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署頭言日本人のヤブニラミ症状

大浜信泉

日本は敗戦の結果︑固有領土の南北両端をもぎとられた︒地図をひろげ
てみると︑つり紐を切断されたハンモックを連想させる︒もっとも︑南と
北とでは︑根本的にその事情がちがう︒

南方領土すなわち沖細の場合には︑アメリカは平和条約に基き︑いわば
納得ずくでこれを施政権下においたのであった︒そして日本の主権を認め

〈

１〃１．ｆ︑．Ｊ︲︑ノＬ︑

I

く／

｝

イ

！

︵特別会員沖細問題等懇談会座長︑南方同胞援誰会々長︶
Ｉ︲

I

巻頭言

目次

：．：・・⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝・大浜信泉⁝①

日本人のヤブニラミ症状

西村茂樹翁に映じた
明治維新の功匝像：．：．川川浩一⁝②

印刷文化の生みの親

へボン博士︑ガンブル師と吟香先生
．⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝：：田村寿⁝⑥

道徳の復興︵二十二︶

民主化の問題⁝⁝⁝⁝⁝木下広居⁝⑨

﹁期待しない﹂という人生観
．：⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝後藤弘⁝⑬

月の科学

：・・・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：渡部蛾隆⁝⑯

アポロ計画への期待と現実の州

講演

新しい家庭教育

太陽と月と地球⁝⁝⁝⁝石井千尋⁝⑲

⁝⁝⁝：：：⁝・⁝⁝：⁝横田佐代次：︒⑮

知能の発達と英才教育︵Ⅲ︶

三月の園芸⁝⁝⁝⁝⁝⁝渡部弘⁝鋤

弘道俳増一：．⁝・⁝：：︒⁝篠塚しげる選⁝帥

新入会員芳名

中村孝也氏を弔する⁝⁝野口明⁝⑫

編集後記

（1）

た上でのことであるので︑里子に預かったようなものであり︑しかも一九
七二年には日本への返還か確定している︒

それに反して北方領土の場合には︑ソ連は不可侵条約をふみにじって強

引に侵入し︑住民を追い出していすわっている︒強縦と選ぶところはな
く︑どう考えても︑これを正当化する理由は見出せない︒

ところが不可解なことには︑沖細については︑マスコミも︑政党も︑世
論もまなじりを立ててさわいだのに︑北方領土となると︑まったく鳴りを
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ひそめている︒そればかりではない︒日本人が書いたものの中にも︑南千
いったい日本人は︑ヤブニラミになってしまったのだろうか︒日本人の

島までソ連領であるかのような印象を与えるものを散見する︒
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西村茂樹翁の眼に映じた

明治維新の功臣像Ｈ

片山清一一
西村先生の見た功臣

一幕臣の立場に立ってＩ
西村先生は︑幕末においては︑主君堀田侯に仕えた幕臣
であった︒そのために︑明治維新の世の中になっても︑薩
長土肥の藩士たちのように︑為政の局にのぼることを断念
しなければならなかったであろうし︑またそうなることを

交りしこと少なし︒是を以て︑維新の功臣の如きは︑其

初は一も是を知りたる者なし︒

と述懐している︒ここで﹁関東の士﹂と﹁関西の士﹂との．

に﹁維新の功臣の如きは﹂の﹁如きは﹂にも︑何か意味探

区別をしている所に︑西村先生の立場が伺われるが︑さら

上一記の思い出の中に出てくる維新の功臣としては︑三条

重なものが含まれているように考えられる︒

実美︑岩倉具視︑西郷隆盛︑大久保利通︑木戸孝允︑江藤

この中で︑面識のあるのは︑三条実美︑岩倉具視︑大久保

新平︑横井平四郎︑大村益次郎︑広沢平助の九人である︒

を交したのは︑三条と岩倉と木戸の三人であったらしい︒

利通︑木戸孝允の四人であるが︑親しく面接して︑ことば

とくに木戸については︑数回にわたって話し合ったこと
が記されている︒

三条実美公

明治十八年十二月に西村先生は︑宮中顧問官に任ぜられ

ｌ忠誠購厚の君子ｌ

級武士たちのやり方に対しては︑もともと家老職に就いた

たが︑その時の内大臣は三条実美であった︒ところが︑内

快しとしなかったであろう︒と同時に台閣に上った昔の下
こともある達識者だった西村先生としては︑批判的態度を

大臣と宮中顧問官とは︑宮中では︑たった一枚のふすまを

は︑たびたび見たことがあったらしいが︑面談することが

わ交したのであろう︒もちろんその時以前にも︑三条の顔

隔てる隣室であったので︑たびたび三条に面接して話をか

もって臨んだことは当然のことであろう︒
﹁記憶録﹂の中にのせられている﹁維新の功臣﹂の最初
において︑

余は江戸に生れ︑関東に生長せしを以て︑関西の士と
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『

て︑英気蓋世の俊傑ならんと想像せり︒のち是に接すれ

初め余いまだ公に接せざるの前は︑公は威容厳粛にし

て︑道徳教育が全く考えられていない︒こういう状態では

ころが今日の教育︵明治十一年︶は欧米式の知育に偏向し

あって︑国家百年の前途が︑これによって左右される︒と

いて訴えたらしい︒教育は国家の人材を造る第一の要具で

ば︑威儀は厳正なれども︑性質は極めて温良の人なり︒

国家に役立つ人間が育成されないことになる︒今や国家が

できなかった︒その前後を比較して次のように記している︒

口に発することなし︒壮年の時は︑余は知らず︒晩年の

身を持すること謹慎にして︑職分以外の事は︑革も是を

国家に役立たない教育をしているようでは︑教育の意義が

費用を川して︑国民の育成をはかっている時代において︑

に対して︑岩倉公は︑じっと聞いていて︑うなづいていた

見出せないではないか︑といった訴えをしたらしい︒これ

時の実美公は︑是を忠諒篤厚の君子と称して可なるべし︒

岩倉具視公︾

と一評している︒

らしい︒そして次に会う日を五月十二日にしようという手

、oノ

１大瞳の威臓をもつ豪傑

岩倉具視については︑維新以後何回か顔を見たことがあ

日の前日︑すなわち五月十一日に大久保内務卿が兇徒の刃

を受けて暗殺されるという一大事件がおこった︒そこで︑

紙が西村先生の所にとどけられた︒ところが︑この約束の

かった︒たまたま西村先生は文部大書｜記官であったため︑

岩倉公に再度意見を申し上げる機会がなくなってしまって

ったらしいが︑明治十一年五月までは︑話をしたことがな

その後に書かれたものものであるから︑岩倉の人物に対し

何かの用向きで機会があったのであろう︒﹁記憶録﹂は︑

あったらしいＯ

ということで︑西村先生としては︑まことに残念なことで

木戸孝允とは面識の間柄であったらしい︒すでに安政の

ｌ温厚懇切な淑意の人ｌ

木戸孝允侯︑

ては︑世一評とは違った見方をしている︒

世人︑公を称して︑好物とする者多し︒然れども此の

頃から︑西村先生の住所だった佐野藩邸の近く︵江戸三番

如き反謀は︑豪傑の常にして︑是を以て公を符むくから
堅碓にして︑他より動かすべからず︒優に大臣の器あり

ざるなり︒公︑容貌沈毅︑妄りに言笑せず︒その執る所︑

町︶にあった斎藤弥九郎という剣術家の塾に︑桂小五郎と

たび顔を見て知ってはいたが︑ことばをかわしたことはな

いう名で住みこんでいたらしい︒西村先生はそのためたび

と称すべし︒
としている︒

西村先生は︑岩倉公に謁見した時に︑教育の重要性につ

／ 句 ､

いると聞いて︑木戸孝允からお目にかかって承りたいとの

ねてきて︑西村先生が︑華族の処遇についての案をもって

かつた︒ところが明治六年の春︑横山孫一郎という人が訪

伊達宗城の四人である︒この中で︑西村先生が生前に直接︑

般に言われている通り︑松平春獄︑鍋島閑里︑山内容堂︑

幕末の諸大名の中で︑賢明さにおいてすぐれた人は︑一

しかしこの頃︑木戸は病気中であったらしく︑西村先生

小楠を熊本より招いて藩医の子︑橋本左内を異数抜てきし

政の改革︑文芸武道の奨励などにつくす所多く︑また横井

に養子として藩主の位についた︒︵西村先生と同年令︶藩

親しく交わったのは︑松平春獄であったらしい︒春獄は︑

は︑﹁久しく脳病にかかり︑歩行不自由なりとて︑この時も

て枢要の職に当らせるなど︑幕末においてもっとも先見の

越前藩主で︑文政十一年に田安家に生れたが︑のち越前家

夫人に扶けられて坐敷に出て﹂来たと記している︒木戸は︑

明をもって行動した一人である︒またその当時の撰夷の勢

依頼を受けてきた︒この頃木戸は︑九段坂上に邸を構えて

この頃︑旧時代の武士や︑大名・公卿たちをどのように処

いたらしいが︑二人で参上することとなった︒

遇するかに頭をなやましていたらしく︑挨拶がすむや直ち

力の強い中で︑尊王開国の方針を持して曲げず一貫して︑

主張して︑一世を動かさんとせり︒侯はひとり尊王開国

﹁幕府の末世の有志者なるものは︑皆尊王撰夷の説を

明治維新時に至った︒西村先生は︑評して日く︑

先生の記憶録には﹁木戸は容貌︑温厚にして人に接する懇

この時に受けた西村先生の印象はよかったらしく︑西村

にこの問題について︑西村先生の意見を聞こうとしている︒

切なり︒余は︑此の時は無位無官の書生なりしかども︑木

の説をとりて︑始終変ずることなし︒その智見流俗より

利家に集まったことがあったが︑木戸は病気で出席できず

く︑それから四︑五日たって︑華族の主だった人たちが毛

めると︑﹁侯は︑世間に言うが如き︑英逼俊偉の人にあら

の私宅を訪問して︑談話をしたらしい︒西村先生に言わし

なったらしく︑会員になってからは︑何回となく西村先生

この松平春獄は︑その晩年において日本弘道会の会員と

高しというべし︒﹂

戸は満腹の誠意を以て談話するものの如し﹂と記している︒

その代りに︑山田顕義︵国学院および日本大学創設者︶を

しかしその後︑木戸の病状がはかばかしくなかったらし

代理として行かしている︒西村先生も︑もちろん呼ばれて︑

ずして︑かえって忠諒恭謹の人なり﹂と評している︒

︵本会理事目白学園女子大教授︶

木戸に述べたことを更に説明をおこなっている︒

松平春録侯
１１先見の明ある忠諒恭謹の士Ｉ
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印刷文化の生みの親

