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桂浜たより第三号
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

＜浦戸の歴史と文化②＞

長宗我部の本拠から海辺の景勝地へ
中城 正堯

小田原攻めに浦戸から水軍出動

豊臣秀吉の軍門に降った長宗我部元親が、大高

坂城から浦戸城に本拠を移したのは 1591（天正 19）

年頃で、小田原攻めや朝鮮出兵をもくろむ秀吉が、

水軍を意識して指示したとされる。それ以来、1600

年に関ヶ原で西軍が敗れて山内一豊が入国、高知

城を築いて 1603 年に居城を移すまで、浦戸は土佐

一国の中心であった。

秀吉は 1590年の小田原攻めに当たり、四人の水

軍大将の一人に元親を起用している。あとは、洲

本城の脇坂安治、志知城の加藤嘉明、鳥羽城の九

鬼嘉隆であるが、元親は二千五百人と最大の水軍

を出動させている。軍記物語『元親記』には、「元

親卿は大黒丸という十八反帆の大船に乗り、池六

右衛門が船大将、船の櫓衆（漕ぎ手）は二百人、

大砲二門、鉄砲二百挺を積んでいた」とある。

大黒丸は安宅船と呼ばれる巨大な兵船で、海戦

に際して風向や潮流に影響されずに運航できるよ

う、二人がかりで漕ぐ大櫓を重視していた。大砲

は敵船だけでなく、海岸の城壁や櫓にも砲撃を加

えて破壊した。大黒丸の確かな史料は見当らない

が、船大将・池六左衛門の名は地検帳に浦戸政所

として記され、実在の人物だ。長宗我部水軍は 2

月中旬に浦戸を出航、鳥羽・今切（浜名湖南岸）

を経て駿河湾の清水港に入る。

ここで他藩の水軍と合流し、3 月上旬には北条

の海の拠点城郭である伊豆半島先端の下田城に襲

いかかった。北条方の水軍を蹴散らすものの城は

堅固で落ちず、秀吉の命で下田城攻略は長宗我部

軍にまかされ、他の水軍は海からの小田原城包囲

に参加する。

元親は調略によって 4 月末には下田城を開城さ

せ、小田原東岸に駆けつけると、山王川河口の海

上封鎖につく。この配置場所は、昨年末に江戸東

京博物館に出品展示された毛利家「小田原陣仕寄

陣取図」で確認できた。7 月に北条は降伏し、秀

吉の全国統一がなる。小田原攻めの海戦では、長

宗我部水軍の活躍が目立った。

年が変わって 1591 年になると、秀吉から朝鮮出

兵に備えての船舶建造や材木提供が求められる。

翌年の文禄の役でも、慶長の役でも、九万八千の

石高に応じ三千人の兵員派遣が割り当てられる。

ここでも長宗我部軍の主要な任務は、水軍として

の海戦と兵糧の輸送であったが、兵員の多くは水

主（船乗り）や漁民から徴用された。

長宗我部の農民的武士は一領具足と称されたが、

水軍を支えたのは「海の一領具足」とも言うべき

海の民たちであった。1598 年の秀吉の死によって

朝鮮から撤兵するが、秀吉の無謀な侵略戦争によっ

て、浦戸の民はじめ、土佐の領民は過重な負担を強

いられた。

観海亭と桂浜 後春亭一広（『惨風苦雨堺聞書』挿絵

高知県高知城博物館所蔵）
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鯨についでサン・フェリーペ号漂着

