った穴に草木でかぶ。
せた簡単なもの。たこつぼと呼ばれていた」という。
私は松尾芭蕉の句を思い出した。

蛸壺やはかなき夢の夏の月

この島で働く人たちは、はかない思いをさせられたの
でないか。ふとそんな気がした。
防空壕の少し先に、左右に翼を広げたような白亜の平

べったい建物が見える。毒ガス製造研究室だ。すぐ横の
四角いコンクリート製の建物は検査工室。ここで毒ガス
製品の管理、機密書類の保管や毒ガスの検査が行われて
いた。
さらに進む。海沿いの崖に、洞窟のような二つの穴が

ある。いずれも幅、高さともに約３メートル。
底部には、一見鉄道の枕木のような台座が二つ、平行

に並んでいる。ここは毒ガス貯蔵庫跡だ。台座の上に１
０トンの毒ガスを貯蔵できる缶が置かれていた。
貯蔵庫跡の前は広場になっている。フランス式イペリ

ット工場があった所だという。イペリットは、硫黄を含
むマスタードガス。第一次世界大戦のイープル戦線で初

編集長が行く　毒ガスの島の廃墟尋ねる　井上脩身

114



めて使われたことから
イペリットと呼ばれ
た。この工場から貯蔵
庫の缶にパイプが通っ
ていて、直接毒ガスが
缶に注ぎ込まれてい
た。イペリット液１ト
ンで１０００個の毒ガ
ス兵器が作られたとい
う。１０トンは１万個
分に当たる。兵器１個
で何十人もの人を殺傷
できる。ということは
この貯蔵庫一つで何十
万もの人を死に至らし
めることができる恐る
べき「殺人の蔵」であ
った。

大久野島桟橋のチケ
ット売り場でもらった
島めぐりマップによる
と、島の反対側に別の
毒ガス貯蔵庫跡があ
る。残念ながら時間の
関係で割愛して、毒ガ
ス資料館に立ち寄るこ
とにした。

資料館の脇に「陶磁
器製毒ガス製造器具展
示場」がある。２メー

トル四方の小さな展示場だが、タンク、窯、パイプなど
が並べられていて、興味深い。説明板には「毒ガスは化
学薬品を反応させて製造する。薬品に反応せず、熱にも
強い陶磁器が使われた」と書かれている。

秘匿された毒ガス製造

毒ガス資料館はレンガ造りに似せて造られた平屋建て
の建物。展示室と研修室の２部屋からなっている。入り
口でもらった三つ折りのパンフレットの裏表紙に「この
歴史を忘れないために」として、次のように認められて
いる。以下はその概略である。

日本が毒ガスを使用したことは秘匿され、旧軍関係者
以外の日本人はほとんど知らされなかった。 年に1984
日本の化学戦実施に関する資料が報道され、日本の毒ガ
ス兵器の研究開発は旧陸軍科学研究所（東京 、大量製）
造したのは大久野島、充填は曽根（北九州 、化学戦の）
運用と訓練は旧陸軍習志野学校と、日本の化学兵器の構
造が明らかになった。大久野島で、往時を偲ばせるもの
は発電場、毒ガス貯蔵庫など数少ないが、この島での毒
ガス製造過程で多くの犠牲者を出したことはまことに痛
ましい。

以上の記述とともに、パンフレットには防毒マスクを
装着したマネキン写真を中央に、左側に毒ガスの基本的
な事項を、右側には毒ガス製造装置など数点の写真が掲
載されている。そのポイントは次の通り。
【大久野島毒ガス工場の歩み】
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日本陸軍
の毒ガス工
場 と し て

年、東1929
京第二陸軍
造幣廠忠海
製造所が大
久野島に設
置され、終

1945戦後の
年、米軍に
よって破壊
された。こ
の工場では
各種の毒ガ

、スや信号筒
風船爆弾が
製造された
が、イペリ
ットの生産
に重点が置

かれた。

【毒ガスの種類】

ドイツ式イペリット、フランス式イペリット、ドイツ
、 （ 。式不凍イペリット ルイサイト いずれもびらん性毒剤

皮膚に付着すると、２～３時間後に強度の疼痛を覚え、
水疱が発生。強い浸透力があり、呼吸器を通って体全体
に大きな傷害を引き起こす）

ジフェニールシアンアルシン（刺激性のくしゃみ剤。
吸入すると血液中の酸素吸入機能が麻痺する）
青酸（中毒性剤）
塩化アセト・フェノン（肺組織をおかし、肺水腫状態

となって死に至る。撒布されると緑色のガスになり、く
ぼ地やほら穴に音もなく流れ込む）

【製造工員の防具】
以上の毒ガスは 年までには製造できるようにな1935

っていた。製造工員の体は 防毒マスク、衣服、手袋、
長靴などで完全に覆われていたが、イペリットガスはそ
の隙間から浸透、皮膚、目、のどなどを冒し、結膜炎、
肋膜炎、肺炎、気管支炎などを引き起こした。有効な治
療薬がなく、呼吸器疾患については栄養のあるものを与
える以外に治療法はなかった。
イペリット製造部門で被害者が多く出たので、被害工

員は催涙ガス製造部門に移されたが、ここでも塩酸ガス
によって目を冒されるケースが多かった。
パンフレットによって毒ガスについて学んだ後、展示

室に入る 「毒ガス工場開設から毒ガス製造期 「一般人。 」
の動員から終戦まで 「大久野島の毒ガス被害 「毒ガス」 」
と戦争 「毒ガスの戦後処理から現代の毒ガス問題」の」
五つのテーマに分けて、遺品や写真パネルが展示されて
いる。なかでも目をそむけたくなるほどむごたらしいの
、 。は 毒ガスに冒されて皮膚がただれた工員の背中の写真

慢性気管支炎になった工員の治療風景の写真にも息をの
んだ。

中国人８万人を殺傷
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野外の工場遺跡や
資料館のパンフレッ
ト、展示資料などに
よって、大久野島で
の毒ガス製造につい
て、断片的に知るこ
とができた。だが全
体像がもう一つつか
めない。いらいらし
ていると、資料館の
係りの男性が一つの
冊子を持ってきてく
れた 『おおくのし。

ま平和学習ガイドブック （前頁写真・以下ガイドブッ』
ク）とある 「大久野島から平和と環境を考える会」が。

年に編んだもので、サブタイトルは「その被害と2012
加害から学ぶ――大久野島の毒ガスの歴史を学習するた
めに 。子どもたちに平和学習を施すための教材だ。」
ガイドブックは「大久野島の戦争の歴史と戦争遺跡」

