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演　題：「歴史と文化とまちづくり」 ～米百俵の精神を生かして～
講　師：半藤

はんどう

一利
かずとし

●略　歴

昭和５年東京生まれ。昭和28年東京大学文学部卒業。同年、文藝春秋社入社。「週刊

文春」「文藝春秋」編集長、専務取締役などを経て、現在作家。

●主な著書

平成５年「漱石先生ぞな、もし」（文藝春秋）で第12回新田次郎文学賞を受賞。平成

10年「ノモンハンの夏」（文藝春秋）で第７回山本七平賞を受賞。最新刊に「昭和史」

戦前篇・戦後篇（平凡社）がある。

小泉前首相の所信表明演説（平成13年５月７日）で一躍全国的に有名

になった「米百俵」。この「米百俵」は、救援米として贈られてきた百

俵の米にまつわるエピソードであり、長岡市民がずっと受け継いできた

大きな精神的遺産であります。

明治のはじめ、戊辰戦争で焼け野原となった長岡城下に、支藩の三根

山藩（現在の新潟県新潟市巻地区）から見舞いとして百俵の米が贈られ

てきました。しかし、ときの長岡藩の大参事・小林虎三郎は、この百俵

の米を藩士に配分せず売却し、その代金を国漢学校の資金に注ぎ込みま

した。

この「米百俵」の故事は、文豪・山本有三の同名の戯曲によって広く

知られるようになりました。そして「国がおこるのもまちが栄えるのも、

ことごとく人にある。食えないからこそ学校を建て、人物を養成するの

だ。」という小林虎三郎の主張は、「目先のことばかりにとらわれず、明

日をよくしよう。」という思想となり、多くの人に深い感動を与えました。

小林　虎三郎

米百俵の群像（千秋が原ふるさとの森）

故　事：「米百俵」

基調講演
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□司　会
講演に先立ちまして、講師の半藤一利様をご紹介申し上

げます。
半藤様は、昭和28年に東京大学文学部をご卒業され、こ

の年の４月に文藝春秋社に入社されました。その後週刊文
春、文藝春秋編集長、専務取締役などを経て、現在は作家
としてご活躍されています。平成５年には著書「漱石先生
ぞな、もし」で第12回新田次郎賞を、平成10年には著書
「ノモンハンの夏」で第７回山本七平賞を受賞されました。
また、平成14年から長岡市が教育、文化、福祉、スポーツ、
産業などの分野において独創的な活動により人材育成に大
きな成果を上げている個人、または団体を表彰する米百俵
賞の選考委員長を務めていただいております。
今日のご講演の演題は、「歴史と文化とまちづくり」～米

百俵の精神を生かして～です。
それでは、半藤様よろしくお願いいたします。
□半藤様
半藤でございます。今ご紹介がございましたが、紹介の

ない部分でちょっと言いますと、私東京の生まれなんです。
東京は向島の生まれなんですが、東京大空襲でやられまし
て、こちらの方へ疎開してまいりました。この長岡のまち
の在の方に今市町村合併で長岡市の中に入りましたけれど
も、はるか向こうの在の岩野という小さな村で中学３年、
４年、５年と過ごしまして、長岡中学校、現在の長岡高等
学校を卒業した者でございます。
したがいまして、実はこの長岡という土地は私にとって

は第二の故郷と言ってもいいところなんでございます。こ
の長岡へ皆さん遠いところからの方もいらっしゃると思い
ますが、ようこそおいでくださいました。ありがとうござ
います。
そういうことで、どうも新潟県というのは私の父が生ま

れたところで、父のふるさとでもあるので、何かと言うと
新潟県にやって参りまして、いろんなことで特にまた長岡
のことでお手伝いをしているということをずっとやってお
ります。今回もこの基調講演と立派な題が付いております
が、それをやってくれないかというので、「はい、わかった
よ」と言ってのこのこ出てきましたけれども、考えてみた
ら、私は現在76歳になりまして、もう現役でも何でもなく
て、引っ込んでいる人間です。とても皆さん方のように直
接地域振興と言いますか、まちづくりと言いますか、まち
おこしと言いますか、そういうのに携わっている方々と違
いまして、全くもう無関係と言いますか、隠居の身でござ
いますので、そんな立派な話ができるかどうかと、実は引
き受けてから後になって、しまったと思っている次第でご
ざいます。
せっかく皆さん新潟県にお出でになりまして、この長岡

へ見えましたので、ちょっと新潟県のご紹介及び長岡の先
ほどから何遍も出ます米百俵賞と、市長も今日何か米百俵
賞のネクタイを締めてきたようでございますが、私もこれ
着いた途端に締めろと言われまして、一本見事せしめちゃ
ったわけでございますが、このデザインが米俵なんです。
米百俵ですから、100俵あるのかと思って数えたやつがいま
して、280何俵あったと。100より多いから良いだろうとい
うことで、これ立派な、皆さんもう締めている方いらっし
ゃいますか。非常に締めやすく良いものでございますので、

お買い求めいただけたらと思います。
越後平野の真ん中を流れている川が信濃川でございます。

それから、越後の国の新潟県を代表する民謡が佐渡おさけ
なんです。なぜ越後平野の真ん中を流れている川が信濃川
なのかと。そしてまた、新潟県というこういう大きい国が
あるのに、なぜその代表的な歌が小さな島の佐渡おけさな
のかと。私よくやるんですね、こういうこと。要するにそ
れは川というのは、根源と言いますか、水源と言いますか、
そこから出ている、そこの名前を付けることが結構多いん
です。ですから、これ信濃川は信濃の国から、隣の長野県
から流れてきていますので、信濃川となっているんですが、
延々と流れている一番長いところは新潟県なんです。この
越後の国なんです。それでも黙って信濃の国の方に功績を
譲っているんですね（笑）。日本一長い川なんです。日本一
長いのが全部新潟県の中を流れているんですが、でもやっ
ぱり信濃の方にどうぞと言って、名前を譲っているわけで
す。
そういう点で越後の人というのは、そのぐらい宣伝下手

