
 

 

 

 平成二十一年（2009 年）12 月 26 日未明の火災で一軒の空き家が焼失した。

その焼け跡の片隅に二頭の羊の石像が並んで置かれている。空き家は昭和 5 年

（1930 年）春、梅林で有名な神奈川県小田原市曽我谷津の丘陵地に、東京のア

サヒ印刷社長・加来金升（かく・きんしょう）が病床に臥していた母親のため

の別荘として建築した。しかし、建築途中に母親は亡くなったために、友人知

人らへの貸し別荘として使われることになった。和洋折衷に中国様式を取り入

れた二階建ての建物で「大雄山荘」と命名された。庭は樹木で覆われ、燈籠や

五輪塔など様々な石造物が配置されていた。羊の石像は玄関前に置かれた。 

なぜ玄関前に石の羊像が置かれていたのだろうか----。別荘は後に、太宰治

の小説『斜陽』の舞台となったところから＜斜陽の家＞と呼ばれて有名になっ

た。小説の中では建物の内部の描写は伺えるが、羊像については、太宰の作品

をはじめとして、別荘紹介記事や、加来金升、別荘住人たちを紹介した記述に

ほとんど出てこない。＜斜陽の家＞の原点である「大雄山荘」の羊像に焦点を

当て、羊をキーワードに＜斜陽の家＞に絡む後先の人模様をみることにした。 

 

 

 