「大久野島の毒ガスと戦争加害 「毒ガス製造に関わっ」
た日本人の被害と戦後処理 「大久野島平和学習の教材」
化のために 「毒ガス被害と日中友好交流」の五つ章で」
構成されている。
ガイドブックにそって、大久野島の毒ガスの歴史と問

題点を整理しておきたい。
年、東京に設置された陸軍科学研究所で毒ガス1919

の研究、開発が進められたが、 年に関東大震災が発23
生、毒ガス製造工場を地方につくることになった。大久
野島が選ばれたのは①島であるため毒ガス製造の秘密を

守りやすい②事故が起きても周りへの影響は少ない③本
土に近いので作業する人が通勤できる――などによると
みられる。
すでに触れたように 年から毒ガスの製造が始ま1929

り、 時間体制で生産された。生産量は 年までは24 1936
年間 トンだったが、 年には トンに増え、ピー30 37 300
ク時の 年には トンにのぼった。 年 月に中41 1600 44 7
止されるまでに製造された毒ガスはイペリット ト3000
ン、ジフェニールシアンアルシン トンなど、総計1800

。 。6616 トンにおよんだ 何億人も殺戮できる量だという
、 。戦争中 同島の毒ガスに関係した日本人は 人6700

年に学徒動員されてから、中学生や女学校の生徒1943
も動員され、毒ガス缶運びをさせられた。ほとんどの人
は工場に入所してから毒ガス製造工場と知ったが、秘密
の厳守が命じられ、自由に工場をやめることもできなか
った。

秘密を守るため 年の地図からは大久野島が消さ1938
れた。このため、後に「地図にない島」と呼ばれること
になった。
日本軍が初めて毒ガスを使用したのは 年の霧社1930
。 、事件 日本が植民地支配していた台湾の山岳民族が蜂起

渓谷に逃げこんで抵抗したため、陸軍省は催涙ガスの使
用を認可。派遣軍は独自の判断で青酸ガスの投下弾を使
用したとみられている。

年の上海事変でも催涙ガスを使用。 年、日1932 1937
中の全面戦争が始まると、日本軍は本格的に毒ガスを使

。 。った 年 月の徐州会戦でくしゃみ性ガスを使用1938 5
年にはイペリット、ルイサイトなどのびらん性ガス39

も使用するようになり、 年 月以降、味方が不利1940 8

パンフレットより毒ガスを製造する作業員
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になると本格
的に使うよう
になった。

年 に1942
中国河北省北
坦村を攻撃し
た際には、村
民が隠れてい
た地下道に毒
ガスを投げ入
れて 人1000

以上を殺害するなど、戦後の調査で 回以上毒ガス2000
を使用し、８万人以上の中国人を殺傷した。

1899 1919毒ガスは 年のハーグ条約で使用禁止され、
年のベルサイユ平和条約締結時に使用禁止が再確認され
た。 年のジュネーブ議定書でも毒ガス兵器と細菌1925
兵器の使用は禁止された。こうした国際条約違反の毒ガ
ス使用だったため、敗戦とともに証拠の隠蔽工作が行わ
れた。従業員が所持していた書類を焼却させ、機器類は
解体、海に投棄された。

ＧＨＱは 年 月ごろ、大久野島で毒ガスの調査1945 9
を開始。 年 月ごろからその処理をはじめ、帝人1946 6
三原工場が作業を請け負った。同社の記録によると、海
没したものは毒液 トン、毒液缶 缶、くしゃみ1845 7447

9901 131 60 1 3272 10剤 缶 催涙剤 缶 キロガス弾 万 個、 、 、
3036 56 2820キロガス弾 個。焼却は毒物 トン、催涙棒
1980 6箱、催涙筒 箱。埋没は、くしゃみ剤（大赤筒）

5933 12 3990 4万 個、同（中赤筒） 万 個、同（小赤筒）
万 個、発射筒 万 個。4650 42 1980

残存した毒ガスがこれだけの膨大な量にのぼっていた
ことからみて、実際に使用した毒ガスは無限大に近い。
だが、この戦争犯罪が極東軍事裁判（東京裁判）にかけ
られることはなかった。自らも毒ガスを使用していたア
メリカの政策によるもので、日本軍の毒ガス加害事実は
明るみに出なかった。日本政府も戦後、毒ガス使用を公
にせず、責任回避の態度を取り続けた。

被害者の叫び聴き取る

前項でみた通り、日本軍が主に中国で毒ガスを使った
、 。 。結果 大久野島は加害の島になった 当然被害者がいる

ガイドブックにはその悲痛な叫びも収録されている。大
久野島から平和と環境を考える会の人たちが現地を訪
ね、直接聴き取ったものだ。

北坦村で被害に遭った李慶祥さんの証言。
年 月 日に忘れられない出来事が起こった。1942 5 27

日本軍の銃声が聞こえたので、私は母と二人の妹と一緒
。 、に地下道に逃げた 日本軍はその入り口を次々に見つけ

毒ガスを投入しはじめた。毒ガスは焼いたトウガラシの
ような臭いがして、涙がでてきた。毒ガスが次々に流れ
込んで濃度が高くなり、一人の妹は「我慢できない」と
言って倒れ、そのまま息を引き取った。私は出口を探し
た。出口が一つ見つかり、外をうかがったことから日本
兵がその出口を発見し、出口のところの芝を燃やしだし
た。私と母は別の出口を探し、まだ赤ん坊だった妹を抱
えて、親類の家に逃げることができた。

ガス缶が保管された貯蔵庫跡
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私の家族は８
人。姉、二人の
弟、それに妹の
４人が毒ガスで
亡くなった。次
の日も惨禍は続
き、東隣の李三
宝さん一家は全
滅、西隣は家族
６人のうち５人
が殺された。南
隣は息子が毒ガ

、スの犠牲に遭い
北隣は５人中３
人が死んだ。

村全体では、
大勢の人が地下
道で亡くなり、
地下道から逃げ

た人たちも、毒ガス中毒でのどが渇き、井戸に集まった
ところで殺された。殺されなかった人ものどの渇きに苦
しんだ。
李洛敏さんの家に比較的中毒の軽い人が１００人以上

