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を聴く

国民誰か朝廷に弓引く者あらんや

戊辰戦役は政見の異同のみ
(「五十年祭」原敬の祭文より)
講演会の内容は地元盛岡タイムス紙に紹介されました。
た。

去る２月１１日（祝・木）午後２時から町中央公民館を会場に公開歴史講座「原敬
と戊辰殉難者五十年祭」を開催しました。今年は原敬生誕１６０年に当たることから
このテーマを取り上げたもので講師を盛岡市の原敬記念館元館長の木村幸治氏（盛岡
市）にお願いしました。当日は４０人（内会員１９人）が受講しました。
講師の木村さんは、原敬の生い立ちから戊辰戦争で被った「朝敵・盛岡藩」の汚名
を自ら雪(そそ)ぎ、ついに内閣総理大臣に上り詰めるも、時代の渦の中で暗殺される
までの６５年の壮烈な人生を史実や逸話を織りまぜながら 90 分間熱く語りました。
以下、その内容です。
なお、文中

逸話・参考資料

として囲み記事がありますが、これは木村先生が限ら

れた時間の講演の中で止むを得ず割愛された事柄やその背景などについて、会報編集者
が読者の理解を助けるために木村先生の著書「本懐・宰相原敬」をはじめとする諸文献
から引用し「参考資料」として付け加えたものです。参考にしていただければ幸いです。

木村さんは――戦後７０年、天皇・皇后両陛下がどうしてもお訪ねになりたかった太平洋戦
争の激戦地パラオのペリリュー島やフィリピンで戦没者の慰霊の旅をされているニュースを拝
見すると、原敬が参列して祭文を読んだ「戊辰殉難者五十年祭」のことを思い浮かべ、両陛下
と原敬の思いをつい重ね合わせてしまう。――と話し始めました。
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１・はじめに
盛岡出身の原敬が第 19 代、10 人目の内閣総理大臣になったの
は大正７(1918)年 9 月 29 日のことであり戊辰戦争終結から 51
年が経っていた。このニュースに日本中が驚き、そして喜びに沸
いた。それ以前の 9 人の総理大臣は長州藩出身が 4 名、薩摩藩 3
名、佐賀鍋島藩１名、公家１名であり、戊辰戦争後初めて、いわ
ゆる“賊軍”とされた盛岡藩の出身者が総理大臣になったからで
ある。このことは岩手県民はもとより多くの国民からまさに「快
挙」と受け止められた。また原が当時政治家であれば誰もが欲し
がる「爵位」を拒み続けていたことから、「平民宰相誕生」ともて
はやされた。
しかし、わずかその３年後の大正 10 年 11 月 4 日午後 7 時 25
分、党務のため京都に向かう夜行列車に乗ろうと訪れた東京駅の

原敬

生前最後の写真

【大正 10 年 10 月 22 日】

駅長室を出て、改札口に向かう途中の丸の内南口で、当時大塚駅
員だった１８歳の青年「中岡艮一(こんいち)」の凶刃に倒れ不帰の人となった。“原敬暗殺”の
報はたちまち国内はもとより世界中に重大ニュースとして流れ、内外の多くの人々が驚きそし
て日本中が深い悲しみに包まれたのであった。
【参考】
“原敬暗殺”をアメリカのニューヨークヘラルド紙は＜原首相は、近代日本が有
していた最も有能な公人の一人であって、その暗殺は日本の損失であるのみならず実に世
界の損失だ。
（中略）この国際親善の貴重な友人を失ったことを深く惜しむ。＞と報じた。
一方、山陰のある新聞では、原が刺された翌日、
「原首相誅せられる」と題して号外を発
行し、四国と九州では、号外売りが「バンザイ、バンザイ」と叫びながら売って歩いたと
いう。 （後段；福田和也著「大宰相・原敬」より）

２・原敬のたどった道
生誕から元服までの人生
原敬は、安政３(1856)年２月９日岩手郡本宮村(現盛岡市本宮)に盛岡藩士だった原直治とリ
ツとの間に次男として生まれた。幼名は健次郎。祖父直記は盛岡藩家老を務めた人であった。
【逸話】 その時、直治 42 歳、リツ 33 歳。厄年の父母の間に生まれた子はその家に災厄
を残す、という俗信から捨てられるかもしれない運命にあったが、祖父の「心配するな、
名前は健次郎と付ける。
“健康に育つ次男坊”だ。いいだろう。」の一言で命がつながった
という。(木村；本懐)

戊辰戦争敗戦…「朝敵・賊軍」の雪辱を心に秘める
原敬が１２歳だった慶応４(1868)年１月、京都で鳥羽伏見の戦いが勃発、やがて東北地方
（奥羽）一帯を巻き込む「戊辰戦争」に発展する。旧幕府側に付くか薩長を中心とする明治新政
府側に付くか全国の藩公たちは選択を迫られた。奥羽では新政府側の矛先が最初から幕府の要
職にあった会津藩に向けられていたことから心情的に会津藩の赦免嘆願をしようと仙台藩らが
中心となって擁護する動きを見せた。
（これが「奥羽列藩同盟」に発展）。この切り崩しのため
に新政府は「奥羽鎮撫総督府軍」を仙台経由で会津に派遣したが、４月仙台藩士らは同軍下参
謀で長州出身の世良修蔵を投宿先の福島で襲撃して惨殺。危険を察知した総督府軍は安全な場
所を求めて、仙台から盛岡経由で秋田に移動することになった。総督府軍は盛岡にしばらく滞
在。
「幕府側」か「新政府側」の藩論がまとまらない盛岡藩は多額の支度金を総督府軍に贈った
という。秋田に行く途中、先発の醍醐忠敬参謀一行が、数日後本軍の総督九条道孝公一行が大
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挙して、いずれも雫石村の臨済寺に宿泊し仙岩、国見の両峠を通過している。

