


はじめに

永滝　稔

　新年、明けましておめでとうございます。
　本年もよろしくお願い致します。
　新年最初となる第 11 号の内容ですが、まず「著者エッセイ」をお願いしたのは『東
北史論』の著者である河西英通さんです。東北の地域思想史を専門とされる河西さんは、
石母田正と原勝郎という偉大な先達二人の学問から学びつつ、それらをいかにして乗り
越えるかを考えておられます。東北史から日本史を、さらには世界史をどう撃っていく
のか、これからも楽しみです
　そして、本号からは荻原魚雷さんによる新連載「追分道中記」がスタートです。旧街
道などの古道を歩きつつ、そこにあるまさに「cross roads（追分）」の歴史と現在を語
るエッセイです。実は私、前職の吉川弘文館勤務時代は「街道の日本史」というシリー
ズの編集担当でしたので、魚雷さんから街道・古道についてのお話を聞くのが楽しみで
仕方ないのです。ということで連載をしてもらうことになりました。
　続いて、「私が見た戦前の中国・台湾⑪」は、父・永滝勇が命を失いそうになった、
天津でのある出来事について語られます。まあ、幸いにも無事だったので、今の私がい
るのですが…。
　さあ、新しい年の始まりです。今年はどうか穏やかな年でありますように。
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　昨年９月に上梓した『東北史論』は、2011
年の東日本大震災以降に発表した論考を再検
討・再構成・再省察したものである。東北史
研究の道に踏み入って、かれこれ 40 年以上
が経つ。ほとんどまともな方法論もなく、無
手勝流にやってきたようなものだが、ふりか
えれば、私は二人の歴史家から大きな影響を
受けてきた。
　一人は石母田正（北海道札幌生れ、宮城県
石巻育ち）である。東北は〈後進地〉である
と永く語られてきたし、今でもそう思われて
いる。政治家の腹立たしい失言・放言も多
い。はたして本当に東北は後進地なのか、い
つ頃からそう言われてきたのか。いったい歴
史学は東北をどう語ってきたのか。そうした
疑問を抱きながら、戦後歴史学の代表的人物
である石母田の著作を読み始めた。かなり以
前のことである。定番の 1950 年代の刊行物、

『歴史と民族の発見』『続　歴史と民族の発見』
の頁をめくるなかで出会ったのが、「言葉の
問題についての感想―木下順二氏に―」

（初出 1952 年、『著作集』第 15 巻）であり、「原
始時代をのぞけば、東北は歴史を通じて中央
の文化の植民地にすぎなかった」という一節
であった。石母田によれば、だから明治維新
によって、東北が「統一的な日本国民の形成
という大きな進歩的運動」にまきこまれたこ
とは「偉大な歴史の進展」だというのである。
　1950 年代といえば、国民的歴史学運動の
時代である。〈国民〉が、あるいは〈日本語〉
が求められていた時代である。「言葉の問題
についての感想」は、わかりやすく、ダイナ
ミックな東北史のとらえ方だったと思う。石
母田がそう言ったのならそうなのだろう、と
一度は頷きかけた。しかし、待てよ。本当に
そうなのだろうか。やがて石母田の明治維新
＝東北解放運動論を支える「歴史の発展の無
慈悲さ」解釈が誤っていることに気付く。論

拠にしているエンゲルス「フランクフルトに
おけるポーランド討論」を誤読していた。そ
こからフランス革命や明治維新の理解にねじ
れが生じ、ひいては近代における Nation 形
成に関する誤解が成立する（詳しくは、拙稿

「歴史的思考力の形成空間としての東アジア」
加藤章編『越境する歴史教育』教育史料出版
会、2004 年、参照）。
　さかのぼると、石母田の蹉跌―それは独
り彼だけのものにあらず―が『東北史論』
を捻り出したことになる。つまり壮大だが、
一路、後進から先進へ向うという解放史（東
北からすれば被解放史）では東北史はわから
ないということに考えが及んだ（最新の石母
田研究として、磯前順一「石母田正　転向と
革命―三木清・羽仁五郎・平泉澄―」『歴
史評論』2020 年 11 月号、参照）。
　もう一人は原勝郎（岩手県盛岡生れ）であ
る。原の『日本中世史』は日本史に歴史概
念として「中世」をはじめて導入した書と
して有名だが、原は「東北」という歴史空間
も導入した人物である。戦前の東北史研究
の系譜を調べようと思い、これもかなり以前
に 1916 年刊行の『奥羽沿革史論』を手にと
った。前年夏に岩手県平泉で開かれた日本歴
史地理学会夏季講演会の記録集である。戦前
における平泉研究の総決算とも称されている
が、広く東北史を論じたもので、原は基調報
告ともいうべき「日本史上の奥州」を講演し
ている。ここで原は東北の地域的多元性や歴
史的変遷、単線ではなく山あり谷ありの歴史
像を語っている。さらに、地理学者エルスワ
ース・ハンチントンの Civilization and Climate

