ことのは文庫「写楽太 平記」解説

伊

〝権力〟の悪徳と虚妄を 暴く反権力スペクタクル

１．「阿波騒動」物語の背景

純

純

「 写楽太 平記」 は「は じめに 」で もご紹 介したよ うに「 阿波騒 動」あ るいは その中
はちすかしげよし

心人物 とされ る阿波 十二代 藩主「 蜂須賀 重喜」の 物語で ある。
阿波 騒動は 、これ までに も小説 の題材 になっ ている 。
最も有名なのは、大正十五年に大阪毎日新聞に連載された吉川英治のデビュー作「鳴
門秘帖」 であろ う。大 衆時代 小説の 代表 的な作品 とされ 、すで に発表 以来九 十年近 く
たつが 、その 間に映 画やテ レビド ラマに 何度も 取り上 げられ るなど 、現在 に至る まで
その生命を保っている。また、近くは、童門冬二「小説蜂須賀重喜・阿波藩藩政改革」
という〝 財政改 革〟と いう観 点から 阿波騒 動を見 た小説 もある 。

「阿波 騒動」 には、 何かし ら、物 語作家 の興味を そそる 謎が秘 められ ている ように
思える 。

あわゆめ

実は 、阿波 騒動は その 発生直 後…… いや、そ の最中 に早く も〝物 語〟と なって 人び
あたん

とに伝えられていた形跡がある。「阿淡夢物語」およびその続編「泡 夢物語」という
作者不 明の、 重喜改 革に対 する悪 意をこ めた中傷 に満ち 満ちた 〝怪文 書〟で ある。 明
和年間 （一七 六四 ～一七 七一） に流布 されたと みられ 、そう だとす ると、 重喜が 改革
に取 り組み 、やが て失脚 する 時期と 重なる 。まさに 〝同時 代の怪 文書〟 という ことに
なる。
御 家 騒 動 は 厳 し い 政 治 的 立 場 が衝 突 す る 場 だ か ら 、 い ろ い ろ な 主 張 が 流 布 さ れ 、 事
実関 係を解 明する ことが 難しい 、ない しは立 場によ ってい ろいろ な解釈 が出て くる可
能性があ る。あ る立場 では正 義のヒ ーロー たる人 物が他 方では 真っ黒 な権謀 術数の 悪
人にな ったり 、悪政 と善政 が入れ かわっ たりす ること がざら である 。
そ れだけ に、物 語作家 の想像 力と飛 躍を刺激 する好 個の材 料とな る。物 語作家 だけ
で なく、 事実を 解明し ようと する史 実研究 者にも、 推理小 説を 解くよ うな刺 激的材 料
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となるの である 。
そ の よ う な 背 景 も あ っ て か 近 年 、「 阿 波 騒 動 」「 重 喜 改 革 」 の 実 態 解 明 は 大 幅 に 進
んだ 。「鳴門秘帖 の旅 」（ 一九七七 年 教 育出 版セン タ ー 刊） や 、「 主君『押 込』の構造──
近世 大名 と家 臣 団 」（笠谷 和比 古 一九八 八 年 平 凡 社 刊 ）
「『名君 』 の蹉 跌 ─ ─藩 政改 革の 政
治 経 済学 」（ マー ク・ ラ ビナ 二 〇〇 四 年 Ｎ Ｔ Ｔ 出 版 刊 ）
「蜂須賀 家騒動・重 喜の改革 をめぐ
る君 臣抗争 」（根津寿夫 新選御家騒動 （下 ）所 収 二〇 〇七 年新 人物 往来 社刊）な どが参考にな
る。

と こ ろで 、 そ の阿 波 騒動と 重 喜の詳 細は 、あ ら た めて触 れ るこ と に して 、「 写楽太
平 記」と いうや や奇想 天外に 過ぎる と思わ れるこの 小説自 身につ いて考 えてみ よう。
その〝 奇想天 外〟に よって 作者は いった い何を語 ろうと したの だろう か。

