
　今年令和三年は、山田方谷にゆかりの人物に縁があ
る一年になるのではないか。　　　　　　　　　　　
　大河ドラマは、渋沢栄一が主人公になり幕末の群像
から明治時代の日本を描くドラマになっている。渋沢
栄一は、山田方谷の弟子である三島中州に師事してい
ることから考えれば、直接的な子弟関係はないにして
も、考え方や学問の系譜から考えれば孫弟子にあたる
ことになる。そして今年夏、山田方谷の弟子である越
後国長岡藩の河井継之助が映画化される。これは歴史
小説作家として名高い司馬遼太郎の小説「峠」が映画化
されるもので、『明日への遺言』『蜩ノ記（ひぐらしのき）』
の小泉堯史監督によって描かれる歴史大作となる。
　本作は、元々昨年八月に公開される予定であったが、
コロナウイルス禍によって今年の６月１８日に延期し
たものを、再度延期したものである。当然に、この延期
は映画を観に来る観客に向けて至誠惻怛の心で決めた
ものと判断される。　　　　　　　　　　　　　　　
　河井継之助役を、役所広司さん、河井継之助の妻の
おすが役を松たか子さん、長岡前藩主牧野忠恭を仲代
達也さん、十五代将軍徳川慶喜を東出昌大さんが演じ
る。このキャストから見て、小説「峠」で書かれている
河井継之助と山田方谷の師弟関係に関してはあまり
書かれることはないのかとも思うが、河井継之助の行
動や生きる哲学、そして、長岡藩への思いは、全て山田方
谷の教えに基づくものであるといって過言ではない。
その考え方に基づいて、大義を通した河井継之助は、
佐幕派にも官軍にも与することなく中立を守ろうと
したが、官軍の無礼な態度から望まぬ戦いに引き込ま
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山田方谷の映画は？

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

　河井継之助の小説である「峠」が映画化されるの
は、テレビ長編ドラマなど数回ある。しかし、その師
匠であるはずの山田方谷が映画またはドラマの主
人公として描かれたことは非常に少ない。歴史資料
などとしてではなくドラマとして出ているのは、平
成17年に日本テレビ系列で放映された『河井継之
助 ～駆け抜けた蒼龍～』が印象に残るが、その他
は、あまりないのではないか。史実では、山田方谷は
幕府にとっての三国志の諸葛孔明のような描かれ
方をしてもおかしくない活躍をしているが、そのよ
うに描いてくれるための知名度や資料の発信がま
だまだ足りないのかもしれないと思われる。今後、
大河ドラマだけでなく多くのテレビなどで素晴ら
しさを伝えてもらいたいと思う。　　　　　　　　

れてゆくことになる。その「義」の立て方は、山
田方谷が「大逆無道」という無血開城の降伏状
に書かれた文字を見た時に感じた怒りと同じ
ではなかったか。　　　　　　　　　　　　　
　山田方谷の弟子が、どのような生き方を選
び、どのように名を遺したか。それを現代の人
がどのように描くのか、非常に楽しみである。

つ

　戦などが少ない渋沢栄一であるが、初回の視聴率は20％を超える好発進。
この要因をネット上では「令和を代表するイケメンのそろい踏み」などと
「顔面偏差値の高さ」を挙げている。しかし、そのドラマの中身も素晴ら
しい。渋沢栄一と蚕の関係や、高島秋帆とのかかわり、そして日本を変え
なければならないという熱い思いが、まだ純粋な心を持つ子供時代の渋沢
栄一に伝わるという、後半に向けての伏線が様々にちりばめられた物語に、
すばらしさを感じる。合戦のない大河でも視聴率が取れるということを証
明し、山田方谷の物語につなげてもらいたい。　　　　　　　　　　　

 　2 月 14 日、渋沢栄一を主人公とす
る幕末群像劇の大河ドラマ、「青天を衝
け」が放送された。幕末のはずなのに「こ
んばんわ。徳川家康です」から始まる
視聴者を驚かせ、そして徳川慶喜と渋
沢栄一の劇的な出会いというように、
なかなか素晴らしいスタートであった。
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　ここでは、あくまでも架空の話
として、現在の日本に山田方谷が
生きていたらどんな政治が行わ
れていたのであろうかというこ
とを想像して楽しむというコー
ナーです。あくまでも「架空」の話
ですので、気軽にお読みください。

