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昭和45年3月14日日本万国博覧会(EXPO70)の開会式にご臨席の両陛下
（日本経済新聞社提供）

今上陛下御製

さしのぼる朝日の光へだてなく

世を照らさむぞ我がねがひなる

世界の七十六ヶ国が参加して史上最大を誇る大阪千里丘

陵の日本万国博ＥＸＰＯ和は天皇皇后両陛下万国博名誉総

裁皇太子殿下ご夫妻のご臨席の下幸にも晴れ上った三月十

四日午前十一時開会式が行なわれた︒わが国はさきにアジ

アで初めての東京オリンピック大会を見事に果たし︑今回

はそれに続く﹁人類の進歩と調和﹂をテーマとする世紀の

る︒がそれとともにこの舞台裏にも世界の目は光るであろ

祭典である︒戦後二十五年の隆為たる日本の見世場でもあ

う︒われわれはわが前を見ると同時にわが後姿をかえり見

なければなるまい︒ともあれ六ヶ月の会期会場を十分に生

かして二度目の大成功を祈ってやまぬものである︒本写真

中に本博協会長として︑石坂泰三監事がまた特別会員の入

江侍従長の参列しておられることは本会の光栄とするとこ

ろである︒︵渡辺︶

︹巻頭言何とか無事
麦︶

ｊＹ

Ｆ１

入江相政
前日の雪もなんとかやんで︑一応の晴天 にはなったが︑﹁お祭り広場

大阪にもあることがわかった︒

それはともかく︑いま︑世界の人たちが ︑日本の国を︑どう見ている

ということが︑一目でわかる︒それが今度 の 万 博 ︒ 世 界 中 の 眼 が ぷ ん な

ｊ︑

︑↓

干詞〃
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ツタリと日本に向って射ら れ て い る の を 感 じ た ︒

本来の聡明さと︑伝統の勤勉・質素︑そう い う 美 徳 を 手 放 さ な い よ う に
て︑戦後のこの発展と繁栄とを︑一層しっ か り と わ が も の に し な け れ ば

らない︒

ちょうど東海道新幹線のできはじめの頃 みたいに︑なにかというと万博

でもあるし︑無責任でもある︒まあそれだ けゑんなが注目しているためと

の事故が大灸と報ぜられる︒万博をきずき あげた人︑一心に経営している
人︑その人たちの心労を思うとなんともい えない︒批評というものは自由

思って我慢してもらうほかない︒

︵特別会員侍従長︶

し
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日本の名誉のためにも︑万博が成功裡に 進められ︑世界中が目を見張っ
幕を閉じるように祈るのゑである

口

し

な

I

の寒さは相当なもの︑﹁底冷え﹂は京都ぱ かりのものではなく︑海に近
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聖断の意味するもの

人の運命程図り知れぬものはない︒二・二六事件によっ
て眉間と心臓と皐丸という急所に三弾を受けて︑奇跡的に
助かったものが︑日本歴史初って以来の国難に︑最後の首
相の大命を拝して︑そして陛下の聖断をお願いするという
前代未聞の方法によって︑一億玉砕から日本を救うことが
出来たのである︒大命降下した昭和二十年四月五日の夜半︑
﹁自分は軍人は政治に干与すべからずとの明治陛下のご意

図を体して武人としてやって来たものであって︑全く政治
というものを知らない︒その上に老齢で耳が遠く︑陛下の
大事なお言葉も聞き漏らすことがあるやも知れぬ﹂と申上
知らなくともよい︑耳が聞えなくともよいからやれよ﹂と