訳事業のほか︑まず幕末の名医として名優沢村田之助に大

へボン博士︑ガンブル師と吟香先生

このごろ万国博の歴史を見ているとき︑慶応三年一月十

は面りやせんというような俗謡がハャったことで令名をと

らこの恩恵にあずかっていることなどは誰でも身にしみて

どろかせた︒それにヘポン式ローマ綴りで小学三年生位か

手術をしたこと︑ヘポンさんでも草津の湯でも惚れた病い

行がいろいろな桑やげをもって帰えっているが︑本稿に関

を主体として見るとき︑へボン︵平文︶先生の﹁和英語林

ものはめずらしくなかった︒大体︑時を同じうして日本人

江戸の藤森天山に入門して塾頭にまでなった︒後輩には木

三三年四月八日︵天保四年︶に生まれ︑二十四歳のときに

負がもこＩ間川の人ば員がワと発言する︶に一八

さて岸田吟香先生のことだが︑彼は岡山県久米郡餅和村

知っていることだと思う︒

集成﹂編集について毎日の前身たる東京日日新聞の大記者

って吟香を遇した︶たまたま﹁勅誌降下﹂事件に座し︑天

戸孝允がおり︑︵明治になってからも木戸は先生の礼をも

で上州に逃げ︑四年後︑江戸に潜入し上野寛永寺のほとり

山は江戸より追われて下総に走り︑吟香先生もとぱっちり

岸田吟香先生が二人目の協力者として苦心したことを知っ

たことが解った︒当時すでに欧米ではこのくらいの初歩の

家が近代的印刷術上の機械足踏式印刷機を一台買って帰っ

係あるものでは瑞穂屋卯三郎という明治時代に有名な実業

一日徳川昭武︵慶喜の弟︶国使が渋沢栄一ら廿七人を率い

寿

てパリの万国博に赴いたくだりがあった︒そしてその一

村

た︒これらへボンと吟香の蔭の人として米人宣教師ウイリ
アム・ガンブル師がいたたことである︒

へボン博士は初代明治学院総長︑和英辞典やバイブル翻

（5）

田

にかくれていた︒しばらく三河の挙母藩の侍講となったも

座ゥラの岸田楽善堂で所蔵されていたが欠本があった上に

この日記には書いていないがこんな話があった︒世間一

既につぶれてしまってわからない︒

なって前歴をかくし﹁銀公﹂呼ばわりされていた︒銀公が

般ではへボン先生と吟香先生の名声を高く買って︑内地の

のの︑食いはぐれて女郎屋の牛太郎だの銭湯の三助などに

三十二歳の元治元年四月にかねて学恩をうけた津山藩の箕

吟香にも漢詩にも通じて面白い︒このあげくに眼病となり︑

のっている︒しかし上海では反対に︑とんだ不評判なこと

万国新聞紙あたりでも編集前からベタ賞めした予報記事が

のヘポン医館に赴いて治療を乞うた︒さしもの難病が七日

作秋坪の紹介でヘポン先生と相識りはるばる江戸から横浜

ヘラルド新聞紙にプラムゼンという人の名で投書したこと

があった︒話は当時上海で売れていたノース・チャイナ・

からはじまる︒これによるとこんど出た和英語林集成は誤

間で全治したといわれておるし︑へボン先生の高潔な人格
にうたれ︑先生はまた吟香先生のなゑな象ならぬ学識を認

りと見落しがあると指摘していることであった︒一八七三

じていたと思えないから英語の面のことであろう︒

年二月一三日付の紙上である︒もちろん外人が日本語に通

めたという奇遇なのである︒

こうして吟香先生はヘポン先生夫妻が編集中の和英語林

集成の助手となり︑慶応二年九月︵一八六七年︶横浜を出

これにたいしてマテイーァという名で同紙で反ばくして

ンブル先生がいて︑日本で英字を印刷する難しさを話合っ

華印書館に入った︒これから印刷がはじまるが︑そこにガ

士は自ら全部の校正を見られた︒したがって印刷上の間

上印刷の事情を発表するのが当然と思う︒著者へボン博

本紙一三日号に和英語林集成にたいする批判が出た以

いる︒

た︒へボン先生は最初は日本で印刷するつもりで︑多少経

えて︑十月上海に着さ︑小東門外のプレスピテリアンの美

帆した︒手には和英語林の原稿と真理易知の版本をたずさ

験のあった開成所の堀達之助や小さい字引を出したことの

ン博士にあって美華印書館にはない︒へボン博士の校正

違いでも︑その他どのような誤りでも︑その責任はヘポ

︵筆者註横浜当時矢野隆山がその任に当り辞職した︶そ

ははじめるとすぐ︑博士の日本語教師は去ってしまった︒

ある大鳥圭介たちと相談したが日本式の木版ではメドハー
ストの日英単語集ぐらいしかできないとわかった︒そこで

してその代理のものは︵吟香︶辞書が完成するまで働い

上海でやることになったという︒

吟香先生が上海呉秘の宿舎で︑毎日へボン先生を手伝っ

たが︑ホンの小僧程度で甚だ正確とは申し難い︒︵吟香

︑︑︑︑︑︑︑

ていた消息はかれの﹁呉湛日記﹂に詳しい︒この日記は銀
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小僧扱いはバカにした話だ︶︒博士はこの印刷中常に病

先生も日本では少くとも侍講などした相当な学者なのに

の宣教師を送って伝道させていたものだ︒

外伝道文書の印刷所であった︒米国も夙に支那大陸に各派

スト・サトウにこれを贈呈していた︒つまり長老会派の海

そうした前歴のあるため同書館にはローー︑字つづりの日

気で非常に悪いため事務所に来ることも出来ず︑校正刷
りを病室に送ったことが数回ある︒夫人も病気がちで香

本活字のほかに︑ふと字アンテイックの片仮名活字などが

れた最初の日本活字だった︒種字の版下は安政六年︵一八

少しばかり保存されていた︒これが同書館で鋳造され使わ

五九年︶以来来日したブラウン先生がポッＪ︑誰れかに書

頁の割りで上梓されたので博士が健康だったらこの不完
全な書を完全にすることが出来たろう︒このような点を

港へ静養旅行に行かねばならなかった︒この本は一日八

考えると本紙に現われた批一評中に指摘された以上に甚だ

の表の版下を書いて初版一五○○部の印刷製本をやりとげ

かせていた︒しかし︑吟香先生が扉やいろいろの仮名文字

たことが︑ｎ本の近代活字印刷術の起源だと私は見るもの

しい誤りがなければ結椛だとしなければならない︒︵マ
へボン博士夫妻の心血をそそいだ心労は大変なものであっ

ゑたいな人だった︒

である︒ガンブル先生は中国名を美氏といい︑印刷宣教師

る打ち込み法によらず電胎法を発明し︑漢字の偏やつくり︑

ガンブル先生は最初︑寧波に渡り︑従来のパンチを用い

Lイノ

テイーア︶

一語をどう訳すべきかにもまどった︒浅い川をやらせてダ

たことは︑今にして察するに余りがある︒博士はダンスの

冠り︑脚などの製作改良に成功した︒ついで上海に移り︑

︑︑︑

一語ずつノートして訳をつけたそうである︒全く大功は細

ソス即ち踊りとした︒コトバの難しさは大変なもので一言

美華印書館の館長となり︑小型の漢字や仮名の活字をつく

○○

人の苦労を偲びたいと思う︒

私はこのガンブル先生こそヘポン辞典の恩人であり︑日

り︑へボン先生の協力者だったのである︒

謹をかえりみない︒和英語林集成の初版が骨をきざんだ先
対照された訳文の日本語の活字は大体すべて吟香先生の
刻ったものであった︒これも大変な仕事だったろうが︑能

本印刷文化の父と申してよかろうと高く買っている︒先生

になり︑旧友の先輩を擁して当局に彼を推し︑授賞したの

も日米文化交流に寄与し︑名の出ない人を推せんすること

くおぼえたろう︒

さて美華印書館のことだが︑もと寧波にあったものを一

であるが生憎と彼のアトがサッパリわからなくなっている︒

八六○年に上海に移されたそうである︒ここで︑文久二年
秋ブラウン先生も日英対話篇を出版していて︑例のアーネ

／ 庁 、

左様なわけでヘポン博士の集成はその後今日になるまで
およそ英語の辞典といえば全部大なり小なりその例に倣っ

道徳実施の五条目

西村茂樹

道徳の条目と云ふ者は甚だ六かしき者の様に聞ゆれども︑其

ることもなく︑誠に平々凡をたることにて︑誰人にも理会し得

実論じて其極に至れば︑少しも不思議なることもなく︑奇妙な

ている︒

例えば日和訳英辞書︑明治二年正月︑ロ同増補再版︑日

其義を了解することを得くし︒第三は無くても宜しき様なれど

右五ケ条の外何も言ふべきことなし︒第一第二第四は直ちに

を善くす

里を善くし第四我本国を善くし第五・他国の人民

第一我身を善くし第二我家を善くし第三我郷

らる上者なり︒即ち其大体の区分法は

仏和辞書︑明治四年︑四和英語童︑明治五年︑田官許独和字

でなく印刷機や鋳造機︑欧︑漢︑和字活字や活版工具類な

典︑明治六年等を数え切れないほど多い︒単に印刷ばかり
ど同書館の手を経て日本に輸入されたことであった︒ガン

ブル先生の名は明治二年の薩摩学生編集︑和英辞書の英文
安緯先生が同書館から欧和活字を買い入れた話も一部では

序に明記され︑同書館に感謝している︒現にサッマの重野

整頓しておくようにしている︒先生は一八六九年明治二年

差別なく上帝より之を見れば全世界の人民は一視同仁なるべし

なりと謂ふ者あるべし︒然れども真理の覆ふ所は︑此国彼国の

たるなり︑第五条は︑或は言ふくくして行ふくからざるの条目

の方法を立てざるべからざる者なれば︑一ケ条として之を挙げ

も︑其住居せる一町一村の関係は家と国との間に在りて︑一種

六月帰米の途︑前以って通信をしてフルベッキ先生の紹介

故に吾侭力能くすることを得ば︑道理に通ぜず邪説に迷ふ所の

有名になっている︒ガンブル先生は漢字を類別しケースに

でかの本木昌造とそのグループに長崎で会見し惜しゑなく

るべし︒︵其虚無荒誕の説は之を数へず︶︵日本道徳論︶

故に天下衆教の道徳の条目の数は是にて尽きたりと云ふも可な

と云ふも其道徳の教といへる者は一も此外に出ること能はず︒

となり︒凡そ儒道と云ひ︑哲学と云ひ︑仏教と云ふも︑耶蘇教

四の条目を勉行し︑其功を奏したる上にて第五条に及ぶべきこ

中に在り︒然れども事に緩急遠近の別あれば︑先づ第一より第

外国人を教化して善良の民と為さんことは固より此学の目的の

活版技術の製造の原本について伝授した︒本木氏がわが活
版界の先駆者であることは多く語るまでもあるまい︒
実に私はヘポン博士の偉勲のかげにガンブル師がおり︑
岸田吟香先生の協力ぶりと本木昌造氏一派のことに及んだ︒

ガンブル師のことなど岩波の人名辞典にさえホンの一行出
︵特別会員国連都理事︶

ているだけで私のこの小品文がモトになって世に残るばか
りである︒
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道徳の復興︵二十二︶

木下広居

民主化の問題

一︑どういう意味か

﹁民主化﹂という言葉ほど流行しているものはあるまい︒

ある憲法の先生が自分の出た高校から﹁民主主義﹂につい

て生徒に講演して下さい︑とたのまれた︒話しだしたとた

んに︑あんまり面白くもなさそうだ︑と思ったものか︑講

堂内が騒然として来た︒何たることか︒多くの生徒が隣同

﹁私は諸君に︑民主主義とは何か︑について講波を頼ま

士で話をしだしたのだ︒講師は怒っていった︒

だ︒少くとも他人に迷惑をかけないことだ︒しかるに︑多

れて来たのだ︒民主主義ということは人間を尊重すること

になってしまった︒私の話を聴きたいと思っている人もあ

くの諸君は私語しているために︑私の話は聴かれない状態

るのだから︑そういう人たちの迷惑にならないように︑私

何でも民主化しなければならぬ︑と主張するなら︑まづ

語したい諸君は誰堂から出てください﹂︒

自分の身辺から民主化したらどうだ︑ということになる︒

民主主義とは何かの解況をする必要もなかろうが︑簡単に

シアが紀元前五世紀にはじめたことだ︒それまでは︑どこ

いえば︑デモス︵人民︶のクラチァ︵支配︶だ︒古代ギリ

でも君主専制だった︒人民は奴隷みたいなもので︑人間の

ギリシアでは人民︵といっても婦人や奴隷は除外した︶

権利を認められていなかった︒

た︒人民が話し合って政策をきめたり法律を作ったりした︒

が政治に参加した︒人民が主人になったから︑民主といっ

それで︑自分たちのきめた法律に従うことにしたから自治
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何にでも﹁民主化﹂という形容詞をつければ値打ちがあが
ので︑いったい﹁民主化﹂とは何か︑ということが︑おそ

