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第 57 回 西国街道の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2018 年６月 21 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は珍

しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけることを

目標としている。ここで「珍しい」とは、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけておいた。私は６月６

日から 19 日まで大阪・北千里の息子宅に滞在していたので、その間にそれらの銅像

探索を行った。 

私が先ず探索したのは西国街道の沿道の銅像である。律令によって規定された最

も重要な官道（大路：おおじ）の一つに山陽道がある。それが、山城・摂津国を通

過する範囲を西国街道と呼ばれ、播磨に入ると山陽道と呼ばれる。図１に、今回探

索した西国街道（髭の渡し→石橋）の地図を示す。（なお、本稿においては、資料

の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。） 

 

 
 
（２）西国街道と髭の渡し 
 日本銅像探偵団では、人物の銅像の他に、名馬や名犬などの有名な動物の銅像

も収録の対象としている。最近、私は兵庫県動物愛護センターに名犬の銅像が数体

あることを発見した。これらの銅像は、日本銅像探偵団には収録されていないの

で、今回は本センターを訪問して銅像撮影を行った。本センターの所在地を次ペー

ジの図２に示す（図２の➄地点）。この場所は、山陽新幹線が近くを通っているが、

通常の電車の駅からは大部離れている。しかし私はネットで「本センターの近所に

図１．今回探索した西国街道（髭の渡し→

石橋）の地図 
本図は、２）のサイト/3より借用。 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E8%A1%97%E9%81%93
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尼崎市営の西昆陽（にしこや）宮ノ北団地という大きな団地があり、阪急神戸線・

武庫之荘駅からこの団地まで阪神バスの本数が多いこと」を見つけた。 

 

図２．兵庫県動物愛護センター付近の地図 本図は、３）のサイト/lより借用。 

  

図３．左：「髭茶屋」のバス停（図２の➀地点）、右：焼肉特急（図２の②地点）。 

 
私は６月７日の朝、武庫之荘駅から兵庫県動物愛護センターまで、次のルートで

行った。武庫之荘駅北口→阪神バス（40 番と 41 番の系統を利用）→「髭茶屋」停

留所（図２の➀地点）→国道 171 号線の「西昆陽交差点」→焼肉特急（図２の②地

➀ 

② 

③ 
④ 

➄ 

⑥ 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-487.html
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点）の角を右折→市立武庫北小学校（図２の③地点）→「髭ノ渡し」の説明板（図

２の④地点）→本センター（図２の➄地点） 
本探索から帰ってから、４）のサイト/2で、「髭茶屋」の次の停留所「西昆陽」

には本センターまでの案内図が掲示されていることを知った。しかし、本探索では、

西国街道を実際に歩いて、色々と面白い物を見られて大変楽しかった。なお、本来

の西国街道は、国道 171 号線の西昆陽交差点から直進して、「髭ノ渡し」で武庫川

を渡っている。 

  

図４．左：武庫北小学校（図２の③地点）前の信号、右：行者堂（信号を渡った土

手の向こうの河原にある。） 

３）のサイト/lは、この周辺の風物や歴史を詳細に紹介している。本サイトによれ

ば、お堂は行者堂というらしい。髭の渡しは平安時代の延長年間（923～931）に出来たと

言われている。ある時代、この場所で常松村の髭をたくわえた老人が旅人のために茶屋を

開いていたそうで、髭の渡しの名前はそこからきているらしい。行者堂はその老人を祀っ

ているのだとか。 

 

図５． 
武庫川の河原

にあった、西

国街道と髭の

渡しの説明板 

http://ama-kan.jp/spot/detail.php?id=72
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-487.html
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 図５に、行者堂付近の河原にあった、「西国街道と髭の渡しの説明板」を示す。

髭の渡しのこちら側の土手から、武庫川と対岸の風景が見える。その写真を図６に

示す。山並みは六甲の山々である。 

 