げて︑二度迄大命を拝辞したのであるが︑陛下は﹁政治を

鈴木

とは出来ない︒今は山林局長の職を辞して自ら首相の楯と

の人物の生命を守らねばならぬ︒しかし之を他人に頼むこ

至である︒しかし親子の関係を度外して今はこの日本最後

の手を打つに違いない︒さすれば青年将校による暗殺は必

いたので︑大命を拝した以上統帥権の確立について何等か

ず勝手に戦線を拡大して行くことが︑最大の癌だと申して

父はかねてより︑満洲事変以来出先の軍部が統帥に従わ

との難かしさを痛感したことはあるまい︒

なかった︒思うに父はこの時程死ぬことは易く︑生きるこ

困り果てた父を前にして︑私は一晩眠らずに考えざるを得

の再度のお言葉に到頭このようなことになったのだと語る

一

なって青年将校の銃口の前に立つべし︑との結論に到達し

（2）

｜

オを倒せとの青年将校の襲撃により︑自宅は焼かれたが︑

したのであった︒果せるかな八月十五日国を売ったハドリ

く︑如何なる時でも直ちに父の前に飛び出せる体勢に専念

たのである︒そこで総理大臣秘書官となって首相の影の如

原案もないままに御前会議となったのである︒

ある︒それが突如として事務当局のお膳立を全く除外して︑

一致の形をとって終るという︑いわば式典のようなもので

ぎ原案たる文書を読み上げて︑一︑二の質疑応答の上満場

令部総長︑そして枢密院議長を加えて七名が正メン︑︑︿１と

首相︑外務大臣︑陸海軍両大臣︑陸軍参謀総長︑海軍軍

父は四月七日組閣を完了してその第一声を国民に送った

一︑二分の差で難を免かれ得たのは幸であった︒

して阿南陸軍大臣から尚我に戦力ある以上飽く迄戦わねば

して陛下の御前に列席︑先東郷外務大臣からポツダム宣言

ならない旨の主戦論が展開され︑米内海軍大臣と平沼枢密

を受諾することを可とする旨の意見の開陳があり︑之に対

励の言葉としかとれない一語であるが︑実はその内に︑終

ある︒七十九才の老宰相が陣頭に立って聖戦完遂を誓う激
戦の大業を果す為めには売国奴の汚名をも甘じて受けねば

説︑議論の尽くる所を知らぬ川に首相は立って御前に進み︑

院議長は︑東郷脱︑椛津陸軍班川海軍の両総長は共に阿南

LOノ

が︑その中に﹁行け−億よ余の屍を越えて﹂という文句が

ならぬ︒或は一部の回比に足で屍を踏みにじられるかも知

たのである︒そこで陛下は﹁自分は東郷外務大臣の説に賛

陛下のご聖断を以ってこの会議の決定としたい旨を奏上し

れないという悲壮な決意が入っていたのであった︒当時休
戦とか誰和とか和平とか終戦とか一語でもいおうものなら︑

て詳々としてお言葉があったのである︒そのお言葉こそそ

成である︒念の為めにその理由を申述べよう︒﹂と仰せられ

クーデターは必至であった︒されば閣僚の誰一人に対して
も飽く迄戦うの一点ばりで押通したのは当然であった︒七

のまま終戦の詔勅︵玉音放送︶となって一般国民にお示し

月二十六日ポツダム宣言が発せられ︑八月六日広島に原爆

の閣議は︑ここにご聖断をもって閣議決定としたい旨の首

になられたのであって︑まことに拝読するものをして言禽

相の発言によって一決し︑直ちにポツダム宣言受諾の電報

が投下され︑八月九Ⅱソ連参戦の報を耳にして︑﹁いよい

全面降伏を呑ませることは至難中の至難である︒閣議は延

を発することとなった︒外務省の原案は﹁天皇の国法上の

句をその肺鵬を扶ぐるものがある︒十余時間に及ぶ続行中

左と統く一方︑最高戦争指導会議も激論に明け暮れ︑八月

である︒しかし一億玉砕︑国体護持を主張する軍部をして

九日の深夜の異例の御前会議となるのである︒従来御前会

地位を変更する要求を包含し居らざることの了解の下に﹂

ノ

よ来るものが来ましたね﹂と一気に終戦工作に藩進したの

議といえば︑事前に一切の手筈を整えて陛下の御臨席を仰

／ の 、

る︒故に陛下はどんな唇ご不満であっても︑手続に過ちな

るだけであって︑之に対する拒否権はないことになってい

ければ裁可されねばならないのである︒若し気に向かない

切は憲法上の諸機関の決定したものを︑陛下は唯裁可され

今度は米英側で大論争となり︑遂に回答が十三日迄かかる

からといって裁可しないでよいということになると︑之は

受諾するというのであったのを︑平沼議長の強い意見によ

に至った上に︑﹁天皇及政府は連合軍最高司令官の制限の

って︑﹁天皇の国家統治の大権云々﹂と︑改めた為めに︑

下に置かれる﹂という条件が附いたので︑ここで国体護持

のである︒

専制君主制となって︑瞳早立憲君主制ではないことになる

今迄に陛下が自ら責任をとって︑国の運命を決定せられ

派即ち主戦論者の陸軍側に反対が起り︑閣議も蝦高戦争指

た場合が二度ある︒一度は二・二六事件の際︑時の岡田首

導会議も遂に結論を得ざるに至ったのである︒十四日午前
