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探見とは「ひたすら歩いて、見て

聞いて、触れて、知ること。そして

そのことを楽しむこと」である

編集人 酒井憲一 発行人 森治郎

高橋三雄さん。今年喜寿を迎えるサックス奏者である。婦人下着メーカーに勤めていたが、58歳の

とき、会社の「早期退職制度」に応じてサラリーマン人生をサラリと捨てた。やりたいことがあった。

中学校3年のときに楽器を手にして以来、在職中もこっそり続けたジャズ演奏に打ち込むことだった。

割増退職金で音楽スタジオ付きの自宅を新築、みっちり練習できる環境を整えた。そこでサックス教

室も開いた。東京、神奈川を中心に、公演は毎月10回を超える。60代から大きな花を咲かせた高橋

さんに、「開花」への道を書いていただいた。もちろん高橋さんも『探見』読者である。（編集部）

喜寿でも「これから」サックス人生
高橋 三雄 35年の「冬の時代」会社勤めを乗り越えて

私が中学3年で楽器を始めて今年で62年目になる。こ

の62年間を振り返ると大体3つに分けることができる。最

初の第1期は中学3年から大学卒業までの8年間。「学習

期」に当たる。その次が就職して会社を辞めるまでの35

年間。期間は長いが音楽的には冬の時代である。そしてリ

タイア後から今までの19年間、これはまさに私の音楽人生

の中では最後の開花期と言えよう。この波乱の多かった「サ

ックス人生」を追ってみたいと思う。

第1期 学習期：中学から大学まで（1956 年～1964

年）

私が楽器に初めて触れたのは当時横須賀にあった中高一貫校の中学3年、学校にブラスバンド創設

が決まり第１期生として応募した。コーチは軍楽隊出のこわいコーチであった。最初に手にしたのは

クラリネットであり、この楽器が専門の鬼コーチに徹底的に絞られたものである。

大学に入り事情は一変した。音楽の幅も飛躍的に広がりクラシック、ブラスバンド、ビッグバンド、

コンボバンド(少人数バンド）など様々な音楽に手を染めた。サックスに触れたのもこの時期である。

短

見

長

見

杖だった詩とエッセイの女師匠

高齢社会は、訃報は遅れて喪中はがきでくる。だか

ら、元日は祝い心と悔やみ心が錯綜する。この年の始

めは、詩とエッセイの女師匠の訃報がそうだった。

産経学園「詩とエッセイ教室」に通った。その講師

だった。真っ赤に添削が入ったノートを出して開い

た。まず「ブルブルと手がふるえた」の「ブルブル」

が赤線で消され、「滔々と流れるガンジス川」は「ガ

ンジス川は滔々と流れるに決まっている」と、「滔々

と」が消されていた。

「言葉は激しくぶつけるように書いてもダメ」「人の

感じないことを書く」と手厳しい。そして最もいわれ

たことは、「説明でなくイメージを」だった。

今後もこのコラムを書くたびに、その血に染まった

ノートが、面影とともに眼前に現れて、「あら、また、

ピンとこないわよ」と叱咤されよう。（さ）
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アルバイト仕事を頼まれた先でサックスを与え

られ初めて吹いたのである。サックスはクラリ

ネットと同じ木管楽器系で比較的簡単に転向が

可能だが楽器に初めて触れてすぐプロの楽団で

演奏したのだから我ながら厚かましいものであ

る。練習も良くしたが実戦も度々経験し、私の

音楽の基礎を作ることができた。ジャズで不可

欠のアドリブを覚えたのもこの時期である。誰

も教えてはくれなかったが日々のバンド活動の

中で自然に身に付いたのである。今から思うと

この時期が人生の中で最も毎日が楽しく充実の

日々だったと言える。

第 2期 冬の時代：就職後リタイアまで（1964年～1999年）

就職したのは婦人下着メーカーだった。表面は華やかだが内情は極めて厳しい環境である。音楽面

とは無縁であったので一人秘かに隠れて楽器の練習を行っていた。ここでは週休は日曜日のみであり、

その日が唯一の練習日だ。友人とビッグバンドを結成し、2つのビッグバンドと1つのコンボバンド

を休日に続けた。従って家族サービスはゼロ。この時期には2人の娘の運動会を観に行った事は一度

もない。悪い父親である。

しかしその中で特筆すべきチャンスがあった。1967年から約2年大阪に転勤になり、その時知り合

った“ニューオリンズラスカルズ”の一員として活動、それが評価されてニューオリンズ名誉市民章
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を受けたのである。1973年、30歳を少し出たころの