図６．武庫川対岸の風景 
 
（３）兵庫県動物愛護センターに設置された名犬の銅像 
「髭ノ渡し」から「兵庫県動物愛護センター」に行き、いよいよ名犬の銅像に体

面した。５）のサイト/mによれば、本センターは 1998 年の開設で、大変立派な施設

であった。ただ、梅雨の晴れ間の当日には、私以外の参観者は居ず、犬像が設置さ

れている愛護館の照明が非常に暗く、写真撮影に苦労した。ここには、忠犬ハチ公

などの有名犬３頭と警察犬アルフ号などの功績犬３頭の銅像があった。 

それらの銅像を次ページの図７に示す。６頭の犬の表情はほぼ同じで、各犬の個

性があまり反映されていなかった。また、銅像製作の費用は高額なので、本センタ

ーに６頭もの銅像を建立した理由が説明されていなかった。日本のバブル経済は

1991 年に崩壊したが、崩壊後の 1998 年にこのような贅沢な銅像に予算が付いたの

は大変不思議である。私は他の動物愛護センターに、かくも多数の犬像が設置され

ている例を知らない。 
６）のサイト/を参考にして、これらの名犬の一生を以下に記載する。 

➀警察犬アルフ号（1966-1976）：1971 年、栃木県の銃砲店をおそった２人組みはスキー

帽を残して逃走。この事件の捜査で警察犬アルフ号は、人間の嗅覚の数万倍もの威力を発

揮する鼻と、人間より優れた聴覚を持つ耳で犯人を発見しました。この活躍によりアルフ

号は警視総監から総監賞の首輪をはめてもらった第１号となり、警察犬を一躍スターにす

ることとなりました。（本文は、６ページに続く） 

http://www.knots.or.jp/info/ja_report/special_info/aigo/hyogo/aigo10th.htm
https://woman.excite.co.jp/blog/sanpo/sid_0526732/
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図７. 兵庫県動物愛護センターにある名犬の銅像 上左：警察犬アルフ号（首に

警視総監賞を懸けている。）、上中：リーダ犬バルトー、上右：盲導犬チャンピィ、

下左：忠犬ハチ公、下中：南極犬ジロ、下右：名犬ラッシーのモデル・ボビー。 
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アルフ号は浅間山荘事件（1972）などの多数の事件でも活躍し、生涯に警視総監賞 2 回、

警察庁刑事局長賞 2 回、警視庁刑事部長賞 9 回など計 109 回の表彰を受け、名警察犬とし

て名を残した。 

②リーダ犬バルトー：1925 年、アラスカ北端のノーム市で伝染病が発生。治療に必要な血

清を大至急アメリカ本土から運ぶため 10 以上の犬ぞりチームで 1100 キロの距離を駅伝す

ることになりました。最後のチームのリーダー犬バルトーは猛吹雪の中、必死に走る仲間

の犬たちを励まし続けました。こうしたおかげで多くの人々の命が救われたそうです。 

③盲導犬チャンピィ（1955-1968）：1955 年、盲導犬として育てるためにシェパード犬チ

ャンピィが、視力を失っていた河相さんのもとにもらわれることになりました。当時日本

では盲導犬が訓練されたことがなく、河相さんとチャンピィと訓練士との高度な訓練が続

けられたのですが、その甲斐あってチャンピィは盲導犬として仕事をこなせるようになり、

現在の盲導犬普及に功績を残したとのこと。 

④忠犬ハチ公（1923-1935）：東京帝国大学農学部教授上野英三郎に飼われて、朝夕山手

（やまのて）線渋谷駅に教授を送迎し、1925 年教授の死後もその姿を求めて、死ぬ

（1935）まで渋谷駅を離れなかったというのはあまりにも有名な話。 

➄南極犬ジロ（1955-1960）：1956 年、南極観測に同行したカラフト犬たちは厳しい自然

に耐えてそりを曳き、隊員になくてはならない存在でしたが、やむをえない事情でジロを

含む 15 頭の犬が南極に残されることに。1959 年に南極観測が再開され、越冬隊はジロと

タロを発見し、その素晴らしい生命力に誰もが驚かされました。その後もジロは南極犬と

して活躍したことはあまり知られていないようです。 

⑥名犬ラッシーのモデル・ボビー：1923 年、ブレンジャー夫妻に飼われていたコリー犬ボ

ビーは旅先で野犬に襲われ行方不明に。半年後、ボビーは 3300 キロの道のりを歩いて元

気に家に帰ってきたとのこと。この話が新聞にのると道中ボビーを可愛がってくれた人が

名乗りを上げ大評判になり、後に映画化され、さらにテレビドラマ「名犬ラッシー」が生

まれた。ボビーは男性の名前で、ラッシーが女の子の名前ですから、雌犬の方がヒットす

ると考えたということでしょう。 

 