集まったが、その夜、１１人が死亡。生き残った人も機
関銃で射殺された。度胸試しで銃殺された人もいた。結
局助かったのは一人だけ。地面に伏していると、体の上
に銃殺された死体が折り重なり、命拾いをしたのだ。

年春 「血の井戸」と呼ばれた井戸から遺骨を掘1946 、
り出し、霊園をつくった。この村で確認された遺体は１
０００人を超えていた。

国龍江省チチハルで残留毒ガス被害に遭った李国強さ
んの証言。

年、農民の子として生まれ、チチハル医学学院1949
で学んだ医師。化学成分による病気や放射線被害の患者
を主に治療していた。

年 月 日、チチハル市のガス会社の庭で、1987 10 16
ガス貯蔵庫の基礎工事を行うためにシャベルで土を掘っ
ていたところ、鉄製の缶が発見された。同市の公安当局
から「放射性物質の可能性があると大変だから調べてく

50 90れ といわれて現場に急行 缶は直径 センチ 高さ」 。 、
センチ、重さ キロで、二重蓋になっていた。放射線100
反応がないので蓋を開けると緑っぽい煙が出た。缶を傾
けると、醤油のような液体が出てきたので、ガラス瓶に
移し替えた。持って帰るとき、ニンニクのような臭いが
した。
１８日に実験室で検査をしてもらったが、液体が何で

あるのかわからなかった。その間、私の目が赤くはれ、
手に水疱ができた。この液体を新聞紙に染み込ませて燃
やすと、煙が出て、呼吸ができなくなった。その場にい
た７、８人も同じように呼吸が困難になった。
１９日に人民解放軍防化部隊で調べてもらい、日本軍

が遺棄した毒ガスと判明。缶の発見場所から北に３キロ
のところに関東軍の５２６部隊があり、毒ガスの訓練を
していたとのことだった。
３３日間入院して治療を受けたが、退院後も呼吸困難

や咳の症状は残り、免疫力も低下。階段を上るのがきつ
くなった。医師としての仕事はできず、５０歳で仕事を
辞めた。年金は定年まで勤めた人の３分の１。毒ガスに
よる中毒は、工場が出した毒ではないという理由で、労

液体毒ガス製造装置（毒ガス資料館パンフ）
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働災害と認められなかった。
教師だった妻も、私の面倒を

、 。みるため 定年前に退職した

司法に見放された毒
ガス被害者

私はガイドブックのなかの
「敗戦後、大久野島の近海で
漁師の網に毒ガスのボンベが
かかった」という記述が気に
なった。もう一度、毒ガス貯
蔵庫跡のそばの海岸に足を運
んだ。瀬戸内の島々が、静か

な海の上でのどかに横たわっている。この海に毒ガスが
放りこまれたとはとても信じられないほどおだやかな光
景だ。
海岸のそば、というより毒ガス貯蔵庫の隣に白色の細

長い建物がたっている「休暇村大久野島」とある。
年、大久野島が国民休暇村になったことにとも1963

なう宿泊施設だ。この前で子ウサギがひょこひょこと遊
びながら、時折、親ウサギに甘えている。
この島にいるウサギは現在９００羽だという。毒ガス

の実験のために２００頭のウサギが飼われていたといわ
れ、その生き残りが増殖したのか、と思ったがそうでは
なかった。国民休暇村としての観光をアピールするため
に飼いはじめたのだという。ウサギは戦時中、毒ガス製
造のためにひと役買い、今は観光のためにひと役買って
いるのだ。

竹原市のまとめでは 年の観光客は 万 人2017 36 2336
（うち外国人 万 人 。年々増加傾向にあり、今年1 8167 ）
は４０万人を超えるかもしれない。

こうなってくるとウサギの人気は侮れない。忠海港の
売店の看板にも、同港に係留中の観光船にも「うさぎの
島」と書かれていて、お土産グッズもウサギをデザイン
したものばかりだ。
竹原市の観光ガイドブックにも表紙はウサギがあしら

われている。だが大久野島については「地図から消され
た大久野島 「うさぎの島大久野島」とそれぞれ２ペー」、
ジ見開きで掲載 「地図から消された大久野島」では発。
電所跡、ガス貯蔵庫跡などを写真入りで紹介しており、
ウサギ見物にやってきた観光客にも毒ガス製造遺跡を訪
ねるよう促している。すでに触れたように 「休暇村大、
久野島」の隣は毒ガス貯蔵庫跡であり、毒ガス資料館も
目と鼻の先だ。ウサギ目あての観光客も、いやでも毒ガ
ス遺跡は目にふれるのだ。平和を保つためには、戦争は
ありとあらゆる方法で人を殺すものである、ということ
を一人でも多くの人に知ってもらわねばならない。ウサ
ギ人気にあやかって観光客を引き入れることもよしとす
べきだろう。
と考えながら元の桟橋に向かって歩いていると、いく

つもの千羽鶴の束が吊るされているのが目に留まった。
一昨年の夏、原爆ドームの周囲で見た千羽鶴が頭をよぎ
り、近づいた。屋根だけの小さな小屋がしつらえられて
いて、その屋根から約２０束の千羽鶴が吊り下がってい
る。小学校の名札がついている。小学校の平和学習でこ
の島にやってきたようだ。
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千羽鶴の脇に石碑が
建っている。広島大医
学部長の揮毫によって
「大久野島毒ガス障害
死没者慰霊碑」と刻ま
れている。その隣に、
竹原市長名による「宣
言」の碑 「死没者は千。

人を超えたが、その多くは毒ガス障害の解明のために身
を捧げ、国からの救済道を開くべく、その礎になった」
とある。

宣言の期日は昭和 （ ）年 月 日。それから60 1985 5 12
３５年がたった。国は一体どれだけの救済をしたのだろ
う。

年 「ガス障害者救済のための特別措置要綱」が1954 、
大蔵省から通達され、軍人、軍属については救済の道を
開いた。 年、格差是正が図られ、動員学徒や女子2001
挺身隊員らも救済されるようになった。では、李慶祥さ
んや李国強さんのように実際に毒ガスにさらされた外国
人はどう救済されているのだろう
。

年 月、黒龍江省佳木斯市で浚渫中に毒ガス弾1974 10
、 、を巻きあげ 毒ガス被害を受けた李臣さんらが 年1996

日本政府を提訴。 年、東京地裁は原告の訴えを認2003
、 、 、 、めたが 年 東京高裁は国に軍配を上げ 年2007 2009

最高裁は上告を棄却。李臣さんの敗訴が確定した。日本
の司法は外国人の毒ガス被害に目をつぶったのだ。

広島市立大学広島平和研究所の副所長を務めた水本和

、 、 、 、実氏の研究によると 年 月現在 南京 石家荘2017 6
武漢などで発掘、回収した旧日本軍の遺棄化学兵器は約
万 発。中国に残された旧日本軍の遺棄化学兵器4 6000