（のち邦訳『気候と文明』）を紹介しながら、
東北の国際的な位置にも言及している。
　原のパーソナリティはかなり複雑だったよ
うが、An Introduction to the History of Japan（日
本史概説）という大部な書を執筆している点

著者エッセイ　『東北史論』

I’ll Never Find Another You

河西英通



ー 2ー

にも着目した。日本人歴史家が単独で著した、
今のところ唯一の英文日本通史である（ちゃ
んとした翻訳書を出すことが、老後の楽しみ
の一つである）。ここでは明確に東北（北日本）
の停滞を近代の所産、より直截に言えば、海
外侵略の反作用と見ている。ここまで来たと
き、あらためて石母田的な東北後進史観の限
界を感じざるをえなかった。ただ、原も中世
史の専門家だから、当然ながら、近現代史の
言及は総論的であり、十分手が回っていない。
　二人の巨匠の間に抜け道が見えたと思い始
めたら、あちらこちらのスキマ（？）が気に
なりだした。要するに近現代東北史は未解決
の課題が多すぎたので、その数多くのスキマ
から向こう側に飛び込もうともがいたのであ
る。全体史とか総体的把握ということがおお
うにして、一体性や同質性を暗黙の了解にし
ていることにも気づいた。
　こうして石母田正と原勝郎の学問にふれる
なかで、少しずつ東北の近現代史の面白さ、
重要さに直面し、さらに青森県史などの自治
体史に参加することで、地域史の複雑さにあ
らためて驚きもした。現在住んでいる西国広
島から遠く東北の姿を望み、考えることが出
来たことも大きい。どうしても原爆と東北を

結び付けて考えてしまう。それは原が東北の
停滞を近代日本が行なった海外侵略の反作用
の結果と認識していたことに通ずるだろう。
この点は、『東北史論』では十分展開できな
かったテーマなので、今後とも手放さないよ
うにしたい。
　最後に表題 I’ll Never Find Another You〈あ
なたのかわりなんていない〉について。1960
年代の人気グループ、SEEKERS（オースト
ラリア出身）のデビュー曲タイトルである。
ラブソングではあるが、妙に心に残り、執筆
のさなか、時々流して、テンションを高め
た。東北の被災地の復興はいちじるしい。し
かし、はたして心休まる故郷になったのだろ
うか。かけがえのない街の空気はもどってき
たのだろうか。ほかのどこでもない、あの世
界、約束の地をもう一度この手の中に取り返
すために、はてしなく長い旅はこの先も続く
のか―。先日、東日本大震災で最大級の被害
をうけた岩手県陸前高田を再訪した。その時
も、頭の中に探求者たちのメロディーが流れ
た。〈あなたのかわりなんていない〉そんな
想いを込めながら、本書を綴った。

Information

『東北史論―過去は未来に還元する―』

河西英通　著

四六判、ハードカバー
310 ページ
定価（本体 2,800 円＋税）
ISBN978-4-908672-51-4
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　街道歩きをはじめたのは 2016 年秋―こ
の年 5 月末、父が亡くなった。その日はいつ
か来ると覚悟していた。ただその事後処理（銀
行口座凍結の解除など）で何度も東京と郷里
の三重を往復することになったのは予想外だ
った。
　出費がかさむだけのつらい移動だ。東京と
三重の往復をすこしでも楽しいものにできな
いものか。なんとなくそんなことを考えてい
たとき、本棚に並んでいた一冊の本の背表紙
が目に飛び込んできた。
　武田泰淳著『新・東海道五十三次』（中公
文庫）である。買ったのは二十代の半ばころ
だったが、当時はピンとこなかった。興味が
あるかどうかで本の面白さは変わる。
　「およそ『峠をこえる』という感覚は、東名、
名神の二つの高速道路を走っていれば、消え
失せてしまう。橋もトンネルも坂も峠も一直
線に同じ平面でつながっているのだから『河
を渡った』という感覚さえうすれてしまう」
　泰淳の『新・東海道〜』を再読し、わたし
はこれまで通りすぎてきた知らない町や道を
歩いてみたくなった。
　同書は 1969 年 1 月から 6 月まで毎日新聞
で連載していた。泰淳は妻・武田百合子が運
転する車に乗って、東海道をあちこち脱線（脱
路）しながら京都を目指す。日本橋から順番
に宿場町を訪れるのではなく、その自由気ま
まな旅の仕方にも刺激を受けた。
　『新・東海道』はマイカー時代の夜明けと
いうべき時期の東海道を記録したノンフィク
ションのような小説である。
　郷里の三重は徳川時代、お伊勢参りで全国
から多くの人が訪れた。わたしの生家は広重
の「庄野の白雨」で知られる東海道の庄野宿
の近くだ。十九歳のときにわたしは上京し、
同じころ親は伊勢参宮道（伊勢街道）の神