係者一同は再び宮中地下防空壕に参集︑再度のご聖断が下

陛下よりのお召しにより︑閣僚全員と最高戦争指導会議関

主脳は決心がきまったのであった︒そして二度目が終戦の

折︑﹁叛乱軍を討伐せよ﹂とご命令になって︑初めて陸軍

時のご聖断である︒陛下の思し召を伺いそれを以って政府

相は暗殺されたと報ぜられ︑内閣の機構が動かなくなった

たのである︒国の運命をかけたこの一瞬︑参列者は声を上

ったのである︒この時陛下は第一回の御前会議の時と同じ

げて泣き伏したといわれる︒かくして日本の国は滅亡を免

の方式がとられなかったのである︒

の決定とする方式がそれである︒残念ながら開戦の時はこ

ようなお言葉があり︑特にマイクの前に立とうと迄いわれ

が︑この聖断倉万式を考え出したものは誰か︒之こそ八年間

あるが︑その国策決定要項には

参内して︑明日の会議の議題についてご説明申上げたので

相の時に開かれている︒この時は前日の五日に近衛首相が

現に開戦を決する御前会議は昭和十六年九月六日近衛首

れ︑二十五年にして自由世界第二の大国となったのである
侍従長として側近に奉仕し︑陛下のお気持を岐もよく知り
尽していた父首相の︑最後の切札であったのである︒

ここで父の述懐談をご披露して置きたい︒世に陛下のご

を辞せざる決意の下に概ね十月下旬を目途として戦争

一帝国は自存自衛を全うする為︑対米︵英︑蘭︶戦争

聖断によって日本の国は救われたというが︑それならば開
戦の時は如何に︒日本を戦争に投入せしめたご責任は陛下

二帝国は右に並行して米英に対し外交の手段を尽して

準備を完整す︒

にあるのではないかというが︑法理上のご責任は陛下には
ないのである︒旧憲法では﹁天皇は神聖にして犯すべから
ず﹂とあって所謂天皇無責任論を規定してあった︒即ち一

（4）

帝国の要求貫徹に努め︑対米︵英︶交渉に於て帝国の

いたらと責任を痛感され︑国際裁判の呼び出しを前に敢え

後知った近術首相は︑若しあの時終戦と同じ方式をとって

日本賜術述朋会長︶

て毒を仰がれたのであろうと︑父は語ったのである︒

達成すべき岐少限度の要求事項並に之に関連し帝国の
約諾し得る限度は別紙の如し︒

三前号外交交渉に依り十月上旬頃に至るも尚我要求を

小学校に入学させたのふならず︑学校にほど近い所に新居をわ

父は私の教育には人知れず心をくだいた︒今の教育大学付属

父と私鈴木一

かれ︑之では戦争が主で外交が従ではないか︑飽く迄外交

というものであったが︑之をご覧になって陛下は非常に驚

須賀の折も私は祖父や伯母の下で東京に残った︒

ざわざ定めたりした︒しかも小学時代は父は海上勤務が多く横

開戦を決意す︒

貫徹し得る目途なき場合に於ては直ちに対米︵英︑開︶

交渉を主にすべきであると強くお諭しがあったので︑近衛

れた父のおかげで︑私は役人となり︑終戦時父の秘書官とな

だといわれては気の赤だ⁝⁝﹂さてこのように買いかぶってく

はやめたがよい︒お前か立派にやっても︑あれはおやじの威光

を心に描いていた︒そんな或日︑父は私に﹁お前は海軍の志願

中学に入るようになって金ボタンに短剣姿の江川烏の兵学校

首相は直ちに陸海軍総長を御前に出るように取計らい︑両
総長も陛下の仰せられる通りである旨をお答えし︑翌六日
の御前会議は開かれたのである︒原案の朗読の後原枢密院
議長から陛下のお気持を体して︑外交が主でそのやむを得
ざる場合に開戦を決意する旨の意味と解するが如何にとの
質川があって︑及川海軍大臣は然る旨をお答えしたのであ

こととなった︒思えば死を覚悟してボデーガードたる総理秘書

り︑ついで侍従次長となって︑父子二代隊下の側近に奉仕する

にご不満に感ぜられ︑自ら明治陛下の御製﹁よもの海ゑな

るが︑前日のこともあり両総長から何等の弁明なきを非常

じの耳代わり﹂というので︑聞こえぬ耳の補佐役として閣議のゞ

官を志願した私にとって一番よい勉強となったことは︑﹁おや

る︒鈴木内閣の閣議決定館一号として異例の閣議室秘番官席の

折︑総理のイスの後ろに︑特別席をつくってもらったのであ

はらからと恩ふ世になど波風のたちさわぐらむ﹂をお示し
になり飽く迄外交交渉によるべき旨を諭されたのであるが︑

設置により︑私は図らずも︑二千年の日本歴史にかつてない民

遂に原議長の文意解釈に止り字句の修正のなかった︑為め

族の苦悩の決定的瞬間を︑身をもって体験することができたの

であった︒︵鈴木一細﹁鈴木世太郎自伝﹂より︶

に︑この原案はそのまま決定裁可され︑軍部末端に伝達︒

を賭して聖断を仰ぎ国の運命を決する途あるを初めて終戦

十二月八日真珠湾攻撃は実にこの時に決ったのである︒死

︑ロノ
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ばを通っている高速楢一路や鉄路などを見下していると︑自