るように思われている︒ところが︑何にでもこれを付ける

る人はない︒しかし︑それは具体的には︑どういうことか︒

家庭生活を州て社会生活となれば︑﹁民主化﹂に反対す

問題廷なる︒

までくると︑あやしくなる︒すると︑﹁民主化﹂の内容が

関係が︑あらゆる意味で自由であるべきだ︑というところ

憲法に合致する必要がある︑と説かれる︒しかし︑両性の

しい︒結婚も両性の合意によらねばならぬ︑という日本国

母親と平等になるとか︑親と子が対等ということになるら

例えば︑家庭生活の民主化といえば︑父親が威張らずに︑

まきながら川題になってくる︒

I

自由になったといった︒

であり︑自分以外の者には服従せず︑束縛もされないので

ないでいる︒ベトナム戦争をはじめ︑イスラエルとアラブ

でなければならぬ︒しかるに︑これが︑いまだに達成され

国内を見ても︑六万トン以上の荷物船が沈んだ︑多数の

の戦争などが続いている︒また︑それに使われる武器を製

死者を出す︑といった事件が相次いでいる︒いったい︑従

日本でも中国でも︑昔から﹁民は国のもとなり﹂という

人であるという伝統的思想に反しやしないか︑の心配があ

業員の生命の安全を第一に考えているのかどうか︑疑問が

様だ︒

った︒今日では天皇が国民統合の象徴であり︑天皇と国民

造して利益を得ようとする﹁死の商人﹂が繁盛している有

は一体不二だ︒人民が主人であって︑官僚や財界︑あるい

起こる︒南米からカナダから鉱石など運んで︑日本経済の

思想かあった︒そこから︑民本主義という言葉を使ったの

はサラリーマンや労働者が主人ではない︑ということだ︒

成長に役立てるためだろう︒それよりも︑日本人の生命を︑

が吉野作造だった︒民主では民が主人になるから天皇が主

それらを統合するのが天皇だ︒民主化と国民の統合とは一

け死者や病人が出ているか︒いや︑これは全国的な大問題

すぐ関連してくるのが公害だ︒四日市その他で︑どれだ

もっと大事にしてもらいたい︒

あることが﹁民主化﹂だ︒人民は個人としてはもとより︑

さて︑社会生活では︑人に迷惑をかけない︑思いやりの

つ蕊に○

団体としても大切にしなければならぬ︒孟子は二千年も前

﹁日本の経済成長は大学教育のおかげ﹂

文相が︑

先日︑英仏米の学者が来て坂田文相らと会談した︒坂田

だ︒経済成長が先か︑人間の健康が大事か︑だ︒

に︑﹁人を殺すことを塔︵たしな︶まざる者王者たらん﹂
といっている︒どこの国でも他国と戦争したがっている︒

といったら︑﹁経済成長よりも︑人間を教育することが大

それは人民を殺すことを︑何とも思わないからだ︒どこに
に人間を殺さない︑という支配者が現われる︑とするなら

も︑人間を殺したくないという支配者はない︒もし︑絶対

︵エコノミックアニマル︶といわれる日本人に止まることは

切だ﹂という言葉が︑はねかえって来たとか︒経済的動物

るにちがいないといっている︒そういう支配者は世界の支

ば︑世界中の人間が︑この支配者の徳をしたって集って来

が現われて来た︒これを敏感にとらえているのが日本の大

許されない︒実は今日の経済成長に伴ない︑いろんな害悪

学生だ︒大学生たちは︑﹁大人﹂を信用しない︑という︒大

配者になるのが当然だ︑と孟子はいった︒

人間の生命を尊重する︑ということが民主主義の出発点
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人は堕落している︑と主張する︒大学の教授たちは現代日
本の欠陥に盲目である︒大学の民主化が必要だ︑と学生は
説くｏしかし教授たちとしては︑どこを直せばいいのかＯ

二︑政治の民主化とは

池田元首相がドゴールを訪間したあとで︑ドゴールは記

るようなことは︑せいぜい一週間か十日ぐらいのものだ︒

っとちがうのではないか︒外国では︑大学を学生が封鎖す

界共通だよ︒という人があるかも知れないが︑それはちょ

育がついて行けなく蹴ってい為︒ｌいや︑大学問題は批

だした︒それで︑抱えている問題も大きい︒その激変に教

その方法や手段も見当らない状態だ︒日本は急激に繁栄し

自民党は汚職や買収不感症だし︑社会党は綱領案を評論

れには政治家たちの考え方や生活の仕方が結びついている︒

は優れているが︑道義的に負けている︑ということだ︒こ

ある︑と方々から馨告を受けている︒技術や経済的活動で

東南アジアでもアフリカでも︑﹁総スカン﹂をくう恐れが

ではあるまいか︒利益のために手段を択ばず︑の態度から︑

それが政治の目標のように考えられているのが現代の日本

と評したとか︒経済成長のためには︑どんなことでもする︒

﹁トランジスター・ラジオのセールスマンのような男﹂

者に︑

一度警官隊を入れれば︑二度と起らない︒原因といえば︑

、

それが分からない︒分かっても︑どうやったら直せるか︑

学生数の激増︑就職難︑男女学生訪問の不自由などだ︒日

まるで自主性を失っている︒そして︑その評愉家というの

家の論文から︑まる写しをして問題を起こしている有様だ︒

が元日共党員だ︑というから笑わせる︒公明党は自分を批

本のように革命を唱えて生命を賭する者数百数千が執勧な

判する著書の川版を妨害したことが非難されている︒それ

法廷闘争をやっているようなのは世界に例があるまい︒そ

の全部が革命家のつもりなのだ．ｉ大学制度の改革燕ど

政治の民主化ということは︑国民が︑国民的な立場から

で解決できる柵迦ではない︒暴行︑放火などを鎮圧するた

徹底的に話し合うことだ︒日本国憲法四十三条を読んでも

について音頭をとっている共産党なるものが︑党内の民主

改革案も︑ほとんど固まったものがない︒問題は︑何が学

国会議員は国民全体の代表で︑その一部を代表するもので

化さえ出来てないのだから︑おかしい︒

生をして革命を叫ばせるのか︒なぜ革命に生命をすてる決

めに機動隊を入れるので︑それは︑最小限度に必要な学園

心をするのか︒そのエネルギーは︑どこから来るのか︒こ

めたりする者ではない︒階級政党や派閥の連合体などの時

はない︒労働者階級を代表したり︑選挙区に急行列車を止

の秩序を維持することができただけだ︒解決にはならぬ︒

学生を指導する資格がない︑といえるのではないか︒

れをつかむことができないとすれば︑現在の日本の大人は
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代おくれは︑清算してもらいたいものだ︒共産党や社会党

いでなければならぬ︑と思うが︑どうだろう︒

の巨獣は暴力で地球を支配した︒現代の政治は︑言論の争

になる︒マルクス主義の政党で︑政権を取ってから︑言論

﹁批判拒否政党﹂だと彼らが非難するのは︑おかしいこと

ることは火を見るより明らかである︒だから︑公明党は

って︑三百名以上の当選ができて︑感謝に堪えない﹂と挨

した時︑田中角栄幹事長は︑﹁物心両面からの御支援によ

記すべきだ︒最近自民党の幹部が財界の代表者たちと会食

を代弁するのだ︒国民の一部を代弁するのでないことを銘

誰を代弁して物をいうのか︒わかり切ったことだ︒国民

は革命を主張している︒政権を取るまでに言論と批評の自

の自由や印刷の自由を認めた例が一つでもあるのか︒

拶したとか︒ｌこんな時にも︑国民一般は御留守になっ

由を唱えるが︑政権を取ったら︑たちまち独裁政権をつく

ソ連や中共を指導者として仰いでいる日本の革新政党に
は︑一貫して﹁自由﹂を唱える見こぷはない︑と思われる︒

ろうか︒あくまで国民政党たるべきだ︒でなければ税金の

ンブして︑それの走狗に甘んじていている政党に将来があ

る︒ということは話し合いを活溌にしてもらいたいことだ︒

公平化︑住宅や土地の問題も解決できまい︒社会党につい

ている︒国民は眼中になし︑ということだろう︒財界にオ

暴力とか牛歩はお断りだ︒どれほど汚職と買収︑乱闘国会

カネを貰うようでは︑モラルを見失ったというべきだ﹂と

て︑太田前総評議長は︑﹁社会主義的政党が独占企業から

しかし︑﹁政治の民主化﹂は︑あくまで推進する必要があ

らしい︒

要するに今日︑日本の悩みは各方面の人々がモラル︵道

だ︒

いった︒そういう政党は存在する理由がない︑ということ

で国民がバカにしているか︑日本の政治屋は気がつかない
国会は何をするところだ︒鮒︵切言Ｃａの︶ではなく言葉

︵急○ａの︶で︑弾丸ｅ三里︶の代りに投票用紙︵冨言ｃ
で︑相手の頭を割る代りに︑相手の頭数をかぞえるのだ︒
国会は内乱の代用物だ︒だから︑暴力否定に徹底すべきだ︒

い道徳に支えられている社会制度も国家も破壊しなければ

徳︶を見失っていることだ︒革命的大学生のなかには古

い﹂という︒我々は改革の可能を実証しなければならぬ︑

ならぬ︒その破壊にこそ創造がある︒﹁改革の見込みはな

どこまでも辛抱強く話すところだ︒しかし︑どうして日
いことか︒国民に代って話をするために選ばれた議員たち

と思う︒

︵本会理事専大教授︶

本の国会には︑こんなに物をいわぬ︑沈黙を守る動物が多
が︑ほとんど演説をしなくなった︒物をいえない巨獣が地
球に君臨していた時代は︑とうの昔に過ぎたはずだ︒沈黙
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後藤弘
ＩＩ

