
                          
    梧陵さんの感染症対策 
 令和２年の１年間は、新型コロナウイルスに明                           

けて、終るというたいへんな年でした。梧陵翁の

「生誕２００年」記念事業も吹っ飛んでしまいま

した。２０２０年こそ梧陵さんの偉大な功績を、

改めて皆様にお伝えをして、今後の教訓にしてい

ただこうと、張り切っていたのです。 
 広川町の皆様は、「濱口梧陵さん」と言えば、

安政津波の際に広村の人々に高台への避難を呼

び掛けて助けた。津波の後の村の復旧・復興に私

財を投じてこられた。同時に東濱口家の東江翁も

それを応援した。この話は皆様ご存じです。 
 また、津波の２年前の嘉永５年(１８５２)には

濱口東江、岩崎明岳翁の２人と共に「広村稽古場」

を設立して青年の教育活動に着手をした。このこ

とも皆様ご存じです。稽古場は現在の「耐久高校」

「耐久中学校」ですから、当然のことです。 
 梧陵さんの偉大な功績にはもう一つあるので

すが、このことはあまり知られていませんので、

改めて書き記してみます。もちろん、昨年中に「や

かただより」にも書いてきましたので、知って居

るという人も多くなっているとは思います。それ

は「医学への貢献」です。蘭学医(オランダ医学)
の支援です。梧陵さんが活躍した江戸時代は「漢

学医」中心の時代でしたので、蘭学医が活躍する

舞台はありませんでした。と言っても、新しい医

術でも最先端医学でした。特に、安政５年(１８

５８)長崎から流行したコレラは瞬く間に江戸に

まで流行して、江戸では１０万人が亡くなったと

いう説もあるくらいです。このコレラが銚子で感

染拡大するのを防ぐため、銚子の町医者「関寛斎」

に防疫・治療法を学ばせ蔓延を防ぎました。 
 また同じ安政５年に、蘭学医たちが基金を拠出

して創った「種痘所」が短期間で火事で焼けてし

まった再建支援をしました。この種痘所は名前を

変えて、現在の東京大学医学部へと繋がっていま

す。コロナの影響を受けた時でさえ、梧陵さんの

行動が話題になり、マスコミの取材も受けました。   

第１５回稲むらの火講座開催 ！！  
昨年６月１５日に「濱口梧陵生誕２００年」記

念として計画しました「稲むらの火講座」は残念

なことにコロナの感染拡大の影響を受けて開催

を取り止めてしまいました。 
 その時、予定していました講師先生に改めて都

合をつけていただき、今回第１５回目として開催

することになりましたのでご案内いたします。 
〇日時 令和３年３月１４日(日)  

午後１時３０分〜３時００分  

 〇場所 稲むらの火の館３階 
 〇講師 濱口 和久先生 
 〇演題 「稲むらの火」の遺産と 
         濱口梧陵の防災思想  

  ＜講師紹介＞ 
 拓殖大学大学院特任教授・防災教育研究センタ 
ー長、(一般財団法人)防災教育推進協会常務理 
事・事務局長をされています。濱口先生は、昭和 
４３年熊本県菊池市生まれです。防衛大学校材料 
物性工学科卒業、日本大学大学院総合社会情報研 
究科博士前期課程修了。防衛庁陸上自衛隊、日本 
政策研究センター研究員、栃木県首席政策監(防 
災・危機管理担当兼務)等を歴任。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のた 
め聴講者の定員は６０名です。開催情報を連絡す 
る可能性もあります。必ず申込してください。 
TEL ０７３７－６４－１７６０まで。 
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【濱口梧陵学】 

「財」を「知」に変える梧陵の知恵の素とは 

北原 糸子 

＜プロフィール＞ 

1939 年山梨県生まれ 

津田塾大学卒、東京教

育大学大学院修了 

 専門領域は災害社会

史、著書『地震の社会

史』、『津波災害と近代

日本』、編著『日本災害

史』、『日本災害歴史事

典』など。 

 第 30 回(令和２年

度)南方熊楠賞受賞。 

 