ことだった。名誉市民の栄誉もさることながらこの

時、全米各地を演奏旅行し、本場ミュージシャンと

共演したことがジャズへの自信を深めるきっかけと

なった。米国行きについては、当時大流行していたナ

イロンストッキングの市場調査に行きたい、ナイロン

ストッキングの本場を見たい、と言って休みを取った。

自費での「調査」だったが、会社はともかく、私に

は大きなプラスとなった。それを機に益々ジャズへの

情熱は高まっていったのである。苦節数十年、マー

ケティング部長をしていたが、会社での先も見え始

めた頃「早期退職制度」が提案された。早期退職制

度とは退職金の上積みをして早期退職の促進を図る

制度である。「渡りに舟」とばかりに迷わず応募し

た。これによりプラスαがついた退職金を手に晴れ

て自由の身となり、思う存分ジャズに打ち込める日

が到来したのである。

第 3期 開花期：リタイア後現在まで（1999年～2018 年）

リタイアしてまず最初に試みたことは練習場所の確保であった。幸い近所に公共のコミュニティセ

ンターが数か所あり、日々場所を変えて音楽室を確保した。年金生活で小遣いも乏しいので弁当持参

で練習した。そして思い切って自宅の新築を決心したのである。2002年待望の音楽スタジオ付の自宅

が完成した。これでコミュニティセンターのお世話にならずに好きな時に好きなだけ練習ができる。

嬉しかった。ただ年金だけでは心もとないので新築の家の有効活用のために自宅でサックス教室を開

くことを思い立った。次第に生徒も増え、春秋には発表会を開催するまでになった。今ではサックス

を吹かない日はない。

最近では自分が演奏する楽しさとは別に生徒の成長も大きな生き甲斐の1つである。しかし音楽内

容は変わってきた。ビッグバンドは余りに時間的制約があるため思い切って退団し、個人で活動する

コンボ中心に切り替えた。今までビッグバンドと共に歩んできただけに友人も多く、これから離れる

のは一大決心だったが結果的には良かったと思っている。自分のコンボバンドを通じて新しい音楽仲

間も増え、演奏の場も様変わりした。この時代の最大の成果は2015年私のリーダーアルバムＣＤ発

売である。私としてはこれまでに培った人脈を基に持てる技術を100％発揮して完成した“入魂の1

枚”なのである。

ところで“サックス、我が人生”は私の「回顧録」ではない。現在進行中の「悪戦苦闘記」なのだ。

まだまだ少しでも前に進もうとする意欲は衰えていない。私のジャズに対する基本姿勢は“Sing and

Swing”である。Singといっても声を出して歌うことではない。曲を理解しハートで謡う（うたう）こ

とにある。いくら楽器が上手くても内容のないジャズは意味がないと思う。更にデュークエリントン

の言を借りれば「スイングしなけりゃ意味がない」。まさにその通りでジャズの命はスイング感であ

る。幸い年々ライブの数も増えてきたがこれからはライブの数だけではなく質を向上し、Sing and

Swingを更に極めたいと思う。
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【大江戸まち探見】浅草は「九福神」 だからご利益確実
無事に年が明けました。今年もよろしくお願いいたします。迎えた 2018年はどのような年になる