庭一番都合のよい一つだけを妻に求めるこ

れない︒色狗なケースが考えられる︒凹分

とはしないという意味のことを﹁あまり期

ういう期待をかけてはいけない様な人とな
ら結婚するんじゃない﹂という答が返って

のである︒したがって私は妻がねていても

待してはいけない﹂という言葉で表現した

ら私は結婚しないわ︒期待をかげているか
くる︒尤もな答である︒将来の望みのない

怒る様なことはない︒又︑あたたかい食事

人と誰が進んで結婚をするであろう︒然し︑

私の云った意味は︑もっと日常的な小さい

しい︒

仕事の場合でも同様である︒なまけてい

を用意して待ってくれていた時は非常に嬉

いというのではないが︑生身の人間である︒

ことだったのである︒﹁今日は非常に仕事
ていてあたたかい食事をつくって待ってい

時にさぼりたくなることもあろう︒自分が

が忙しかった︒おそくなったが妻は︑起き
てくれるだろう﹂という様な期待のことで

人に多くを期待してはいけない
自分の考えていることを人に伝えること

バリバリ働いているからといって︑他人に︑

けで期待しないというのである︒人間不信

自分とⅢじ様な仕事ぶりを︑自分の都合だ

る︒夕方から食事の仕度をして夫の帰りを
待っていた妻の方は︑二時間も三時間も待

とか︑信用しないということとは意味が全

ある︒所が事実はそうでないことがよくあ

だが︑相手が︑こちらの考えていることと

い食事も冷くなってしまう︒昼の疲れも出

たせられるといらいらしてくる︒あたたか

いるのだから︑言葉としては通じているの
全く違ったうけとり︐万をしていることがよ

容といった方が当っているだろうし︑又︑

く違う︒他人に対しては許すというか︑克

は大変むづかしい︒お互に日本語を話して

くある︒私の方は︑相手も私と同じ様に理

しまう︒眠りかけたころ夫が帰ってくる︒

ことかも知れない︒

自分Ⅲ身に対しては﹁足るを知る﹂という

てウトウトしてくる︒つい床の中へ入って
期待の強すぎる夫は﹁俺があんなに一生懸

く話をしてみると︑そうではないことが分
りとまどうこともある︒人生の経てきた経

ていたのか﹂ということになる︒私はこう

命働いて疲れて帰ってきたのに︑お前は寝

解してくれていると思っているのだが︑よ

仕方のないことかも知れない︒

験や︑年令が違うのだから︑それは或程度

このことはよく誤解されることの一つであ

い﹂ということを処生術の一つにしている︒

私は﹁人にあまり多くのことを期待しな

ちゃんと用意して待っていてくれるかも知

留守をしているかも知れない︒又︑食事を

期待はしない︒寝ているかも知れない︒又︑

て待っていてくれるであろう﹂という様な

いう時に決して﹁妻は暖かい食聯を用意し

ものだと思っていた︒十代の頃から俳句を

は生涯に一冊でもいいから本を書いてみた

若い頃︵今でも若いつもりでいるが︶私

生涯の尊一であった

る︒結婚前の若い人に﹁相手にあまり期待

一冊の本を書くことが

をかけすぎてはいけない︲一というと︑﹁そ

（］3）

I

つくっていたので︑四十代か五十代になっ

部以上のベストセラーになったものもあり︑

十七冊の本を書いてしまった︒中には十万

むからである︒

い︒多くを期待しない方が失望が少くてす

考えてもみなかった海外旅行

たら︑自費出版でもいい︑一冊の句集を自

総発行部数で百万部をこえた︒したがって

昨年の暮から︑今年にかけて︑私はネ︒︿

分の生涯の一記録として出してみたいと思っ

Ｉル︑印度︑セイロンを廻ってきた︒二月

いる嘘の様な幸運である︒私は会計を職業
にしているので︑会社と同じ様に︑自分な

ーロッ・︿を視察に出かけることになってい

下旬には約一ヶ月にわたってアメリカ︑ヨ

印税収入もここ二︑三年は月給を上廻って

杯の夢であった︒然し︑三十代の初期に︑

りに年間の予算をつくっている︒この時︑

ったからである︒私の若い頃のそれが精一

才能うすい私は︑片手間でいい俳句などつ

ことを期待しない﹂︑つまり︑﹁去年あんな

印税や原稿料の見積りの際﹁あまり多くの

た︒本を書く能力があるとは考えていなか

つれいつしか俳句から遠ざかり︑句集を出

くれないことが分り︑仕事が忙しくなるに

年も去年と同じ位書けるだろう﹂という様

う﹂とか︑﹁去年あれだけ書いたから︑今

海外へゆき︑二月で五回目である︒最初に

考えてもみなかったからである︒既に四回

にはなかった︒外国へゆけるということは

私が本を書く様になったのは日本能率協

ヨーロッパへ出かけたのは三年前︑能率協

る︒海外旅行ということは︑私の青春の夢

会に入ったからである︒若し︑能率協会に

な考え方はしていない︒﹁生涯一冊でもい

会でドイツのハノー尋ハー国際見本市の視察

に本が売れたのだから︑今年も売れるだろ

入らなかったら︑生涯一冊の本も書くこと

いから本を書いてゑたい﹂というのが私の

時︑一行の中に入れてもらったからである︒

団を日航機を一機チャーターして派遣した

すという夢は消え去ってしまった︒

入った翌年頃から︑十年ごとのキャリアの

なく終ったかも知れない︒私が能率協会に

青春の夢だったことを忘れていないからで

思いもかけなかったことだったので︑非常

は書かなくてもいいじゃないか﹂という気

ある︒﹁二十七冊も書いたのだから︑今年

に嬉しかった︒ロンドン︑・くり︑ベルリン︑

こぞって本を書きはじめた︒これが刺戟に

アムステルダム︑．・ヘンハーゲン︑ストッ

あるベテランの能率協会コンサルタントが
なって︑私もシリーズの一冊を書く機会を

持があるからである︒それで努力をしない

ュッセルドルフ︑フランクフルト︑ケルン

クホルム︑チ﹃−−リッヒ︑ハノーバー︑デ

し︑今年も本を出さないわけではない︒既

等々の町の思い出が︑いまでもあざやか廷

とか︑なまけるというのでは決してない︒

﹁ああ︑本というのはこの様にしてつくら

に三冊分の原稿は出版社に廻り︑六月迄に

でよんだチロルが︑私の想像していた通り

記憶の中に残っている︒幼い頃︑童話の中

過大な望をかけたくないからである︒然

れるものか﹂ということが分った︒要領を

三冊は出ることになっている︒売れるかど

えた︒十年程前のことである︒この時︑

覚えた私は一冊書き終えた時︑もう一冊書

うかは分らない︒私の予算の中に︑この三

の夢の様に美しい地方であったり︑スイス

マンとしての仕事のかたわら︑原稿を書く

冊の印税はごくささやかにしかのっていな

いてみようと思った︒こうして︑サラリー
ことが副業の様になってしまい︑今日迄二
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くない﹂と思ったこともあった︒私達のヨ

ルからの湖が美しすぎて︑﹁日本へ帰りた

の湖が︑泰西名画そのままで︑湖畔のホテ

になっていたであろう︒然し︑これも運命

ら︑私の人生航路は今とは全く違ったもの

十年前︑もし私がヨーロッ・︿を訪れていた

そきに失したことをなげいた︒十年前︑二

る緑があふれていた︒私は訪れることのお

まで︑あますところなく行ってみたいと思

行をしてみて出来ることなら︑世界の隅交

間の欲望には限りがない︒私も四度海外旅

処世についての考え方の確信を深めた︒人

を期待しない﹂﹁足るを知る﹂という私の

う︒宇宙時代の今日では︑地球だけでなく︑

ロンドンへ着いた日の夜︑ロンドンの町を

であり︑行けただけでも幸運と考えるべき

けるかも知れないし︑行けないかも知れな

月へも︑火星へも行ってみたいと思う︒行

ーロッ・︿旅行はロンドンからはじまった︒

歩いていて︑私には外国に来たという感じ

になったのはこの時からである︒日本だけ

い︒この場合も︑私は決して多くを期待し

であろう︒私が年一回︑海外旅行をする様

ない︒行けるとか︑行けないとかは︑希望

た私は︑日本でも見知らぬ町へ着いた時︑

よく夜散歩に出かけた︒コッコッと舗道を

々と全く違う世界︑吾食と全く違う人生の

が世界であった私に︑ヨーロッ・︿旅行は吾

のではなく︑縁とか︑チャンスに恵まれる

するからとか︑期待するから行けるという

は全くなかった︒年間八ヶ月も旅に出てい

歩く︑自分の靴音をききながら︑あてもな

シンガポール︑マレーシア︑カンボジア等

かどうかできまる様な気がする自分の意志

あることを知らせてくれた︒翌年私はタイ︑

の東南アジア諸国を訪れた︒そして︑そこ

によるものが大きい様に思われる︒そして

だけではなく︑より大きいもの︑神の意思

く歩くのである︒ロンドンでもその点では
り︑言語も英語であり︑書物も︑風物も日

に︑ヨーロッ︒︿とも︑日本とも違う世界の

変りはなかった︒歩いている人が外人であ
本とは全く違っていたが︑私が旅人である

それは︑多くを期待することなく︑たゆま

あることを知った︒これらの国々の人々の

ぬ努力︑自分だけではなく︑他人とか︑社

生活は︑私が頭の中で想像していた生活と

会とかに献身する者の上に恵まれるものの

ドンの街角で私は広島でも︑長崎でも︑札

はまるでかけ離れたものであった︒︑で桑

様な気もする︒こんなことを書いている

点では変りがなかったからであろう︒ロン
幌でも尚松でも︑この様にして歩いたＨ分

て︑はじめて︑映画や本の中で想像してい

と︑自分も年をとったものだなと感ずる︒

たものと違うものであることを知った︒韓
国の場合もそうであったし︑今度のネ︒︿−

う様なことは考えた戸一とはなく︑科学だけ

というのは︑青春時代には︑神の摂理とい

キの中年の紳士が︑女性にこよなく親切で
あった風景は日本ではゑかけることの出来

ル︑印度︑セイロンの場合もそうであった︒

を思い出していた︒シルクハットにステッ

ないものだったが異国という感じはまるで

︵都会員日本能率協会理事︶

が真実であると思っていたからである︒

にいうことは︑﹁日本が一番いい﹂という
ことである︒私は必ずしもそうではないが︑

外国へ行った一﹂とのある人々が︑異口同音

いろいろな国の人間の生活をゑて︑﹁多く

なかった︒ヨーロッパを感じたのは翌日か
のは箱庭的美しさである︒国土が如何にも

らである︒日本を山紫水明というが︑日本
狭い︒ヨーロッパは広くて明るく目にし桑
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の科学＞

＜月

期 待 と 現 実 の間
ヅ、の

アポロ 計画

渡部景隆

月面に着陸してゑたら
昨年の本誌七月号にアポロ十一号が月面
へ着陸したら︑月が生きているのか︑月の

かけらを調べれば地球の生いたちを考える

る状態にない︒ここに新たな大胆な仮説が

という説は︑どちらにも賛成できるといえ

うな気がする︒

登場する機をアポロ計画はつくってくれそ

れはアポロ十一号が月面に着陸する一ヶ月

う期待などについて私の予想を述べた︒こ

のに自然科学者は地球の年齢を四十五億年

のところ三十五億年を指している︒それな

時を刻んでいる︒地球上の最古の時計は今

地球上の石は時計をかかえて絶え間なく

月の年齢は四十六億年

ほど前のことであった︒今では十二号も着

有力な手掛りが得られるのではないかとい

陸に成功し︑十一号の資料について各国の

とって調べなければ正体はわからないとい

生いたちがあって︑それは月の物質を手に

えたが︑それだけではだめで︑月には月の

つまり︑これまで地球をもとにして月を考

ら︑放射性ウランとこれがくずれてできた

ないものにかわるのに数億年以上かかるか

る︒放射性のウランはその半分がウランで

う︒ラジウムのもとをたどればウランにな

ムでなくなって最後には皆鉛になってしま

ラジウムは千数百年でその半分がラジウ

してこんなことが云えるのか︒

は四十六億六千万年だと発表された︒どう

を見積っている︒ところが月面の石の時計
スゼ○

学者がひと通り調べた結果も発表されてい
この結果によると︑私たちの予想はかな

うことである︒これが﹁期待と現実﹂との

鉛の比率を正確に測定すれば︑これを含む

り大きく崩れて月はま物だという感が深い︒

大きな違いに対する私の実感である︒しか

数十億年の年齢を測れる放射性元素がある︒

ウランの外にもカリウムなどのようにして

このウランはまわりにどんな事件がおこっ

鉱物ができた年齢を計算することができる︒

なくやってきた流れ者だとは思えない︒大

てもこれを含む鉱物がそのままであればこ

し月も地球も太陽系のかなり大きい星だか

きく承たら共通の生いたちの部分はあるは

ら︑宇宙の気まぐれ者としてどこからとも

ずだが︑月が地球の娘︑月は地球の兄弟だ
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／

われる速さがかわからないから時計の役目
をはたしているわけで︑昔はこの時計を見
月の石が四十六・六億年というのは︑ア

る目が人間になかっただけのことである︒

ポロがもってきた月面の石の粉や角傑岩と

もられた︒これが第一の疑問の答である︒

年齢は同じだと考えて︑四十五億年と見積

は考えている︒だから唄石の年齢と地球の

の岩石がこわされる条件であると同時に︑

はマイナス百度以下にもなる︒これは月面

百度以上の高温になり︑日の当らない夜間

地球上の生物には住みにくい環境である︒

く︑岩石の中の鉱物の結晶にも水がないし︑

この前提が正しいとして︑地球と月が兄弟

鉱物ができるときも水が全くなかったと考

である︒それも液体の水がないばかりでな

れと等しいかもっと若いかいづれかである︒

洋はその跡だという説など︶であれば︑こ

えざるを得ない︒

こんどわかったことは︑水が全くないこと

そうすると月の年齢の方が古いことになる

ことになり︑期待された生物の存在は全く

の娘︵例えば地球の一部が飛び出し︑太平

ので︑月の来歴をどう見立てればよいのか︒

可能性がなくなってしまう︒現在のところ︑

であれば月も四十五億年となり︑月が地球

十五億年であるのに︑地球の年齢を四十五

一つの考えは地球も本当は四十六億年前に

呼ばれる石のかけらを粉でまぶしたオコシ

億年と見積るのは︑地球上におちた唄石の

できたものだが︑唄石の戸籍謄本を借りた

空気がないから風が吹かないはずである︒

現在も過去も生物がいた証拠は一つもない︒

のような石の年齢である︒

年齢がたいてい四十五億年であることが主

ところに間違いがありはしまいか︒地球と

地球上の石の年齢をこの方法で測れば三

な理由である︒地球と月の年齢を比べる場

いっても日本列島の岐古の岩石は確かなも

そうなると空気も水もない世界だという

く︒一つは限石の戸籍謄本をもってきてこ

合︑これでは二つ変なことがあるのに気づ

と火山の噴火でできたと思われるような新

い地球のようにはやい速度で変っていくこ

しい地形であるといわれるが︑雨や風の多

月面は何物かによってこわされた古い地形

月でも新しくできたと思われたところの石

とはない︒だから何十億年も前にできた月

いう︑三原山の火山の熔岩が流れたような
の粉が四十六億年だというのだから驚かざ

のでは二億年くらいであるのに︑月の海と

本らしいものが今度見つかったので︑あぶ

るを得ない︒月と地球は生まれ故郷の問題

れを地球の年だといっていることである︒

り出してみたら四十六億という数字だけ見

もう一つはこれを信用すると︑月の戸籍謄

えたが︑外は白紙のままだ︒これではどこ

面のようすが︑ほぼそのままの姿で残って

月に大気のないことは前からわかってい

火口のような穴のでき方には︑火口説と隈

からだ︒クレーターと呼ばれる底のあさい

体の破片が直撃弾となって月面に衝突する

りともいえない︒空気がないことは他の天

いるという可能性がある︒しかしそうばか

の外にこんな疑問もある︒この方はかなり

た︒大気がないので太陽に照される日中は

空気と水のない月世界

確かなので︑その方を考えよう︒

から来たのか考えこまざるを得ない︒

月の戸籍謄本は？

ってできた小惑星群のかけらだとされてい

唄石は太陽系ができる過程で宇宙塵が集
る︒地球も同様の過程でできたと天文学者
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は三原山のような︑実際はハワイのキラウ