原敬１２歳、尊敬する楢山佐渡の切腹を胸に刻む
７月に家老の楢山佐渡が帰盛。藩論を「奥羽越列藩同盟側に付く」とまとめ、自ら総大将と
なって鹿角口（次いで別隊が橋場口）から秋田藩を攻撃。原敬(健次郎)は寺子屋の手習い師匠
である寺田直助の出陣を見送った。雫石からも農民兵が編成され出陣している。
結果は盛岡藩の敗戦（明治元年 9 月 24 日）
、賊軍となる。官軍に盛岡城を没収されて明け
渡し、加えて旧伊達藩の「白石に転封」を命ぜられる憂き目にもあった。
明治２(1869)年 6 月 23 日盛岡藩主席家老楢山佐渡が盛岡報
恩寺にて処刑（切腹）された。楢山家と原家の仲は親密であっ
た。原敬は個人的にも楢山佐渡を尊敬していた。
この日、佐渡が切腹した寅の刻（午前 6 時 30 分ごろ）、報
恩寺の塀に近づき「満眼に悲涙をたたえて歩く」原敬（健次

郎）の姿があったという。
（太田俊穂著「歴史残花」より）
「かくして南部藩（盛岡）は滅びた。しかるに、天は、一人の
▲楢山佐渡が刎首された報恩寺
復讐者・雪辱者を残した。12 歳の健次郎（原敬）はこの時の
無念さを、深く頭にきざみつけて、終生忘れなかった」
。原敬と親しかったかつての番記者前
田蓮山は『原敬傳』にそう書いている。
明治３(1870)年、原敬（健次郎）は、藩校作人館に学ぶが、同４年作人館が廃校になる。

１６歳から２６歳――「薩長閥天下」で生きる辛さを痛感
明治４年 7 月、15 歳になって元服した健次郎は名を「原敬」と改めた。12 月、固い決意を
胸に上京して、その足で旧南部藩主利恭が経営する「共慣義塾」に入校するも、まもなく退学。
海軍兵学寮受験、不合格となる。
【参考】
「共慣義塾」…明治 4 年 8 月に東京に転住した南部利恭(としゆき)は京橋区木
挽町に共慣義塾という英学塾を開設した。利恭は賊軍の汚名を受けた事の無念を晴らす
ために旧藩士の子弟教育に力を入れ将来に夢を託そうとしたとされる。教科書はすべて
英語、日本人教師による訳読とアメリカ人女性による発音が並行して行われていた。当
初、塾生は岩手県士族の子弟が多かったが、授業料も安いこともあって他県からも集ま
り、明治 6 年 6 月現在、教師 15 名、生徒 229 名（6～15 才 43 名）を数えた。若き日
の原敬、新渡戸稲造、犬養健、尾崎行雄達がそこで学んだという。
原敬は実家からの仕送りが途絶えた明治５年４月やむなく退学している。

東京には出たものの 16 歳の原敬にとって試練の連続
東京には出たものの門閥も学歴もない身ではなかなか思うようにいかない。薩摩、長州閥の
世の中でどう生きるか、原敬にとっては試練の時期だった。
明治 5 年７月、１６歳の原が「金をかけずに勉強できる所」として選んだのが神学校「マリ
ン塾」
、ここに寄寓しながら「ダビデ＝ハラ」という洗礼名でクリスチャンになる。
明治７年４月、マリン塾を訪れたカトリックのフランス人宣教師フェリックス・エブラール
との出会いが、のちの原敬の人生を左右することになる。フランス語しか話せないエブラール
の学僕となった原敬は新潟天主教会へ赴任するエブラールに同行、日常生活においてフランス
語を習得した。明治８年（１９歳）
。原家（長兄 原 恭(ゆたか)）から分家して独立、士族か
ら「商」に登記し平民となる。
明治９年７月、年齢制限のため１歳若く２０歳と偽って司法省法学校（東京大学法学部の前
身）を受験。１０４名中２番の成績で合格。これで運が開けると本人及び周りも大喜び。しか
し、１２年２月、8 年制の内 3 年生だった原は理不尽にも放校処分を受けてしまう。
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【参考】法学校を放校になった理由は、寄宿舎の食事待遇改善行動に関係したと
の理由とされているが、実は原敬は直接の関係者ではなく、一方的な放校処分を
行った学校の処置に義憤を感じて放校された生徒の復帰嘆願したため校長の逆鱗
に触れたというのが真相だという。原敬らしいエピソードだ。できすぎているが、
このとき原と共に抗議した二人は仙台と津軽出身、校長は「薩摩」出身だった。
（佐高信著「平民宰相原敬伝」より）
法学校退学後、原は中江兆民の仏学塾に入り本格的にフランス語を学んだ。明
治 12 年にはフランス語での翻訳書「露西亜国勢論」を出版している。