　さて、現在は世界的にコロナウイルス禍で多くの人が病
気を恐れ、社会が一変してしまったかのような状況になっ
ています。このような「疫病」による混乱は、実は江戸時代
にもありました。とくに山田方谷が生きていた時代は、
ちょうど開国して様々な病気が外国からもたらされてき
たのです。安政五年、「虎狼痢（コロリ）」といわれて恐れら
れた病気が、日本を襲います。現在で言うコレラです。　
　安政虎狼痢は、今までにないほどの流行を見せ推定で
26 万人以上が犠牲になっているといわれています。有名
な浮世絵画家歌川広重も虎狼痢の犠牲になっています。
　当時は科学的な医学の知識は少なかったので神事によっ
て疫病を鎮めようというような動きが多くありました。　
実際に、虎狼痢は虎の頭部に狼の胴体、狸の巨大な睾丸を
持つ妖怪として描かれていました。そのために、家の玄関
に魔除けのお札を張り、また豆まきをしたり鐘や銅鑼など
打ち鳴らし、また、神輿で練り歩くなどのことをしていま
した。虎狼痢に罹らないように盆踊りを神社で行い「虎狼
痢踊り」などということをしていたのです。そのようなや
り方でも疫病を鎮めてしまうのが日本の凄いところです。
　虎狼痢は一年くらいでだい鎮まってゆきます。科学的に
は神輿などの神事で身体を清めたのがよかったとか、オラ
ンダの医師が飲水と温泉で治すとしたことを受けて、その
ように治療を行ったのが大きく寄与したのではないかと
いわれています実は山田方谷が虎狼痢に対して直接どの
ようにしたのかという記録はありません。備中松山藩の人
は、虎狼痢が「虎の妖怪」であるというように言われている
ことから「虎を退治するのはオオカミ」という言い伝えに
従って木野山神社を祀り、中国地方全体に２千もの分社が
できたのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　さて、そのような中でも備中松山藩は何とか手を打とう
としています。山田方谷の弟平人は医師となり、貧しい人
には無料で診察するなど、医術を仁として心得ていたとさ
れています。そのことから評判を聞いて近隣から人が集ま
り毎日行列ができたといわれているほどです。　　　

平人は惜しくも嘉永二年に病気で亡くなってしまいま
すが、しかし、平人の心は兄である方谷も当然によくわ
かっていたのではないでしょうか。「至誠惻怛」民を慈
しみ、民のために政治を行うことこそ最も重要である
といしています。　　　　　　　　　　　　　　　　
　さて今そんな山田方谷が生きていたらどんな政治を
したでしょう。　山田方谷は、藩政改革において基金に
備えた義倉米を領内 40ヵ所以上に蓄えています。危機
に備えて危機管理をしていたということになります。
　今回のコロナウイルスのような新しい危機に対して
は備えることはできませんが、目安箱を設置して広く
意見を求めています。また、学問を奨励し、松山城下や
玉島に教諭所を設け、野山地区にも学問所を開いてい
ます。また身分を取り払って農民にも武士と同じよう
に国を守る意識をつけ、里正隊を作っています。　　　
　この事によって、領内の住民1人 1人が自覚し、また
学問の場を通して藩の持っている情報がいち早く領内
に周知徹底するようにしていたのです。危機に備える
こと、そして、その危機を身分や立場を超えて1人 1人
が自覚すること、この二つを徹底していたのです。　　
　現代の政治家はどうでしょうか。緊急事態宣言でも
外出する人が減らなかったり、自分の事と思わずに政
府に苦情を言うような人が多かったりで、有事であり
ながら自分の事と思っている人が少ないのかもしれま
せん。また政府も危機に備える事ができていないのか
もしれません。もちろん今の政府が民を慈しんでいな
いとは言いませんが、至誠惻怛と「世に小人無し。一切
衆生皆愛すべし」というような強い心をもって政治を
していただければ、山田方谷のように、もう少し民に慕
われる政治に変わったかもしれません。　　　　　　
　このような有事の時こそ人間の価値がよくわかりま
す。批判ばかりをするのではなく、自分の事と思う　　
気持ちがあると良いですね。　　　　　　　　　　　

架空政談特集
方谷ならどうする

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

山田方谷の時代のパンデミック
「安政虎狼痢 ( あんせいころり )」にどう立ち向かったか

　　　　
　　　　
　