れて︑四十階の展望室から下を眺めたが︑浜離宮庭園のそ

動車も電車もすべてがリズミカルに動いているようで誠に

気持がよい︒汐留駅を見ると︑操車にはこんなにも広い場

所を要するのかと意外にも思い初めて気付きもする︒新幹

線の﹁ひかり﹂や﹁こだま﹂が出たかと思うと又入っても

来る︒山手線︑京浜東北線︑椛須役線︑東海道線が︑それ

ぞれ特有の色で走っている︒高速一号線を往来している自

で生徒が遊戯をしている風景は︑箱庭のようであるが︑誠

動車も︑色さまざまで︑まるで玩具のようだ︒小学校の庭

のものは調和がとれており︑誠になごやかに感ずるが︑下

めている友人に﹁こうやって上から眺めていると︑すべて

そういう眺めを北に見下しながら︑私は︑側で同様に眺

に調和がとれている︒

リッジの辺にたむろしている舟を窓から眺め︑水上生活者

貿易センタービルが建った︒世界貿易センタービルと相前

東京でも先には舟六階の霞が関ビル︑今度は四十階の世界

ったが︑戦後日本ではこれ位の高い建物はザラになって︑

事を大所高所から判断せよ︑といわれるけれども︑われわ

くと非常に幸福なことだが﹂と言ったのであるが︑よく物

うか︒上から眺めるように下界での生活もリズミカルにい

も︑調和がとれているとはいえないのが現状ではないだろ

での社会環境は︑誠にぎこちなく︑いくらひいき目に見て

後してオープンされた帝国ホテル新館は地上十七階地下三

は当らない︑と言わざるをえないのではなかろうか︒

れの日常生活は高層建築の上から眺める大所高所の判断で

あるからといって︑この頃の仕事についてもエキスパート

私は︑よく会社でも﹁戦争前の経験者でありベテランで

階の建物であるが︑今までと全然趣きを異にした建築様式
な建物となった︒

で︑東洋一いな世界一といってもはずかしくないほど立派

当時︑私は︑随分高い所に自分は住んでいるものだと思

の生態をぼんやり見ていたこともあった︒

をとって住んでいた︒そして︑退屈したときはガードンブ

ブリッジの側のブロードウェイマンションの十一階に部屋

年十二月まで上海で勤務していたが︑このときはガードン

私は︑大東亜戦争の始まる前︑昭和十四年二月から十五

和

私は︑世界貿易センタービルの竣工披露パーティに招か

（6）

調

れまたしなくてはならない現在は︑毎日お互いが仕事する

であるとはいえない︒全然違った環境で会社の経営がなさ

うことがいわれたが︑これは法幣の仙値を弱くする︑とい

券︑一番弱いものは軍票であった︒当時法幣アタックとい

番通貨価値があったものは勿論法幣であり︑次は日本銀行

日本銀行券︑円小切手︑軍票が通用していた︒その中︑一

いたが︑なかなな巽付のある通貨だけに︑その価値を弱く

うことであった︒当時先方は戦争に負けた格好になっては

していかなくてはだめだ︒昨日やっていたことだから今日
もその式を踏襲すればよいと思っていたら間違いが起る﹂

場合︑これでよいのかという反省の下に︑前向きで仕事を

と言うのであるが︑〃誠にⅡに日に新たなり〃ということ

は︑日本側としても不便︑不利なので︑なんとかこれを単

は不可能なことと思った︒だが︑通貨が四種類もあること

するということは非常にむずかしいことだった︒私はそれ

純化する必要があると考えた︒それには︑日本銀行券の流

Ⅱ々の新聞やテレビのニュースについても︑われわれが

は︑最近の日常生活において痛切に感ずることである︒

予期しないような事故が至るところに起っている︒大きな

通を計るよりは︑軍票の一尖付けをなんとか考え︑その価値

を少しでも強める︑というのが戦局拡大が予想される場合

どということは︑昔では想像しえぬことだった︒関東大震
災の時には︑今度装いを新たにした帝国ホテルも︑又今は

は軍票一本にしぼるという工作をすることにした︒この工

国のためにもなると考えたので︑軍票一色化︑つまり通貨

船が何隻も真二つに割れて︑何人もの船員か命を失ったな

全部取り払われてしまったが︑丸ノ内の赤レンガもビクと

あったが︑海軍を初め他の側はほとんど全部反対だった︒

作については︑日本側としては︑陸軍側はもちろん賛成で

もしなかったのであるが︑私は戦後作られた多くの高層建
築が︑耐震を考慮した設計ででき上ったとはいえ︑すべて

て︑最後には金をもってきて回収すればよい﹂といって︑

中には﹁むりな通貨工作をやるよりは︑日本銀行券を使っ

が震災の場合に崩れることもなくその安定を保持しうるで
あろうか︒ということを心配もするのではあるが︑まため

軍票を流通させることに反対を述べる人もいた︒しかし︑

ざましい経済成長を遂げたといわれる川本の基礎が︑果し

は自分の希望とは逆でむしろ戦局は南の方へ延びて︑やが

私としては︑戦争が拡大することには反対だったが︑情勢

私は︑先に述べた上海に勤務していたときは︑大蔵省の

て英米を相手に戦うことは必至と思った︒そこで︑支那で

てしっかりしたものであるかどうか︑不安な気持にならざ

出先機関の財務官事務所で︑上海における通貨工作をして

はできるだけ︑日本として負担の軽い軍票を使うことにし︑

るをえないのである︒

いたのだが︑その当時︑上海には支那側通貨の法幣の外に︑

ワー
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その軍票の価値維持のため日本側の物資︑主として上海で