２．「写楽太平記」に潜む想い
「写楽 太平記 」は、 蜂須賀 重喜の 藩政改 革を題 材にし ている 、とは いうも のの、 少

なくとも その歴 史的な 実態を 描きだ そうと いうよう な史伝 的な 小説で はない 。
、だ
、ご
、と
、ではない。
そもそ も、 その書 き出し からし てた
物語 は臣下 の主殺 しと いう異 常な活 劇から始 まる。 小藩と はいえ 、れっ きとし た二
万 石の大 名佐竹 家の江 戸藩邸 の庭で 、突然 槍術指南 の侍が 、主君 の四男 ・岩五 郎（後
の蜂須 賀重喜 ）に「 上意討 ちじゃ ！」と いって襲 いかか るので ある。 岩五郎 は辛く も
その槍先から逃れるが、その脱出を助けるのが岩五郎の遊び仲間で、何かにつけて「し
ゃら くせェ ！」と 捨てぜ りふ をいう 癖のあ る阿波藩 お抱え 能役者 の十郎 兵衛で ある。
ともか く、こ の発端 からし て、ほ とんど 荒唐無 稽の大 活劇で ある。
しか し、そ の後の 物語の 展開な どもか らめて考 えて いくと 、お話 しその ものは 確か
に荒 唐無稽 だが、 わざと その無 茶苦茶 ぶり・ 荒唐無 稽ぶり を、こ れみよ がしに 冒頭で
繰り広げ てみせ る作者 の作為 が見え てくる 。
つま り作者 は、こ れから 始まる 物語は 、並の読 者が、 並の常 識的な 時代小 説に期 待
する ような 甘っち ょろい 世界で はない ぞ、と、 読者 の常識 の〝天 地返し 〟を試 みてい
る のだ。
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例え ば 、藩主 の 息 子、 つ ま り主 君 筋を 、「上 意 」と はい え一 介 の藩士 が殺し にか か
ると いう の は、 身 分 社会 で は 最高の 重 大犯罪 であ る 。「 主殺 し 」 は通 常 の殺人 とは 区
別さ れ、切 腹や斬 首では 済まな い。切 れ味の 悪い竹 鋸で首 を挽き きると いう極 めて残
酷な処刑 法が適 用され る極悪 犯罪な のであ る。

け ち

しか も、こ の主殺 しを命 令した 、いわ ば〝主犯 〟は、 岩五郎 の実の 親の佐 竹藩 主壱
岐守 義道で ある。 この壱 岐守は 、極め て吝嗇 で卑小 の極み のつま らぬ老 人とし て描か
れている 。〝子 殺し〟 の動機 は、息 子が放 蕩もので 金を 浪費す るのが 惜しく て堪ら な
い、と いうこ とらし い。─ ─因み に、こ の放蕩息 子が突 然阿波 二十 五万石 の太守 にな
ると 、殺害 をはか ったこ となど けろり と忘れて 、最高 の金づ るとば かりに 「仕 送り」
を せがむ という 破廉恥 老人ぶ りを示 す。
また、 十郎兵 衛とい う岩五 郎の放 蕩仲間 の能役 者も誠 に奇怪 な人物 である 。能役 者
にしてはめっぽう強い。槍術指南の槍のプロの侍を、逆に一突きで刺し殺してしまう 。
槍術 指南は 、より によ って顔 面を刺 し貫か れ「ギャ ー」と いう叫 び声を 残して 、大川
、い
、た
、ら
、く
、である。
を流れて いって しまう という て

この気 の毒な 槍の先 生に限 らず、 作者の 視線は武 士階級 に対し ておお むね冷 たい。
重喜が 藩主 となっ て入っ た阿波 藩江戸 屋敷は、 得体の 知れぬ 陰謀と 隠密の 魔窟の よ
うな ところ として 描き出 される 。ギヤ マン風呂 という 殿様専 用の硝 子張り の大浴 場が

な ぎなた

あ って、 奥向き のお女 中たち 数十人 が裸で 奉仕する という 色模様 が展開 するか と思っ
ている と、 反対 派の手 先か隠密 か、長 刀を持 った裸女がい きなり斬 りかかっ てくる
わ、竜 舌蘭の 鉢植 えの中 には毒 蛇が仕 込まれて いるわ ……上 を下へ の大騒 ぎが起 こっ
て一 夜のう ちに何 人もの 人死 にが出 る。
この殺 人騒動 が幕府 大目付 （大名 を監察 する老 中直属 の役人 ）に伝 わり、 呼び出 さ
れた重 喜はい ろいろ 詰問さ れるの だが、 事前に 莫大な 賄賂を 贈って あるか ら、取 調に
は迫 力がな い。お まけに 、その 取調の 主題と いうの が、奥 向きで の殺人 事件な どそっ
ちの けで 、「従 来 阿波藩 奥 向き の 待 妾は 三 代 将軍 家 光 公か ら 三 十六 人置 くことを お認
め頂い ていた が、今 回お国 入りに 際して 、大年 増ばか りにな ってし まった 江戸の 三十
六人以外に、徳島表にも地元のピチピチした生娘三十六人を取りそろえ励みたいので、
待 妾倍増 のこと をご認 可いた だきた い」と いう途方 もない 話。
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そんな やり取 りが、 大目付 以下側 役一同 居並ぶ 中で、 大真面 目で審 議され るので あ
る。本 来大目 付とい えば、 江戸時 代を通 じて、 日本中 の大名 に睨み をきか し、実 際に
百を 超す大 名家を 、些細 な口実 を設け て改易 （取り 潰し） してい る。大 名たち にとっ
て最も恐 ろしい 相手な のであ る。
とこ ろがこ こでは 、十分 にばら まいた 賄賂のお かげで 、二十 にもな らぬ若 者の 弁舌
に丸 め込ま れ、待 妾倍増 は認め られて しまっ たりす る。
このよ うに、 幕府か ら阿波 藩まで 、武士 と役人、 つまり は権力 の世界 はどう しよう
もない 腐敗堕 落の極 地、と いうメ チャク チャ状態 が執拗 に描き 出さ れる。
さら には、 物語の 終わ り近く に、重 喜失脚の 陰謀を 仕掛け 続けた 幕府隠 密の首 領黒
木 黒兵衛 が、当 の幕府 から使 い捨て に捨て られて、 牢獄の 中で拷 問と暴 行によ ってい
びり殺される有様が、これでもかというほど執拗に描かれる。もはやここまでくると 、
それは 、単 なる思 想的な 反権力 志向の 域を超え ている 。どう しても 、私は そこに 、戦
前左 翼運動 の中で 見聞 し恐ら く自ら も体験 したであ ろう取 締権力 の精神 的肉体 的暴力
への怒り と恨み が、作 者の中 で決 して癒 えていな かった のだ、 と感じ ないわ けには い