石の来歴は朝鮮 「玄関前に朝鮮から来たもので有り又千年も以前の品で有

るといふ来歴付きのみかげ石で羊の形に彫刻したものを直す----」。別荘建築職

人で地元の青年会副会長をしていた西久保豊吉の昭和５年 11 月 16 日付け日記

である。羊像の置き場所を動かしたということだけで、この日記から羊像その

ものの謂れについては明らかでない。個人の家では数少ないが神社仏閣には羊

像に限らず十二支や龍、獅子、狛犬など想像上の動物を含めた神使と呼ばれる

様々な動物が鎮座している。羊像については、「弘法の教えの羊」「鎮魂の羊」「一

代守り本尊の羊」などがあると説明されている。加来金升の羊像設置の意図が、

この中の項目に収まるのか、また、それ以外の意図によるものかは明解な資料

が乏しいため不明だ。 

職人日記は、空き別荘になる前の最期の主・林和代の著『「斜陽」の家 雄山

荘物語』（東京新聞出版局）からの引用である。林の父は俳人・林周平で高浜虚

子の弟子。別荘は周平夫妻が住む時に周平によって「雄山荘」と改名された。

この別荘が世間の注目を引くようになったのは、上述のように太宰の小説『斜

陽』の舞台になったからだ。周平の家族が住む前の主は太田静子（おおた・し

ずこ）。静子は太宰の愛人の一人で彼女の日記が『斜陽』の下敷きになっている。 

『斜陽』の家と羊の石像 斎藤 良夫 

序  文 

雄山荘物語 



『雄山荘物語』 「太宰さん、太宰治さん、あなたは本当に人騒がせなお方

ですねェ、いつまで経っても。大騒ぎで亡くなられてからもう半世紀も過ぎよ

うとしているのに----」のフレーズで始まり、加来金升、大雄山荘、太田静子、

林周平のことなど、かなり詳しく書かれている。「玄関前の両脇には石造りの羊

が一対優しい顔をして立っている。胴体の丸みといい目の優しさといい、ちょ

っと無骨なこの家の番兵としては物静かすぎる気もするが、華やかな頃の庭に

立っていた時は別な雰囲気の顔をしていたのかもしれない。時を経て彫りの深

みが顔付きを変えたのか、今の雄山荘の景色の中に溶け込んでいる」。林和代の

羊像への思いである。 

また、「----玄関先の羊の像の横に咲いている秋海棠（しゅうかいどう）はよ

ほど居心地が良いらしく、師走の頃まで太った花を咲かせ続けているのだが、

このピンクの花が咲き始める秋口になると、前庭にはびこっている竜の髭が紫

色の玉を抱いている」と、庭の草花やそこに集まる小鳥や数々の虫の姿を活写

している。『雄山荘物語』の行間からはいろいろな資料が手元にあることが伺え

る。もっと羊像のことなどについて著者に直接聞きたいところだが連絡がとれ

ず、『雄山荘物語』をベースにこの記事を書いている。 

で、別荘建築職人の日記に加えて、著者の林和代が「この貴重な歴史の生き

証人である千枝さん----」という＜千枝さんの話＞として、「昭和に入って東

京・芝浦に新築したアサヒ印刷の玄関入り口に左右一対の大きな石獣が置かれ、

入り口を入るとすぐ中二階が社長室で----」と、石獣の話を紹介している。ど

うもこの石獣が羊像で、別荘建築にともない東京から神奈川県足柄下郡下曽我

村(当時)に移されたと推測される。 

 

 

 

神社仏閣に鎮座する動物像にはそれなりの意味がある。この十二支等につい

ては、日本参道狛犬研究会（狛研）会員の福田博通の研究「神使の館」に詳し

い。狛研のホームページ「狛犬の杜」で閲覧できるので、それらを参考にさせ

てもらった。 

「弘法の教えの羊」----弘法大師は、「十住心論」で真言密教の悟りに至る

までの心の段階を 10 段階に分けて示した。最下位の第一住心を人間以前、即ち

倫理道徳以前の状態を「異生羝羊心」（いしょうていようしん）として、「ただ

ひたすら淫欲と草を食べるしか念頭にない」雄羊を例に引き、その戒めとして

羊像を置く場合があるという。 

「鎮魂の羊」----中国や朝鮮半島では、お墓や陵墓を守護し、霊を鎮魂する

「鎮魂獣」の一つとして、羊の石像が陵墓に置かれる。また、庭物（にわもの）

「仏教」「神話」「論語」の中の羊 



として、人の姿を彫った石人・燈籠・羊像をセットにして庭園に配置されてい

る。一種の置物・飾りである。京都国立博物館の東の庭に展示されている。中

国（広州）では、飢饉を救うために 5 人の仙人が稲穂を持って５頭の羊にまた

がり空から舞い降りたという言い伝えから、＜五羊石像＞が建立されている。 

「一代守り本尊の羊」----未（ひつじ）年生まれの人の一代守り本尊が大日

如来。羊像と大日如来像が組み合わせで設置されることもある。東京・世田谷

の五島美術館の庭園の大日如来像前に羊の石像一対が置かれている。 

「虚空蔵菩薩の使いの羊」----知恵・福徳・学徳・技芸上達の利益がある

といわれる虚空蔵菩薩。この菩薩を本尊とする寺院に羊像がしばしば置かれて

いる。通称＜嵯峨の虚空蔵さん＞で知られる京都市西京区にある智福山法輪寺

がその一つ。虚空蔵菩薩と羊の関係は経典にあると言われているが、法輪寺に

よると、「虚空蔵菩薩のお使いとしての羊は、お大師様（弘法大師）のお話であ

り、 

高野山の古文書に伝わっている」という。 

 

これらの記述は、仏教の中の羊、あるいは神話の中の羊にまつわる謂れであ

るが、『雄山荘物語』によると、加来金升は孔子を信奉しており、別荘には孔子

を祀った厨子が置かれ、アサヒ印刷の社員寮には孔子廟が設（しつら）えられ

ていたという。論語の中に羊に関連しての記述があるのだろうか。 

 

論語の中の羊 「----女（なんじ）はその羊を愛（お）しむも、我はその礼

を愛しむ」（八佾篇第十七章）。「----父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直

（なお）きことその中に在り」（子路篇第十八章）。この二章が羊に関係してい

る。八佾（はちいつ）篇の一章は、羊を生け贄として奉げていた暦の儀式を廃

止しようという弟子の話に、孔子が「おまえは羊が惜しいのだろうが、私はそ

の節約のためになくなる礼（伝統）のほうが惜しいと思う」というもの。 

子路（しろ）篇は、羊を盗んだ父親を訴えた息子を誉める土地の殿様に対し

て、孔子は「親父は息子の罪を内緒にし、息子は親父の罪を内緒にする。そう

いう見かけの不正直の中に本当の正直がこもっている」とこたえた。家族道徳

の基礎の上に国家の治安が維持されるという孔子の話だ。（２章とも中公バック

ス「世界の名著『孔子 孟子』」中央公論新社）。 

 