のかまだ予想がつきません。人は誰でも、新たな年がよい年であったらと願うものです。そこで1月

6日（土）、新春恒例となった七福神巡りをして、よい年であるように願いました。

（ツアーアシスタント 関根康太＝早稲田大学社会科学部3年）

昨年は谷中、一昨年は深川を巡りましたが、今年は浅草名所（などころ）七福神を巡ります。ここで

七福神についておさらいしておきましょう。七福神は江戸時代に寛永寺の開祖天海僧正が、長寿・裕

福・清廉・威光・人望・愛敬・大量（度量が大きいこと）を七福と定め、神様も定められました。と

いうことで、江戸中期ごろから七福神巡りが庶民の間で流行しました。

数ある江戸七福神の中でも浅草の七福神は、一番の賑わいを見せていたそうです。浅草寺をはじめ

各寺社が戦災に遭ったため一時中断されていましたが、1977年に復活しました。面白いことに浅草の

七福神は、9つの寺社があって、福禄寿と寿老人（神）が2人いらっしゃいます。だから「九福神」

ということになります。「九は数の極み」とされており、ご利益の大きさを示しているそうです。

午前11時に台東区立浅草文化観光センターに集合です。こちらの建物は、2012年に新装された 8

階建ての複合施設です。設計は新国立競技場を設計した隈研吾さんであり、日本家屋を縦に積み上げ

たデザインとなっております。雷門の前にあるため、多くの観光客が訪れます。屋上は展望デッキに
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なっており、吾妻橋や東京スカイツリーなどが一望できます。

さて一行は外に繰り出し、浅草寺に向かいます。浅草寺の仲見世通りは大変な賑わいです。三が日

を過ぎたとはいえ、まだ松の内です。歩き

進めるのも大変なほどの賑わいでした。何

とか浅草寺の境内の影向堂（えいこうどう）

たどり着きました。こちらには、大黒天が

まつられています。最初のお参りをして、

七福神めぐりが始まりました。

浅草寺の境内のすぐ隣には、浅草神社が

あります（昔は一緒でしたが、明治の神仏

分離で別になりました）。こちらには恵比

寿様が祭られています。皆さんご存知の方

も多いかもしれませんが、七福神の中で日

本の神様は、この恵比寿様だけです。長蛇

の列です。列に並びましたが、なかなか前

に進みません。「この後7か所回らなけれ

ばいけないのに、どうなるのか」と思っていたら、どなたかが「便利」なものを見つけました。社殿

の前の大きな賽銭箱のとなりに、小さな賽銭箱が置かれ、「急がれる方はこちらでお参りください」

という掲示があったのです。「ご利益が薄い」ということからか、あまり混んでいません。私たちは

迷うことなく、そちらに移動しました。おかげで森先生の予定スケジュール通りの時間で参拝でき、

お昼の時間となりました。

お昼は神谷バーの3階にある「割烹神谷」でいただきます。神谷バーと言えば、浅草 1丁目 1番地

に店を構える日本最古のバーです。私はまだ入ったことはありませんが…。

お昼休憩を取った後は、隅田川沿いに歩いていきます。下町の新名所東京スカイツリーが足元から

見えるスポットがいくつかあります。その中でも言問橋交差点からの景色は格別です。雲一つない青

空に映える東京スカイツリーをバックに記念撮影をしました。

一行は待乳山聖天（まつちやましょうでん）にやってきました。こちらには毘沙門天が祀られています。

参拝する方が、大根をもって参拝していることに気がつきました。大根を持ってお賽銭をあげて拝ん

でいる姿は不思議な光景でしたが、これにはきちんと理由があります。この神社の紋章には、二股大

根が描かれています。この大根には無病息災・夫婦和合・子孫繁栄の意味があるそうです。そのため

ご利益を願う人が大根を持って参拝するそうです。参道にはきちんとお供え用の大根がありました。1

本 400円です。お供え用は少し値が張るな…と思いながら、次へと向かいます。

次に訪れたのは、今戸神社です。こちらは福禄寿が祀られています。この神社は招き猫発祥の地と

いわれています。江戸時代末期に界隈に住んでいた老婆が貧しさゆえに愛猫を手放したが、その夢枕

にその猫が現れたと言われています。その猫は「自分の姿を人形にしたら福徳を授かる」と言ったそ

うです。そこで猫の人形を売り出したところ、たちまち評判になったそうです。このようないわれか

ら、境内には招き猫が祀られています。こちらの神社の禰宜さんは女性です。「どちらの団体さんで

すか」と声をかけられたのを縁に、一緒に記念撮影を行いました。ポーズはもちろん、右手を上げて
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招き猫のポーズです。やっぱり一番上手だったのは禰宜さんでした。