ということである︒アポロが持参した石に

月の石は地球の石や隈石と化学成分はほ

ということだが少し見当をつけて承よう︒

である︒特に目立つのは高い温度でできる

ぼ等しいが︑ちがうというのは割合のこと

レーターは唄石説に軍ぱいが上がる︒

エァ火山の熔岩そっくりの岩石があって︑

りの五○％がガラス玉だとわかれば当然の

﹁滑りやすい﹂と報告してきた︒月面のち

間違いない︒宇宙飛行士が月面を歩いて

なって飛び散ったりしたものであることは

これらは唄石の衝突で岩がとけ︑ガラスに

の穴のまわりがガラスになったのもある︒

踏承入れただけだから︑月全体を語ること

くまで熔岩なのか︑まだ戸口から一歩足を

から︑外もそうなのか︑着陸地点の地下深

これは宇宙飛行士の着陸した月の海の話だ

その下には四十億年くらいの熔岩がある︒

年前の石の粉がサラッとばらまかれていて︑

う︒月を大きく承ると︑表面には四十六億

は石の粉より五億年も若い年齢を示すとい

しかし不思議なことに︑このような岩石

という科学者もまた少ないだる︲う︒

がう全くのよそものか︑というと︑そうだ

ない︒だからといって生れ故郷も育ちもち

石ともちがう条件でできたと考えざるを得

カリウムは少ない︒だから月は地球とも限

らウランはあるが︑同様に年齢をはかれる

づかしかない︒石の年齢をはかったのだか

いニッケル・コバルト・白金族の元素はわ

鉱物が多く輝発性元素が少なく︑唄石に多

ことという説もある︒さらに﹁月は粉々に

のわからない問題を投げかけたのである︒

をとりたいが︑二回の月面着陸がこれだけ

岩ができたという考えが出されている︒

これからゑて千百度くらいの温度で月の熔

石の衝突説があるが︑あまり大きくないク

月は巨大なガラス玉？
こんど月から持ち帰った石の粉に小さい

粉砕されたガラスのポールの状態だろう﹂

はできない︒でも月を巨大なガラス玉とい

丸いガラス玉がたくさんある︒石のかけら

という見解もある︒こういう表現をされる

うのは︑面白い表現だが︑少し露出過度だ

ついての間接的資料で組立てた予想的見解

自然科学は急速な進歩をしているが︑月に

私は︑地球と月は兄弟であったという説

と︑私たちの月に対するイメージが全く別

という気がする︒

なる過程で︑地球のように一度熔けてから

山があったということは︑今のような月に

ところが多いことから出た︒隈石ともちが

粉を細かく調べると地球上の岩石とちがう

疑問は︑年齢が古いだけでなく︑月の石や

月が地球とでき方がちがうらしいという

扉を開く階段をいくつ登ったことになるの

印象だといえる︒現在の自然科学は真理の

う面の多いことを痛感したのが︑アポロの

予想を実証したというよりは否定したとい

が実物を手にとって直接的資料によると︑

固結したことを意味する︒つまり︑他の天

月はどこから来たか

のものになってしまう︒

月には火山がなかったのか︑というとそ

体の破片が集ったり︑衝突したりした粉の

だろうか︒︵一九七○・一・三一︶

うではない︒月にも火山はあった︒月に火

集合体ではなくて︑それらを自分のおなか

るのかを科学者が見抜くまで答はおあづけ

うので始末に困る︒そのちがいが何を物語

︵東京都会員東教大教授理博︶
でとかして岩石にする熱を月は持っていた
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〔講演〕

議

太陽と月と地球
議

識蕊識灘騨鰯蕊騨蕊蕊蕊識蕊

蕊蕊蕊

蕊鍵§ 驚蕊:鍵 脅 識

石 井 千 尋

から太陽に到る空間の大規模の全世界共同

ＧＹｌ冒庸昌昌︒画陛の侭呂ご鴎邑尽恩曇

一九五七Ｊ五八年に国際地球観測年︵Ｉ

になります︒ここからしばらく上までは批

が昇るとともに温度が降って零下七十度位

米辺までは対流圏といわれる部分で︑高度

現在明らかなと一﹂ろでは︑地表から一万

ろで︑かつてはこの温度のまま地球の勢力

度変化がなく︑いわゆる成層圏と呼ぶとこ

という︑地球及その大気．或いはその外側

理︵普画８勺ご鰹ｏい︶とかぎ言Ｈ弓の貝のい︲

観測をいたしました︒その結果︑宇宙間物

た︒ところが︑更に上に行きますと柵皮が

圏外に続くだろうと考えた時期もありまし

上昇して︑五十粁附近でもう一度温度が地

胃巨罰の﹃自︒目とかいう部門が非常に進歩

大気物理というようなものを専攻していま

の上卦する部分を上部成附間と呼びます︒

上附近の温度位になります︒現在この柵皮

いたしました︒これ等の部門を含む超高層
す関係で︑今日のお錨しをお引受けました︒

が起一﹂り温皮も再び急上卦をして︑遂に二

地表から百粁辺で急に大気の成分に変化

ています︒

ります︒この部分を中間間と呼ぶことにし

八十五粁辺で零下九十乃至百十度位まで降

更に上空に行きますと︑温度は再び降って︑

野口先生の御企凹とは多少外れるかも知れ
地球の大気

ませんが︑その点は御許し願います︒
一概に地球の大気と申しますが︑これが

しを進めたいと思います︒ＩＧＹの観測を

があるかということから次第に外の方に話

られています︒この辺は︑ロケットや人工

百粁辺から上では千度乃至千五百度と考え

そもそもどの辺まで︑如何なる組成のもの

ら千粁︵地球半径の先位︶までしか無かろ

するまでは︑地球の大気はせいぜい地表か

多少の差もあって︑国際的な総合研究によ

た領域であります︒米ソの観測結果に夫々

って︑太陽の活動状態により相当の開き

衛星の観測をするまでは見当のつかなかっ

などの微塵が飛んでいる程度のものと考え

はあるが︑平均として千五百度位である

う︒それから先太陽の近くまでは︑全く何

ておりました︒四十年位前でありますと更

とされております︒この部分を現在熱圏

も無い尚度の真空で︑希に慧星や星の破片

しか解っておりませんでした︒

に知識は少なく︑せいぜい地上十粁位まで
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が解りましたが︑その一つは予想以上に外

ロケット観測の結果いろいろ新しい事実

の失敗かと疑われたのですが︑再度観測の

の故障のような結果が出て︑初め測定技術

放射能観測をした米国のグループは測定器

一九五八年︵ＩＧＹの二年目︶に上空の

であります︒

側の大気が希薄でないことでした︒大気と

この限界が千粁辺であると考えていたわけ

申しましても我々の呼吸しているような空

入れできないために起きたのであることを

後︑測定器の能力以上に放射線が多くて受

に応える方針を立てました︒

この地上数百粁辺のことは︑電離層とし

気ではなく︑原子状態のしかも相当電気的

発見しました︒何人も予想しなかったこと

を初めていましたので︑ＩＧＹの呼びかけ

て前から相当研究されております︒歴史は

にも分離したものですが︑そのような物質

︵︵己︺の﹃ｇｏ︲普一︺①門⑦︶と申します︒千五百

相当古く︑マルコニーが初めて大西洋を越

が意外に遠くまで存在することでした︒一

で︑地球の半径の数倍に及ぶ辺に異常に多

度と申しましても我冷の日常感覚の温度と

えた通信を成功させたのが因になって︑地

九五七年十月にソ連の人工衛星スプートニ

くの電気を帯びた粒子の存在することを示

は大部異なって︑そこで金属が熔けたり生

上数百粁の辺に電気を帯びた層があること

ク一号が廻り出し︑更にこの点が明らかに

ァン・アレン帯︵或いは放射帯︶と名付け

しているわけで︑発見者の名を取って︑フ

物体が燃えたりするのではありません︒

められて来ました︒

に気付き︑以来通信工学の方面で研究が進

なりました︒何回も地球を廻る中に︑気体

られました︒これは地球の磁力によって電

ロケットによる観測

衛星の位置は各国の観測で精密に計算さ

気を帯びた粒子が地球に引きつけられてい

の抵抗で次第にのろくなります︒

気が残って居るであろうが︑それも高々千

れ︑予定の位置とのずれから物質による抵

十二三年前までは電離層の外は微かに大
粁までで︑そこから外側は地球の勢圏外で

るのだということであります︒

側では地球半径の十倍辺まで拡がり︑反対

現在では第一図のように︑太陽に向いた

抗︑従って物質の存在する量が知れました︒

地球の勢力圏

あるとしか考えませんでした︒ＩＧＹに当

地球の引力で気体が地球表面に或る程度

側では数十倍のところまで尾を引いたよう

たって各国でロケットによる観測をするよ

引き付けられている︑これが大気である︑

う提案され︑可能なら人工衛星の観測まで
やろうという話し合いがされました︒当時

かも慧星のような形をしたものが地球を取

これを地球の磁気圏︵冨品︒ｍ８︲普一︺⑦﹃の︶

まいて太陽を廻っていることになります︒

な形で︑光ってはいないでしょうが︑あた
と再び地球に帰れない限界があります︒脱

互に飛び交わして︑衝突して飛び出します
出速度というので秒速十一粁に達しますと

の磁気圏を考えました︒ところが人工衛星

と名付けます︒初期には地球に対して対象

と考えていました︒一番外側で原子が相

りました︒米国はＶ２の開発に当たった頭

微粒子でも人工衛星でも地球の引力ではも

トを持帰って︑何とか観測できる状態にあ
脳と現物を︑ソ連はその工場と技能者を持

う引きもどせなくなるわけで︑大気の場合

米国はドイツからＶ２という大きなロケッ

の生産技術研究所が小さいロケットの研究

ち帰ったと記憶します︒日本では当時東大
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一

苦くなったりして︑地球の磁気圏を圧縮し

ます︒

同じ比率で月を考えますと︵四米の太陽

怯

と直径四糎の地球︶直径一糎の王位で︑ピ

中

ていると考えられます︒強く圧縮される

ｗ

番近い火星が鮫も近づいた際に四分二十秒︑

では一・二五秒︑太陽まで八分︑外側で一

光や電波で信号を送るとしまして︑月ま

べて︑太陽系は非常な大きさであります︒

す︒私どもの手近にある地球の大きさに比

︵一︑二米︶のところを廻ることになりま

ンポン玉のまわりを手を広げた程の距離

岬と地磁気に変動を現わしたり︑オーロラ
の出現頻度が増したりします︒

砺尾
冠
の太陽系

啄気径と︑太陽は直径四米︵地球の直径の百倍︶

岬そ数次に目を太陽系に拡げます︒いまピン
冊睡碓ボン球位︵直系四糎︶の地球を考えます
諦砕咽唖誌師篭吋岬韮誕羅髄趣醒吐咋準権銅舜

内側で一番近い金星が最も近づいた際に二

也Ｉ

分二十秒位かかります︒冥王星ですと八時

間蝿かかります︒従って月までは人間の往

竿ｊ字陽と見なしますと︑ピンポン玉の地球は︑
堀辺を廻ることになります︒この模型で︑

無人の人工惑星でも現在考えられるのは︑

復ができましたが︑それから先は大変で︑

で︑只今私がこのように申しましても︑更

に観測が進んだ場合︑｜訂正を要するかも知
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坤図数北は水道橋の駅の外から南は牛ヶ淵のお