孔子を信奉する加来金升だが、この論語の章だけの話で羊像をつくるとは考

えにくい。論語と羊像の結びつきはなさそうだ。「一代守り本尊の羊」について

も、加来金升の誕生年は明治 18 年（乙酉：1885 年）で羊と関係はない。また、

仏教の中の羊として、「十住心論」の例えの羊と、「虚空蔵菩薩の使い」として



の羊の、弘法大師の羊の捉えかたが興味深い。 

太田静子と太宰治の羊像 「大雄山荘」、後の「雄山荘」は＜斜陽の家＞と

して有名になり、太宰ファンや文学愛好家が訪れるようになり、「雄山荘」の最

後の主になった林和代がその応対に追われた様子が『雄山荘物語』に散見され

る。それでは、この＜斜陽の家＞の主役である太田静子と太宰治に、羊像がど

のように映っていたのであろうか。 

まず太宰の小説『斜陽』には、「羊」の文言はただ一か所出てくるだけだ。「我

なんじらを遣わすは、羊を豺狼（おおかみ）のなかに入るるが如し----」とい

うくだりで、聖書の一節である「ピエタのマリア、あるいは十二弟子」などを

引用して、主人公の女性の愛・恋への一途な想いを表現している。別荘の羊像

が太宰の脳裏に映っていたかどうかは、作品からだけでは伺えない。 

静子と羊像との出会いはどうなのであろうか。「----Ｄ山荘は、曽我兄弟の遺

跡のお寺の前で、支那風のお寺のような感じの家であった。加来氏は、玄関の

羊の横の車輪梅の手入れをしていらっしゃた。大玻璃戸を開け放したお座敷で

御馳走を頂いた。村の料理屋のお料理で、鰺と大豆のお煮付けであった」（太田

静子『斜陽日記』小学館文庫）。昭和 18 年初冬、静子は母親・きさと一緒に疎

開の下見のために初めて別荘に足を踏み入れた時の様子である。そして間もな

く東京から越してきた。静子の著作の中で、羊像に触れたのはこれ一回限りで

ある。羊像に何かを感じるふうでもなく、単なる情景描写といった感じだ。 

 

太宰は聖書から羊を引用している。太田静子は別荘で太宰と二回目に逢った

時の気持を次のように表している。「心がおどる。私は最も美（かな）しいノヴ

ェリストを助ける天使なのかも知れない、と思いました。懼（おそ）れと、大

いなる歓喜とをもってイエスに仕えたマグダラのマリヤ、その他のマリヤたち

のように、あの方に仕えるのだからなんにもこわくない」、そして二人だけの食

事を「イエスとマリヤのお食事みたいね」（太田静子「『斜陽』の子を抱きて」

婦人公論・昭和 23 年 8 月号）と、二人の関係をイエスとマリヤに譬えている。

静子が太宰の著作の影響を受けていたかどうかは別として、二人の『斜陽』に

は聖書の登場人物が絡みあっている。 

 