かない。 極めつ けの大 衆小説 の最中 に、正 視をはば かるよ うな 暗い情 念を感 じさせ る
一節で ある。
とこ ろが一 転して 、庶 民、民 衆の世 界となる と、作 者の見 方はが らりと かわる 。
そ の最た るもの は、お 千代船 の「 お千代 」であろ う。実 は〝お 千代船 〟とい うのは
固有名 詞では なく、 江戸時 代、隅 田川で 船を浮か べて客 をとっ た最下 層の売 春婦の こ
とであ る。そ の、 最下層 女性の 代表と して「お 千代さ ん」は 登場す る。
こ のお千 代は、 武士・ 役人な ど陰謀 世界の 住人と は正反 対で、 誰にで も心底 親切、
困ってい る人を 見捨て たり裏 切った りと いったこ とがで きない 、女神 か観音 様かと い
うよう な娼婦 なので ある。 槍術指 南の家 臣から 不意討 ちをく らい大 けがを 負った 岩五
郎（ 重喜） を、だ まって かくま い手当 をして 何の見 返りも 求めな い。
十郎兵 衛の妹 で料理 屋の下 働きを してい るという 小娘「 お半」 も人を 疑っ たり邪 慳
にした りとい う天性 をもち あわせ ていな い。兄 の親友 と聞く と何の 疑いも なく岩 五郎
を信 じてか ばい、 惚れ込 む。そ んな清 純な心を 生ま れなが らに持 ってい る。
そ れだ けでは ない。 行きず りの庶 民も、 純な魂の 人びと である 。重喜 が阿波 へのお
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国入りの 途次、 暗殺者 を避け て猿 回しに 変装して 道中す るとい う奇想 の旅の 途中、 鳴
門・堂 の浦の 磯吉と いう貧 しい漁 民の家 に宿を 借りる が、磯 吉は宿 代など 根っか ら受
け取 ろうと しない 。実は 磯吉の 娘二人 が、阿 波藩の 大奥へ 女中務 めに上 がって いるの
だが、そ んな娘 の威光 を笠に 着て御 城下な どへは 行きた くない 、とい う高邁 な精神 の
持ち主 である 。
こ うして 、武士 や役人 、社会 的地位 の高い人 、権力 者など など… …一口 にいっ てい
わゆる〝 偉い人 〟ほど 実は一 皮剥が せば悪 徳にまみ れた 、信用 ならな い人間 どもで あ
り、逆 に、何 の地位 も権力 もない 庶民、 弱者ほど 、真面 目で誠 実な 人びと なのだ 、と
いう 「逆転 の人間 観」が 、物語 を貫ぬ いている 。
だ から、 江戸の 街中で 放蕩の 限り を尽く し、大名 である 親から 命を奪 われそ うにな
った岩 五郎・ 重喜は 、生ま れは武 士だが 、庶民、 底辺の 暮らし を体験 し、何 がまっ と
うなこ とで 、何が 嘘なの かとい う世の 中の真実 を見抜 く目を 身につ けた若 者と位 置づ
けら れてい る。
そうい う清純 で素直 な心を 持った 若者が 、陰謀 と悪徳 の渦巻 く「お 殿様の 世界」 に

果敢に突 入し、 白黒を つけよ うと、 身の程 知らずの 闘いを 挑む 、とい うのが この物 語
なので ある。
このようなモティーフ──地位や権力を持った〝偉い人〟たちの嘘と悪徳への怒
り 、対称 的に地 位もお 金もな い庶民 、弱者 への共感 ──こ れは「 写楽太 平記」 に限ら
ず、貴 司の多 くの作 品に共 通する 。
例え ば社会 主義的 な作品 の代表 ともい える「 ゴー・ ストッ プ」で も、組 合運動 やそ
れを 指導す る共産 党員へ の残 虐な弾 圧に義 憤を感じ たとい うのが 根底的 な執筆 の動機
となって おり、 厳しい 弾圧で 元気を 無く した労働 者たち の自己 主張の 闘いを 助けて や
りたい という 思いで 「ゴー ・スト ップ」 は書い たと作 者自身 が述べ ている 。
あ るいは 、戦後 丹波山 中に疎 開して 開拓農民 となっ て食う や食 わずの 生活を おくる
なかで書 いた「 丹波ア リラン 」とい う小説 では、 皆が闇 取引や 隠匿物 資の利 権に目 の
色を 変 え ている 中 で 、「盗み 一つで きず 」じ っ と 飢え に耐 えな が ら黙々 と働い てい る
一朝 鮮人に 、限り ない連 帯と人 間信頼 の原点を 見る という ことを 描いて いる。
結 局、 この作 者は、 〝偉い 人〟〝 権力者 〟が嫌い で、弱 者、庶 民、大 衆に共 感し、
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その目線 に立と うとす る。
「写 楽太平 記」と いう波 瀾万丈 ……と いうよ りは、 破廉恥 、ハチ ャメチ ャに見 える
この 物語に も、実 はそう いう逆 転のモ ティー フが底 流して いるの である 。