（４）師直塚 

 私は兵庫県動物愛護センターからの帰り、道に迷って、西昆陽交差点（図２の②

地点）で国道 171 号線を東進してしまい、昆陽里交差点（図２の⑥地点）まで行っ

てしまった。たまたま、そこに「師直塚」があることを発見した（図８）。 

 

図８．師直塚が図２の⑥地点

にあった。 
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高 師直（こう の もろなお：？-1351）は足利尊氏の執事であった（図９）。ウィ

キペディアには、師直討死の経緯が次のように記載されている。 

室町幕府内部は、将軍尊氏と政務を取り仕切る直義の足利兄弟による二頭制となってい

たため、やがて両者の間に利害対立が頻発。師直は直義と性格的に正反対だったこともあ

って直義との対立が次第に深まっていき、幕府を二分する権力闘争へと発展していく。や

がて、直義側近の上杉重能・畠山直宗らの讒言によって執事職を解任された師直は、弟・

師泰とともに挙兵して京都の直義邸を襲撃する。さらに直義が逃げ込んだ尊氏邸をも包囲

し、尊氏に対して直義らの身柄引き渡しを要求する抗争に発展した。尊氏の周旋によって

和議を結んだものの、直義を出家させて引退へと追い込み、幕府内における直義ら反対勢

力を一掃した。 

1351 年、「摂津国打出浜の戦い」で直義・南朝方に敗れた尊氏は、師直兄弟の出家を条

件に和睦するが、師直は摂津から京への護送中に、復讐のために怒り狂って待ち受けてい

た直義派の上杉能憲らによって武庫川畔（現兵庫県伊丹市）において、師泰、師世ら一族

と共に、殺害された。 なお、師直・師泰兄弟だけでなく高氏一族の多くがここで殺害さ

れてしまった。13 歳に過ぎなかったといわれる師直の子・師夏まで犠牲となった。もう一

人の子・師詮はこの時は行動を別にしていたらしく難を逃れたが、1353 年に起こった南朝

勢との戦いで命を落とした。これにより、代々足利家に筆頭重臣として仕え、尊氏の一連

の決起においても軍事面で実行部隊として重役を担い、幕府成立後も足利将軍家を支えて

要職を歴任していくかにみえた高氏は、室町幕府初期に政権中枢から姿を消してしまうこ

ととなった。（なお、西昆陽は尼崎市に属するが、昆陽里は伊丹市に属する。） 
 

 

図９．師直塚の説明板 
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（５）池田市石橋の中井夫妻像 

私は兵庫県動物愛護センターを訪問した後、阪急神戸線・武庫之荘駅に戻り、そ

こから阪急宝塚線・石橋駅まで行った。駅周辺の地図を図 10 に示す。実は、私にと

って、石橋駅は思い出の大変深い駅である。なぜなら、学生時代や理研時代、私は

この駅から大阪大学豊中キャンパスに研究や学会のために屡々行っていたのである。

（なお、現在では大阪モノレールが開通し、1994 年に豊中キャンパス前に「柴原

駅」が出来ている。） 

 

図 10.  阪急宝塚線・石橋駅の周辺地図 本図は、７）のサイト/lより拝借。 

➀：大阪大学豊中キャンパス、②：がんこ池田石橋苑 

 