1591 年の正月には、浦戸湾に鯨が迷い込む。漁

師が仕留めて元親に知らせると、「浦戸の城に移っ

て祝うところに大魚の来たのは吉慶である。関白

殿へ進上しよう」と命じられ、浦戸から大坂へ運

び、城へかつぎ込む。

太閤は大喜びで「鯨を丸ごとの贈り物は前代未

聞なり」と仰せられ、ご褒美を下されたとは、軍

記物語『土佐物語』の伝える所である。

さらに 1596 年 10 月には、浦戸の漁師が「異国

の、山の如き大船が寄せ来たる」のを見付ける。

マニラからメキシコに向かって太平洋に乗り出し

たが台風に襲われて遭難、破損したスペインの商

船サン・フェリーペ号であった。『運命の船 サ

ン・フェリーペ号』（南の風社）や『秀吉の南蛮外

交』（松田毅一 新人物往来社）によると、数日漂

流ののち、四国のある岬の沖で出会った漁師から、

「土佐の国の都の浦戸は良港で水深が深く、領主

は喜んで入港を受け入れ、必要な物資を与えるで

あろう」と告げられ、ワラにもすがる思いで入港

を決め、浦戸湾外に投錨する。

翌日、藩主元親の命で二百隻の小舟が集まり、

巨大な異国船を浦戸湾内へと曳航を始めたが、湾

口で座礁して大破、高価な交易品など積荷は陸揚

げされる。元親は、乗組員・積荷を保護するとと

もに、都に急使を送る。だが、太閤は積荷の没収

と都への運搬を命じ、乗組員たちは種崎に収容さ

れる。そこで、スペイン人航海士や宣教師の代表

が、太閤との交渉に向かうが会見を拒否され、都

にいたフランシスコ会の神父に相談する。

ところが、突如太閤の命で、神父や神学生・信

者 26 名が捕えられ、長崎に送られて処刑される。

名高い長崎 26 聖人殉教事件である。この事件の背

景には、直前に起こった大地震による伏見城の崩

壊と、明使節との朝鮮撤兵交渉の決裂による太閤

のいらだち、さらに都で布教するカトリック会派

間の対立や、漂着船の船員による「バテレンは布

教によって外国征服を目指す」との発言があった

とされる。

晩年になって正常は判断力を失った太閤に起因

する悲劇であった。難破船を懸命に助けようとし

た浦戸の漁民たちの想いは、無にされてしまった

が、後日多くの乗員は無事帰国できた。なお鰹の

たたきは、「漁民が差し入れた鰹を、スペイン人た

ちがレアのステーキ同様に軽くあぶって食べたこ

とが起源」との説が、浦戸湾口に伝わっている。

一領具足の一揆と山内家の乗初式

四国の勇将と称えられた元親は、浦戸港を基地

に広く南蛮貿易の夢を抱いていたようだが、太閤

の命で朝鮮出兵に動員され、夢はかなわぬまま太

閤の死の翌 1599 年に伏見で没する。後を継いだ盛

親は、関ヶ原で西軍について敗れ、領国を召し上

げられる。徳川家康の天下となり、土佐藩主には

山内一豊が就く。

慶長 5（1600）年 11 月、徳川の命で井伊直政の

家臣・鈴木平兵衛が土佐全土を収めるために海路

浦戸に来るが、一領具足たちは浦戸城に籠もって

抵抗する。これが「浦戸一揆」で、二七三人が討

ち取られて鎮圧される。昭和 14 年、この戦跡に「一

領具足供養の碑」と「六体地蔵」が建立され、今

も地元民によって供養されている。一領具足は、

長宗我部軍独自の農民的武士として、軍記物語な

どでその勇猛さが伝えられてきたが、近年制度と

しての存在には疑問が提示されている。

浦戸一揆供養の六体地蔵（永国雅彦撮影）

山内一豊は、1601 年 1 月 2 日に甲浦に上陸し、

陸路浦戸城に入る。8 日には浦戸湾近海を巡視し

たが、後にこの日を記念して吸江前から浦戸港ま

で御座船を囲んでのパレード「乗初（のりぞめ）

式」が恒例となる。

入国後に国内各地を視察した一豊は、大高坂山

を城地に定めて築城を開始、慶長 8 年に天守はじ

め本丸・二の丸が完成して入城、後に高知城と命

名する。これによって浦戸が土佐の本拠だった時

代は終わる。高知城築城に当たり、浦戸城の天守

から櫓・石垣まで、解体して運んで利用される。

だが、本丸周辺の石垣はかなり残されていたこ

とが、平成 3 年からの発掘調査で判明する。浦戸

から高知城下に運ばれたのは城郭資材だけではな

い。水主たちも参勤交代の御座船などの要員とし

て召し抱えられ、城下に「浦戸町」を与えられて
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浦戸漁港 かつては長宗我部水軍の本拠であった