鶴第

水星はこの建物と水道橋駅の間の雅辺を︑

接近の機会のある金星と火星位のものであ

金星は弛辺を廻ることになり︑地球の外
側︑ここから大村益次郎の銅像の辺を火

ります︒

この大きさから見まして︑太陽風が木星

星が廻ることになります︒同じ割合で一

の軌道近傍まで到達しているのであろうと

番外側の冥王星の軌道を考えますと東は

いうのは大変広範な話しでありますが︑未

﹄

﹂０−

西は三鷹田無を︑北は蕨・草加の辺をまわ

図のような形が信用されております︒

更に太陽から非常な勢で帯電粒子の
り流
流れれることになります︒

陽風命︒胃乏自らと云い︑遠く木小
星星
ののたものをあげておきます︒地球軌道から内

太陽について

れません︒

風が︑太陽の活動に従って強くなった
弱弱王星・海王星・冥王星だけが記入してあり
トりリ

軌道辺までのびている様子です︒この
し太太陽陽側のものは省いて︑火星・木星・土星・天

が来ていることが知られました︒これ
邪をを太太第二図にこの模型を東京の地図に記入し

だ直接観測するまでにはなっていないわけ

し現
現在
在松戸・市川を︑南は羽田飛行場から川崎を︑
や長Ｈ軌道の人工衛星の観測によって
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原始時代からすでに月と太陽については

ら明らかなところで︑特にその周期現象に

相当の知識をもっていたことは︑遺跡等か

ついては数量的解析も可成進んでいたこと

は︑後の編暦の歴史からも明らかでありま

かつて天文学の専門家が私に﹁地球のこ

す︒

とより太陽の方がよくわかっている位だ﹂

と云われたことがありますが︑たしかに未

ります︒これに比べて太陽は遠いにもかか

だに地球について未知のことが山積してお

わらず可成よく判明していると云えそうで

す︒これは太陽が光や電波で豊富な情報を

太陽は大きなガス球であります︒地球の

送ってくるためであります︒

直径の百倍もある太陽がガスであるという

のは一寸妙にも聞えますが︑非常な高温の

ために液体にも固体にもなり得ないので︑

しかも万有引力で互いに引き合って塊って

の娠団全休としての引力が増加し︑更に多

おります︒多数のガス原子が集まると︑そ

は裕之圧縮され︑気体の運動は制限されて︑

くの原子を引き付けます︒その結果中心部

を超す程になります︒

運動のエネルギーが熱になり︑遂に百万度
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第2図日本弘道会の屋上に直径4米の太陽をおいたと

考えたときの太陽系の大きさ

太実線は国鉄線，細線は海岸線及川

起こり︑更に熱を供給します︒地球上で核

うな原子核反応ｌいわゆる核融合反応が

百万度を超えていますので︑水爆と同じよ

月についての知識

日の情況であります︒

えて木星の辺まで及ぶらしいというのが今

先に申した太陽風になって地球の軌道を越

Ｔ惑星の観測などから︑コロナの延長が︑

地球と同年代或いは地球より少し早く生ま

等の専門家が夫々の立場で論議して︑大体

えました︒睡近では天文・地球物理・地質

一部が飛び出したものではあるまいかと考

一時は︑月はまだ問らない時代の地球の

太陽の組成は水素原子で︑中心では優に

融合反応が起きますと︑周囲にこれを抑え

こりのような比較的滞陛の小さいもので種

は噴火の跡らしいものがあり︑表面は砂ぼ

段によって研究が進められまして︑月而に

或いは電波・レーザー光などいろいろの手

アポロの到達前から多数の近接写真や︑

れた天体だというのが定説のようです︒

で月の表面を観測することは一六一○年頃

われていること︑この砂ぼこりは熱を伝え

前述のように月に関しても紀元前から相

発的に拡がらず核反応が継続いたします︒

ガリレオが望遠鏡を使って観測を初めてか

難い物質らしいことなどが知られています︒

るものがないので水爆のように爆発的に拡

これが大陽の芯に当たる部分で︑そのずっ

した︒その後良い望遠鏡ができるに従って︑

らのことで︑初めはスヶヅチが主でありま

更にまた月面に降り立つ計画のため︑地球

に立つ程度のものを得ております︒ところ

と外側︑私どもの見る太陽即地球の戒催の

はおろそかになった時期があります︒一八

観測対象はより遠い黒に移って︑月の観測

完成されております︒

上の地図に川川するような詳細な図面まで

当細かい計算が行なわれており︑今Ⅲ尚役

百倍ある部分を光球と呼んでいます︒光球

九○年になって英国天文協会に月而課が生

では強大な引力で押えつけていますので爆

はこの外側にもずっと拡がっておりまして

を普通太陽の縁︵一目ｇと申しますが︑実

まれて︑その後月面の観測は再び進ゑまし

がって︑一瞬で終ってしまいますが︑太陽

只光で見ますとき︑この辺に不透明隅があ

球が覆われた際に外側にぼうと光って見え

というのがあります︒コロナ層はⅢ蝕で光

光球の外側に彩層︑更に外側にコロナ層

の半径は千七百粁位ですから︑鹿児島から

径の悩位の半径になります︒実長にして月

径四籾の︶で而径一柳の球で︑即地球の半

太陽系の模型︵太陽を直径四米︑地球を面

月は大きさの方から申しますと︑さきの

飛んだ際にも維験しております︒彼等の乗

ールが気球に乗って地上二十粁位の上空を

うになることは︑すでに四十年位前にピカ

はっきりしておりました︒月面上でこのよ

またその温度はどれ位かということも可成

いが反対に夜の面では極端に冷えること︑

の観測等から太陽に向いた面では非常に熱

月の温度についても︑電波やレーザー光

る部分であります︒実はこれが太陽光球砿

旭川位の長さになります︒これが三十八万

った球形ゴンドラが︑太陽側では非常に熱

た︒

るのであります︒あたかも強い光の電球に
不透明のグローブをかぶせた場合︑このグ

径の数倍も外までのびていまして︑電波観

けです︒

粁︵地球半径の六十倍︶のところにいるわ

ローブだけが見えるようなものです︒

ことがわかりました︒その上人工衛星や人

測が進んだ今日では更に外まで伸びている
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ので温度差は益々激しくなるわけでありま

夜と昼の交代時間が地球に比べて大変長い

氷がついたと報告しています︒月の場合︑

く︑日影側では自分等の呼吸によって窓に

測不能のものが捕まります︒太陽・地球間

や電波やＸ線などについて到底地上では観

五十粁の辺で観測しても︑太陽から来る光

であります︒気球を利用して地上三十乃至

邪魔されずに︑地球の外を観測したいわけ

の言を引用したいと思います︒

言い分かも知れませんが︑次のファラデイ

題となります︒これについて私は身勝手な

のような効果が期待できるかという点が問

るのであります︒そのため月面のように極

の空気層が実は地球を外部から遮断してい

の距離に比べて物の数でないような三十粁

先進国であった英国の工業界はこの発見に

具にすぎない﹂と答えています︒当時工業

立つのかとの質問に対して︑彼は﹁ただ玩

導電流の発表をした際に︑それは何の役に

ファラデイが英国の王立学会の席上︑誘

す︒

このように月については︑すでに多くの

端に暑くも寒くもならず地球外から来る強

直接人間を月に送る意味

はずです︒それにもかかわらず直接人間を

観測が行なわれ︑また今後益を可能である

大した注目をいたしませんでした︒ところ

を追越したわけです︒この歴史に懲りて︑

交流・電気機械を開発して電力利用で英国

がその後米国でこれに興味を示し︑各種の
われるのでありますが︑これ等よりもっと

そこで人工衛星や人工惑星の観測が行な
大きく確実な土台の上で︑地球外の世界か

い放射線からも保護されているわけです︒

ＳＡという軍部をも含む組織で大規模に進

英国は原子力利用には特別に熱を入れた事

を考えて承たいと思います︒米国ではＮＡ
めてきたのですが︑これに対して経費がか

ら来る情報を得ることができるならば︑如

実があります︒

送ることにどんな意義があるのかという点

かり過ぎるという強い批判が出されており

何に有効であるかという点は御理解いただ

中に︑将来非常に役に立つものが含まれて

初期の段階で目前の役に立たないものの

ます︒

これが月面に据えられるべき観測基地で

いる一例であります︒しかし全部が全部う

けると思います︒

まく育つとは限りませんが︑多くの知識の

現在月着陸の実行できるのは米ソ両国だ

あります︒即ち広大な宇宙観測の前進基地

けでしょう︒これは広範囲にまたがる高度
の工業水準と︑これを有機的に組織する能

の育つ畑があると云うことは否定できない

積み重ねの上に︑初めて新しい有効なもの

と思います︒甚だ勝手な意見を申しました

であって︑あたかもヒマラヤ登山隊の氷河
す︒勿論この前進基地に直接人間を送る必

上のベースキャンプのようなものでありま
要があるか或いは無人観測機を送るべきか

では高く評価されるべきと思います︒
一方超高層物理や天文学を専攻する者に

る講演の概要︶︵特別会員青山学院大学

点おわび申します︒︵二月七日本会に於け

力であると云わねばなりますまい︒この点

とりましては︑また別の見方があります︒

最後に私ども自然科学を専門とする者に

という疑問は残された問題でありましょう︒

理工学部教授︶

足場にしてより進んだ情報を手に入れるこ

とって︑未知のものを追求することに︑ど

それは月自体を探ることのみでなく︑月を
とです︒要するに地球の大気というものに
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一

新しい家庭教育

知能の発達と英才教育(Ⅲ）

横 田 佐 代 次

さて︑子どもの知能を高める具体的なこ

とのはじめに︑その基本的な脳の発達と保

育やしつけの関係から話をすすめて見るこ

五︑英才は乳幼児からのしつけで

とにします︒

わたしたち人間の脳は︑生まれたときに

おり︑それぞれの細胞は五十本づつの神経

百五十億という膨大な数の細胞からできて

月号︶も説明しています︒

がついていることは先に︵昭和四十三年十

仮説図のように︑知能の中核は思考で︑

どで脳の一部が傷つきますと︑その部分の

す︒再生もいたしませんから︑交通事故な

ってふえもしなければ︑減りもしないので

そして︑この神経細胞は︑一生涯︑にわた

これを中枢知能と呼びます︒そして思考は︑

ます︒

神経細胞は失われて機能が止まってしまい

脳は︑脊髄とともに︑中枢神経をかたち

概念を媒介として構成され︑推理によって
判断は︑知能のはたらきでもっとも重要

に統制し︑調節する役目をはたしています︒

づくり︑われわれの生体のしくみを有機的

固められ︑つぎに判断がなされますｃ

なために︑これを高級知能といいます︒こ

知覚性の末梢神経をへて伝えられるいろい

のほかに︑注意力︑観察力も大切な構成要
素と考えられます︒やがて︑意志力︑洞察

ろなしげきをうけたり︑それに応じて興奮

を起一﹂し︑それを運動性の末梢神経に伝え︑

力も大きな役割をもつようになります︒

全身の筋肉︑内臓︑血管︑腺などのはたら

そして︑これらのものは︑いずれも有機
的な関連をもって統一的な働きをあらわす

脊髄は︑割合単純な反射性のはたらきに

きを調節しているのです︒
とです︒

ことは︑ウエクスラーの説でも明らかなこ
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矢,.能織哉仮童姻

