
伊丹で繋がる白洲次郎ピ近衛丈恵
伊丹市教育委買会事務局 中畔明日呑・岩田朱美

前号は「伊丹の土地購入まで、行き着け1;J.かった(泣)Jで終わっ
たので、今度とそ伊丹の話までいかなければ 。
はじめて読んで下さる方へ。白洲次郎(1902- 1 985)の実家

「白洲屋敷Jが伊丹町北村(現在の住所でいうと伊丹市膏日fi) に
ありました。それに関わる歴史について考える第3回目。

さて、次郎関連の刊行書籍のすべてが、次郎は芦屋生まれとし

ていますが、それは×と前号少し触れました。そこから再開しま

しょう。

1 、 次郎は神戸生まれ!?
次郎が、生まれたのは明治35年( 1 902)。父。文平が精道村

(現 ・芦屋市)に土地を購入したのは明治39年のこと。次郎はすで
に4歳。そこに号|コ越す前の住所1M神戸市山本通4丁目」なので、

おそらく芦屋生まれではない。ただ、その住所地は、文平名義でな

いため、白洲一家がいつから住んでいたのかわからす、次郎の生
まれた家はそこだとまだ言い切れない。
白洲家は、祖父退蔵が明治維新後、三固から神戸に出てきて以

降、神戸と密接に繋がっている。退蔵を含めた旧三回藩主九鬼家
に繋がる人物たちを援をにしては‘今の神戸は語れない。神戸教

会・神戸女学院を含めた神戸の話は、前号を読んで下さい。とにか

く今の元町・花隈~山本通までは、なんらかの形で、三田藩関係者
が関わっている l

2 、 高級住宅地“樋口新田"へ
明治39年、文平が購入した土地は、「武庫郡糟道村ノ内芦屋村

字値目新田」地内。 『芦屋市史』 に「明治38年阪神電車の開通を織
として、芦屋駅付近の芦屋川扇状地を中心lこ(略)実業家の邸宅が
建ちはじめたJとあるように、当時の阪神間の実業家の高級住宅
地のひとつが"樋口新国"。当時の地図で確認すると、白洲邸(学校
の真南)と精道尋常高等小学校は、固と鼻の先。兄尚蔵も次郎も

精道尋常高等小学絞生。通学は徒歩5分圏内?
NHK ドラマ「白洲次郎Jでは、次郎が兵庫県立第一神戸中学校

(通称神戸ー中、現県立神戸高等学校/神戸市灘区( 1938、現
在地に移転)に伊丹の屋敷から車で通うシーンが登場したが、 こ
れも×。次郎が、精道尋常寓等小学校→御影師範学校付属小学校
高等科(現神戸大学附属中等教育学校住吉校舎/神戸市東灘区
住吉山手)→神戸ー中に進む問、一家はまだ伊丹に引越しして広
い。次郎は「駅で電車を待ちながら、ベンチであわただしくゲート

ルを巻いていた。後に日本水産で同じ聡場、同じラグビーチーム
に籍を置くことになる伊麓次JlßB:;は、当時、芦屋lζ住まいがあり、
しばしば次郎を見かけたという。J(r風の男 白洲次郎J)芯どの
工ピソードが数ある。次郎は、御影師範学絞・神戸ー中へはきっと

電車通学P現阪神電車が明治38年開通。国鉄芦屋駅開設は大正
2年。現阪急神戸線開通は大IE9年。家かう近いのは阪神芦屋駅。
次郎さん、どれに乗って通学したの?

