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十四巻
道徳の理論と責行
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瑚諭家の減じたるにあらずして︑変行家の
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○十年前を恩ふ

ゾク︑Ｉ︑するものを礎ゆるのである︒

昭和二十年八月十五日︑それは我が脚が無僚件降伏をした忘れ得
ぬＨである︒こ上に八月を迎へては︑変に十年の歳月が妙のやうに
過ぎ去ったことが︑今更のように老へられる︒
十年一と昔といふ言葉があり︑ノド元過ぎれば熱さを忘るるとも
いはれて来てゐる︒我々人間の牡含には或は左様な庇切りがあり︑
また我々には左様な性習があるかも知れない︒けれども我々は偶を
この仙に生まれて︑曾て我々の加先達は味はったことのない︑彼の
悲しい十年前の出来事に逢ったものとして︑何が何んでも︑左様簡
軍に一昔の夢のような思い出とか︑或はノド元の熱さとして忘れて
了ふことが出来よう︒思い起せばなほ昨日のことのように身の上に

︑︑

あの降伏の日といふものは︑一切を投げ扮てた︑それこそ畑の上
の鯉といふもので︑どうされようとも先方任せであったものの︑そ
れでもなほこの先どうなることであらうといふ恐ろしさで一杯だっ
た︒祉命の秩序の乱れ︑人の心の蹴れ︑それは常然に一日を々と甚
しくこの眼で見られることであった︒けれどもあの時になほ大きく
見れば︑阿民としての統一といふものがあった︑それは皇室といふ
仰統的な幽民の心の寄りどころがなぼ凡つあったからである︒即ち
天皇の彼の降伏の放送による大きな力がそれであった︒全くの無血
︑︑
占領が出来たといふ︑これは世界の歴史にないことだといふが︑そ
れは個々の乱れはあっても︑閥民としての統一が心の底にはあった
からである︒若し今日凶民の心の寄りどころを失った有様で彼の日
を迎へたとすればどんなことになったであらう︒恩へば不幸な彼の
日にも︑常時の我々にはなほ幸なものがあったことである︒
しかしそれがよかれあしかれ︑十年といふ歳月が流れて今日に至
って見ると︑やはり時の力といふものは大きなもので︑十年一昔の
感もないではなく又︑ノド元へ過ぐれば熱さを忘るるの恩ひもしな

いではない︒即ち幽民の物の考へ方も異って来た︑牡含の様相も逢
って来た︑我壱の生活状態も鍵って来た︑時の流れは停ることがな
蝿そして時の旅るることは鍵化することであり︑人の心も亦時と
共に古きを捨てて︑その今日ノ︑の心が力蝿く染︾ずつといふこれは
途に逃れない世の原則なのであらう︒けれども︑我々はまた時に今
日のため︑そして明日のため過去を思ひ起すことも許されなけれな
らない︑過去の滅びしものは懐しく我々の心を豊かにもする︒また
味は過ぎ去る︑成るようになりもしようが︑しかしその結果から見
れば︑その成るといひ移るといふのも︑我々毎日︐ｒ︑の心の持方︑
︑︑︑︑
努力の仕方の集結の結果でもあるならば︑そのよしあしは我々日々
の責任であって︑決して無嬬自然といふものに蹄すものではないか
ら︑こ坐に我々は生き方を深く老へればなるまい・

恩へぱ我々は︑十年前に勝ったものから︑勝手に縄てを料理され
た︑それは不合瑚ではあるが︑人間の今日の階段ではあり得ること
である︑しかしその後獅立しても︑勝ったものは穂て立派で︑負け
たものは糖て駄月なものとの考へから︑我々は尚ら甘んじて自らの
ものは批判なく絵てて満足する風になった︒そこには歴史も︑惇統
も︑民族性も全く無覗されて居る︒この精脚から︑奥へられたもの
を喜んで理想として来たとの十年であった︒そこには善悪を老へる
批判力といふか︑自己を愛する心の極めて乏しいばかりでなくその
典へられたものに封する態度も︑た堂反抗しないで御尤々々とする
ばかりで︑その制度とか考へ方をほんとうに身につける何等の努力
もなく︑表面の形式に流れて居る有様である︒そこには何の信念も
寄りどころも月的もなく︑新燕がそのままの︑混頓の中にお互勝手

に生きている姿である︒声﹂の今日までの結果は我々が過去十年間の
歩みの責任である︒

へての我々の侭らぬ心情である︒︵知己庵︶

十年前のあの日をお互にまざ１心︑と恩ひ起したい︑そして移り過
ぎし十年の跡に見る様相に我々の責任を感じたい︒これが今日を迎
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現今の我が図情と道徳教育

藤井種太郎

はない︒或は今も昔も愛らぬかも知れぬ︒之は委しく統計に

より調べ胆ぱ分らぬ︒さり乍ら吾人は︑我が圃民全僻の道徳

的信念の緬腰︑少くとも其の愛化︑の頴著なるに驚かざるを

得ぬ︑之は恐らく開園以来・未曾有のことであらう︒といふは

川来我が岡民は︑その道徳的優秀性を以て誇りとし︑之を

戦後我が悶民道徳の誇り胃冨①が潰滅したことである︒
現今よく鵜かされるのは稲我が園民の道徳の戒腰といふ雄

世界に冠たるものとして怪まなかった︒その優秀性は極為説

汚職魁不人怖︑残虐の極に達してゐる︑と枇言せられるが︑

は︑現代の額陵は︑其の不道徳行篇が悪質であって・破倫︑

らぬ誰である︑といふ様な梁概説も立つ︒かくて一方に於て

来対民の徳が相共にその隆確を持綾して来たのだ︑といふと

からう︒詔は堂︑爾慨とは悶柄であるが︑我が図柄は冊圃以

に護擁して来たことが︑我が国綴の精華である︑と解してょ

皇宗肇悶の初より君徳深厚にして︑閏民も亦忠孝の徳を世盈

ゐるが恥かの教育勅語の冒頭に明示せられてゐる様に︑皇祁

然らば我が閏慨とは何を意味するか︒之も種糞に説かれて

念であった︒

かれてゐるが︑特に之を語る金看板とせら虹たものは図鵠概

である︒之は︑新聞や魁雑誌や︑諸種の集含や︑ラヂオ等で
切りに総かされる︒而してそれが戦後の最愛ふべき世態であ
ると謂はれる︒併し他面に於ては︑何時の時代にも︑潅季の
世だとか︑迩義地に落つとか︑といふ慨歎の礎が蕊るのが世

他方には︑それは戦前にもあった︑現今に限ったことで無い

ふ観念も︑忠孝一本の固民といふ概念も︑之を表ばすものに

とが図磯の誇りであったのである︒所謂寓世一系の天子とい

の常である悩却ってか上る雄の聞ゆるのは道義が戒膝して居

と軽く受け流される︒のみならず︑現今と雌︑幼少年の純員

ば︑儒皐本来の思想ではあるが︑親親たらずとも子は子たら

世界唯一の君主閲帥荊子剛たるを表し︑忠孝一本といふこと

外ならぬ︒寓世一系の天子といふととは︑我が国が現存する

さは塗ってゐない︑それの成長ば期待すべきである︑反って
堕落し額腰してゐるとせば通そは戦前の老壮年でないか︑と

ざるべから歩といふ孝徳の主張同様に︑君君たらずとも臣臣

さへ戒告せられる︒そこで吾人は此の際︑この純冥と詔はる
典幼少年を園む今日の世態は︑それをして健全なる成長をな

が脳中幽の園柄に於ては此の主張を一貫し得す︑孟子も許さ

たらざるべからすといふ忠孝一本の主張をなすものである

さしむる篇めに憂ふべきもの無きか︑又現今の道徳教育は如
成る程道徳的額展の佃だの事貿の存在は今に限ったことで

何の状態であるか︑を反有してみたい︒

（1）
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ざるを得なかった様に︑悪王放伐といふ忠孝破行の賞状にあ
るに比し︑我が国猫り之を主張し叉貸現し来つた︑といふ是
れ亦世界唯一の君子園たるを表するものである︒

以上の如き園篭観念は︑歴代の幕府中岐姐なる組織を作り
その統制力を渡揮しつ上あった徳川時代の中葉に於て︑特に
水戸畢派や園畢派によりて弧く唱道せられ︑一般も之に唱和
して賦之を国民の道徳的誇りとするに到ったのであるが︑か
上る国民全鰐の思想的動向は︑幕府の力弧き弾睡にかＡばら

す︑奇蹟的に明治維新を完成せしめた︒更に維新以後半世紀
の間に︑従来未州副として兄くびられてゐた抄たる東海の一
小固をして世界の一等図の列に堂堂と割り入る具ととを敢て
せしめた︒恩ふに︑明治五十年間の園威の伸張は是れ亦奇跡
的と譜ってよいのであるが︑之を成就せしめたものが︑聞民
の物質力ではなく︑従来国民として誇持して居た道徳的誇り
に基く締祁力に由るものであるととは︑営時に生活した今日
の老人達の等しく首肯する所であると信ずる︒かくて国鰐観
念は園民の誰り刺としての紳秘力を具ふるかに見えた︒荷も
固鰐に添はないといふものは︑恰も家風に合はないといふと
同様に︑蛇蝿の如く忌まれた︒而して民主堂義といふ言葉は
その一であった︒

所がとの閏鵠観念は敗戦と共にその光輝を失った︒戦後は
闘総なる語すら口にするものは無い︒而も閏民畢って民主為
義を躯歌してゐると譜はれる︒中にも戦後の空気の中に育つ

と共に︑戦争に駆り立てたと恩はせる閏鵠概念に封して反感

た青少年は︑戦前の空気を知らないのみなら歩︑戦争を呪ふ

を感じてゐるのも無理はない︒併し国民の大多数は︑戦前の

空気の中に育ち⑮戦前の国民道徳思想を躯歌し︑固謄概念に

ものを勉ち︑只管デモクラシィに迎合してゐるやうに恩はる

随喜した人為である︒それが掌を縦すが如く国民の誇とした

上には︑悲哀を感ずる︒かくては戦前の誇りを復活すること

吾人は鼓に戦前の誇りが其のま上誇るべきものであるとは

は勿論のこと︑戦後の青少年を指導することも出来まい︒

謂はい︒その誇りには抵護れる随って是正すべきもの︑謬り

やすき随って戒心すべきもの︑時代にそぐはざる随って愛改

の存するととを認めざるを得ぬ︒例へぱ︑祁園とか︑金甑無

すべきもの︑筒不足なる随って補足すべきもの等多くの疑鮎

峡とか︑特に榊誰があるとか︑八紘は我が字であるとか︑如

何なる民族にも皇道を戴かしめるとかいふ類である︒さり乍

業も成り︑之が篇めに国運も僅凌の間に驚異的溌展を遂げた

ら国民の久しき間誇りとして来たもり之が篇めに維新の大

といふ閏民体来の謂は賃道徳的理念には︑国民に固く結ばれ

たろ大切なる何物か賃存するのでなからうか︒

弦に吾人の戒心すべき声︶とは︲明治維新以後の空気の中に

育った吾交同胞は︑上向き家運の中で苦勢知らすに成長した

お坊ちやんの様に︑軽信的であり︑無自昂的であったといふ

ととであるｃ恐らく是れ開国以来孤島の中で︑他より操まれ

（2）
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多数の同胞は︑君徳並に民徳の優越性について人糞が稲する

あらうが慾明治以来の教育が甘かったからであるまいか︒大

ることのない安易な生活をして来た楽観的固民性にも由るで

に随喜してゐるものＡ多いことは何たることであるか︒此の

それだけならば未だ罪は無いが愁之が本質を知らないで︑之

世界的趨勢に引きづられて︑之に附いて行くだけである︒否

ゐる人は域今日に於ても極めて稀である︒唯デー﹄クラシイの

私は儲てさる排習愈に識師として臨み︑度交変間してみた︒

ま典に︑又教えらる奥ま上に︑之を稲するに過ぎず︑その善

受識者は現職の画民義務教育捨常者で︑戦前の空気を可成呼

鮎に於て︑我が国民は︑鍵に徳来の固鰐観念や忠孝迩徳に随

られると︑倣履の如く之を脆き捨て︑矢鮮にデモクラシィの

吸して来た人達である︒白く通教育勅語に示されてゐる国民

い所にも︑その謬り易い所にも一向無自畳で︑只それが世界

道徳なるものに向ってゐる様に見受けられる︒抑戦前並に戦

迩徳に何か悪いと恩ふ鮎があるか蕊例へぱ︑父母に孝に︑兄

ある︒

時中︑デモクラシイが固鶴と合はいとて之を蛇蝿の様に言っ

弟に友に︑其の他示されてゐる徳に︑今日不通徴と恩はれる

喜してゐたと同罪である︒洞にお坊ちやん式で伽しき次第で

たのも︑同様に無自発であり︑無批判であった︒儒単に於て

一だといふ聾のみを信頼してゐたのである︒しっかりした自

も心西洋に於ても︑叉我が剛に於ても︑一様に苛から詔はる

もなかった︒智際悪いとは思ってゐないのであらうがやそれ

ものがあるかと︒此の間に封し︑と上が悪いといふ人は一人

己自身の心誰を握んでゐなかった︒そこで戦後それが非難せ

上様に魁荊主の徳とは︑自己を措いて若生の篤めに奉すると

と凪はれる︒瀞其庭に問題がある︒中に一人﹁一旦緩急あれば

が荘だ皮祁的であって︑それ等の徳の善さの自受は甚だ薄い

とであって︑聖主をいた賞く君主政僻は︑全く完全に民主政
て魁而も世界に魁けて民主政治を行つてゐるととを想ふべき

治を行ふものである︒今日英園は依然として君主園家であっ

程尤で︑之は頼もしいと思った︒私は之に封して︑我が図で

せられ魁勅語としては疑はしくなる﹂と言ふのがあった︒成

が智徳を修むる究極は皇蓮を扶翼するに在るといふ如くに解

蔑を以て之を却けたが︑その善い鮎は勿論研究もしなかった

は︑園と皇位とを全く同一概念としてきた所に特別の図民性

義勇公に奉じ天壌無窮の皇迩を扶翼すべし︑の一節は耐園民

のである︒所が戦後に於て︑欧米のデモクラシイの到来は止

が存するのであるから︑之を天襲無窮の剛迩を扶翼すべしの

である︒然るに戦前に於ては︑人民８日８が椎を握る９鼻息

むを得ぬ趨勢としても︑之が如何なるもので︑如何なる迩徳

意と解すれば如何︑米固の如き剛でさへ︑祇園の矯めに命を

といふ語義のみにて︑デモクラシイは固僻に反するとし︑侮

こそ厳密に之を査くればならぬ筈であるが︑之をわきまへて

的意義を持つか通如何なる長所並に短所を具ふるか︑は此度

（3）
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持ってゐる様なものはゐない様であった︒恐らく︑猫逸がナ

多分に動いてゐると感じた︒偉来の忠孝道徳に封して郷愁を

時代は愛つた職道徳も亦愛らねばならぬ︑といふ様な気分が

とした様であった︒併し人登の間に腿て︑戦前の遊徳は古い︑

捧げてほしい︑と叫んでゐるではないか心と言ったら︑樺然

後は世界に遅れぬ様デモクラシイを護擁して︑図を︲家を︑

畢である︒是れ畢党デモクラシイが無かったからである︒今

て其の過失の妓大なるば︑園磯の盲信であり︑一億特攻の暴

へしめる︒之は傍大人達の過失から起ったものである︒而し

や︑生活の窮乏等交であって︑それが彼等をして下の様に考

鼓に吾人は青少年のよりて以て立たんとしてゐる︑而して

且つ向己を立てねばならぬと︒かくて彼等には曾ての閏僻の

ポレオンに疎州された常時︑猫逃画民が在来の凋逸魂に郷愁
を感じ︑フイヒテの獅糞剛に多大の共鴫を寄せた様なこと

から眺められてゐる︒

跨りも︑忠孝逝徳も︑大人達殊に老人途とは全く反封の角度

次第である︒そこで私は更に再び訊いてみた︒東洋では忠孝

壮年の教育者達が新しく見出さんとしてゐるデモクラシイの

小畢校時代より︵少くとも其の上級生時代より︶戦後の空

所謂人民政府なるものが立てられた際の名稲であるが︑之が

ることが示す通り︑古代希蝋に於て人民が政椛を握るといふ
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は︑我が園では起り得ないのではないかと恩はれる︒心細き
一本だが︑孝が百行の本と謂はれる︒西洋に於ては︑英語で

凡そ柚反馳せる方向を有するものとせられ︐壮年者には︑大

新逝徳につき一僻してみよう︒青少年者には︑デモクラシイ

交に封して︑符にゆかしき特別なものが感ぜられるではない

隙に於て戦前のそれとは異らぬものであるが︑尚新道徳たる

も︑猫連語でも．共他でも︑孝行といふ語がないそんな徳
目が嶋へられないからである︒尤も西洋には西洋の徳はある

かと︒併し之には特に共鳴的な答は鑑け准かつた︒戦前の塞

而川を有するものと派られてゐるとと︑略前述の如くである︒

のものであるが︑それが戦前の閏僻棚念や︑忠孝道徳とは︑

莱を相岱に吸ったと調っても︑昭和十年以後の国民思想の中

然らばそれの現澄は如何︑随ってそれは如何に唯世せられな

は彼等の身遥より向然につくるに至ったものであって︑現貸

に居った人達故心倣時の忠荊思想には一和の飽懲を感じてゐ

のだが︑か比る西洋の国柄に比し︑在来の閏民道徳には︑我

たのではないかと察せられるが︑体来の国民道徳恩想に封し

気を吸うて成長して来たもの︑今日大事へ入事し来る位の年

衆勉政僻と呼ばれ︑他の政僻より劣れるものなることは︑プ

デモクラシイなる語は︑もとギリシャ語から来たものであ

ければならぬか︒

齢者慰の思想は更に亦鍵ってゐる︑彼等の兇州せしものは敗

ラトー等の己に批判せし所であった︒是れ︑賢明なる一人者

熱意の乏しきには慨嘆の外はない︒

戦の惨事や︑親近の戦死戦傷や︑国運の低下や耐外人の賊厘

妙

L 三

るに比し︑無川の曲折や︑諸純の混乱を導入するに至るから

叉は少数者閏厨さに政権を委任して通常に政治を行はしむ

とになると︑試に之を今時入単して来る大畢生に葬れてみて

けられる︒鹿が正常とは何ぞや槌椛利とは何ぞや︑といふと

教育家迄が其の中に新道徳を護見せんと努めてゐるかに見受

併し古代希臓に於けるデモクラシィの弊が己に術時に認め

椛利を主張する︑又他人のそれを鐘瓶するといふ︒而も椛利

る意義を有するか︑〃等の問題には手も価れないで︑只正州の

何なる開係に立つか︑叉別佃のものとすれば︑それは如何な

も一向に研究してもゐないし︑又教育せられてもゐない︒正

である︒特に︑多数勢力を雄得するために徒蹴を組み闘争を

られ︑共の非難が商められ︑随ってデモクラシィなる語は寧

の生ずるは何に曲るか︑之と正とは如何にして一致するか︑

は理智的の正︑即ち論理数理の正︑と同じきか︑又それと如

ろ蔑覗せられたに比し︑近代倣米諸圃の理想がデモクラシィ

等も殆ど杵へ得るものはない︒戒なるかな︑彼等は修身科と

惹起すろを常とすること︑今日我が園に於けるデモクラシィ

に同ふに至ったのは何に川るか︒此の問題は委細の論究を要

の弊と異らざるものがあったからである︒

するが︑吾人は之を概括して︑デモクラシイの背後に存する

いふものを知らないし︑随って教えられたことも無いのであ

以上に聯閲して︲現今の教行科程は修身科を設けざること

毎○０

逝徳的信念如何によるとするものである︒古代希臓の逝徳的
は東洋には川へられなかったものであるが︑東洋の主徳孝が

につきて一言したい︒人或は日ふ︑修身はある場所Ｉ教室Ｉ

備念の雌商に位したものは公正旨の毎８であった︒こんな徳

である特定の人Ⅱ推任教師Ⅱが説くべきものではない︒凡て

一脳然りと旭はれる︒さり乍ら現今の中皐以上の識者に於て

の先生が︑凡ての時に︑凡ての場合に教ゆくきものであると︒

凡ての人に通する正Ｈ侭胃を亜んするといふ鮎椛な逝徳的
邪念であるが︑之は蒋通に︑自己の正柑なる椛利は之を主張

西洋に岨へられぬと相封して面向い︒そばとも角も︑公正は

すると共に︑他人のそれをも奪取する︑と解粋せられる︒欧

ても︑以上の如き問題は︑修身科の如き専門教科がなければ

より多くの教師が補導者として佃だの場合に教えてゐるとし

何なる時所に於ても誰も教えてゐないのが賀状である︒併し

に︑迩営なる語がない︒止むなく正常なる椛利といふ外にな

取扱へないと恩はれる︒間又倫理は︑一没した全僻的恥系を

説が︑何時︑何について之を教えてゐるかと側へぱ︑蜜は如

い︒此の正樹なる椛利を主張することが︑戦後デモクラシィ

典へなければ︑確信に達し得ないものであるから︑佃麦に靴

語では︑正も椛利も共に吋侭耳・儲①︒胃であって︑正帥椛利

の導入と共に我が風に於て盛に川へられ︑それが新しき倫班

であるが︑東洋では古来公正なる徳が喝へられなかったと共

なるかの如き概を呈してゐる︒青少年は勿論のこと︑壮年の
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里 。

駁に補導せられたのでは結資にぱ至らぬ︒是非一教科としてろ︒此の父子間の徳は決して正常なる権利の要求ではない︒

之を指導せねばならぬ︒小皐校を除き現今の如き修身教育の父子共に奉仕であって︑其の巾に闘争の素因を有しない︒奉

状態にては＄若き人達に確かりした倫理が教えられる筈はな仕する所︑至る所感謝があり︑平和がある︒との愛の下に於

い︑而も彼等は直に現今のデモクラシィの吐含問題に直面せては︑デーセクラシイも闘争に陥ることなく︑相融和して行ふ

ればならんのである︒ととが出来る︒近代西洋に於てデモクラシイが調歌せらる上

さて古代希臓に於ては其のデモクラシィは公正の道徳的理に至ったのは︑古代希臓とは異り︑人間の間に此の倫理思想

念の下に運川せられたのであるが︑正営なる雛利の主張をなの背景を得たからである︒勿論西洋に於ても尚正営なる椛利

す限りに於て︑その正営とせらる上ものが自他相異り得る以の要求は所為に起り︑随って闘霧が行はれてゐる︒されど中

正ばか上るとと無き様に自他相通する正を唱ふるものであるモクラシイも古代希臓に於ける如き弊を有しないのである︒

上︑自他の闘争に瞳するより外なきことは明かである︒抑公世以来基侮教が人心に浸潤せることは相常に深い︒篇めにデ

る︒公正は理念としてば結構であるが︑音際に之を賞現する公正に奔りつ上ある︒自他平等の正常なる権利といふ主張の

が︑か上る正が如何にして見出さる上か野至難の問題であ然るに我が園は︑儒皐の仁愛を表する忠孝道徳を捨て凡︑

には聴前路に乗り上ぐるより外なき暗礁をひかへてゐる︒惟下に於ては︑デモクラシイは闘争に蹄するより外はない︒乞

ふに︑之は希蝋倫理が他に其の席を瀧らねぱならなくなったふ我が現状を肴ょ︒畢圃の労務者は企業者に封して正常の椛

周知の如く中世以来希臓は亡びたが︑希膿の文明は欧洲全様である︒所が企業者が正営と認むる所は労務者のそれとは

大なる原因である︒利を主張し︑公務員は官聴に向って︑畢生は畢校に向って同

土を克服した︒併し希臓の公正はクリスト教の愛に克服せら異り︑官聴の正常と認むる所は公務員のそれとは異ってゐ

るとと上鍵つたのである︒公正の槻念は法の基礎として今日︲モクラシイと共に至る所に生じ︑闘争委員は︑公正の要求者

れた︒正常の権利の主張ではなく︑自己を捧げて他に奉仕する︒是れでは闘争に蹄着するより外はない︒かくて闘争はデ

にも鍵ってゐるが︑徳は愛を中心とすることになったのであとして︑麗為しく其の名を列ねてゐる︒併し他方には︑人剛

ろ︒今との樽換につき委細を語る閑はないが心愛は父たる刺は倫理的に平和愛好者なりと叫ばれ︑世界平和が高唱されて

の徳であって脳その子たる寓人は︑親に封する心持を以て之ゐる︒昔は固際間に戦争の起ることは止むを得ないとされた

に事ふることが懲悪せられる︒正に是れ東洋に於ける孝であが魁国内には平和が保たれてゐた︒今は国際間の平和が要望
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ー

され乍ら聯国内には至る所闘争である︒こんな矛盾は獣硯さ
るべきであらうかｐ

道徳六閣牒懇談含記事

第六同の道徳国鰐懇談曾は︑五月二十五日に︑例により上大

で雑談の後︑七時晩養に入り︑先づ此日出席の松村文部大臣か

崎の参議院議長公邸で︑午後二時から開かれた︒しばらく控室

弦まで来ると結論は明であると恩ふ︒現今の青少年は如何
にデモクラシイに其の道徳性を求めても︑正富の権利の要求

ふものが︑何等の椛利もなければ従って責任もないものである

上なった常時の賞状かｈ今日教育に於ける文部省の在方とい

あったが︑その文部省はどうやら泣きを入れて存置さるｋこと

省が︑内務省と共に占仙行政にあっては弧く腰止さる里運命に

ら︑現在の文部行政の溌状について︑詳しく述べられた︒文部

を基とする限り︑闘争に呑みこまれるより外に途は無い︒之
では倫理ば闘争の倫班となる外はない︒然るに闘争と倫理と
はもと相反するものであって︑聞手の倫理は倫理自らの矛盾
である︒人間の倫理性は何とかして岡争を克服して平和幸禰
なる人生と吐禽とを作り出さんことを要望してゐる︒之が篇

といふ酷が起るようにはなったが︑︶それから各方面の寒心すべ

こと︑○﹂れは今少し文部省に力をもたせて査任をとらせれば

は誠に遺憾であること︑叉今度文部省の新生活運動の方針など

き出来事殊に鹿見島に起った松元事件などを例に︑今日の世相

について︑述べられた︒これに封し︑関瞭側を代表して︑河井

棚八氏︹報徳吐︺の挨拶があった︒

夕食後別室で各自今日の世相について語り︑文部営局に要望

L イ ノ

めには︑人間自身の本性Ⅱ人間性Ｉを自兇し︑之によりて批
判力を養ひ︑周囲と時代とに引きづられぬ様︑否︑周囲と時
代とを弊雌し之を善導せぬぱならぬ脳若き人糞の徳は其虚に
存する︒・而して之に導くものは教育である︒

教育は現今の如く知識技能のみを専らにして人間性の指
とすること︑東洋に於ても西洋に於ても古も今も減らぬこと

通含︺野口明氏︹弘通倉︶黒木喜一氏︹修菱剛︶中山均氏︵龍

するところがあった︒即ち安井英二氏︹報徳杜︶下村寿一氏︹弘

導を忽にしてはならぬ︒人間性は親子の間の心情の護撫を基
前述の如くである︒之には特に教科を設けてその指導を必要

野口︑深田︑削出の四理事であった︒

営日の出席者は二十五名であった︒術営日本曾の出席は︑下村︑

松村文相と意見の交換をされた︒かくて午後九時牛散曾した︒

門吐︺河井揃八氏︹報徳杜︺等よりそれ人︑意見を述べられ︑

とする︒但し維新以後の修身科の教育を以て足れりといふの
ではない︒否︑それがお座なりであったから︑国民道徳の誇
りのみがあって︑其の責を失って了った結果職敗戦となり︑