太田治子の思い 太田治子（おおた・はるこ）は静子と太宰の間に生まれた。

太宰が初めて別荘を訪れたのは、静子が疎開してきた翌年の昭和 19 年 1 月。当

時、入院中のきさを見舞った後、一泊した。治子は、母・静子の話などから、

こんな風に書いている。「彼（太宰のこと）は前の日の夕方にこのひっそりと竹

薮に囲まれた雀のお宿のようでもあり、一方どこか中国のお寺を思わせる造り

の山荘の門をくぐった時、既にそうした思い（「大雄山荘」の外観から海の底の

太宰治・太田静子・太田治子の中の羊  



竜宮城に例えたこと）に捉われていたような気がする。茅ぶきの屋根の玄関を

入る時、羊の石像の出迎えを受けた」（太田治子『明るい方へ ～父・太宰治と

母・太田静子～』朝日新聞出版）。太宰は昭和 22 年 2 月 21 日に再び別荘を訪れ

て五日間滞在し、静子の日記を受け取って伊豆に向かった。この年の 11 月 21

日に治子が誕生した。 

治子の羊像の話もこの一節だけで、特に羊像についてのコメントも無い。し

かし、治子は羊像についての仏教的な謂れなど、少なからず分かっていたであ

ろう。彼女は昭和 51 年～54 年（1976 年～79 年）までＮＨＫテレビ「日曜美術

館」の司会アシスタントを務めていた。仏教絵画などにはよく動物が描かれて

いる。彫刻もある。「羊」について直接言及することがなくても、間接的に羊像

のことが頭に入っていたと思う。静子と太宰が一緒に、「茅ぶきの屋根の玄関を

入る時、羊の石像の出迎えを受けた」というこの羊に、治子は太宰に対する静

子の立場を象徴させているようだ。 

「羊を豺狼のなかに入るるが如し----」という太宰の『斜陽』の中での表現

を借りれば、治子にとって、「羊＝静子」・「豺狼＝太宰」とその目に映っていた。

つまり、静子の太宰に対する熱い想いとは裏腹に、静子は太宰の小説のために

のみ利用され、日記を書かされたという、母・静子は太宰の＜生け贄＞ともい

う思いがあったのではなかろうか----。 

 

 

 

 耐震建築と石の羊像 ＜斜陽の家＞は耐震建築だった。加来金升は友人のツ

テで大正 14 年（1925 年）9 月 14 日に六百壱坪の土地を借地する。斜陽の家の

原点である大雄山荘の棟上式は昭和 3年（1928 年）12 月 4 日。大正 12 年（1923

年）9月 1日の関東大震災の影響が色濃いだけに、加来金升は、基礎をコンクリ

ートで確実に造り、家中の柱を規格より太く、耐震のための骨格の強化を選ん

だようだ。「屋根裏部屋の空間を造るための構造で二階の梁が三角に組まれてボ

ルトで止めてあるのだが、これが地震の揺れの抵抗を逃す効果になっているに

違いない」と、林和代は「素人の私の考えなのだが」と断ったうえで『雄山荘』

に書いている。また、後で述べるが、建築後も再三の地震に見舞われるが、「こ

れだけの地震の多い場所でありながら、建具の狂いがまったく生じておらず、

ガラスが一枚も割れなかったことで証明されている。これは偶然ではなく、彼

の思惑通りだったと思いたい」と文中に加えている。 

 

耐震とは直接結びつかないが、林和代の思いは続く----。「この二階の部屋は

南に向かって出窓が作られていて、さらに高い目線で庭の樹木の梢越しに相模

加来金升と羊像 



洋が一望できるのだが、宇宙船から地球を俯瞰しているようなこの出窓が、浮

き世から別世界に連れて行ってくれる幻想的な場所なのである。太い梁が幾何

学模様に屋内に取り組まれているが、この隠れた秘密の空間は、太宰治と太田

静子のひと時の真実の証の場所ともなった」と。 

 

硬い御影石 羊の石像は体長が約１m20 ㎝、高さが約 70cm。重さは不明だが

かなりの重量があり、石像を別荘に運ぶのに職人たちは大変な苦労をしたに違

いない。石材は朝鮮で産出する白い御影石。知人の石工によると、朝鮮の御影

石は非常に硬くて職人泣かせという。このため、この羊像に限らず、腹をくり

抜いた羊像はどこにも見当たらないという。焼け残った羊像は、羊にしては足

が太い。寺院や美術館の庭園にある羊像の写真と比べてみるとわかる。彫刻・

美術作品としてみると、いまひとつ如何なものかと思われるが、これも石の硬

さの証明かもしれない。 

 

大雄山荘（雄山荘）を撮影したビデオが小田原市のホームページの「小田原

デジタルアーカイブ」（小田原古建築の意匠）で見ることができる。８分足らず

の短編で建物の内部だけを写したものだが、建物が焼失してしまっているだけ

に貴重な映像といえる。 

 

 

 

