


はじめに

永滝　稔

　春、4 月となりましたが、例年とは全く違う春になっていますね。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 4 号をお届け致します。
　本号は、『牧原憲夫著作選集』上・下巻の編者のお一人である藤野裕子さんにエッセ
イをご執筆いただきました。故・牧原先生とは私も吉川弘文館勤務時代に『客分と国民
のあいだ』の編集担当者として親しくさせていただき、また、有志舎開業の後も色々と
企画のご相談にものっていただきました。そういう意味で、とても大事な著者の方でし
た。その方の著作選集を出版させていただけたというのは何よりも光栄なことでしたし、
感慨深いものでした。刊行されたあとも、この上・下 2 巻を読み返して勉強させていた
だきつつ、真面目な顔で秀逸な冗談を突然繰り出してくる牧原先生の事を思い出しても
います。間違いなく、忘れ得ぬ著者でした。改めてご冥福をお祈り申し上げます。
　また、Book エッセイは狩野俊さんに馬

ま

橋
ばし

についてご執筆いただきました。高円寺は
かつて、高円寺地区と馬橋地区から成っていたのですが、今はもう馬橋という地域名は
ありません。しかし、馬橋小学校（私も卒業生です）や馬橋児童館・馬橋北（・南）自
治会など馬橋の名はしぶとく生き残っており、馬橋地区で生まれ育った私にも「馬橋人」
という小さなアイデンティティがあります。いつの日か、高円寺から独立し、馬橋の地
名を復活させたいものだと思っております（笑）。
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　『客分と国民のあいだ』（吉川弘文館、1998
年）を書いた牧原憲夫さんが亡くなったのは、
2016 年 7 月のことでした。その 2 ヶ月ほど
前だったと思います。私は病床にいた牧原さ
んに、これまでのご自身の論考を本にまとめ
直して、もう一度世に問いませんかと提案し
ました。その時すでに牧原さんは言葉を発せ
ない状態でしたが、私の手を強く握り返し、
何度も頷いたのを覚えています。
　私がそのように提案したのは、牧原さんの
研究をもう一度読み直し、議論することが必
要だと感じていたからです。『客分と国民の
あいだ』が有名になったことから、牧原さん
といえば“国民国家論の人”というイメージ
が強くあります。国民国家論の抱えていた問
題（民衆が客体にしかならない、プロセスが
描けていない、など）を批判する際には、牧
原さんの議論もひとまとめにされてしまいが
ちです。
　しかし、牧原さんはそう簡単に整理できる
人ではありません。自由民権運動、近代的土
地所有論、負債農民騒擾、そして山代巴など、
国民国家論が隆盛する以前に取り組んでいた
仕事は幅広く、オリジナルな問題提起を数多
く残しています。
　例えば、自由民権運動の研究が盛んだった
1980 年代に、牧原さんは大阪事件に関する
論考で大きな問題提起を試みています。従来
の研究が大阪事件を“朝鮮への侵略”や“自
由民権運動からの逸脱”と評価するのに対し、
牧原さんはむしろ、大阪事件は大井憲太郎た
ちが朝鮮との連帯を真剣に試み、民権思想を
追求した結果だったと主張しました。民権と
国権、連帯と侵略は、明確に二分できるもの
ではありません。民権の拡張が国権の拡張の
ためになされたり、連帯のための行動が無自
覚な侵略につながったりすることはよくある
ことで、現在でも繰り返されています。大阪

事件を侵略だ、国権主義だと批判して終わる
のではなく、それが民権思想や連帯の思想と
どのようにむすびついたかという論理を理解
することが重要なのだと、牧原さんは論じま
した。そのようにして初めて、同じカラクリ
に自らも陥りかねないことに、自覚的になれ
るからです。
　この“自覚すること”の重要性は、牧原さ
んが歴史研究を通して読者に伝えたかったこ
との一つでした。それに加え、“身をずらす
こと”のもつ可能性を牧原さんは歴史叙述を
とおして訴えていました。牧原さんの言葉に
則せば、“自覚的に「客分」であること”です。
　「客分」という概念は、近世の百姓一揆の
論理を説明する際に牧原さんが用いた概念で
す。近世の身分制では、政治は「おかみ」の
ものであり、百姓は政治の客体（客分）にす
ぎませんでした。しかし、江戸時代の民衆は
その論理を逆手にとって、一揆・打ちこわし
といった「おかみ」への異議申し立てをした
のだと牧原さんはいいます。客分（object）
だったからこそ、異議申し立て（object）が
できるというわけです。
　たしかに、人は何かの主体（subject）に
なるとき、同時に何かに従属（subject）し
ます。会社に例えるとわかりやすいでしょ
う。会社の正社員になると主体的に働けます
が、一方で、ブラックな状態に陥っても会社
に対する批判力を失ってしまいがちです。
　会社を国家に置き直しましょう。江戸時代
に「客分」だった民衆は、近代になると今度
は「国民」とみなされ、国家の一員という自
覚を持つことが求められます。祝祭などさま
ざまなカラクリをとおして、民衆は自発的に