倫理の混飢となり︑修身科の雁止ともなったと恩ふ︒之を奈
何すればよいか︑ば今後の我が教育界の大問題である︒之に
ついては他日を期して掴筆する︒︵祁岡畢蕊大挙長・文皐坤さ

〆 向 、

も
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の塵

ＩＩＪ
×

豆歌手に︑との熱俄然昇る！その浜手

×

さと収入が魅力？人間の希望は時代によっ
て移る！

×

に就ては言う形式主義者も︑憲法では誰が

事世に稀有ならぬ事件とあっては鳴乎！

先生にしてその教へ子思はる！然もこの

︑︑

今年はミヅホの園の夏猛暑つ堂いて米作
に朗報あり︑よし惇染病︑毒蛾︑水不足︑
洪水等寿の不朗報が半面にあるとも︑先づ
先づこの一事は国民を安堵させる！

︑︲︑︑

×

る戦術︑作戦のごとし︑といふのは︑お客
様本位︑サービス︑薄利︑親切第一云々に
等しいから！

薫﹂との御託宣！まるで商人の方便によ

共産黛再び武器を捨てて﹁愛される共産

×

平和論また然り︑事は理論にあらず︑主
義にあらず︑人間悉くがこれ祁の御思召し
に背かぬようになることなり！

×

原子兵器禁止の主張誠に結構！但し一
度出来たものを無にすること果して可能な
りや︑日く可能の滋た宮一つあり︑人間の
心を純て洲の心とすることである！

×

りましたらオナグサミ！

さてどうなりますかネ！ナメられずに参

︑︑︑

米園批判一遥到で︑ソ連のことは絶封無
批判の人々が殊に期待する﹁日ソ交渉﹂！

×

押しつけたものだらうが良ければ良いさう
×

だ！これではよりどころないお都合主義！
日教組も小中畢校生の畢力底下は認める
が︑我々の目的とするところは︑圃語や算
数の問題ではなく人間全燈を作るのだとい
ふ！世の中のことは︑凡そ﹁あ上もこう

×

も言へる﹂のが理窟といふもの︑だから理
窟は絶封の権威とならないと知れ！
硫安一袋五脚の値下げ︑米価一升蓋側の

値上げに横車を押しての農相の燕闘！功
×

をたてることは中々容易ではないわい！

×

含計柿査の結果不正百二十一億といふ！
逝義の類匪は濁り一般世人のことならず︑
範を垂るべき国家の公僕にして叉此の如し
美！

図家の補助金の不正目に除る！日く災

しむのみ！

審復蒋我の水増し︑白く二煎取等を！恩
ふにこれ式では何れを見ても他人のことを
言ふ貧絡ある者はまづあるなし︑お互に慎
×

女畢校の教師にて教へ子への毒牙八人︑
ために死者三人を出す︑それでなほこれま

で畢校からは庇はれて来たといふ！この
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映壷女優が質春婦の職業に入れられて抗
議の筑焔に日く︑﹁女優は立派に潤立した職
業よ﹂と︒もしそれよし然りとすれば彼女
竿も一進歩か！
努働省の費春白書に日く︑﹁賓券姉全図に
五十蔑人﹂と︒悲しくも世の失業者を救っ
て居るか︒さはさりながら︑賀ふ者があっ
て頁る者も成立す︒世相思ほゆ！
×

を垂れること！

東京都臆の汚職小者ながら続令：世は翠
げて汚い時代だといふ勿れ︑公僕よ先ず範
×

図含議員の何より御熱心なるは一︲人の翠
げ足とり﹂である︒尤もこれは今日の風で︑
世人も何事かあるとすぐ批判をすることお

盛ん！但し人を責めるに言や厳！我は
︑︑︑

全く責めずとはどんなものでしょう！
×

安くても良くても画定はごめんと教科書

｡

机
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作詩とその鑑賞︵二︶

に述べた事柄を結んで述べるものです

から︑之を紡句叉は合句とも云います︒

との起承縛紡と云う絶句形成の細格は

長な︑締りのない文章にはならない︑

文章を作る上に雁川すると︑散漫な冗

廿尾の整った文章を作ることが川来る

三好凌石
れに封する詩語即ち詩に用いる文字を

二︶絶句の総格

のであります︒土井晩翠の名作に︑荒

ら律詩の五言でも七言でも作るように

起春商機の花の要︒
承巡る杯かげさして︒
稗千代の松が枝分け川でし︒

多く蓄えていなくては︑簡単には作飢

して︑古誹はづつと進塊に入ってから

紡昔の光今いづと

漢詩は短い詩形の方が長い詩形よりも

知っていても︑其宇を使役する詩法を

作る方が可いのであります︒絶句には

この第一句は提起でありまして︑春の

城の〃と云う日本詩があります︒これ

知らなくては︑詩を形成することば川

起承縛結と云って︑第一句から四句ま

るものではありません︒矢張り一初めて

来ません︒叉︑縦い共法に依って誹形

で︑その句を名づけてあります︒即ち

句は上を承けて︑酒杯が人から人えと

夜の花下の宴を述べていますが︑第二

翠ぴ易いものであります︒何んなに思

が出来ましても︑一日の長ありと云う

第一句を起句と云いまして︑物事に封

体って坐を巡る様子を述べています︒

は能く絶句の細格を具えたものであり

ような方の指導を受けないでは︑到底

して先づ其思想を説き起すのでありま

詩を翠ぶ方は︑五絶から薪手して︑︵資

完全な詩を得ることは川来ない許りで

す︒第二句は第一の句を承けて︑その

る懐古の情を含んで︑松林を叙しまし

第三句は共意を他に稗じて︑月に謝す

想を豊富に持っていても︑詩形に表わ

なく融進歩上雄を兄ることば川来ませ

物事を更に述べるものでありますから

て︑第四句に之を承けて︑昔時の月光

まして︑例に示すと︑

ん︒絶句や律詩は何れも詩形が厳格に

承句と稲します︒第三句は起承の二句

を偲んで︑今やいづくに在るかと疑問

すが︶次に七絶を作りまして︑それか

備っているので︑平灰に除り拘わらな

に云った事柄を︑更に進んで他に一歩

感懐を以て紬んであります︒叉︑狂詩

際は七絶よりも五絶が六づかしいので

い古詩の方が︑一初めて詩を望ぶ者には

を陣じて述べるものでありますから︑

現することは出来ません︒縦い詩語を

入り易いように︑古詩韻範と云う書物

之を縛句と申します︒第四句は前三句

す所の詩語を知らなくては︑思想を表

に書いてありますが︑古詩ば先づ詩材

○○○００○

と云う即ち詩を作る材料が整って︑そ
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二
L

を以て例を筆げて見ますと︑
ハシテヲンゾシキ
起剥篤二金貸一事何忙︒抑韻忙

ハツテヲモえ

承僕作二狂詩一心亦狂ｃ押韻狂

一へ

輔蟻篭閑茂漢哩蕊噸
紬同無二妻女一奈二室房︒押韻房

ょうなもので︑即ち土蔓に常るのであ
ります︒土壷がしっかりしていなくて
は︑堅牢な家屋は建ちません︒そこで

０００

︒︑︑︑

Ｏ●●○Ｏ

承○●●○○押韻春色満二平蕪一
●●○○●

稗●︑○○●可レ歎無二知己一
○Ｏ●●Ｏ
結○○●●○押韻高陽一酒徒

︵読方︶門を出づれぱ何んの見る所ぞ

④︒︒

韻を踏んである忙・狂・房の字のある

○○

ことを︒高陽の一酒徒︒︵蕪徒は韻を

春色平蕪に満つ︒歎ず可し知己無き
︑︑ｅ

のであります︒随って五言の五字目の

七字目を秘して︑甜脚叉は韻礎と云う

の韻に馬するものです︶

譜えた字︑即ち押韻で︑上平謹七虞

とれば第一句に君と指して云い砿第二
句に僕と承けまして稲第三句に起承の

叉は韻礎と云うのであります︒

韻を譜える箇所も︑これと同様に韻脚

絶句には五絶でも七絶でも正格と偏格

平平の二字が加わるものですから適五

いますと︑七言は五字の上に灰灰叉は

平起式と云うのであります︒七言で云

五言正格を灰起式と云い︑五言偏格を

準にして目を立てたものでありまして

又は偏格と云うのは︑句の二字目を標

○Ｏ○

斯う云う形式となりまして心との正格

意を樽じて地位の異なるのを叙して︑

三句を結んでいるのであります︒との

と云う格式がありまして︑先づ五絶を

︵二︶絶句の格式

縛句と云うものは前二句と除り懸け離

申しますと︑

第四句で濁り者のさびしさを叙して前

れた事柄ではいけません︒結句は稗句

五言絶句正格︵作例︶九浦歌唐李太白
●ＣＯ○●
起●●○○●白髪三
千丈

の意を承けて至篇を結ぶように作るの
であります︒漢詩の句として最も大切

０Ｏ●︒Ｏ

絶灰起式の起句●●○○●の上に○○

③︑＠

なものは五言ならば五字目︑七言なら

承○○●●○；・押韻縁し愁似し佃長
●００●Ｃ

輔●○○●●不し知明鏡裏

と二字を加えますとも七言では平起式

︑ｅ○

ぱ七字目でありまして蝋音韻を譜える

結○●●○○；・押哉何庵得二秋霜一

︵読方︶白髪三千丈︒愁ひに綴って佃

起式は即ち七言正格でありまして︑七

となるわけであります︒故に七言の干

○●●００

簡所を指して韻を踏むと云ひ叉は韻を
押すと云いまして︑普通に押賦と稲す

くのごとく長し︒︵長霜は韻を譜えた

言灰起式を七言偏格と云うのでありま

０○

るのであります︒即ち忙・狂・房と云

字︑即ち押韻の字で︑下平馨陽の韻

す︒その形式を表しますと︑

○○○

う三字は心皆な同じ一音韻を持つもので

に馬するものです︶

五言絶句偏格︵作例︶川家春望唐高適
．○○︒●

起●○○●●出し門何所し見

起●○○●●○○押韻

七言絶句正格︵平起式︶︵作例︶

ありまして︑人鰐で云うとも脚のよう
なもので︑脚は胴鵠を支える大切な所
であります︒家屋で云うと︑石すえの

〔10）

ー

逢二劉侍御一唐李端
承●●○○●●○
●○○・●０Ｏ

押韻幾人同入謝宜城
縛○●●○○●●
未し及レ酬レ恩隔二死生一

ゆ●０Ｏ●●○

結●○○●●○○

○●●○○●●

●０Ｏ●●○Ｏ

抑談唯有三夜猿知二客恨一

峰陽渓路第三聾
だ恩に剛ゆるに及ばす死生を隅つ︒

七言絶句偏格︵灰起式︶

れを用いても可いので⑤半黒の印しで

何れを用いても可い箇所がありまして

表示するのであります︒其他にも平灰

承⑪○①●○抑談

起⑬●①○③

五言絶句正格

との様式を示しますと慾

起⑨●○○●●○押韻︵作例︶
自二期州一至レ京戯贈二看レ花諸

承○○⑲●③○○押韻

樽○○⑥●○○②君一唐劉高錫
●●○Ｏ●●Ｏ

紡●●○○●●○抑識

結⑱●②○○抑瀬

韓①○○●＠又⑧○●

○Ｏ●●●○○

︲紫附紅塵挑レ面来

無四人不二一し道二看し花同一

０Ｏ●⑥○Ｏ●

五言絶句偏格

玄都槻裏桃千樹
●●○Ｏ凸●Ｏ

識是劉郎去後栽

承⑱●●○○押韻

起⑱○○●●③○③
の花を看て回ると道︵言︶はざるは無

稗⑱⑬⑪○③

︵護方︶紫陥紅塵而を桃って来る︒人

し︒玄都槻裏桃千樹︒謀く是れ劉

絶①○⑲②○抑耐

③○②とすることを踏落しと云いま

︵正格の榔句︑伽格の起句の下三字を

郎去って後ちに栽ゆ︒

︵との詩の来・岡・栽は韻を譜えた

しなくてば迩徴な文字が無いと云う

す︒これは其句の第四宇目を平字に

字でありまして心上平蕊の十灰と云
う識の部類に馬するものであります

起⑱○⑯︑⑧○○抑談

七言絶句正格︵干起式︶

す︒︶

場合に●○︑と字を世くのでありま

以上の四つの畢例は何れも雌梢な平灰
が抵平字を使っても灰字を使っても差

式を以て作られてあるものであります
︑ｎ

が五言でも七言でもありまして︑五絶．

承⑩⑦⑬○①②○押韻

支えないと云う平灰をらくにする箇所

七絶の正格偏格共に第一宇目は平灰何

（11〕

︵護方︶幾人か同じく入る謝宣城︒未

唯だ夜猿の客恨を知る有り︒峰陽の

００Ｏ

渓路第三藤︒

︵との詩の城・生・雄は韻を譜えた

字でありまして︑下平雛の八庚の韻
に馬するものであります︒

即ち五絶偏格の起句⑥○○③●の上に
灰灰の二字を加えますと︑●●○○○
●＠となりまして︑七絶の偏格職灰起
式となるのであります︒併し七絶は起
句に韻を踏むのが定式でありますから

あります︒

ねて︑●●○○●●○としてあるので

五六七の三字を顛倒して上の四字に連

Fq

一

四不同と云いまして︑第二宇川が平字

ます︒一初めから格式をくづした平灰で

で心幹通は作らない方が可いのであり

今年もこそと榊にしいのる

玉敷の御園にいでて家の子と

かしこみて摘む今年の御茶

︑／ｒ︑Ｄｆ︑／ｋ２／︑．〃．︑ノＬ︑．ノ．︑Ｊｆ１ノ︑︑Ｊ︑︑〆︑ノ︑︑．〃︑〃Ｌ︑〃ＲＵグ︑Ｊｆ︑Ｊ

︑／︑／ｈ１ｆ︑／６１ｒ︑ノー︑ｆｈ１ノー一

雲の上の御茶作りのつつがなく

御困に御茶摘む手うれしき

この年も仰せかしこみ家の子と

御料の御茶を作る幸かな

家の内みなすこやかにこの年も

御茶摘む仰せうくるわが家

汁八年つづくほまれか雲の上の

文亭繁田武平

埼玉螺豊岡支含長

︑／︑／︑／︑■／︑Ｊ１︑／ｈ／１ノ︑ノロ︑ダｔ︑グ︑１ｊ■︑夕︒︑〃．︑ノ︑ｂ／１１Ｊ︑ノ︑／︑／ロ︑／︑／Ｌ

陣①●⑱○○●⑨●○●

あります︒叉︑五言でも七言でも︑下

ず同となって所謂二六封を成すもので

ｔ■申■■■■◆■■６■Ｄいりか

紬①○⑪③④○○抑斌

識製

の年
仰五
せ月
こ嵩
う内む
る一
昭和 川
臓り
よて
りよ
御め
料茶
︒︒ｅ

三字が灰灰灰とか平平平と連ねるのを
禁じてあります︒これを下三連と云い

七言絶句偏格︵灰起式︶

起⑪●⑪○①●○抑試

ます︒叉︑孤干・孤灰と云って句の中

︑Ｏ①ｅ

承⑱○①●●○○抑訓

間に︑平字又は灰字がた堂一つ赴いて
あるのを嫌って禁じてあります︒併し

練⑪○⑲●①○●
紬⑦●⑦○⑪●○押韻

七言の稗句に○○○⑧○○⑧と平灰を
世くのは茶支えないのであります︒斯

︵正格の韓句に②○⑨と踏落しにする

鹿を●●●と三灰を以て蹄落しとする

弓云う形式以外は持鋤句︵即ちねぢけ

なら殖第四宇目は必ず灰字にします︑

作りますと︑その詩は平灰が間逮って

○

場合もありますが︑普通は②○⑰とす

た句︶と云って勤鰐の詩となりますの

叉第二宇目が灰なら第四宇目を必ず平

いると見られて仕舞う恐れがあるので

︒︑○

る方が可いのであります︒五絶には二

にして︑平平とか灰灰と同じにしない

あります︒

●ｅ

で︑平灰と不同にするのが五絶の句の
定則であります︒七言の句は之に反し
て︑第二宇目が灰なら︑第六宇日は必
ず灰にします︒第二宇目が平なら第六
ｅｅ

二六封と云うので︑七絶の句の定則な

⑤︒③ｅ

宇目は必ず平にするので︑之を稲して
のであります︒即ち七言の二四は五言
のように不同になりまして︑二六は必
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ヘ

ヘ

一
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里 旦

弘道詩林三好凌石選

○○○○○○○○００○○○○００○○○○００Ｏ
○○○○○

替我曾在野川郷︒噴噴名詫功絞芳︒何料一朝爾志逝︒香煙

＠時事偶感恵術綻坂承︹千葉︶

撲撰恨侃長︒評弓詩意凄側︒

○○
Ｅ︑︑︑ｈ︑Ｅ︑︑心ｂ︑砥︑○○○○００○○Ｏ

○○○○○
無計可防災︒評臼︒災寄封策︒誰能排之︒一結是豊碓聴肌之誕

火難水川又風害︒毎向人間去叉来︒鍵異天公頻作悪︒何篤

＠夏日即興八十六聖空蝉大森午︵日立︶

○○○００

○００○○

芳荘莱似秋︒評弓浦涼之至︒一読忘暑︒

︑．︑ＥＩ︑

緑樹懸崖百尺桃︒雲光帆影接湘州︒雅鐘酌酒興無限︒評海

○○○○○○○○○○○○○Ｏ︑ｎ︑︑︑℃弘心︑

＠詩文含席上作蓬莱間営雄︵洲奈川︶

○○○○○
杯酒撚吟挿︒評白︒傷紳側側︒

洲肘花誰胴旅繊︒追憶傭深沢陪添︒只恨凄詩猫未御︒猫街

移山寺島慶一︹千葉︶
もＥ︑猫込迫砥ＬもＥＥＥ︑Ｅ○○○○○○○○○

＠清風吟壮諸老追砿詩含即賦

○○○００
絶頂憶仙雌︒評白︒詩境術絶︒令人有羽化之想︒

速諒青畦白雲峰︒粧石奇縦樹削亜︒浩洗天風涼気動︒振衣

０○○００００００○○００○○○○○○Ｏ○○○

＠遊妙護川一昨小久保派一︵枇涜︶

○○○○○
正兄牌蕊明︒評日︒僻旨端正︒文教可興︒

知荊文政災新生︒蹴貧高官伴食名︒典肇鋳人任其並︒符栽

○○０ＯＯ○○００○○○○○○００○○Ｏ○︐○○

八十四災江東片口安︵寓山︶

＠贈文相松村乾堂先生

○○○Ｏ○
雲唾練細川・評日︒詞格浦挺︒塘秘宛然︒

械翠浮塞隔岸川︒哨虹欲断幾簿轡︒長橋影落錦江水︒映帯

０○○○○○○○○○○○○○○００○○○○○○

＠錦椛橋香城菅谷敏夫？葉︶

○○○○○○○○○○○○○００○○Ｏ○０︐０○Ｏ

自誇頑健白頭翁︒苦熱人如坐甑中︒慈雨有時霧寓物︒田家
侃喜稽梁豊︒評弓老錐雅雌︒含蓄有味︒

＠賀米川先生七十七毒立峯粥藤一二︹耐Ｕ

専攻数理米田翁︒正見薫陶徳自崇︒七十七齢健凌壮︒松光

Ｏ○○００○○○○○○○○○○ＯＯ○○○○○○
０○○○○
竹影仰高風︒評昌︒意象佳絶︒高風可欽︒

＠喜嫡孫生石崖林庸之助︵千葉︶

順腿解︒洪供眼侃青︒倣喜得長寿︒七句加六齢︒評日︒雅

︑ＬもｂＥ池Ⅱ込込ＥＯ００○○ＯＯ○○００Ｏ
嫡孫生誕日︒瑞気浦塔庭︒三世清風在︒幾年老意寧︒肌弧
０○○○○ＯＯＯ︑︑ＥＬＬ︑Ⅱ︑︑℃
健︒抱孫之慶︒一家堂州叩想︒

＠夏タ水石械江勝美︹祇涜︶

炎陽没去爽涼生︒窮巷敬重逐隊行︒臥看疎星輝樹抄︒内附

０○○００○○○○００○○Ｏ○００００○○○○
０○○○○
亦更映脊明︒評日︒一気浦爽︒

＠盤新鵬分韻得斉菱波寺田英一郎︹大阪︶

︑池︑Ｅ︑︑ｈ︑︑℃℃ＥＥＥＯ００○○○○ＯＯ

薫風浦地草萎萎︒緑蔽清渓樹色海︒不符客愁無限意︒一盤

＠悼小川辿堂先生雲石村田一雄︹横涜︶

裂吊入幽栖︒評弓一紬俊逸︒

青梧葉墜午陰室︒欲性探途不得通︒天意難知如有命︒篤吾

恥ｎ℃︑Ⅲ︑Ⅲ牡も︑℃もも︑○○○○○○○００

＠品大室氏八十八里菅野三郎治罵島︶

○○○００
令復辿堂翁︒評日︒窮源問迩︒其人己亡︒哀惜殊深︒
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＠夏日偶吟松陰力根恭司︵千葉︶

騨誉草未緬風境︒雲雷騨空員懐甜︒菱隷豊排礎湾磨︒好好

＠夏日偶作九十四聖如罫慶野庄作︵茨城︶

︑Ｅ恥・Ｌ︑︑︑ＬＥＥ︑︑砥Ⅱ００ＯＯ００ＯＯＯ

○○○００
時蕊洞箭謹︒評臼︒情誼可諏︒

︹巣立てる小燕への愛情自然に溢れたり︺

子燕の巣立ちし後の淋しさに今日は来るかと侍つを夕ぐれ

の夜の長閑なひとこまではある︒︶

○東京都中村徐風

︑︑︑

︹何ものか竜灯の光を横ぎりしものありと畳ゆるに︑まもなく
馬追が鳴き出す︑さてはそれは馬追ひであったのか︑山里の秋

青き影坐敷の灯横ぎりしが馬追やがて鳴き出にけり

ともしよ

秀逸○馬迫松江市卒井常清

弘道歌園割田斧二選

△△△△△
室論脚下忘︒

相園湖逢寓恨長︒津頭惨事断人腸︒何篤教界猶無塊︒徒撞

△△△△△△△△△△△△△△夕△△△△△△︒△△

＠猫無塊水石山人

睦君病革死先知︒自謂時乎是幾時︒天不暇年経奪命︒身惟
乗化奈無期︒吟遊坐憶幾清興︒夢境猶留多所思︒巳突温容
難復接︒慨然拭涙諌遺詩︒

芳草間依依︒詩怖仲淡才殊迎︒志格清高徳自輝︒佃帳吟坤一
増寂翼︒孤禽席向白雲飛︒

亜来問病款林扉︒登意君今禽事非︒魂去青山室廻廻︒夢珪

＠悼小川辿堂翁凌石三好寛

○○○００
喜色告豊来︒評白︒豊篠可賀︒

窓前線滴雨初時︒満地薫風吹得樫︒除事敵詩詩未就︒隔塘

＠霞湖舟行排陽大塚塊ス千葉︶

芯咽も︑芯図画︑︑愈晒Ｅ１︑○００○○○○○○

湖上浦風忽帰愁︒波平只好散閑鵬︒忘機更欲探詩景︒一棟
○００○○
疏汀柳浦頭︒評臼︒著筆淡雅．更無熔獄．

＠訪友八十九史有隣菅谷徳次郎︹宇都宮︶
℃︑︑ＬＬ︑・心Ｅ︑ｂＥＥ︑Ｅ○○○○○○０００

多年相訪莫相違︒線樹陰深不掩扉︒縦有微雲作陰溺︒清風
○○○○○
明月胴依依︒評日︒結得術騨︒詩意深退︒

０００○○

衿寄賀詞来︒評日︒胸中無碍．側布仙訣︒

︑
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＠時事偶感越南岡川九術︹武生︶

西都皐府事頻誰︒混沌教垣如乱麻ｃ不奈諸生生狼藷甚︒夜

○○○○○○○Ｏ○００○○○○○○○○００ＯＯ

○○○○○Ｏ
深細長漸還家︒評臼︒畢府紛争︒浩歎何堪︒

＠自毒七十七偶成夏村田中和︵千葉︶

○○○Ｏ○○○○○○○○○○○００○○００００

無能無策又無財︒七十七年何有哉︒只喜税朋怖誼厚︒誕辰

毒洋洋︒

霊壇巨匠大槻翁︒健筆都蹄宇宙中︒米毒迎春州珊色︒畢杯

＠賀大槻謡伯八十八毒霞軒鵜野英治︹千葉︶
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ○○○

○００○○
欣看徳雛隆︒評臼︒

＠潮来莱浦大塚柳吾︵横須饗︺

殖Ｅ︑１︑心︑ｂもＥＥＥＥ︑○○○○○○○○○

○００○○
嬬嬢語更長︒評日︒一鮎至妙︒除試標鋤︒可諏︒

砿荻茄諦水一郷︒紅輝線酒竹旅涼︒絃歌断絞牽怖虚︒獄挟

！

L 二

○琴埼玉聯石川奈美子

その昔智ひし琴を奏でては調べはづかし人剛きゐむか
︹若き日に習ひし琴を︑久しく弾くる折もなく過ぎしが︑老い
ての或る日つれづれに恩ひ出して奏せる時の作者の心境あはれ
に畳ゆる︶

佳作○千葉脈菅谷義太郎
孫たちの培ふ庭の花咲きて老吾は只居ながらに見る

○立秋宇都宮市菅谷徳雁

一葉おつるかそけき昔に驚きて見れば露ちる庭の浅茅生

○嫁川越市小名木狂辰

人の子の母ともなりて我が嫁の熟れ変を苅る棚き身につく
○娘三人相間りてミキサーを贈る

富山螺片口江東
持つべきは子なりと恩ふおくりたびしこのミキキーにいの

ち延ばさむ．

○亡妻を葬ふ千葉蝦渡挫正男
母と呼ぶも今日限りにて五人の我子並び居り妻を葬る

○富山螺椎名保弘

人の道の外には人に道なくて正しき道と世には言ふなり

○詩人高島君を悼む欝山蛎索藤一二
若き君の身を病むからに現世を諦めしてふ心の恩ほゆ

︒○米毒述懐禰島市背野梼翁

○折にふれて千葉聯鵜野秀春

待ち陀ぴし米の御山に登りてはいざやも上ぢの里を尋ねむ

○山寺新潟脈波多良介

な︵前瀧みどりなかむるは︑みどりふかむるの誤植︶

○

日にやけて土にしたしむ人糞にさち多かれとおもひぬるか

れ

山寺とあなどりなぜそときあかす法の道とそかはらざりけ

○東京都岡崎毒市

たえられぬ重き負措も天命と恩へばかろし生甲斐とせむ

○水挫凍月千葉螺飛坂秀領

水の面に涼しき影を楠しつついさら小川の夏の夜の月

○新潟螺土田盛一

○富士登川千葉蝶金杉茂穂

なりはひのいとまノＩに歌よみてゑをもかきつつこの世く
らさむ・

ご

○埼玉豚大久根吐月

頂に残れる雲の輝きに心躍らした堂登りゆく

けさ

教へ娘が活けしダリヤの新芽だちて咲きさかりたる花の静

大利根に蔽ひか上れる低もやを筑波根遠く抜きて浮く見ゆ

○千葉聯岩佐貞職
○新潟牒土田朝男
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葉捜や碓を上れば湖興下