３． 十七歳 の東北 の若者 が突然藩 主にな った
と こ ろで 、 こ の大 騒 動の 物語の 背 景と な った 「 阿 波騒 動 」「 重 喜の 藩 政改革 」と い
うのは、 実際に どのよ うなも のだっ たのだ ろうか。 御家 騒動の 一種と される 「阿波 騒
動」は 、二つ の事柄 がから み合っ て展開 された、 大変根 の深い 事件 と考え られる 。
から み合っ た一方 は、 一般に 「重喜 の藩政改 革」と いわれ る、阿 波藩の 統治制 度に
対 する極 めてラ ジカル な改革 である 。そし てもう一 つは、 それと からみ あいな がら進
展した 、阿波 の藍売 買に関 する商 業制度 の変革で ある。
事の 発端は 、秋田 新田藩 二万石 という 小藩の 四男坊 、何者 とも分 からぬ 十七歳 の少
年岩五郎が、突然末期養子（先君が急死し、後継ぎがないと御家断絶してしまうため、
臨終段階 に形式 的に養 子を取 り後 継者に するやり 方）と して阿 波藩二 十五万 石の殿 様

になった ことで ある。 岩五郎 の実父 で新田 藩主の佐 竹壱岐 守義 道とい う人は 、本家 当
主を毒 殺して 本家を 乗っ取 ったと か、い ろいろ噂 の多い 人だっ たので 、こ のやや 不自
然な 阿波藩 代替わ りにも スキャ ンダル を想像す る余地 がある のかも しれな い。
し かし実 際はそ ういう もので はな いと思 う。江戸 には全 国の大 名の屋 敷があ り、原
則子弟 はそこ に住ん でいる 。つま り、江 戸は、行 く当て の決ま らない お殿様 の次三 男
たちが ゴロゴ ロし ている 都市だ ったの だ。幕府 中枢は それら 大名子 弟の有 様につ いて
情報 を把握 してい たはず であ る。継 嗣がな いなど、 問題が ある大 名家に 介入し て、行
き端のな い大名 の次三 男を斡 旋する など のトップ 人事は 、幕府 にとっ て極め て重要 な
仕事だ ったと 思われ る。ま して、 二十五 万石の 大藩の トップ 人事と なれば 、藩の 一存
で事 が決め られた はずは ない。
た ぬ ま おき つ ぐ

阿 波 藩 相 続 問 題 の 起 き た 一 七 五 四 年 頃 （ 宝 暦年 間 ） と い え ば 、 田 沼 意 次 が 将 軍 御
用取次 となり 、幕政 を牛耳 り始め た頃で ある。 田沼は 賄賂ま みれの 政治家 として 悪の
見本 のよう な評価 が定着 してし まって いるが、 実は そうで はなく 、進歩 的な政 治改革
を 行い、 財政的 にも相 当な成 果をあ げたと みられて いる。 人の 話をよ く聞き 根回し に
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もたけて いたよ うだか ら、阿 波藩 トップ 人事に関 わって いなか ったは ずはな い。お そ
らく、 若者組 の中の 逸材と して重 喜を阿 波藩に 斡旋し たので はない か。
そ して実 際、重 喜のそ の後の 行動は 、彼が決 して凡 庸な 若者で はなか ったこ とを示
している 。

４ ．重喜 改革の 第一幕 ・人材登 用の「 新法」 提案
阿波の 藍はす でに戦 国時代 の頃か ら栽培 されてい たらし い。し かしこ れが〝 全国ブ
ランド 〟の地 位を築 いたの は、対 岸大坂 地方の木 綿と結 びつい て「 藍染め 木綿」 が庶
民の 衣服と して圧 倒的に 普及し たため である。
江 戸時代 中期、 商業が 発達す る中 で、封 建的な米 経済に 頼って いた武 士たち ──幕
府も諸 藩も、 財政逼 迫に苦 しんで いた。 阿波藩も 例外で なく、 やがて 、大発 展して い
る藍産 業に 目をつ けるよ うにな る。
一 七 五四年 （ 宝 暦四年 ）、 そ れは奇 し くも重 喜 が阿 波藩 主に なった 年 だ が、 徳島 在
では藍の 「株仲 間制度 」が創 設さ れた。 藍の売買 を大手 業者に かぎる という 一種の 公

的カルテ ルを作 ったの である 。とこ ろがこ れにたい して藍 耕作 農民に 不満が 鬱積し 、
ついに一七五六年、吉野川中流域に広がる広汎な反対運動（五社宮一揆）が勃発する。
一揆 は翌年 、首謀 者五人 の磔と いう過 酷な弾圧 によっ て一応 終熄す る。