捨てる神あれば…、同郷の先輩阿部浩に相談、道が開ける
明治１２(1879)年、困った原は当時工部省に勤めていた盛岡の先輩阿部浩に身の振り方を相
談。阿部は上司の中井弘（薩摩出身・後の原家の妻貞子の父）に相談した。中井は親友であっ
た「郵便報知新聞社」社長の小西義敬に原敬を推薦。
早速、同年１１月１６日、郵便報知新聞社に入社することとなった。郷里の人を頼った原敬
の考えは正しかった。原敬は阿部に“生涯の恩”を感じたという。
【参考】阿部浩は、盛岡出身の政治家で、官僚として勤務後、東京府知事、貴族院議員を
務めている、盛岡市安倍舘町の「一ノ倉邸」は明治後期に阿部の住まいとして建築され、
後に一ノ倉氏に譲渡された。
阿部は、雫石村が明治４１(1908)年七ツ森を国から下げ戻しを受ける際に内務大臣だっ
た原敬と共に手続きが円滑に進むよう尽力した。
楢山佐渡のペンネームへのあこがれ
郵便報知新聞社で原は「鷲山樵夫(しゅうざんしょうふ）
」のペンネームを用いた。藩家老楢
山佐渡の雅号は「北山樵夫（ほくざんしょうふ）
」であった。「北山」は盛岡では岩手山のこと
を指す。
「鷲山」も「岩鷲山＝岩手山」を意味していた。楢山佐渡への強い思い入れを感じる。

２７歳から４０歳。フランス語が「身を助く」外務官僚として大活躍！
明治１５(1882)年、26 歳。郵便報知新聞社を退社。
【参考】原はせっかくのポストを得て、フランス語
記事の翻訳を担当、次第に論文も書くくようになっ
ていたが、明治 14 年の政変をきっかけに大隈重信
の一派が同社に乗り込んでくると彼らと反りが合わ
ず、さっさと退社した。

外務卿の井上馨に引き立てられパリに
この直後、政府高官のひいきで大阪大東日報社（御用政党
新聞と言われた）に主筆として入社。同新聞での活躍ぶりを
見て、その年の 11 月、時の外務卿だった井上馨が外務省御
用掛（役人）に取り立てた。結果として司法省法学校(8 年

パリ公使館書記官時代の原

制)入学の同期より早く高級役人になれたことになる。
【参考】当時、隣国「清」にはフランスが進出していて、外務省にとって同国との交渉
にはフランス語の堪能な原が必要であった。外務省入省後、パリ公使館勤務の 3 年間で
フランス語の能力に一層の磨きをかける。
翌 16 年に、天津領事、18 年に外務書記官に任ぜられてパリ公使館に 3 年間勤務。22 年に
帰国するも外務省に椅子（ポスト）がなく農商務省参事官、大臣秘書官に横すべり。
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明治 23(1890)年駐米公使だった陸奥宗光（カミソリ陸奥の異名あり）が農商務大臣になる
と秘書官だった原の運命も大きく開けてくる。第 2 次伊藤博文内閣で陸奥が外務大臣に就任
すると原は外務省通商局長、そして日清戦争後の明治 28（1895）年には外務次官（現在の事
務次官）に昇りつめる。翌年、特命全権公使として朝鮮に赴任。
【参考】明治 28(1895)年当時、外相陸奥が病気がちで
あったため、文部大臣西園寺公望が外相臨時代理を兼任
したが、実務は原が執ることになった。翌 29 年陸奥が
辞任すると原も朝鮮駐在公使に転じた。
＜またしても大隈重信との摩擦を避け外務省を退職＞
その後、まもなく伊藤内閣が崩壊、第 2 次松方内閣が
成立すると大隈重信が外相として入閣したため、大隈嫌
いの原は見切りをつけて帰国して外務省も辞めた。

原敬 40 歳～50 歳。

官僚から政財界へ進出

明治 29(1896)年に外務省を辞めた原は 30 年に大阪毎日
新聞社の編集長に就く。31 年には社長に就任。一方で政党
「立憲政友会」の発足に尽力。その後政友会幹事長となり、
伊藤内閣の逓信大臣、大阪北浜銀行頭取、大阪新報社長を
歴任した。大阪新報社では、後に原が総理になったとき秘
書官長に抜擢する高橋光威（みつたけ）と邂逅する。

写真；朝鮮公使時代の原敬
【明治 29（1896）年】

盛岡選挙区から衆議院議員に
明治 35(1902)年 8 月第 7 回衆議院議員選挙で盛岡市選挙区から出馬し初当選。以降 7 回連
続当選している。
【参考】明治 33(1900)年、伊藤博文が立憲政友会を組織。原は伊藤と井上馨の勧めで
入党し幹事長に就任。同年伊藤内閣の逓信大臣として初入閣を果たす。
明治 34 年政友会の党務の中心として暗殺された星亨の積極主義（鉄道敷設などの利
益誘導と引き換えに支持獲得を目指す集票手法＝我田引鉄）を引き継ぎ、党勢を拡大した。