なんです。真に残念なくらいに越後の方というのは宣伝下
手なんです。自分の国がいかにすばらしいところかという
ことを全国にＰＲと言いますか、発信できない。発信する
となると、「雪が深くてね」と、こう言うんです。「雪が深
くてとても人間の住むところじゃないよ」と。そんなこと
はないんです。私なんかよく言うんですが、確かに越後の
国、私もこの新潟県長岡で３年住みましたから、よく知っ
ているんですが、終戦の年の昭和19年から20年にかけて、
それから20年から21年にかけて、この２年間の豪雪たるや
ものすごかったんです。国は負けるし、食い物はないし、
雪は深いというので、全く良いところがなかったんでござ
います。ですから、私の中学生時代は、ここにいて本当に
良いところなしと言ってもいいぐらいにひどいところであ
ったんですけれども、そうかといって雪のことばかりを責
めてですね、雪を憎んでもしようがないです、この国にい
ては。むしろ雪を褒め称えた方が良いと私なんか思うわけ
です。雪のおかげでこの国の、越後の国、これが上の方の
出羽の国とか、津軽の国の方も幾らかそう言えると思いま
すが、非常に緑が美しいんです。これは、雪のおかげとい
うところもあるんです。西の方の国の方もいらっしゃるか
と思いますが、私も時々西の方の近畿地方、中国地方、そ
れから四国、九州の方へ行くこともありますが、あっちの
緑と比べると、この北国の緑というのは本当に青々として、
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特に青葉のころの緑の美しさというのは、これ本当にずば
抜けているんです。そのぐらい雪というのは自然に対して
は一種の保護の役をするんだと。だから、この雪をそんな
にけなしたり、憎んだり、ばかにしちゃいかんのだと。む
しろ雪のありがたさというものを私たちは生活の中で学ん
だ方がいいんじゃないかと私なんか時々言うわけです。
いずれにしても、この国は本当に最近は雪が少なくなっ

たと。今年はすごく多かったみたいですが、少なくなった
ので、暮らしやすくなったと言えますが、昔は本当に南と
言いますか、東と言いますか、そびえている山並み、越後
山脈という高い山並みのおかげで、北の風があそこにみん
な当たりまして、それで雪が全部こっちに降ると。ところ
が、山の向こうを越えて関東平野に入りますと、青空の青
天であるというようなことがずっと続きまして、越後の人
はいつかあの山を越えて青空の下へということを心の中に
じっと秘めながら、雪の下で半年暮らすという歌の文句な
んですけど、半年暮らすという生活を強いられていたわけ
です。
昭和22年だったと思いますが、戦後の初めての総選挙が

ありましたときに、ここの出身である田中角栄さんがうん
と若いときでしたが、立候補いたしまして、そして田中さ
んの演説を私も中学生のころ聞いたことがあるんですが、
例のだみ声で、「越後はな、ここは夕日しか見んだろう」と
言って、そういう調子で、確かに夕日なんです。越後から
見えるのは夕日しかないんです。今長岡市になりましたが、
寺泊というところがあります。明日行かれるかと思います
が、その隣が出雲崎というんですが、そこから見る日本海
に沈む夕日というのは、本当にきれいだと。夕日しか見な
いと。その夕日しか見ない越後人に、「おまえたちに朝上る
日を見せてやる」と、田中の角さんが大演説をぶったのを
覚えています。それは、本当にここに住む人にとっては夢
みたいな話だったわけです。角さんはそのときは落選いた
しました。その次の選挙で彼は当選して出てくるわけです
が、出てきてやったことは何かというと、皆さんご存じの
ように上越新幹線を一番早く通したという大偉業をなさっ
た方であるわけでございます。そういうことで、越後の人
にまさに太平洋から上る朝日を見せてやるという約束をそ
のとおり守ったんじゃないかというふうに思うわけでござ
います。
この越後の国というのは、皆さんご存じのように上杉謙

信という来年のＮＨＫの大河ドラマが「風林火山」という
ことで、武田信玄をやるようでございますが、その相手と
なった武将、川中島の合戦で武田信玄に単騎切りつけたと
いう猛将である上杉謙信が興した国でございます。上杉家
が興した国。ところが、それが慶長３年に時の豊臣政権が
この上杉家を越後から離しまして、会津若松に移封してし
まいました。上杉家は会津若松へ行ってしまいましたので、
この国は堀という武将がこの後を継いだんですが、それは
間もなく潰されてしまいまして、以来この越後という国は、
小さな藩が割拠するようになりました。他の国のように大
きな藩がどかんと真ん中へ座って、例えば加賀百万石とか、
仙台の伊達七十万石ですとか、あるいは薩摩、山口、長州
ですね、といった大きい藩がきちっとその国を治めるとい
うところではなくて、この国はたくさんの小さな藩が割拠
するという藩になったわけです。新発田というところに溝

口という殿様が出まして、それから長岡には牧野さんとい
う殿様、長岡の牧野さんは三河から来た方でございます。
ですから、三河までは京都の言葉が入っているようで、こ
この長岡の殿様のことは、当時の侍さんたちは殿さんと言
っていたみたいです。それが長岡へ来たと。それから、村
上というところに雅子妃ですね、皇太子のお嫁さん、あの
方の先祖が出たところは村上なんです。そこにまた藩があ
ったと。ここは堀さんが、それから高田と、今の上越市で
すが、そこに松平さんがいたというような形で、小さかっ
たんです。一番大きい新発田の溝口家が10万石です。ここ
の長岡の牧野家が７万5,000石といった具合に非常に藩が小
さく割拠した。
そのためにどういう人たちがここに生まれるようになっ