・システム開発及び運用・エンジニア育成支援
・ブロックチェーン技術の研究開発及び
   応用サービスの提供

株式会社 U-TOP

http://u-top.jp/
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　山田方谷の大河ドラマ化を望む 100 万人を超
える人々の署名はお届けした。しかし、大河ドラマ
化を望むのは人間だけではない。当然に、山田方谷
のような企業や備中松山の人々のような社会なら
ば商売も上手くゆくし団体の目的も上手くゆく。

そのような社会の実現を望む企業や団体も少な
くないのである。そこで「方谷新聞」では、全国各
地の「山田方谷の大河ドラマ化を望む企業や団
体」の声も積極的にご紹介したい。また皆さんの
声もお聞かせいただきたいのです。　　　　　

事業所・店舗などに最適！

目に見えるウイルス対策は安心につながります。目に見えるウイルス対策は安心につながります。

ウィルス対策に！！

株式会社アレス
078-335-5558

●大腸菌　●O-157　●各種ウイルス（独自検証結果あり）
●玄関の臭い　●トイレの臭い　●焼肉等料理の臭い　
●タバコの臭い汗や体臭　●カビ予防　等

除菌・消臭・加湿
水素オゾン生成機能付加湿器

RHIZOA リゾア（日本製）

オゾン+水素の力で

リゾア で検索

日本製

コロバニィ
リストバンド

3　 つの特長
②血流促進効果が期待できます。
①体幹・重心の安定が期待できます。

③リラクゼーション効果が期待できます。

株式会社アレス 078-335-5558

広 告 欄

振学出版

http://shingaku-s.jp/

TEL:��-����-����
FAX:��-����-����

東京都千代田区内神田 �-��-��
東京ロイヤルプラザ ����

自費出版も行っておりますので、「ご自分
の意見を出版してみたい。」「社員に信念
を伝えたい。」「自分の学生に想いを伝え
たい。」など、その他諸々の出版に関する
アイディアがございましたら、ご遠慮な
く当出版社までお問い合わせください。

横山徳三マッサージ

TEL:���-����-����
営業地域 : 横浜市内

マッサージ一筋50年。
心をこめてマッサージ。
長きに渡り、香港の大富豪からも
ご指名を受けておりました。

福岡市中央区天神 �-�-� 
アクロス福岡 �F

https://alles-inc.com/wellness/

世界一のマッサージ師

山田方谷大河ドラマ化を期待する企業や団体一覧
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　方谷新聞では、皆さんの山田方谷に関する熱い思いや、
研究した内容、または、何か言いたいこと、山田方谷にま
つわる商品の情報など、様々な皆さんの声を募集しており
ます。なるべく多くの方に参加頂きたいので、お気軽にお
声をお聞かせください。皆さんの参加お待ちしております。

＜募集・お問い合わせ＞

あなたの山田方谷に関する記事募集

CQA14363@nifty.com

編集担当宇田川敬介まで

お気軽にお問合せください

山田方谷の記事や思い募集

広 告 欄

主 宰
ナチュラルスマイル＆エマージェンシー

・グラフィックデザイン　・アートディレクター
・デザインコンサルタント　・広告　・その他

遊食亭 ばり博多　��:��～
東京都港区麻布十番�-�-� DKNS麻布ビル�F
TEL:03-6435-2320 定休日 無休

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

方谷新聞では、広告を募集しております。
また、寄付も随時受付けておりますので、
どうぞ、よろしくお願い致します。

【広告料、ご寄付の振込先】 【Paypal での振込先】

小林園芸 HP→

無農薬・減農薬・慣行コシヒカリ
こしいぶき、つきあかり等
���� 円より～

小林一弘
TEL ���-����-����

味自慢【� 月の東京営業販売日程】
�/��( 土 ) 文京区白山
�/��( 日 ) 世田谷区玉川
3 /１( 月 ) 配達のみ
� 月末迄お餅もございます。
地方発送も承っております。

【� 月の東京営業販売日程】
�/��( 土 ) 文京区白山
�/��( 日 ) 世田谷区玉川
3 /１( 月 ) 配達のみ
� 月末迄お餅もございます。
地方発送も承っております。

小林園芸
新潟県新潟市西蒲区

株式会社プラスエコワールド

茨城県土浦市港町3-11-9
TEL:029-822-3488

【事業内容】
環境コンサルタント
環境アセスメント
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方谷縁の地探訪
ゆかり