紀州広村と濱口儀兵衛家 

ヤマサ醤油の工場は江戸時代から銚子にある。

梧陵の先祖、初代儀兵衛が元禄 12 年（1699）に、

奉公人八兵衛

をともに銚子

に行き、その翌

年には醤油醸

造を始めたと

いう。その頃

は、今工場のあ

る新生町では

なく、銚子の外

洋に面した外

川に店を持っ

たとされてい

る。ここは、初

代儀兵衛と同

じ広村から銚子の外川に出て 17 世紀の中頃に港

を築き新規の漁法を開拓した崎山次郎右衛門が、

「外川千軒」と呼ばれるほどの繁栄をもたらした

場所であったという。こうした繁栄に惹かれて広

村からも多くの人々がこの地に向かったことだ

ろう。時代は 70 年ほど下るが、18 世紀の初め頃

に外川浦に居住する 250 人ほどのうち紀州出身

者が 158 人にのぼり、そのうちでも広村出身者

77 人、湯浅村出身者 39 人で、ほぼこの 2村で紀 
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州出身者の 3 分の２以上占めたという。恐らく

は、初代儀兵衛もこうした崎山次郎右衛門の成功

に惹かれて銚子に行ったうちのひとりであろう。 

初代儀兵衛の外川の店は、漁民相手の日常品な

どを扱っていたというが、享保 13 年（1728）二

代目儀兵衛は江戸に店を持った。江戸店の役割は

当初、銚子から江戸の醤油問屋へ送った代金の受

け取りや、為替決済の立替払い、広村への送金な

どを行う役割であったという。この頃になると、

銚子では醤油醸造所を新たに構え、多くの広村出

身者を雇い、本格的に醤油醸造に専心した。その

証拠には、年間 5,000 樽の醤油を江戸に出荷する

ほどに成長しているからである。江戸へは広屋の

手船で一度に 500 樽ほど積み込み、10 日間ほど

かけて江戸まで搬送した。しかし、享保の頃はま

だ、下り醤油、つまり大坂など関西方面の醤油が

江戸市場の大半を占めている時代であったが、半

世紀を経た 18 世紀末の寛政元年（1789）にはヤ

マサの醸造醤油は 1 万 1016 樽のうち、江戸売り

がその 71％、地売りが 29％と関東醤油が優勢に

なったことがわかる。ここにいう地売りとは、江

戸の問屋組合を通さない関東圏を中心とする需

要地を指す。 

この番付の年代は不明だが、少なくとも、醤油

醸造所（造家）が利根川を中心にその枝川沿いに

分布していることがわかる【ヤマサ醤油提供】。

需要の増加とともに、供給する醤油造家側の広が

りも著しいことがわかる。この番付では、広屋儀

兵衛は「行司」とされ、関東醤油醸造所の中にお

いても、一段と醸造高が大きいことが推測できる。

18世紀末よりさらに20年後のヤマサ醤油の江戸

売りは約 3 倍に増加し、2 万 1914 樽にまで伸び

ている。これらのことは、ヤマ

サ醤油に残る163冊の「大福帳」

を分析した研究が明らかにし

た事実である（林玲子編『醤油

醸造業史の研究』（吉川弘文館、

1990 年）。こうした醤油醸造増

加の背景には、江戸を中心とす

る関東の経済圏の成長が前提

だが、さらに言えば、江戸の食

文化の成熟とともに、関西の薄 
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口醤油を制して関東の「濃口」が江戸の味として