かん

戸
べ

宿のあたりに引っ越した。神戸は明治の文人

斎藤緑雨の生まれた土地で宿場町であり城下
町でもある。
　東海道を歩いている人から鈴鹿市内の石薬
師宿、庄野宿あたりは「何も見るべきものが
ない」といわれることがある。県内の東海道
の宿場町はだいたいJRの沿線にあるのだが、
鈴鹿市内にかぎれば、近鉄のほうが利用者が
多いし、もっといえば国道や県道沿いのほう
が町は栄えている。
　ちょっと旅したくらいではそういった地元
の事情はわからない。
　あるとき近鉄四日市駅で途中下車し、四日
市あすなろう鉄道（旧・近鉄内

うつ

部
べ

線）に乗り
換え、終点の内部駅で降り、郷里の家までバ
スで帰った。あすなろう鉄道の沿線には追分
駅という名の駅があった。東海道と伊勢参宮
道の分岐点の日

ひ

永
なが

の追分のもより駅だ。十返
舎一九の『東海道中膝栗毛』で弥次さん喜多
さんは日永の追分でまんじゅうの食べ比べを
した。それから二人は東海道ではなく伊勢参
宮道を歩く。
　日永の追分は郷里の家からのんびり歩いて
2 時間くらい。そこで神戸城跡（神戸公園）
を起点に日永の追分まで徒歩で向かうことに
した。旧参宮道をだいたい北の方向に歩き、
鈴鹿川、内部川を渡る。歩いている間、この
道でいいのか、目的地にはどのくらいで着く
のかと不安になる。前方後方から来る車や自
転車への注意も怠るわけにはいかない。意外
と退屈しない。
　街道沿いには寺や神社も多い。この日は河
原田神社に寄った。急な階段を登る。この神
社からは伊勢湾が展望でき、天候がよければ
愛知県の知多半島が見えるらしいのだが、木
が生い茂っていて海は見えなかった。
　神社を出て 20 分ほど歩くと木に覆われた
三角の公園みたいなところに鳥居があった。
　日永の追分の目印だ。鳥居の近くには道標

連載　追分道中記①

日永の追分

荻原魚雷
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や灯籠、手水所もある（1970 年代に整備さ
れた）。道標には「右京大坂道　左いせ参宮道」
と刻まれている。
　江戸からこの地に来た人からすれば、日永
の追分を西に曲れば京都、そのまま南に進め
ば伊勢神宮に辿り着く。
　追分から旧道をすこし歩くと東海道日永郷
土資料館がある（現在は移転準備のため休館
中）。来場者はわたし一人だったせいか、館
内の人が展示物その他を熱心に説明してくれ
た。「どこから来たのですか？」と訊かれ、

「今日は神戸から歩いて来ました。生まれは
庄野宿のほうです」と答える。すると館内で
手作りマップ作りをしていた人たちに向かっ
て「おーい、庄野宿の人が来たよ」と呼びか
ける。館内には日永足袋や日永うちわの展示
もあった。足袋は日永の名産品だ。当時、木
の足型を用い、その人の足のサイズに合った
ものを作っていた。
　地元の郷土史家が歩いて調べたパンフレッ
トを閲覧させてもらい、何冊か購入した。県
内の旧道や古道を綿密に調査していて頭が下
がる。人が行き交う場所に文化が生まれる。
もしこの先、郷里に帰って生活する日が来る

としたら、日永の追分の近くに住んで街道研
究をしようかな。“日永”はその地名の通り、
季候も温暖で住みやすそうな土地だ。県で一
番にぎやかな四日市にもすぐ行けるのもい
い。
　資料館を出てしばらく近鉄四日市駅方面に
向って歩くと、東海道名残りの一本松、日永
一里塚趾があった。鈴鹿にいたころのわたし
は、日永といえば、日永カヨーというショッ
ピングセンターくらいしか知らなかった。も
ちろん日永の追分という言葉は見聞きしてい
たが、わざわざ見に行ってみようとはおもわ
なかった。電車やバスに乗っていれば、追分
の道標を見ることもなく、目的地に着いてし
まう。本陣跡、旅籠跡、道標、常夜燈、一里
塚、石碑、史跡の案内板……。旧街道の名残
りは歩かないと気づかない。
　実在したのかどうかはさておき、生家の近
くにはヤマトタケルが東征の帰りに通ったと
される道や明治のはじめごろまで墓といわれ
ていた古墳もある。
　興味がないと何も見えてこない。本も旅も
そういうものなのかもしれない。