さて隅田川沿いに15分ほど歩くと、橋場不動尊があります。こちらは布袋尊がいらっしゃいます。

そこから少し歩いて白髭橋を過ぎると、荒川区に入り、石浜神社が見えます。こちらには寿老人がい

らっしゃいます。

布袋尊、寿老人にはご挨拶程度にして、先を急ぎます。一行はタクシーに乗り込み、吉原へ。あの

「吉原」です。江戸時代の遊郭のたたずまいはもちろん、昼間なので「ソープランド街」のけばけば

しさは感じられません。かつて吉原には5つの稲荷社があったのですが、明治時代に統合され、吉原

神社となったそうです。こちらの神社には弁財天が祀られています。吉原を守ってきた吉原神社です

が、大正期に悲劇が襲います。関東大震災です。関東大震災時には、遊女の脱走を防ぐために、門は

閉められていました。そのため遊女たちは、池に飛び込みました。しかし、次から次へと飛び込んだ

ために、大勢が焼死や溺死してしまったそうです。なくなった遊女を弔うために、その池の近くに吉

原神社の別院には供養塔が建てられています。

一行は近くにある鷲（おおとり）神社に向かいます。ここはいわずと知れた酉の市で有名な神社です。

こちらにも浅草七福神のうち寿老人が祀られています。多くの方が参拝に訪れていましたが、ある方

が「酉の市の時のほうが何倍もの人がいるよ」と教えてくれました。まだ酉の市の時には訪れたこと

がないので、今度は11月に来てみたいと思います。

さて、再びタクシーで最後の目的地である矢先稲荷神社にやってきました。3代将軍家光が京都の

三十三間堂を模してつくらせた矢場の先に位置したことから、その名がつきました。こちらには福禄

寿が祀られています。ここで浅草名所七福神制覇となりました。

近くにある合羽橋道具街を通って、地下鉄銀座線田原町駅に着きました。この日はこちらで解散で

す。有志は通りがかったアパホテル内の喫茶店で疲れを癒しました。七福神のご利益で、今年もいい

ことがあるといいですね。

【大江戸まち探見】聴いて、見て、知った大相撲
1 月の大江戸まち探見は、2回行われました。2回目は26日（金）、テーマは、「大相撲 聴いて見

て知る」です。聴くのは森先生の「富岡八幡宮から両国国技館への道」のレクチャー、見るのは同宮

と回向院に残る相撲史跡と両国国技館内の相撲博物館で展示中の「明治の大相撲」、そしてメインは

1月場所13日目の取組でした。最近大相撲関連のニュースが世間をにぎわせていますが、このような

機会だからこそ、もう一度「大相撲」を見つめなおしてみるのもいいかもしれません。（関根康太）

さて、今回の集合場所は、午前 10時半に門前仲町にある富岡八幡宮の大鳥居の下です。こちらも

昨年末世間を騒がせる出来事がありましたが、皆さんご存知だと思いますので詳述は控えます。なぜ

両国集合ではないのかと思ってしまいますが、この富岡八幡宮も大いに大相撲と関連があるのです。

富岡八幡宮禰宜の松木伸也さんの案内で、まず「日本一」といわれる大神輿を見学させていただき

ました。もともとは紀伊國屋文左衛門の寄進で、現在のものは2代目。運送事業で財をなした佐川清

さんが 1991年に寄贈したものです。重量は 4.5トンというから驚きです。さらにダイヤモンドやル

ビーなどの宝石が、鳳凰の目などに埋め込まれているなど、豪華絢爛な神輿となっています。こちら
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の神輿はあまりにも大きすぎて、運び入れる