たかと言いますと、余り藩の意識と言いますか、何か殿様
に対する親近感と言いますか、そういうものが余りないん
です。ですから、どちらかと言うと、各個バラバラという
ような感じの人たちがここで江戸時代以来育ってくるとい
う形になったわけです。そのために非常に縄張り意識が強
うございます。縄張り意識が強いということは、どういう
ことかと言いますと、言葉が違うんです。言葉が長岡は長
岡弁なんです。新発田は新発田弁、高田は高田弁と、越後
弁というような形で一緒くたにできないぐらいにまず言葉
が違うんです。必然的にそこから出てくるのは、非常に人
見知りをすると言いますか、余りオープンな気持ちで人と
付き合うことができない。人付き合いが非常に下手という
ような人が出るわけです。そういうような形になりますと、
どうしても自分たちの世界をしっかりと守って、そして自
分たちの世界だけを大事にしてというような気風が生まれ
てきます。ですから、その中で自分たちが一生懸命に刻苦
勉励すると言いますか、仕事をすると。ですから、ここの
越後の人はそういう形で小さなグループでというよりは、
個人的、一人でこつこつ、こつこつと仕事をする人が多い
です。そのために独自で本当に自分一人で、親分子分とか、
そういうものなし、閥とか、そういうものなし、あるいは
先生の式とか何かなし、自分で自分の道を開拓しまして、
そして自分の仕事をこれをやろうと思い定めまして、それ
を成し遂げる人がかなりたくさん出るわけでございます。
皆さん方ご存じの方で２人ばかり言いますと、諸橋轍次

さんという大漢和辞典というのをご覧になったことがある
かと思いますが、この大辞典はこの諸橋轍次さんという方
が一人で辞典を作ったんです。これも本当に全力を挙げて、
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誰の先生もいない。教えなんか請わずに、自分で大漢和辞
典を作った。これは中国にもないんです。本当に世界でた
った一つと言ってもいいような大漢和辞典を作ったという
のが諸橋轍次さんという方、実に52万語入っているそうで
す。
もう一人、吉田東伍さんという、聞いたことないと思い

ますが、この方が大日本地名辞書と言いますか、日本の地
名を全部網羅した辞書を作っている。これも前人未到の大
事業だったわけです。それを作って、またこれも一人でこ
つこつ、こつこつお作りになったと。実に5,000ページもあ
る地名だけの、地名を引けばあらゆる地名がわかるという
ような地名だけの辞書をお作りになったと。こういうよう
な方が他にもいらっしゃるんですが、今日は越後の宣伝を
ちょっとだけしているわけですから、余り詳しくやりませ
んが、こういうような形で、本当に自分たちが自分たちの
道をこつこつ、こつこつやるのに対しては、ものすごくこ
の越後の方というのは向いていると言いますか、特徴を発
揮するわけです。ただ、人見知りをするために、人付き合
いが悪いために、非常に口数が少なくて無口で、自分の思
っていることを余り人に言わないというところがあります。
その一番典型的なのがこの長岡から出た、これは皆さん

方も多分ご存じかと思いますが、先の太平洋戦争で日本海
軍の連合艦隊の指揮を執った山本五十六という元帥がおり
ますが、途中で戦死しましたけれども、この方はすごく戦
略的に人の考えないような戦略を編み出した方なんですけ
れども、自分が一体どうしていこう。例えば皆さんご存じ
のように真珠湾というアメリカの軍港を攻撃しまして、一
挙にアメリカの太平洋艦隊をぶっつぶしてしまったという
ような大きな仕事をやったわけです。全海軍が、そんな博
打みたいなことはできないと言って猛反対したんですが、
山本さんはどうしてもおれはこれをやると。おれに太平洋
戦争の海軍の指揮を執れと言うならば、おれはおれ流の戦
争をすると。おれの好きな戦争をすると言って、この真珠
湾奇襲攻撃、失敗すれば即座に戦争は終わってしまうよう
な大博打的な戦術を遂行したわけです。
ただし、これ何のために山本さんがそれだけ頑張って、

こんな突拍子もない戦い方をしたのか。実際は、本当はこ
のときうんと撃破して、アメリカの息を阻

そ

喪
そう

せしめて一遍
に講和に持っていこうと。一遍に講和に持っていって、こ
の太平洋戦争は続ければ日本が負けて亡国になるのに決ま
っている。ろくなことはないから、一気に勝負をつけて、
それで講和に持っていこうという意図であったというのが
戦後になってわかるわけです。戦前にそんなことを山本さ
んが考えていたなんて誰も知らない。山本さんの下にいた
連合艦隊の参謀ですら知らなかった。山本さんがそれぐら
い口が重たくて人付き合いが悪いというんですか、それを
説明しようとしなかったというような形で、山本さんは結
果的には自分が本当に意図したことが徹底できなくて、そ
れで結果的にはその後の戦が次第、次第にまずくなってい
って、ご自分が自ら戦死するというふうな形になってしま
った。あれがもう少し活発なと言いますか、西の方の国の
人たちのように、もっと快活な人ならば、多分みんなに徹
底させて、そして自分がやろうとしていることは、こうい
うことなんだということを徹底させて、そしてうまく運ん
だと私なんかは思うわけです。ところが、そういうところ

がないんです、ここの人たちは。というようなことがこの
国の人たちなんです。
ですから、放っておけばという言い方は悪いんですが、

黙って放っておけば自分で一生懸命にこつこつ、こつこつ
仕事をして、そして自分ですごい大仕事をすると。だけど、
余りそのことを人に説明したりしないというようなところ
があるわけでございます。
そこで、後から大体がしゃべるわけなんですが、この地