「がんこ池田石橋苑」には、８）のサイト/lに次のような訪問記がある。 

大正時代に北摂地区の土木建築請負を行っていた「中井エンジニアリング㈱」の創始者、

中井梅太郎氏の邸宅だ。そこを「がんこ」が店舗として再生したのが「がんこ池田石橋

苑」である。「がんこ」と書かれた暖簾をくぐると、立派な建物と庭が見える。池や灯籠

があり、紅葉やツツジなどの樹も植えてある日本の伝統的な庭園だ。今の季節（2017 年 6

月 14 日）は緑が多く、清々しい景色を見ることができた。 

案内されたのは、窓際の席。窓からは池で泳いでいる鯉が見えた。なんとも優雅な景色

である。他のがんこの店舗同様に、メニューは豊富だ。庭園は散策可能だったので、食後

に外へ出てみるとこに。庭は丁寧に手入れされていて、季節を感じるアジサイの花があっ

た。また、中井梅太郎氏と夫人の銅像もあった。地元の名士として、偉大な人物だったこ

とが伝わってきた。料亭のような豪華な雰囲気だが、値段は手ごろで利用しやすい。優雅

な場所で食事をしたい時には、お勧めのお店だ。 

➀ 

② 

http://www.geocities.jp/oosaka_awaren/imag-enl/guid/guid-ishibashi.html
http://citylife-new.com/gourmet/54293.html
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 私は上記の記事により、ここに中井夫妻の銅像があることを発見した。勿論、日

本銅像探偵団（１）のサイト）には本像の記載はない。中井エンジニアリング株式

会社の HP によれば、同社の概要は次の通りである。 

大正８年１月（1919 年）、初代社長・中井梅太郎が土木建築業を創業。北摂地区の土木

建築請負を行っていたが、のちに京阪神急行電鉄（株）および浪速瓦斯（株）（後に大阪

ガス（株）と合併）の請負工事を行う。現在の社員は 420 名、協力会社は約 200 社（従業

員約 1050 名）である。 

私は「中井氏が興した会社が約 1500 名の社員を養っているので、その社会貢献は

大したものだ」と感動した。私が石橋駅に着いたのは昼頃であったので、「がん

こ」で 1200 円のランチを食べた。このランチは、千里中央の阪急デパートでかつて

食べた 1200 円のスパゲッティより、各段に良かった。 

 

 

図 11. 

上：がんこ池田石橋苑の

入口 

下：1200 円のランチ 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図 12. 中井梅太郎翁と中井松枝夫人の胸像  

所在地：大阪府池田市石橋 料亭「がんこ池田石橋苑」の庭園 

 

 私は、中井梅太郎翁の経歴を検索したが、詳細は不明であった。多分、池田市役

所に問い合わせれば、翁の経歴を記載した文書を紹介してくれるであろう。10）の

サイト/fは中井氏の逸話を次のように紹介している。 
中井梅太郎（1901-1966）は 1964 年に、氏の所有地内に「日の丸展望台」を建設。竣工披

露式典は同年 5 月 16 日、灘尾文部大臣、船田衆議院議長、左藤大阪府知事をはじめ、在

阪の政財界の代表者ら 500 名余りを招いて盛大に行われた。中井氏は 2 年後の 1966 年 6

月に 65 歳で死去。故人の遺志により日の丸展望台と周辺の土地 1,300 平方米が池田市に

寄贈された。 

 私は、かねてから次のような意見を持っている。 

 橋下徹元大阪府知事をはじめとする日本の政財界人の多数は「愛国心を表現するために、

日の丸を掲揚して、君が代を歌うべき」と声高に主張する。私は「愛国心発露のための日

の丸や君が代は、高々150 年の歴史しかない。それに比べて、日本の国土に芽生えて発展

した縄文文化は、15000 年の歴史がある」と考える。国旗や国歌を国の象徴として利用す

るのは、米国などの歴史の短い国家が行う空虚な手段である。日本は米国の真似をする必

要はない。従って、日本の国土と民族を敬愛するためには、他の方法を用いるべきである。

清浄な国土を、産業廃棄物や放射能などの穢れた物質で汚染してはならない。健全な民族

心を野蛮で浅薄な外国思想で犯してはならない。日本民族はただ黙って黙祷し、祖国と祖

先の 15000 年におよぶ恩恵に想いを馳せ、感謝の念を捧げるべきである。 

 

https://www.toael.jp/kyogikai/tunagari/tunagariPDF/tunagari199.pdf
https://www.toael.jp/kyogikai/tunagari/tunagariPDF/tunagari199.pdf
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 なお、本稿を書いた後、私は11）のサイト/lで次のような興味のある記載を見た。 
➀図 11 上の「がんこ苑」の前の道路が、昔の西国街道であった。 

②「がんこ苑」が開業する前の「中井邸」が、11）のサイト/lの写真に載っていた。 
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