とき一度しか担がれたことがないそうです。

しかし、未だに富岡八幡宮が大相撲と関連

している鍵は見つかりません。一行は境内の

婚儀殿に移動して、森先生から大相撲の歴史

について学びます。森先生は昭和 20年代の

初め、贔屓の代議士宅に挨拶にきた初代羽黒

山に頭をなぜてもらった記憶を最初に、東富

士、千代の山、吉葉山、栃錦、初代若乃花の

時代から新聞、雑誌、ラジオ、テレビそして

時折の本場所通いで、大相撲を熱心に見続け

てきたそうです。

大相撲とは、日本相撲協会主催の相撲興行

と、力士ががっぷり四つに組んだ熱戦という

2つの意味がありますが、この日のテーマは

主として前者の方。その大相撲の始まりは、

寺社の建設や修理費用を得るための幕府公

認の勧進相撲。先生によると、「その初回が

貞享元年（1684 年）にこの富岡八幡宮で行

われたのです。そんなゆかりから、この神社

には横綱力士碑をはじめ、たくさんの相撲遺

跡があります」とのこと。それで富岡八幡宮

集合の意味が分かりました。

勧進相撲は約100年の間、富岡八幡宮だけ

でなく、江戸市中の有名神社でも行われ、谷

風、小野川、そして雷電などの強豪力士が現

れ、相撲人気が高まりました。天保年間（1830

～1844）に両国の回向院が定場所になりまし

た。回向院やその周囲は浅草寺と並ぶ江戸の

賑わいの場であり、見世物や出開帳（他の寺

社の秘仏を公開すること）が盛んに行われて

いました。勧進相撲はいわばその「目玉興行」になったのです。「勧進」とはいいながら、このころ

にはもう「興行」の側面が強くなっていました。

時代は明治になっても人気は衰えず、1909年（明治44年）には回向院境内に立派な初代国技館が

完成しました。実は相撲が「国技」とされたのは、このときからです。最初は「相撲常設館」だった

のですが、開館式のパンフレットに「相撲は日本の国技なり」とあったことをヒントに、協会内の知
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恵者が「国技館」と呼んだらどうかと提案し、採り入れられたそうです。