域開拓と言いますか、まちづくりと言いますか、そういう
ものは越後の人は非常に下手くそだと思います。もっとも
っとＰＲをし、あるいは発信すれば、もっともっとこの国
は開かれた国になるんじゃないかと思います。東京から１
時間半で来るわけですが、こんなに近くなっても、残念な
がら今もって越後の方は開かれた人たちじゃないなと思う
ところがたくさんあるわけでございます。大体越後の中で
そんなにみんなが仲良く地域を拡大して一緒になってもの
をやろうなんていうことは、余りないんです。何であんな
に反目し合っているのかと思うぐらいに反目し合っている
んです。例えば小千谷という市がそこにあります。長岡か
ら見てその向こう側に川口町という町があります。ともに
中越大地震でひどい被害を受けたところです。特に川口は
震源地でしたから、本当に大打撃を受けた。そのために川
口の町は今どんどん、どんどん寂れているというよりは、
むしろ復興もなかなか困難であるということで、今苦しん
でいるらしいです。
そこで、隣の小千谷と合併するのかと思うと、川口は嫌

だと言うんです。長岡と合併するという話が持ち上がって
いるそうです。これはＮＨＫのテレビでやっていましたが、
だけど間に小千谷市という大きい市があるんです。その向
こうの長岡市とできるのかいなと私なんかそのテレビを見
ながら思ったんですが、これも全然気持ちを開いて一緒に
なってやろうという気がないらしいです。今我が長岡市に
なりました明日行かれるところの隣が出雲崎という、出雲
崎というところは、良寛さんが生まれたところです。それ
と隣の町はこれまた仲悪くて、これまた合併しない。私一
緒になって良寛市ができると聞いていたんで、良寛市なん
て名前付けたら、うんと冷やかしてやるぞと待ち構えてい
たんですが、結果的にはできなかった。隣は寺泊というと
ころで、この方は長岡市に合併しました。出雲崎は依然と
して我が道を行くという形でやっているらしいです。つま
りそのぐらいまだ越後の人というのはいろんなところでセ
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クト主義と言いますか、人付き合いの悪さというものを発
揮しているようなんです。
ですから、地域づくりと言いましても、地域振興と言い

ましても、そうたやすくできる話ではなくて、つまり新し
いまちづくりとか、地域振興とか、そういうものは従来の
そういうような因縁とか、怨念とか、あるいは先祖伝来の
あいつは嫌だというその思いとか、そういうものを全部廃
棄しないとうまくいかないものじゃないかと私なんかは思
うわけでございます。ちょっと今の話は本当の話じゃなく
て、越後の話をちょっとさせていただいたわけです。
もう一つ、今度は長岡の一番大事な米百俵の話をちょっ

とさせていただきます。小泉純一郎前総理大臣が就任して
すぐこの米百俵の話を記者を前にして大々的に発表いたし
ました。新潟県長岡市には米百俵という非常に良い話があ
ると。これから我々がやろうとしている政治は、改革であ
ると。改革には痛みが伴う。その痛みを共に分かち合おう
と。そういう意味であの長岡に伝えられている米百俵の精
神というのは、まさにその痛みを分かち合ったということ
で我々は非常に参考になる。あの精神で私たちの内閣もこ
れから日本の構造改革に前進するというようなことを小泉
さんが言ったわけです。私それをテレビで見ていて、おい
おい、小泉さん、あなた違うよと。誰にどう聞いたのか知
らないが、それはちょっと違うよと。本当の意味はそうい
う意味じゃないんだよと。あなた方不勉強だねと、ふとそ
のときは思ったんです。その後もあの人は不勉強ですから
ね、いろんなところで間違ったことを引用しますけどね
（笑）。本当は誰か側にいる人によっぽど悪いやつがいて、
早とちりのことを教え込んで、小泉さんがそれをいい気に
なってやっているみたいですが、米百俵は実は痛みを分か
ち合うということではないんです。皆さんの中にはそんな
もの知っているよという方もいらっしゃるかと思いますが、
ここは一席、長岡を第二の故郷としている私としてはやら
ざるを得ないので、ちょっと長広舌を一席やらさせていた
だきます。
長岡は、先ほど申しましたように、牧野家という殿様が

いまして、７万5,000石で、実質的には10万石以上の収入が
あったと言われるぐらい裕福な藩であったわけでございま
す。その牧野の藩は、譜代の藩ですから、ちょうどペリー
提督が黒船４隻で突然日本に開国を迫ったところ、牧野の
殿様は江戸に出ておりまして、老中をやっておりました。
したがいまして、老中というのは要するに政府ですね。

ペリー来航に対して大変な苦労と言いますか、日本として
はどうしていいかということで、連日会議に次ぐ会議を、
老中会議をやっていたんですが、その中の一員としており
ました。老中というのは、大大名はならないので、10万石
以下の中小大名が選ばれてやっているわけですが、閣僚に
なっているわけです。その一人だったわけです。
したがいまして、譜代の出が三河で、徳川の譜代ですか

ら、徳川の本当に一番の側にいて、牧野康成、川端康成と
同じ字を書くんですが、牧野康成といううんと昔の殿様は、
徳川家康と共に戦陣で戦い抜いたというような勇将であっ
たようです。徳川家の譜代だったわけです。したがいまし
て、ペリー来航後のいわゆる尊王攘夷運動が始まりまして、
やがて尊王倒幕運動に変わり、戊辰戦争という戦争が始ま
ったときに、この長岡藩は徳川方に付いたわけでございま