50 歳～65 歳

絶頂期

明治 39(1906)年、50 歳の原敬は政治家として絶頂期に向かっていた。1 月、第 1 次西園寺
公望内閣の内務大臣。44 年第 2 次西園寺内閣、大正 2(1913)年山本内閣でも内務大臣を務めた。
大正 3(1914)年には、西園寺辞任を受け、後任として政友会総裁に就任している。
【参考】原は内務大臣時代、
「藩閥によって任命された当時の都道府県知事」を集めてテ
ストを実施して、その首を「東京帝国大学卒の学歴を持つエリート」たちにすげ替えてい
った。その後、総理になってからであるが、教育政策で高等教育の拡張に力を入れ「官立
旧制高等学校 10 校をはじめ、同高等工業学校、同高等農業学校、同高等商業学校、外国
語学校、薬学専門学校の新設や帝大に 4 学部の設置、医科大学の昇格などを決め、大半
は地方都市への分散設置を図った。また、私学についても、慶応義塾、早稲田、明治、
法政、中央、日本、国学院、同志社をはじめとして旧制大学への昇格」を進めた。「藩
閥」から「自由な進学と有能者の登用」を図ったものであるが、やがて「学閥」の弊害
が指摘されるようになった。

時代の奔流の中で、ついに内閣総理大臣へ
大正 7(1918)年、シベリア出兵に端を発した米騒動への対応を誤った寺内内閣が総辞職に追
い込まれ、後継首班として原敬が指名された。原の指名までに政界ではさまざまな権謀術数が
渦巻いていたが、長くなるので、ここでは省く。
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原敬が組閣した内閣は日本初の本格的政党内閣となった。原が初めて衆議院に議席を持つ政
党の党首という資格で首相になったことからこう呼ばれる。閣僚も陸軍大臣、海軍大臣、外
務大臣の 3 大臣以外はすべて政友会会員が充てられていた。

3・総理就任前に「旧藩の一人」として戊辰戦争での「朝敵」の冤を雪ぐ
＜周到に準備された五十年祭に原の決意を見る＞

上の写真は戊辰殉難者五十年祭を終えた夜、盛岡の原を支える友人から懇望されて
一気に書いた軸である。現物は原敬記念館に展示されている。
「盛岡にて 戊辰殉難者の五十年祭を営みける時 祭文を求められ 余は戊辰戦
争は政見の異同のみ 誰か朝廷に弓ひく者あらんや と云ってその寃を雪げり」

焚く香の

煙のみだれや

秋の風

敬

一山百文

介寿荘主人

大正 6(1917)年 9 月 8 日、政友会総裁の原敬が、あえて「旧藩の一人」として盛岡の報恩
寺での「戊辰殉難者五十年祭」に臨んだ。それより 51 年前の明治元(1868)年 9 月に盛岡藩は
官軍に降伏して盛岡城を開城、戊辰戦争は終わった。そしてそこには「賊軍」
「朝敵」の言葉
だけが残った。敗戦当時 12 歳だった原健次郎(敬)の心には、無念の思いを抱いて散った家老
楢山佐渡のことがよぎり、
「いつかこの冤（えん）を雪がねば」という思いが募ったのである。
そうした意味で、この戊辰殉難者五十年祭は、それまで練りに練ってきた雪辱の日であった。
原が五十年祭にこの日を選んだのにはわけがあった。そして、この場所はもちろん楢山佐
渡が藩の全責任をとって刎首された無念の場所である。当日の原敬の日記からは、この五十
年祭、原はできるだけ表に立たないようにしながらもその強い意志で周到に用意したもので
あることがうかがわれる。

期日に＜９月８日＞を選んだわけは？
まず、期日をなぜ 9 月 8 日に決めたのかである。この「9 月 8 日」は旧藩の誰の命日でもな
い。ここに原敬が後世に託したメッセージがある。この日は、戊辰戦争で勝っていた官軍(薩長)
の明治新政府が盛岡での戦いの終結の前に勝手に「慶応４年」を「明治元年」に改元した日な
のである。改元の場合、年の途中で元号が代わるのが通例であるが、明治の場合は「詔書」に
よって慶応４年の１月１日に遡って適用されることとなった。つまり明治新政府は慶応４年を
事実上抹消するという強引な手法を取ったのである。
ともあれ、こうして日本全土で 9 月 8 日以降は「明治」の元号が使われ、新政府の権威が示
され統一的政治が展開されたのである。原は、あえてこの改元の記念日を雪辱を果たす日に選
んだのである。
しかし、旧藩士の一部に五十年祭挙行の動きがあるもののなかなか具体化しなかった。当時
の岩手県知事が原の反対派である大隈派の大津麟平であったことも災いした。県が動かないこ
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とから原は昵懇の盛岡市長北田親氏と関定孝助役と策を練って市長が発起人となって委員会を
発足させた。戊辰戦後 51 年とはいえ、まだまだ「薩長」の世の中であり、原自身第一党の政
友会総裁として次期総理と目されて国の要人であるため、一応目立たないように振る舞ったの
である。
実施の費用は、五、六百円と見積もり、原敬は百円、南部家 43 代当主利淳伯爵が百円、藩
士桑田が五十円、残りは市内の有力者が寄付して予算が準備できた。
報恩寺住職尾崎文英師が導師となり、祭文は北田親市長、南部伯爵に続き、６１歳となって
いた原敬は思いを込めて祭文を読んだ。
原敬の祭文の「政見の異同のみ」という見解と南部伯爵の「感激禁じ得ず」の言葉が東北各
県はもとより全国で大評判になり、
「賊軍」とされた県の人々は「これで汚名は雪げた」と喜
びあったという。
原は旧藩の一人との肩書にした。江戸時代の赤穂浪士大石内蔵助が主君浅野内匠頭長矩に対
する不公平な裁きを、命を懸けて五代将軍徳川綱吉に認めさせた心境に似ていると思う。