紺裂の淵覆ひたる茂りかな
濁江の名もあらぱこそ水鳥
輝院の庭覆ひけり合撤の花

厨にも来るや吉川のあまり風
雨を呼ぶ蛙に芭蕉ゆれて居り

夏来る塗りかえられし貸しポート

退院の今ヘット明るく薄暑かな

涼しさや沖行く白帆雄越し

鯛走と月の竹鴫る春山家
卓肋や焼石もろき潅間路

椛刑の房維書に耽ける未決囚

温泉の町の流れを挟む河鹿かな

潮騒のいつか静まり明易き

向蝶がもつれて変の穂をよぎる

空梅雨の庭掃く土の匂ひけり
たらちねが添寝の侭や明易き

梅雨時れのばらにもつるる白き蝶

水郷の間を彩る蟹かな

みるかぎりひろき吉川となりにけり

夕顔の暮れて明るき棚の下

○

刺の前米寿の秋の一初穂かな

父子二代峡の大菜守りけり
菜守りて奉天戦の勇士老ゆ

千葉丘

東京徐風

埼玉ロ水

大橋越央子

川越狂辰
千葉春村
千葉識村
行田紫明
千葉春浦
埼玉吐月
千葉茂穂
茨城静甫
千葉秀嶺
越後良介
嗣烏梼翁

･
南

足元によく心してもえいてし畑のあつさを子らなふみそね
ひと

○埼玉撫石井伊三郎

二人の子もちて商ふ未亡人なれば高値知りつつも勢働著買
直

上︑○

○埼玉蝶鈴木治行

革を食む親川羊の乳にすがる仔のむさぼり飲むかつきあげ
つつは

○那須野にて割田斧二

１

七月の那須野に春の名残とも桃色のよし下野草の咲く

︲１１

埼玉

大橋越央子選

秀逸
大紳楽扇ひらきて犬を追ふ

千葉

松江

弘道俳

十薬に沈みて朽ちし墓碑のあり

風水市子子

蝿驚催
松江碧明子

東京

埼玉

滴りや木の根あらはに巌頭
さびれゆく仲仙道やつばくらめ

町中を流るる川や夏灯

牙
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Ⅱ

佳作
六月や草みどりなし湖庚し

J

中門伊原石

壇

湖を吹く風ひたノーと植田かな

1

涼しさや一別以来知己の友
QI

L 二

本含棄報
△川越支含講演雪︒五月二十七日午後三時半
より︑川越中央公民館にて︑川越支含は︑中

瀞を朗請さる︒尚式維了後記念講演倉を開き

多大である︒本含には数十年来の含員で︑

の人の生活﹂と題する文筆陣士柿木直一郎氏

△伊藤氏逝去︒稲島支酋長伊藤仁吉氏は病気

含なりき︒

は同じ題にて植田慨士の講演命あり︑共に盛

常支含は五月五日の佳節を選び︑中畢校に

んで弔意を表す︒

称はその毒昌をお税ひしたことであった︒

され︑﹁日ソ交渉と伽士問題﹂と題し講演さ

本命より特別含貝法皐簿士柿田掩雄先生出張
る・更に翌二十三日には︑鶴岡市町村愈館に

の講演あり︒

の挨拶を述今へ︑小川愈計幹事より念計並に事

於て定時縄含開催︑午後二時萩原支曾長開含

井倉長同じく覗餅を朗読され︑記念講演倉に

於て︑山形蝶心友含支含の溌含式を翠げ︑酒

△論文審査打合せ雪︒六月一日午後六時より

のところ︑途に逝去︒享年七十一歳︒七月三

央公民館と共同主催で奔季講演念を開き︑﹁昔

本曾に於て懸賞論文審査打合せ倉を開き︑下

日告別式理行︑謹んで哀悼す︒氏は東大出身

決定の最後の群議をなせり︒これによって︑

半より︑文京睡椛山荘に於て聞き︑佳箭選出

△論文審査委員倉︒六月十一日︹土︶午後二昨

しみても除りあるものがある︒

されし功努は多大なるものがあったのに︑惜

り二代に豆って禰島支曾長として本含に誰力

任し︑人格者として知らる︒術父荊武森氏よ

祁島高等商業梁校長︑第八高等皐校長等に歴

を得︑更に現倉貝各位の獄枇的御協力逓乞ひ

独得に︑亦賛助愈員制を設けて菱全面の援助

称し︑大青梅六両市民を封象とし︑正曾員の

市に合併を記念し︑成木支含を青梅支含と改

た︒又中村氏より三十年度の事業として青梅

業報告を偽して承認を求め︑異議無く可決し

○成木支曾報告

村副愈長︑勝部︑原︑割田の四氏が協議せ

佳筋なく選外佳作三筋を撤することとなれ

△副島氏の芳志︒特別曾員副島民雄氏は︑本

△西氏第韓︒愈貝西赤彦氏は︑今川オースト

こととなった︒

郎氏は七月二十一日逝去︒享年八十八歳︒哀

△桑原氏逝去︒曾員︑松江支命職問桑原羊次

は︑成木支曾の拙張に誰力中である︒感謝す

△中村氏の壷力︒成木支含幹事中村芳三郎氏

す︒

ることにして縄念を雑る︒

ず︑本件は一先ず見透り昨機を待って再議す

りたるも出席半数以下なりしため縦決に至ら

を高く揚げたきものであると謹言︑縄愈に謀

青梅より︑文化の魁は青梅よりと弘通の道標

午後三時よりは︑講師として御迎へした本

命青年部幹事長東京第一癖護士含刑含長大島

C17)

、，

而川ソＯ

り︒なほ別に努力寅を設けて︑四橘に封し入

官に封し金五百側を寄附さる・御芳志を感謝

ラリヤ大使より駐英大使に柴卿︑慶賀︒

悼に堪へない︒氏は松江市の名家で︑曾て代

泣義の振興に砥命数化に努め︑平和の初光は

選︑及逃外佳作とは別な意味で︑その努力に

△山形︑山形心友曹支倉溌書式︒六月二十二

議士となり︑稗々の方面に誰力された功絞は

封して何等の形で之に酬ゅることを考慮する

日山形市公民館に於て日本弘道倉山形支含透

１

念式を撃行︑本曾より油井含握出張され︑税

謹本

ル其他に於ける職犯裁判の秘話を詳細に語ら

正義先生の講演に移る︒先生にはシンガポー

５︑含貝名簿調製の件．：龍川幹事

４︑支含報溌刊の件．：牢井幹事

３︑総含開催の件：．七月十日に開くこと

して︑やって賞はねばならぬことを叫んで︑

本腰になって︑六胴盤の今回の巾．合せに呼潅

それから各幹事から来年度の溌算︑前年度

大に含員諸君の奮起を促した︒

れ︑聴衆をして今更の如く感激せしめ︑更に

年度は新倉貝の増募をはかり︑大に奮起すべ

得︑含貝各自の希望︑意見溌表があって︑本

の決算報告︑庶務に閥する報告あり︑承認を

時から支含縄含を外中原町小林料亭にて開

︒ご三十年度松江支含総含：．七月十日午後二

く誓ひ合った︒

右維って︑茶菓を食今へつつ︑世間話にうつ

平和は夫婦常倉よりと︑大いに夫婦常愈の成

いた︒青山支含長挨拶をのべ︑近来﹁文化

長が︑市民の衆望を負ひ絶封多数を勝ち得て

道徳の振興祇曾平和の賃現は先づ我等の家庭

果を説かれ︑先づそのお手本として先生は夫

的最低限度の生活を管む権利がある﹂とい

再度術逃の柴を郷られしと︑顧問︑元代議士

り午後四時散倉した︒

人御同伴で︑その仲の好さを示され︑之亦蕊

ふので︑財布の軽重を忘れ︑文化生活の美

より︑一家の平和は夫婦の和合より︑隣接の

衆をして深く首肯せしめ︑午後四時維講︑同

名に因れて﹁醐民は法のもとに︑平等だ﹂

市東本町五丁目青山邸にて青山支含長︑原

Ｑ︶役員総含⁝六月十二日午後二時から松江

きこみとなったと説き︑更に畢制につき︑敗

大に老朽若朽の陶汰は︑新進抜擢︑生気の吹

退︑倫安佑息の因をなし︑玉石混禰になった︒

問題が起るやうになりました︑そして能率減

による︑俸給︑貸金の値上げやボーナスの

るにつれ政界の刷新や世界情態などにうつり

祁の振興を中心に減ぜられるが︑さけのまは

尾繁正︑・平井常情諸氏であった︑始め弘通糖

長谷川義典︑佐藤登︑川龍亮︑酒井勝子︑西

谷川亮一︑西山虎治︑佐々木二力︑豊島成宜

原価問︑石倉俊迩︑田中融︑佐々木重丸︑長

命するもの︑熊野市長を始め︑青山支含長

祝賀をかねて開いた︒

顧問︑西山︑佐藤︑西尾︑龍川︑酒井︑玉

戦の結果︑押しつけられた憲法に︑模倣癖の

散桑原羊次郎翁の本年米寿に達せられしとの

井︑六幹事参集︑三十年度役員糖含を開い

閲民は虚脆的に同調して︑惇統美しさ獅立閏

なり︑不想雁な生活をなし︑忌む﹃︑へき闘争

た︑今日の人心が︑迩義の鹿れたことは︑

なり盛含を極めて︑寓歳一二唱して散含したの

やがて︑謡曲詩吟さては御国自挫の安来節と

と憲法をふりかざし︑流行や︑髄面の奴と

次いで懇親念にうつった︒顧問熊野松江市

京になった︒

二十分のバスにて含員の御見送りの中に御蹄
因に同日は先生御夫婦と久し振りに中食を

一般の見る所︒これにつけては︑我々祇愈

家の一員たるを忘れたる露歎き︑弘道雷が道

は午後五時であった︑この日熊野氏より清酒

共にし得たことは本営に嬉しかった︒

教育に任ずるものの使命であることを自畳

の人心が︑迩義の塵れたことは︑漸く世上の

徳園震懇話曾を六画題と共同して開き︑今日

○松江支含報告

し︑努力す今へく大に弘道精祁を鼓吹して新

翁は病筑故障のため︑参含せられなかったの

二瓶︑豊島氏より同一瓶寄附せられた︑桑原
層努力しなければならぬが︑政府に於ても︑

醒となって来たので祇含教育に任ずるもの一
１︑昭和三十年度諜算の件

倉員の噌募を約して種々懇談した︒

２︑昭和二十九年度決算の件
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翁の足痛のため︑顔を見なかったのはさびし

は︑遺憾であった︒尚本含至喪顧問正井九十

る坐が︑この原因は多々あるとしても何等の

に於てすら利己主義に傾きつ入あるやに恩は

朕は祇倉面に於ては申すまでもなく︑家庭内

無膝件に自由を奥へられたこと︑更に指導階

経駒も準怖も無き我等にＱツカーサ︶より

い恩ひがした︒

○成木支含報告
私は青梅市上成木青年風と婦人曾の美畢を

律の逝徳により制約がある筈であるにもか上

ることは営然で︑園内では法により︑亦不文

級の人々の中に迎合主義者︑便乗主義者の出

六名を招待して敬老念を州催した︒午後一時

はらず︑Ｈ箪心も沸持も濯俵も人怖も失い我

報告し繰ることを欣快とする︒同青年図は今

開含圃長青木保君の附含の僻に式は始まる︑

惟勝手に流れっ坐ある秋︑私の僻に敬愛する

たことに依て︑超速度で行き過ぎを生じたこ

先づ記念船を州呈︑次いで木崎代議士︑杉山

上成木青年剛と婦人倉の愛と情けは︑斯の美

群衆の計識に基き︑更に婦人倉に同訓を求め

都曾議員︑藤野上成木出張所侭の祁瀞あり︒

しき催しとなり︒埴上の花よりも美しく亦か

ことであるが︑自由には自ら一線の限界があ

私中村も弘道愈成木支含を代表し簡単に﹁余

んばしく︑尻に称讃に価する行事で︑私は近

とと思ふが︑自山は世界の人獅誰もが欲する

興開始の都合の考慮﹂祇酢を述べ︑野村婦人

畢校に於て同唾域内の七十歳以上の老人四十

含長の州曾の僻を以て式は維了︒余興に移り

来に無い感激を兇ゅると同時に︑多数の同志

婦人含亦欣然之に参加︑七月十七日上成木小

西川流舞踊州薙十二諏月に瓦り少女達の熱演

午後四時余興霊の部を維了︑更に夜の部は傑

維幕には西川師匠の祁技を見せ︑大喝釆裡に

を見せ︑三

は今月の良き催しを博統として狩末永く綾行

平和成木楽園成木の建設を期待し︑婦人念に

して衷心喜びに堪へぬ︒今後も同青年図より

を得て迩義の昂揚に一大威力を川へたものと

四百含衆の拍手に送迎せられ︑

作揃ひの映誰を見せるとのことであった︒私

の長毒を保たれ今後も村の溌展にお誌し下さ

出来る様な子弟の育成に︑亦お年寄には百歳

る様御願申上げ︑雑りに青年図員拡に婦人合

は営日の感想の一端を後記して弘通曾命員と

位の参考に供し斯種の行事が各地に催される

の皆様に深く敬意を表し︑御健康と御奮闘を

喜びを共にし︑更に度く青年刷員婦人含員各

ことを念願するものである︒我が脳世相の現

八年前も同地域の青年剛主催で︑

切望して歌まいものである︒

因に七

れたことがあった︒

故田遜校長の追悼法要を醤まれ︑私も招待さ

１１ｉ

○活躍しつつある支曾

○去る六月二十二︑二十三の雨日に瓦って瑳

愈式を畢げた山形支曾︑山形牒心友含支含の

の披張に表力されつつあり︑心友曾支含は既

二麦念は︑共の後暑中にもか上はらず︑含勢

に百名を超え︑山形支含も数十名に達した︒

○祁島支愈は伊藤支命長逝去されたので︑菅

延任も確定し︑支愈再建に努力中である︒

野剛支含長は早速配慮されて︑後任支含長の

○富山螺新川支含も︑追々と各地腿の役員の

あり︒

陣容もなり︑含勢また︑蒲灸と拙碓されつつ

○成木支含は︑青梅市に合併を機に意大青梅

の成果があがって居ることは何よりである︒

支愈を目標に︑倍加運動中であるが︑着々そ
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佐藤矢耐岡避

渡遥君子郎︵金津市︶

（2()）

懸賞論文選外佳作三篇決定

川村宗嗣︵秋田市︶

咽日本弘道含

本曾は道義昂揚のために︑昨年十月懸賞論文の募集を溌表致し弐したところ︑幸に全圃より多数の
方今が膳募されたことは感謝に堪へません︒其等の論文は像て橡告した通りの審査委員︑東大教授・
文肇博士金子武蔵︒日本弘道曹長︑酒井忠正︒法肇博士︑下村海南︒日本弘道含副含長︑下村喜一・
東大名琴教授・文肇博士︑吉田熊次︒日本畢士院含員・文肇博士︑和辻哲郎の諸先生方によって審査
中でありましたが︑去る七月上旬左の如く決定致しました︒依てこＬに諜告に従って﹁弘道﹂七・八
月誌上にその三篇を磯表することに致しました︒
幸にして此等の作品が︑何等かの意味に於て︑今日の頬雁した道義の昂揚に役立つものがあり弐す
ならば︑本含の慶びとするところであります︒と腿に更めて審査に常られた諸先生方の勢に封して感
謝すると共に︑この本含の企てに封し︑折角斯道に熱意を以て膳募された多数の諸君の御芳情を多と
し︑勝来愈やこの方面の御研究を糞って止まない次第であります・

昭和三十年七月

○入選作ナシ
選外佳作︵記念品並に副賞金壷菖回宛︶
１画民生活の根底に確立すべき倫理的根擦

○現下日本の諸問題の倫理的解決
○同

○日本のよるべき倫理綱要及びその解説

I

L ＝ 空

現下日本の諸問題の倫理的解決
ｌ圃民生活の根底に確立すべき倫理的根擦Ｉ

宗嗣

う︒所謂民主思想の根木理念は︑自曲︑平等︑博愛に在るこ

とは一没して愛らぬ所と云えようが︑人類の賞吐含に於ける

目次

その頴現の様相は時と庭によって愛遜を苑れない︒然らば現

代日本の民主思想は果して如何なる様相のものであろうか︒

○現代日本倫理の性格の問題︵︵人独普通の原理と憲法︶︶

仰天皇制下の間民主権⁝⁝閣燈の問題

○天皇に開する問題︵︵統合総倫理︶︶

②象徴の意味⁝⁝象徴は物に限るかの問題

その蚊も具僻的に而も公的に表現さ恥ているものは現行の日

色為な角度から之を論ずるととが川来るかもしれぬが心私は

倒天皇と閥民：：：天皇を含めた剛民の問題

込︑℃・もＥ・心匝述

根本組織並に図政蓮誉に閑する基本的規範を定めたものであ

主義に在ることは明らかである︒憲法はいうまでもなく固の

せられてあることによって︑新憲法の蕪底を馬す思想が民主

閏政を蓮誉することをこ上に明らかに定めたのである﹂と仰

ける勅語にも﹁日本岡民は自ら進んで：⁝・民主主義に基いて
︑︑︑︑芯

一切の障審を除去し﹂云糞とあり︑又その公布記念式典に於

議介に附議された際の勅語に﹁民主主義傾向の弧化に封する

というような言葉はⅢいられていないが︲新憲法案を第九十

本閏憲法であるといＬ得ると思う︒憲法の文面には民主思想

⑥閃の象徴と蜘民統合の象徴⁝⁝元首の問池
⑤﹁君﹂と剛民主雛⁝⁝闘歌﹁君が代﹂の問題

○人椎に開する問題︵︵吐愈倫理︶︶ノ
②肢大多数の岐大幸禰・⁝：幸猫とは何かの間辿

仙法の倫理性⁝．：韮本的人椛の問題
③個人の草軍と自麓⁝．：自由と自律の問題

側相互尊重は人倫の原理⁝⁝平等と友愛の問題．
⑤母性愛の振大⁝⁝姉人の地位の問題
○新しき愛図心の問題︵︵紡語︶︶

の根底を篤す思想は礁規の間に之を窺い得べきとと勿論であ

って︑直ちに以て倫理道徳の憲章とは篇し難いけれども︑そ

現代日本の倫理は民主思想を基調とするものでなければな

○現代日本倫理の性格の問題︵︵人類普遍の原理と憲法︶︶

り︑而もその内容は固災の代表により閏倉に於いて充分討議
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村

らぬことは︑今日一般の日本人には異議のないところであろ

ヴ

川

＝ 一

るは疑うべからざる所である︒

義的傾向は︑現在のｎ本として蚊も公的性格を有するものた

決定されたものであるから︑との憲法に現われている民主主

る等の事資に顧みて︑日本国民の自主的制定に疑をはさむ除

を礎して熱心に討論群議された結果修正可決されたものであ

れた議員による弟九十臨時議含に於いて︑三力〃に除る日数

唯一雁言及せぬぱならぬことは︑現行の日本閏憲法は連合

﹁この憲法は︑帝閣憲法を全面的に改正したものであって︑図家再

も

地はあり得ないものと考える︒その公布式典に於ける勅語に

建の茶礎を人類普遍の原理に求め︑自由に表明された閣民の細意に

軍の占領下に於いて制定されたものであること︑殊にその原
して日本園民の︑主的制定でないとする論者があることであ

案が大鰐占領車側に於いて作成されたものであることを暴露

制雁を加えた事霞は無かったと考えられる︒却って一部保守

蓮川した圃民自らを軽秘しないことになると信ずる︒勿論新

民代表たる園命議員に封し敬意を失わぬ所以であり︑又之を

と仰せられてある︒吾為は﹁自由に表明された国民の総意に
︑い︑Ｅ︑︑Ｅ
よって確定されたもの﹂として素直に受取るととが常時の国

Ｅ正もＥも述芯ＥＥ芯込迫︑

よって確定されたのである︒﹂

的薄推力者等の唯力に左右されるととを馨戒し砥事前に選畢

Ｏ０

法の改正を示唆して新たに女性にまで選塞権を披張せしめ魁

て国内乃至世界事情に安営しない所もあり得よう︒然しそれ

憲法は内容に急激な鍵化があったのであるから︑今日になっ

−に連合軍側が園曾に於ける憲法の雰議に封して直接に干渉

︑︑︑︑Ⅱ︑︑ｎ地ＬＥ

る︒との鮎に於いては私は次のような見解をとっている︒第

り群議されることにしたこと︒第二ポツダム宣言によって約

従来の係数に除る選畢人によって選筆された男女の議員によ

ることも考唯すべきであって新憲法の自主的制定とは別途の

問題であり︑而もよしや改正することがあっても︑その民主

は今後に於いて恨遁に検討して通常な時期に更に改正を加え

主義的基本性格を改めることはあり得ないものと考えられ

と云っても︑蕪鵬制的立場に在る人為の作成した日本側の所
柵叩案乙案等の憲法草案に於いては︑並要な鮎で充一分踏み切

束された﹁民主主義的傾向を妨げる一切の障害を除去する﹂

り綾ぬたものがあったので︑連合軍司令部は自ら一案を作成
採用するに決したものであったこと︒第三に一団の憲法と雌

主義に唯いて制定された新憲法とそは︑現代日本に於ける民

以上の理由によって私は﹁人類普遍の原理﹂としての民主

亨︒Ｃ

もその服案の作成は一睡の技術過稚であり︑それが邦人の手

て現代日本倫理の基本たるべき民主思想は心少くもとの新憲

主思想の妓も具磯的様相を示すものと云うべきであり通従っ

して政府に示し︑時の政府は敢然甲乙二案を捨てるとの案を

になるか外人の千になるかは理論上根本的重要問題ではない

も︑︑

窪であり︑殊に前述の如く選畢権を披張して新たに穂選畢さ
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と信ずる︒依って私は以下現下日本の主要なる諸問題に就い

法の基本精紳に背反せざるものたるべきは論を侯たねところ

政策を進めて来たのであった︒連合国側の有力な或岡の如き

後の日本の奮磯制を急速Ｅ朋壊せしめる意固を以てその占領

た諸園の期待したところ一ごあったかとも思われる︒彼等は戦

が流行した︒敗戦直後ｐこのような傾向は或は日本を占領し

うべしと主張したと云われている︒然し憲法改正の識の起っ

て︑との新憲法に示された民主的傾向に照して捻討し︑倫理

た頃には︑米国の日本に封する蛙本的態度にも鍾化があった︒

的にそのある毒へき姿を考えて見たいと思うものである︒

皇室に開する一般Ⅱ本剛民の思想感怖は明治以来特に昂揚

而も占領軍は戦争中あれだけ頑弧であった日本軍が極めて平

は弧く日本の天皇制腰止を主張し︑叉或図は天皇を戦犯に問

され︑日本倫理の中心を篇す槻があった︒同時にそれは日本

静裡に武装解除したことも天皇の命として偉逢されたによる

○天皇に関する問題︵︵統合篭倫理︶︶

ように考えられて来たことも明治以来の瓢特な事資であっ

人の愛固心の深き根底をなし殆んど分離すべからざるもの上

を典えていることは否定し難き事賃のように思われる︒殊に

るとの見地から︑天皇に開する画民の思想上に甚だしき動揺

﹁君主﹂園から新憲法により﹁民主﹂園に愛革したものであ

見荘だしき相違あるものとして受取られ︑日本は明治憲法の

然るに新憲法に於ける天皇の地位は明治憲法のそれとば一

る天皇のⅢ題を正しく認識して吐くことは現代日本剛民倫理

ものと考えられる︒そこで吾為は今日改めて現制度下に於け

て︑新憲法の天皇制下の国民主権という政治総制が生まれた

であった︒以上のような園際怖勢と日本の国民感情を反映し

に占領後の第一次内閣に皇族細理を以てした意義も賞峨すみ

天皇放送の影騨であることを略ぽ了解されて居たろう︒それ

矛﹂とを現皆に見ている︒占領後の叫民の諜想外なる従順さも

刑法に於ける皇室に封する不敬罪を除かれた篇めであろう︑

あろう︒

の立場から見ても蚊も基本的意義を有するものというべきで

た︒

傷する如き軽薄なろ記事を掲げ︑又公正であるべきヂャーナ

戦後に泥濫した煽怖的雑誌や出版物の類には競って皇室を中

明治憲法ではその一峠に

仰天皇制下の風民主権：：：剛慨の問題

一︲大日本帝閣は蔑世一系の天皇之を統治す﹂

リストの中にすら一時は皇室に開する記事には殊更不謹傾な
態度や用語を以てするかと思われるような傾向さえ見られ︑

く自負し︑たまノ︑皇宝に封し敬虚な態度をとる者があれば

治す﹂というのは古語の﹁しらす﹂とか一︲しるしめす﹂とい

とあった︒同憲法原案起草者井上毅の説明によると︑この﹁統

︑︑︑

そしてこのような態度とそば民主主義の先端を行くものＡ如

民主主義を解せざる封建思想の頑物であるとするような見方
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弓言葉に儲るもので︑園政に淵する権能を握る意味の﹁ろし
はく﹂というのに封時するものであった︒有史以来天皇の御

新憲法ではその第一侭に

−︐天皇は日本図の象徴であり︑日本関民統合の象徴であって︑この

地位は︑主潅の存する日本闘民の網意に基く︒﹂

と規定してある︒象徴の意義に就いては後に述べるが︑本係

地位は直接に国政の権能を握られた期間は寧ろ僅少であった
事は歴史に明らかなところであるが︑それに拘わりなく図民

は明治憲法の第一催に鮒るものであり︑上述のような歴史的

︑Ｅ

事賞に基く国民的確信を固民の側から宣明した日本の園鰐に

就いての表現であり︑従って天皇の憲法以前の地位であり新

︑︑︑︑︑︑＄︑芯

って︑即ち日本の天皇の天皇たる所以は必ずしも﹁闘政に開

憲法により新たに決定されたものと解すべきではないと信ず

る︒但し既に憲法に載せられた以上︑同時に憲法上の地位で

の精榊的中心であられるととに存するのである︒とのような
歴史的事資に基く園民的確信を天皇の側から﹁しらす﹂即ち

する権能を﹂掌握せられることに在るのではなく︑国民結合

﹁統治す﹂と宜明されたものであった︒これはＨ本圃として

もあることはいうまでもない︒即ち同四雌と相侯って﹁天皇
制下の園民主擁﹂という民主日本の新しき政治形総を生む基

○Ｏ

古来塗らない所で︑日本の図柄の特徴という意味で固鵠規定

礎を篇すものである︒第四係には

Ｅ︑

﹁天皇はこの憲法に定める閣部に開する行潟のみを行い︑剛政に開
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
する椛能を有しない﹂