す。そして、この長岡藩はいろいろ話があるけど、全部飛
ばします。詳しくは司馬遼太郎さんのお書きになった「峠」
という小説がございますので、それをお読みいただければ、
私がしゃべるよりは、そっちの方がよっぽどわかりやすい。
ただ、あれ少しよく書き過ぎておりますけれども、河井継
之助という人は、あんな立派じゃないと思いますが、それ
はともかくとしまして、いずれにしろ、河井継之助という
ちょっと稀に見る侍と言ってもいい幕末においてあれだけ
の侍さんはいなかったと思うぐらいの侍が一人おりました。
これがあえて東軍側につきました。東軍というのは、要す
るに徳川幕府擁護側に付きまして、そして倒幕側の薩摩と
長州、土佐、肥前の佐賀県ですね、の西軍を相手に戦った
わけでございます。

そして、もちろん長岡藩だけで戦ったんじゃないんです
が、会津藩とか、あるいは山形県の鶴岡藩なんかも応援に
来ておりますから、かなりの人数で長岡城を守りまして、
そして西から来る西軍を相手に大げんかを打ったわけでご
ざいます。私は長岡を第二の故郷としている男でございま
す。また、生まれが東京の向島でございますので、どうし
ても徳川なんです。ですから、官軍などとは絶対言わない
です（笑）。何が官軍だと。あんなの暴力団だと言っている
んですが（笑）、長岡の人もまたそう思ったと思います。単
なる暴力団であると。無理やりけんかを打ってきたという
ふうに取ったと思います。そんなことどうでもいいんです
が、それでその西軍に不意の奇襲を食いまして、誰も渡っ
てこないだろうと思っていた信濃川を西軍が渡ってきて、
そして一気に長岡城に攻め入ってきましたので、長岡城は
一遍落城するわけでございます。長岡の殿様もみんな逃げ
出しまして、西軍に取られてしまうわけです。その取られ
た城をもう一遍今度は長岡藩の人たちが作戦を練り直しま
して、そして今度は逆に奇襲をかけまして、取り返したわ
けです。本気で長岡城を見事に取り返した。そのときに西
軍の副総督と言いましたか、大将の次の副大将に西園寺公
望さんというちょっと名前は若い方ご存じなかったかもし
れませんが、昔の元老と言いました。明治の終わりぐらい
か大正時代に内閣総理大臣をやった昭和史の中の一番中心
人物が西園寺さんというんですが、その方がちょうどここ
にいたんですよね。
それともう一人、長州出身で近代日本を作ったと言って

もいい山県有朋という、後の陸軍元帥がいるんですが、こ
の方もここにいたんです。その連中が長岡藩の人たちの奇

河井継之助（1827～1868）
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襲を食って逃げるわ、逃げるわと。西園寺さんなんかは陣
羽織を裏返しに着て、馬の尻尾の方に逆さまに乗って逃げ
たというぐらい、山県有朋もとにかく命からがらと逃げる
という、後に山県有朋がこの方は総理大臣もやったり、あ
らゆるものをやった人なんですが、この方が偉そうな顔を
したときに、「でも山県さん、長岡ではね」と言うと、変な
顔をしたそうです。一度取り返したんですが、もう一遍、
人数の点、兵力の点ではるかに大きい西軍によって、長岡
は取り返されてしまいます。というようなことをローラー
のように行ったり来たりやったものですから、この長岡の
まちは焼け野原になります。当時幕末には3,000軒あったと
言います、このまち。その85％が焼失したと。焼け野原に
なったと。そして、長岡藩兵で出陣したのが約600人、その
うち戦死が254人、戦傷、深い手傷を受けた人が289人とい
うから、ほとんど９割近い人たちが死傷者となったという
ような惨たんたる敗戦に長岡はなったわけでございます。
長岡の人たちはみんな、仙台の方に行って、この城を取

られてしまいましたから、今度は仙台の方へ行って、仙台
藩と共にまた西軍を相手に戦おうというので、仙台の方に
行っておりましたが、やがて仙台藩も降伏し、それで会津
若松藩も降伏しという形で、西軍は総崩れになりまして、
じゃない東軍。西軍が総崩れというのは良い気持ちですけ
れども、間違えまして、東軍は総崩れになりまして、西軍
が大勝利を得たわけでございます。以来長岡は賊軍の藩と
なったわけです。
そして、長岡藩は７万5,000石のうち５万石を召し上げら

れまして、２万5,000石を特別に下賜するという形で、西軍
の明治政府の方からそれだけのものをもらって復興と言い
ますか、自分たちで立ち上がれと、自分たちの力で立ち上
がるということを命ぜられたわけです。長岡藩の人たちが
仙台の方から三々五々と言いますか、敗戦の重い足を引き
ずりながら戻ってきたのはその年の11月の終わりごろだっ
たそうです。もう灰色の曇天が上を覆いまして、氷雨が、
冷たい雨がしょぼしょぼ、しょぼしょぼ毎日連日のように
降るときに戻ってまいりました。同時に、方々へ散ってい
た家族の人たちも長岡に戻ってまいります。実に8,500人の
家族が長岡に戻ってきたと言われております。７万5,000石
で世帯を持っていた藩ですから、それが２万5,000石に減ら
されてしまったわけですから、侍さんの数は大分死傷者が
出たんで減っておりますけれども、家族そのものは全然変
わりませんから、昔どおりの世帯をそれだけで運営しなき
ゃならないということになるわけです。惨たんたるもので
あったようでございます。
それで、先ほど申しましたとおりこの国は雪国です。そ

の中にまた埋まって、つらい生活を強いられたということ
が続いたわけです。本当に空腹だったようです。ちょうど
戦後の日本が、戦争に負けたときの日本が本当に空腹で、
私たちも本当に毎日、毎日のように腹が減って、腹が減っ
て眠れないと。腹が減って眠れないというのは、本当に私
も中学生のころは何遍も経験いたしましたけど、腹が減っ
てしようがないんで、寝っ転がって天井を見ていると、浮
かんでくるのは全部食い物の絵なんです。ですから、これ
何とかこいつを消すためにどうしようかと、とんでもない
月世界を旅行するやつを空想しましてね、そして月世界を
旅行する。そんなこと今何でも、最近行けるようですけれ