「大雄」 山荘か、「大雄山」 荘か 「----南東は、相模洋を隔てて海上十

三里・伊豆の大島を望み、快晴の日は其左方に房総半島を雲煙摸糊の間に見る。

----箱根山嶺にて、西方足柄金時両山の間に富士の霊峰を望み得べく、展望・

廣且大、田園の風物以って人の眼を楽しむるに足る」。加来金升の別荘案内で、

序の最後に「昭和五年春日 大雄山荘主 迷光佛」と記している。案内には雄

大な眺望を謳っており、「大雄山荘」の別荘名も特にこれっといった抵抗感も無

く受け入れられる。「大雄山荘」の名前の由来について、一部に「周辺に大雄山

という山があり、その山名から付けられた」いう説があるが、間違いである。 

箱根近辺に「大雄山」という名前の山はない。近郊の神奈川県南足柄市に「大

雄山最乗寺」という室町時代に創建された禅宗の名刹がある。最乗寺の話によ

ると、「山号の大雄山は、開祖の了庵慧明が中国江西省にある禅寺の＜大雄峰＞

の名前からとって名付けられた」と説明している。寺院の山号は周辺の山々の

名前や地名などからよく名付けられるが、「大雄山」という山はない。別荘建築

当時、既に「大雄山線」鉄道も開通していた。加来金升は当然、寺や鉄道の名

前を知っていただろう。雄大な眺望と寺院の山号などを織り交ぜて、彼は「大

「大雄山荘」と迷光佛、そして「雄山荘」

へ 



雄山荘」と命名したというのが素直な解釈であろう。 

林周平と「雄山荘」 「大雄山荘」は、昭和 38 年（1963 年）秋から主にな

った林周平によって「雄山荘」と改名された。別荘の名前としては似合ってい

ても、日常生活の場の名称としてはそぐわないから「大」の文字を取ったと言

われる。周平は俳人で謡曲にも通じており、「大」の字にちょっと大仰な時代性

を感じ、「大雄山荘」という名前の家に住むことに、少し気恥ずかしさを覚えて

いたのではなかろうか。周平は以前、南満州鉄道（満鉄）に勤めていた。中国

大陸で感じた＜雄大＞な風景と、別荘から見る眺めに、スケールの違いを感じ

ていたのかもしれない。周平にとって人生の師である高浜虚子に師事したのは、

満鉄へ異動する前の朝鮮鉄道・京城駅（現ソウル駅）助役時代。虚子が京城日

報の招待で訪れた時で、その後に「ホトトギス」の同人に加えられた。 

周平は別荘に越して来た時、そこが＜『斜陽』の舞台＞であることを知らな

かった。神奈川県・元山北高校校長の藤井良晃（83 歳）が平成 23 年 4 月 7 日、

西さがみ文芸愛好会主催の記念講演で、周平と会ったその時の話を披露してい

た。周平は太宰治の名前は知っていたかもしれないが、俳人でもあり、太宰の

小説などはおそらく読んではいなかったみたいだ。一方で、『雄山荘物語』を執

筆した周平の娘の林和代が、周平の亡き後に「太宰治」に振り回されるような

ことになるとは本人も予想していなかったであろう。 

 

「迷光佛」 いかにも加来金升らしい命名である。「迷光」は光学機器にお

いて正規の反射や屈折以外の原因によって生じる望ましくない光である。加来

はアサヒ印刷の社長。美術印刷が主な仕事で、大正 15 年（1926 年）には『明治

大帝御写真帖』を発行するなど、写真について国内で代表格の印刷技術があっ

たらしい。それだけに人一倍気を遣い、迷光除去などの技術の改善に努めてい

たと思われる。「迷光」の文字からは、煩悩に悩む人生の迷いの気持も含まれて

いると思うが、そのウイット、ユーモアというよりは加来の一途な＜技術者魂

＞が感じられる。 

 

 

 