︑︑︑︑

と云われたのである︒然るに明治維新は一雁天皇親政の立て
︑︑︑︑︑︑

前をとられたので︑更に第四催に
﹁天皇は園の元首にして︑統治機を総潰し︑此の憲法の係規により

ので︑国政に開する権能はすべて国民が之を執り︑天皇は日

と定め︑前文に一︲主椛が国民に存するととを宣言し﹂ている

とし天皇自ら国政に開する椎能を握られる旨を明らかにした

之を行う﹂

のであった︒それで之を政謄規定とも云われるのである︒こ

に開する行篤のみを行われる政治形機に改められたものであ

本閏の象徴︑日本画民統合の象徴という立場において︑園事

︑︑

のような政治僻制は古来擁開政愈院政︑雑政と︑時代により幾

度と鍵遜して来ているのであるが︑との規定によって所謂立

ヵ峰の御誓文に一菖磯一公論に決すべし﹂と仰せられてある国民

る︒このことは明治維新に歯り新政の根本綱領を示された五
０Ｏ述

津﹂の天皇制下の国民主権に就いてば反封の意見が兄られ

るべきであろう︒

自治の政治鰐制をいょノ︑責現する段階に達したものといわ

憲君主制篭がとられたのである︒た貰岩﹂上に統治権という言
︑Ｌ

葉が用いられてあるので第一催とまぎらわしい感があるが︑
原案起草者井上毅は図椛という言葉を用いて随別してあった
︑Ｅも

のを伊藤某が心なく之を統治権に改めたと鯨えられている︒
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は経始天皇を締祁的結合の中心として統合されて来たのであ

＝

ー

る︒厳左翼の人尭は一初めから天皇の存在を否定している︒そ

て垂見の感情の上にビックリ了解されるように考える︒

味で解読されたようであったが︑私は次のような事賛によっ

司令官マッカーサーは一同も皇居を訪問して居ないのに︑天

日本が敗戦の結果︑連合軍の占領下にあった間は︑連合軍

れでは歴史的に日本国民として統合意識を蔦して来た中心を

皇は空襲に焼かれて痛ましく荒れた皇居を︑極めて身軽にお

除 く 唾 と で あ り ︑ 日本国鵠は根底から鍵革し︑二千年来の腰

民主椛に反封し︑現に最近天皇が北海道を覗察された際にも

史ある日本国は消滅する︒又右翼の一部の人だば新憲法の園

出ましになって︑司令部を度為御訪問になられたｐこういう

咽︑○○○○○

主椛を天皇にお返しせよという主旨のビーフをまいたというこ
とである︒それでは民主主義を否認するもので逆縛であり︑
℃込︑殖姑︑︑込ＥＥ１℃︑︑︑︑込込Ｅ︑℃℃︑℃屯︑
叉若し閏政の機能を握られることのみに天皇の本質を考える
︑Ｅ︑︑︑︑︑︑︑︑︑いぃＥ︑︑も
のであるならば︑それは日本歴史の否定であり︑却って剛民

領が来日した際は︐天皇は之を固の賓客として皇脳に迎え︑

猫立閏家として認められて後に．アメリカのニクソン副大統

られたのであった︒その後識和催約成立して日本は兎も角も

︑Ｌ︑埴Ｅ

○Ｏ○・

の中に潤立図日本としての図の姿︑五男日本園民細僻の姿が

○Ｏ○○○○○Ｏ

なゃか︑吾麦敗戦図民細僻の姿ではないかと捕切に感じさせ

℃︑○○○００Ｏ

の天皇に師向する精祁的華一礎を無硯するものというべきであ

新附記事を見る度ごとに︑私はこれこそ敗戦日本間の姿では

ろう︒垂昆は新憲法によって︑天皇を固民統合の精紳的中心
︑ＥＥＥ砥芯１

宴を設けて遠来の労をおねぎらいになった︒との天皇の御姿

家の全責任を背負って立つ︑天皇制下の国民主椛を完全回流

な意味で私は天皇が﹁日本の象徴であり︑日本画民統合の象

明らかに現われているように感じられたのである︒このよう

＄︑○００旭匝︑

に通磯して︑現代の国際枇含に於いて名響ある日本の地歩を

として仰ぐ歴史的蝉統を堅く謹持しながら︑全国民が自ら国

築き上げてこそ五力僚の御誓文の雌後のⅡ標たる﹁大に皇恭

虹湖的に了解されるように思うのである︒即ち日本剛民は天

徴である﹂という新憲法第一催の表現が日本阿民感怖の上に

Ｅ

との例をあげているようであるが︑日本でも古来三種の祁器

ことは宜しくないと説き︑英固の王位の象徴が王冠等である

に云われるのが普通であって︑人たる天皇を以て象徴とする

︑

近頃憲法改正論をめぐって︑一部の人の意見では象徴は物

に意識するという意味になろう︒

皇を仰ぐことにより︑日本剛の姿︑日本圃氏統合の姿を如賃

を振起すべし﹂との御趣旨の賀現ともなり︑教育勅語の﹁天
②象徴の意味：：：象徴は物に限るかの問迦

壌無窮の皇迩を扶翼す﹂る所以であると信ずるものである︒

そこで﹁象徴﹂の意味であるがもどの語は西欧語の﹁シン
ボル﹂の謹語であることは誰も知る如くであり︑無形なもの

ものによって直感的に理解するための媒介物を指す場合に用

とか︑複雑なもので容易に理解し難いものを︑一つの有形な
いられる︒第九十誰含では﹁あこがれの的﹂というような意

■︾
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殖込℃℃ＬＬＥＬ

魁

を以て皇位の所在の象徴とされて居る︒然しそれは日本画の
象徴とも日本闘民統合の象徴ともされていない︒それには天
℃︑芯ＬＥ︑Ⅲ︑１︑

皇以外にはあり得ない︒他の園には日本に於ける天皇に営ろ
存在がないのであるから外圃の例によって之を律することは
僧らないと思われる︒

○

○○○

次に﹁日本園民統合の象徴﹂を軽く扱って︑日本函の象徴

と車複するかに考える皐者もあるようであるが︑日本固民統

合の象徴とそば︑天皇を以て日本闘民結合の精淋的中心であ

られるとする固民的偉統の信念を最も端的に表現するもので

○

あって︑との鮎で甚だ意義深き語句であると云わねばならぬ︒
○

ことは疑る除地の無い問題であり︑改めて元首とい弓字句を

ている以上︑樹然闘際俵濯上にいう所の園の元首であられる

−︲天皇はＨ本閥の象徴である﹂という語句が憲法に載せられ

あるようであるが︑一元首﹂というのも一種の象徴語であり

の天皇には川いられていないというので問題にしている向も

明治憲法の第四峰にある﹁閏の元首﹂という言葉が新憲法

皇を精祁的中心として統合して来た偉統的確信に基いて︑佃

鮎的に表わしているものと考えられる︒即ち個交の圃民が天

民として一の統合篭たらしめている所の精紳的結合意識を重

本固民統合の象徴︲｜の方の圃民は数千蕗の人為をして日本国

法律的地位を中心として考えられる閏民である︒然るに﹁日

同時に佃交の園民としては幽政の客媛でもある︒従って政治

園民ば圃家主権の存する所の唯一の図家意志の主篭であり通

の要素としての固民を含んでいるわけであるが︑この場合の

Ｅ砥

﹁日本国の象徴﹂という場合でも︐図の観念の中には営然そ

入れねばならぬ重大な理由があるとば思われない︒憲法第六

糞の意志によって結合し︑一致協同する統合鶴としての園民

③図の象徴と園民統合の象徴；⁝元首の問題

峰第七膝に天皇の行われるべき園事に開する行篤の内容を定

を意味するものと解すべきである︒従来よくいわれて来た八

０

めてあるが︑之も大鵠に於いて一︲日本剛の象徴﹂であられる

千蕗同胞など上いう場合の同胞意識にも鴬ろう︒即ち画家以

○０

天皇の憲法土の地位に附随するものと考えるべきであろう︒

前の︑或は固家の底流を鴬す民族意識とも云い得よう︒との

芯︑Ｅ

最近渡表された某政黛の改正案要綱では第一催の﹁象徴﹂を

意味で倫理的には最も重要な意義を有するものと云わねばな

洞凹○○○○

やめて﹁日本閏の元首︲一﹁固の代表﹂に改めようとの意向の

︑１︑︑

ようであるが︑かくの如きは﹁天皇制下の民主主権﹂を理解

らない︒

という表現が皐者の間に往登見受けられるが通新憲法の解輝

天皇制下の園民主権を説明するために﹁天皇を含めた闘民﹂

側天皇と閣民：⁝・天皇を含めた卿民の問題

込︑殖込砧弘溢℃︑

しない軽卒な改悪と云うべきであって︑私は明治憲法遮新憲
法とも各第一係の園磯規定と第四僚の政謄規定の存する所以
と︑﹁象徴﹂の意味︑特にその精祁的意義を充分玩味される
ことを望んでやまないものである︒
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ば起らないのであり︑更に図民佃糞として考える場合にば︑

も感じないというのが一般日本園民としての感怖であると思

皇がおられるとも考えないのである︒そこに別段疑問も矛盾

も考えなければ︑選畢された議員が代表する全圃民の中に天

Ｅ︑

法の下に平等であるという団民の中に天皇が含まれていると

℃ｈ︑︒ＬＥ︑℃Ｅ芯○○

上から云ってもやそういう説明ば問題になるように思われる︒
︑

新憲法上の天皇は団政の椛能の渡する閣民とは異なる特別な
︑︑も

立場に在られ︑第四雌にも﹁天皇は：．閏政に開する椛能を有
︑︑

しない﹂ことを明らかにしている︒従って第十四僚の﹁すべ
て固民は法の下に平等﹂であるとの規定の外にあられ猶選畢

として一つの統合磯を篤す一僻感﹂巳そば︑他の

世界各閏に類

わ虹ろ︒即ち日本園民の川人個人が天皇を精祁的結合の中心

を見ざる所であり︑この感怖とそは画民的紬合の紐帯であり

℃ｂＥ

椛も被選畢椛も現賀に有して居られないものと考えられる︒
︑︑Ｌ団悪ｂ﹄︑
い尽選畢椛とか被選畢椛に超越した立場にあら拠るという
方が通常であろう︒何様に第四十三係の﹁雨院議員は灸悶民

意義を有するとする所以である︒

同胞意識の源泉でもある︒岡民倫理の槻鮎から最も重大なる

︑ＥＥ

を代表する選畢された議員でこれを組織する︲一とある剛院議

他の批族の制度はこれを認めない﹂とあるから一般卿氏と異

傾向が兄られたＣ更に剛民主権の固歌らしい歌詞に鐙更すべ

その他の集含などでも剛歌一山君が代﹂を川うととをは堂かる

占領維了後でも民主風家という槻軸からであろう︑皐校や

⑤﹃君﹂と閥民主擁⁝⁝図歌﹁恋が代﹂の問題

員によって代表される全国民の中にも天皇は含まれていると

る別の階級をなすわけでもない︒﹁Ｈ本悶の象徴﹂であり﹁日

しなど上いう一説を篇す者もあるようである︒

は云い難いように思う︒而も第十四惟第二項には﹁華族その

本圃民統合の象徴﹂であられるという唯一の地位であって︑

砿する意味である︒然るに新憲法では天皇は即ち﹁日本閏の

岡歌﹁君が代﹂の歌詞はいうまでもなく現天皇の長久を帆

○○○○○

従来川いられた﹁上御一人一という言葉がそれに近いように
憲法上にも成立しないように思う︒而もその地位は仙襲で︵第

凪われる︒従って﹁天皇を含めた阿災﹂というような概念は

言葉は直ちに日本画の隆群を斬るとと上なるわけであり︑図

象徴﹂であられるのであるから︑その天皇の隆鮮優久を耐る

○００

二峰︶あって︐他の共和閏に於ける大統領などとはその根本

Ｅ

Ｌ

いうよ︸勺な思想も天皇を﹁日本圃民統合の象徴﹂であられ為

○○○００Ｏ

更に従前よく川いられた．君臨民﹂とか﹁君民一綴﹂と

いＯ

民主権と何等矛盾するものでないことは論するまでもあるま

○００

淵念を異にするのである︒蓋し天皇を戴いて阿民的結合の緒
榊的中心として来ている日本図民の体統的一鰐感からは︑統
合僻としての日本関民という場合には︑特に天皇を含む閏民
というような表現を川いるまでもなく術に一鴨として考えら

れ︑天皇が園民に謝立する別佃の存在であられるような感備
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国民統合礎意識を表現する語句として一層意義深く理解し得

とする天皇制下の閏民主権閏家たる新憲法下の日本に於いて

の結成による努働闘争の流行激化などが峯げられよう︒之等

等に閲する新奮思想の相違による家庭的紛争︑或は勢働組合

揺であろう︒御えば家族制度の展止に伴う親子︑夫婦︑結婚

なく︑寧ろ民主杜含の賞現の篇めに設けられた新しき制度の

ると思う︒

戦争末期の極度に窮迫緊張した全図民心は思いがけい降伏

開する所で︑所謂人椎問題なのではあるが︑蕉鵬制の急激な

は元より前にあげた道徳的アナーキーによる吐含悪の瀬では

の勅語放送を耳にして殆んど粘洲的虚脱状態に陥った︒そと

一﹁一公共幅証の優先性﹂など

､

○人権に関する問題︵︵牡書倫理︶︶

に占価飯の進駐︑第三圃人等の無政府的間活動などに刺戟さ

に弧き動揺の囚を篤していることは否み難き事費と思われ

愛革による︑過渡的状態ではあろうが︑今日日本の杜含民心

翻鮎から如何に考えるべきであろうかを捻討しよう︒

る︒之等の一般社含道徳或は人権問題を現代日本民主倫理の

れ︑園民の道徳的翻腹は趣速に現われて来た︒加うるに占領
農地改革等に加えてインフレ昂進によ

軍の政策による蔭秩序の崩壊に引統いて新回切換え︑預金封
鎖︑特別費康税賦課

新憲法では第三章に於いて﹁団民の椛利及び義務﹂と題し

仙法の倫理性：︒⁝基本的人椛の問題

ｌ正直者が損をするとの槻念︑統制法規への違反︑闇収引︑

り図民思想が独く揺り動かされた︒その結果①正義感の麻輝
賀溜め．機流し︑不倣利得者の破厄︑②感付の崩壊ｌ野卑︑

１自由﹂﹁平等

であろう︒第十三峰に

﹁佃人の尊重﹂

とある︒本章の杢鰐を通じて最も原則的に認められるものは

﹁図民はすべての基本的人椛の享有を妨げられない︒﹂

が設けられ︑その弟十一係に

第十係以下第四十係に至るまで所謂基本的人椛に閲する規定

無遠慮︑刺那的生の享楽︑若い女牲の狂騒と装身欲︑流行欲＄

性道徳の素飢︑澗場の放埼︑人命に封する尊東の念の消滅︑
少年犯罪の激坤など塞げれば切りのないぼど吐含悪の泥濫を
見るに至った︒これは濁り戦後の日本に於ける現象ではなく
弟一次大戦直後のドイツなどでも見られた敗戦に伴う一種の

と宣言している︒民主思想の褒源は佃人の自斑であり︑﹁個

﹁すべて園民は︑個人として餓孟される︒﹂

に伴い漸次鋲静に向いつ氏あるととは誰しも首肯し得る所で

人の尊厳﹂感である︒之から生ずる第一の主張は佃人の﹁自

道徳的アナーキーの所康であると云われて居り︑事態の安定
あろう︒然し遺憾ながら今Ⅱなお一全くその痕跡を断ったとは

川﹂であろう︒同惟に

一︲生命︑自由及び幸脂追求に封する椛利については︑公共の禰耐に

︑︑︑︑︑︑

云い難い状態に思われる︒更にそれよりも根弧く且つ問題が
寧ろ今後にあると思われるものは戦後の制度の改革による動
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︑︑︑︑︑︑

反しない限り︑立法その他の閣政の上で最大の霞重を必要とする︒﹂

とある︒﹁生命︑自巾及び幸耐追求に謝する椛利﹂というの

紳によって他の個人の平等なる自由と調和共存することを要

る︒この自川が立法その他の閏政の上で蚊大の尊重を約され

る責任︑②溢川しない責任︑③公共の幅祉の矯めに利川する

椎利即ち基本的人椛も①自身の不断の努力により之を保持す

る．前掲の第十二催に見るように︑憲法が保障する自川及び

と上で重ねて注意される︸﹂とは権利と義務との開係であ

請されているのである︒

ているのであるが︑但しそれはっ公共の叩祇に反しない限り﹂

が︑その﹁自由﹂の内容を概括して示しているものと見られ

という係件つきである︒即ち自山も杜含一般の利益に反して

である︒このような現代の椎利槻は前代の自由主義︑個人主

う︑言い換えると椎利は常にその裏に義務があるということ

責任を負うことである︒︶このことは権利は同時に責任を伴

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

は保障されないことを意味している︒更に第十二峰には
︑︑︑︑︑

﹁この憲法が圃民に保障する自由及び椛利は︑閣民の不断の努力に

義的な椛利侃亜の使向とは趣を異にする所であり︑多分に吐

︑︑︑︑︑︑︑︑

よりてこれを保持しなければならない︒叉閣民はこれを濫用しては
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑
ならないのであって︑附に公共の一鵬祉のためにこれを利用する武任

含性或は人道主義的傾向が加味されていることを深く認識す

ものであり︑杜愈生活に於ける仙人の立場の反宥により︑自

る必要があると思う︒畢党法の背最を篇す法理の進歩に基く

を負う﹂

由と平等との訓和を目指しているものである︒此の鮎現代倫

とあり︑図民の自由及び椛利もとの公共の禰祇のために積極

的に利用する責任があるとしている︒即ち川人の自由も杜含

更にこのように憲法に基本的人椛を認め︑之を保障し或は

理の立場から特に亜覗せらるべきものと考える︒

公共の禰刷の篇めに之を制限するということも︑幽民にその

一般の利益に反してば主張できねのみでなく︑之が矯めに稜
えられている︒従って仙人の無軌道な自巾や利己的主張は許

極的に奉仕する義務があり︑公益は私益に優先する地位を典
されず︑吐含奉仕を義務づけられているのである︒との公共

も法律も国民自らが決するものであるから︑国法は結局国民

遵守を弧要するわけであるが︑剛民主権の国家ではその憲法

の自主︑自律であるということになる︒と上に民主思想に基

の耐祇のためにということは民主主義の一要素とされる﹁友
には自己と同時にあらゆる他の仙人をも含んでいる︒自己川

愛﹂の精脚に基くものに外ならないであろう︒﹁公共﹂の中

く法の倫理性の蕪盤が見られると思う︒

上述のように新憲法第十三膝には﹁幸禰追求に封する国民

②雌大多数の娘大幸砺⁝：幸胴とは仙かの問題
○○○Ｏ

人の自川︑幸耐を考える場合に常に他のすべての佃人の自山︑

幸柵をも同様に老えなけれぱならないととを意味する︒弦に
﹁平等﹂の精祁が見られる︒即ち個人の自山は常に友愛の糖
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○○

の権利﹂という言葉があり︑同時にそれが﹁公共の禰祇﹂の
鴬めに制限を受けるととを規定している︒そとで﹁幸禰﹂と
は何かということを吟味する必要がある︒

民主主義政治を説く人はよく﹁最大多数の最大幸禰﹂とい
うことを口にする︒との言葉は英国Ｑヘンタムによって功利

主義の基本原則とされたものであった︒彼は人間にとって唯
一の善は快楽であり︑唯一の悪は苦痛である︒だから快楽を
蛾も多く享楽し︑苦揃を爺も少く受けること即ち﹁幸而﹂こ
そ人間の目的とするととろであり︑か上る各仙人の幸禰の細
和が鎧大多数の妓大幸耐であるとし︑各仙人の自由を最大限
に描大し︑た画各人の幸禰に必要なる限りにおいてのみ保護
干渉を認むくきであると主張し︑之を以て道徳及び立法の原
理としたのである︒このような功利主義が西欧の経済的自山

主義の姿をとって難行し脳費本主義の利己的利潤の追求が結
局壮曾公共の利益となるとの諜定調和の理論をも生み職近代
費本主義斌曾の護展を見たのである︒然し貸際に於いてはそ
の諜定調和は得られず心マルクスの批判する如き資本家階級
と勢働者階級との封立の祉含が現出したために︑ベンタムの
功利主義の流れを汲むジョン・スチュワート︒ミルは尋ヘンタ

ム主義を反省して︑ベンタムの快楽主義が快楽の量のみをと
りあげて質を考慮していない鮎を指摘し樋﹁今ヘンタムは人間

の霊的完成を目的として追求する良心を認めていない自尊
心という言葉も彼の全著書を通じて見出されない︒﹂とい聖︑

感受的快楽と道徳的情操の快楽との質的匡別を認め︑道徳的
Ｏ︒◎︒Ｏ

緒祁的快楽の質的優越を主張しｂ

﹁満足した豚であるよりも不浦足な人である方がよく︑満足した愚

人であるよりも不浦足なソクラテスである方がよい︒﹂

という有名な言葉を残している︒とのように雲ヘンタム主義は

個人を単なる量的軍位として把えているのに謝し︑ミルは個

ンタム主義の陥り易い利己主義︑佃人主義への危険を防ぎ︑

性的︑人格的存在として個人の尊厳を認めている︒従ってベ

人道主義的杜含性を弧く主張している︒而もミルはなお功利
主義の名を用い芯

﹁私達はナザレのイエスの黄金律の中に功利倫理の完全な精岬を見

出すのである︒汝が愛されんことを欲する如く愛せ︑汝自らの如く

汝の隣人を愛せよと云うのは功利道徳の理想的完全を椎成してい
る﹂

とい上︑﹁功利主義の目指すところは自分自身の幸幅ではな
０

０○○ＯＯ

くして︑開係者すべての幸禰である﹂といっている︒そして

彼は善は幸幅︵快楽︶にあるのではなくして人格の完成即ち

○Ｏ

人間としての成長にあるとし︑﹁最大多数の最大幸禰﹂の語

を﹁最大多数の人間の最大の成長﹂というように改めたので

る費本主義の防衛とも穂されているのであるが櫓ベンタムの

ある︒このようなＪ・Ｓ・ミルの論は牡禽主義の攻撃に封す

快楽主義的要素を理想主義によって洗い海めたものとして︑

資本主義の側に立つ人麦の深く反省すべき黙であるのみでな
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︑︑１℃砲

く︑その人世槻︑幸禰槻に就いても︑一般腫含倫理の上から
も大に注目すべきものがあると考えられる︒
迅︑

︑︑︑︑ｂ

と上で日本画憲法を見ると︑先に述雫へたように佃人の算亜
Ⅲ︑︑︑芯Ｌ︑私︑

を基本とし︑佃人の自山を認めながら︑公共の禰征を以て之

意味でなければならないのである︒このように考えてこそ︑

皐問︑塾術その他あらゆる文化的運動などに封する個人的利

害を越えた献身的な努力をする意義もはじめて明らかになる

るとすることはよいとしても︑ＪｏＳ・ミルの指摘する如く延

ものであってはならないことを示している︒幸祁は快楽であ

と云っても︑その言葉の元加ともいうべき寺ヘンタム主義的な

を犠牲にされても常然だと考えられて居った思想を排斥する

の開係に於いて家族たる者は家の鴬めに︑仙人としての立場

含のように主従の開係に於ける従たる者は主の矯めに︑又家

︵第十三係︶と宣言している︒︸﹂の事は一面に於いて封建牡

上述の如く新憲法は﹁悶民はすべて仙人として尊煎される﹂

⑥個人の尊重と自尊⁝：自由と自律の問匙

であろう︒

各自が﹁霊的完成を目的とする良心﹂を以て悪自己を人格的

ものであり︑叉軍固主義魁全鶴主義的画家や囲鰐に於いて︑

に優先する地位を典えている︒との事は最大多数の最大幸脈

存在として尊重し︑感兇的快楽︑肉鰐的快楽に封する道徳的

画家や囲瞭が基本とされ通園民や関鵠員の仙人は第二義的に

述

備操の快楽︑粘祁的快楽の質的優越性を認め︑精紳的と物質

℃

的との間に調和のとれた幸耐を追求すべきであって魁﹁満足

て固民の佃人個人に基礎をおくのであるから悶家が個人を尊

扱われる思想と封時するものであって︑風民主椎の画家とし

︑ＥＬ︑︑

した豚︲｜であってはならないのである︒更に快楽と云っても

︑︑

或は幸耐感と云っても︑各仙人の主概によることが多いもの

して之を蓮誉しているのであるから魁佃人を尊重する主磯も

重するのは常然である︒而もその国家は剛民自身が主様者と

亦剛民自身なのである︒之を倫理上から兄れぱ︑自己が自身

で︑東洋では往為主槻を侃軍し︑容槻を軽脱する傾きがある
えよう︒而もその自己の幸柵追求は常に公共の祁祉に優位を

の人格を蝉車することと同時に他の個人の人格をも自己と同

が︑主槻と客概との調和したところに文化的生活があると云

護るべきであって︑ミルの主張する如く﹁目指すところは自

様に尊重するということにならねばならぬ︒而も﹁奪亜﹂と

数といえば︑なおその多数に漏れる少数者が考えられるが︑

り︑倫理上に於いてば特にこの鮎に頭きを置かるべきである

している︒憲法の解繰上に於いてもかく説明せらるべきであ

芯Ｅ︑

べての幸禰通人類すべての幸禰でなければならない︒最大多

分自身の幸祁ではなくして通開係者すべての幸禰﹂⁝閏民す

いうことは現状を大切に保持するという以上に︑常により良
︑Ｅ︑ＥＥＥ︐
き状態を目指してその進展に努力が梯われるべきことを意味

と里に至れば獄も早や少数の不幸な人の存在を容認する除地

℃砥も

は無いことになる︒﹁最大多数の最大幸砺﹁とはこのような

（31）

と考えられる︒基本的人権の各候には佃人尊重に開運する種
糞の規定があるが︑と上ではその一堂に隅れるととを略し︑

綜合的に自己柵人の尊重即ち自尊と他の佃人の尊重について

十二催に

﹁何人も公共の禰祇に反しない限り⁝⁝職莱選撰の自由を有する﹂

とある︒勤労と云っても元より肉鰐的勢働に限らない︒智能

って自己の佃性を掌東することは民主主義の基底でなければ

民主思想の根源は人格者としての自己の護見にあろう︒従

益を犠牲にすることではなく︑杜曾公衆と共に自己の幸祇を

謡すととを要する︒このようにするととは必ずしも自己の利

も利己的利欲の矯めにせす．常に公共の幅枇の篇めに最善を

ある者は智能によるべきで︑己に最も適した職業を選び︑而

ならぬ︒尊重というととは上述の如く現在あるがま上の自己

坤進する所以であり︑かくてとそ物質的にも精榊的にも恵ま

倫理的棚察を試みよ弓と思う︒

を保持するというだけでなく︑常により良き状態を目ざして

れた﹁健康で文化的な﹂生活を管み得ることになろう︒と上

︑︑ⅢＥ︑︑

︑ｈＥＬＬＥ

その進展に努力することを意味する︒然らばより良き状態の

で理想目標を最高の完人に置くことが妓も肝要であり︑日常

の如きも︑一時の感情若しくは利欲の篇めに支配されて自己

の財物の篇めに自己の良心を責るものであり︑暴行傷害殺人

にしても︑賄賂汚職にしても︑或は詐億窃盗にしても︑若干

する所に震するようである︒例えば公金．牡金等の横仙消斐

就いて高速な理想を持つことなく︑自ら低劣な状態に︑甘ん

見聞する牡含悪は殆んどその欝事者が自蝿の度低く︑自己に

究極の側標は何か︒ミルは﹁霊的完成を目的として追求する﹂

とか﹁人間の最大の成長﹂という言葉を川いているが︑結局
完人を理想目標として進む心がけがなければならぬと考え
る︒仰教では各人問有の沸性を護擁することを教えている︒
儒教でも天人合一の修養を説いている︒との目標に達する篇
めの動力は︑ミルは﹁良心﹂とし︑儒教では﹁誠﹂と説き︑
沸教では﹁解脱﹂即ち煩脳執着の超克としている︒日常の心