ども、当時はとんでもない空想もいいところなんです。月
世界旅行しているのに、月世界の中にぽかっとカボチャが
出てきたりするんです（笑）。そういう思いをしたんですが、
多分この戊辰戦争のときの、もう明治になっておるんです
けど、長岡藩の人たちもみんなそういう思いであったと思
います。
そこにですね、明治３年の５月と言いますか、今お話し

したのは明治元年の11月に長岡にみんな戻ってきたわけで
すから、それから一年経った明治３年の５月に隣の巻とい
う町がありまして、今は何市になったでしょうかね。そこ
に三根山藩という長岡藩の支藩があったわけです。その支
藩から採れたというので、苦労なさっているだろうから食
べてくれといって、米百俵を川下りで運んでもらったと。
長岡藩の人たちは大喜びしたわけです。もちろん町人もた
くさんいたと思いますが、とにかく米が来たと。百俵の米
が来たというので大喜びした。そして、その米百俵を分け
てもらえるのはいつだろうかと思って、皆が首を長くして
待っている。すると、幾ら経っても届いたはずの米百俵が
どこへ消えちゃったのか何だかわからないけれども、とに
かく全然配られてこない。これはどういうことだといって、
中には血気の人間がそのわけを探り出しましたら、大参事
という名前、いわゆる総理大臣ですね、負けた長岡藩の総
理大臣が小林虎三郎という方なんですが、この方は佐久間
象山、長野県のですが、佐久間象山門下の両虎と言われた
人、もう一人のトラは吉田松陰、吉田寅次郎ですね。長州
の吉田松陰、もう一人が長岡藩の小林虎三郎と言われたぐ
らいの大秀才でもあり、非常に開明的な、先をずっと見通
している人であったわけです。この方は、長岡戦争には猛
反対しておりまして、そして非戦論者だったわけです。で
すから、戦争のときは全然蟄居

ちっきょ

させられまして、鳴かず飛
ばずでどっかへ引っ込んでいたんですが、敗戦後の長岡藩
を背負って立って出てきた方です。
その方が、どういうわけかその米を分けようとしないと。

それを何か話によると、売ってしまうと。お金に代えてし
まうというようなことを言っているらしいと。そうじゃな
くて、あいつは自分の懐に入れちゃうんじゃないかという
ような噂が飛んだりしまして、血気の侍さんたち、これに
は戦争に負けて終わった後のまだ意気盛んなところもあっ
たと思いますが、血気の侍さんたちが７、８人が大刀を持
って小林虎三郎の家に押しかけまして、そしてどういうわ
けかと、大参事の本当のことを聞かせてくれと。あの米を
金に代えようと言ってると聞いた。本当に驚いたし、我々
が食うのに困っているのを知っているじゃないかと。それ
をなぜそんなことをするんだ。みんなが首を長くして待っ
ているぞというときに、虎三郎が泰然自若として言うわけ
です。このときの台詞がそれを聞いた人がいるわけですか
ら、それで残ったと思いますが、必ずしも私がこれから言
う台詞が小林虎三郎がそのまま言った台詞じゃないかもし
れません。でも、趣旨はこういう趣旨なんです。
「長岡をこのような廃虚にしてしまったのは、私たちが

至らなかったからである。私たちがもっと賢明であれば、
国をこのように滅ぼすことはなかったのである。それをこ
のように滅ぼしたことは、我々が本当に責任を負わなきゃ
ならないのである。そのときに米百俵が来たからといって、
それをみんなに分け与えると。それは確かにそのとおりす
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ぐに役に立つであろう。しかし、8,500人もいる人間、一人
ひとりに等分に分けたってさしたるものではない。この米
をみんなに分ければせいぜい１日か２日、節約して食べて
も３日もあればなくなってしまうだろう。せっかくの米百
俵もそのようにして雲散霧消してしまうのはあほな話では
ないか。この米百俵を売って、金に代えて、そして学校を
建てよう。病院もできたら造ろう。つまり国というのを生
かすも殺すも人材というものが大事なんである。しっかり
とした人材を生み出すことが長岡の明日を作ることになる
のである。だから、学校を造って、そこで私たちが新しい

人材、これからの長岡の役に立つ、長岡の役に立つという
ことは、同時に日本の役に立つようなしっかりとした人材
を生み出すと、そういうことの方が米百俵が生きるという
ものである。その日暮らしじゃいかんのだよ。もっと長い
先の方をしっかりと見て、そしてそのために今の食べたい
という欲望を抑えようと。たった３日じゃないかと。そう
思えば必ず長岡は復興すると。長岡が復興すれば、日本の
国のためにもなるんだから、そうしよう。」というふうなこ
とを言ったわけでございます。
これは、山本有三という作家がお芝居を作っておるわけ

ですが、お芝居でありますと、もっと朗々とやるわけでご
ざいますが、私だとこのように何か朗々とできないのが残
念でございますが、やれというならやってみたいと思うん
ですが（笑）、それは遠慮させていただきます。
いずれにしろ、そういうことを言った。つまり米百俵の

精神と私自身が言うものは、何かと言えば、学校を造って
人材を育成しようと、明日の日本のために、いや、あさっ
ての日本のために、この長岡のために役立つ、そういう人
間を育てようと、それがこの国を滅ぼしてしまった私たち
責任者が、みんなが負わなきゃならない責任というもので
あると。だから、学校を造ろうじゃないかというのが本意
なんですね。人材を育てようというのが本意なんです。痛
みを分かち合おうというのは、そのわずかな一部分の手段
でしかないわけだ。明日の日本のために本当にしっかりと