好まれるようになったこともおおいに与ってい

たという。 

七代目儀兵衛の時代との格闘 

さて、梧陵はこうした時期に 12 歳でヤマサ醤

油の七代目儀兵衛として濱口家に養子入りした。

六代目保平が早世したためであった。江戸ではヤ

マサ醤油の 65％から 85％の販売を請け負ってい

た日本橋小網町の醤油問屋広屋吉右衛門店に暫

く滞在し、そこから初めて銚子に出向いたのは、

天保 2年（1831）であった。当時、広屋吉右衛門

の店は小網町三丁目にあったことが確認できる

【文政 7 年（1824）「買物独案内」】。銚子では、

丁稚小僧と一緒になって醤油造りを仕込まれた

のは当主となるべき人間として当然ではあった

が、この地で、彼は生涯の方向を決定づける何人

かの逸材に出会っている。天保という時期は江戸

時代のなかでも、内外に事件が起き、落ち着かな

い時期であった。アメリカ船モリソン号（天保 8

年＝1837）が日本人の漂流民を乗せ、通商を目的

に来航したが、幕府が出した異国船打払令（1825

年）に沿って、薩摩藩や浦賀奉行所が砲撃した。

こうした事態を憂慮する人物たちの幕政への批

判を封じ込めるために、幕府は高野長英や渡辺崋

山を捕え、刑に処した蛮社の獄など、内外ともに

連鎖反応的に大事件が発生した。梧陵は多感な

20 代前半のこうした時代を生きた人物であった。

この点に注目して梧陵の伝記を記したのが、杉村

楚人冠の『濱口梧陵伝』である。 

銚子では、剣道指南の志田鐵之丞に学び、武術

を生涯心がけたが、ここで学んだ槍術は後に彼が

開く私塾耐久社の稽古場の重要な課目のひとつ

となった。精神面で梧陵が最も傾倒した人物は、

蛮社の獄などの厳しい思想統制で、江戸で開業で

きなくなり銚子に逃れた蘭方医の三宅艮斎（1817

～1868）との出会いである。長崎で最新の蘭方医

学を学び、世界の動向に見識を持った艮斎との出

会いは、梧陵に世界への目を開かせた。当時最新

の兵学や砲術の知識をもつ佐久間象山（1811～

1864）が松代藩の改革派藩主真田幸貫の命で江戸

に出た折に接した形跡があるという。さらに親し

く接したのは、梧陵より三歳年下の勝海舟（1823 
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～1899）であったというが、まだ部屋住みの海舟