４・原敬の「生き方」とそれを「支えた人々」
原敬の生き方は「軸がぶれない」ところに魅力があり、
「一山百文」と「宝積(ほうじゃく)」
の精神を貫いた生涯であった。
それを裏打ちしたものは、祖父や家族、そして楢山佐渡をはじめとする人々から感得した
「武士道」であったと言える。それは「自らの命」に、また「進退」に見事に反映された。
【参考】
「一山百文」は戊辰戦争時、薩長による官軍の兵士たちの間で東北をさげ
すむ表現として「白河の関より北は広い山でもたかだか百文程度。
」と言ったこと
が語源という説がある。反骨精神に富んでいた原敬は、それを逆手にとって自らの
俳号を「一山百文」とした。
「逸山」を用いることもある。
蛇足だが、新聞「河北新報」の社名も同様の主旨の命名であると聞く。
≪宝積≫については、木村先生が講話の最後に話しておられるので、ここでは触
れずこの後に紹介する。

次に、原の人生を「支えた人々」についてみてみたい。
（１）母リツ…幕末の激動期に夫・直治を亡くしながらも持ち前の気丈さで７人の子供を育
て上げ９２歳の天寿を全うしている。原敬は大の親孝行で、リツ
の米寿の祝いには８日間にわたる園遊会を開いている。リツ臨終
の際は敬は東京と盛岡を往復しながら最期を看取っている。
「女手で育てられたからろくでなしになったと言われないように
立派な人になるように」が口癖で、敬はこの言葉を胸に秘め生涯
努力し続けたと言われる。 （写真は米寿の祝いでのもの）
【心構え、言葉遣い、態度には厳しく「敵には正面に対峙すべし。
男の向こう傷は名誉傷」などと鍛えた。敬は「母の教えは厳しかっ
たがありがたかった」と回顧している】
リツの生まれは宝蔵院流の槍術師範山田氏の末娘。４２才で夫を失い、明治維新で禄を失
ったことから多くの使用人にも暇を取らせ、自ら機（ハタ）を織るなどしながら子供のため
には「英才教育」をした人である。特に期待していた二男敬が東京に出るときは家財を切り
売りしてでも仕送りを続けた。
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（２）妻 浅…父・菅野弥太郎は現在の奥州市江刺区岩谷堂出身。菅野家は家計が苦しく、
父の前借借金のため、浅は新橋の料亭に出入りする芸者になった。
この頃原敬は妻貞子のわがままとヒステリーに困っていた。仕事の息
抜きに張った宴で浅と出会ってひとめぼれ。浅 22 歳、原敬 37 歳だっ
た。原敬日記に浅が初めて登場するのは明治 29 年 12 月 23 日のこと。
「晴、昨朝雪ちらちら降る、初雪なり。
（略）浅出入りを許し、昨日初
めて来り、母上其他に面会せり。（略）」とあり、浅は母リツや兄恭の
承認のもと原敬家への出入りを許されたのである。この頃原敬は妻貞子
と正式に離婚はしていない中でのことであった。入籍は貞子との離婚後で、明治 41 年 1 月
13 日のこと。浅が「無学、無教養の自分は原敬の正妻にふさわしくない。」と入籍を拒み続
けていたからである。浅夫人はさばさばとした賢婦人であった。大臣辞職後の慰労金で家を
新築しようとする敬を「大臣在職中の蓄財で家を建てたなどと疑われてはかなわない。いっ
そ次の出番に備えて世界旅行にでも出かけたらいかがか。」と勧めた話は有名である。

主人原敬の遭難時対応で“賢夫人”と評価高まる
家庭では、敬が煙草を吸っていると体に良くないと取り上げることもあった。浅夫人の評
価が高まったのは、皮肉にも原敬が東京駅で遭難して亡くなった際の対応だった。大正 10
年 11 月 4 日午後 7 時 26 分ごろ高橋光威書記官長から電話で第一報を受けた浅は、東京駅
に駆け付けた。原はすでにこと切れていたが、立ち会った医師は浅に配慮し、浅が介抱し終
えたとき「おかくれになりました。7 時 39 分です。
」と告げたという。＜公式発表の死亡時
刻は 7 時 25 分＞。遺骸を首相官邸に移そうとする人たちに浅は「お気持ちはありがたいで
すが、亡くなれば最早官邸には用のない人ですから自宅に送り届けたいと思います。これは
主人の意志であり、私もそれを望みます。」と言い切った。一足早く自宅に急行して遺骸を
迎える準備も抜かりなかった。その後敬の遺言書通りの手筈で、政友会本部での告別式～常
磐線回りの列車で盛岡へ～大慈寺での葬儀と滞りなく終わり、初七日を済ませた 11 月 12
日、浅刀自は自室にこもり一晩中（初めて）号泣したという。
一週間後の 11 月 19 日、浅刀自は北田盛岡市長を訪ね、「旦那様が市長様とお約束した県
立図書館建設の寄附金です。
」と言い、紫の袱紗から「金一万円（現在の金額で６千万円）
」
を差し出した。市長は「原総理は亡くなられたのだから、気持ちだけでいいから受け取れな
い。
」というが浅刀自は「主人の遺志です。お納めください。
」というので市長はありがたく
受け取ったという。県立図書館は翌 11 年３月９日県公会堂向かいの内丸に完成した。
原は政友会への巨額の選挙資金寄附なども一切手を付けずに預かっていた。それらも浅は
原の遺志としてしかるべきところに返しに回った。政友会幹部たちは「誰も知らない金であ
り黙っていればわからないものを…、未亡人もお金が必要だろうに。
」と絶賛したという。
原敬が浅と再婚した当初、政界の雀たちは浅が芸者だったため、原は品のない女性を妻に
したとの評判であった。しかしその後、原に「世界旅行」を勧めたり、原の遺書通りに葬儀
万端を涙をこらえて成し遂げた浅に対して「素晴らしい女性だ！ 賢夫人だ。」と賛辞が贈
られた。