した人間をしっかりと国際人としても通すことができるよ
うな人間を育てようと今私たちが思うならば、それがまさ
に米百俵の精神であるわけです。その日暮らしじゃいかん
のだよということなんです。当座の利益とか、当座のそう
いうけちくさい思いだけで、何か大事なものを無駄にして
はいかんのだよと。もっと先を見ようと、遠い未来を見よ
うと。明日の日本を見ようということで、学校を造るんだ
と、そういうのが米百俵の精神であるわけでございます。
こうしてできたのが長岡中学校であるわけでございます。

もちろんその前に長岡に国漢学校という学校が既にあった
んですが、これは国漢ということでわかりますように、漢
文学とか、あるいは国学とかいうものを教えていたんです。
それが洋学校と名前が変わりました。これ西洋の学問をど
んどん取り入れる。それが明治５年に長岡中学校として、
私たちは長岡小学校の校歌の中に「明治５年の」という文
句があるんですが、スタートをしたわけでございます。こ
れが米百俵なんですね。
ですから、私何か小泉さんが言ったように痛みを分かち

合う。みんながしばらくの間ちょっと我慢し合うと。それ
は確かに米をもらわなくなったんですから、ちょっとはつ
らい思いをするんですが、そんなところに本当の趣意があ
るんじゃないということをしっかりと皆さん方にはご記憶
していただきたいと思います。
それから、要するに今食えないと。本当に食えない。食

えないから教育だというこの思い切った精神と言いますか、
決断ですね。この思いというのが、本当の思いというのが
米百俵の精神であるというふうにご理解いただきたいと思
うわけでございます。
さて、これをではこの新しいまちづくりとか、あるいは

国づくりにどうやって生かしていくかという話にちょっと
触れておきます。先ほど申しましたとおり、私はそちらの
方の専門家じゃございませんので、ただ私の話は思いつき
でしかありませんが、皆さん方のこれからのお仕事の上に
役に立つようなことがあればよろしいかと思って甚だ僣越
でございますけれども、私の考え方だけでも述べさせてい
ただきます。
よく今は保守とか、革新とか言います。保守とか、革新

というのは、やたらに何か政治の世界で言われているよう
ですが、僕は政治の世界では、保守とか、革新というもの
はないんだと思います。保守が突然革新になったり、革新
が突然保守になったりするわけです。例えば一番いい例は、
戦後日本をずっと考えてきますと、保守と革新とか言って
いたのは、要するに簡単に言えば自由主義市場の立場に立
つ、それが保守党であると。それに対して計画経済、つま
り社会主義の立場に立つ、これが革新であったと。それで
ずっとやったきた。それは言葉で保守と革新とか言ってい
るだけなんで、ところが今はですね、自由主義的な立場に
立ちながら構造改革をどんどんやっていくと。これが昔の
保守党が、今の自民党とか、民主党が言っていること。対
して旧革新党と言っている人たちがそれに反対をしている
わけです。だから、今は構造改革を進めている方が革新で、
それに反対している社会党とか、民主党とか、共産党が保
守であるとしか取れないわけです。だから、政治というの
はそういうものなんです。政治の世界はいつだって革新な
んです。先へ先へと進んでいくわけです。
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ところがですね、本当の革新と保守というのはどこにあ
るかといったら、私たちの持つ文化の面にあると思うわけ
です。今まで日本の国あるいは皆さん方のまちがずっと育
ててきたある一つの生活のスタイルと言いますか、あるい
は生活の基盤と言いますか、それを守るというのが保守で
す。そして、それを変えて、もういい、どんどん先へ進ん
でいくと、それを目指すのが革新であるわけです。つまり
保守と革新というのは、文化の面にあると私は思うわけな
んですね。現在の日本のようにすべてにおいて機能主義と
言いますか、機能というものが便利になるように、あるい
は楽になるように、その方を重点的に考えている時代がず
っと続いてきました。私たちもみんな機能主義的になって
おります。ですから、例えばそこに一人、人が倒れていて
も、機能主義的な思いからすれば、おい、どうした、どう
したなんてやっている暇がないんです。だから、すっぽか
しておいて、どんどん、どんどん先へ進んでいく。それが
私たちの戦後日本のどこのところでもやってきたものだと
思います。
その機能主義でやってきたから、どこの国へ行っても、

まちへ行っても、機能主義のとおりにまちづくりが行われ
てきましたので、何らの特徴もない、つまりのっぺりだら
んとしたと言いますか、実に薄っぺらいまちづくりでずっ
ときたわけでございます。このこういうまちづくりの限度
が来ていて、それで今みんながある大問題にぶつかってい
るという状態であるならば、それを救うのは何だろうかと
いうことなんです。私は、それを実に簡単に思います。つ
まり米百俵の精神じゃありませんが、その日暮らしじゃい
かんよ。もう少し先をちゃんと見ろよと。もう少し先をち
ゃんと見て、今から手を打つなら手を打つんだと。そのと
きに一番大事なものは、こういう機能主義的な社会を救う
ものがもしあるとすれば、単純なものだと思います。つま
り一番単純なもの、素朴な心というものだと思います。
心と今言いましたが、皆さん方は心はどこにあると思い

ますか。心は、どこにあるのかと考えたことがありますか。
大体今一元論を唱える学者というのが多いものですから、
心は大脳の中にあるというふうになっているんですね。で
も僕は大脳の中にないと思います。私たちは何かのとき感
動するときは大脳で感動するんじゃなくて、やっぱりどっ
かで感動するんです。昔の日本人は、心は腹にあると思っ
ていましたね。だから、切腹もします。それから、断腸の
思いというふうに言います。これが違う国になりますと、
胸をかきむしるとして、胸にあるというところもあるよう
ですが、これは昔の話ですから。心のありかというのは、
私たちは案外みんな考えていないんですが、あるんですと
思いたいんですね。だから、惻隠の情とか、あるいはもの
に感動する心とか、あるいはふとその倒れた人を助けてあ
げたいという思いというようなものは、大脳で考えたから
始まるもんじゃなくて、本当に心に直に、心というのは何
かに直にくるものがあって、そこから私たちの行動がある
ものだと思うんです。とすれば、この機能主義的な私たち
の社会を何らかの形でこれをストップさせ、そして新しい
ものを生み出すためには何が一番大事かと言えば、本当に
言葉でしかないんですが、素朴な心というものをもう一遍
私たちは取り戻さなければいけないんだと。素朴な心とは
何かとなれば、この文化というものであると思うんです。