「国民」になっていきますが、同時に国家に
従属することになり、対外戦争を遂行する国
家を支えもしたのです。
　牧原さんは、日本の民衆が戦争に加担する

著者エッセイ　『牧原憲夫著作選集』上・下巻

自覚的に「客分」であること―『牧原憲夫著作選集』刊行にあたって―

藤野裕子
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国民になっていった歴史的な経緯を読者に教
えてくれました。だからといって牧原さん
は、誰もが国家からすぐに抜け出すべきだと
主張したわけではありません。さしあたり国
家を前提に生きざるを得ない人が多い現実が
あるからこそ、“自覚的な「客分」”という姿
勢が意味を持つのだと牧原さんは考えていま
した。自らが国民意識を持つようになった歴
史的なカラクリを自覚すれば、そこから少し
でも身をずらし、国家との距離を考える余地
が生まれます。そうすることで、国家に無自
覚に身を任せることとは異なる、何らかの可
能性が生まれるのではないか。そのように牧
原さんは考えていたのだと思います。
　“自覚的な「客分」”を実践することは難し
いものです。身をずらそうとしても、うっか
りするとカラクリに巻き込まれてしまいま
す。しかし困難だからといって投げ出しては、
何も変わりません。牧原さんが幾度となく説

いたことの一つは、困難な問いを困難なまま
抱え続け、みんなで議論し続けることの必要
性でもありました。
　私が病床の牧原さんに論集を出すことを提
案したのは、歴史研究をとおしたこうした思
索が、これからの歴史学界、あるいは、これ
からの社会にとって、もう要らない議論であ
るとは思えなかったからです。牧原さんがこ
の世を去ってから 3 年が過ぎ、ようやく『牧
原憲夫著作選集』上下巻を上梓することがで
きました。国家とどう向き合うべきか、権利
や自由、政治に対する異議申し立てをどのよ
うに考えればよいのか。この 2 冊の本には、
いま改めて読み返すべき多くの事柄が詰まっ
ています。たくさんの人に手にとっていただ
ければ幸いです。

『牧原憲夫著作選集　上・下』

牧原憲夫　著
藤野裕子・戸邉秀明　編

Information

四六判、ハードカバー
各 320 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）2 巻とも
上巻：ISBN978-4-908672-33-0
下巻：ISBN978-4-908672-34-7
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　商店会で副会長の役職をいただき８年にな
る。とは言っても、加盟数は 30 店舗弱で商
店街の長さはわすか 130 メートル。高円寺で
一番小さな商店会である。さらに副会長が３
人もいるのだから、こんなことを書くのは恥
ずかしいくらいだ。店のある通りは中通りと
言い、駅前まで商店街が続いている。この中
通りに商店会がふたつある。一つは私の店が
所属している高円寺北中通り商栄会。駅より
にあるのが商店街の長さおよそ 300 メート
ル、所属店舗は 130 以上ある高円寺中通り商
栄会だ。道行く人はこの道に商店会が二つあ
ることなど気にしてはいない。大体この道が
中通りだと知る人も少ない。駅よりに数軒風
俗店があることから「エロストリート」とい
うありがたくない呼び名で通っている。
　この道になぜ二つの商店会があるのか、時
は江戸時代まで遡る。私の店から駅寄り３軒
目に猫グッズ専門店「猫の額」という店があ
る。その横に暗渠があるのだが、そこはかつ
て小川が流れ、橋が架かっていた。橋の東は
高円寺村、西は馬橋村と川を境に分かれてい
た。それを未だに引きずり、このちいさな道
に商店会が二つもある。しかし、問題は大き
く根は深いのが、川や道がまつわることで、
金子みすずではないが、見えぬけれどもある
んだよ、見えぬことでもあるんだよ、である。
　『武蔵国多摩郡馬橋村村史』という昭和 44
年（1969 年）に発行された菊版箱入り 682
頁特別頒布価 5500 円の大著がある。近世か
ら伝わる古文書を集めたこの本の編纂委員を
見ると、江戸から続くこの土地の地主が名を
連ねている。この本を読めば、江戸城の本丸
を普請した時には上納金を出し、琉球人使節
が来たときにも応分な支出に応じ、将軍が鷹
狩りに来たら人足要請にもきちん応えと、幕
藩体制の中で馬橋村と村人が果たした役割が
よくわかる。淡々とした記録の裏には、血の