夫敬に 1 年半遅れて浅逝去、大慈寺に夫婦むつまじく眠る
原の一周忌を終えた浅刀自は冬を越したころから風邪をひいて寝込み、そのまま静かに息
を引き取った。大正 12 年 3 月 2 日、浅 51 歳であった。
浅の遺骸は大慈寺の夫敬の墓の隣に、夫と同じ深さに埋められ永遠の眠りについている。
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逸話；原敬宅の「狸の置物」
原敬記念館には原敬の家で使われていた「瀬戸物の狸の置物」が３～４個ある。
実はこれが何のためにあるのか原家の誰に聞いてもかわからなかったが、平成 16
年度の企画展に展示した浅夫人の親族から夫人に宛てた手紙の内容からわかった。
文面には「お宅の狸様は恙ありませんか…。」とあった。「狸様」とはどうやら原敬の
ことらしい。浅夫人側の親族の間では原敬のことを「狸様」と呼んでいたことが分か
ったのである。では、なぜ「狸様」なのか。こんな話がある。
原には浅のほかに「池永 石」という愛する女性がいたのである。原は池永を東京
浜松町に住まいさせていた。原が池永宅に通っていることを新聞記者に発見され、
大正 3 年 3 月 26 日の読売新聞に「原内相の妾宅通い」の見出しで悪意の記事では
ないが掲載された。原は浅には黙っていたが、数日後浅夫人の女性主治医が新聞を
見て「浅さん大変だよ、旦那様が愛人を囲っていて新聞に出ているよ。」と浅に告げ
た。激怒した浅は原を問い詰めたが、原は何とかごまかしてその場をしのいだ。し
かし気持ちのおさまらない浅夫人は、狸の置物を数個購入し、家の所々に置いて、
＜旦那様狸＞と呼んで鬱憤を晴らしていたらしいのである。
（本懐・宰相 原敬より）

いけなが

いし

（３）愛する人 池永

石

…原敬が大阪毎日新聞時代に知り合った祇園の芸妓で、芸名は小万

といった。池永は「書」に堪能で、自ら師匠について学んでいた。原は、池永の家で各種の
揮毫をしていたようである。この辺りのことは敬の養子となった原 貢（筆名・奎一郎）著
の「ふだん着の原敬」(2011・11 中公文庫)の中に「その人」と題して次のように書かれてい
る。――父がここへ来ると、たいがいは手習いに時を過ごしていたこと、よそから頼まれた
揮毫など、何か書式にやかましい注文でもあると、ここで池永女史の指導を受けながら書い
たこと、その池永女史は芝峯と号して、すでに１０数年、書道にいそしんでいること（略）
話が父のことにふれると女史は「主人は―」というふうに呼んでいること、
（略） 池永女
史が師匠の書家から習い覚えてきた道を「主人」に伝え、「主人」はそれをせっせと手習い
する段取りとなるのであった。このような事情があるので、世に存在する出来のいい原敬書
は、たいがい池永方で稽古を積んだのちに出来上がったお清書である。――
池永女史は、原敬の非業の死を悲しみ、仏師に依頼して「原敬木像」
を彫ってもらった。
（右の写真（後姿）
。(財)大慈会・原敬記念館収蔵）
像の裏には「大正十年十一月四日原 敬」
「大慈寺殿逸山仁敬大居士」
「池永石 敬書」と刻み二人の名前には朱を入れた（生前に墓をつく
った場合は朱を入れる習慣あり）
。池永は原敬と一緒の墓に入れない
のでこの木像を二人の墓に見立てて毎日拝んだという。
昭和 5 年原敬七回忌に池永は大慈寺に詣でて記帳し、
「かこつとも
なんのかいもなきものを 思ふまいぞと 思ふなりけり」と心情を詠
んだ歌を達筆で記載した。池永 50 歳である。原敬への思慕の深さを
感じて涙が出る。池永は、昭和 34 年 82 歳、東京で消え入るように