おそら く、殿 様とは いえ新 入りで 若い重 喜は、 この一 揆の顛 末、家 老たち の事件 処
理の手 並み、 統治 組織の 働きを じっと 観察して いたの だろう 。そし て、多 くの問 題点
を学 び取っ たに違 いない 。
五年後 、二十 二歳に なった 重喜が 動き出 す。
一 七五九 年 （宝 暦 九年 ）二 月、 重喜 は「 役席 役高の制 」（ 一般 に「 新法」 と呼 ばれ
た） を藩政 スタッ フに提 案する 。
この提 案は、 わかり やすく いえば 、藩士 の格付け を三段 階に単 純化し 、家 老（会 社
組 織 で い え ば 重 役 級 ）、 中 老 （ 同 じ く 部 長 級 ）、 物 頭 （ 課 長 か ら 平 社 員 ） と す る 。 さ
らに特徴的なのは、仕置き（筆頭家老、社長ないしＣＥＯ／因みに藩主は会長である）
は 従来家 老級の なかか ら専任 された が新法 では中老 級から も選 ばれう る。家 格より 高
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い地位に 就いた 場合は その期 間だ け職務 給が加算 される 。
つま りは、 家格に 安住し て家老 職をむ さぼっ てきた 人びと への鉄 槌であ り、人 材登
用の 風穴を あける 革新的 提案で ある。
ところがこの新法に対して、猛烈に反対する家老が現れる。山田織部が激しい
かんしよ

「諫 書 」を 提出 する。そ こには「 旧格は御家 代々の作 法で重喜一 存で変えて はいけ
ない 。養子 の身な のだか らなお さらで はない か」と まで書 いてあ る。
反対理 由は「 旧来の しきた りを変 えては いけない 」とい う保守 的な主 張に過 ぎない
が、よ ほど頑 固な人 物だっ たのだ ろう、 その文面 は強硬 である 。
これ に対し て驚く べき ことは 、二十 二歳の重 喜が「 切れ」 なかっ たこと である 。
ま す彼は 中老格 の身近 なスタ ッフ 「近習 」たちを 説得し て味方 につけ る。
その上 で翌日 から、 山田を 含めた 家老職 と中老 格の人 びとを 集めて 緊急御 前会議 を
開き、 理路 整然と 山田の 主張に 反論し 、何と二 日にわ たる徹 夜の議 論を続 けるの であ
る 。 前記 （３ 頁参 照 ）「主 君『押 込 』の構 造 」で 著 者 笠谷和 比 古は「 重 喜の 議論 は、
学識の点 でも論 理的な 鋭さの 点に おいて も、家老 や近習 らのそ れを数 等上回 る」と 評

価してい る。
しかし 、そ れでも 、既得 権に固 執する 家老たち の賛同 は得ら れなか った。
する と、徹 夜の翌 日、 彼は突 然「同 意を得ら れない のは我 が身が 至らぬ ため」 とし
て 藩主引 退を宣 言する 。これ には家 臣たち が慌てる 。本当 に引退 された ら、御 家断絶
の危機 である 。結局 、家老 、中老 とも重 喜に従う ことを 誓約す るに至 るので ある。
かく て重喜 は議論 に勝っ た。し かしこ こでま た二十 二歳の 若者と 思えぬ 心憎い 対応
をとる。心従してくれるなら引退は取り消す、とともに、新法の実施も当分見合わす、
というの である 。議論 に勝っ ても、 真の 心従が得 られる もので はない ことを 知って い
たので あろう 。
こ うして 、重喜 改革の 第一幕 は、い わば抵抗 勢力と のジャ ブの 応酬で 引き分 けとな
った。し かし実 は、争 いの根 は残っ た。頑 固者の 山田織 部は閉 門とな ったが 、心中 の
鉾を収 めては いなか ったの である 。

他 方で 、藍カ ルテル をめぐ って起 こった 五社宮一 揆から 三年た って、 その結 末に大
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きな動き があっ た。当 時の一 揆勢 の要求 が実質的 にすべ て受け 入れら れるに 至った の
だ。官 製のカ ルテル が廃止 され藍 の生産 と売買 が自由 化され た。

５．重 喜改革 の第二 幕・見え ざる藍 利権と の闘い
重喜 改革の 第二幕 は、主 君呪詛 という 奇怪な事 件で幕 を開け る。
一 七 六一 年 （ 宝暦 十一 年 ）、重喜 は 藩の 収支が 年 々赤 字で あり 、負債 も既に 三十 万
両に達し たとい う厳し い状況 に対応 するた め、期限 七年 間の倹 約令を 発した 。これ に
たいし て、孤 立して 「新法 憎し」 に凝り 固まって いた山 田織部 が、 なんと 、歓喜 院と
いう 山伏に 「主君 退身」 の呪詛 を依頼 したのだ 。呪詛 は念の 入った ことに 「こ の祈り
たく みのかみ

が 幕 府 と 、 内 匠 頭 重 隆 様 に も 通じ る よ うに 」 と 付け 加 え られ て いた 。 幕 府に 内 紛 が
伝われ ばどん な介入 を受け るかも 知れな いし、さ らに内 匠頭重 隆とい うのは 阿波藩 に
とって 極め てデリ ケート な立場 の人物 であった 。当時 の阿波 藩は先 々代か ら蜂須 賀の
血脈 は絶え ている が、 重隆は 唯一そ の血脈 を継ぐ人 だった 。病弱 で藩主 たるこ とを辞
退してい たが、 藩内に はこの 人を 担ぎ出 して蜂須 賀の血 筋を回 復しよ うとい う隠然 た