は一つとしてない︒また︑会社も簡単に破産するようこと

況の時に銀行の取付けがあったが︑戦後はそのようなこと

経済の発展の仕方は誠に高度成長であるが︑戦前は︑不

よって経営される場合が多い︒

はなく︑会社更生法の適用を受け︑その後は他の経営者に

のがよいと思って︑そのための協力方を在華紡に頼んだ︒

そして︑一方当時上海にあった日本の銀行支店六行からの

生産されていた綿製品は︑軍票で取引きできるようにする

円の払い出しをチェックし︑上海に日本銀行券の流通する

私が関係している精製糖業は︑戦後当初はいわゆる外割

私は︑多くの反対があったのにもかかわらず︑上述の措

ことをストップしたのであった︒

当で規制された関係上︑供給は抑制され︑売手市場で三日

制の下に保護されており︑精糖会社が使う原料糖は外貨割

マルな措置をし︑アブノーマルな時はアブノーマルな措置

置をとったのであるが︑その時私は﹁ノーマルな時はノー

ろが今から数年前︑粗糖の自由化が実施され︑それからは

以前の三日景気時代とうって変って精糖事業は不安定な状

景気といわれた時期がある程度続いて恵まれていた︒とこ

アブノーマルな時にノーマルな措置をするようなことをや

業界で﹁古今東西の歴史をみても︑精糖事業は非常に経営

態に陥ってしまった︒その自由化が実施された当時︑私は

をすべきなのに︑ノーマルな時にアブノーマルな措置をし︑

いる︒しかも︑戦争はいつ終るか分らぬ︒これは異常な状

がむずかしい︒だから経営については自粛の必要がある︒

るから︑かえって間違う︒上海では四つの通貨が混乱して

だ﹂というようなことを言って︑友人から︑何を言ってい

態だ︒こういう異常な時には異常な措置をとることが適切

して能力を増やせば︑いつまでたっても市価はさえず︑苦

現在製造能力はすでに過剰状態だ︒更に得手勝手に新増設

るのかよく分らぬ︑と批判されたのであった︒私がこのよ

戦後の日本経済は︑果してわれわれが学校で習った経済

まうということが普通に考えられたのであるが︑現在はそ

ならば︑この新増設により︑古い小さな工場はつぶれてし

精製糖の設備能力は一需要に対し潅大なものとなった︒戦前

うな言い方をしたのは︑何事も事態を直視し︑それに適応

学そのままに進展してきただろうか︑と考えてゑると︑む

れらがつぶれるということは全く期待外れとなって︑新増

いきたい﹂と主張したが︑工場の新増設は無秩序に行われ︑

しろそうとは思えず︑かえって予想外のことが多いと思わ

況に陥る︒従って︑新増設をすることはお互いに自粛して

れるのである︒現在のような日本の発展は︑終戦当時何び

設した会社も悩象︑他の会社も苦況に陥っている︒今迄の

する措置を講じなくてはならぬと言い度かつたのである︒

とといえども想像しえなかったのではないだろうか︒
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ところでは赤字経営でもつぶれないというのが精糖業界の

専ら会社の体質をよくするという従来の考え方を守って努

社に比して︑生産高がたとえ減ってもそれを意としないで︑

しかし︑ここに大きな悩みがある︒それは燈近自分の会

め統けていきたいと考えている次第である︒

現状である︒

私は︑三十九年秋に精糖工業会の会長に就任して︑﹁早

会化という表現を使って﹁会社の経理内容がどうあろうと︑

社の組合との懇談会において︑組合側から︑労働条件の社

く構造改善をしなければ︑精糖会社はすべて苦境に陥る﹂
と︑二年半の間骨を折ったが︑結局椎造改善は実行できず︑

争のため砂糖の市価が低落して赤字経営に陥っているが︑

自分たちとしては世間並の給与を要求する︒会社も過当競

その後会長は二人も代って現在に至っているが︑再編成の
見通しはまだついていない︒

そのような状態において︑自分の会社の経営上考えさせ

の工場を作るとすれば︑物価勝貴の関係で︑当時の三倍も

トが安くなる︒しかも﹁今になってそれらと同程度の能力

た会社はなお余裕をもっている︒そしてそれだけ生産コス

分の会社の製造能力は既に一杯となった︒一方新増設をし

い︒明糖の組合員はひとつ細く長く生き残る︒というつも

いくらということは︑参考にはするが︑右へならえはしな

言い︑﹁同系の会社︑同業の会社の給与はいくら︑賞与は

とでなく︑世界の波に洗われている会社だ﹂ということを

だ︒枇界的といっても内容がいい︑規模が大きいというこ

数年前まで︑私は組合との話のとき﹁明糖は世界的会社

する﹂ということを言われたことである︒

四倍もの資金がかかる︒そうとすれば︑他の会社が前に新

りで︑当分がまんしてほしい﹂ということを言って組合側

われわれとしては労働条件の社会化︑給与の世間並を主張

増設をしたときに︑オーソドックスな考えをせずに︑自分

も相当私の主張に同調してくれてきたのであった︒ところ

られるのは﹁精糖の需要は毎年少くとも人口増に比例して

も新増設をしていればよかったのだろうか﹂ということで

増加する︒そういう状勢の下では︑新増設をしなかった自

ある︒人の考えがアブノーマルのときに︑自分もアブノー

ベースアップははずむ︑賞与も多く出す︒しかも︑物価は

どんどん上る︒それに︑人手不足がその上につよくのしか

が︑同業の中でも︑私の会社よりもつと内容の悪い会社が︑

質を考えてみると︑負け惜しみではないが︑今までの自分

の増加の枠内でというようなことにこだわっているのは現

かってくる︑ということになると︑人件費の増加は生産性

マルな考えをしなかったために失敗したのかもしれない︑

の考え方は間違っていないと思う︒益々事態を直視して業

という感じをもたぬわけでもない︒しかし︑精糖事業の本

界の再編成構造改善に努力しながら︑一方自分の会社が他

Ｑ︺
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考えに捉われていれば︑設備があってもその設備を稼動さ