3 、そして伊丹へ
伊丹での文平の土地購入は、大正日年に始まる。 rJiI辺郡伊丹町

北村」の字野畑・同村畑・同道際・同自然・。現住所では伊丹市春日
丘4丁目を中心としたエリア=旧伊丹郷町北端にある猪名野神
社の北で、 !日西国街道と伊丹郷町に狭まれたそこは‘当時、狭い里
道や農道しか芯く開発の手がつけられす、畑や荒地が広がってい
た。そこに、文平が目をつけ、員い漁った模様。

4 、ああ、本当に 1 4 万坪」なのね…
ということで、昨年からこの報告につきあって下っている

方々、ごめんなさい!膏日丘4丁目だけでは恕かったの。ほかに

3 . 4 ・ 5 ・ 6丁目にも所有地は点在。まだ全体の把握はもう少し

時聞が必要ですが、正子が伊丹の白洲屋敷を「四万坪もある敷地」
(r白洲正子自伝J)と言うのは正解内

く伊丹関係図〉

5 、伊丹は酒だけじゃない!
白洲家l孟「なんでわざわざ芦屋からこんな伊丹に来たん ?J っ

てよく質問を受けますが‘当時は芦屋より手~っと伊丹のほうが
.町"なのですよ。芦屋は精道"村岡ですから。当時、伊丹町は川辺郡

役所のおかれた阪神間でも都市。それは、江戸時代、酒造業を基幹
産業に発展した、近衛家領「伊丹郷町Jが基盤に怠っている。酒造
業は幕末以降、新興の西宮・灘に出荷高は劣っているが、阪神間で
の経済・文化の発展に伊丹の酒造家たちは一翼を担う。後らは、い
ち早〈鉄道建訟に尽力し、酒造以外の産業経嘗にも着手する。
明治20年代、日本経済I<l:，綿糸紡繍業が中心であるととは周知

のところ。明治 16年に大阪紡績、同22年に尼崎紡績が設立した。
当時、伊丹町には紡績工場は芯いが、明治 19年創立の綿ネル小倉

績場と木綿縞織場があった。「明治24年以後には、 10ケ所も綿

ネル工場が設立J している。 ( r伊丹市史J 3 )そのうち、伊丹織布株
式会社(明治29年-)は聡工数276人の大規模な工場だ!同社の
代表者は、銘柄「剣菱Jの酒造家、そして大地主でも知られていた

稲野利三郎。
そして大正3年(1 914)7月、第 1 次世界大戦が勃発し、同8月

日本も参戦。それを転機に日本資本主義経済は飛躍的に発展す
る。他方、物価急脂、労働賃金の実質低下。大正6年以後、都市部で

ストライキ‘農村部で小作争議が頻発という、落ち着か砿い時期
に文平は伊丹に土地を買い始める 。
伊丹では、大正9年に東洋リノリユームが、そして大正 1 1 年に

伊丹製紙所が創立した。昭和2年の統計で、前社の年間生産額は
222万円、臓工数73人。後社にいたって l草、同812万7千円、同
1230人というとてつも砿い大企業!Iまがにも、友樽工場や紡績
機械をつくる工場芯ど、第 1 次世界大戦を転機として伊丹は多角
的芯産業発震があった。文平はそこに目をつけたに遣いない。伊
丹製紙所ができた年と、白洲一家が伊丹に引越した年が一緒だ拡
んて、関係があったとしか思え芯いじゃあないですか!

*伊丹製級所は‘昭和 1 6年(194 1)、東洋紡績側と合併した。
現イオンモール伊丹の南側。

6 、近衛文磨重量場
伊丹は近衛家と関係深い。五摂家の箪顕である近衛家は、平安

時!t以降、戦国時代- 1661 年の聞を除き領主だった。
近衛文麿が伊丹に来ている l 文麿が内閣総理大臣を3期務め

たことは周知されているが、父が早世し、父の残した巨額の借金
を背負い、 12歳で当主と怠った苦労人なのはご存知芯いのでは
芯いだろうかつ大正5 年( 1916) 、 25愈で公爵 田貴族院議員と