新見市思誠館跡

結びゆべし

　山田方谷が書かれた小説として、最も有名なのが、この司
馬遼太郎の「峠」ではないか。この中で河井継之助という人
物が運命の出会いを果たし、そして何かが変わる瞬間が書
かれている。もちろんそこに大きな影響を与えたのが山田
方谷である。山田方谷は何を教えるというのではない。しか
し、自ら生きた見本となって模範を示すことにより、心から
心服させているのです。さながら、三国志で諸葛孔明が孟獲
を「七縦七擒」で心服させたようである。　　　　　　　　
　継之助の別れの場面司馬遼太郎はこう書いている。　　
「この諸事、人を容易に尊敬することのない男がいかに師匠
とはいえ土下座したのは生涯で最初で最後であろう」
　この表現を見て、河井継之助と山田方谷の二人の天才の
人間の絆が読み取れる。生涯、このような　　　　　　　　
師弟関係を持てることが、本当の幸せ　　　　　　　　　
なのかもしれないと思う本である。　　　　　　　　　　私達は、

方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

　 　「宇治茶」といえば、京都の宇治で栽培された
お茶だと思っている人はまだまだお茶のことを知
らないのではないでしょうか。　　　　　　　　
　実は備中にもおいしい「宇治茶」があるのです。
　現在高梁市の宇治地方における「高梁宇治茶」は
非常に質もよく、素晴らしいお茶として有名。とく
に松山城の下山後、一息ついた時にこのお茶を出
されたらたまりません。　　　　　　　　　　　
　山田方谷は、備中鍬だけではなく、お茶や紙、柚
餅子なども専売制にして、その栽培を奨励してい
ます。現在の「高梁宇治茶」がその直系のお茶かど
うかはわかりませんが、しかし栽培を奨励されて
特産品になったということは、山田方谷の影響が
現在まで残されたということではないでしょうか。

　現在の岡山県新見市にあった新見藩は、元禄十年（1697
年）、宗家の美作津山藩森家廃藩に伴い、親族である関長治
が美作宮川藩より移り立藩した藩です。立藩当初より財政
が厳しく、三代藩主関政富は、その厳しい財政を克服する
ために、学問を奨励し、また古人に学ぶ方法でその政治を
行いました。そして庶民に対しても学問の場を開放し、また、
学問の奨励金も出すというように教育を重視したのです。
　この時に開いた藩校こそ「思誠館」です。　　　　　　
　五代藩主関長誠は、新見藩出身で江戸や大阪で高名な儒
学者である丸川松隠を思誠館に招聘します。当時老中松平
定信が寛政の改革を行っている時で、天下の賢士を集めて
いた際、松隠に招聘に応ずる意志があるか確認します。そ
の時丸川松隠は「祖先は士籍を外れたが、藩主の旧恩は今
も忘れたことはない」と断ったのです。　　　　　　　　
　まだ五歳で阿璘といわれていた山田方谷が、母の梶に連れ
られて、生涯の師となる丸川松隠と会うのが、ここ思誠館な
のです。丸川松隠は、自らも士籍を外された祖先をもつこと
から、山田方谷に幼いころの自分を見たのかもしれません。
自らの子か孫のように慈しみ、方谷を大事に育てたのです。
　その後も、山田方谷と丸川松隠との関係は長く続き、　　

また、山田方谷が江戸で指示した佐藤一斎は、丸川松隠の旧
友で、松隠の墓碑を記すほどの仲であったのです。　　　　
　また山田方谷が後に使える板倉勝静は、丸川松隠が招聘を
断った松平定信の孫です。このように考えれば、山田方谷の
生涯の中で、丸川松隠の影響は、直接の師弟関係以上に大き
な物があったのではないでしょうか。　　　　　　　　　　

　現在思誠館の跡地は新見市立思
誠小学校となっており、令和の時代
の阿璘たちが元気に学んでいます。
その近くに思誠館の石碑と丸川松
隠の家が残されており、山田方谷
が幼少の時に過ごしていた時代を
今に残しています。　　　　　　

子供時代の山田方谷と師・丸川松隠の像

「峠」
司馬遼太郎 (著)