数について、中国政府は「２００万発」と主張。日本政
府は 年、化学兵器禁止機関に「推定３０～４０万2005
発」と申告した。仮に日本政府の主張通りだとしても、
まだ膨大な化学兵器が隠れたままだ。化学兵器の実質は
毒ガスとみてよい。まだまだ残存毒ガスによる被害者が
出るおそれがあるのだ。

李国強さんは、大久野島から平和と環境を考える会の
人たちに「戦争が終わって平和な時代に被害をもたらし
たことに憤りを感じる。日本政府は責任を認め、謝罪を
してほしい」と訴えた。

大久野島は原爆を投下された広島市から直線距離で約
８０キロのところにある。広島は「被害の地」であるの
に対し、大久野島は「加害の地」だ。ここまでみてきた
通り、先の戦争ではこの島でつくった毒ガスでアジアの
人たちを加害したのである。帰りのフェリーから遠ざか
る島を見つめながら、７０年前の悲惨な歴史を改めて胸
に刻んだ。

了
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中川眞須良

ミナミ気圧

撮影 大阪 新世界 にて
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11 498大伴金村という豪族がいた。仁賢天皇 年（
年）仁賢天皇の崩御後に大臣・平群真鳥、鮪父子を
征討し、武烈天皇を即位させて自らは大連の地位に
ついた。武烈天皇 年（ 年）武烈天皇の崩御に8 506
より皇統は途絶えたが、応神天皇の玄孫とされる彦
主人王の子を とし、越前国・三国から迎え継体天皇
以後安閑・宣化・欽明の各天皇に仕えた。
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三国神社境内
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樹 種 ケヤキ
5.77 m幹回り
24 m樹 高

樹 齢 約 年600
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初め に
Lapiz 2019
秋号の ス「
サ ノオ 追
跡 」で 、
ス サノ オ
が 高天 原
で 大暴 れ
し て追 放
さ れ、 地

上に降りてきたところまでは書いた。こうしてみると、
スサノオはいわゆる末っ子のわがままという性格がもろ
に出ているように思えた。その後、日本書紀の一書によ
ると、彼はまっすぐに出雲に降りたわけではなかった。
どうも朝鮮半島の新羅の国の曽尸茂梨（そしもり）とい
うところに降り立った。

京都の八坂神社の社伝に「斉明天皇二年（ ）高麗656
の調度副使伊利之使主の来朝にあたって、新羅の牛頭山
に坐す素戔鳴尊をまつった」とある。 年というと、656
まさに白村江の戦いで倭国と百済の連合軍が唐と新羅の
連合軍に敗れた頃であり、大勢の兵士や百済人たちが倭
国に帰国・亡命してきた混乱の時期だった。勝った新羅
にしてもあまり平和な雰囲気ではなかっただろう。まし
て略奪と焼き討ちに明け暮れた扶余の都は見る影もなか
ったと思われる。現に奈良や京都の社寺のような当時の
遺構はほとんど残っていない。

（ ）筆者は深まりゆく秋の扶余の町を昨年秋 月半ば11
に訪れた。日本書紀の記述と司馬遼太郎氏の街道をゆく
「韓（から）の国紀行」に誘われて。
これは「スサノオ追跡」の続編ともいうべき「渡来人

たちの宴」である。
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これから書く筆者の妄想の前提となる歴史を日本書記
から紹介したい。

任那日本府の謎

最初に断っておきた
い。任那に関しては日
本と韓国の歴史家の見
解に大きな相違があ
る。また、任那日本府
そのものの存在も非常
にあやふやのようであ
る。

日本書紀には古任那
日本府は欽明 年2-15
紀すなわち西暦 年541
から 年の間のみに554
みられる。すでに金官

地方は新羅に併合されていた時期なので、任那日本府に
関する史料は安羅日本府についてのものだけである。安
羅日本府に関する記事は 『日本書紀』のなかでは史実、
性の高い部分であるので虚構のものとは考えがたい。以
下、当該記事の分析結果によって、任那日本府（安羅日
本府）の性格が明らかにされる （ウイキペディア）。

そもそもこの欽明天皇自体の存在も事実だったかどう
か疑問符がついているようだ。それはともかく、任那日

、 、本府はその存在も怪しいとは思うが 実在したとすると

筆者は伽耶国の中、つまり伽耶国は５・６ヵ国の集合体
だったし、その位置は現在で言う釜山近郊、金海のあた
りで、優れた文明を持っていた国という印象だ。鉄器の
技術にすぐれていたようで、倭人が多数訪れてその技術
や製品を持って帰ったという。

筆者が考えるに任那日本府は朝鮮南部に存在した倭国
の出先、伽耶国、百済をはじめ古代朝鮮の国々との連絡
所、大使館のような役割を担っていたのではないか。任
那日本府はおそらく後世徳川幕府（対馬藩）が釜山に置
いていた草梁倭館に似た組織だったと考えたい。

戦前は基本的に日本府に関する理解は日本書紀に記載
されている内容を追認した、つまり任那日本府は倭国が
朝鮮半島南部の支配を目的に設置されたものだという理
解だった。戦後も任那日本府に関しての研究はあまり決
定的な証拠に基づく論文は出ていないように思える。

いずれにしても存在はしていた。いずれにしても不思
議な時代の不思議な存在だ。

ここまで書いてこの任那日本府に関して感じた。
これは永遠の闇、迷宮だと。
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扶余（ぷよ）へ

昔、歴史の時間に
「白村江の戦い」と
いう戦いに関して至
極簡単に習った覚え
があった。ハクスキ
ノエ？ハクソンコ
ウ？読み方もおぼろ
げなら、時代もあい
まいだった。ひょん

なことから古くからの友人たちと島根県へ行くことにな
った。一昨年の秋のことだった。その旅行は単なる観光
というか、旧交を温める目的だけの気楽な旅行だった。
その時、筆者は出雲大社の隣にある島根県立古代出雲歴
史博物館で驚くほどの数の青銅の剣をみた。
もちろん出雲には「たたら」という製鉄技術があるこ