る勢力が あると されて いた。
織部の 呪詛 は、触 れては ならぬ タブー を三つも 侵して いた。 このこ とが藩 大目付 に
漏れ 、織部 は捉え られ審 問の上 切腹、 御家は断 絶とな った。
家 老格の 人物の 一大ス キャン ダル である 。重喜は めざと くこの 事件を 、家老 たちの
権威を 抑え、 独裁体 制を確 立する のに巧 に利用し ていっ たよう に見え る。
一 七 六六 年 （ 明和 三年 ）、 棚上げ か ら七 年 た って、つ いに 重 喜改革 が 全面的に 始 動
する のであ る。

この 年二月 、二八 歳にな った重 喜は、 まず藍市 場に 介入す る財政 改革に 着手す る。
阿 波の藍 産業は 一七六 〇年の 制度改 定で、ほ ぼ自由 化され てい た。自 由化は 、一揆
勢、つま り在地 の生産 者の要 求だっ たが、 時が立 つうち に生産 者に不 利な状 況が顕 在
化して きた。 阿波藍 の最大 の売り 先は大 坂市場 である 。阿波 在地の 生産者 に較べ て、
対岸 のこの 買い手 たちは 概ね巨 大であ り資金力 も豊 富で、 市場を コント ロール してい
た 。阿波 側の生 産者は 、今や 、作付 け資金 から肥料 代まで （藍 は非常 に肥料 を喰う 作

- 17 - 18 -

物なので ある） 大坂の 買い手 （問 屋）か ら前借り せざる を得な い状況 だった 。その よ
うな力 関係の 下で、 阿波の 生産者 は大坂 のマー ケット のいい なりに 耐えな ければ なら
ない という 苦境だ った。
何とか しなけ ればい けない という ので、 藩は在地 の生産 者や扱 い業 者に意 見を徴 し
や そ ざ え も ん

たところ、庄屋でかつ藍加工も営む小川八十左衛門が極めて優れた建議書を提出した 。
大坂 の買い 手カル テルの 横暴に 対抗す るため に、阿 波の生 産者が 団結し て藩の 管理下
に市場を 徳島に 作り、 そこで 、阿波 側、生 産者側の 利益 に基ず く価格 形成、 売買を 行
う、と いう、 いわば 買い手 に対抗 する売 り手公営 カルテ ルの提 案で ある。 さらに 、従
来生 産者が 大坂問 屋に対 抗でき なかっ たのは、 生産資 金を彼 らに依 存せざ るを 得なか
っ たため で、藩 がその 点も手 当てす る必要 がある、 という ことま で見通 してい た。
藩はこ れを公 開し、 広く意 見を求 めた上 で、同 年七月 六日に 新政策 は実施 された 。
大局 的にい って江 戸時代 という のは、 農村か ら生ま れ出た 商業が 、次第 に発達 して
封建 制度の 壁を壊 して いった 時代と 考える ことがで きる。 その過 程で、 大きな 資金を
得た者は 商業資 本とな って流 通や 生産を も支配す る力を 得る。 幕府も 藩も、 そうい う

根本的な 経済の 変化に は無知 のまま 、権力 に依存し て何と か目 先の不 都合を 改善し よ
うとす るので 、経済 の流れ に沿わ ない不 合理なや り方に なる。
その 中では 、この 小川 八十左 衛門プ ランに基 づく改 革は、 確かに 形は官 営カル テル
提 案だが 、実際 の在地 生産者 の智恵 に基ず くだけあ って、 合理性 がある 。現実 の生産
者や在 地の業 者の利 益を守 り、藍 生産を 盛んにす る（八 十左衛 門は、 大坂問 屋の横 暴
で阿波 藍は年 々生 産量が 減って おり、 このまま では滅 びてし まうと 危機感 を表明 して
いる ）とい う点で 有効な 提案 になっ ている 。
ただ〝 得をす るもの がいれ ば、必 ず損を するも のがい る〟。 この改 革で大 損をす る
のは、 大坂の 市場が なくな り、い ちいち 徳島ま で出か けて藩 の規制 の下で 不利な 取り
引き をしな ければ ならな くなる 大坂の 問屋た ちだ。
改革案 施わず か二月 後には 、早く も大坂 問屋筋の 反撃が 始まる 。大坂 の卸 売りや 仲
買人た ちが大 坂町奉 行所に 駆け込 んで〝 困窮〟 を訴え た。大 坂町奉 行は調 査の末 、徳
島方 に有利 な裁決 を下そ うとし たらし い。しか し、 江戸の 老中か ら〝ま った〟 がかか
たけちか