実問題としてできなくなってしまった︒オーソドックスな

じなければよいと思うのである︒日本人は壁に鼻をぶつつ

のとも思えない︒これが︑今後日本経済の発展に支障を生

いに責任があると思う︒食管制の行き詰りによる現在の米

げて鼻血を出しても事態の深刻さを痛感しない傾きがある︒

にまつわる問題︑一時は黒ダイヤといわれてその生産増強

もちろん企業経営者もそうだが︑これは政治︑行政にも大

このような悩ゑは︑あえて私ばかりでなく︑現在の日本

るのであるＯ

の多くの企業経営者の悩みと思う︒しかし総言評の事務局長

係している精糖事業の先行についても深く憂えざるをえな

が叫ばれた石炭業の現状などを思うと︑私は︑今自分が関

せることができない状態に追い込まれるようなことにもな

は﹁企業は今儲けが多くて笑いが止まらない︒われわれは

受けるべき利益を放乗して赤字経営を続ける︑というよう

のように︑設備能力過剰でお互いの間の協調も十分とれず︑

すべからずと云うのである︒戦後各般の様相は誠に異常す

はならぬと云うことであって︑何事も天然自然の摂理に反

い︑其の解説をしたが︑更にこれを敷術すれば無理をして

ブノーマルに︑ノーマルにはノーマルに措置すべきだとい

私は︑さきに上海に在勤した当時︑アブノーマルにはア

いのである︒

その配分をもっと多くとるためあらゆる努力をする﹂とい
う発言をしている︒今日本の企業の中には相当高収益をあ

なアブノーマルな事態は︑正さなくてはならない︒従業員

げている会社があることはもちろんである︒だが︑精糖業

が︑まじめにその仕事にいそし桑︑精糖業特有の夜間勤務

これが我煮の住んでいる文化社会︑福祉社会の出来事かと

ぎる︒超異常でもある︒毎日の新聞やテレビ一重−スにも︑

だけの現象ではなく︑政治面においても︑行政面において

耳を疑う事件が数多く提起されている︒それは単に社会面

は応じ難い︑ということではすまされないのであって︑こ
のアブノーマルな状態をなんとしても改善して利潤の生ず

までして働いているのに︑赤字経営の結果︑給与の改善に

る企業にするために努力し︑組合の言う労働条件の社会化

とが散見される︒国際貸借において黒字が永続きするとい

う予測をしながらあえて金融引締を行わざるをえないとか︑

も︑それに経済面においても︑企業面においても異常なこ

しかし︑戦後︑日本人の篭ハイタリティが相当経済発展に

らないベースアップに応ずるなぞは全く異常なことである︒

企業が赤字経営が続くに拘らず︑黒字経営の一流企業に劣

に少しでも近づく赤字販売解消の努力をしなければならな

貢献したことはいうまでもないが︑日本人の特有である過

いと思うのである︒

当競争性向も相当むだをしてきたし︑今後容易に改まるも
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このような異常はいくら七十年代は革新時代だと云っても︑
これは正しい革新ではなく︑自然の摂理に反するのである︒

この侭ではやがて破綻を生ずるのである︒物質面において
許りでなく︑精神面においても然りである︒国際貸借が黒
字であるのに金融引締を行わざるをえないのは︑その底に
異常なことがある︑天然の摂理に反するものがある︑物価
の異常な騰貴は何と云ってもインフレーションに通ずる︑

これを止防しなくてはならぬ︑と云う見方に基くものと考
えられ生産性を無視した賃銀増が︑人手不足の干係もある

支会だより

秋田支会例会

建国記念の二月十一日午後一時から︑敬愛学園の会議室で秋田支

会例会を開催︒市では﹁建国記念奉祝秋田県大会﹂が産業会館で催

ついて高橋弥太郎敬愛学園長先生の御講話を拝聴︒終って懇談︒

されていたので参集者は少数ではあったが︑﹁天皇と日本民族﹂に

１現在は文字通り昭和維新と謂われぱならない状態である︒日本

２島国の日本は四方から集った二十数種の混血児であるが古代に

稚衣食住を現状の様な姿に素早く改めた国は珍らしい︒

３Ⅱ本の皇室には︑歌聖や政治家が多くて常に国民と苦楽を共に

完全に同化している︒

あるが認めざるをえなくなったことが︑今迄考えられなか

されている︒しかし現在の日本は経済成長に酔ってゴルフ場や別荘

であろうが︑其の大きな原因となりつつあると︑残念では
った金融政策の実施を必要とするに至ったのだと思うので

を作っていてハーバード大学の様な優秀なる側民教育を忘れている︒

８東北地方の大磯鯉の時藩設の配飯所を置いて救助をしたが︑秋

秋出の政治家は考えて欲しい︒

はお粗末でも堅塁であった︒藩民は三食米飯を戴けたという仁政を

７外国では王宮を豪華にして︑旧比を威圧しているが佐竹藩の城

親を尊敬する子供は統計によれば門人中十五︑六人だけである︒

５若い人に夢がない︒ｎ分だけの目先きの利欲ばかり考えている︒

４終戦後議員の歳費は余りに多すぎる︒

ある︒異常な那態を直視し異常な措置を識ぜざるをえなく
なったのであって︑これこそ適切な措置と認められるので
ある︒所詮は経済の急速な発展から生じた各般のヒズミが
異常な現象︑不調和な世相の基因となっているのである︒