とは知っていた。しかし日本中の青銅の剣や銅鐸がこの
博物館で見るとは思わなかった。

それからである。出雲風土記や日本神話、古事記と日
本書紀などを読み漁ったのは…。面白いほどの世界はボ
クの目の前にあった。伊弉冉と伊弉諾、高天原、アマテ
ラス、とりわけ第三子の神・スサノオに取りつかれた。
高天原で大騒ぎしたスサノオは多くの神々の追及を受け
て高天原を追放された。なんでも母・伊弉冉のいるとい
う根の国に行きたいと駄々をこねて大あばれしたとか
…。わがままな末っ子だった。出雲には彼のエピソード
があちこちに残されている。極めつけは東出雲の「黄泉

平坂（よもつひらさか 。根の国との境というか、行き）」
来する入口なのだ。

先に述べたように日本書紀を読み進んでいるうちにと
んでもないスサノオのエピソードが出てきた 「スサノ。
オはまっすぐに出雲へ降りたわけではなかった。一書に
は朝鮮半島の新羅・曽尸茂梨（ソシモリ）というところ
へ立ち寄っている。この曽尸茂梨という場所は確定でき
ていない。ついでに言うと白村江の戦いの場所も確定さ
れていない。

いずれにせよ、白村江の戦いで倭国と百済の連合軍は
唐と新羅の連合軍に惨敗した。つまり倭国は 万もの軍4
勢を送ったのに、そのほとんどを失ったようであった。
そして百済は滅亡した。

その百済の滅亡前の都が扶余で、当時は 泗沘サビ、
しび）と呼ばれていた。ソウルから高速バスで忠清南道
・公州を経ておよそ 時間で扶余に着く。3

百済 世紀前半 年4 -660
（ ）、 （ ）、漢城時代 年まで 熊津時代 年475 475-538

泗沘時代（ 年ー 年滅亡）538 660

扶余の町

結論から言うと、扶余の町にはほとんど何も残ってい
なかった。博物館では先史時代からの土器など、そして
百済の都時代でも悲しいほど大したものが残っていなか

石塔 林寺跡・扶余/
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った。ただ「百済金銅大香炉」と呼ばれてる香炉は素晴
らしい出来だ。また百済という国は仏教が盛んだったよ
うで、百済末の 年間で唯一残っているのが定林寺と120
いう寺院の 層の石塔（前パージの写真）だ。考えてみ5
れば、石なのだから、焼失するわけはない。
百済は 年に滅んだ。唐・新羅軍と倭・百済軍が錦660

江河口付近で最後の戦いをした。白村江の戦いである。
倭軍が乞われて出兵したのは 年で同年 月 日 同663 8 27 -
年 月 日間戦ったが倭・百済連合軍は惨敗した。8 28

身を投げる官女を描いた絵

百済や白村江の戦いなどに関しては、様々な歴史本が出
ているのでここでは述べない。ただ戦いの陰には悲劇に
見舞われた女性が多くいた。百済滅亡の時も王宮には

人ともいわれた官女は「落花岩」と後世名付けら3000

れたであろう錦江にのほとりに立つ岩山。官女たちは背
後から追ってくる唐・新羅連合軍の兵士からの凌辱を避
けるためこの岩山の崖から次々に身を投げた。彼女たち
は身を投げる際、恐ろしさを和らげるためか、チマ（民
族衣装のスカートのようなもの）を頭からかぶって飛び
降りた。そのさまがその姿が水に落ちる花にように見え
たのだという言い伝えから「落花岩」と名付けられたと
いわれている。

この戦いの時期、つまり 年当時、倭国は斉明天皇660
の時代。実際は中大兄皇子が政務をつかさどった。この
時代、倭国はいわゆる古墳・飛鳥時代。まだまだ天皇の
存在を国中に知らしめるところまでゆかなかった時代だ
ったと思う。

書き忘れたわけではないが、斉明天皇は女帝で、のち
の天智、天武天皇の母である。さて斉明天皇は友好国・
百済の復興を助けるために、朝鮮半島・錦江まで一説に
は 万という大軍を出した。当時倭国には”人質”とし4
て滞在していた百済王子・扶余豊璋がいた。豊璋を急遽
帰国させるとともに阿倍比羅夫らからなる救援軍を派遣
したが、この白村江で惨敗した。

年の白村江の戦いの後， 年 月中大兄皇子は663 667 3
都を飛鳥から近江へと遷都した。そして翌年１月に天智
天皇として即位する。遷都の理由の大きな理由に、白村
江の戦いの惨敗があった。飛鳥では国の守りが十分では
ないと考えたのだと思われる。よほど応えたのだ。
同時に百済人が渡来人として大勢やってきた。彼らの

力を借りて国造りをしたかった。律令制の確立もこの時

落花岩

歴史の町行く　渡来人たちの宴　扶余　片山通夫

134



期のことだ
った。 年660

、に百済滅亡
年の白村663

江の戦いで
の敗北など
の諸条件並
びに唐・新
羅との対立
などで、倭
朝廷は深刻
な国際的危
機に直面し
た。そこで
朝廷は、ま

ず国防力の増強を危機感を共有した支配階級とともに図
り、天智天皇は豪族を再編成するとともに、官僚制を急
速に整備し、統一国家としての国制改革を精力的に進め
ていった。その結果、大王（天皇）へ権力が集中するこ
とになった。この時期に編纂されたとされる近江令は、
国制改革を進めていく個別法令群の総称だったと思われ
る。
相当恐ろしかったと見える。

鬼室集斯と鬼室福信
日野の鬼室神社

その近江に日野という町がある。ある時筆者は国道
号線を走っていた。ふと気が付くと「鬼室神社」と307

書かれた標識が目についた。かわった名前にひかれてい
ってみることにした。

調べて分かったことは「鬼室」は古代百済の貴族の姓
だということ。そしてこの神社に祀られているのは「鬼
室集斯（きしつ しゅうし 」という人で、日野町小野と）
いう見るからに素朴な集落にその神社はある。
ただこの鬼室集斯はタダモノではなかったようで、百

済にでの官位は達率、倭国亡命後の倭国における官位は
。 、小錦下・学職頭だった この学職頭とは今で言う大学長

。 、もしくは律令制下での文科大臣かとも思われる つまり
国の学制をつかさどったのではないか。

実は今回扶余の町へ行ったのには訳がある。この鬼室
氏の縁者ともいうべき鬼室福信（きしつ ふくしん、生
年不詳 年）に興味があった。この福信の遺跡と? 663
もいうべき彼が祀られているのは、扶余の町の恩山別神