母校に「200 円」の奨学資金 加来金升は大分県宇佐郡院内町（現・宇佐

市）の生まれ。「大分の彼の母校である東院内の小学校に講堂を寄付し、奨学金

制度を作ったりしたので校庭に胸像があったそうだが、昭和の初期の事なので

どうなっているのかわからない」。この『雄山荘物語』の記述から私は宇佐市に

メールと電話で、小学校のその後を問い合わせた。以下が回答である。「加来金

升（幼名・加来佐太郎）は、院内町原口の生まれ。茶屋ノ原の院内高等小学校

教育者・加来金升  



第１回卒業生で、中津中学、東京高等工業を卒業し、現在の九州大学に助手と

して勤務後朝日印刷会社を創設した。昭和 5 年に 200 円の大金を奨学賞の資金

として寄付した。学校ではその利子で、各学級で１名（分校も含む）の優秀児

童に授与していた。諸物価の高騰で利子では不足となり、元金の消滅するまで

授賞した」（「東院内小学校誌」）。 

東京高等工業は現在の東京工大の前身で、加来は応用化学を修めた。小学校

は町の合併や小学校の統合で、現在は「院内中部小学校」となっている。私の

電話で、学校側はわざわざ金庫をあけて卒業生名簿を調べてくれたが、保存し

てあったのは大正時代以後の名簿で、院内中部小学校には胸像ばかりでなく加

来の面影を残すものはないという。とは言っても、奨学資金の寄付にみられる

ように、加来が後輩の育成・教育に尽力していたことは明らかだ。 

 

太田静子・治子の本籍地は宇佐市 加来の生まれた院内町の隣が「大分県

宇佐郡安心院（あじむ）町」。今はともに宇佐市となっているが、この安心院町

が、太田静子と太田治子の本籍地。「本籍地といっても、母の祖父の代で近江に

でてきてしまっていて、私は勿論のこと、母も生まれてこの方、一度も大分の

土は踏んでいなかった。近しい親類縁者は、ひとりもいないはずだった。親戚

全員が、大分から戸籍を引き払ってからも、母と私は、大分を本籍地としてが

んばってきた」（太田治子『母の万年筆』朝日文庫）。 

----「本籍は、大分です」というのが、たまらなくうれしかった。父方（太

宰治のこと）の津軽の地を思う気持には、或る照れがある。「私は、津軽が好き

です」と、正面切っていうことが、はばかれるのは、私の中に津軽の血が色濃

く流れているからのように思われる。反対に、まだ一度もいったことがないく

せに、母方の大分の地については、「大分にあこがれています」と、はっきりと

いえるのだった----（同上）。 

滋賀県愛知郡愛知川（えちがわ）町（当時）に大正 2年 8月 18 日に生まれた

太田静子（1913 年～1982 年）、と小田原市生まれの治子の本籍地をともに大分

県に置いた理由は、誌上だけからでは分からない。また、静子の逝去の後、治

子の本籍地がそのままになっているのか、異動しているか、私は調べていない。 

 

加来について新たな話があれば、引き続き連絡を頂くよう宇佐市を煩わして

いるが、加来と太田静子・治子の関係が宇佐市を接点に結ばれていたとは----。

加来は最晩年、自分のこれまでの記録的な物、すなわち手紙から何もかも全部

自分で焼いてしまったという。＜斜陽の家＞の火災は不審火によるものといわ

れているが出火原因は不明のままだ。そして、原点の「大雄山荘」もすっかり

焼失してしまった。残ったのは羊像や五輪塔などの石造物だけだ。その羊像の



傍らに石碑が横たわっていた。 

 

「今の世の曽我村は唯梅白し 虚子」。昭和 12 年（1937 年）2月 7日、「大雄

山荘」で行われた虚子主催の武蔵野探勝会・第七十八回句会の時の作。虚子は

当日、子規門で兄事していた河東碧梧桐の初七日の法要のため、句会には黒の

紋服姿で遅れて出席し、座敷の回り縁の畳廊下に端座してガラス戸越しにこの

梅の句をつくったと伝えられる。句碑は林周平が建てた。 

 

 

 

 その時、平成 23 年 3 月 11 日午後 2時 46 分、私は小田原市南鴨宮にある市立

「かもめ図書館」にいた。『斜陽』の文庫本の貸し出し手続きを終えて新聞棚の

ところにいた。船酔いのような軽いめまいを感じて直ぐに大きな揺れが襲って

きた。「震源地は三陸沖、震度７」の情報を確認し、揺れの収まる合間をぬって

バスで帰宅した。テレビの空撮生中継で、田畑や家屋が次々と津波に呑み込ま

れてゆく惨状に息をのんだ----。 

 