一 言

複合的な神経機能をうけもっています︒そ

関係するだけであるが︑脳は非常に高次の

ただかなければなりません︒

路づくりを促進していることを︑考えてい

がよいしげきとなって︑赤ちゃんの神経回

子どもと一緒に﹁母子寮ｉｌで幕させること

たとえ︑それが学生であっても︑一年間は

る同では︑結婚前に子どもを産んだ女性は︑

からすぐ︑授乳や入浴︑おしめのとりかえ︑

さて︑赤ちゃんの神経細胞は︑生まれて

おる学者もいます︒

経の三分の一しか︑使っていないといって

されるといわれ︑ふつうのおとなは︑全神

話しかけたり︑笑ったりするお母さんのさ

したり︑やさしくだき上げたり︑あるいは

だいてのませることです︒また︑ほほずり

い乳首を用います︒そして必ず母の胸にい

場合は︑お母さんのによく似た︑少しかた

いのです︒お乳が出ないで人工栄養による

しかし︑あまり神経質にならなくともよ

えのないことがわかっていますから︑この

その子の知能や性格形成にとって︑かけが

らの国では︑新生児のときの母親の育児が︑

一年間の有給休暇があたえられます︒これ

の機能は︑はたらけばはたらくほど︑洗練

肌着のぎかえその他いろいろな外部のしげ

の表面に集まって層をつくっています︒こ

えで︑もっとも大切な脳神経細胞は︑大脳

ところで︑われわれ人間が唯きていくう

いる女性が︑結婚して子どもができると︑

になっています︒ソビエットでも︑働いて

きに応じて︑一刻のよど象もなく︑成長を

情﹂は︑子どもの知能を高めるだけでなく︑

このような︑いわゆる﹁肌でふれ合う愛

ます︒．

りげない自然な愛情が︑よいしげきとなり

ような制度をつくっているのです︒

はじめます︒

それぞれの細胞から︑技状突起が川て︑

を作るのです︒そしていわゆる﹁回路﹂が

神経繊維が横に縦に︑前後左右につながり

皮質と新しい皮質とからできています︒古

びたび言っております︒大脳皮質は︑古い

れを﹁大脳皮質﹂と呼んでいることは︑た
す︒そして︑やがて出来あがるところの性

い皮質は︑飲む︑食べる︑眠る︑泣く︑怒

情緒の発達に大きなかかわりをもっていま

これを︑神経回路形式と呼んでいます︒

格に大きな影響を与えるのですから︑うっ

できます︒

この回路づくりは︑非常な速さで行われま

かりしておられませんＯ

るなどの本能的な欲求や衝動的なことを︑

すから︑赤ちゃんの脳の重さが生まれてか
ら六か月で二倍になり︑二才でおとなの六

﹁情緒の座﹂と︑いわれるものです︒生ま

つかさどる神経細胞によって︑出来ており

れて三

孤児院や施設の保育所などに行って見る
ャリ外をながめている子どもたちが少なく

り︑しかもすばらしい速さで進み︑三 四

と︑どことも焦点のきまらない日で︑ポン

それですから︑新生児といえども︑おろ

ありません︒お母さんのところで育った赤

才頃には︑木栴的な回路形成にはいり︑九

○．︿１セントに達します︒

そかにはできません︒母乳が牛乳にまさる

が浦ゑます︒

ちゃんんのような目に輝きがないのには心

来あがります︒

十才までには︑複雑なしく承の回路が出

四か月頃から︑機能分化がはじま

のことだけではないのです︒お母さんの暖

スウェーデンのような福祉国家といわれ

といわれるのは︑単に栄養や病気の免疫性
かい胸にいだかれて︑おっぱいを吸うこと
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て︑知能や性格づくりに大切ですが︑精神

る第一反抗期は︑古い皮質の発達に関連し

知的好奇心屯さかんになり︑うるさいほど

して︑子どもの行動範囲も広くなり︑ま哀

三才頃には︑怖緒機能や運動機能も発達

ます︒

像時代を脱して︑緒神我︵おとなのｎ枚︶

我にめざめる第二反抗期は︑新しい皮質の

﹁三つ子のたましい百までも﹂といわれ

へ移りはじめるときで︑いわば精神我の芽

きいたり︑話したり︑ものにさわってみた

ちょうど︑この時期は︑子どもたちが想

ばえによって︑夢みる空想と現実が︑はっ
転換期とも考えられます︒

成長期でより一層重要になり︑いわばその

動してギャングエージと呼び︑知誠欲もさ

じことをなん回もくりかえしをやりますと︑

ところで︑この回路は条件反射的に︑同

をもっていますからむやゑにおさえてはな

活動は︑いずれも知能や才能の発達に関係

り︑たたいたりします︒このような動作や

けます︒からだも大きくなり︑さかんに活

きりし始める頃で︑おとなの気持も判りか

かんになるときです︒そして︑この古い皮

きて︑記憶したことは忘れないしくゑにな

神維繊維の周囲に髄柵︵ずいしよう︶がで

また︑この年代における古い皮質の神経

りません︒

にもとまらないほどの速さですから︑怠識

質の回路は︑しげきにたいする反応が︑Ⅱ

の速さで理くつぬきで形成され固定するの

これは注Ⅱすべきことです︒つまり︑この

だと︑学者はその研究を発表しています︒

に作用するしげきや経験は︑何分の一以内

いは寝る前のひととき︑祢晩同じことをく

ような速さのために︑話しをきかせるのに

っています︒また︑動作は身につきやがて

的な感覚や行動が︑機械的に身につく時代

りかえしくりかえし側いたおとぎ話が︑子

も︑絵本を読むことも︑遊びや動作も︑機

習俄となるのです︒母のひざの上で︑ある

でもありますから︑運動だけでなく︑から

どもの知能や才能の形成に︑あるいは性格

械的にくりかえしをしなければ︑役に立た

また︑すばやいしげき反応なので︑木能

だとの関連による知的訓練も︑きわめて重

ことを︑改めて理解していただかなければ

づくりに︑大切な役割を果しているという

ある﹂といわれるのは︑おそらく︑幼児期

語粟︵単語︶のふえるとともに知能がのび

ないますから︑大脳中枢の組織がととのい︑

ことばを使って話すことは︑思考がとも

るからにほかなりません︒

ん欲なほどはげしく︑そして急速にでき上

は︑幼年の時期に︑大脳皮質の形成が︑ど

における運動神経が︑古い皮質の形成期に

ノ

、 合

にのぼらない場合もあります︒

︑ばなりません︒

いや︑一雌忘れないものになります︒これ

り︑身についてきますと︑大きくなっても

しかし︑それがいったん自分の知識とな

ないということです︒

かたことからはじまり︑ことばをおぼえは

さて︑どの赤ちゃんもお誕生前後には︑

なりません︒

要であることを︑理解しいいただかなけれ
むかしのすぐれた剣士や職人が幼時から

じめ︑満二才になりますと︑ｎ曲に禰すこ

その技術と精神をきびしくきたえて︑やが
いることがわかります︒また︑プロ野球の

て大成したことは︑現代の科学と一致して

とができます︒

らの才能が︑遺伝だと考えられておったの

長島選手が﹁彼の選球には︑動物的な勘が

やしなわれたものと思われます︒

rOワ、

、

おぼえたり︑考えたりするのが特徴です︒

は︑からだや動作が一緒になって︑ものを

おざりにできません︒もし︑それがととの

に︑その他の環境をととのえることを︑な

係︑つまり父母︑きょうだい︑友人ならび

として続きます︒この時代における人間関

な発達期を迎え︑中学ｌ高校までを最盛期

精神の成熟に達する人も︑けっして少なく

し︑個人差がありますので︑二十五才頃に

の完成は二十二三才までかかります︒しか

格的な成長期に入り︑充実してきますがそ

このように︑古い皮質のつくられる時代

そのために︑絵本を読んだり︑遊んだり
になってきます︒たとえば︑子どもがよろ

があります︒つまり︑音楽︑絵画︑科学的

長しても︑高い知能が︑でき上らないこと

っていないと︑せっかく古い皮質でよく成

いいました︒その過程でかず知れない神経

からだと併行して発達することは︑前にも

さて︑新旧ともに大脳皮質は︑子どもの

こびをもったり︑嬉しいことがあったり︑

才能をつかさどる神経回路が人並以上にす

するときの親と子のふれあいが大事なこと

ないといわれています︒

に知らせにいきます︒そのとき︑どんなに

新しい経験などをしたとき︑必ずお母さん

信を得て︑つぎのことを考えたり︑やって

らなければなりません︒すると︑それに自

してやって︑はげましのことばをかけてや

いそがしくとも︑話しをきいたり︑見たり

十五で才子︑はたちすぎればただの人﹂の

によいから糸あいができないと﹁十で神童

るとは限らないということです︒この時期

回路にむすびつき︑すぐれた芸術家になれ

ぐれていても︑それが直ちに新しい皮質の

す︒

のできを左右すると︑学者は説明していま

ら象あいのできぐあいが︑新しい神経回路

したがって︑知能が高いとか︑才能があ

︵十月号第二図参照︶ができあがるのです︒

雑なものとなり︑やがてはっきり分業圏

そして︑大脳全体の神経は︑きわめて複

才能が生まれてきます︒

いがよくできますと︑一段と高度の知能・

て方が︑じょうずに行われ︑そのからみあ

もし︑この時期にしげきのあたえ方や育

とくに︑古い皮質の神経のつながりやか

熟たくなります︒ここに進歩があり︑また

ことわざ通りになってしまいます︒

細胞にそれぞれ技状突起ができます︒

冒険心がわいてきます︒

優雅な感情あるいは︑道徳︑社会性など︑

新しい皮質は︑知性︑理性︑判断︑創造︑

をつかさどる間脳はゆがんでひずゑを生じ

人間としての大切なはたらきをつかさどる

子どもは︑叱られて不快になると︑感情
ます︒すると︑あとからきたしげきが︑そ

ものです︒

るということは︑しげきや経験あるいは学

それゆえ︑﹁理性の座﹂あるいは﹁人間

れに妨げられて大脳に達しません︒叱った
あとはなるべく早く︑ユーモアなどで笑い

の座﹂ともいわれています︒すぐれた知能

習によって︑この神経回路が複雑になり︑

を誘い︑感情をやわらげて︑情緒を安定さ

を得るにも︑豊かな人間性をつくるにも大
六才頃からしだいに発達を

せることです︒

これは︑五

切なところです︒

はじめ︑十一︑二才より十六︑七才は︑本

︵都会員東教大附属坂戸高校長代理︶

豊富になっていることにほかなりません︒

そして︑子どもたちは︑つぎの古い皮質
六年頃から︑本格的

と新しい皮質のからみ合う時代にはいりま
す︒それは︑小学五
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植えつけるのは九