。 。堂である 秋がたけなわの扶余の町外れにそれはあった
あいにく周りには人はいない。
かけられていた説明版は日本語も書かれていて次のよ

うに読める。

（前略）百済復興軍の魂を慰めた余徳で疾病を退治し、
村全体が穏やかになったので祠を建てるようになったと
伝えられている （後略）。

鬼室福信の廟・扶余

ここで少し百済滅亡時の様子を説明して置きたい。新羅

鬼室神社・滋賀県日野町
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の武烈王は百済
に侵犯された領
土の回復を唐の
高宗に訴え、唐
はその機会を捉
えて新羅支援を
口実に百済を討
つことに。そし

、て運命の 年660
唐は水陸合わせ
て 万もの大軍13

を百済攻撃に向けた。一方の新羅は 万が出兵、百済を5
東西から挟撃した。百済兵は果敢に戦ったが、泗 城は?
陥落、熊津城にいた最後の国王義慈王も降伏、百済は滅
亡した。しかし唐の目的は高句麗の攻略で、唐から見て
かなり遠い百済はあまり魅力がなかったように思える。
唐軍はこの後、高句麗へ北上する。この間隙を縫って鬼
室福信や黒歯常之らによる百済復興運動が起きた。
百済王族の一人扶餘豊（日本書紀では豊暲）は倭に人

質としてきていたが、呼び戻され、百済の復興をめざし
て立ち、倭（大和王権）に救援を要請した。 年、錦663
江の河口の白江（日本書紀では白村江）に倭の援軍の水
軍が到着、百済の水軍とともに唐・新羅連合の水軍と衝
突し百済・倭軍側が大敗し百済は完全に滅亡した。

さて日野町の鬼室集斯と鬼室福信の関係だが、鬼室集
斯の叔父だとか諸説があるが定かではない。鬼室福信は
『日本書紀』によると、 年 月に、百済王豊璋が福663 6

、 。信の謀反を疑って捕らえ その掌を穿って革紐で縛った
それから諸臣に対して福信を斬るべきかと問うた。達率

（二品官）の徳執得は「これは悪逆人であるから放しお
くわけにはいかない」と答えた。福信は執得に唾して罵
ったが、王は福信を斬らせ、その首を塩漬けにした。鬼
室福信の最後である。

一方の鬼室集斯は 年 年に福信の功績によって天665 2
智天皇から小錦下の位階を与えられ、百済の民男女四百
余名と近江国神前郡に住居を与えられたが、天智 年8
（ 年）男女七百余名とともに近江国蒲生郡に移住さ669
せられたとある。反逆者に落ちた「福信の功績」という
のがよくわからないが、いずれにしても鬼室集斯は天智
天皇のもとで律令の制定に持っている知識を使った。そ
して学職頭となり、官僚の育成に力を注いだ。
また一説には肥後国の豪族菊池氏を集斯の後裔とする系
図もあるようだがこれは筆者は未確認である 。。

短かった百済の春

百済が簡単に滅びた原因はいくつかあると思われる
が、ここで筆者の妄想を紹介したい。

百済の歴史は古い。紀元前 年の建国から 年の18 660
滅亡まで約 年の歴史を持つ。百済は漢江の中流から700

、 。下流に起り 次第に周辺の小国家を併合しつつ発展した
しかし紀元後 年に高句麗に首都の漢城（ソウル）を475
奪われて熊津（公州）に遷都し 年には泗沘（扶余）538
に遷都した。

筆者の妄想では、いわゆる引っ越し貧乏だったのでは

鬼室福信の廟・扶余
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ないかと思うわけである。この間に、百済は外国とも積
極的な外交を展開し、科学と技術を発達させて優れた文
化を花咲かせ、先進的な文化国家を築き上げた。ところ
が百済の王族・貴族たちは文武両道というわけではなか
ったようである。

。 、中国は当時唐の国だった 時代は変わるが晩唐の時代
杜牧（とぼく、 ～ ）という詩人が次のような詩803 853
を読んだ。

千里鶯啼緑映紅
水村山郭酒旗風
南朝四百八十寺
多少楼台煙雨中

百済の文人や王侯貴族は時代が重なっていないのでこ
の詩は知る由もなかったが、ここに詠われているような
揚子江の南、江南と呼ばれていた風景に心を寄せて、唐
の栄華を百済の地に移していたであろうことは想像に難
くない。それほど百済は文化的には水準が高かかったと
思われる。あまり証拠にはならないかもしれないが、大
津に都を移した中大兄皇子（後の天智天皇）は律令国家
の建設を目指し、その一翼を百済人に担わせた。百済人
は、その知識を唐に求めていた。

とまれ、筆者が昨秋訪れた泗沘（扶余）は温暖の地で
2015優しいイメージが付きまとっていた 調べてみると。 、

年、百済の時代、 年から 年までの王陵、城、城475 660
8 3壁 寺院跡など つの遺跡 扶余を含む百済王朝後期の、 （

つの古都の遺跡）が世界遺産に登録された。百済は早く

から中国の都市文明や仏教、儒教などの文化を取り入れ
ていたのである。

いうなれば百済人は文化人だったのだ。文化人に戦争
は似合わない。いかに倭の国の戦力を頼っても、唐と新
羅の連合軍の前には歯が立たなかった。惨敗であり、こ
こに百済は完全に古代朝鮮の歴史から姿を消した。

白村江の戦い、その謎

すでに滅亡した百済の復興を助けるため 「渡世の仁、
義とやらで」とばかりに、天智天皇は次のような軍勢を
朝鮮半島に派兵して白村江の戦いに挑んだことは前項で
書いたがもう少し詳しく書いておく。

第一派 年５月： 万余人。船舶 余隻。指揮官661 1 170
は安曇比羅夫、狭井檳榔、朴市秦造田来津。

第二派 年 月： 万 千人。軍主力。指揮官は上662 3 2 7
毛野君稚子、巨勢神前臣譯語、阿倍比羅夫（阿倍引田比
羅夫 。）

第三派 年： 万余人。指揮官は廬原君臣（いおは663 1
らのきみおみ （廬原国造の子孫。現静岡県静岡市清水）
区を本拠とした） （ウイキペディアより）

この資料によると、総勢４万７千もの軍勢を、指呼の
間といえども玄界灘を船舶で送ったことになっている。
第一派の１万余人を船舶 隻で送っているわけだ。170
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むろん船舶の大小があろうが、兵站、武器などを積み込
むとして１隻に 人の兵を乗せなければならない。い100
ったい誰がそのような船舶を建造し操船したのだろう
か。