昭和 5 年、地震頻発 加来金升が別荘「大雄山荘」を建築したころもしばし

ば地震があった。『雄山荘物語』に引用されている西久保豊吉の日記をたどると

----。昭和 5 年 2 月 22 日（土）地震頻発。3 月 4 日（火）地震頻発。伊豆の辺

では一週間も恐ろしさの余り野宿した様だ。5 月 24 日（土）夜中 2 時頃激震。

11 月 26 日（水）午前 4 時頃大地震襲来。強弱震が 6 時迄続く。大正 12 年の大

地震で折れたあと直した大鳥居（宗我神社）が再び元の折れた所から折れて傍

らの建設碑、曽我兄弟、神社の塔の上に倒れ共にめちゃめちゃ。お別荘は雨戸

のオトシが折れたとか。震源地は伊豆・伊東方面で熱海、小田原、三島もひど

く死傷者が随分出て、所によっては六、七十人位の生埋めになった所も有る。 

被災の状況が実に生々しく描写されている。 

 

戦中戦後のモノ不足 太田静子と母・きさが別荘に疎開してきた昭和 18 年

の戦中から戦後にかけては、震災から戦災へ移行する。灯火管制、物資の不足、

配給制----。下曽我村は都会の惨状と比べれば、まだ被害は少ない方だ。とは

言っても生活の苦労は同じである。昭和 16 年１月生まれの私は、当時、「下曽

我駅」のある御殿場線の乗換駅・東海道線「国府津駅」のほど近くに住んでい

た。戦時中は防空壕に避難したり、終戦後は母親と一緒の買い出しの経験もあ

る。地震・津波の被害と言い、原発事故による計画停電と言い、『雄山荘物語』

に記述されている当時の悲惨な状況と、平成 23 年（2011 年）の今、東日本大震

関東大震災後と東日本大震

災 

高浜虚子の句

碑 



災に翻弄されている東北・関東地方の惨状とがオーバーラップする。 

 

 

西さがみ文芸展覧会 私がこの記事を書くきっかけは、平成 23 年 3 月２日

～７日まで小田原銀座通りの伊勢治書店「ギャラリー新九郎」で開かれた「第

15 回西さがみ文芸展覧会」。西さがみ文芸愛好会（日達良文会長）の主催で、「太

宰治と雄山荘」をテーマに写真・資料・別荘模型等が特別展示されていた。そ

こに一対の羊像の写真があった。「日本参道狛犬研究会」（三遊亭圓丈会長）の

メンバーである私は会報の「狛犬の杜」に「あ∞うん」のタイトルでコラムを

連載している。羊像の写真をみて直ぐに焼け跡に向かった。羊像は残っていた。

3 月 5 日のことだった。さっそくコラム用に取材を始めた。そこに 3 月 11 日の

東日本大震災。関係者の本を読み進めるうちに多彩な人物模様が浮上し、「羊」

をキーワードに読むと、それぞれの人物の深みが伝わってくる思いがした。特

に別荘建築主の加来金升が羊像を玄関先に置いた意図が、東日本大震災につな

がる思いがしてきた。そうなってはもちろん困るのだが、東日本大震災の甚大

な被災状況が明らかになるに連れて、被災地の行く末に太宰治の小説の題名で

ある＜斜陽＞の文言が暗く伸し掛かってくる。そんな思いでコラムの枠を超え

てこの記事をまとめる気になった。 

 

神使の羊に＜鎮魂＞と＜鎮護＞の願い 加来金升は別荘建築に当たって

関東大震災を意識して耐震に配慮した。羊像には地震をはじめとして天変地異

の鎮護を願ったのではなかろうか。また、羊像が当初、アサヒ印刷の新社屋玄

関前に置かれたことを忖度すると、新会社の平穏・発展を羊に託したのかもし

れない。 

  

焼け跡に残されている二頭の羊の石像。加来金升が多分そうであったろうと

いう願いと同じように、私も今、「神使の羊」に、東日本を襲っている震災犠牲

者の＜鎮魂＞と被災者の平穏な生活の＜鎮護＞、そして被災地の一日も早い復

旧・復興をただただ祈り、願うばかりである----。 

 

 

 
       梅林の中の庵に我在りと   虚子 
 
       風動き蜜柑の花の香の動き  周平 
 
    

あとがき 