殖ｎ℃Ｅ

の章軍を顧みないものである︒之等の例は同時に他の佃人に

Ⅱ︑︑︑

がけとしては︑自主濁立の健全な精榊を養い︑克己︑節制︑

︑草︑．︑Ｅ︑．Ⅱｂも草ｂ︑︑︑旭︑．Ⅱ︑

℃︑Ｅ

︑Ｅ︑︑Ｌ

封する尊東又は公共の胴祇に封する義務の念の劣弱若しくは

．︑︑Ⅱｌ

忍耐︑鍛練による健康の増進︑教育︑修養による智能の啓褒

峡除をも意味する︒哩接他人格の尊重と開係の無く見える場

．も︑咽︑︑

情操の育成につとめ︑身心均衡のとれた護育を計り︑完人た
︑も心︑︑Ｅ迫・も︑

うようなのは﹁満足した豚﹂に廿んする低劣な態度と云われ

う︒俗謡の﹁酒呑みァ酒呑ますにいられるもんですか﹂とい

合樹例えば自己の欲望の放球によって健康を害するとか︐怠

らんととを理想目標として倦ます己の職分に向って最善の努
力をすることである︒新憲法第二十七峰に

惰によって修養向上をゆるがせにする如きは自己冒涜であろ
︒○○００

﹁すべて図民は勤勢の権利を有し︑義務を負う︒﹂

とある︒勤勢は基本的人擢であると共に義務である︒又第二
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である︒殊に図民主椎の固家として国民一人一人の判断が集

世界に於ける園際間の動向の大勢や︑閏内の政治経済の問題

の幸耐に開運し︑日本因の運命を左右すると考えるときに︑

結して函の政治を動かすのであり︑自己の判断が直接全図民

を忘失する如きは民主思想に反する行篤である︒けれどもこ

に淵しても︑常に正しき認識をもって自己の判断の迩正を期

このように財物に支配され︑欲望に駆使され︑自己の尊厳

ぱならない︒

ろう︒古来櫛僧などの説く外物や欲念に支配されるととなく

れ に 陥 ら ぬ 事 は 言 う に 易 く 行 う ととは極めてむづかしいであ

せねばならぬ蕊き責務を感ぜざるを得ないわけである︒

自由主義的性格を有するにしても︑同時に公共の禰吐に封す

このように考えて来る時に︑自己の尊重は一雁川人主義的

随庭主となる正しき自主制を確立することは相常な難事とさ

る責務を有するのであるから︑放球な自由や利己主義を許す

れている︒然し正しき民主主義壮倉を綴現する篤めには︑こ
のような厳しい自己尊重なくしては望まれないのである︒幡

除地は墓も存しない︒常に﹁汝自らの如く汝の隣人を愛﹂す

の閏民主椛図家たる日本園の園民として︑﹁義勇公に泰﹂す

る締祁を以て他の佃人を尊亜する責任があり︑更に天皇制下

を修むるにありとし︑心を正し意を誠にすることを説いてい
る︒自己尊重は結局教育勅語の﹁徳器を成就﹂するに在ると

教でも閏を治め天下を平にする政治道の基本は恥先づその身

云えよう︒正しき民主吐禽は君子の吐曾であるということに

己完成にたゆみなき努力を綾ければならぬのである︒自由と

る獄身的責任を負うものであることを常に念頭において魁自

は賃にこのような大きな責任を負うて立つ資格の地位をいう

ある︒従ってその基礎は各仙人の自己完成に世かれねばなら
ない︒教育や修養の目標もと上に世かるべきとと勿論であろ

と解すべきである︒との意味で自己尊重は一切の徳の本源で

ければ高い程︑自己自身に謙虚である筈である︒儒教では﹁君

世いている人で高慢のそしりを免れないであろう︒目標が高

出来ていると威張る人があるならば︑それは目標を低い虎に

つことになる︒そこに自律自制が要求されろ︒自山と平等と

想が根底に世かれる︒即ち平等は自己の自由の制限の上に立

他の個人をも尊重することを要求している︒と上に平等の思

上述のように民主主義は自己を尊重すると同時に︑同様に

側相互草重は人倫の原理⁝⁝平等と友愛の問題

は大きな間違いといわねばならない︒又上述のような事は理

ある︒

う︒民主主義は自由だから安易な道だというような甘い考え

屈であって到底責現のできる事ではないと考えるなら︑それ

子はその濁りをつ上しむ﹂と云っている︒と上に自己の無限

を雨立せしめるものは﹁友愛﹂とか﹁陣愛﹂の粘祁である︒

は民主主義を語る資格の無い人である︒さりとて自分は充分

の震展性を信じて迩進する﹁不断の努力﹂の責任が存するの
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せざる所之を人に施すなかれ﹂と諭し﹁仁者はおのれ立たん

捨の大慈悲を説いている︒孔子は﹁仁﹂をといて﹁己れの欲

人畜禽獣は勿論︑無情の草木国土まず悉皆成悌という撮取不

悌教では初めから敵という封立の観念を捨て上いる︒有情の

いる︒キリ↓︿卜教では叉一●︲汝の敵を愛せ﹂とも教えている︒

らの如く汝の隣人を愛せよ﹂というキリストの教訓をあげて

男女などの事責上の差違を全く無硯する意味でないことは勿

されるととばないとの意味であって髄智能︑経験とか︑長幼︑

り︑政治的経湾的又は杜含的開係において﹂法的に差別待遇

ているように﹁人種鵡信候や性別︑牡含的身分又は門地によ

下に平等﹂であることを宣言している︒とれはその次にいっ

おく必要があろう︒新憲法第十四膝では﹁すべて国民は法の

更に﹁平等﹂という言葉そのものに就いても一膳注意して

を要件としているのもとの故であろう︒

と欲して人を立て通おのれ達せんと欲して先づ人を達す﹂と

Ｊ・Ｓ・ミルは﹁汝の愛されんことを欲する如く愛せ適汝自

も教えている︒強き自律自制と︑何ものをも包容する寛大さ

に︑法律上に於いても之を成人と凧別して特別の保誰を加え

論である︒現に未成年者は身磯智能等の護達過程にあるが故

ると共に︑選畢潅の如き公椛も制限を受けるのである︒叉醤

と︑扱き愛怖の働きが必要とされるのである︒孔子は﹁克己

復潅とれを仁という﹂とい上﹁仁者は必ず勇あり﹂といって

とか遥女性の勢働に重労働や深夜労働の制限とか︑生理埴産

師︑薬剤士その他の技術に就いては一定を資格を要求される

と上で特に注意されねばならぬ事は︑他人に封する好意に

前康後の休暇とか特別の扱いを受けている如きもその例であ

いる︒自律自制には大なる克己的勇気を要するのである︒

稜するにしろ︲自己の噌好や趣味や主義主張や思想を以て他

る︒況や牡酋生活に於ける倫理の面に於いて︑長幼Ｐ親子︑

特種の開係に基く秩序や確儀を無硯する意味のものでないこ

夫婦︑師弟や︑上司と下僚︑雇主と被傭者間等の如き︒相互

ある︒又一方でも之に附和雷同して好ましからぬ思想や行動

とを銘記すべきであろう︒唯封建的のそれが固定した形式の

うな所謂﹁おせっかい﹂な態度が往為にして見られることで
に陥る結果を見るととがある︒前者は他佃尊重に︑後者は自

上に立つのと異り︑民主主義では相互に相手の個人格を尊重

人に押し付けたり︑他人の生活や態度に不用意に干渉するよ

佃尊重に反する行動というべきで︑互に悪意のない場合でも

する敬愛の念を以て相親しみ相扶けて民主腫舎の理想達成に

Ｏ

穏和︑寛容︑恭謙︑潅譲等の﹁和﹂の徳とが︑自由の思想と

○

℃Ｅ︑ＥＥ︑︑ＥＥ︑℃Ｅ
重し︑敬愛︑友怖︑信義︑思いやり︑親切等の﹁仁﹂の徳と︑
︑℃恥︑︑油︑︑
○Ｏ

進む心がけが肝要と考えられる︒要は相互に相手の個性を掌

とのようなのは所謂﹁小人の交り﹂で︑民主的な−１君子の交
り︲一とはいわれない︒これは日本人の個人尊重思想が嚢達し

ないとされる重要な理由の一であり猫大いにつ上しまねばな
らね所であろう︒孔子も﹁仁﹂を行うに﹁勇﹂の外に﹁智﹂
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之を制限する平等の思想とを自律調和せしめる矯めの民主倫

度魁職業など駁政治的︑牡曾的・経済的開係に於いても︑従

撤屡された︒その結果︑選拳権被選畢椛のみならず︑教育赫

○○

理として尊重せられるべきとと勿論であるが聯更にミルのい

とを基本として相互協力により維持﹂さるべきを定め︑且之

性の合意のみに基いて成立し︑夫婦が同等の権利を有するこ

た︒殊に好姻開係に於いては憲法の明文によって﹁婚姻は雨

来女性にば封鎖されて居った門が完全に附かれることになっ

芯晒貼℃︑芯

う如く﹁自分自身の幸祁ではなくして︑開係者すべての幸幅﹂

らないであろう︒新憲法が公共の禰耽の増進を国民の義務と

に開する法律は﹁佃人の尊厳と︑胴性の本質的平等に立脚し

を目指す博愛︑奉公魁献身等の積極的な徳が尊軍されねばな
している法理も之に基くものであり︑儒教でも﹁身を殺して

が加えられた︒これ等の事は占領軍の日本を民主主義杜含と

いる︒そしてその線に添って民法その他の法律も必要な改正

て制定されなければならない﹂︵第二十四峰︶ことを規定して

仁をなす﹂と教えている︒所謂公衆道徳の如きは勿論︑教育

勅語の﹁公益を庚め︑世務を開﹂く如きも庇い意味でとの類

して急速に促進させようという意向に添って断行された所で

に数えられよう︒このような他人に封する諸徳を心がけて賞
行する事が同時に自己を尊軍することにもなるわけである︒

あり︑憲法の決定以前に選畢椎︑被選畢椎の女性への解放が
○ＯＯ○○

親子︑夫婦︑姑嫁間の確執の如きも︑五にとの精榊を以て接

も︑○○○○

に参曇加したのであった︒西欧その他では多くは百年二百年の

行われ︑日本で一初めての女性の図愈議員も憲法案雰議の議禽

するならば太陽の前の朝霜の如く解消するであろう︒人椛宣
言にも﹁人間は理性と良心を授けられて居り︑同胞の粘祁を
以って互に行動し合わなければならない﹂︵第一係︶と云って

血まみれの努力によって︑第二次世界大戦前後に至って僅か

あり︑女性自身も之に封する正しい認識が充分でない状態で

に達し得た所を︑日本では敗戦の紡果期せず勢せすして女性

ても女性をとりまく吐曾環境は一朝にして縛換し難いものが

はシ﹂の地位を典えられたのである︒従って法律制度は改まっ

△△△︑︑︑

いる︒家庭内の風波のみでなく︑賦含の争いでも魁聞際世界
○００○○Ｏ○○
の不平和でも︑直あ同胞愛の粘刺をもって行動し合うことに
︑︑通︑︑︑︑︑△
︑︑℃埴耐︑芯︑︑︑
よって解決できぬ︲ものはないであろう︒解決のつかぬのは利
とそはあらゆる人倫道徳の原理であろう︒

己主義に固執するからに外ならない︒このような友愛の精祁

新憲法に於いては女性と男性との法的地位は全く同等に扱

を以て性の解放と解し︑男性の性的放縦にならう者も生じ︑

いシ﹂とは瓢著な事賞というべきであろう︒従って或女性は之

ある︒殊に女性の之に封する精榊的智能的準備が出来て居な

われ︑﹁すべて園民は法の下に平等﹂である︵第十四催﹂と

簸近は零競夫人の稲雅まであらわれたと云われ︑或は感精の

⑤母性愛の披大⁝：︾婦人の地位の問題

の係頂によって通園民という名において男女の差別は完全に
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るならば︑そこには寛容︑融和︑春風の如き平和な牡含が生

民主壮含推進の潤滑剤ともなろう︒濁り幼き者に封してのみ

まれよう︒更に女性自身にとっても母たるに恥かしからざる

みによる感愛に走って理性を忘れる者も生じ︑家庭内に於い

と上で一般的に反省を要することは︑前来述べる如く︑女

ことを目標にして一切の行動を律するならば︑恐らくは大し

でなく︑愛人や夫に封しても︑親や兄弟姉妹に封しても︑更

性も民主日本の構成員たるの自蝿に立ち︑自己個人尊重と共

た誤りは起らぬであろう︒キリスト教国でマリヤを尊敬する

ては形式上の夫婦同椎を主張して相互の協力を忘れ慾調和の

に他の佃人の尊重を賞践せねばならぬこと︑自己の幸禰追求

のはキリストの母だからである︒日本では皇后を画母として

に康く世人一般に封しても︑女性の正しき母性愛を以て接す

ば公共の幅祉に優先の地位を譲らねばならぬこと︑而も感昂

倉税する風習がある︒これは皇后がその母性愛を以て胴く図

生活を破る者をも生じたりしていることを見聞する︒

んするものであるとと等をよくノー心に置い行動せねばなら

的快楽のみを幸禰として追求すろば﹁満足した豚﹂たるに甘

では心理畢者その他の謎明する所であり︑教養修練により塾

の地位に融けとまれて大なる母性愛を以て存在せられること

匝接には何等あらわれて居ないが︑天皇と一僻をなし︑天皇

封比して誠に意義深い事と思われる︒悲法には皇后の地位は

日本間の象徴︑日本閏民統合の象徴であられる天皇の地位に

民を包存せられる御使命を讃美しての象徴的稲呼であろうが

術︑畢間は勿論脳政治的脳杜御的にも男性に劣らぬ技能を示

は川本の不文の憲法であり︑母性愛とそば賃に刺の愛にＵ紬

女性は本質的に男性より能力の劣るものでないことは今日

ないことである︒

す者のあることは賞例の乏しくない所である︒このような女

するものであると信ずる︒正しさ母性愛は男性をも置くの男性

ほ男性に封し得る天賦の特性であろう︒

たらしめる働きがある︒之こそ女性に通有な映鮎を補ってな

○００︑︑︑︑︑０○○︑︑︑

あろう︒之を改善して民主憲法の精祁を祇含に具現する篇め

性から見れば現在のＨ本の吐称は多くの矛盾を感ぜられろで
には女性自身のこれからの努力による女性全般の質的水準の

以上私は現下日本に於ける国民の一般日常生活を中心とす

○新らしき愛国心の問題︵︵結語︶︶

向上が先決問題だと云わねばなるまい︒

倫理の問題としては女性も国民主権函の国民であるとの正

る諸問題に就いて︑憲法の基底を篇す民主思想に照して倫理

しき自尭に立ち︑上来述べたような一般の民主倫理に従うこ
とが第一であるが︑それにつけても女性としての特徴を活か

問題が起っているのである︒例えば経済生活に就いては聯賓

的捻討を試みたのであるが︑今日吾だの周園にはなぼ幾多の

すことが最も望ましいと考えられる︒女性の特徴の中最も責
もＥ芯ｈも︑℃︑℃ＥＬ︑じ
きものは母性であろう︒教養と理性に導かれた母性愛とそば
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際間の紛争に就いても魁悲来の如き一閏主椛の放難な主張は

相互敬愛の友怖による反行が弧く要請せられていろ︒更に図

いのである︒従って努使の闘争や政椛争奪の問題に就いても

蕪の通勤が行われ︑固含を以て私闘の場とするの槻があり︑

許されないのであって︑世界を以て一家とする四海同胞の精

本主義職吐含主義の雨祇含槻の封立とも開連して︑勢使の聞

更に闘際の面に於いては共旋間と向山間と封立し︑その主導

祁を以て封虚する平和共存の態庇が要請せられるのである︒

の尊亜即ち平等の精祁を忘れてはならぬのであって︑そこに

剛を中心とする軍備の搬充︑脈水爆等の新兵器の繋術によっ

図連憲章の粘祁も畢童とれに外ならない︒これを一批する中

自己人格の尊亜即ち自由の主張には︑常に同時に他の価人格

て︑愈剛際不安を坤大し︑一且破綻の暁には人類の滅亡を免

心思想は上来述べて来た所で明らかな様に我が新憲法の韮本

手が不断に鵬附され︑牡命不安の一因を露して居り︑政治の

れまいとまでに恐れられている有様であり︑我が図でも現に

を篇す民主思想であって︑﹁人類蒋迩の原理﹂とされる所以

面に於いてば︑ボス中心の嫌ある政黛政派が封立して政権争

いる︒而も之等の諸問題はいづれも和江に開連性を有し︑今

である︒故に之を束洋的に言うならば誠に﹁飛子の通﹂であ

︑術耶怖に附連して憲法の改正が刻下の亜大な川題になって
Ⅱに於いては一仙人の生活も之等の諸現象を度外してば成立

然しながら今日我が園一般の倫理的水準は未だ必ずしもそ

り魁﹁天下の公道﹂である︒

の城に達しているとは篤し難い賃怖にあるように思われる︒

っては︑躯に伽人的或は一般吐介生析に於ける道徳の範剛に

し得ない事怖にあるのである︒従って今川倫理を論するに倣

新憲法案の雰議を経えた際の衆議院の附帯決議にも

﹁韮本的人椛を餓重して︑民主則家機椎を確立し︑文化幽家として

ても同時に考究されねばならぬ状態に世かれている︒本稲も

進んで之等の問題に就いても論及する諜定であったが︑紙数

関民の道義的水準を劫揚し︑進んで地球の表面より一切の戦子を駆

止まらず︑史に維済倫迎︑政治倫理︑剛際倫瑚等の面に就い

すでに誰きその除裕がないので︑遺憾ながら之を他日に識る

力をなさなければならぬ︒﹂

逐せんとする高速な理想を達成するためには︑剛を塞げて絶大の努

遠に除去﹂するためには︑祇含︑経済︑政治︑国際のいづれ

して﹁平和を維持し︑専制と隷従脳雁迫と偏狭を地上から永

れているように﹁人間相互の附係を支配する崇高な理想﹂と

ある地位を占め﹂得しめてこそ脳父耐にまみえるに勝えるで

和への寄典を篤し︑Ⅲ園日本をして﹁園際杜含に於いて名響

僻現して︑敗戦日本を建て直し︑進んで世界人類の進歩と平

といっている︒園民の一人一人が直に民主主義倫理を生活に

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

すべき人類許迦の腺理たる民主思想は︑態法前文にもうたわ

外はないが︑然し之等の諸問題を通じてその倫理の底流を篇

の段階をも一賀する霊価迩的な﹂法則であることに疑いはな
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あろう︒吾麦は弧き決意を以てその澄現に遮進する飯き責任される︒︵柊︶
を感歩るものである︒弦にこそ新らしき愛国心の方向が見川

︵元大東文化畢院教授・六十五歳︶

佐藤

ぜなら之は抑寅は出来ないが人たるに値いする共同生存の必

する所ば人に施せ﹂と言う友愛の精淋に求めたいと思う︒な

う︒次に第二の原則はキリスト教因に所謂金誠即ち﹁己の欲

れているのも畢尭此の槻念の不徹底に蹄すべきであると思

と考えるからである︒而して今猶デモクラシーの不振を卿た

開係を調整する意味に於て須奥も雛るべからざるものである

Ｉ圃民生活の根底に確立すべき倫理的根擦Ｉ

現下日本の諸問題の倫理的解決

目次
︵二︶良

︵ご大
︵三︶正
︵四︶友
︵五？偉

︵己大要

し得るであろうが︑友愛の締祁に峡けるようでは脈川閏家を

上に築かれた民主阿家と雌も人と人との間の封立開係を調整

るものであると信ずるからである︒惟うに自由平等の礎石の

要上幸禰なる生活を追求する意味に於て須典も雛るべからざ

経戦後良識と言う言葉が盛んに使川せられている︒之は恐

は一つの世界を目標とする園際連合に於ても自由幽家群と共

らく零ハランスの取れたとか調和の取れた思慰一分別のことであ

産国家群とが相封時しているような情勢である︒最近平和共

して友愛の精神は図隙間に於ても一層緊要ではあるが現在で

むくきか︒私は第一に孔子の所謂﹁己の欲せざる所は人に施

存の提唱によって雨者間の緊張は幾分緩和された綴はあるが

建設して其の徐慶に浴せしめることが出来ないであろう︒而

す勿れ︲一と言う正義の翻念に求むくきだと思う︒なぜなら之

と思う︒然らば其の韮準とすべき倫理的原則は何虚に之を求

企○結

手

は我麦の国民生活に於ける秩序維持の必要上人と人との封立
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矢
＃

り自然寓人の納得し得るようなものを指しているのであろう

諭統愛菱識要

味ある解決方法によ
よっ
って
て漸
漸次
次一
一つ
つの
の世
世界に誘導する外はある

之は結局世界の輿論に訴えて友愛の精榊に基く何等かの人間

のとして葬り去られた︒是に於て悶民は虚脱状態に陥り再び

法と共に其の倫理的根擦とも言うべき教育勅語も亦過去のも

要等があることは周知の通りである︒然る虎敗戦後は帝図憲

興ったのは営時の侍講元田永字氏であり同氏の述作に幼畢綱

に納得せる所であると思う︒斯くして我堂は民族を誰持し租

まいかと思う︒一史 に一言すべきは我が体統締榊である︒他日

固に生きんが矯めには新たなる尭悟を以て加固再建に遇進し

其の適従する所を疑うに至った︒乍併敗戦後我だの徴面の指

に各自のオリジナリティーを渡擁すべきであると思う︒曾て

なければならないのである︒即ち新たなる兇悟とは我迂は民

一つの世界が賃現されるに至るとしても世界各固の劃一化は

芳賀矢一博士は﹁余の概念では日本魂は二つのもの即ち一つ

主主義国家の一員として其の心椛を新たにして閣民生活の根

標が民族護持にあることは経戦の勅語を舜承せるものの一審

は倫理的なる﹁清き心﹂と︑も一つは霧美的なる一陣化せる

為は須く覗閏に活きることによって俸統精紳を綴認すると共

心﹂との結合である﹂と解せられたが︑私は更に之に加える

のである︒之は須く大方の衆智を集めて炭く園民の良識に訴

抵に確立すべき倫理的根擦を把握する所がなくてはならない

文化の護展に寄典する所以ではあるまい︒此の意味に於て我

に宗教的なる﹁敬度の心﹂を以てするのが安営ではないかと

えるべきであると思う︒惟うに今日は細理大臣より市井の一

思う︒今や我だば民主主義国家の一員として心を新たにして
其の素質を充賞せんとしているのであるが経戦後既に十年に

庶民に至ろ迄等しく基本的人椛の持主であり何れも一粟の選

にある︒従って例えば総理大臣が其の椛限を恰も個人の権力

聖椎を典えられているのであるから全く五分と五分との立場

と誤認して行動するようなことがあれば頗る危険千葛なとと

るに国民生活の根抵に確立すべき倫理的根擦を把握し粂ねて
いる結果に外ならないと思う︒拙稿は固より世に問う程のも

垂んとして未だに其の成果の見るべきものがないのば畢尭す

のではないが今は鴫踏すべき時期ではないと思うの除り不敏

と言わなければならない︒斯くして我為は同一の人格を認め

思想が輸入せられてから我が思想界は混乱し国民は其の帰趨

明治維新以後奮来の祁儒悌耶の思想に加えるに欧米の自由

とば一画文化の進展上極めて肝要なことではあるが其前に一

専門の教育を授けて他日国民の指導者たらん者を養成するこ

逮うのであるから其庭に教養の問題が起って来る︒乍併高等

られてはいるが﹁玉磨かざれば光なし﹂の雲で人格的価値は

を顧みず筆を町して稲を脱した次第である︒

に迷うに至った︒明治天皇は深く辰襟を借ませられ明治二十

般普迎の国民教育を普及徹底せしめて大多数の園民をして良

︵二︶頁識

三年十月三十日に教育勅語を下し賜わった︒其の草案作製に
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を奨働するの要あるべく叉普通教育の振興の篇めには邑に不

い︒而して高等教育の振興の篇めには貧富の別なく天才教育

等の自由を擁護する所以ではあるが此の権利の確保に封して

と言う正義の槻念に求むくきだと思う︒基本的人擢は園民平

私は良識の基準は第一に﹁己の欲せざる所は人に施す勿れ﹂

ばれる所以である︒

皐の戸なからしめると同時に貧困を絶滅して義務教育の普及

義務の尊重も亦絶封に肝要であり若しも各人が吐禽秩序の背

識の持主たらしめることによって二度と再び園を誤るととの

徹底を識する必要があることは笠言を要せないであろう︒移

後に存する正義の槻念を堅持するのでなければ恐らく我だの

︵三︶正義

りに私は此に良識の語義を明かにして瞳きたいと思う︒案す

共同生存は成立し得ないであろう︒さすれば今日デモクラシ

ないようにすることが一層肝要であると言わなければならな

るに良識は英語の唱且の①ロの①や沸語の９口の①ｐ８に和

ってまだ夜の明けやらぬ中からガタガタ雨戸を繰れば若い者

ィーの不振も此の概念の普及徹底によってどれ丈か振興を見

ｍｏ宮昌包日冒ｑ甘口の○ロロ旦冒身︶と言う諺がある︒其の健全

は迷惑する︒反之若い者が夜遅く迄映譲を槻て来て蹄ろなり

首する謹語であり常識︵８日目○国の①口の①︶即ち常人︵普通人︶

宙○巨昌ｅは健康ｅ①騨岸ご︶の義であると言う︒即ち病的

ガタガタやれば老人は迷惑する︒日本の家庭では斯ろした現︑

ることであろうと胆う︒但し此にデモクラシーと言うのは庇

でないこと︑一方に侃しないことを意味する︒従って亦尋ハラ

象は今猶無闇心に行われているのではなかろうか︒次に隣地

の思慮分別と言うのと貸質上では同意義のものと解する︒従

ンスの取れたとか調和の取れたことを意味するものと解する

者間の場合を筆げて見よう︒例えば我家の南瓜の藁が延びて

ある︒例えば一家庭に於ても老人は朝早く目兇めるからと言

ことが出来る︒それと同様に私は良識の良は零ハランスの取れ

隣地で賞を結んだとしよう︒隣家の者が好意を以て其の果資

く人冊杜含に於ける各諏集囲の自治生活を指稲しているので

たとか調和の取れたものであり且つ前記の通り従って亦闘人

ローマの時代に﹁健全なる粘祁は健全なる身鰐に宿る﹂Ｇ

の納得し得るようなものであると解したいのである︒而して

でもすると所有擢の零が起る︒成程南瓜は我家の所有に馬す

を届けて呉れば問題はないが場合によって隣家で勝手に虚分

って良識は湾入の納得し得るものでなければならない︒古代

良識の識は常識の識と同様思慮分別Ｑ巨烏①ョｇｃの義で判
断力を意味する︒従って専門家の知識は専攻に偏して我田引

であるから先方が無断で虚分しても文句は言えない筈であ

るが果責は隣地の所有権なり地上権を犯して生旅されたもの

る︒双方共多少法律の知識があれば格別さもない場合には可

水に陥る危脆があり叉皐者の知識は豊富の除り機宜の判断に
迷弓倶ないとは言えない︒寓人の納得し得るような良識の資
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笑しい程盛んに唯合う場面が起るのである︒次に各界に於け
る捗働争議の場合を考えて見よう︒努働者の囲結権や国交権
乃至争議椎の自由は法律の認めている所であるから勿論それ
は尊亜せられねばならぬが現貸の場合には称堂なる制約もあ