玄界灘に臨む博多湾に点在する海族がいた。部族の名
前は安曇族という。安曇族の全容は定かではない。簡単

、 （ ）に言うと 漢委奴国王印 かんのわのなのこくおういん
が出土した博多湾に浮かぶ志賀島あたりを中心に活躍し
たと思える。安曇族は船を自由に操り漁業を生業にして
いた。飛鳥時代から奈良時代にかけて成立したと思われ
る日本書紀に、我らがスサノオは木の使い方について教
えた話が載っており、耐久性と強度がある檜は端宮（み

） 、 （ ）ずみや：宮殿 に 加工しやすい杉と樟脳 しょうのう
を含み天然の防虫素材である豫樟（くす）は浮宝（うき
だから：舟）に、水に強くて腐りにくい披（まき・槙）
を奥津棄戸の臥具（おきつすてどのふしぐ：棺桶）に使
えとある。

この説明は木の性質に詳しい人によると 現代におい,
ても実に合理的だという。

面白い実験をした記録がある。安曇族とは直接関係は
なさそうだが。
時は 年７月８日。古代船「なみはや」は、出港1989

式の後、大阪の天保山岸壁を出航、随伴船「コーラルホ
ワイト」警備船「のじぎく」とともに、漕行と曳航で瀬
戸内海の各地に寄港しながら関門海峡を通過、博多、呼
子から壱岐・対馬を経て朝鮮海峡を渡った。そして８月
１１日韓国・釜山港に入港した。漕ぎ手は大阪市立大学
ボート部のメンバー 「なみはや」は古代の手漕ぎ船を。

実験的に建造されたものだった。そして古代の外洋船と
してのなみはやは見事倭国から朝鮮半島へ着いた。

驚くべきニュースが 年 月 日の神戸新聞が伝2004 2 1
えた （次ページ写真）大船団が大海原を進む図だ。同。
紙には「大船団を組む古代船」が描かれて、日本海を波
しぶきを立てて進む様子が描かれた絵も見つかったと伝
える。この準構造船の船団が大陸（朝鮮半島）へ向かう
のか、大陸から倭国にやってきたのかは定かでないが、
いずれにしても興味深い話ではある。

話を戻す。白村江の戦いで 万もの軍勢を 回に分け4 3
て送り込んだ船団は、神戸新聞の記事のような船団だっ
たのではなかろうか。まさか、唐や新羅の船団が倭国の

、 。兵を運んだとは考えられないから わが安曇族が・・・
筆者の妄想は尽きないのである。

安曇族の謎

前項で海族・安曇族のことをチラッと書いた。白村江
の戦いで都合４万人もの兵士を長朝鮮半島に送り込んだ
と思われる安曇族は忽然と歴史の上から消えた。
ただ倭国各地に散らばってその名を地名に残したと思わ
れる痕跡がみられる。滋賀県には安曇川がある。また信
州という海のない土地に安曇野という地名が残ってい
る。これら、今に残る地名はあの安曇族が博多湾から移
住と言っていいのかどうかはわからない。原因は不明だ
が海を捨てて移動した先だと考えられる。発祥地は筑前
国糟屋郡阿曇郷（現在の福岡市東部）とされる安曇族は
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古くから中国や朝鮮半島とも交易などを通じた奴国の王
族であったとされ、神武東征後に最初の本拠地である北

、 、部九州の福岡志賀島一帯から離れ 畿内へ進出した後に
摂津国西成郡安曇江を根拠地として、全国の海人集団・
海部を管掌する伴造の地位を得たとされる。

ともあれ、安曇族が白村江の戦いで数多の兵士を朝鮮
半島に送り込んだ。筆者は古来からの「族」に非常に興
味をおぼえる。時代は変わっても石積のプロ集団・穴太
族も同様である。安曇族はこの功績で天智天皇もしくは
朝廷から重んじられたと思われる。
逆に言えば恐れられ、新羅や唐に味方される危険を感

じたのかもしれない。その危険を避けるには、本拠地で
あった志賀島や博多湾から遠く離れた近畿や信州に移住
させるに限ると考えた結果だと、筆者は妄想する。後世
のことであるが、元寇に備えての防人などの備えも同様
だったと思うのだ。
そして律令制の下で、宮内省に属する内膳司（天皇の

食事の調理を司る）の長官（相当官位は正六位上）を務
めた。これは、古来より神に供される御贄（おにえ）に
は海産物が主に供えられた為、海人系氏族の役割とされ
たことに由来するらしい。
考えてみたらこれほどの優遇には深いわけがあったと

思われる。逆に言えば武力を削いで料理番に起用すると
いう巧妙な安曇族篭絡だったのだ。

続きは ホームページでLapiz

https://lapiz-international.com/
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作・挿絵 いの しゅうじ

勘太は二年生になった。

一学期の始業式のとき、イッ子せんせいが、
「あしたから完全給食がはじまります」

一年生の三学期に給食の日があったので、みんな給食
のことはしっている。そのときはコッペパンとミルクだ
け。おかずはなかった。
「おかずもつくのよ」
「おかずはうれしいけど、ミルクはいやや」
ユキちゃんは口もとをゆがめた。
イッ子せんせいは黒板に「脱脂粉乳」とかいて、

「だっしふんにゅう。今はしかたがないの」
と、しょぼんと言った。

つぎの日、四時間目がおわるといよいよ給食時間。
最初の当番は男の子と女の子それぞれ三人。六人は、

ミルクやおかずがはいったバケツ、アルマイトの食器を
おさめたかごを調理場から教室までさげてきた。食器に
ミルクやおかずをわけいれて、みんなにくばる。
はじめてだから手ぎわがわるい。十分いじょうたって

ようやくみんなの机に食べものがならんだ。
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ひらたいお皿が二つあって、ひとつにはコッペパン、も
うひとつにはおかず。おかずはクジラのあげものと千ぎ
りのキャベツ。おわんの中にはミルク。