に洋書の購入資金を提供した。さらに昌平坂学問

所を出た儒者で後に幕末の外務官僚として外国

への使節団に随行した田辺蓮舟（1831～1915）と

は、その若い頃に梧陵と夢を語り合う仲でもあっ

た。梧陵は、新しい学術に触れた人物からの刺激

を好み、家業の醤油醸造とは異なる面での知識を

得る努力を惜しまなかった。しかし、梧陵の優れ

たところは、こうした新しい学びを自分一人のも

のとせずに、故郷の広村の若者たちの教育にすべ

て投入した点である。 

災害と広村 

安政南海地震で広村が大きな被害を受け、その

時の梧陵の活動が「稲むらの火」の物語として語

り継がれ、このことがきっかけとなって「世界津

波の日」が制定された。このことは改めてここで

詳しく述べる必要はないだろう。 

広村を襲った津波災害は、古い時代の言い伝え

と実際を合わせると 8回に及ぶという（中央防災

会議・災害教訓の継承に関する専門調査会編『安

政東海地震・安政南海地震報告書』2005 年）。記

録上被害の確かな記録がある宝永地震（1707）で

は、波高 14m の津波が広村を来襲し、192 人の犠

牲者が出た。広屋儀兵衛の初代が銚子に進出した

のは元禄 12 年とされている。銚子で醤油造りを

手掛け始め、大福帳面で多少の利益が出ることが

わかるのは、宝永 7年（1710）だという。故郷の

広村が津浪災害で多くの犠牲を払った時期でも

あるから、難を逃れた人々は銚子へ仕事を求め、

同郷者で成功しつつある広屋儀兵衛の醸造所に

雇用されたことも十分考えられる。 

幕末の安政南海地震では、梧陵が広村堤防を築

いて村の人々に日々の糧となる労賃を支払い、復

旧の手助けとしたことも有名な事実だ。しかし、

その翌年、江戸安政地震が発生、江戸の死者は、

町方だけで 4000 人以上という大災害であった。

火災も各所で発生し、ヤマサ醤油の江戸店が被害

を受けたが、その詳細は記録が失われて確認でき

ない。安政江戸地震では、六代目儀兵衛が天保 12

年（1841）に深川扇橋に建てた醤油蔵が被害を受

けて閉店に至ったという。しかし、二代目儀兵衛 

が江戸進出を果たした江戸店は現在東京支店が 
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存在する蛎殻町だとすれば、安政江戸地震では少

なくとも焼失は免れたことが幕府の記録からも

わかるが、かわら版でも確認できる。この広屋儀

兵衛の江戸店のある蛎殻町は大量の醤油樽の荷

下ろしにも都合のよい墨田川の河口付近にあり、

広屋吉右衛門店のある小網町と極めて近い場所

である。地盤の悪い場所であるから、江戸地震で

は火災に遭わずとも、少なくとも揺れによる被害

は相当程度大きかったと推測される。 

しかし、梧陵は、自然災害という一様に人の身

に降りかかる災難に対しては、自身の被害を超え

て、人々を救わねばならないという意識を強く持

つ人物であったからこそ、周辺の諫めにも耳を貸

さずに、広村堤防の構築を実現したのである。そ

れは、梧陵が 20 代前後の若い時に出会い、社会

に目を開かせた逸材たちが彼に託した夢の実現

でもあった。 

この江戸地震のかわら版は一般的な江戸図と方

角が南北逆転させた版に、江戸の焼失範囲を朱色

で示したものである【東京大学総合図書館石本コレ

クション蔵】。赤丸が蛎殻町・小網町附近を示す。 
゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠ 

 

＜稲むらの火の館の紹介＞ 

 濱口梧陵記念館/津波防災教育センター 

 〒643-0071 住所 和歌山県有田郡広川町広 671 

http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/ 

  *開館時間：午前 10 時〜午後 5 時(受付終了 4時) 

 *休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)  

(世界津波の日の 11月 5日は開館)  

年末年始(12/29〜1/4) 
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こんにちは！ 「こども梧陵ガイドプロジェク

トチーム」の関西大学近藤ゼミ、龍谷大学石原ゼ

ミです！ 私たちは、11 月におこなわれた「濱

口梧陵生誕 200 年記念『「梧陵さん」への手紙』

授賞式」に参加しました。 

一般の部 203 名の手紙の中から三次にわたる

審査を通過し、光栄なことに第二席教育長賞に龍

谷大学石原ゼミの山口響生（びっきー）、入選に

同じく龍谷大学石原ゼミの立石映（はゆる）が選

ばれました。互いに、1 年半以上広川町で「こど

も梧陵ガイド」

を通じて梧陵

さんについて

学びを深めて

きました。 

手紙の内容

は、2 人とも梧

陵さんへの感

謝の気持ちを込めました。びっきーは、「こども

梧陵ガイド」で児童が一生懸命学習に取り組む姿

に感動して、将来教育者になることを決意しまし

た。そんな自分と「こども梧陵ガイド」を結びつ

けてくださった梧陵さんへの感謝の気持ちを手

紙に綴りました。はゆるは、数々の功績を残した

梧陵さんが、広川町を訪れる人々に、そして広川

町に住む人々に、長い時を超えて防災について考

えるきっかけを提供してくれていることに対し

て感謝の気持ちを表しました。 

この日、入賞者は、授賞式参加者の前で手紙を

披露しました。皆さん、「梧陵さんありがとう」

や「梧陵さんのようになりたい」など、梧陵さん

に対する熱い思いを表明していました。生誕から

200 年経った

今でも尊敬さ

れている梧陵

さんの魅力を

あらためて感

じ取ることが

できた一日と

なりました。 