この国技館は何度か焼失しており、その度に再建されました。1945年 3月の空襲でも被災しました

が、骨格は残りました。このような状況下でも6月に本場所は行われたそうです。終戦まもない1945

年 11月にも本場所が開催されました。

しかし、この国技館はGHQにより接収され「メモリアルホール」になったため、都内の様々な場所

で行われました。そのような状況下でも相撲協会は蔵前に国技館を建設する準備を行っておりました。

1952年 4月に両国の国技館の接収が解除されましたが、蔵前の国技館が建設中だったため両国国技館

は売却され、後に日大講堂になりました。こちらはスポーツイベン

トの聖地として有名になったそうです。

1954年、蔵前に国技館が完成しました。翌年には天覧試合も行わ

れました。このころから「○○時代」という言い方が登場しました。

皆さんは「栃若時代」「柏鵬時代」「輪湖時代」「千代の富士時代」

と聞いて、どの力士、どの時代だか思い当たりますか？

現在の国技館が完成したのは1985年。開館の1月場所で引退した

のが北の湖、優勝したのが千代の富士。はっきりとした新旧交代で

す。平成に入ると「若貴時代」となり、モンゴル出身横綱の「朝青

龍時代」「白鵬時代」となり、現在に至ります。

ここまで、森先生のお話から、簡単に大相撲の歴史を振り返りま

した。「富岡八幡宮から現在の両国国技館ま 3㌔ほどですが、歴史の上では300年以上の道のりなの

です」というのが、先生の締めくくりです。

さて、もう一度富岡八幡宮を散策します。境内には「横綱力士碑」があります。こちらは歴代横綱

の名が記された碑です。こちらの前で本日最初の記念撮影です。ほかにも「大関力士碑」「釈迦ヶ嶽

身長碑」「巨人力士身長碑」などがあります。「釈迦ケ嶽身長碑」は、7尺 5寸（227 ㌢）だった彼

の身長と同じ高さになっているため、背比べできます。当然のことながら、私は首が痛くなるほど見

上げる格好になりました。

「巨人力士身長碑」には歴代トップ10の力士の名前と身長が刻まれています。1位は 1830年代の生

月鯨太左衛門で7尺 6寸（230㌢）、2位は彼より少し前の大空武左衛門7尺5寸（227㌢）で、3位

が釈迦ヶ嶽雲右衛門。彼の身長はここでは7尺 4寸 8分（226㌢）と刻まれています。

一行は富岡八幡宮の境内にある「深川宿」にて昼食を取ります。名物である深川めしをいただきま

した。普通の深川めしと、汁をかけた「ぶっかけめし」の両方を楽しめました。

さて、タクシーに分乗して両国へ向かいます。初代国技館が置かれた回向院に降り立ちました。回

向院に近接する商業施設の自転車置き場には、旧国技館の土俵の跡が金属輪で残されています。少し

だけ面影をうかがい知ることが出来ます。境内には相撲年寄を供養する巨大な「力塚」があり、玉垣

には関脇時代の双葉山の名も刻まれています。

この日は都心でも氷点下を連日記録するほど、厳しい寒さです。回向院境内の手水の水も凍ってい

ました。両国国技館までの道を少し歩くだけでも身が震えます。そんな中、力士や付き人が浴衣姿で
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国技館へと向かっている姿が見られました。見ているだけでも寒くなるような恰好を平然としている