間にイギリス人の常識を長養する上に於て寄典する所が少く

ないのだと言うことを何かの本で読んだ記憶がある位で一朝

一夕に流養されたものでないことが窺われる︒昨秋ロンド

ンでドック人夫が共庵黛員に導かれてストを始めた鹿之が

輸入が杜絶えたら忽ち干乾になると言う位であるのに細ゆろ

った︒申す迄もなくイギリスでは一ヶ〃も海外から食料品の

イギリス第二の開港リ零ハプールに飛火して一時は大問題とな

ことが股も望ましいのである︒盃し我だの共同生存は権利の

るから轍事者双方が互譲の精榊を以て自治的に解決せられる
主張と義務の履行との平衡によって初めて訓蕊し得るものと

政府の工作も稽健幹部の説得も効を奏せなかったからであ

果を批判して理否曲直を輿論に訴うべきである︒然るに少数

を通過したとあれば多勢に無勢では己むを得ないから其の成

表して其の非を鳴らすべきであり叉欝該議案が不運にも議曾

蕪を雁辿して審議を表させぬと言うなら事の貝相を世間に渡

暴は腺則として成立しないのであるから若しも多数蕪が少数

衆院飢闘事件も亦吋様なものと解せられる︒元来多数蕪の枇

待する次第である︒而して昨年六Ｎ三日夜の含期延長を廻る

双方が率先して自治的に争議の解泊に努力せられんことを期

であろう︒之は相手あってのことであるから何よりも糊事者

る政府と雌も好んで反動立法を制定するようなことはしない

ら親権の保謹の下に育成される必要がある︒今日では如何な

成年者は自分で自分をコントロールする自治能力に乏しいか

にストを解いたので事なきを得たと言うことである︒さて未

るのを待っていた虚幸にも組合側から稜令を前にして向渡的

る︒チャーチル政府は遂に軍隊に待機命令を渡して機の熟す

考弓べきであるから単に表面上合法的であると言う理由の下
に椛利の主張のみを押通そうとしても賞際の面では必ずしも
其の要求に雁じ縦ねる場合が少くないと思う︒然る庭争議の
資際を兄ると往為法を潜って迄も賛力行使に川るととによっ
て国民生活に累を及ぼすことが少くないのは果して杜愈正義
に通っているのであろうか︒常事者双方共理性の持主である
以上何が公正であるかの判断がつかぬ筈はない︒判断がつか
ぬと言うならそれは恐らく何等かの事怖に囚われている読樵
であるから各自の良識に訴えて善魔するの外はあるまい︒な
ぜなら其庭には最早裁判のように根擦とすべき何等的確なる
装準が存する識ではないかちである︒それにつけても斯弓し
てデッド︒ロックに乗上げた場合には冷静な立場にある第三
者の調停に侯つような習慣をつけたいものである︒イギリス

人は由来常識に長けていると言うが之はイギリスでは巡回裁
巡回して夫だの係争問題を裁判しているので之が不知不識の

判所の制度が資に良く護達していて毎年有名判事が各地原を

（41〕

輝させたりするような正義に達反したことをするから議曾は

蕊が賞力行使によって議事を妨害したり其他誌倉の機能を癖

カ人等に較べると柳か潔癖に過ぎると言うから営然問題にす

ては特に其の感を深くするものである︒但し日本人はアメリ

次に正義に就て起る巌琳なる問題は犠牲との開運である︒

れば問題になるようなことでも成丈献曾慣習を尊重して自治

が普及徹底しさえすれば相常デモクラシーの成果を牧め得る

今日では閏の内外を問わず犠牲なき園家乃至杜含生活が迩調

非難の的となる︒之では議曾自ら自治能力の無いことを世間

ことは竜も疑の除地なきものと信ずるのである︒斯くの如く

せられている︒流石の大英帝国も太平洋戦争の結果戦争には

的に解治せしめ得るものもあるであろうから徒に重箱の隅を

杜含正義は我為の国民生活上須奥も離るべからざるものであ

勝ったものの印度︑パキスタン脳ビルマ︑セイロン等の完全

に暴露するようなものであるから斯様な行篤は蚕に国家の不

るから之に逮反するものは夫だの制裁を豪むるととを免れな

猫立を承認するの巳むなきに至った︒蓋しカントに従えば我

群事であるばかりでなく叉庚く図際信用を損することも少く

い︒即ちそれは必ずしも法律的制裁を伴うものではないが少

為はそれ自身目的であって他人の手段となるものではないか

ろう︒

くとも杜含的制裁を伴うことを晃悟しなければならない︒例

ら他人の犠牲に於て自家の繁柴を希うが如きは正義に逢反し

楊枝でほじくるようなこと迄して騒ぎ立てる必要はないであ

えばアメリカ遥では教養ある男子は滅多に女子を鯛したりす

ないのであろう︒右様諸例の如き次第であるから正義の観念

るようなととばないと言う︒杜含的制裁が恐ろしいのであろ

ンス側の譲歩によって今へトナム北半をホーチミン側に割譲す

ているからであろう︒又昨年中インド支那の休戦に伴いフラ

るが之等は是非見習うべきことであると思う︒それにつけて

う︒近来我国でも自由結婚の風潮が次第に流行せんとしてい

ス側に同様な弱味があったからのことであろう︒翻って国内

ることによって紛争を解決するようになったのも畢寛フラン

ばと言って一概に己を持することは厳にして他を律すること

であるが之によって人権を擁談すると共に動ともすれば赫庫

に於ても彼の努働基準法違反による摘護事件が少くないよう

も我為は教養次第で正義観は高揚せられることと思うがされ
は寛であって差支えないとは断じ難いと思う︒なぜなら法律

せんとする正義の概念を振起することを得れば邦家の鴬め誠

に慶賀すべきことであろう︒其他困難なる問題としては企業

の制裁を伴う如き公の秩序を乱すような行篤は言わずもがな
善良の風俗を害するようなものに封しても相鴬杜含的批判を

利潤に封する分配的正義の問題であり経管者による搾取の自

由が盛行すればする程ストは其の跡を絶たぬであろう︒之が

加えるのでなければ何時しか牡含悪を蔓延せしめる倶がない
謹ではないからである︒民主主義の訓練普からざる今日に於
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根本的解決は先ず以て労使の開係は不倶戴天の間柄ではない
と言う認識から始めるべきであろう︒従来の経管者は兎角資
本家擁談に侃していたがそれは楯の一面に過ぎないのであり
経管者は他の一面に於てはそれ自身努働者に外ならないので
あるから資本と弊働の調整こそ維管者の任務であると言わな
ければならない︒管利含祇に於ても戦前既に従業員持株制度
の萌しはあったが戦後其の風潮が礎んとなり従業員も亦経誉
者と相携えて愈杜の消長に喜憂を分たしめるようになったこ
とは誠に麗しい傾向であると思う︒願わくはそれが形式に流
れないように注意すると同時に従業員は兎角維管面に暗い所
から自然擁使間に意見の食述いを生ずる似があるから此鮎に
就ては更に一段の工夫を誰ぜられんことを切に期待する次第
である︒妓後に犠牲に開運して起る最も附難なる開心事は再
軍備の問題である︒一寸前口上のようになるが我固の偲諺に
﹁族は道連れ世は情﹂と言うのがある︒そうかと思うと﹁人
ようではあるが資際には双方共使分けしていかねばならない

を見たら泥棒と思え﹂と言うのもある︒一見相矛府している
のが現状である︒それと同様に我国に封して好意を持ってい
る園は少くないが又それと同時に我図を仮想敵図と看倣して
いる園もあることを忘れてはならないのである︒就中仮令不
可侵傑約を締結して見ても相手園が富固弧兵一天張りであり
儲かると思えば何時でも一方的に之を破棄することを僻せな
いような信義のない国とは深入り出来ないことは言う迄もな

いととである︒私共も絡戦常時偶交南満地方に逗留していた

ので一年許り日夜不安の恩を懐きつつ捕虜生活を鵠駒して来

た鐸であるが在留邦人婦女子中には散切頭で引揚げて来た者

を中心として邦人男子も相常在留していたとは言え何分組織

も少くなかったので大概御想像も付くことと思うが常時奉天

の力を持っていないことではあり婦女子の貞操と言おうか否

とが出来なかったのである︒それ故日本が全然軍備を持たな

寧ろ彼女等の魂を蒙昧無智なるソ述兵の暴行から保護するこ

い侭に再び他圃によって占領せられた場合を想像して見るな

らばどんなものであろうか︒中には自分の妻女や女子がどう

しているのかとの非難に封しても馬の耳に御念桃で自分の使

なろうがそんな私事には一向御椛いなく叉日本の男子は何を

命は象牙の塔に閉込って聞際人として活きるにあるのだと槻

ば果して他園人の奴隷化に甘んじていることが出来ろであろ

念しておられるものもあるかも知れぬが大多数の固民として

うか︒其時になって狼狽しても何んにもならないのである︒

然らば再軍備は徒に国民に犠牲を弧いるものであり従って不

共和園新憲法に微すれば其の第十一催に﹁イタリヤ園は他固

合理極まる反動政策に過ぎないのであろうか︒試にイタリヤ

民の自由を侵害する手段として及び園際紛争を解決する方法

として戦争を否認し云為﹂とあるが同第五十二係には﹁租国

・の防衛は市民の沖聖なる義務である︒兵役は法律の定める制

限及び態様に於て義務的である︒云為︲一と規定している︒そ
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れ故我園に於ても闘際紛争を解決する手段としての戦雫を否
をいがしろ

認するととは尊亜せられなければならぬが祁園の防衛を蔑

にするようでば篤政者としては怠慢の責を免れないであろ
う︒前記イタリヤ憲法第五十二礁中には﹁軍隊の秩序は共和
園の民主的精榊にもとづいて作られる︒﹂とあるように軍隊そ

のものが民主主義に違反するのではなく其の迩誉如何によっ
て民主主義に刑弓ととも出来れば叉逮反することもあり得る
のである︒古来﹁兵は凶器なり﹂と言っているが賃ば凶器そ
のものではなく唯力であって善でもなければ悪でもないこと
は原子力も同様であるから平時には巧に之を利用することが
望ましいのである︒例えばアメリカでは北西部のワシントン
及びオレーコン附州の境界を流れるコロンビヤ河の中部ボンネ
ビル︵国○口旨①く旨①︶地方の附溌の篇め一九三三年以来北太平

洋師囲と技術軍囲を使用してダムの建設や農地の潅概等を行
っていると言うことではないか︒我園でも軍に委託して園土
冊護を造ろうと思えば幾らでも仕事はあるであろう︒因に中
闘史上には峻堂北方の弧と言うことが知られている︒中園の
文化は漢族の文化であるが時あってか珊熟の結果文弱に陥り
異民族に馬する北方の弧によって螺鯛せられている︒漢晋の
頃の五胡十六国︑南宋を倒した元朝即ち蒙古族︑明朝に代っ
た清刺即ち満洲族等がそれである︒魔が永い︑で見ていると
直接の原因は色為あるにしても其の異民族は結局漢族の文化
に同化し軟化せられて元さ通り夫糞の故地へ追放せられてい

ろ︒それにしても元朝は園を保つとと約百年︑清朝亦約二百

七十年に及んでいる︒大凡漢族の悠長であり且つ根弧いのに

は感嘆の外はないので其庭にも彼等の慢為的今ンマンデー

言わんとする所は上述の如き園怖であるから中園には古くか

即ち動作の鈍き貌︶の特質が表現せられている︒依２Ｌ私の

ら﹁文事ある者は必ず武術あり﹂と言う警句のあることであ

る︒一閏文化の護展は固より望ましいことではあるが之と同

時に質賞剛堅の気象は失いたくないものである︒日本の文化

てパチンコや競輪等に浮身をやつしているものがあるのは誠

剛家は之から始まろうと言うのに園民の一部には生業を忘れ

︵四︶友愛

に嘆かわしい現象であると巾さねばならない︒

次に良識の基準とすべき第二の原則は之をキリスト教図に

所謂金誠狩○国①冒儲巳①︶即ち﹁己の欲する所は人に施せ﹂

せ

︵己○画の旨巨言○屋三房き﹈︺①ご︶と言う友愛の精榊に求
めたいと思う︒

よ﹂と言う新約聖書一︑タイ偲中の救世主の言葉に出ずる︒

﹁註﹂金誠は﹁凡て人に篤られんと思ふことは人にも亦その如くせ

耐刷固家として国民の一人一人に封して人たるに値いする

生活を保障し且つ可及的禰耐を増進して何不足なき生活を遂

げしめんが篇めには其の倫理的根蝶として友愛の粘榊を高揚

するの要あることは論を侯たぬであろう︒濁りキリスト教ば

かりでなく悌教に慈悲の教魁儒教に仁の教が説かれているの
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み

も同様な趣旨のものと解する︒然る庭史記︵稗仲偉︶にもあ
ろ通り﹁倉庫賞ちて鵬節を知り衣食足りて柴辱を知る﹂と言

耐国家の目標は之を以て足れりとするものではない︒試に養

生訓を締いて益軒︵貝原︶先生の所謂三楽の識を拝承するな

が︵僻︶事なくして善を梁むにあり︒二には身に病なくして

れば一︲およそ人の梁むくき事三あり︒一には身に道を村ひひ

快く梁むにあり︒三には命ながくして久しく楽むにあり︒富

うのが通例であり生活困窮者の如きは心に除裕がないから同
を仕でかすのであろう︒今日の日本のように生活困窮者が殖

三楽の内にあらず︒もし心に善を梁まず叉養生の逝を知らす

貴にしても此の三の染なければ国の染なし︒故に富貴は此の

然公序良俗を顧みるの暇なく敢て正義に違反するような行篤
えて来ては枇禽悪が加護するのも常然なととと言わなければ

となりて此の三楽を得る計なくんぱあるべからず︒此の三

して身に病多く其のはては短命なる人は此の三楽を得す︒人

ならない︒最近篤政者側に於ても頻りに生活保障等を弧訓し
ているのは常然なこととは言え緊急の必要に辿られてのこと

るが如きは好仙の一例であると思う︒次に眼を稗じて海外の

楽なくんぱいかなる大寓批をきばむとも益なかるくし︒﹂とあ

はかりごと

であろう︒乍併我走の幸禰なる生活の追求はパンのみを以て
充足されるものではなく教養とも少からぬ開通を持っている

怖勢を一瞥して見よう︒フランスは一七八九年の大革命勃護妬

以来革命に次ぐに革命を以てし幾度か試練を経て共和制を碓く

ヘノ

てはならないのである︒即ち孟子︵梁悪王上篇︶に﹁恒廃無

のであるから我麦は普通教育殊に義務教育の普及徹底を怠っ
くして恒心ある者は唯だ士のみ能くす︒民の若きは恒産無け

急恩胃ｅ︑及び友愛︵胃呉①目詳ｅの三粘刺を翠ぴ取った︒

立すると共に彼等の生活指針として白川ｅ房吋款︶︑平等

リベルテ

れば因て恒心無し︒云街﹂とあるように恒産︵生業︶はなく

エガリテプラルニテ

とも恒心即ち人の常に有すべき善心を失うことのない者は唯

は高等専門の課程に至る迄正規の課程と並行して補習教育の

故に教育は義務教布に止まらず高等蒋迩教育より更に進んで

ものがあったかを物誘っているものであろう︒然る虚現在図

いにしても彼等が如何に友愛の締刺に封して渇仰禁じ得ない

のは彼等が必ずしも此の粘刺に富んでいると言う誰擦でばな

味を術感したことは言わずもがな友愛の緒川を弧洲している

ことであろう︒専制政治に悩まされた彼等が自巾平等の難有

課程を禁術することによって働き且つ望ぱしめることが肝要

隙間に於ては一つの世界を目標とする国際連合内に於ても自

パリ市雁舎の表壁面には今猶此の三標語が刻み込まれている

であろう︒斯くしてこそ一般剛民の維湾の護展を助長すると

由国家群と共産国家群とが相封時していて人類愛も自然二つ

教養のある士のみが出来るのであり教養のないような民は生

共に彼等の教養を高め且つ良識を豊ならしめるととによって

業から離れれば善心を失うようになると言うのである︒それ

一層幸幅なる生活の追求を可能ならしめるであろう︒乍併幅

に思う︒例えば英圃首和チャーチル氏は﹁西と東とは相互に

として附者間の緊張を多少共緩和するには役立っているよう

ことは雨者間の冷戦から一稗して平和共存への途を開くもの

伴い漸次自由悶側からも之と相呼雁する色の濃くなって来た

の世界に分割せられているｃ最近共産圏側からの平和攻勢に

ると思う︒私は最一初に友愛の精祁は押寅出来ないと言ったが

世界の輿論に訴えて漸次一つの世界の建設に逃進すべきであ

を尊重しつつ人間味のある打附策を識する必要があり同時に

うかと思う︒然る上は双方共に友愛の精榊を以て相互の立場

責がなくなる丈でもどれ丈か平和的気分に浸ることが出来よ

ことが先決僚件となるであろう︒即ち我々は此のイズムの押

のないことを立読する意味に於て相互にイズムを押責しない

此にイズムの輸出に就て思い起すのは其の昔蒙古の忽必烈は

同時に亦イーデン外相の言葉を借りて﹁若しも西が力による
平和政策を堅持して仲直りの機含を待つならば何れの日か和

友情を以て暮して行くように試みなければならぬ﹂と言い魁

解するようになるかも知れぬ﹂と用心深い所を見せている︒

ならんや﹂と説き綾いて﹁兵を川ふるに至ってば夫れ執れか

つ聖人は四海を以て家と鴬すｃ相通好せずんぱ童に一家の理

ージを諸閏民に逢って永久平和に封する雄だしい希望を期待

好む所ぞ︒王それ之を固れ︒﹂と述べている︒何の事はない帝

我国に園害︵文永三年︒伏敵篇参照︶を寄せて其の中に﹁且

すべき旨の謹明を褒したが本年年頭の一般教書中には平和共

にも一・皇帝︵蒙古︶仁明︒天下を以て一家と篇す︒﹂と言う文

閏主義の押費である︒次に其の翌年高麗王から造した園書中

又米固大統領アイゼン︿ウアー氏も奮膿クリスマス・メッセ

存に就てば直接鯛れていないとは言え彼の外交政策は一雨年

篇めアメリカは決して警戒を緩めてはいないので軍縮協定が

し難い虚に蚊大の原因があるのだと解されている︒．乍併之が

肉にも原子兵器の変速の故に雨陣誉共に迂淵には大戦に突入

言う言葉を礎んに使用するが之も天下一家の思想と相通する

言えよう︒中園では今猶客人を接待する場合に．家人﹂と

句があるのでも判るように天下一家の思想は東洋の思想だと

や吟こ

前に較べて其の調子が非常に橘かになって来ている︒之は皮

締結される迄は引綾き陸海室三車に封する原子兵器の供給を

亜戦争中に其の旗印として使用せられた﹁八紘一宇﹂と言う

ものがあるのであろう︒依って私の言わんとする所は大東

のうち︶を兼ねて以て都を開き︑八紘︵あめのした︶を掩ひ

文句であるが此の用語は日本書紀︵刺武紀︶に﹁六合︵くに

イヂアレン

増加し改善しなければならぬとしている︒斯様な次第で雨陣
誉の平和共存は↓全く武装共存に過ぎないから第三次大戦勃護

て字︵いへ︶と篇むとと亦可からすや︒﹂と言うのから出てい

よ

の危険は遠退いたと言うものの何れの日か一つの世界の賞現

るので前記天下一家の思想と同一であり恐らく史部即ち漢韓

ふびとべ

いからのことであるから先ず以て双方共に帝国主義的な意固

を見ることであろうか︒之と言うのも相互に信頼感が持てな
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於ける我が植民地統和の方針であった．覗同仁主義も新領

抑寅と誤認せら虹たのも是非なき次第であった︒大鰐戦前に

印が連合悶側から見れば之亦我が軍閥官僚による帝画主義の

の婦化人︵子孫︶の筆に成ったものであろう︒而して其の旗

と雌も手の切れそうな水槽中で柵撫を洗うことを厭わない︒

とも穂せられている︒例えば母親は育兇の鴬めには酷寒の候

自謹的であり率先難に赴く所から自己犠牲︵の巴冷囲貝冨８︶

ご巳に就て一言したいと思う︒犠牲は弧制的であるが献身は

ていることを述べたが此には犠牲に似て非なる献身ｅ①くｇ︐

るのであろう︒蓋し友愛の精榊の椛化とも槻すべきものでは

に最早母と子との謝立開係は消え失せて母子一綴となってい

其角が﹁我ものと恩へばかろし傘の雪﹂と読んだ心境と同様

るようなことはなく全く無私の奉仕を行っているのである︒

にいそしんでいるのである︒其の間何等犠牲の念を思い浮べ

叉酷暑の候と雌も同様であり赤子を背負い汗を拭きつつ育児

むつき

土の異民族から見れば完全自治を許されていない限り粉飾せ
られたる一種の帝固主義でしかなかったのであり叉流洲園は
植民地ではないが中央と言わず地方と言わず日系官吏が入込
んでいて資椛を握っていたのであるから完一全猫立とは言えな

いのである︒斯様な搾取行篇を行っていたのでは大東亜戦争
に於て英仰鮒等の植民地の解放を叫んでも筋が通らなかった

に在り﹂︵報徳訓︶と申しておられる通り斯くしてこそ我が民

なかろうか︒尊徳︵二宮︶先生が﹁子孫の相績は夫婦の丹精

画を思う愛団心の溌露も亦同様である︒彼の南宋の忠臣文天

族の護持も完うし得られるのであろう︒更に之を大にしては

云登﹂と詠じている︒又彼の初代今ヘルリン大畢総長であった

群は苓丁洋を過ぎるの詩を作して﹁辛苦遭蓬一経より起る︒

哲人フィヒープは奈翁営時のフランス軍占領下に於て坐だ﹁ド

イツ園民に告ぐ﹂と言う誰演を試みることによって愛幽的乃

至道義的国民教育を高唱したばかりでなく身自らもフランス

に封する解放戦争に参加を志願したが之は許されなかった虚

不幸にも従軍看護婦となって擢患した夫人のチブスに感染し

て病没したと言うことである︒﹁志士仁人生を求めて仁を害す
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筈である︒貝に友愛の精刺を透徹せしめんとするなれば今少
し他に方法があった筈である︒遮莫封外開係は哲らく措き荷
も平等の自由を有する同胞間に於ては先ず以て優越感を振廻
は永年官尊民卑の風習に慣されていたので民間人と雌も一と

すような不心得な者のないようにしたいものである︒日本人

度何等かの椛限を附典せられんか忽ち其の態度を一鍵する悪
弊がある︒称ての官界内に於ても一部には宛ら﹁平家に非ざ
れば人に非す﹂と言ったような態度のグループがいたのには
一驚を喫した︒それ故今猶日韓含談が停頓しているのも斯う
した官界の峨習が累を及ぼしているのではあるまいか︒植民

戻ノＯ

地を失った今日と雌も我交の須らく反省すべき鮎であると思
私は愛に今日では犠牲なき国家乃至壮含生活が要請せられ
タ

る無く︑身を殺して以て仁を成すあり︒﹂へ論語術蕊公篇︶と

言う意味が躍如として現われているように思う︒

おおどみ

一︲清き心﹂﹁赤き心﹂﹁清き赤き心﹂等の文句が使用せられて

何れも誠の心を意味していたのが特に大君に封して奉仕せら

中古以後武士道の護達に伴い忠誠心は康く武人の間に禰養せ

れた場合に忠君を意味していたに過ぎ意いのである︒而して

以上私は良識の韮準として正義と友愛との二原則を掲げて

られるに至った虚それが丘に閏民的なものとして一元的に天

︵五︶博統
我壷の川囲に起り得べき諸問題を捉えて柳か解読を試みたの

陛下寓歳を唱えて従容として死地に就ける場面を想起するな

とに馬する︒彼の戦場に於ける帝聞軍人が今はの際に﹁天皇

倫理的根擦の追求に費せられんことを期待する次第である︒

れば一：天皇陛下蔑歳は宛ら六字の妙雅にも比すべく否寧ろそ

皇に封して渡擁せられるようになったのは明治維新以後のこ

さて将来一つの世界が成立するととともなれば我が国人中に

れ以上に魅力の龍つたものであり何かしら単なる道徳笹践以

であるが術も民主主菱闘家の一員たる以上可然之を批判し討

も閏際人として生き抜くととの川来る者も少くないのであろ

議することによって多少共我廷剛民生活の根抵に確立すべき

うが大多数の閏民は依然として加閏に生きることによって園

で通り言葉となっていた﹁端闘榊杜で含おう﹂と言う一言に

上のものを鰐駒せしめられるのである︒それは戦前軍人の間

ら此に卿か我が体統粘祁に就ても解読を試みたいと思う︒往

家吐含に奉仕し且つ可及的阿際性を護擁するの外あるまいか

人間はぱ朝日に匂ふ山撰花﹂と詠じているが翁は朝日に匂う

徴しても額かれるのである︒本居宣長翁は﹁敷島の大和心を

大戦中に英米教青覗察の途次ロンドンに立寄った際同地日本

年大正五年春のととと記憶するが芳賀矢一陣士が第一次世界

と言うものも故あるかなである︒次に芳賀博士が解化せる心

を日本魂の象徴と看倣している︒古来﹁花は撰木人は武士︲一

る︒右演説中に﹁余は忠君愛国が日本魂の一側面を表すこと

を日本魂の一要素として認めたのは文皐上各時代の作物を通

川撰花を眺めては此の世のものとは思われぬと感嘆して之

を承認するが然し余は他の側面に於て自然を愛するとと即ち

じて我堂の測先によって護輝せられた自然に封する愛好心と

協禽に於て日本魂に鮒する一係の朗読淡説を試みたことがあ

解化せる心今呉ｓ８目目ｅを兄逃すことには賛同し難い・

彼等の溌露せる洗練せられたる優雅の精祁を槻取してのこと

であろう︒成程我国は聞土は狭小であり所謂経済的査源には

乏しいかも知れぬが山水秀麗の美に至っては恵まれていると

余の観念では日本魂は二つのもの即ち一つは倫理的なる清き
心︵ｇ３ｐｇ胃ｓと︑も一つは審美的なる醇化せる心との
結合である︒﹂と述べられたことがある︒申す迄もなく我が上

言えよう︒之は世界を一周して見れば判ることでありアメリ

のりと造んみよう

代には特に忠君を意味する言葉とてはなく祝詞宣命等の中に
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ヵ人にしてもナィャガラ曝布や．画ラド峡谷等では物足らぬ
と見えて能覚欧洲迄槻光の族に出掛ける者が少くないと言う
が其の欧洲とて瑞西の川間か地中海岸のリビ︸一ラ地方を除け