移住した。種崎の水主も同様に「種崎町」を与え

られた。上方との商品流通に貢献し、土佐の商業

発展を支えてきた播磨屋・櫃屋など浦戸の商人も、

また魚介類を供給してきた漁民も、さらに長宗我

部が都から招聘した寺院も、芸能の師匠たちも新

城下に移転した。朝鮮から捕虜として浦戸に連れ

てこられた秋月城主・朴好仁一族は、「唐人町」を

与えられて豆腐製造に従事する。こうして、新し

い高知城下の繁栄には、浦戸城下の長宗我部遺産

が大いに寄与した。

「土佐 海上松魚釣」歌川広重（高知県立高知城博物館所蔵）

観海亭や桂浜に江戸の文人も感嘆

浦戸村は名城も武家屋敷も消え去り、元の静か

な海村にもどった。漁師たちは、土佐沖・浦戸湾

双方の魚を獲っては、高知の城下に運んで喜ばれ

た。江戸時代の土佐沖の鰹釣りの様子は、歌川広

重が見事な浮世絵に描いている。撒き餌のいわし

を入れた生け簀から、一本釣りをする漁師の姿ま

で､リアルだ。

平穏な時代になるとともに、浦戸港口の御殿は

山内家の別邸「観海亭」となり、浦戸湾や桂浜と

いった景勝地を巡り、名月を楽しむために藩主や

家臣・賓客が訪れることとなった。

1703（元禄 16）年に藩主・山内豊房に招かれて

土佐に来た江戸の文人が記した「斎藤唱水日記」

（『土佐國群書類従 巻第百』高知県立図書館所蔵）

から浦戸紀行の項を見てみよう。

6 月 23 日に家老たちと堀詰から乗船、舟歌に送

られてこぎ出す。吸江の絶景を楽しみつつ、浦戸

へと向かう。玉島、狭島を経て、三保に似た種崎

の松原を向いに見ながら浦戸に着く。案内された

御殿の門は「元親、伏見にて太閤秀吉公を招請の

ときの門」で、「結構いうばかりなし。座敷の丁寧、

材木の躰（様子）、言葉にも述べられず。上段の間

（の襖絵）は四季の耕作･･･、庭は砂、芝山に蘇鉄

の一色。

さて亭に上り見れば、観海亭と額をかけられ、

遙かに見渡せば･･･ただ雲と浪と一つに見ゆるの

み。･･･楼（やぐら）下はすぐ潮（うしお）なれば、

魚のゆきかえるさま、目の当たりに見ゆ。ひめも

す（終日）興にあかす。夕方浦戸の浜（桂浜）へ

御出。ここは石のいろいろありて、拾い集めるも

おもしろし。色の浜と名付けべきよし、仰せあり」

と、いたく感嘆している。

唱水は、浦戸湾の景観がよほど気に入ったよう

で、宇津野山からの眺望を「東海道五畿内あらま

し見し中に、夢にもかかる所を見ず･･･感涙のみも

よおす」と述べ、浦戸を再訪、歌を詠んでいる。

しかし、浦戸の観海亭や桂浜の景観を楽しむのは

上級武士や文人くらいで、戸数 150 戸ばかりの静

かな漁業と海運の村であった。次回は、幕末明治

の動乱と近代化のうねりによる浦戸の変貌を紹介

したい。
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龍馬像、雑感
本山 和道

今年は坂本龍馬没後 150 年、来年は龍馬像建立

90 年になります。この機会に龍馬像についてのさ

まざまなことをたどってみようと思います。

はじめに（桂浜の思い出）

私は桂浜に立つ龍馬像を作った本山白雲の孫で

す。祖父は戦国時代に長宗我部氏との浦戸、長浜、

桂浜の戦いに敗れた本山の末裔です。

歴史は流れて今から 60 年前、私は中学生の夏休

み米澤家（善脩、従兄は土佐高 31回生）で過ごし

ました。桂浜のどこまでも青い空と海に遊び、松

風に浮かぶ満月と歌った多感な少年時代を今でも

忘れることが有りません。

また、７年前に孫と一緒に桂浜水族館で自然の

摂理に生かされ、自然と共生することの大切さを

学びました。親切にして下さった「アシカのお姉

さん」お元気ですか。その節は大変お世話になり

ました。

龍馬像はどうして作られたのでしょうか

司馬遼太郎さんが「桂浜の銅像はよく出来てい

る。小さな岬の上に建てられ、大空間に配慮があ

る。作った人はさておいて、あの土地を選定した

人は偉い。高知県人のセンスを感じる」と述べて

おられます。

銅像の裏に廻りますと、製作に携わった方々の

名前が刻まれています。先頭に「贈」昭和参年三

月建設者「高知縣青年」とあります。この銅像を

皆さんに贈ったのです。「青年」とだけ刻んだ青年

達の志に清々しさを感じます。

像の建設は 1926 年（昭和元年）当時学生であっ

た入交好保さん（1903-1993・高知県生、社会運動

家、実業家、社団法人「考える村」創設者）をは

じめとする発起人と青年団の方々が費用一切を自

弁で東奔西走され、浄財を集めて祖父に製作依頼

されたのです。入交さんにお会いした時、背筋を

伸ばされ鋭さの中に優しさを湛えた眼差しで「龍

馬さんには人生に大きな影響を受け、心より尊敬

しております」と静かに話しておられました。