力士に驚きました。

いよいよ両国国技館に入ります。私は国技館で相撲を観戦するのは初めてであり、どのような雰囲

気なのか楽しみでした。30分ほど相撲博物館の展示を見た後、十枚目の取組途中から入場しました。

館内は思っていたよりも広く、中央に美しくライトアップされた土俵が見えます。さらに「満員御礼」

の幕も下がっていました。テレビで見るのとは大分雰囲気が違います。

幕内土俵入と横綱土俵入では、知っている力士が何人か見えました。観客が力士の土俵入と同時に

四股名を呼ぶ姿は、現地観戦ならではの醍醐味だと感じました。これまで気がつかなかったのですが、

土俵入りの各力士の名前や出身地などを放送する担当者は、土俵のすぐ下から携帯マイクを片手にメ

モなしでやっているのですね。すごいことです。土俵からは力士が体をたたく音やぶつかり合う音が

響いていました。太っているお相撲さんなのに、ガーンという硬い音が3階最上段の席まで届いてき

ました。観客の歓声と拍手も場を盛り上げます。

優勝が懸かっている 12勝 1敗の栃ノ心は、逸ノ城との取組。待ったなしの状況で両者とも体をた

たいて自身を鼓舞します。結果は栃ノ心の白星。優勝に大きく近づきました（翌日平幕としては6年

ぶりの優勝を決めました）。

見ごたえのある取組はいくつもありましたが、時間が過ぎるのは早く、結びの一番です。2敗で追

う横綱鶴竜は、御嶽海が相手です。国技館は大盛り上がりです。結果は鶴竜のあっけない黒星。10連

勝の後に3連敗となり、国技館では座布団が舞いました（本来は禁止されています）。

初の国技館での大相撲観戦は、新鮮な体験でした。白鵬、稀勢の里の途中休場で、本来なら「つま

らない場所」ですが、それを感じさせない熱戦続きで、「また見にいきたい！」と思いました。

…………………………………………………………………………………………………………

「この狛犬がいい」暫定4位までを巡拝

本誌1月号で「狛犬大集合、魔除けパワー全開」で都心部寺社の狛犬54

頭（？）を紹介、「気に入った狛犬」を10頭まで選んでいただきました。

その結果、締め切りの1月 7日までに 39人の方から投票いただき、翌8日

メールでお知らせしたように花

園神社（新宿区、写真右）の向

かって右側の狛犬が 12 票獲得

で1位となりました。2位は 10

票の品川神社（品川区、写真中）

の右側・芝大神宮（港区、写真

左）の左側、4 位は平河天満宮

（千代田区）の右側・愛宕神社

（港区）の右側・穴八幡宮（新

宿区）の左側・四谷須賀神社（新宿区）の右側の狛犬が9票で並びました。

その暫定順位決定を受けて、酒井憲一本誌編集人、森治郎発行人や読者有志が同月14日（日）に4

位までの狛犬を巡拝しました。午前11時に京急線新馬場駅に集合、すぐ前の品川神社からスタート、

食事をはさんで午後3時半までに7神社を巡るという強行軍でしたが、参加者一同は大きさ、表情、

姿態、材質などでバラエティーに富んだ狛犬さんたちに接することができて大満足、自分たちと『探
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見』読者の加護をお願いしました。

花園神社狛犬さん（数え198歳）の話 文政4年（1821年）にここに座って以来、初めてのことで、

とってもうれしいです。自分で言うのもなんですが、顔と体の線には自信があります。青銅製だから

崩れないんです。これからも一生懸命皆さんの加護をしますので、よろしくお願いします。

【編集部から】上記順位は誌面掲載の狛犬は、都内はもちろん都心部でさえごく一部のものなので、あく

までも暫定順位であり、編集部では今後さらに広範な調査と投票によって「正式」順位を決したいと考え

ています。「この狛犬は、なかなかいいよ」という、皆さんからのご推薦をお待ちしています。

…………………………………………………………………………………………………………

東京都水道歴史館（文京区本郷2-7-1 電話 03-5802-9040 入場料：無料。開館時間：9 時30 分～

17 時〈入館16 時 30 分まで〉。休館日：第4 月曜日〈休日の場合は翌日〉、年末年始。JR 御茶ノ

水駅・水道橋駅、地下鉄丸ノ内線御茶ノ水駅・本郷三丁目駅、同千代田線新御茶ノ水駅、同三田線水

道橋駅、同大江戸線本郷三丁目各駅から約8 分）取材・執筆＝淡島律

昨年8月の本誌で「玉川上水歩き」を紹介させてい

ただきましたが、その仕上げにぜひ訪れてみたい場所

があります。東京都水道歴史館です。

8月号の「玉川上水」は四谷大木戸で終わりましたが、

江戸の上水はそこで終わったのではありませんでした。

その先に、江戸市中に水を送った世界に誇る水道網が

ありました。その技術は取水口の羽村から四谷大木戸

までの工事に勝るとも劣らぬレベルの高いものでした。

猪瀬元都知事がそれを自慢しているのをテレビで見た

ことがあります。

水道歴史館は入場無料でおとなから小学生まで楽し

めます。１階は近現代水道ですが、はやる気持ちを抑

えて、まずは2 階へ行きましょう。ガイドをお願いす

ることもできるようですが、無料の音声ガイドを借り

てマイペースで楽しむのもよいでしょう。

2 階では江戸時代の「水道事情」が、実物やジオラ

マ、そして地図・絵、さらに年表などで多彩な方法で

説明されています（右写真）。圧巻は丸の内や八重洲

の地中から発掘された木樋・石樋(木や石で作った水道

管)が展示されていることです。今や都心中の都心のそ

こにも木や石の「水道」が通っていたのです。ここで

はぜひ想像を膨らませて、これを使ったネット(水道管

網)のことを考えてみましょう。四谷大木戸は武蔵野台

地の東端に近い所で、江戸市内で最も高い所にありま

した。そこから水は江戸城に向かい、市中に流れ落ちるように計算されていました。木樋・石樋を繋

ぎあわせて、江戸市中に水を送った様子を考えると、当時の真面目な努力と技術の高さに敬意を表さ

ずにはいられません。

江戸時代初期の1650 年代に玉川上水の建設を請け負った庄右衛門、清右衛門兄弟（後に玉川姓を
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与えられました）のドラマがアニメーションと人形劇で紹介されてい