朱書

亡くなったという。
【参考】
「大慈寺殿逸山仁敬大居士」。原の戒名である。大慈寺は明治 17 年下橋刑務
所からの大火で類焼。当時衆議院議員だった原敬が山門改築に多額寄附。大正 3 年
父直治 50 年忌に当たり本堂の大修繕費寄附、仏器仏具、法衣を寄進。同年母の葬儀
で手狭を感じ本堂の建設断行を決意、工費を全額負担。大正 7 年落成、入仏式を挙行。
大慈寺隆盛への貢献から「大慈寺殿…」の戒名を予定されていたと言われている。
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（４）内閣書記官長 高橋 光威(みつたけ) ……原敬総理と高橋光威のコンビは個性的な二人
であったが呼吸は合っていて、二人で暗躍する藩閥や政党政治不要論の旧勢力との対決の毎
日想像を絶するハードな役目を務めた。巷間では“原敬在るところに高橋光威の姿あり”と
いわれ、前出の原奎一郎著「ふだん着の原敬」には、その関係は“形影相伴う仲”と記され
ている。
新潟県新発田市出身の高橋と原は大阪新報社以来 15 年も行動を
共にし、高橋は＜士は己を知る者の為に死す＞と原敬を信奉し、原
は高橋を信頼し、生死を賭けて支え合っていた姿が浮かび上がる。
高橋は、慶応 3 年 12 月生まれ。
「福岡日日新聞主筆」から原

敬が社長を務める大阪新報社」の主筆をへて原の秘書官となる。
明治 41 年から衆議院議員に連続 8 回当選。原内閣の内閣書記
官長をつとめ,原の没後政友会の総務となった。昭和 7 年 4 月
9 日死去。慶応義塾卒。
原敬が認めていた遺書の中で「葬儀委員長には、高橋光威を頼む
べし。高橋氏差支の場合…」と葬儀委員長に指名されていた。総理
大臣の葬儀委員長となれば後継総理クラスが務めるのが通常である

大礼服姿の高橋光威

のだが、原は、個人としての「高橋光威」を指名している。いかに
二人の間の信頼関係が強かったかの証左であろう。
高橋は浅夫人を助けて、極めて多忙な葬儀日程を終えた。その後高橋が着手したのは遺書
にあった「日記は尤も大切なものとして永く保存すべし」の意に従っての整理作業であった。
原の遺した貴重な文書や資料を永久に保管して、原敬の遺徳、偉業を後世に伝えることを最
優先に考えていたのである。
高橋は大正 10 年 11 月 24 日、原総理の残務処理に尽瘁した後、内閣書記官長を依願退職
し、そして全ての公職を辞任した。
昭和天皇即位の大礼の翌年昭和 4 年、高橋は病気になり静養していたが昭和 7 年 4 月 9 日
死去した。原と同じ満 65 歳であった。
高橋は死に臨んで家族に遺言した。「死んでも総理をお守りしたいので、総理のお墓の近く
に埋葬してほしい。
」と。その願い通り、昭和 7 年 8 月 16 日高橋、原両家の遺族、親族が見
守る中、高橋の遺骨は原敬夫妻の墓の近くに建てられた墓に埋骨された。光威の妻菊代もこ
の墓に埋骨されている。

５・終わりに…原の生き方から学ぶ
宝積（ほうじゃく）

…下の「宝積」の額は原敬書。（自由民主党本部幹事長室にある）

「宝積」は原敬がたどり着いた悟りのごときものであり、原の好きな言葉である。
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その意は仏教の「
（大）宝積経」からきていて＜徳を積むことで人間の生きる宝（糧）とな
る＞や＜人に尽くし，見返りを求めない＞、＜人を守り，己を守らない＞などの教えがある。
✿
原敬は初志を貫徹した人である。そしてこれまで見てきたように幾多の困難に遭遇して、そ
れを乗り越えるたびに精神的な強さ、穏やかさなど人間としての深みを増していった人である。
時と人を得て、内閣総理大臣に就任した頃から原は「宝積」という言葉を書くようになった。
自らの半生を顧みて＜見返りを求めず公のために善を積む＞、私はそうしてきた。今後もそう
生きる、という確固たる自負と信念が「宝積」の二文字を書かせたのであろう。
✿
原敬亡き後、名実ともに日本を支えてきた「心棒」が抜けて日本の政界は大混乱した。今風
に言えば“原ロス”である。いかに原の存在が大きかったかがわかる。
国内にあっては、国民からも皇室からも信頼され軍部を抑えていた原敬。国際的にも協調と
慎重さを併せ持っていた原敬の外交感覚。内外とも不安定な中で秩序の維持と平和のために全
身全霊で当たっていた原。第二次大戦後の日本では「もし原敬が生きていたら…」ということ
が言われ続けた。