Information

『中年の本棚』

荻原魚雷　著

四六判、ハードカバー
紀伊國屋書店　発行
272 ページ
定価（本体 1,700 円＋税）
ISBN978-4-314-01175-4

※本書は有志舎発行の書籍ではありませんので、お
間違えなく。
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　天津でひどい目に遭った私たちは、まるで
夜逃げのように家を飛び出して通りかかった
タクシーに乗り目的地に向かったのだった。
父が隣の仙吉叔父の家を覗くとすでにもぬけ
の殻だったという。叔父は、父から家賃その
他と言う事でそれなりの金を受け取っていた
ので、父が怒るのも無理からぬものがあった。
　さて、父の満鉄時代の友人である中野さん
の家は天津の郊外にある 4 階建てのビルで、
周囲には殆ど何もなく、砂埃の舞う広い道路
だけがはるか地平線の彼方まで続いていた。
中野さんは満鉄から離れ、天津の小さな通信
局を任されている責任者とのことであった。
私たちは広いビルの中の一室を貸してもら
え、正直生き返った思いだった。そのうえ、
父はここで臨時雇いのような待遇で無線通信
に携わることとなった。
　細長くやたらと高いビルの中は殆どが空き
室でガランとしており、夜になると住んでい
るのは中野さん夫妻と我々だけ、周囲は真っ
暗で明かり一つ見えない。さらに驚いたのは
中野さんが父に事務室の金庫の中から大型の
拳銃を渡して、｢万一と言う事もありますの
で、身に付けておいてください。匪賊が襲っ
てくる事がありますので」と言ったことであ
る。開封で中国兵の襲撃を経験した事がある
とはいうものの、実際に拳銃を目の当たりに
したのは初めてだっただけに、足元から震え
がきてその夜は一睡も出来なかった。ただ、
幸いにして僅か三ヶ月の間ではあったが、「匪
賊」の襲撃に会うこともなく過ごせたのだっ
た。
　ある日、ここに勤務する若い日本人がこの
建物の最上階に周囲を見渡す望楼があるとい
うので私も一緒に上へ昇っていった。そこに
監視員がいて、常時望楼から周りを監視して

いる。彼らはもちろん拳銃を携帯している。
その物々しさにびっくりしていると、かの青
年が鍵のかかっているボックスから一丁の拳
銃を取り出すと「弾は入っている？」と同僚
に尋ね、「入ってない」と聞くとおもむろに
その拳銃の銃口を私の方へ向けようとした。
もちろん、ふざけて子どもの私を驚かせよう
としただけなのだが、固まってしまっている
私の姿にいけないと思ったのか銃口を私から
外して階段の扉の方へ向けて引き金を引い
た。すると、物凄い轟音が響きわたり硝煙が
上がった。何と実弾が装塡されていたのだ。
　顔面蒼白となったこの青年は「おいっ！弾
が入っていたぞっ！」と金切り声をあげた。
拳銃の発射音を聞いて中野さんと父が血相を
変えて階段を駆け上がってきた。「どうした！
勇ちゃん大丈夫か！」。中野さんが一番心配
したのは私が誤って撃たれたのではないかと
いう事だったのだろう。この青年は当然のこ
とながら中野さんからこっ酷く叱られたが、
もし彼が悪戯にせよ私に向かって引き金を引
いていたらと思うと、ゾッとしてしまった。
　そういう事があったあと、ともかくも私を
学校に行かせないといけいという事で、天津
市の中心にある小学校に転入することとなっ
た。住んでいる通信局からバスで 30 分はか
かるところにあったのだが、物凄く大きな学
校で、何回教えてもらっても自分の教室が何
処だか分らない。そこへもってきて教科書も
違うし、授業もさっぱり分らない。行きたく
ない気持ちも手伝って学校の門まで行くと嫌
になり、そのまま繁華街をブラブラして帰る
という、まあ言うなれば不登校のはしりみた
いな事を続けていたのだった。

連載　私が見た戦前の中国・台湾⑪

命びろいをする

永滝　勇