1928 年（昭和 3 年）5 月 28 日、除幕式には 1 万

余の方々が列席される中入交さんは「社会は習慣

になれて行きづまる。それを打破して改造するの

が青年の任務である。日本改造の為に一命を落と

した龍馬は永遠に生きた」と述べておられます。

その言葉を受けて祖父は「像の大きさは東洋に

その例を見ず。但し像の大きさを誇らずこの壮業

を企て成し遂げた土佐青年の意気を尚しと為す」

と述べています。

龍馬像はどのように作られたのでしょう

祖父の門下生で土佐の著名な漫画家となられた

横山隆一さん（1909-2001 年）が日本経済新聞「私

の履歴書」に「先生の代表的な作品は土佐に残っ

ている龍馬像で目を細めて太平洋をじっと見つめ

ている。この像は龍馬さんそのままだと言われて

います。先生のお母さんの曽恵さんが娘の頃龍馬

さんと将棋を指したようで製作中はずっと側で見

ていたそうです」と述べておられます。因みに龍

馬像は約 5ｍ30、台座を入れると約 13ｍ50 になり

ます。製作に２年強の歳月を要しています。

まず小さな原型から 50～60センチの石膏像を

作ります。それを四つに輪切りにして切り口を図

面で拡大して木製の骨組みを作ります。そのあと

建築と同じやり方で四分割のモルタル塗りの像を

作るのです。それを重ねてから原型に基づいてヘ

ラや彫刻刀を入れて像を仕上げます。完成した像

はまた輪切りの状態に戻して鋳物にするのです。

そして輪切りの鋳物を溶接して像として完成です。

祖父は指物師、左官屋、鋳物師等何でもやります

が、実際は専門家による分業です。
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横山隆一さんのお話に戻しますと「ある日先生

にアトリエにすぐ来るようにとのことで行きます

と板垣退助像のわらじを作ってくれとのこと。漆

喰で大体の足は出来ていましたが、自分の足にわ

らじを履かせてもらいそれを見ながら彫刻刀で彫

りました。銅像製作がどんなものか知らなかった

ので弟子入りして実際の作業を見て、これは大変

なことだと思いました」と述べておられます。

祖父白雲について

白雲（本名、辰吉。写真）は 1871年（明治 4 年）

宿毛に生まれ 1952 年（昭和 27 年）に 82歳で亡く

なりました。

子供の頃から絵や人形を作るのが好きで彫刻の

勉強がしたかったようですが勉学する余裕もなく

代用教員をして生活を助けました。17歳の時「ど

うしても彫刻の勉強をしたい」と母に相談、「自分

の長所はどこまでも伸ばしなさい」と後押しされ

行李一つで宿毛から歩いて上京しました。

彫刻家高村光雲さん(1852-1934。詩人、彫刻家

光太郎氏の父)を頼り、住込みの弟子になりました。

東京美術学校では主に西洋彫刻と鋳造技術を学び、

光雲さんの上野公園・西郷隆盛像、皇居前・楠木

正成像の製作助手を務め、光雲さんより「雲」の

一字をいただき「白雲」と号するようになりまし

た。

その後、彫塑家として認められ全国に三百余り

の銅像を作りましたが、その殆どが第二次世界大

戦の金属供出令により武器と化しました。空襲が

続く戦争末期の 1944 年（昭和 19 年）暮れ、供出

された銅像の石膏像をひとつずつ素手で叩き割り

土に埋めていきました。延々かつ毅然とした様子

でしたがさぞかし無念であっただろうと思います。

現存する銅像は桂浜の龍馬像、室戸岬の中岡慎

太郎像、高知城の山内一豊像（白雲の原型像より

復元）、板垣退助像（白雲の原型像より復元）、国

会議事堂の伊藤博文像、猪苗代湖の電気事業に貢

献したオランダの技師ファンドールン像など 20

余しか有りません。

終わりに(龍馬さん永遠に）

龍馬像は桂浜の坂道を登り切ったところにあり

ます。「これは龍馬さんじゃ」老いも若きもそうつ

ぶやきます。そこに龍馬さんを見たのです。そし

て龍馬さんと語らうのです。どんな苦難にも明る

く、前向きに取り組んだ龍馬さんを尊敬し、憧れ

る多くの人がいるのです。龍馬像がこれほど慕わ

れるのは龍馬さんの志が「土佐の青年」達はじめ

銅像設立時携わられた多くの方々、浄財を投じて

頂いた多くの方々に引き継がれて本山白雲渾身の

一作「龍馬さんイコール龍馬像」の誕生となった

のでしょう。

その後、幾度かの修復修理に携わられた多くの

方々もおられます。龍馬さんの志がこれからも繋

がっていくのでしょう。

「龍馬さん、これから沢山の龍馬さんが出ます

ように。そして日本の国が正しい方向に進めます

ように」永久に立ち続け、導いてください。
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坂本龍馬像側の建設由来記