せんせいもいっしょに食べる。
「いただきます」

元気に声をそろえたとき、用務員のおじさんがドアを
あけた。
「せんせい、電話です」
イッ子せんせいは、はっと顔色をかえ、

「ごめんね」
と、とんで出た。

パンはほとんど味がない。クジラのあげものは冷えて

いる。けれども勘太は気にならない。おなかをすかして
いたので、すすっとたいらげる。
やっかいなのはミルク。ぬるっとしていて、表面にうっ

すらと白いまくができている。口にふくむと、回虫くじょ
のシロップみたいなぐだっとした汁が、ねっとりと舌にま
とわりつく。

勘太は鼻をつまんで一気にのんだ。
食べおえてユキちゃんの食器をのぞいてみると、ミル

クはちっともへってない。
「こんなん飲まれへん」
「むりしてでも飲め。ユキちゃんが食べおわらんかった
ら、あそびにいかれへん」

テッちゃんはユキちゃんに文句をたれながら、皿を指
さきにのせてくるくるまわしている。
「空飛ぶえんばんみたいや」
といって、武史は自分の皿をもちあげた。

「何や、空飛ぶえんばんって」
ときいたのは勘太。

「どこかの星から飛んできたんや。フライパンをさかさに
したみたいな形してて、うちゅう人が乗ってるねん」

武史はおとうさんから聞いたという。武史のおとうさ
んはぼうえき会社につとめている。
「アメリカで十年まえに発見されたんやて」
テッちゃんは武史の話にとびついた。

「よっしゃ、空飛ぶえんばんごっこや」
と、武史にむかって皿を水平にしてなげた。ゆかにカ

チャンとおちる。その皿を武史は勘太のほうになげる。
「ぼくもやる」
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勘太がころころ転がる皿をひろって、隆三に投げよう
とすると、タミちゃんがさけんだ。
「やめとき。せんせいに言いつけるで」
「せんせい」のひとことに勘太の手もとがくるった。皿は
教室の入り口のほうにとんでいく。
そのとき、ドアががらっとあいた。
イッ子せんせいがはいってくる。えんばんはおでこに

ゴツンとぶつかった。
せんせいは涙をうかべている。

「アッ、アウ、アァー」
勘太はふんづけられた子犬みたいな声をだした。

春の小川

イッ子せんせいは涙をハンカチでぬぐった。
「みんな、よく聞いてね」
せんせいは背をむりにのばした。

「せんせいのおとうさんがけさ亡くなったの」
勘太がなげた皿があたったから泣いたのではないの
だ。
でも、お正月にせんせいの実家をたずねたとき、そん

な様子はなかった。
「むねの病気。二月ごろから急に悪くなったの」

せんせいの机には給食がおいたまま。涙がミルクにぽ
とっとおちた。
「給食たべなきゃね」
せんせいは顔にわらいをつくって、

「ユキちゃん、せんせいが食べおえるまでにミルク飲ん
でしまうのよ」
とやわらかく言った。
せんせいは手早く食べおえた。ユキちゃんもがんばっ

てミルクをすっかり飲んだ。
「あすからせんせいはしばらく休みます。教頭せんせい
が代わりに勉強をしてくれます」
みんな「えっ！」と顔をあげた。
朝礼のとき、教頭せんせいはいつも、「気をつけ」と命

令して、「話は目できく」と訓示をたれる。そのすがたをイ
ッ子せんせいはいやそうに見ている。だから勘太も教頭
せんせいを好きになれない。
教頭せんせいが教室にはいってきた。
さいしょは国語。野口英世のものがたりをみんなで声
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にだして読む。きりのよいところで、せんせいは、
「野口少年はどうしたんや」

とたずねる。（当たりませんように）と下をむいている
勘太を見すかしたように、「キミ」と指さした。
こたえられない勘太を、

「手にやけどしたんだ」
と、こわい目でにらみつけた。
こんなぐあいだから、勘太は毎日がびくびくだ。
五、六日たった土曜日。テッちゃんが、

「イッ子せんせい、がっこうにくる」
と声をはりあげた。
おそう式のために実家にかえったせんせいは、あした

の日曜日にもどってきて、月曜日からいつもの授業にな
る。「教頭せんせいからきいた」とテッちゃんがいうと、ワ
ーとみんなわきかえった。

ユキちゃんひとり、しくしく泣いている。
「イッ子せんせい、かわいそう」
テッちゃんがユキちゃんの顔をのぞきこんだ。

「あした、せんせいのとこに行こ」
「うん」

ユキちゃんがこくりとうなずく。「ぼくも行く」と勘太。武
史も隆三もタミちゃんも、みんな「行く」と言いだした。

せんせいの下宿はまんかん寺のうらの長屋。六畳の部
屋に間がりしている。
外ががやがやしているので、せんせいが引き戸をあけ

ると、おおぜいの子どもが立っている。
「どうしたの？」
「せんせいをなぐさめに来ました」
と武史。目がまんまるになったイッ子せんせい。

「ここはせまいから」
みんなを近くの小川につれていった。

「春の小川の歌をうたいましょ」
はばが二メートルほどの川の両岸に、男の子と女の子

がむかい合って並んだ。せんせいは川の中のひらたい石
のうえで指揮をする。

♪春の小川はさらさら行くよ 岸のすみれやれんげの
花にすがたやさしく色うつくしく 咲けよ咲けよとさ
さやきながら

「せんせいはね、みんながやさしくて心のうつくしい子
なので、とってもうれしいの」

イッ子せんせいの声はさわさわしていて、春のそよ風
みたいだ。
でもまぶたはうっすらと赤くはれている。

と気づいた勘太。ワーッと泣きだした。

次号に続く

アカンタレ勘太　＜4＞　いのしゅうじ
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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 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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編集後記
パンデミック ：感染症が国中あるいはpandemic

世界中で流行すること。ある感染症（特に伝染病）
（ ）の 顕著な感染や死亡被害が著しい事態を想定した

世界的な流行。世界流行とも。
まさかここまでになるとは思わないが、わが国政府

の不手際にはあきれる。世界中から非難される事態
になったようだ。むろん新型コロナウイルスの問題
だ。特に編集子が驚いたのはクルーズ船「ダイヤモ
ンド・プリンセス」から下船した乗客を世界乳では

日間の隔離をしたが、我国はそのまま公共機関で14
自宅へ・・。おまけに乗船していた厚労省職員は発
祥すれば業務に差し支えるとニーチェック！！？？

おまけに首相は、十数分の会議出席でお茶を濁し
宴会・会食三昧だという。誰かが書いていたがこの
国は安倍首相と心中するつもりなのか？

編集長 井上脩身
編集・発行人 片山通夫

年 月 日発行2020 3 1
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