なり、政治の世界へはいる。

さて、指名野神社に残

る「野々宮神苑Jの碑に
は、「近衛文麿公爵」の筆
が見られる。 裏面に|革、

「野々宮ハ東二猪名西
ニ武庫ノ流レヲ擁スル猪

名野平野開拓ノ祖神ヲ杷

レルガ故ノ稽ナリ 古来
神域ノ厳林深力リシヲ氏

子等一致協力シテ之ガ整
美ニ務メ昭和八年二月起
工、同九年十月阪ノ工ヲ
完了セリ依テ深キユカリ
ノ近衛公二題字ヲ請ヒ右
二鋳シテ之ヲ後世二記念
ス卜璽言昭和十一丙子

二月十日J当社は、
め、現在の名称と怠った。碑文にあるようにまさしく、猪名野平野
開拓の祖を記る祉なのだ。奇妙なのは、昭和8年2月起工し、同 9
年 10月に完了した整備の記念碑をなぜ昭和 1 1 年付で作るの
かっそれはその日に合わせ、近衛文麿が来てなんらかの式典が
あったに違い砿い。 2 ・ 26事件直前につ近衛は当社と川辺郡第
一中等学校(l見北中学絞)に訪問した梅子 。その時のものと恩
われる写真があり (r白洲次郎と正子の世界展」ほか)、しかも、お
供として次郎が後ろに写っている 1 ここに紹介でき芯いのが残
念 。当社から白洲屋敷まではすぐそこ。次郎の実家に寄ら芯い
はすーはない、と考えてますがまだ事実関係がつかみきれません。

それと昭和 16年、初代伊丹市長深川重義は近衡を出迎え、「小
西別邸に案内した。それは商工大臣だった小林 三氏と、近衛公
は茶道のよで密接な関係があったので、伊丹に来るのを絡会に、
茶の席を設けようということで、小林氏も小西別邸にきていた」

cr緑丘深川重義J)昭和 16年は、市制をひいてまだ2年目。深Jl I
にとっては、以前より親交のあった近衛を地元に迎えるのは、意
義のあることであったに遣いない。当時の小西別邸(現存せす/
現中央2丁目)には、江戸時代に領主近衛家より拝領した茶室

「耕雪篭」があった。茶室で主人を務めたのは、第 12代当主小西

新右衛門(業精)。小林と小西とは、茶・骨董の趨昧で深く親交が

あった。そこへ近衛が入り、茶室でどん芯密会がもたれたのか非

常に興味深い。小林が近衛文麿第2次内閣に入コていたことをと

存じでしたかっ

7 、 英国 ・ チャータード銀行
阪神間の白洲屋敷は、金融恐慌のあおりをうけて、昭和3年に白

洲商店が倒産し‘抵当にと5れたようにこれまで伝わっている
が、乙れも ×。文平が死んだ昭和10年の後も、伊丹の白洲屋敷は、
白洲家所有。ご家族はお住みだったよう ー。

文平が所有した阪神間にある土地は、昭和12年、 「ゼ チャー
タードバンクオブインディアオーストラリアアンド
チャイナ(Chartered 8ank 01 india. Australia .and 

China)J (現スタンダードチャータ ド銀行/本店ロンドン)
にすべて売却されている。神戸居留地にチャータードビルは現存
している(神戸市中央区海岸通 9) が、ジ工イ 目 ヒル・モーガン

( 1873ー 1937)設計のそれは‘昭和 13年建築なので‘白洲家と
当行が契約した時は、通りをはさんだ西側にあった旧建築(現存
せ苧)になる。さあて、誰が売却したのでしょうっこの銀行が英国
芯のが興味深い。昭和 12年、文平の財産を引き継いでいたのI<l:つ
長男尚蔵は大学を卒業した後、勤めた形跡が掴めす、早世した模
積 。次郎さん‘あなたですねつなぜ、このタイミンクで売却した

のですかっ

8 、伊丹・白洲屋敷のその後…
昭和14年、チャータード銀行かう、伊丹にあった広大で多筆芯

旧白洲家所有地は、犠々な人物の手に移る。その所有者たちは、こ

の時代を担コた人名だ。戦争前夜というこの時期、なぜこのタイ
ミングで、それらの人物に売却したのかつ今わかっている主要人
物のみを下記に列記する。

1 谷江長日本毛織入社後、明治35年(1 902)、欧州派遣。英国の
毛織工場で学ぶ。大正 1 1 年(1922)、伊丹製織所新設。
*日本毛織=川西航空機(戦闘機製造)を中心とした川西財閥