っ た。 老中 首座 松平武 元は将 軍家治か ら「西丸 下の爺」など と、その 剛直と頑 固ぶ
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りを愛さ れてい た保守 主義者 だっ た。先 例を廃し て新し いこと をやる のが気 に入ら な
かった のか、 阿波藩 は老中 介入に よって 完全敗 訴とな ってし まった 。合理 的だが ラジ
カル な重喜 ・小川 経済改 革は、 大坂の 問屋資 本勢力 に負け たのだ 。
阿波藩 は完全 敗訴で 表面的 には大 打撃を うけるが 、不思 議なこ とに 、阿波 藍をめ ぐ
る状況 はそれ ほど変 わらな かった 。阿波 の家老 たちは 面従腹 背を決 め込み 、建前 を守
るふ りをし ながら 現実は 現実で しかる べく処 理して いった のであ ろう。

六．重 喜改 革の第 三幕・ 政治改革 の失敗 と隠退
一 七 六六 年 （ 明和 三年 ）、 重喜は 上 記の 経 済 改革と同 時に 、 か って 棚 上げに して い
た 「新法 」にも 着手す る。
重喜は 家老級 の人び との〝 粛清〟 からそ の〝仕 事〟を 開始し た。
それ は、平 島公方 という 阿波領 内に存 在する 、足利 将軍の 縁戚と いう不 思議な グル
ープ の処遇 問題を 利用 したも のだっ た。
平島公 方は足 利の流 れとい うこと で不思 議な人 気があ り、江 戸や京 都から 文化人 が

訪ねてく るなど 、一種 文化サ ロンの ような 趣を呈し ており 、従 来は百 石ばか りの捨 て
扶持で 暮らし ていた 。それ が最近 体面も あるので 加増を 懇願し ていた 。そ して、 重喜
が江 戸在勤 中に家 老たち が勝手 に加増 を認めて しまっ た。重 喜は激 怒し（ 激怒す るフ
リ をし？ ）いろ いろい きさつ はある が究極 、家老三 人を引 退に追 い込み ほぼ独 裁体制
を確立 する。
次い で、中 老二人 を家老 職に、 物頭格 の数名 を中老 身分に と、自 由な人 材登用 を実
施。 いわば 家格に とらわ れな い能力 主義の 官僚体制 をつく ってい った。 また、 飢饉に
備えた穀 倉の設 置、倹 約令、 鷹狩り 地の 開墾、な ど多方 面の社 会政策 も実施 した。 さ
らには 無能（ ……と 重喜が 思った ）役人 の減俸 や解雇 も始ま った。
こ のあた りまで くると 、改革 政治は 独裁政治 、さら には恐 怖政 治へと 変質し 始めた
のかもし れない 。

そ して、 一七六 九年（ 明和六 年）十 月、突然 どんで ん返し がやっ てくる 。
阿 波 藩江 戸屋 敷 に 、老 中 首座松 平 武 元の 召 喚状が も たらさ れ たの だ 。「… …家 法取
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り乱し… …無筋 の仕置 き…… 遊興 」── 尋問の条 項は、 今まで 重喜が やって きた改 革
の内容 に付合 する点 も有り 、これ を悪と される と弁解 のしよ うがな い、つ まり、 重喜
の施 政の全 否定の ような 内容だ った。
江戸家老たちは裏工作に奔走し 、正式の〝御吟味〟になる前に「主君隠退」を画策 、

はるあき

なんと か「政 事の義 宜しか らざる に付き 」隠退 という 形にこ ぎつけ た。し かし、 家督
は実 子治 昭 に継 がせ るが、改革 政策はす べて廃して 以前の「家 法」の通 りに戻せ、
と念が押 されて いた。
こうし て、 重喜は 表舞台 から去 り、家 老たちの 政治が 復活し た。

七 ．おわ りに・ 写楽の ことな ど
重喜が 闘った 相手は 、第一 は藩政 改革に よって 既得権 を失う ことを おそれ た家老 た
ちであ り、 第二に は、経 済改革 で既得 権を侵害 された 大坂の 問屋た ちだっ た。た だ、
この 力関係 が複雑 なの は、藩 政改革 に反対 する家老 たちも 阿波藍 を守ろ うとす る点で
は経済改 革推進 の立場 だった 。と ころが 、政治改 革に反 対し重 喜の足 を引っ 張るた め