祭祁は意義をなさないからであろう︒東湖︵藤田︶先生が天

辛のつさ︽

地正大の気粋然として榊州に鐘る︒秀でてば不二の獄となり

説為として千秋に饗ゆ︒注いでは大漉の水となり洋麦として

て一層注目を引くようになるのではなかろうかと思う︒蓋し

本の園繊が瑞西のように電化しさえすれば世界的観光地とし

で﹁清き心﹂も﹁醇化せる心﹂も今一つ掘下げて見ると古来

気の歌︶と詠じているのも亦宜なるかなである︒斯様な次第

たし︒凝っては両錬の徴となり鋭利婆を断つ尋へし︒云と︵正

かぶと・

八洲を環ろ︒嚢しては寓菜の襖となり衆芳ともにたぐひしが

日本列島は気候温和な烏山であり表日本は黒潮の本流に洗わ

我が徳統精祁である宗教的な﹁敬虚の心﹂ａ①ぐｇａｇ冒己

ば日本のように到る虚に勝景がある窪ではないから恐らく日

れ裏日本は其の支流である獅馬海流によって洲わされている

見解を探っていたので無理もないことではあるが賞は日本人

を除外しては納得し兼ねるものがあるように思う︒明治時代

併醇化せる心も之を美の極致として表現せんとする場合には

なら少くとも祁杜宗教の信者であった筈である︒申す迄もな

ので相営雨雲の量に富み自然山水の景勝にも恵まれているか

徒に技巧の末に囚われている内は本物は出来ないのであり貝

く古来我圃に於て敬虚の心を培って来た固有の修練迩場は祁

には厘友聞かされたことであるが倣時我が留畢生等が欧米に

にオリジナリティーを波擁しようとするならば俺が俺がで自

牡に外ならないのであり今猫全図津麦浦登に存する鋲守の森

らのことであろう︒そ飢故斯様な風光明妬な図土に噛まれた

己の力によって作篇せんとするよりは寧ろ霊感と言おうか正

が何よりも其の誰左である︒聯って今日は政教は分離せられ

在留中彼の地の人糞から宗教は何を信仰しているかと葬れら

気と言おうか何かしら大いなるものの力によって自然に出来

て信教は自由であるから仮令無宗教であっても一向差支えな

Ｈ本民族が自然を愛する優雅の粘祁に富んでいるのは邪の街

上って来るようになるのだと見るのが貝資ではなかろうか︒

い鐸ではあるが荷も敬虚の心を矢わざらしめんが篇めには何

れた時無宗教とも答え錠ねて赤面したと言うことである︒そ

此の意味に於て古来我が刀匠が霜戒泳浴して刀飢を鍛え上げ

等かの宗教に蹄依するのが望ましいことである︒然る虚我幽

然であり文畢美術音楽演馴舞踊其他茶の湯活花盆景等民族の

ると言うような亘飢味の篭つた心樵が必要なのではなかろう

には古より﹁心だに誠の道にかなひなば斬らすとても耐や守

れと言うのも戦前我が内務行は﹁川吐は宗教に非す﹂と言う

か︒明治天皇は厳寒の候と雌も祭典に先だち粛戒沫浴遊ばさ

らん﹂と言う道歌がある︒然らば誠の道さえ賃賎しておれば

湾として手腕を溌姉すべき分野は相倣騰汎に跨っている．乍

れたと洩れ体えられているが申す迄もなく蕪戒泳浴なしには
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徳の域を超えて宗教的信仰に基く脚信心となっているのであ

践を通じて更に刺に所を捧げる心があるなればそれは最早道

えるが若しも其の母親が子を思う道徳的良心に基く道徳的賞

必要はないではないかと思われるのである︒成程一雁尤に聞

之は常然誠の道にかなった行篤であるから別段祁信心迄する

親は育児の鴬めには寒暑の厭なく無私の奉仕をしているので

いのではなかろうかと言う疑問である︒例えば前述の如く母

祁は我が身を守らせ給うのであるから別段耐に斬る必要はな

恩︑父母の恩︑衆生の恩是也︒其中に最重きは朝恩也︒﹂︵平

暴畢童諌めた言葉の中に﹁先世に四恩候︒天地の恩︑国王の

必ずしも其の内容を一にしている課ではないが彼の平重盛の

が偉統締淋の護展を促進するに至った︒而して四恩の概念は

て四恩の教の如き報恩思想との結付も容易に行われて益為我

に中心思想として弧調せられている所以であると思う︒従っ

の闘係で結ばれているのであるから寧ろ直系の開係が優先的

の開係もあるが之は畢童するに同一共同の測先を通じて因果

槻が澄かれているのではなかろうか︒固より兄弟朋友等傍系

藍が

るから此の宗教的根礁の裏付によって母親の道徳心は一層堅

それが圃王の恩によって一元化されている槻があったのであ

家物語︶とあるが如きは其の一例である︒然も我園に於ては

てかひある命なりせぱ﹂︵新葉和歌集︶と詠ぜられ二宮翁は報

る︒斯くして宗良親王は﹁調の篤世の篤何か惜しからむ捨て

固なものとなるのであろう︒若しも母親の善行が単なる道徳
起るかと思うが此迄来ればそうした疑惑も自ら解消されて了

徳訓中に﹁父母の根元は天地の令命に在り﹂﹁吾身の富貴は

賓践に止まる間は或は﹁天道是か非か﹂と迷うようなことも

る﹁清き心﹂と群美的なる﹁鮮化せる心︲一との二大要素の外

うのではなかろうかと思う︒斯くして私は日本魂は倫理的な

る︒元来日本魂は我が偉統精祁の精華でありそれが人に謝し

としへに画まもります天地の刺の祭をおろそかにすな﹂とか

歌は人口に膳灸している所であり又明治天皇の御製にも一︲と

つ榊画つやしろをいばひてぞわが葦原の園はをさまる﹂の御

ぜ給える御歌も少くないのである︒就中後宇多天皇の御製﹁天

ては一：清き心﹂となり自然に濁しては﹁陣化せる心：一となり

﹁やすからむ世をとそいのれ天つ耐くにつ牡に幣をたむけて﹂

父母の積善に在り；一等と説かれているが叉列聖中榊祇を讃ま

刺に封しては﹁敬鹿の心﹂となって護露したものと解されな

等の御歌となって表現せられているのである︒従って我が偉

のと解するのが安徴ではないかとの結論に到達した次第であ

いことはないがさて我が偉統精淋の根元は何虚に存するので

に更に宗教的なる﹁教虐の心﹂を加えて三大要素から成るも

あろうか︒惟うに我が偉統精榊は各人が自己を中心として縦

の念︑報国の念︑奉公の念等を含む特異なる我が国民稀耐と

統箱榊は従来言い古りされた言葉ではあるが敬刺の念．崇加

ぬさ

と言う自畳の下に各自が報本反始の瑚念を懐抱する所に世界

断的に離脱し難き因果開係によって相互に開連を持っている
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して渡露せられているのである︒今や我為日本民族は欧米民

に子貢日く．言にして以て修身行ふくきものあるか﹂との

ことは恰も仁と義との闘係に類似していろ︒論語︵術嬢公篇︶

間に封して子白く﹁それ恕か︒己欲せざる所は人に施す勿れ﹂

ように庚義に解淫するなれば正義の概念をも含むようになる

する次第であるが其庭に我凌として何等か精彩の認むくきも

友愛の精祁を高揚するに於て敢て人後に堕ちるととなきを期

とある︒恕は己を推して他に及ぼす義で﹁おもひやり﹂であ

主主義闘家の諸団民と相伍して自由平等の概念を僻認し正義

とを自畳すべきであると思う︒

のがありとすればそれは我が特異なる徳統精祁の賜であるこ

て今日程良識の黄ばれ患時代はないかと思う︒之れ私が﹁現

封立があり園内的にも保守陣醤と革新陣誉との封立が行われ

ある︒叉資際に於て世界的には自由闘家群と共康閏家群との

維戦後良識と言う言葉が盛んに使川せられて流行語の槻が

ずしも其の軌を一つにしてい為謹ではないから一膳其庭に限

あると言うのである︒正義と言っても其の概念は古今東西必

ようなものに封しては時と場合によっては破邪瓢正の必要が

擁して迷惑を掛けぬように注意すると同時に他面秩序を乱る

で自分をコントロールするが他人に封しては一面同怖心を護

のと解する︒詳言すれば己に封しては秩序を破らぬよ弓自分

る意味であるから正しい規則即ち腫禽秩序の意義を有するも

り同怖心である︒而して義は宜なりの義で事の宜しきを制す

下日本の諸問題の倫理的解決﹂に常って先ず以て此の流行語

︵六︶結論

を抗し来つた理山でもある︒然らば良識とは何ぞやと言えば

る︒然し之丈では内容的な解読を峡いているから佃だの問題

意味す彪処言うのが受倣のようだ︒沸陀の慈悲︑キリストの
隣人愛も略同一意義のものと解して此には便宜上友愛の用語

界を付ける意味に於て孔子の言葉を引川した迄のことであ

を解決するに鴬って基準とすべき二原則を提唱した︒即ち第

を使用したが博愛と言うも可なりである︒依って私は友愛の

私は一雁之に形式的な解説を下して﹁良識とは琴ハランスの取

一原則には孔子の所謂﹁己の欲せざる所は人に施す勿れ﹂と

精祁に就ても一雁の目標として金誠を掲げて之が解読に便し

る︒次に友愛に就ても同様であり先ず孔子の仁は義を含んだ

言う正義の概念を充営し第二原則にはキリスト教剛に所謂金

た次第である︒因に同じく友愛と言っても今少しく詮索すれ

ものであるが若しも義を除いた狭義のものに解すれば慈愛を

誠即ち﹁己の欲する所は人に施せ﹂と言う友愛の締刺を通用

ばキリスト教及び沸教の説く友愛は無差別的であり儒教の説

し得るようなものを言うのである﹂と説明して渥いたのであ

したのである︒私は此で正義と友愛との開係を尋ねて卿か補

く友愛は差別的であると言う︒元来友愛は隣人乃至同胞を恩

れたとか訓和の取れた思慮分別のことであり且つ寓人の納得

説を加えたいと思う︒所謂金誠は細ての道徳律を含むと言う
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従来我画に於ては忠君を除外した愛園心は考えられなかっ

いと思う︒

儒教に於ては差別槻に立って親疎遠近によって次第している

たのである︒なぜなら愛国は園を思う誠の心であるとは言え

うの愛情の護露であり其の精祁に至っては塗りはないが就中

のである︒貸践道徳の槻黙からすれば特定人間から始めて漸

其の園たるや単なる加図ではなく皇国即ち﹁すめらみくに﹂

れてよい筈はないから我麦は今後とも愛圃心の涌養に努めな

次寓人に及ぼすのが自然的であり又資際の庭田夫野人に人類

養することも出来得るのであろう︒乍併簸初から平等槻に立

ければならないのである︒乍併言うば易く行うば難しで之は

であったからである︒園民主椎の今日ではそうした意味の愛

って親疎遠近の隔なく無差別的な慈悲乃至隣人愛の締祁を確

中堂容易ならぬ問題であると思う︒蓋し厭米民主主義固家の

国心は成立しなくなったのであるが租園を思う愛国心が失わ

認して之を賓行に移さんとするのも確に美徳であると言わな

手近な庭から友愛の糖榊を義擁するなれば自ら醇風美俗を長

ければならない︒欧米人が一般に東洋人に較べて不特定多数

に其の基礎を世いているのではあるまいか︒例えば鍵に引例

所謂愛圃心は連帯概念に基く椛利義務の平衡に伴う義務槻念

愛を説いても力が及ばないのであるから近所合壁力を合せて

の民衆間に公共心が溌途しているのも或は斯うした虚に其の

したイタリヤ共和国新憲法へ第五十二膝︶にも﹁租図の防衛は

各員が各自の義務を果すべきことを期待する﹂︵︽両国胴冨目

原因があるのではなかろうかと思う︒以上正義及び友愛の観

①§ｇ厨①ぐ①ｑ昌曽﹈８８宮の号ｑご︶と警告を溌してい

市民の祁聖なる義務である﹂と規定しているのであ映叉一八

互に開運を持っていると言う認識の下に各自が自曲平等の槻

るのである︒而して之が明治三十八年五月二十七日に行われ

念は大燈に於て術も民主主義固家の一員たる以上寓人の服暦

念を堅持する所に世界槻が世かれているのではなかろうかと

たＨ本海堂戦に於て東郷大崎によって褒せられた激脇の僻に

て其の最後を飾ったネルソン提督は臨終に先ち﹁イギリスは

思う︒果して然らば今後我巽が民族を護持し覗固に生きんが

は﹁皇剛の興廃此の一戦にあり各員一層奪働努力せよ﹂とな

○五年十月二十一日に行われた彼のトラファルガル海戦に於

篇めには我が闘民生活の根抵に確立すべき倫理的根擦として

って表われているのも彼此封照して興味のあることである︒

が自己を中心として横断的に離脱し難き連帯開係によって相

先ず以て連帯道徳を枢軸として考慮を回らすべきは勿論であ

それ故我交は租閏に生きんが篇めには義務概念を狸調し愛倒

すべき民主精祁に馬するものであり其の根元は要するに各人

ることによって一段の精彩を護擁すべきであろう︒それにつ

心を振起して紀綱の伸張を固ることを怠ってはならないと恩

り更に之に加味するに我が偉統精祁に基く報恩道徳を以てす
けても私は移りに臨み愛園心の瓶養に就て特に数言を饗した
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う︒因に愛園心に開運して捺働階級の間に一極の主張が行わ

国民的なものでなくてはならない︒而して之が支持者は闘民

求を抑制するなれば檀に勢働搾取の自山を敢行することは川

の大多数を占める中床階級に 脇する健全分子であることが望

来ないのである︒荷も愛幽心と言う催階級的なものではなく

ましいのである︒古代ローマ帝国滅亡の原因中には中康階級

の愛国者としての立場を支持することが州来ると言うのであ
る︒成粋牡禽主義に立脚する弊働階級は閏家主義者や民族主

れていると言う︒即ち努働階級は吐含主義の建設によって頁

義者によって起される無名の帥を阻止し得るであろう︒乍併

の没落が数えられていろと言う︒何れの世にも中康階級は肉

ない︒但し此に所謂中流階級とは総ゆる生業に亙って猫立自

出師は何時も無名の師ばかりではなく否侵略者を阻止する鴬

管の中小企業者及び其の家族従業員を主催とするものを指し

階級の育成こそ愛固心支持の根元であると言わなければぽら

愛国心の澗占者ではなかったと同様に勢働階級も亦愛闘心の

僻的にも思想的にも健全分子の支持者である︒岡民的な中産

専寅特許推考だとは言えないのである︒否人間を班にアニマ

マン大衆を閑却する意剛はないが何分中小企業者に比すれば

て言っているのである︒私は愛固心の支持に閲してサラリー

今念に富んでいるとは言えないのであるから曾ての我が軍部が

ル︒サイドのものとしか見ていない唯物論者は経済理論には

めの正義の師もあるのであり弊側階級の者が人一偶正義の槻

長けているか知らぬが人川のスピリチュアル︒サイドから巳

祇施設とし工の住宅の建設であり然もそれは常に保健衛生の

中維誉者の理解ある施莱として要望せんとする所のものは祁

方針に左右せられる軸が少くない所に難鮎があると肌う︒就

であろうか︒同じ耽愈主義者でもキリスト教枇含主義者は階

向上の篇め計りでなく又それは結局の庭停年迄には月賦販寅

更に浮動性を帯びているばかりでなく雇傭主たる経誉者側の

級闘争を排撃しているのであるが之はキリスド教の隣人愛の

による住宅一分謎の制度を確立することによって愛吐愛郷の念

むに巳まれずして錘り川る愛圃心の支持者として此極階級意

粘祁に背戻するからであろう︒乍併所謂科畢的枇称主義着か

を育成せられんことを期待する次第である︒︵柊︶

識の持主に封して之を負荷せしめることが果して妥愉である

ら兄れぱキリスト教斌称主義の如きは室想的乃至槻念的な思

︹元蕊輝細督府事務官︑七十一歳︶

廷

想として之を一笑に附すろ傾向があるが荷もそれが人性に根

差している以上人類の祇含生活から葬り去る課にはいくま
い︒勿論費本主義にも吐禽主義に劣らぬ難鮎はあるが民主主
義国家に於て自由平等及び友愛の縮榊を鶴して蓮管せられる
限り反トラスト法乃至猫占禁止法其他の通則によって利潤追

〔53）

国民のよるべき倫理綱要及びその解説

遜君子郎

アバシー

その杜含護展性を阻むことになるのである︒現代日本の落漠

との倫理の貧困と倫理への無開心が現貸生活を行き誌らせ

一︑閣民の倫理的自畳

目次
二︑倫理の吐曾的凌展

この世に生を菅んでいる以上︑彼の生活のよるべきものがあ

蔑の封象とならないですむのである︒何人にしても︑布しも

に斑いて道徳を考えることにより自らの内なる眼に封して軽

故にとの生存の意味を考えること︑即ちか上る人間性の立場

﹁生存の意味﹂を規定するものでもあり︑我糞は人間である

人間存在の理法が牡含を成立させ︑人間を人間たらしめる

等理解せす︑只因襲と偉統とに凝固されているからである︒

あり︑その症状は彼等自身知斑してはいるがその篤病源は何

ｌそれはあらゆる杜含階級の固民の倫理の貧困が根本疾患で

三︑倫理的炎務
四︑倫理的理性
五︑信仰の倫理
六︑愛閣心の倫理
七︑杜曹制度の改善
八︑率︲和への倫理

九︑むすび

一︑国民の倫理的自費

の規定・が彼の人冊存在の理法である︒人生の川的と意義とを

りそしてそれが正しく測定されているならば︑彼にとってそ

能力をもって図民の生活を向上せんとする圃民の倫理綱要な

限定する妓後の標準も︑限られた礁件の中にあって限られた

ラッセルはかつて﹁西欧文化の頴著な優れた鮎は科畢的方
ある︒との二鮎は漸次結合しなければならぬものである﹂と

法のみであって︑東洋文化のそれは一麺の合理的生活概念で
云っているように脳束洋殊に中園では既に古い時代から生活

のである︒

現代に終ける倫理思想の根底には︑一面には前世紀から引

目標や生活信僚が問題とされたようである︒人生槻の究極に

き綾いての理想主義︑功利主義︑進化論の諸思想︑更に新カ

じんかん

中庸の教えをなしているように︑東西に﹁人倫の原理︑人間

ント主義以来の偵値畢的倫理車︑文化哲皐︑現象事的倫理肇

於いての差はあるにしても︑アリストテレスも亦孔子と共に
の理法﹂としての倫理が存在していたのである︒
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渡

凸

又生の打畢

人間翠︑存在論等が存在するといわれるが︑非

術に複雑化した現代吐命機椛の中に於いてば現代文化そのも
のが新たな倫理的課題を提出しているのであり︒我↑々画民が
求むくきその新倫理は﹁既存のものではなく未来のもの︲一或は
﹁典えられたものではなく創造せらろべきもの﹂なのである︒

じんかん

物である：｜人間が協同生活をなす以上常然利己心の限定が認

められねばならす︑人川の契約と共に徳性となってノ︑る︒二

イチエにより代表される仙人主義は人間の人格の尊厳への道

を附いた鮎に於いて意義を有するが︑之はどこ迄も個人の動

スミスの云った﹁自然的訓和﹂や耐市民杜含のためのカン

史的惟件により現賃的意義を鍵えて行くべきである︒

力と創意とを没却せす︑杜倉的乃至協同的に高揚するよう歴

トの所謂﹁川的の王剛﹂などは近代の封立的階級により壊さ

而して誰が倫理道徳上の偉人であっても︑現今牡含に揃漫し
すべての生活に浸潤している体統や因襲を全く脱却せんとす

展に伴う事賃である︒即ち市民吐曾の倫理が階級的に分離し

或は﹁合理性の非合理化﹂ともなったのは資本主義制度の護

れていき︑之がヘーゲルの﹁鳶の輔大のもたらす人倫の喪失﹂

る倫理は雷行に難いが︑涜際の生活に封する指標を川来るだ
て新しく改善を加えていくことは可能である︒と上に倫理綱

け向上させ︑そして現在吐含の中に旺胎される矛盾を自斑し
要の必要性の自畳と︑その改善乃至は質現とが別の事柄なる

更に自巾が宵の函数になり︑民主主義の原叫である自巾と

てきたのである︒

カアライルの言葉の如く︑その道は遠くになく却って近くに

多一数の勤勢大衆のための﹁富の特権の解消﹂なる問題を何故

平等が現賀には不自山と不平等の姿と化している現在︑最大

事は常然である︒そして﹁汝に最も手近な義務をなせ﹂との
あり︑その改善乃至は貸現のみが人問の理判を牌褒し岡民の

ッシズムの統制を決して必要とせず︑弧制感を伴わぬ民主主

に人海は無下に獣殺せんとするのだろうか︒逆に猫裁的ファ

生活の中に秩序と光明とを創造せしめるものなのである︒
之を要するに我堂は冷静な認識をもってかｋろ課題の所布

義的統制の中に佃人の自主制が尊亜され︑往時の利己心を超

を明かにし鵠得すべきであり︑過激な革新思想や破壊的意識
よりは何ものも建設できない︒之が今日我麦日本人に課せら

えて大衆各人の良心が自他共に幸幅を享受しようとする高次

から生まれる︒

ならない︒所謂﹁共存﹂の倫理でもある︒協同の倫理もと奥

るための︑且つその祇含に於ける倫理に迄止揚されなければ

の倫理に醇化されなければならない︒一歩向上した杜含を創

れた歴史的課題でもある故に︑閏民一人一人の巾にか＆ろ気
風を培わなければならないのである︒

二︑倫理の社曹的護展
現代杜曾の本質を論するに営ってば熟近世に入ってホッ︒ブ

ス等により主唱された利己主義が基底になるが︑﹁杜交の動
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常に鐙遷する人間の物質的︑締祁的環境に滴雁するには各
佃人の生活方針を改めねばならず§之がためには過去に形成
された概念︑制度︑習慣の制限の緩和．改良に侯たればなら
す︑更に之に刺戟と支持を典える園民大衆が共鳴しなければ

進歩を内容として古きを革新する︒

我為は現在民主主義とその理念に基く人類普遮の中に自己

の文化の護展を固ろうとしているが︑園内的には除りに保守

的復古主義︑除りに革新的急進主義などと反省と経駒の不足

化に於けるそれを認識する不足を来たした︒政治の改善は只

を︲或いは政治的自主渦立乃至向上に注意を惹かれ過ぎて文

代を創造する程偉大な者は一人も居ないが︲又如何に微小で

文化渡展の方便としての意義を有するのでなければならな

ならない︒﹁との世の中で如何に偉大であるとも凋力で新時
あれそれに封して何物をも貢献しない程微小な着は一人もな

い︒又一方封外的には現在の世界の厳しい制約を受ける︒外

力に依存すべく︑それを退け得ざる状態である︒之に封する

い﹂との或先打の言葉であるが︑図の文化の護展にはすべて
一九一七年のロシアニ月革命．十月革命より一九四九年の

の国民の力によらねばならぬことを指標している︒

ある生産と分配の職能をもつ牡含﹂との言は亦至言であり︑

倣面の肝要な問題として如是閑氏は﹁固の生命の第一催件で

圃民は政治の無力や腐敗や堕落などの頭上の混乱を反護して

中華人民共和閏の成立︑更に一九五○年の印度共和閏の成立
に至る三○除年︑否アジアには現在問過去の不幸と貧困から

自己の職能的機能を現代文明の力で護展させる自主的能力を

義務とば何か︒一︲人間に封する義務のみがヒューご一ズムの

権利とか義務とかよく使われる語である︒それでは倫理的

三︑倫理的義務

至言であろう︒

之に味方するものは﹁歴史の員賞﹂であると言われるが蓋し

ならない︒との努力を南原繁氏は﹁人類の大義：一でありとし

域にわたり人類の禰祉のための世界的計霊に協力しなければ

が︑我為は前述の槻念のもとに更に経済︑産業︑文化の諸領

今や原子兵器の待理や禁止による戦争回避が叫ばれている

もつく吉︶である︒

自らを解放しようとしている巨大な人口があり︑あらゆる雁
力に抗して自らの途を進み︑安定した民主的な社愈を創り生
活水準を向上させようと努力している後進諸閏家があるが︑
か上る現代革命的稗換期に於いては従来の生活悩値僻系の崩

壊Ｉ忠孝本位の皇道主義の倫理教育︑貴族制度を含む特椛
や戸主中心の家族制度の展止︑雨性の平等特に婦人参政権魁
政教の分離による宗教の自由の保障︑農地改革︑勢働権の確
立︑議院内閣制度︑司法の完全猫立等をもたらした︒との崩
壊し去った古き生活偵価鵠系の意義は︑過去の我だの生活全
僻が有した性質であり︑或目的を賞現し得た時鰐駒したもの
である︒我為は過去を篭承しそれを新しく護展すべく努め︑
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せる法的義務と②行篤のみでなく意志の規定根擦たる動機も

義務づけぐ①愚欝目ご口的には﹁①行篤のみを法則に適合さ

精赫による︑ものである一と某畢者は言っているが心更にその

ころである︒而して戦後の遊義的菰敗や吐含的不安等の病理

のであるという諺もあるに反して︑全くその趣を異にすると

裕をもたす︑英闘の憲法が作られたものでなくして生長した

成立したものであり︑加うるに国民はそれを直に鶴得する齢

にも必要に膳じて︑多くの国民の間に何等の批判も許されず

●●●の

くかけたいのは後者に於いてでありｂ公私の生活の根本から

問題にする道徳的義務﹂とが考えられるが︑我糞の比重を多

﹁今の世の中は晴い︒我︽垂はもつと明るいものにしなけれ

因する道徳的義務の認識不足に由来するに過ぎない︒如何に

の責に蹄する者もあるが︑それは民主主義能力の未成熟に起

現象は︑新憲法乃至之に基く諸改革︑ひいては民主主義一般

ばならぬ﹂と座食現代吐含の批判がなされるが︑との言葉の

て之を同化し︑遵守する理性を具備していない時は反って繁

巧妙に精細に法律が構成されていても︑もし国民生活の側に

末梢にわたって道徳の向上を促すものである︒

に於いては如何なる方策をもって如何なる結果の成就を識す

想︑言論︑宗教等の自山と共に︑との良心に基く道徳的義務

雑化の度を加えるばかりである︒民主主義理念の中には思

前牛には現代吐含の諸問題の如何なる開係を指すか︑叉後半
るのであるかを表現せざるところの躯なる印象的な︑希望的

が人類普遍の原理であることは否定出来ない︒

な衝動の言葉たるに過ぎない︒との﹁明るいものにする﹂と
いう衝動は﹁概念﹂即ち手段を伴った計謹を必要とするので

ものである︒アナーキズムと全総主義ｌそ虹がファシズム︑

杜含的イデオロギーの相違に依り義務の槻念も異ってくる

か上る自己の行動批判の見地に立ち得て閏の文化と要求とを

あり︑道徳的義務を分析し行動に迄護展させる必要がある︒

考察するととを怠らないならば︑現代の混乱と困惑との大部

が正義かに従って冷静且つ客卿的に心特に科畢的に判断しな

ニズムに相容れないものである︒之を要するに何が員理か何

に役立つのである︒除りにも営然な或は齢りに抽象的なとの

ければならない︒善きものと悪しきものとを何虚迄も取捻選

共産主義を問わすｌは新憲法の原理︑つまり正しいヒューマ

﹁義務﹂槻念ではあるが︑牡含が人間によって櫛成されるも

捧することに跨躍してはならない︒

分を免れ得るのであり︑既成の生活方針の中を選探していく

のである以上倫理的綱要の一要素として現在新しく正しき行

人間は科畢的に認識する知性と︑道徳的自由に於いて行篇

四慾倫理的理性

日本の新憲法の成立は歴史の流れからみれば極めて・自然な

する意志の二面を有するといわれるがも祇含全般に封する意

篤を賞現していく第一歩であり︑第一惟件たるを失わない︒

姿であるとも言える︒然しそれは飽く迄敗戦という事資の後
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しめるものなのである︒所謂﹁世界的な理性︲一の上に立脚す