方谷
グルメ



　筆者が平成18年に上梓した「暁の風 水戸藩天狗党始末
記」の中に山田方谷が書かれている。その山田方谷が徳川
慶喜を動かしてまで助けようとした人物が、水戸藩でも英
傑で名高い武田耕雲斎である。　　　　　　　　　　
　水戸藩で騒動があった時に、徳川斉昭を藩主に擁立した
頭脳派、戸田蓬軒・藤田東湖、武田耕雲斎を「水戸の三田」
と呼んで、多くの尊皇派の志士が、彼らに教えを請うた。藩
政で重きを置かれただけでなく、幕府や朝廷からも意見を
請われた程の人物である。とくに安政地震で藤田東湖と戸
田蓬軒が世を去ったあとは、武田耕雲斎が中心になって
様々なことを行った。しかし、徳川斉昭が亡くなった後、水
戸藩は、それまで鳴りを潜めていた守旧派が重きをなし、
その混乱を収拾しようとした武田耕雲斎も、結局その混乱
に巻き込まれてしまう。　　　　　　　　　　　　　　　

6 方　谷　新　聞 令和 3年 2月 21日　　第 3号

　山田方谷は、30歳になって江戸に遊学し、佐藤一斎の塾で学
ぶようになります。この時に、山田方谷は「藩政改革」というよ
りは、「国そのもの・または幕府そのもの」を改革するという意
思があったのかもしれませんが、その時の心得とし
て「理財論」と「擬対策」という書を記しています。そ
の「理財論」の中に書いてある最も重要なところが
「事の内に屈せず。事の外に立つ」ということです。
　さて、人間というのは、何か悩みがあると、その悩
みだけで頭がいっぱいになってしまって、他の事が
手につかないなどということがないでしょうか。し
かし、多くの場合、そのように1つのことに集中し
てしまっている時というのはうまくゆかなくて、一
度諦めたり、その事から離れて考えてみると、簡単
にうまくいってしまうことがあります。後になってなんであん
なに悩んでいたんだろう、なんて思うことは少なくないのです。
　これは、人生においても、また、天下の政治のことも全く同じ

ではないでしょうか。　山田方谷は、「事の外に立つ」つま
り、「懸案事項の渦中に入り込むのではなく、少し俯瞰して
全体をよく見て考えること」が重要であるといいます。そし

て「事の内に屈せず」つまり、「懸案事項の中にこだ
わるのではなく、全体を通して正義を尽くすこと、
目の前の事案に捉われて自由に解決に向けた発想
を妨げる制限を付けるべきではない」というように
考えているのです。決して考えないのではなく、一
回落ち着いて全体を見て考える、そして常に正義が
どこにあるのか、何が正しいのかということを考え
て、物事を行うということをやるべきではないかと
いうのです。そのようにすれば「正解」も「その結果」
もしっかりと後からついてくる物ではないでしょ

うか。実際に、備中松間藩で藩政改革を行った山田方谷がこ
のように言っていることから、その説得力がある言葉です。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

基礎から学ぶ山田方谷 「事の内に屈せず。事の外に立つ」

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

　特に藤田東湖の四男藤田小四郎の起こした「天狗党の乱」
に巻き込まれる形で結局首領となってしまう。　　　　
　混乱を鎮めるために、徳川慶喜に幕府の中心になっても
らうように要請するということを一つの目的とし、兵を率
いて中山道を京都に向かうのであるが、敦賀で力尽きて捕
縛される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　さて、山田方谷と武田耕雲斎の直接の繋がりを示す資料
はない。しかし、山田方谷自身、江戸の佐藤一斎の塾で学ん
でいたとき、ちょうど徳川斉昭や藤田東湖が最も活躍して
いた時代であり、また佐藤一斎塾の同門の大橋訥庵が、水戸
脱藩浪士と坂下門外の変を行ったことなどから考えるに、
当時の学問の世界は様々な意味で狭い世界であり、お互い
に認識していたことは間違いがないのではないかと思われ
る。もちろん、会ったことがないという証拠も存在しない。

　また天狗党の乱の後、板倉勝静は、生麦事件の賠償問題の

対応能力や天狗党対応の不始末や幕府内の攘夷を廻る見解

齟齬に対応する能力や、今後の政局流動を予見して天下の

大任に当たることはできないとして老中職を辞職している

ことなどから考えれば、同じ水戸藩の英傑である武田耕雲

斎を救うことができなかった徳川慶喜に対して強く抗議し

ているということ、そもそも朝廷と約束した攘夷が不徹底

であることが、貴重な人材の犠牲を出してしまったという抗

議の意味が含まれていると見ることができるのではないか。

　幕末の時代、異国に対して対抗するために、山田方谷は少

しでも人材を育て集めることを望んでいた。当然に、その時

に頼りになる人物の一人が武田耕雲斎だったに違いない。

　手腕を期待した人物の死に、方谷は何を思ったか。　