に、密か に大坂 の問屋 筋と気 脈を通 じたも のがいた と考え られ る。そ れは「 阿淡夢 物
語」の ような 怪文書 に藩の 内部情 報が比 較的正確 に書か れてい ること から も、想 定さ
れる 。
そして最終的に重喜の命脈を絶ったのは、新規を怖れる幕府中央の保守主義だった。
つまり 重喜は 、三つ の力を 敵に回 してい たのであ る。
大局 的にみ て、重 喜の改 革は、 政治改 革も経 済改革 も、そ れなり に合理 性があ り、
前向 きのも のだっ たと評 価で きる。 しかも 、始めの うちは 独断専 行を避 け論議 を尽く
していこ うとい う姿勢 もあっ た。
しか し、既 得権を 失うま いとす る家老 層の根強 い反 対にあ って、 重喜は 次第に 専制
的に なって いった ように 見える 。根底 には、 家老た ちは〝 無能〟 で、と もに語 るにた
りない、 という 気持ち があっ たよう に見え る。… …いや 、実際 に無能 だった のかも し
れない 。重喜 引退後 、藩の 負債は 急増し 、幼く して後 を継い だ蜂須 賀治昭 も、成 人し
た後 に「家 老たち は藩を 疲弊さ せてし まった」 と述 懐した という 。
重 喜は 、守旧 な藩内 勢力に も、ま た海の 向こうの 大阪の 商人に も、自 己の権 力で勝
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てると思 ってい たのか もしれ ない 。その 読みに盲 点があ った。 それは 幕府中 央が実 は
改革を 嫌って いると いうこ と、守 旧な藩 内勢力 が新規 をきら うその 幕府中 央と結 びつ
いて 自分に 刃向か ってく るかも しれな い、と いうこ とを見 落とし ていた 。
幕府中 央は、 改革を 焦って 〝専制 化〟し た重喜の 弱点を 的確に 突い た。
重喜 はおそ らく、 即時に すべて を諦め たように 見える 。自分 の口か らは何 の弁 解も
する ことな く、三 十一歳 という 働き盛 りに卒 然表舞 台を去 り、三 十年以 上の長 い後半
生を、非 政治的 人間と して過 ごした のであ る。

最後 に、重 喜の朋 友で 有能な 部下で もある怪 人物斉 藤十郎 兵衛（ 写楽） につい て一
言 触れて おこう 。写楽 は、現 在でも 、実在 さえ定か でない 謎の浮 世絵師 として 広く知
られている。しかしもちろん 、この小説に出てくる写楽は全くのフィクションである 。
現実の 写楽 の生没 年は一 七六一 年～一 八二〇年 と推定 されて おり、 重喜が 活躍し た時
代に は、せ いぜい まだ 生まれ たばか りの赤 ん坊であ る。
よく知 られて いるよ うに、 写楽の 浮世絵 は、一 七九四 年（寛 政六年 ）五月 突然現

れ、十ヶ 月後に 突然消 えてし まう。 そして 、一八四 四年の 「増 補浮世 絵類考 」とい う
文献に 「写楽 …俗称 斉藤十 郎兵衛 …八丁 堀に住す …阿州 侯の能 役者な り」 と書か れて
いる のが唯 一で、 その実 像はま ったく 不明であ った。 最近ま で、そ の素晴 らしい 出来
ば えから 、著名 な浮世 絵師の 変名の 作では ないかと いう説 が有力 で、歌 川豊国 、葛飾
北斎、 喜多川 歌麿、 谷文晁 、円山 応挙な ど、何で もあり という くらい 同時代 のグレ ー
トネー ムが挙 げら れてい た。
ところが一九五六年になって「蜂須賀家無足以下分限帳」に「江戸住斉藤十郎兵衛」
と書かれ ている のが見 つかっ たのを 皮切 りに、斉 藤十郎 兵衛と いう人 物が阿 波藩お 抱
え能役 者で江 戸八丁 堀に住 んでい たとい う資料 がいろ いろと 発見さ れ、つ いに一 九九
七年 「徳島 ・写楽 の会」 が埼玉 県の法 光寺で 斉藤十 郎兵衛 の過去 帳を発 見し、 生没年
や住所が 確認さ れた。 さらに 、二〇 〇八年 にはギ リシャ 国立コ ルフ・ アジア 美術館 で
写楽の 肉筆画 と鑑定 される 扇面画 がみつ かり、 その筆 使いが 同時代 の著名 画家、 浮世
絵師の誰にも似ていないことが確かめられ、写楽の有名画家変名説はほぼ否定された。
結 局、 阿波藩 の能役 者斉藤 十郎兵 衛の実 在は確か められ 、他方 で写楽 という 極めて
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強い個性 をもっ た浮世 絵師が 存在 したこ ともほぼ 確実に なった のだが 、この 十郎兵 衛
がイコ ール「 写楽」 だと直 接書い てある のは、 現在で も「増 補浮世 絵類考 」以外 ない
ので ある。 つまり 、最後 の最後 が意地 悪くミ ッシン グリン クにな って謎 が残る 。
現在で も、例 えば写 楽の浮 世絵に 能楽師 でなけれ ば表現 できな いよ うな要 素がな い
か、と か、な ぜ十か 月とい う短い 期間だ け現れ てあと は全く 消息が ないの か、消 えた
後ど こで何 をして いたの か、と か、身 許を示 す資料 がわざ と隠し たと思 えるほ ど何も
無いのは 何故か 、とか 、考え 始める ときり がない。
それら の議 論につ いては 、既に 多くの 本がでて おり、 インタ ーネッ トでも いろい ろ
見る ことが できる ので、 興味の ある方 は調べて みて頂 きたい 。

蜂須賀 重喜も 斉藤十 郎兵衛 写楽も 、実証 的研究 が進み その実 像が明 らかに なって き
たが、 明ら かにな ればな るほど 、また 謎が深ま るとい う〝魅 力〟あ る歴史 的存在 であ

（２０ １２ 年／２ ０１５年 ８月小 訂）

る。 小説「 写楽太 平記 」とこ の解説 が、そ の歴史と 謎の世 界への 手引き となれ ば幸い
である。
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