ますが、大人も楽しめます。

長屋の様子が再現されていて、共同で使った井戸を見ることができ

ます。「井戸端会議」の場所です。見かけは井戸ですが、これは上水

井戸と言って汲み上げた水は「水道水」だったのです。いつのまにか、

私たちは蛇口から出ないと水道水とは思わなくなっているのですが、

これが「水道の水での産湯を浴びた」江戸ッ子の自慢になるわけです。

展示されている地図を見ると、その水道は当時の江戸の町（もちろん

江戸城にも）くまなく張り巡らされていたことが分かります。考えて

みれば、当時の江戸は世界一の上水道都市だったのです。

3階にはライブラリーやレクチャーホールがあります。ライブラリーには、江戸時代から現代まで

の「水」に関する図書や資料がぎっしり。その分野にかけては、大図書館にも負けないのではないで

しょうか。申請書を書き、住所がわかる証明書を出せば、借り出せる本がかなりあります。ここには

江戸上水に関する幕府の公式古記録『上水記』全10 巻も保管されています。私は手も足も出ません

が、分かる人が見たらゾクゾクすることでしょう。本物はもちろん借り出せませんが、全冊の図版と

その解読を収録した図書は借り出せます。また、年に1度の東京文化財ウィーク（10月末から11月

初め）には、『上水記』の絵図が一般公開されます。

そこからエレベーターで1階へ。実物大で再現された村山下貯水池にある取水塔の向こうに「近現

代の水道」が展開します（写真）。明治になって近代水道の幕開けとともに使われるようになった鋳

鉄管の変遷が、実物展示でよくわかるようになっています。「淀橋浄水場」の姿もそこではよみがえ

っています。いうまでもなく、今では超高層ビルが立ち並ぶ新宿副都心になっていますが、その両方

を知る人には感慨深いものがあるでしょう。

江戸と現代の水の道(水道)。知れば知るほど、私たちが受けとる感動は大きくなります。入口で「玉

川上水」というパンフレットをぜひ1枚いただいて帰りましょう。裏面全面を使った玉川上水の地図

は優れもので、上水歩きに必ずや役立つはずです。

…………………………………………………………………………………………………………………

発行後記 広辞苑の第7版が 1月 12日に発売となった。前版以来10年ぶり。「あれはどうなっているだろう

か」。新広辞苑を繰ってみた。見出し語は「コンピューター（コンピュータとも）」とあった。「今回も無事だ

ったか」とホッとした。computerは製品カタログやマニュアルなどで「コンピュータ」と書かれることが多い。

「プリンタ」「モニタ」「メモリ」などもそうである。一般的には、それぞれの語尾に長音を表す「ー」がつけ

られている。なのになぜ長音符号外しなのか。そのことが気になって調べてみた。20年ほど前のことである。

長音符号の省略は、技術系では戦前から行われていることが分かった。初めは「3音以上の場合は省略してよい」

が「省略する」になったようだ。省略は戦後のJIS用語にも引き継がれていた。それが、原音により近い発音で

あり表記と思っている人も多い。そうしたことを受けて「コンピュータ」を優先する辞書もある。

『新英和大辞典』（研究社）の編者である竹林滋さん（東京外国語大学名誉教授）に、聞いてみた。「省略は間

違い」と言下に指摘された。音声分析すると、明らかに長音符号をつけることが望ましい、という。調査の過程

で、当時 5版への改訂準備をしていた広辞苑が、「コンピュータ」への“転向”を検討していることを知ったの

で、編集部に竹林さんの言葉を伝えた。そのこともあってか、1998年発行の5版は「コンピューター」のまま

となった。それが6、7版にも引き継がれた。今回あらためて調べてみると、「ー」を復活させているカタログ

類が増えているようだ。日本語の発音、表記としてもより自然な「コンピューター」健在はうれしい。（も）
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