講演の最後に木村さんは ――原さんは世界を俯瞰しながらも、いつも岩手の自然や人々
のことに思いを寄せていた。まさに岩手が生んだ“偉人”であった――と結んだ。
【講師；木村幸治氏のご経歴】
昭和 16 年 1 月花巻市生まれ。岩手大学を卒業後、岩手県内公立中学校、岩大附
属中学校、岩手県立教育センター、宮古市教育委員会、岩手県教育委員会指導課に
勤務する。その後、岩大附属中学校副校長、石鳥谷中学校長、岩手県立総合教育セ
ンター次長、新設の盛岡市立北松園中学校長として勤務し、平成 13 年 3 月同校定
年退職。同年から原敬記念館の研究員として勤務。引き続き館長に就任。平成 18
年 3 月館長退任。現在、岩手県公立学校退職校長会常任理事、岩手県保護司会連合
会常務理事、盛岡地区保護司会河北分区長、岩手県 NIE(教育に新聞活用を)協議会
アドバイザー、原敬を想う会事務局長を務めておられる。盛岡市在住。
会場からの質問に答えて
講演終了後、会場から 2、3 の質問がありました。そのうちの一つ。「原敬暗殺犯には“背
後関係“があると言われてきたが真相は？」との問いに木村さんは次のように答えました。
――犯人は「中岡艮(こん)一」
、東京大塚駅の転轍手 19 歳。この年 10 月から急に原首相を狙
い始め 3 回目での凶行だった。当時の駅助役が教唆の罪で起訴されたが無罪判決。中岡は単独
犯扱いで無期懲役に。その後の恩赦等で減刑され昭和 9 年 1 月出所している。重大事件なのに
裁判記録もなく、犯行当時所持していた「斬奸状」が証拠採用されなかったことに疑義がある。
そもそも斬奸状からして怪しい。疑問点①暗殺の大義名分を主張する語句「万民愁苦」「笑悔」
などを高等小学校中退の中岡は書けないだろう②自身の名「艮一」を「中岡良一」と書いてい
る。間違うはずがない③中岡本人の別書簡と全く筆跡が違う。以上のことから、背後関係あり
と考えざるを得ない。当時は原敬の対皇室政策に国家主義的右翼団体の不満が高まっており、
構成員が原邸を訪ねている。中岡は出所後、満州ハルピン砲兵隊の特務機関に所属している。
これらの状況から、満蒙進出を抑えた原総理への恨みによる犯行が見えてくる。右翼団体、
陸軍、大陸浪人、政商が混然となって「中岡」を利用したのではないかと考える。――
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お知らせ

会では第５０回（平成 28 年度）定例総会を４月２３日（土）に予定しています。新年度
には、いずれも秋に「滴石史談会創立５０周年記念事業」と「
『第４回戸沢サミット in 雫石』
への協力事業」を予定しているほか、夏には昨年２０年目を祝った秋田県田沢湖町の「北浦
史談会との交歓会」の行事を計画しております。このほか恒例の事業等も計画しています。
定例総会ではこれらの事業・予算計画案やこれを推進する役員の改選なども議題となります。
会員のみなさまには、追って正式な総会開催案内をお届けしますが、ぜひご都合をつけて
ご出席くださるようお知らせいたしました。

国の文化審議会文化財分科会は、3 月 11 日、当町の「上和野馬頭観世音（かみわの ばとう
かんぜおん）の本堂と旧堂」を「国登録有形文化財（建造物）にふさわしい」と文部科学大臣

(国)に対して答申しました。馬産地として知られ優れた馬を数多く産出した雫石地域の馬へ
の信仰を後世に伝える歴史的景観（堂の内外）が評価されたものです。
（下の写真）
答申どおり登録されれば岩手県内では 77 件目、雫石町内では 1996（平成 8）年 12 月登録
の小岩井農場本部事務所など農場関連９棟の登録以来２回目となります。
今回の国登録については雫石町教育委員会が昨年
（2015）9 月に申請していたものです。
5 年前の 3 月 11 日に発生した東日本大震災での文
化財被害に対する文化財ドクター派遣事業（文化庁）
で調査(2011 年 11 月)したのがきっかけでした。
本堂は 1914(大正 3)年に建立。総欅造り 41 ㎡、
本堂内外の彫刻や絵などが高く評価されました。
旧堂は江戸末期の建立、1881(明治 14)改修されてい
ます。木造 32 ㎡、現在は絵馬堂として使われています。
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町教育委員会では、今後資料を整理したうえで一般公開を予定しているようですが、当史談

会としては、これに先駆けて当会会員を対象に“内覧会”的に見学できるよう、所有者である
宗教法人上和野観世音堂(代表岩持斗季子さん)と町教委にお願いしていく考えです。
詳報は今後随時、会員の皆様にお知らせしてまいります。

3 月歴史講座（一般公開）のお知らせ
郷土史の源流の一つである地域や神社での「祭礼」を取り上げました。東北各地の祭礼の
写真を撮り続けている町内在住の写真家 奥山 淳志さんが写真を上映しながら話します。
◆日時 3 月 27 日（日)14：00～15：30 ◆会場 中央公民館 2 階大会議室
◆入場料 一般は 200 円ですが史談会会員は無料です。
（詳しくは別添チラシをご覧ください。
）
あとがき 今月号は 2 月歴史講座の記録特集。木村先生の講演「原敬の生涯」は随所に逸話をまじ
えて面白く大変好評でした。戊辰殉難者 50 年祭までの苦労の道のりや当日の心境を認めた文や俳句
は胸を打ちました。原敬の回りの人々も多彩で賢夫人と愛しい人、家族との人間模様は興味深く一
冊の小説にできそうと思うほど…。人間原敬の大人の魅力を感じた 90 分間でした。
また今号では“年月日の奇縁”も感じました。原敬が政友会総裁になった大正 3 年は上和野観音
堂建立の年。摂政宮殿下(後の昭和天皇)が雫石産名馬「進風」に乗馬した写真の日付は大正 10 年
10 月 25 日、その 10 日後殿下と親しかった原敬が暗殺されました。極めつけは、上和野観音堂の調
査はあの 3・11 の被災がきっかけ。国登録の答申が出たのも 3・11 でした。これ単なる偶然？（S）
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