脊椎動物「進化」のお話
２ 顎の進化（１）

地球上の生きもののなかでは脊椎動物（魚類、

両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類）が最も繁栄して

いると言えます。このなかで最下等と言われるの

が、魚類のなかでも顎（あご）を持たない無顎類

です。この無顎類の仲間は、現在ほとんどが絶滅

し、ヤツメウナギとヌタウナギだけが生き残って

います。顎を持たないため頭部の先端の下方に吸

盤のような口があり、爪と同じ物質でできた角質

歯を持ち、死んだ魚や弱った魚に吸い付くことで

栄養を摂取しています。これら以外の脊椎動物は

全て上下の顎を持っています。顎の発達は食物と

する獲物を捕まえるのに有利で、硬いものを砕い

て食べることも可能となり、栄養の摂取効率が著

しく高まりました。特にヒトでは咀嚼（そしゃ

く）つまりモグモグと噛むことで脳内の血流量が

増加します。そうした脳の活性化は唾液の分泌や

消化酵素の働きを高めるので、胃、腸の負担が軽

減し、栄養分の吸収効率を良くします。

次回は哺乳類と他の脊椎動物の顎の発生の違い

についてお話しします。

戸田善久（土佐高３１回生）
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日本でいま最も人気のある高知市出身西原理恵子の色紙（桂浜水族館に寄贈展示）

西原 理恵子（さいばら りえこ ）は、日本の漫画

家。高知県高知市出身。通称「サイバラ」、「りえ

ぞお」

1988 年『ちくろ幼稚園』でデビュー。ギャンブル

や、旅行体験レポートなど、実体験に基づいた大

人向けギャグ漫画作品が多い。

代表作は『ぼくんち』、『毎日かあさん』など多数。

一般財団法人高須克弥記念財団理事長。

受賞歴

第 43 回文藝春秋漫画賞（1997 年）

第 8 回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞

（2005 年）

第 9 回手塚治虫文化賞短編賞（2005 年）

第 40 回日本漫画家協会参議院議長賞（2011 年）

第 6 回ベストマザー賞（文芸部門）（2013 年）

Wikipedia より抜粋
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著書紹介

龍馬・元親に土佐人の原点をみる

中城正堯著

販売元:(株)高知新聞総合印刷

〒780-0870

高知市本町 3 丁目 1-1

TEL：(088)856-6573

会員募集中
「桂浜を守り育てる会」の会員募集を行っています。

希望者は下記事務局にお問い合わせください。

住所 〒781-0262 高知市浦戸 778 桂浜水族館内

「桂浜を守り育てる会」事務局 担当 永国雅彦

TEL 088-841-2437 FAX 088-841-2451

MAIL ma.nagakuni@nifty.com

編集後記
桂浜公園の坂本龍馬像は彫刻家本山白雲の傑作で

ある。今回は本山白雲のお孫さんの本山和道さん

に巨匠白雲師について語って頂いた。和道さんに

は従兄の米澤善脩さん（土佐高３１回生）から紹

介してもらった。西原理恵子さんはいとこさんの

高田谷洋さんに紹介頂いた。西原さんの原画（色

紙）は桂浜水族館に展示している。次号で中城正

堯著「龍馬・元親に土佐人の原点をみる」につい

て論じたい。（たなのまさし記）

桂浜たより第三号
2017 年 6 月発行（年 2 回 6 月・12 月発行）

発行 桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）

〒781-0262 高知市浦戸７７８桂浜公園

公益社団法人 桂浜水族館内

電話 088（841）2437 FAX 088（841）2451

題字背景画 楠瀬日奈

編集・印刷 （株）Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

桂浜を守り育てる会 会計報告（平成２８年度：２８年４月～２９年３月末日）

     収入の部            支出の部

会費（個人）  454,000   活動費  

会費（法人）    20,000  桂浜たより(創刊号,印刷費) 92,880 (500 部)
利子           4   桂浜たより(第２号,印刷費)   105,840 (700 部)

                ガーナ支援会(水族館入館料) 40,000
              浦戸城址運動(旗ポール他)   7,640
                               郵送料             34,824

                事務費

                アルバイト（代書）    25,000
                手数料（振込）      10,244
                   (印字他)      1,318
                その他（著作権使用料他）  9,004
計      474,004               326,750
前期繰越金  267,088   次期繰越金       414,342
合計     741,092                741,092