にじむような思いをして出した金もあったろ
うし、老骨に鞭を売って鷹狩りの手伝いをし
た人もあったと思う。文書を集めたこの大著
の重さこそ、かつての馬橋村とそこに生きた
人々の命の重さなのだろう。
　昭和 37 年に住所をわかりやすくするため
に「住居表示に関する法律」というのが施
行された。杉並区ではこの法律に基づき昭
和 38 年から昭和 44 年にかけて住居表示の整
理を実施した。その結果、馬橋は東を阿佐ヶ
谷に西を高円寺へと、二つに等分されるよう
に編入され、地図からその名を消された。今
では、馬橋小学校、馬橋公園、馬橋稲荷神社
などにその名を残すのみとなっている。昭和
44 年に出た『馬橋村史』は、馬橋という名
を永遠に留めようという思いの元に作られた
本なのだ。ちなみにこの本を書くにあたって
調査をした大学院生の辰巳正明さんは、この
のち上代研究者となり現在は國學院大學名誉
教授となっている。
　高円寺村の氏神様は氷川神社、馬橋村は馬
橋稲荷神社で祭礼も一週間ずれている。高円
寺から来た神輿がかつての川の前で引き返し
馬橋の地を踏まなかったり、馬橋の地名を消
えるのを良しとしない人が新しく馬橋の名を
冠した自治会を立ち上げるなど、地名消滅の
余震によるきな臭い話がしばらく続いたと聞
く。遠い昔の語り草のように思うが、商店会
の飲み会で長老の口から「馬橋魂」という言
葉が飛び出したり、４年後に完成予定の新し
い公園のキャッチフレーズが「馬橋的」な公
園などということを聞くと、私が生まれた福
島県の会津地方に生き生きと残っている戊辰
戦争の記憶のことや、ケルト神話のことなど
を思い起こさせ、地霊などという言葉が頭を
よぎったりする。生々しいまるで何かが存在
するかのような言葉で。
　馬橋の地名が消える時に、それを惜しむ

連載　Book エッセイ　高円寺・コクテイル書房の日々②

馬橋のこと

狩野　俊
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人々の胸の中で、大正時代にこの土地であっ
たある事件に思いを馳せ、唇を噛んだ人も多
かったのではないだろうか。
　当時の中央線は中野と荻窪の間に駅はな
く、馬橋に住む人は 30 分ほどかけてどちら
かの駅を利用していた。馬橋に住む浅賀源太
郎さんは、鉄道省へ新駅誘致の陳情を重ね、
ついに「将来、新駅開設の場合は、中野荻窪
間４哩（マイル）の中間地点に駅を設置する」
との内示を得ることが出来た。内示の秘密を
洩らさないという約束を結んだ後、関係する
地主と話しをつけて、中野駅より 2 哩の地点
を新駅設置場所とし、そこから南北に道をつ
くることにした。手作業での土木工事は想像
を絶する苦労があったが、自分たちの土地に
駅が出来るという希望を糧に、日々肉体労働
にいそしんだ。北は早稲田通りから南は青梅
街道を越えて五日市街道まで、全長３キロの
道は完成した（現在の馬橋通り）。
　大正９年（1920 年）の春、鉄道省から「新

駅用地提供願いを出すように」との指示が届
いた。夢が実ろうとするその時に、村民の一
部から駅の誘致に反対する声があがり駅の用
地提供がまとまらない。やがて、この話が阿
佐ヶ谷の実力者の耳に入ってしまった。彼は
高円寺の顔役と共同し、政友会の古谷久綱、
高木正年の二人の代議士にも頼み、阿佐ヶ谷
と高円寺に駅を誘致する運動を後押ししても
らった。この政治力が決めてとなり、馬橋駅
は幻となった。あの駅が出来ていれば馬橋の
地名が消えることはなかったと、出来上がっ
た『馬橋村史』を手にして思ったことだろう。
この駅の誘致に関する顚末は村史にはいっさ
い書かれていない。