たのであるが︑我々人間社会においてはそれぞれの集りに

人類の進歩と調和をテーマとした日本万博が今日開幕され
おいて︑国において区域において更に世界全体において調
和が保持されるよう各自が各国が努力しなくてはならぬ︒

工大臣賞を萩原が戴いた︒﹁秋田の出品には優れた技術の外に温翠

９全国指物技能跳技会で五城目の石井氏は︑総理大臣賞を得︑商

田藩には難民は殆んどなかったと詔うことである︒

ところの御互の生活の安定と向上につながりうると思うの

がある﹂との講評であった︒かくて午後四時過ぎ散会︒︵武藤記︶

それでこそ初めて我々がこの世に生をうけたことに値する
である︒︵本会勝率明治製職社挺︶
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現代と道徳
ｌ高座の科学文明社会に生きる道Ｉ

因するのではなく︑神と動物との中間的存在であり精神と

る傾きがある︒このことはひとり科学文明の発達の糸に起

重︑人間尊重を基本精神とする民主主義も定着しがたいし︑

（12）

中川武夫
︑近年︑科学︑技術が著るしく進歩し︑物質文化が急速に

の本来の姿を見失わせ︑人間本来の生き方を忘れさせてい

進展して︑社会生活はその様相を一変しつつある︒すなわ

文化の発達がその一原因となっていることも見逃がせない︒

えられるが︑十分な精神文化の発達を伴わないままの物質

発達は︑ひとり日常生活に利便をあたえているばかりでな

このように人間がその本来の姿を見失ない︑無自覚的︑

自然との統一的存在である︒人間の本性にもとづくとも考

く︑しだいにわれわれの社会生活圏を拡大させている︒今

感覚的︑自然的な一面に頚落しているところでは︑科学︑

ち︑われわれの日常生活は物質的には高度に文化的となり︑

つという感を如実に抱かざるを得ないようになっている︒

では地球の距離が極度怪縮小されて︑われわれは世界は一

もたらす否定的な面も多いようである︒物質文化︑機械文

平和な一つの世界の実現も困難である︒またこうした社会

る︒多くの無自覚的な人間からなる社会にあっては人格尊

明の発達は人間自身をも物質化︑自然化︑機械化して︑そ

しかしこうした文明のもたらす利福の反面には︑それが

技術の進歩はかえって人類を不幸にする可能性をもってい

驚くほどに便利になっている︒とりわけ交通︑通信機関の

￨

要になる︒想うに科学︑技術そのものは︑決して悪いもの

進歩した生きる人間の道としての道徳についての考察が必

を生きるよう努力しなければならない︒そこに科学文明の

ともに︑その弊害を除去して︑真の人間としての幸福な生

技術の発達を促進し︑その利福を亨受するようつとめると

このように考えると︑われわれは今後もますます科学︑

て人々に人類を破滅に導く戦争の恐れをさえ抱かせている︒

原因となることが多く特に強力な科学兵器の発達を促進し

における科学技術の進歩はしばしば不幸な事故や公害等の

世界にも道徳は存在しない︒

世界にのみ道徳が成立するのである︒神の世界にも自然の

在として︑自己を自覚する存在であるところから︑人間の

あろう︒人間はこのような存在であり︑またこのような存

社会的共同的存在であることは一般に認められるところて

在であり︑また人は社会的動物であるといわれるように︑

かいわれるように︑それは精神と自然との全体的統一的存

理性的動物であるとか︑神と動物との中間的存在であると

自覚の内容は必ずしも一様ではあり得ない︒しかし人間は

んで︑いな︑その根底にこれを支えるものとしての道徳が

後もますます進展させられなければならないが︑これと並

徳にあるのである︒このように考えること科学︑技術は今

技術そのものにではなく︑人間の生活のあり方としての道

る人間の態度に善︑悪が生ずる︒したがって問題は科学︑

道徳ではない︒真の道徳はこうした慣習態か破綻し無自覚

は道徳の悩習態無自覚態Ⅱ常態などと呼ばれるもので真の

はいい得ない︒客観的な規範に無自覚的に従がう道徳生活

でないことはもとより︑容観的な道徳や法も道徳の本来と

て社会の秩序を維持しているに過ぎない︒習俗が真の道徳

や既成の客観的な道徳や法に無自覚的︑無反省的に従がっ

意味での道徳は成立しない︒彼等にあっては︑世間の習俗

しかし︑本来性を喪失した︑Ⅱ常的人間にあっては真の

確立されなければならない︒そして︑そのためには現代社

的な道徳生活が突破されるところに成り立つと考えられる︒

的自己に高まるのであり︑そこに本来の道徳が生誕する︒

匹 ユ 写 ノ

ではない︒科学︑技術にかかわり︑またその成果を利用す

徳について反省する必要がある︒

会に生きる人間の本来を自覚し︑その生きる道としての道

現代社会においては︑人間はその本来性を喪失しがちで

既に述べたように人間は精神と自然との統一︑神と動物と

道徳の慣習態が破綻するところに無自覚的な自己が自覚

あることは既に述べたが︑これはいいかえれば人間がその

った存在である︒これを道徳の問題に直接していうならば︑

の中間的存在であり︑このような相反する二面を同時にも

一一

ように自覚するかは必ずしも容易なことではないし︑また

日常性に堕しているということである︒人間の本来をどの

rl気1

ぶことのできる二つの自我を統一的にもっている︒大我と

人間は社会的︑利他的な自己と個人的︑利己的な自己と呼

して︑真実の道徳を創造するよう努めなければならない︒