つまりこれは司馬遼太郎さんという人、さっきも名前を
出しましたが、最晩年で亡くなる１年前に私ホテルオーク
ラのバーで司馬さんと酒飲んで、２時ごろまで。司馬さん
酒飲まないんですよね。酒飲まないんですが、水割り１杯
を置いたきりで飲まないんですが、おしゃべりな人ですか
ら、幾らでも付き合ってくれるんですが、そのときにホテ
ルオークラのバーで、「半藤君」と僕の顔を見て、「このま
まじゃ日本は滅びるね」と。「どうしたらいいでしょうかね」
と言ったら、「これはね」と彼が言うんです。「今ならまだ
間に合うかもしれないから、今から２人だけでもいいから
そういうことを提唱する運動を始めないか」と言うから、
「何をですか」と言ったら、つまり大方の日本人はみんな反
対しない、80％から90％の人が納得できる、オーケーでき
ることを日本の今の私たちがやろうじゃないかと。「それ何
ですか。今の日本人があっち向いたり、こっち向いたりす
るときに80％、90％の人が合意できると言いますか、納得
できるなんて何ですか」と言ったら、「自然をこれ以上壊さ
ないということを合意しようよ。ここまで壊してきたもの
はしようがないと。だけれども、これ以上は壊さないとい
うことだけをこれから日本人がみんなしてやると。努める
と、それだけは守るということを提唱しようじゃないか」
と。「司馬さんね、でもね、自然をこれ以上壊さないという
ことは、何を意味するかと言えば、私たちの欲望をこれ以
上もう広げないということですよ。欲望を広げないという
ことは、機能主義というものを止めるということです。そ
ういうことが日本人納得すると思いますか」と言ったら、
「納得しなくたっていいじゃない。納得させようじゃないか。
これ以上もし開発とか何かを進めて、箱物をどんどん作っ
ていくような形で日本の国を壊していけば、私たちの孫の
世界あるいはひ孫の世界の人たちが大きくなったときに、
美しい山も美しい川もみんななくなってしまうじゃないか。
この日本の中にあるこの自然の美しさはものすごい宝なん
だから、これをみんなして守ろうじゃないか」と。これは
米百俵の精神なんですね、司馬さんの言っていることは。
我々は欲望をこれ以上広げないと。そして、自然をこれ以
上壊さない。それだけでも私たちが守ろうじゃないかと言
っているんですね。
さっきの素朴な心ということでふと思い出したんですが、

宮崎県の飫
お

肥
び

という町に昨年の秋講演を頼まれて、ちょう
ど昨年の秋日露戦争終結100年なんですね。日露戦争終結の
ときの講和会議をやるときの日本全権が小村寿太郎さんと
いう人なんですが、この方が飫肥の出身なんですね。それ
で飫肥に行って、小村寿太郎さんのことをしゃべったんで
すが、あの町は良い町でしたね。電信柱がないんです。み
んな地下に埋めちゃったんですね。とにかく良い町でした。
そして、何より良いのは、小中学生が私たち旅行者に対し
て口々に何でもなく「こんにちは」と言うんです。これは
私は本当にちょっと感動しました。子供たちがこうやって、
本当に心からの声を出して「こんにちは」と、ただそれだ
けなんですよ。よくいらっしゃいましたとか、そんなこと
言わない。ただ、こんにちはのあいさつだけなんです。で
も、これが徹底されていると。この町は良い町だな。素朴
な心というものを本当にこの町は取り戻しているなという
ことを私は本当に思いました。つまりそういうことだと思
うんです。司馬さんの言うような本当にこれ以上自然は壊
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さないことにしようじゃないか。それが私たちの守るべき
文化なんですね。その意味では、保守派であってほしいん
です。
文化とはじゃ何かと言われれば、その定義を私は簡単に

こう考えます。それにくるまれていると安らぐもの、楽し
いもの、そういうものが文化だと思います。それを皆さん
方が探していただきたいと、そういうふうに思う次第でご
ざいます。余り役に立たない話だったかと思いますが、私
の話をこれで終わりにさせていただきたいと思います。あ
りがとうございました。
□司　会
以上をもちまして、基調講演を終了いたします。
次に、今後の予定でございますが、午後３時から３つの

会場に分かれて分科会を開催いたします。第１分科会「震
災からのまちづくり」は柏の間で、第２分科会「歴史と伝
統を生かしたまちづくり」は白鳥の間で、第３分科会「外
国人との交流を通したまちづくり」は雪椿の間でそれぞれ
開催いたします。
また、それぞれの分科会が終了しましたら、こちらの会

場で表彰式がございますので、午後４時45分までに会場に
お戻りください。よろしくお願いいたします。

山本五十六記念館
〒940－0056
新潟県長岡市呉服町１丁目４－１
Tel 0258（37）8001
開館時間／10：00～17：00
休 館 日／12月28日～１月４日
入 館 料／大人（高校生以上）…500円

小・中学生……………200円

河井継之助記念館（Ｈ18.12.27開館）
〒940－0053
新潟県長岡市長町１丁目甲1675－１
Tel 0258（30）1525
開館時間／10：00～17：00
休 館 日／12月28日～１月４日
観 覧 料／大人……………………200円

高校生・大学生
障害者・介助者………150円
小・中学生……………100円