お店紹介

古本屋の仕事は、本を売ることでもありますが、本を買うことも、とても大事な
ことです。みなさまの内面を作り上げた蔵書を、本棚から引きずり出し、解体し、
新しい読者の元に届ける。このような蛮行は知的なものに対する蛮族、古本屋で
しか為すことは出来ません。しかし、読者を得ることで、本は再び生き返ります。
このサイクルこそ、あなたの内面の永久運動ともいえるのではないでしょうか。
どうぞ当店に本をお売り下さい。売値が安い本は、「交換本」として「まちのほ
んだな」にならべ、お持ちいただいた本と交換にてお持ち帰りいただけるように
しています。
詳しくはホームページで。　http://koenji-cocktail.info/
コクテイル書房　電話：03-3310-8130　メール：cocktailbooks@live.jp
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　旅順への旅行から半年ぐらい経った 1938
年の秋ころ、父はいつの間にか満鉄を辞めて
華北電電公司（官製の電信会社）というとこ
ろに勤める事になっていた。なぜ待遇のいい
満鉄から他へ転職する事になったのかは分か
らない。ただ、この時から父は数回転職を重
ねるのだが、その全てが上司・同僚との不和
が原因だった。というか、どうも父は直情径
行型で、サラリーマンに有り勝ちの「おべっ
か」とか上司の傲慢な態度に我慢がならない
性格で、すぐに言い争いをしてしまい怒って
退職してしまうのだ。母は何も言わなかった
が、この父の為に随分と苦労したことだろう。
　ともあれ両親と私は大連駅から列車で、父
の赴任地である中国の「奥地」（と当時の私
たちは感じた）開封に向け出発したのであ
る。この時に乗った列車が「アジア号」。当
時日本では普通の蒸気機関車しか見た事がな
かったので、パシナ型という独特の型をした
機関車に度肝を抜かれた記憶がある。車内は
広々としていて座席もゆったり。窓も大きく、
何か偉い人にでもなったような気分がした。
奉天（今の瀋陽）までどの位の時間乗ってい
たのか覚えていないがあっという間について
しまったような気がする。
　奉天でいったん下車し、父はこれから赴任
する華北電電公司の本社（だろうか？）に寄
り、手続きを済ますと、奉天から一路開封を
目指して汽車の旅が続くはず、だった。奉天
からの列車は普通の蒸気機関車に連結された
客車だったが、ここでは日本人は二等車、中
国人は三等車と決まっていた。今考えるとひ
どい差別だが、当時としては当たり前だった
のだろう。奉天から北京さらに済南へと中国
大陸を南下していくのだが、途中、黄河が大
洪水で周囲の町が全て水没してしまい、我々

の乗っている列車も北京の少し先、石家荘と
いう所で立ち往生してしまった。列車はここ
で行き止まりとなり、何とここから大きな汽
船に乗り換えていく事になったのだ。
　まさか、中国大陸のど真ん中を船に乗って
旅をしようとは考えもしなかったが、それに
しても驚いたのはこの汽船が見渡す限り水没
している街の中を進んでいったことだ。船の
直ぐ脇に水に没している民家の屋根がある中
を、汽船はまるで海洋を進むが如く波を蹴立
てて悠々といく。なにしろ、見渡す限りが泥
の海、驚いているのは日本人だけ、中国の人
は珍しくも無いという顔をしてのんびりと船
旅を楽しんでいるかのようだった。中国の言
葉に、「メイフアーズ」（仕方が無い）いうの
があったが、そういう境地だったのだろう。
　その後、船を降りてどこかの駅（そこがど
こだったのかは記憶に無い）からまた列車に
乗り、済南を過ぎて徐州駅に着いた。駅の周
りは見渡すばかりの荒野で、当時の流行歌に

「徐州、徐州と人馬は進む、徐州居よいか、
住みよいか」と歌われた場所とはとても思え
ない広漠たる中の一隅にポツンとある駅舎で
あった。奉天を立ったのは朝だったが、この
徐州に着いた時はすでに夕暮れ時であった。
列車を乗り換えるごとに、古ぼけた車両にな
ってくるし、周りにいた中国人からは胡散臭
そうな目でジロジロと物珍しそうに見られる
し、子どもの私は心細くなった。徐州から西
に向かう列車に乗る日本人は見たところ私達
だけだったので、両親も緊張を隠せない。明
らかに中国人は敵意を含んだ目で私達を見て
いる。もっとも、戦史によると徐州を日本軍
が占領したのは 4 ヶ月ほど前の 5 月だったの
だから、今になってみると敵意を向けられる
のも頷けるわけであるが。（続く）

連載　私が見た戦前の中国・台湾④

父の華北電電への転職、そして開封へ

永滝　勇