の中核企業。

E八崎治三郎:昭和 1 6年(1941)設立、大阪栄養研究所初代社
長。旧陸軍積稼廠指定の工場。パイロ ッ ト用燐行食芯どを製造。
白洲屋敷の所有者。

3西脇徳和昭和 10年(1 935)、倒共立電気鋳鋼所社長。
4平松徳三郎 。繊維専門商社「田村駒J社長田村駒治郎(貴族院議

員)の片腕。

繊維業および軍需産業関係者ということがわかっていただけ
ただろうかつ今後、整理が進めば、伊丹という地域がいかにその
時代に関わり、反映してきたかが色濃く怒るだろう。そこからも、
この時期、近衛の政策ブレーンの一員だった次郎が、手腕を撮る
い、土地売却を進め、また、乙の地を通して各分野の有力者と関係
をもコていコたことが推察される。
伊丹の歴史は深い 。 しかし、それらは、すぐ足元に眠っている
のだということを、改めて感じた 1 年でした。おつきあい、ありが
とうございました。

*白洲屋敷 伊丹観光ホテル近衛文庫などに関する写真・情報を収集中。
〒 664.8503 伊丹市干僧 1 丁目 1
伊丹市教育委員会事務局生涯学習部社会教育課

平日のみ)電話 。 784-8090 /fax: 784-8083 
終日可能) PCアドレス ed-syaka陶city.itami.lg.jp
合現在、調査中のため‘事実関係が不明確芯ととるもございます。そのため‘
今後、変更に芯る事柄もでてくることがあるかもしれません.と7承下古
い。

【関係年1<1 H24.2 本堤在
明治 2 年(1869) ええ千、三回 ・且数町にて誕生

24年<1 891> 担正退蔵死去
27年 (1894) 台洲え乎コレク ゾヲン j 間世

30年 (1897)
35年 (1902)
39年 (1906)

大正 3 年(1 914)
5 年(1916)

同
6 年(1917) -
10年 (1921)
11 年 (1922)
12年 (1923)

昭和 3 年(1928)

併を来固 ・ポストン 'k桁首)
長男尚組誕生
;Jz耳次郎誕生

え'l'武摩郡精進村に土地購入・屋批建設

次郎柑唖尋常高辛小学技卒章

骨量5師範学技付晶小学技高等科→

神戸 一中入学

丈平伊丹町北村に土地購入・且f!.建設

次郎神戸ーや卒輩・英国留学

ー 事情舟へ住み始める

;Jz郎ケンブリッジ・タレアカレ ッジ 入学

文平.倒産。

;Jz 師、+帝国・，!.子、帰国 L 知句会う

4 年(1929) 次郎ジャハン ・ アドパタイザ入社

5 年(1930)
同
6 年(1931) 
10年 (1935)
12年 (1937)
同

18年 (1943)
同
20年 (1945)
23年 (1948)
25年 (1950)
26年 (1951) 

27年 (1952)

28年 (1953)
60年 (1985)

i王子と挙式(大唱に住む )

I時姻晶J を伊丹町役場へ提出
え乎、転屠(且土分県竹羽市麓町)

次郎、セール ー フ リーザ商会取締投坑怪

文乎死去

次郎、日本水産附取締役就任

阪神間の台洲宰所有地売却

次郎、日本水産僻j退任

武相荘移住

終戦連時中失事暗A古参与杭桂
冒晶庁長官就任(宜年退桂)

吉回目支の特イえとして推求

車北電カ合長抗告 (34'手i且桂)
経，斉安定本部輔問枕修

全信幸晶朝間として講和会議出席のため誼未

外務省顧問抗告

古切置の特使と して欧州視阜 母よし死去
次郎見去