との理性に基く存在や行篤とそば不平等な人間を平等化なら

は理性の要求脳更に法の概念は理性の賞現なり﹂と説いたが

カントは﹁理性は命令の力を有し︑法は理性の命令で︑権利

識は我為の天賦の理性による合理主義の精神を必要とするｃ

はなくて陥葬﹂ともなり得よう︒民主政治が図民の意志によ

ジョアジーの支配道具﹂となり﹁プ唾レタリアートの武器で

くして民主園家の生命ともいうべき選畢はマルクスの﹁ブル

移行し・更に絶封主義的画家機織の形成過程に進展する︒か

至は功利的服従や皿・ゥエーやハーの所謂カリスマ的服従へと

いづれの見解にしても圃民の盲目や没批判によっては民主政

り決定されると見徹す表記慣値︑或は固民の意志が幾つかの

治も理想より速く誠に窪心すべきものとなる︒﹁民主政治は

機開と人格を通じて醇化されて具総化されるという内具慨値

於いて自己の誇りを見出さんとする物質慾︲名響慾．権利慾

一つの要求であって現震ではない﹂とも云われる程との政治

の全鰐的な創造活動﹂をもたらさす︑世間通俗的なるものに
等として現れる個性なき圃民をつくりあげる︒些細な日常生

贈系が善良なる園民の存在の仮定に立脚するものだからであ

る倫理性の喪失はアリストテレスの所謂﹁我糞の生命の機能

活の巾にも︑理性の峡けたところには平等も没佃性的な機械

政界の論争にしても親分︑子分という義理人怖に鰯んだ封

る︒

的なものができる︒杜愈的正義にしても抽象的な人道一般の
如くにしか解されず︑マルクスやエンゲルスの革命的努力の
底に存在した鷲践的に推得された︑具磯性を帯びたものには

建的︑前近代的な傾向を多分にみる現状であり︑傭装された

理的な訓練に乏しく怖緒に動き易いという歴史的傑件を否め

論理︑堕落した論理は人為の理性を肺輝させる︒日本人は論

ならないのである︒

倫理綱要として必要性を有する図民の理性批判を政治に例

にするにはまず我為の意識の底にある非合理的な考え方を改

ないが︑との堕落した論理を正道に復し政治を筋の通るもの

をとってみろ︒人間の根本性怖よりして︑人は一協同生活の
の所床であり︑それを保障する各圃民の意思により形成され

組織により人間性が完成されるといわれる︒政治は協同生活

るに歯り︑我堂闘民の理性をしてその本来の働きを保たしめ

之を要するに政治のみならず吐曾一般制度や機開を運誉す

めるべく心がけることが望ましい︒

るために之を覆っていた形式︑俸統︑因襲︑階級となってい

の叡智と徳性の向上︲経験の菩械とそは差懲り焦眉の課題た

各人の要求を参照して鴬されねばならない︒そこでその各人
るを失わない︒つまり現代政治綴制の本質に志向される園民

たものの沸拭を企てることが必要であると思われる︒

○Ｏ

の批判的意識が問題となってくる︒この合理的政治意識が単
○Ｏ

に非合理的政治感情に過ぎないものならば︑国民は擬似的乃
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の如く道義的瓶腰が叫ばれている時︑固民は自己の情操や行

仰も迩徳も倒家と柵人間の開係内に成立する故︑現在の我図

の世界に於いても認徹されなければならない︒そしてこの信

ソロモンは一︲祁弄畏れるば知慧の始めである﹂と︑叉キリ

篤の支持と標準を外向的︵閏家の保謹︶より内向的に索めざ

五個信仰の倫理
ストば﹁刺は愛である﹂と説いた︒この榊に封する峻厳︑慈

るを得す︑而もその内なる場所には﹁理智の椎化たるストア

の称﹂ではなくして人間相互の不信を見出すのみである︒之

は﹁利と人冊との開係は衝動合理化の過程の中に瓢鰐した事

は他の政治︑科畢︑旅業等と共に信仰や道徳に於いても従来

愛の念が人間生活のあらゆる側而に力を及ぼしていろ︒或人

が淋の威力や親密を形造るととになるのであり︑衝動に封す

賓である﹂と看取している︒この言葉によれば反省と訓練と

認められてきた諾だの偵仙総系が崩壊し︑倫理への要請が埋

没していく不幸な時代の中に我︑ぺがいるからであろう︒

る抑制力が人の信仰を左右する︒

何時の時代にも細ての生活の機開の中で蚊も弧大であった

刺の意識に際して正しい宗教的信仰なしには心杜舎の民主

のは政治と宗教とであった︒時には宗教が政治的黛争に利川

要素を加味して理知的なものにしなければならず︑人川とは

化にしても日常の仙人生活にしてもその支力となり得ない︒

如何なるものかという疑問︑人生を如何に生きるかという迷

せられたこともあった︒而して現在尚除りにも蕉態奮息で︑

ものであり︑道徳を支え正義感を弧くするものであり︑来世

いに封して何らかの解決を期待し得るものであることが望ま

そこで人川の心の欲求としてなくすることのできない宗教が

を信ずるものである﹂と言われるが含蓄深き至言の一たるを

しい︒故に人肌の姿をあらゆる角度から分析してそこから人

老人のみに信仰されて若い世代に封する影響力を失ったＩ時

失わない︒即ち皐問と同じく宗教も亦興班を求める鮎に共通

間の理想像を見出さねばならない︒との意味で宗敦は人格主

所謂阿片的役割をしないように正しく概念し︑宗教の員偏に

し︑信仰と同じく宗教も亦祁の善を皐ぶに於いて一であり︑

代に印したものが峡けた如き棚がある︒之には一段と現代的

現世を正しく生きるための希望を輿えるものなのである︒兎

義耐理想主義でなければならない︒信仰がその人の生析とな

きるための宗教を矢内原忠雄氏は﹁皐川を奨励する力となる

も角も﹁何虚迄も佃性の経験と活動とを尊重しながら︑それ

って現われ︑人生が充賀しそこに生きる喜びを味わうととが

基いて行動しないと新倫理の確立が望まれないのである︒生

の満足と自山のために唾内包的にと等しく外延的に未知の世

で︑きるのである︒

之を要するに信仰の問題が政治的性格を多分に含んでいる

界を征服して行こうとする生活︵田中王堂︶﹂をなすためには︑

ニイチエの所謂﹁悲劇的﹈の斑悟を目指すものが信仰や道徳
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現在では一層の具鰐的且つ根本的な倫理性を結合していかい
ばならす・人間不信の失望の中から人間開放の倫理隙系こそ
求めらる零へきものと断じ得るのである︒

六︑愛国心の倫理
固民は闘家に直結し政治Ⅸ経済︑文化等あらゆる面で不可
分離の開係を有する︒同時に家や郷土を愛する如く国を愛す
る︒加園愛である︒カントの道徳論によればとの測圃愛の義
白○国房呂①国討ａ①︶といわれる︒そういう意味でも形而上

務は概念的には祇極的義務であるが内賞的には飾り物Ｓ旨①

畢的愛として絶えず理性によって照明されなければならな
い︒我糞が古い軍圃主義的愛関心が少敷権力者の利益を擁謎
するための宣陣であつたととを想起する時︑今後国家の宣偉
や教育等により嬬養されたものでなく︑杜含道義の昂揚を期
待する時と同じく政府や政治家自身の行動により画家が愛す
るに仙する封象として示され︑園民の間に自ら倫理感や償値
意識として生まれ出づるものｌ民衆的なものｌでなくてはな
らないのである︒

武家枇含に於ける主従開係を歴史的特徴とする我圃の耐園
愛は逆に階級的身分的封立や同朋愛に乏しきものがあり︑偏
頗なものであった︒との意味に於いても国民相瓦の隣人愛を
もった公共的壮禽感怖に愛図心を育成することも亦甚だ望ま
しいのである︒天皇陛下寓歳よりは寧ろ﹁日本園民寓歳Ｊを
叫ぶ感怖の盛上りのない魔に澗園愛はない﹂と某教授もいわ

れたが決して誇張ではない︒そして他面にまた八紘一宇によ

って示される如き帝画主義や︑天孫降臨心現人祁などといっ

た宗教的︑耐がかり的なものに助長されることなしに反帝国

主義的︑合理的であるように不断の溌力を大に期待するもの
である︒

かかる愛国心があって初めてその上に自国をよきものにせ

んとする意志︑理性恢値の向上心が生まれ︑その結賞したも

る︒之を要するに原子力という新しい要素が人間世界の中に

のが闘家なのである︒行動が道徳の型であるという古来不鍵
の人間現象の中に於いて︑日本を愛し日本の運命を愛する憂
悶の意識が行動の意識として初めて意味を有するものであ

加わり人間の心からのゆとりを奪い去って︑創造的活動に没

頭し得ないような底知れぬ吐含的不安といった現状を乗り切

るためにも︑民衆的︑公共的︑反帝図主義的脳合理的な圃民

の間に自ら生まれ出た愛図心でもって固民の義務的獄身の奉

七︑社書制度の改善

仕を守り育てて行かなければならないものなのである︒

料亭政治ともいわれた日本の政治が︑政治家の人格や政治

業績に非すして造船︑識道︑金融と一連の疑獄に於い逗幅の

庚さとその奥行の深さを示してくれたととは我凌の記憶にま

だ新しいところである︒また民主主義の基本的原理である自

由が﹁失業の︑生活苦の︑親子心中の自由も認める現状であ

る﹂と皮肉った人もいろ︒かかる菱熊的な牡禽を速かに改善
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−

剛民倫理は吐含制度改良を前提とする︒そして之がためには

係の︑或は勢使間︑男女側．階級間等の諸問題︒従って現代

態である︒例えば剛際間の正義の心闘民の権利と義務との開

いてはとの道徳的標準が杜含の鍵遜と共に愛り筒未確立の状

に封する知識を典えねばならないが︑現在の如き過渡期に於

するため杜脅民心の上に醇良な無風を喚起し且つ道徳的標準

戦後の諸事情の一鍵の派生的傾向として︑プラグマチズムが

らすように今日の教青を持っていくことである︒ところが維

含に生きる人間として︑自分でものを考え批判する力をもた

のである︒而も古き時代のそれとは大いに趣を異にし民主杜

的享楽に走り易い故に︑かかる圃民一般教育の重要性も増す

のある上級階層とても物質的現資主義の風潮に推されて利己

パシーに陥り或は道徳面より遠ざかり易く︑一方生活に除裕

人生槻や世界槻のすべてではないのに教育の目標は現世的な

法律の改正と固民一般教育の改善が重要であると考える︒

なる道徳憤値鰐系は全く無覗された︒之は観念的教養主義に

市民生活の範剛に局限され︑道徳の教育に於いて至高善に連

先づ法律の改正であるが︑勢使協調もとの例外ではないの
であり︑例えば警察官や消防員のストは禁止されているのは

って具象化され︑事費化されるところがなければ今日の世界

以上の如き道徳面に於ける改良策は︑更に科皐の方便によ

封立するだけの意義はあっても絶掛的な教育の基本原理とし

の問題であるが脳平素のお客である大衆一般に遊大な迷惑を

情勢に伴行するに困難である︒宗教や政治や道徳が︑暫時の

者と何等愛るととのない叫戯や私繊従業員のストが認められ

公共の安寧上合理ではある︒併し死活の問題であることは前

かけている︒しかも彼等は筒合法なるが故に徴然といった顔

て探川するには尚幾段もの思考を要する︒

付をしている︒乗客に封するサービスも一向によくならな

間蒋態を保持していても世界の人類が念に絶滅することはな
０ＯＯ○○Ｏ
いであろうが︑アトムの時代の潮流の中に科畢の遊徳化︑生

ている現状である︒かつて某大望の望部長は﹁あく迄勢使間

い﹂と述懐されたが事窪は全くそんなものなのである︒その
他暴利の取締り耐教育耐公娼制の改正等︒

ず︑幸禰な平和を望む人間の希望を尻目に自然の一つの大き

い︒原子力の世界は人川の理想や粘祁と何等の交渉をも有せ

な力としての専制君主だからである︒明治維新以来急速に採

活化を通して人類の理想を賞現するに忽略であってはいけな

生活︑岡家生漸の基本的知識に東鮎を世くべきであり︑単に

育事業を国民の全生活に渡張しその範霊園と内容とは殊に法律

入された西洋物質文明は現代国家としての日本を確固たらし

次に閏民一般教育の改善としては現在の義務教育の如き貧

消極的形式的徳目の賞行を弧いるものであってはいけない︒

めたのであるが︑その内部に潜められた腫倉の諸峡陥を﹁精

弱な間もなく粥ど跡形もなく浦失するようなものでなく︑教

園民の下級層は日だの生活に追われてややもすれば政治的ァ
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紳的なもの−に蹄依したことも亦決して故畷なしとしないので

あるが︑今やかかる現賃の事資のもとに科皐と道徳の償伯聴
換の必然性が成立する︒そしてとの科畢と道徳との雨者が主
従の開係とか遮道徳の軽覗の意味は皇もないのであって︑之
から尚も鍵遜しなければならない人間世界に護明︑賞験︑雁
用の形に於いて科皐に篭まれた人間的の要素に負わねばなら
ないのである︒

併し乍ら古代より人間の性格と環境を道徳の二字で律し．
ウパニシャッド︑論語︑俳教︑キリスト教の経典にも教える
ところである︒之等の道徳なるものは環境の統一よりも寧ろ
性格の整頓に没頭し幾世紀もの間諺や格言や訓誠が重雲して
説かれ︑民衆の大多数は依然として無智と迷信と疾病と罪悪
との雁辿や弧辿の下に奄為たる気息を塊していたのである︒
かかる古き道徳の改新を志したヒューマニズムの溌動が科畢
として現れ︑その川現が人類の幸と正義を増してきたのであ
る︒決して戦争の惨禰と費本主義の暴虐とを到来するもので
はない︒科畢が吐曾の術成を改整するに徴り個人的︑砥含的
に欲望満足の方便が公平に分配されず﹁富の集中﹂を来たす
ことがあるならば︑科畢の過失ではなくて科皐により救わな
ければならぬ人間それ自らの過失である︒

かつて某著名畢者が民主主義倫理として﹁賞践的意志の確
立︑客観的知性跡．人類的感怖﹂といわれたが含蓄深き卓見の

一たるを失わないｃとの意味に於いても単なる知的理解の鍔

いのである︒之を要するに現在の鍾態的な吐曾を改善するに

象となる概念ではなく高尚な賞践的締祁であるシ﹂とが望まし

は道徳的標準を規定する牡含の一般制度の改良が先行して︑

吐含民心の上に醇良な気風を期待し得べく︑それには賃践的

意志をもって過去の経験を通して我図民性の護動を考察し将

る︒之が現代改造の根本義でもある︒

来に蕊ける我文化の善導を企てることが必要であると思われ

八︑平和への倫理

アジアの東側の線に位する日本列島︒そこには二大潮流が

噛み合っている︒それは暖流でも寒流でもない︒費本主義と

共産主義§人道主義と狸力主義︑自由主義と民族主義との衝

突するところだ︒しかも誰もが口にし誰もが更に募る悪化を

怖れる二つの世界という客槻的情勢の中に位し︑自働的とい

うよりも寧ろ受働的立場にある如き日本の現在の地位では差

現代人の最も大切な倫理がか氏ろ困難な歴史的状況と結合

併り如何ともし得ない︒

していて︑例えば平和攻勢や競争的共存に封する平和共存等

矛盾に減ちた語の頻出するほど﹁平和﹂の倫理的意味ば従来

よりも不充分で多分に政治的性格が含まれるに至った．勝に

平和論は現代人にとって最も大切な倫理への要請であろう︒

兎も角も具鵠的且つ根本的倫理的精祁は︸﹂の歴史的現在の慣

は﹁美しく磨きかけられた倫理の篭系よりもとの不幸で厳し

仙継系の動揺︑倒錯・矛盾と掛決することであろう︒某皐者
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段が溌見されない限り．戦争の危隙も亦蜜在する︒併し乍ら

て之を侵略しないこと︑同時に園際法の根本原則とする他閏

異るイデオロギーと政治牡曾綴制の国の共存は人類歴史のう

の内政不干渉を同意する政治的協定を結ぶことは可能であり

い歴史的状況の中で泥だらけになりながら生き抜く人冊の倫

人生の経局の目的は﹁自我の護展﹂﹁永遠の生命﹂であるこ

且つ必要である︒世界平和の貝の根底となるべきものは単な

理︒人間不信の失望の中から立ち上って新しい人類共同鰐を

とから平和の必要及び慨航は相封的であり絶封的ではなく︑

る物質的の連帯開係以上に︑平等にして自巾なる各圃民の友

示しているように︑互に他の図民の国家主椛と恢土を奪重し

時に戦争も止むを得ずとする考えが往時に於て支配してい

愛と協力とを基礎とする道徳的結合でなくてはならない︒事

ちに事資行われてきたところであり︑﹁平和五原則﹂の中に

た︒現在では平和は理念や理想としてではなく︐今の生活を

開拓しようとする人間の倫理︒権力に抑歴されて貧しく無力

維持し更に豊かにするための絶僻惟件なのである︒そして平

開係が深く︑加うるにアジア諸国の中で最も工業の進んだ園

賛島幽で全く貿易に依存している我悶は閏際的に物髄的辿帯

におかれた人間解放の倫理﹂といわれたが蓋し至言であろう︒

和通勤はいまでは一部の進歩的知識人や努組聯部のものでは

傑件に迩雁させることにより古い文化の通産に貢献し得るの

として西欧の人類進歩の技術を東洋の生活の諸形式並びに諸

なく大多数の固民のものとなっている︒かように平和が生活

である︒アジア諸固が自由に充分に義展すればそれは自国に

運動︵平和経済プラことなり行動となってくるにつれて︑
往時の﹁どう生きるべきか﹂という現在からの距離の迷い皐

とっても必ず利益となることは明かである︒市原繁氏は﹁現

それぞれの利害や問題が一時に鈷綜︑混乱をみるに至った歴

読を主とした解樺畢としての倫理肇から︑本来の賢践の科堅

史の過渡的時代と解することが出来ろ︒現在その冊の封立の

下の世界の状態は︑諸闘がにわかに一つに接近したがために

戦争の原因が暴力の行使と他よりも卓越し自己の意思に他

和刺は来るべき時代の新しい文化と肺含を廉み川すための︑

となり︑概念的な思想より﹁何をなすべきか﹂を示す思想と

を服従せしめんとする慾求が原因するというトルストィの見

なってくる︒ここに現代の新しい流れがあるのである︒

解や︑政治的イデオロギーの相違よりも寧ろ悶際的経済秩序

すれば現在が現在としてかくあるのは偶然的なものでばなく

て客観的必然的な意味を有するものでなければならないので

人類共同の世界苦と解し得るであろう﹂といわれたが︑換言

ある︒との﹁来るべき新しい時代﹂とは﹁受くる者より奥う

︵生存競争︶の手段なりという近年の皐者等の間の意見︑兎

筒未だ利害及び感怖の衝突が責在し而もその利害や感怖の衝

に角戦争の原因や惨害に封する自蝿が誰達しても︑岡際問に

突を解決すべき手段としては従来より一層進化した平和的手

〔63〕

ろ者は幸准り﹂という道徳的信念が至人類を支配する時代な
のであろう︒

復讐︑侵略の時代は過ぎ去った︒
一国の侵略はその原子力的消滅を意味する︒原爆︲水爆︑

原子砲︑ジェット機．無線誘弾等の研究やその工業化は現在
各国兵器工業界の最大の課題となっている︒世界の軍需工業
地帯は不可能を可能にする兵器製造に懸命である︒それでも
問一面に於いて人智は﹁戦争をなくして平和な世界をつくる﹂
であり慰今尚綾けている︒

という不可能を可能にする努力を過去幾世紀も綾けてきたの
﹁人はややもすれば平和の理想を一つの空想に過ぎずとい
う︒然し戦争のみが現賓で平和ば空想であろうか︒歴史ば過
去に於ける戦争の時期は平和の時期に比べて遥かに短かかっ
たことを賃誌するではないか︒すると戦争と平和と何れがよ

以上に述べたところを綜合すれば︑世界状勢の厳しい制約

を受ける現代の歴史的状況に於ける我国であり︑この現代文

化そのものが新たな倫理的課題を提出しているのであり︑し

たがって国民自ら之を創造していくべく倫理的自畳が侯たれ

ても客観的償値鰐系が自己の周園にあるのだから︑冷静且つ

るのである︒そして偉統的な文化や技術と同じく道徳に於い

献身的に遂行し完成されなければならないのである︒

容槻的耐科皐的な判断をもって︑手近なところにある義務を

而もこのことは上述の如く現代画民倫理が密接に連梁を有

なく寧ろ必ずや道徳向上の達成は出来る筈の事である︒

する吐曾制度改善と併行していけば︑決して不可能の事では

今や単に理念や理想としてではなく生命の維持を固る絶謝

的傑件として平和が叫ばれているとき︑之を悲観的なものに

するか否かは塞げて一に我友国民の双肩にかかっている事を

家営局は固より圃民各界員に一篭とな２し之が道を迩進する

銘記すべきである︒而も矢は既に放たれているのである︒悶

槻念に基堕し総ての図際争議を解決することを希い︑その方

事の必要なる今日に於けるが如きはないのである︒大方の自

り現賓であろうか︒今や至人類は戦争によることなく法律の

得ようか﹂之はデビッド・ジェーン・ヒルの﹁近代閣家シ型基

法を案出するのに苦心している︒誰が平和を絶望だと諜言し

︵金津大堅欝畢部畢生︑二十四歳︶

昂認識を望んで止まない次第である︒︵経︶

糞と共に人類の道徳及び能力について悲観的でない︒以上の

礎とする世界組織﹂の中にある文章である︒私も亦之等の人

に濁す昂我︑べ日本画民の道なのである︒

如き大なる倫理を提げて世界に臨むことが即ち世界平和文化
九︑むすび
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一

会同牛口

○侭輯後記
○暑中お見舞叩上げます︒本年は梅雨も雨が
なく︑早くから夏の到来で︑毎日暑さが厳し
く近年稀に見るところと言はれ︑既に稲作も
豊作が澱報されて居りますことは︑よし部分
的には洪水や水不足などがあるにしても︑全
図的のこの朗報には心蝋いものがあります︒
○本雛は鼓て葬集致しました︑逝我昂揚のた
めの雌筑諭文中︑選外佳作品三淵を猫戦して
特別雛と致しました︑それが厩めに例月の頁
数を遥かに超過致しましたので︑一般の膜摘
は止むなく来雅廻しになりましたので︑あし
からず御了承を願ひます︒
○雁募された論文は︑群盃の結果︑含告のよ
うに残念ながら入選作はありませんで︑選外
佳作が三術選出されましたので︑それを本漉
に蕊表したことです︒この三蒲は筆者の血や
肉から溢れ出たといふ鮎には粘乏しく︑いは
ゆる思惟の論文的ではありますが︑然し批岐

解決佐藤矢雨間避

一︑現下日本の諸問題の倫理的

解決川村宗嗣︵秋田Ｕ

一︑現下日本の諸問題の倫理的

○佳作記念品並に副賞
︵各金宣寓凹宛︶五十音順

○入選︵該常作なし︶

に倉告する︒

たが耐極為の都合上遅れて七月上旬論文
群査の結果︑左の如く決定したのでこ上

こで五月下旬結果を溌表の議定であっ

一助に費すべく︑二問題を掲げて懸賞論
文を募集せるところ︑幸に多数の人だよ
り雁募されたことは何よりであった︒そ

昨年十月本含は腰翻した道義昂揚の

○懸賞論文審査決定

一︑日本のよるべき倫理綱要及び
その解説渡遜君子郎恩搾市︶

○維戦後こ入に十年の記念すぎへき側を迎へた

一

○折角各位の御自愛を所ります︒

ものです︒

す︒ともかく今日一雁の落清きを見たことは
幽民の勢多とすべきですが︑その落若きは生
卵の外殻ともいふべく︑その中味は未だグジ
ャノー︑といったところで︑すべては今後で
す︒お瓦に日本剛民の我器にかけて努めたい

課ですが︑顧みて感慨無爺なものがありま

きでせう︒

的よく整ったもので︑筆．帝の努力は多とす曇へ

間褒表には諜定しなかったが︑入選作
がなかったので︑特に努力賞なるものを
設け︑左の四氏に之を鮒るとととした︒

一︑努力賞︵各金五肝回宛︶五圭耐
○景山冥滞︵兵庫螺︶○門屋環︵京都Ｕ
○高木泰三牟葉蝶︶○平野燕︵北海通︶
︵凶に︑識定の入選作金参欝固︑佳作二名金壷

醐脚宛計金五醜回の副蹴は︑惟作一寓目を一
名蛎加し︑金五肝回宛の努力笈四名計金式醐
固を設けて謹表辿り同額の金玉蔑回とした︶

○金五百目也︹寄附︶熊本市副島民雄

１１

弘道責債一冊金参拾回也

弘道倉入倉手績

一ヶ年官費金百式拾側を挑込み入曾の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

側封入の方に還付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

○本誌庚告の件については︑

Ｉ

本曾編脚部へ御相談を乞ふ・

昭和三十年八月一日讃行

割田斧二

東京都千代田座西神田二ノー

東京都千代田腿祁田神保町三ノ十

蕊行兼
編輯人

印刷人春山治部左億門

東京都千代田腿祁田神保町三ノ十

東京都千代田砿西脚田ニノー

印刷所︵東京空言共立牡印刷所

振替口座東京豊芝番
日本出版協曾曾員番銃Ｂ一画完

電話九段九番

諦諏蝿日本弘道曾
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一

日本弘道会礼法研究調査委員会

次

夕食会・昼食会
お茶の会・園遊会

ｉｌｌＩ

｜古来の伝統と美しい慣習と

を尊重し︑しかも今日の実

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

情を十分考えた新しい﹁礼

新しい礼法刊行 会

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声でありました︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し弐した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

発行並びに申込所

目

旋館・ホテルおよび汽船

容姿
服
装
さつ
談あい作
話
動
物の坂扱
食
事
這
路
交
通

宅雄一垂早

溺二章
第三章
第四章
第五章
第六章
弟七草
第八章
第九章
第十章
公衆の場所
社寺・教会

等の意見も求め︑完備した

皇．室

競技・遊技

応接・接待

・会議
近集会所
訪
名問
刺
紹介
通
信
電
話
慶
弔
拝
礼
贈
答
招
侍
家庭

ものたらしめており弐す︒

第十一章
第十二章
第十三章
第十四章
第十五章
第十六章
第十七章
第十八章
第十九章
第二十章

外国人に対する心得

国旗・国歌

第二十一章
第二十二章
第二十三章
第二十四章
第二十五章
第二十六章
第二十七章
第二十八章
第二十九章

第三十一章

第三十章

、

頒価1部に付65円〔日本弘道会々員に限りI部に付遥料共55円）

BG版。86頁

『部!;操:$､YPﾆｰﾐ坐蓉零葬寺堀落挿認一さ,.I

F写･蕊騨報慶子.､誌鵡典電:;率ダ鐸謬I.j冒垂7蚕霧ｿ準過誤奄錘毒露

新しい態法