四月に植えつけるのが寒

一○月ころにも行なわ

さや霜柱の被害がなく︑植づきや芽の伸び

れますが︑春三

も早く理想的です︒

日ごとに日中の陽ざしが暖かく︑夜の寒

ら︑じょじょに霜除けや閉いなどを取り除

下などにおくと︑軟弱になり徒長しますか

咲きはじめた苗物を︑いつまでも霜除けの

かります︒マキ芝は安上がりですが︑美し

張り芝は早く完成しますが︑経費が多くか

は張り芝とマキ芝の二つの方法が一般的で︑

バ︶が用いられています︒芝生をつくるに

三月の園芸

芝生をつくる場所は日当りがよく︑水は

①新しく芝生をつくる方法

けのよい場所に限ります︒日陰地や樹の下

さもやわらいでまいります︒しかし︑例年

き︑寒さに馴らせて︑丈夫に育てなければ

渡部弘

ですと三月は大雪に見舞われることが多く︑

りますが︑一般には高一鑓芝︵コウライシ

はさけましょう︒芝の種類にはいろいろあ

雪どけの寒さで植木の芽をいためたり︑早

なりません︒

・庭木のさし木や植えかえの適期です︒ブ

今月の庭しごとには︑先月に統いて花木

状に切ったものを二○枚一束とし︑これを

て︑長さ三八蝿幅一五

い緑になるまで二年ぐらいかかります︒

植えの．︿ンジー︑デージーなどの花壇苗物
が︑ひどい凍害をうけることがあります︒

ドウやモモの功定も早々に終らせたいもの

つぶされたりすることが少なくありません︒

いせつな枝を折られたり︑花壇草花が圧し

出し︑春まき草花のタネまき準備などがお

株分けと植えかえ︑春植え球根の分球や芽

です︒それから︑芝生の手入れ︑宿根草の

場所に張りつけたり︑まきつけたりいたし

ります︒これをよく耕やして平らに均した

二束まとめたものが三・三平方ｍ単位にな

の大きさの短冊

芝生は三・三平方ｍ単位で販売されてい

とんどありませんが︑雪の重さで植木のた

降雪中の気温や積雪の中の寒さの被害はほ

とくに︑雪どけのときの寒さは異常で︑芽

ますＯ

めじべたすじ

もなしごとです︒

いちまつ

張り芝には︑目地張り・平張り・条張り
夏の庭を美しい緑にかぎる芝生もそろそ

りは短冊状の芝生の間隔︵目地︶を三 四

には目地張りが多く行なわれます︒目地張

・市松張りなどの方法がありますが︑一般

ろ活動の季節になりました︒新しく芝生を

芝生の張り方と手入れ

や花にたまっている水が氷となり︑凍害を
うけた部分は枯れてしまいますから︑でき

が安全です︒

るだけ日中に雪や氷を払い除けておくこと
いつぽうでは︑生育が盛んになり︑花が

（29）

、

をまいて︑全体を平らにします︒そのとき︑

耕やして平らに均した場所にバラまき︑そ

○

マキ芝をします︒これは芝の茎根を五

日おきに二

○○唖にとかし︑雑草の生育時に七

を一平方ｍ当たり一

し︑一平方ｍ見当に散布しますと︑雑草の

芝の葉芽を全部士でおおわずに︑ほとんど

の上から土をかけ︑茎根が見えかくれする

さらに芝生を安上がりにつくるときは︑

が露出している状態がよいのです︒目地張

程度にして︑よく踏みつけ︑水を充分にか

師ぐらいあけて張り︑目地と芝の表面に土

りでは張り終ってちょうど三・三平方ｍの

薬のかかった雑草はもちろん︑土壌中の雑

二

一○

芝生の発芽前には︑芽土といって︑凸凹

から︑直接手で除草いたします︒

三回連続散布しますと︑直接

三霞水一○○

マジンを吸収して枯れます︒また︑︒ヘスコ

芝生ができます︒芝生をより早く完成させ

けて乾かないようにしておくと︑温度の上

・チヵヤ・ヒメジワ・ヨシなどは残ります

草の茎も枯れてしまいます︒しかし︑ササ

種子が休眠したり︑発芽・発根する際にシ

たいときは目地を少なくして平張りをしま

昇とともに芽が伸び五月ころには緑が多く

一

す︒芝生の入手が困難なときは︑目地を芝

ますが︑うすまきでは二年ぐらいかかりま

なります︒あつくまくと秋ごろには完成し

毒‑2‑三2 具員n具

に切ってバラバラにほぐしたもので︑

します︒

す︒

した芝生に山砂や畑土︵雑草のタネを含ま

肥を施こすこともたいせつな手入れです︒

⑧芝生の手入れ

肥料は化成肥料でもよく︑また油粕に二○

ないもの︶を補って平らにすることや︑元
生になりませんから︑発芽前に焼いたり︑

枯れた芝生が長く伸びたままではよい芝

には︑クローバー︑スズメノカタビラ︑カ

短かく刈ったりいたします︒冬越しの雑草

三Ｊにまぜて芝生一面に

％ぐらいの骨粉をまぜ︑一平方ｍに五○
タバミ︑オオバコ︑ザクロソウ︑チドメグ

まきます︒

八○ｇを︑土二

サなどがあり︑春になれば生育をはじめて
芝生を枯らしたり美観をそこねますから︑

にとか

三芽以上の大

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

きさに分けて植えつけます︒

四月に株

していた宿根草は︑発芽前の三

なお寒さに弱い宿根草や秋遅くまで開花
今のうちに竹ベラなどで根から取り除かな

二○○

どの元肥を施した場所に二

分けをします︒堆肥︑油粕︑骨粉︑木灰な
近ごろでは芝生の除草剤も普及して︑上

くてはいけません︒

手に使用すれば頑固な雑草をたやすことが
シマジンーｇを水一○○

できます︒たとえば︑芝生の発芽時期前に
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の幅ほどに拡げて条張りや市松張りをいた

、

§
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吋︒宮
脚
脚
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(手殿ﾘ）（総限り）（市絃蹴り）
(目始碓ｿ）
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千葉県八代義昌

千莱喋加藤刀水一

ｌ

︑独楽廻し負けてきし子にたそがるる

千葉県八木牌男

評いとほしきわが子よそれでよしそれでよし︒

○大き初日うつしてダムの輝ける

○若水は一異の古井を汲む習ひ

○孫の食む雑煮小さく箸赤く

＠父母眠る墓へ冬田の風まとも

○一白の母を首席に初突ひ○枯草へ雨は斜に突き刺さる

○筆初句の友ほしき伯住居象とれる︒

されている作者の心情はまことにきびしく切なるものが汲

○筆初思ひ出深き亡父の筆評素立に言葉やさしく表塊はしてあるが︑このうちにかく

○元旦や尊しとなす和の一宇

に有難し有難し︒

評夫の︑また子供たちの長寿をのみただ願う老母の心情悪

＠初詣母のみやげは長寿箸

篠塚しける選

○提けて行く片手の寒し梅一枝○子が継がぬ柚に意地あり山始め

（31）

弘道俳壇

︸﹂

︑教師往く冬の木立の大夕日

松江市白名遥々

評この教師に健康と幸福を祷らずにはおれない︒

○落葉して尚竹に絡む零余子蔓
○年賀状文字の癖もなつかしぐ

川越市小名木狂辰
︑落葉焚く禰宜に会釈をして詣ず

篠塚しげる

評神を敬い︑神に仕える禰宜にも一礼をして心うららかな
るひととき︒

○若水に喜寿越えし顔写しけり
○凧に押され押されて一杯屋

選者吟
かが魂てぢから

鏡餅割る掌力尚も老農夫
小百姓の老の掌力鏡割

中村孝也氏を弔する

野口明

本会評議員文学博士中村孝也氏が︑二月五日に︑八十五歳の

高齢で︑本郷西片町の自邸で永眠された︒越えて八日︑寒雨そ

ぼ降る午後東大赤門前の︑近代マンション式寺院喜福寺︵曹洞

列者︑告別者も多く︑弔辞は︑東大︑一高︑明大︑日本女子大

宗︶で︑葬儀及び告別式も行われた︒霊前には花多く並び︑参

仲々の盛儀であった︒本会からは副会長が弔問した︒

時代の生徒︑東大国史研究室︑群馬県青陵会等の代表等が続き

故人の略歴を伺うに︑明治十八年群馬県高崎市に生まれ︑群
馬師範を経て東京高師地歴科を卒︑更に東京外語にて独乙語を

学ぶこと−年半︑転じて一高で検定試験に合格後︑正式に東京
帝大文科大学国史学科に入学︑大正二年に卒業して︑更に大学

院に研究すること五年︵江戸時代の文化史の専攻︶︑大正七年
に修了された︒此の学歴だけを見ても︑その準備時代の学程の

並をでないことが判る︒その後は日本女子大と一高で講義し︑

大正十三年からは史料編纂に関係︑後東大助教授を兼ね︑大正

代に於ける経済思想の研究﹂︶︒昭和十三年からは︑東大教授に

十五年には文学博士の学位を受けられた︵論文は﹁元禄亨保時

専任され︑昭和二十一年に定年退職された︒そして晩年は日本

﹁徳川家康文書の研究﹂︵昭和三十七年に学士院賞︶︑﹁家康

女子大や明大で教えられた︒著書には前記の学位論文の外に︑

伝﹂︑﹁江戸幕府鎖国史論﹂︑﹁荘園発生史論﹂等がある︒我国近

本会には︑長く評議員として関係され︑以前には時々﹁弘

世史の草分の学者の一人として重きを為された︒

の意を表する︒︵本会副会長︶

道﹂に寄稿もされた︒蚊に故人の学風を偲びつ具︑謹んで哀悼
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新入会員芳名
︵昭和四十四年二月以降︶

入
会者者紹介者
入会
沢村暁之助
島根県︵
︵特
特別
別︶
︶細
細田吉蔵一

″津野
津野
鮫鮫〃
高井
″高井
富富〃
″祐原祐秀
原男
秀男〃
″伊原伊
光原一
光一〃
″山本山近
本市
近市〃
淳一〃
″深田深
淳田一
″勝平勝宗
平達
宗達〃
蔵一
石崎敦士
北海道山山
崎崎
久久蔵
″鈴木鈴
純木一
純一〃
″吉田吉佐
田吉
佐吉〃
″安宅安文
宅雄
文雄〃

夫︾
渡部文雄
秋田県雄雄
鹿鹿
幹幹夫
三郎
郎一
西村幸二郎
東京都中中
沢沢三

″葉柄
葉柄
坤坤〃

竹寅
村寅
千葉県竹村
市市
郎郎〃
︵身
終︶
身佐
︶久
佐間
久彊
間彊
″︵終
一渡辺正勇
︵終
″︵終
身身
︶︶
林林
誠誠
悦悦
一石橋香峰
″︵終
︵身
終︶
身野
︶平
野平
佐佐
匡匡〃
典喝
身つ
小一
子屋
″︵終﹁身
︶
林華宇
兵
衛へ麦雨〃

佐賀県

前田一彦松尾秀一

て行く測り知れない頭脳にはただただ驚

うして宇宙の神秘の堅い扉を次々と開い

くばかりです︒太陽が一瞬の狂いもなく

前田記久雄〃

照﹂の有難さを石井教授の﹁太陽と月と

﹁天に私照なく地に私載なき﹂﹁光明遍

運行して︑われわれの尊い生命を守って

早わらびの萌え出る頃となりました︒

て教えられた事でした︒これを初めとし

地球﹂のご講演で今さらながら身にしみ

″

編集後記

のに稲作減反という大問題の突発で定め

いり夕

て諸先生の玉稿に深謝し︑時節柄特に各

ＡＴα鼻︑αいり

し農家ではご心労の事とお察し致しま
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位のご健勝を祈り上げます︒︵渡︶

誘導方式が注目の的となっています︒こ

く︑とくにその打ち上げは世界最初の無

れは世界で最も安価で︑世界で最も小さ

内之浦での打ち上げに成功しました︒こ

﹁おおすみ﹂︵ラムダ４Ｓ型５号機︶の

建国記念日に︑わが国初の日の丸衛星

◇去る二月十一日しかも快晴に恵まれた

す︒

ます︒各位のお声を聞して頂けたら幸で

抜本的な妙案が出ない筈はないと思われ

躍進という英知をもつ国として何らかの

どころではありません︒が驚異的の経済

れた苦い経験もありますが︑今度はそれ

湾桐が一年後には無用の長物と突き放さ

す︒十数年前森林組合の奨めで植えた台

何時もならば田の仕事に追われる時期な

−

言

ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試承目下第三十四年報
まで進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑
全号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒
さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試皐ることに踏承きりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有種全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来とぶに各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑永︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
え︑復刻出版する次第であります︒第一回配本は既に三月発売︒
第二回配本は印刷の都合上延引致しましたが︑ようやく九月発
売となりました︒全目録と解題は十一月頃の予定で準備中であ
ります︒何とぞ弊店の微意をお掬みとり下さいまして︑今回の
複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
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