にわれわれは右に述べた道徳の慣習態無自覚態を突破超越

一一一

道徳は広︑狭二我の対立を通して︑自覚的に生きるとこ

小我広我と狭我との二面ということもできよう︒前者は広
く社会的︑共同的意志に生きるものであり︑後者は狭く個

ろに創造されると考えられるが︑それは全くの無からの自

して歴史的な社会の現実に即して創造される︒現代の道徳

由な創造ではあり得ない︒道徳は人間の社会生活の規範と

は現代社会の状況に即し︑また現代の社会にゑられる習俗

は性格が相反する対立的なものであるが︑無目覚的な日常
的人間においては両者は自然に統一を保っている︒ところ

や客観的な道徳を媒介として創造されなければならない︒

人的な窓意に生きるものであるといえる︒この二つの自我

が時として︑個人的な窓意の発動を契機として︑これに反

しかし今ここに︑現代社会の特質とこれにもとづく道徳に

ついて評論する余裕はないから︑現代社会は民主主義の実

て対立葛藤を起すようになる︒このことによって無自覚的

現をめざす社会であるという観点から︑その道徳の基調を

する社会的自己が撞頭し︑二つの自己が自我の内面におい

とする︒そこに真の道徳が生誕すると考えられる︒二つの

した生活を余儀なくされるという観点から︑道徳の技術化

なすと考えられる︒民主主義の精神と︑現代社会は機械化

自己は自覚的自己に進み︑自覚的に社会的意志に生きよう

のは道徳の慣習態川常態であって真の道徳ではない︒道徳

というのは単に政治上の民主主義をいうのではなく︑広く

現代は民主主義の時代であるといえる︒ここで民主主義

の必要とに限って簡単に考察することにしよう︒

自己の対立のないままに︑自然に社会的意志に生きている
の無自覚態︑慣習態が破綻し︑自覚的に社会的意志に生き

これらを批判︑検討し自覚をもって社会的に生きようとす

覚的︑無反省的に習俗や客観的な道徳に従がうのではなく︑

人格尊重を基本とする生活のしかた︵画一署昌○匡号︶共同

社会生活の一様式をいう︒キル︒︿トリックのいうように︑

ようとするところに真の道徳が生誕する︒換言すれば無自

るところに︑自己の生きる道としての道徳が創造されるの

生活の一性質︵

︵宕島ご○辱一暁○昌一房︹ニヨご巴を意味す

る︒それは近世における人間中心主義︑換言すれば個人主

こうして広義の民主主義は個食の人間︑人格を尊重するこ

義自由主義︑理性主義にもとづく︑近代の民主主義である︒

にもとづいて自由に生きる道徳的自己である︒

現代は人々を機械化し︑大衆化して︑個人がその自覚に

である︒道徳創造の主体は自覚的な自己であり︑道徳意識

生きることを妨げ︑真の道徳の創造を困難にしているだけ
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とを基本精神とする社会生活のしかたであり︑個冷の個人

し︑真実の自我に生きるよう努力しなければならない︒

なく現代社会の現実に生きる自己自身を根本的に反省自覚

反省的︑自党的なものでなければならないとし︑現代に生

習態であり︑真の道徳はこの慣習態の破綻によって生ずる

われわれはさきに客観的な規範に盲従するのは道徳の慣

四

の権利︑平等︑責任を重視すること︑共同の福祉をめざし
ての協力を重んずること︑暴力を斥け知性を尊重すること︑

現代の民主的な社会に生きるわれわれは︑すべての社会生

討議の自由を重んずることなどを原理とするものである︒

活にわたって︑これらの諸原理を具体的な生活のうちに具

真の自由にもとずく描一徳を創造すべきであるとした︒しか

しこれとは一見矛盾するようであるが︑現代の社会は機械

きるわれわれは無自覚的な機械的存在となることをやめ︑

目的に生きることができるようにするとともに社会共同の

的な生活を余儀なくされている社会であるという汎実から

ち自他の人間性を尊重して︑すべての人々がおのおのその
目的が実況されなければならない︒これが民主的社会に生

考えるとわれわれはこうした機械的生活を円滑にすること

現するよう︑自己の生を創造しなければならない︒すなわ

きる人間の岐高理想ともいうべきものでこれが実現される

のできる機械的存在とならなければならないという一面が

考えられる︒換言すれば真の道徳は反省的なものであるが︑

ためには自他ともに知性を十分に駆使する必要がある︒

科学︑技術の進歩によって世界の距離は縮小され︑世界

類共同の福祉の実現をめざして︑協力するという民主主義

民族相互に尊敬し会い︑互の権利や責任を重んじ︑世界人

なければならない︒すなわち大国︑小民族をⅢわず︑国家

も︑枇界︑人類全体にわたって︑民主主義の精神が浸透し

覚的でなければならないが︑さらばといって︑生活行動の

従っている場合である︒われわれは行為の主体として︑自

実現する習慣を形成することによって︑無批判的にこれに

他はかつては自覚的自己の創造した規範であるが︑これを

全く与えられた規範に無批判的に従っている場合であり︑

道徳の慣習態にも二様の区別ができるようである︒一は

れなければならないということである︒

の原理の塊実化につとめなければならない︒このように世

現代の社会においては慣習的道徳︑道徳の慣習態も重視さ

界に民主主義を実現するためにはまず自国自民族の自覚に

いであろうしまたその必要もない︒いな今ｕのような機械

すべてにわたって常に自覚的︑反省的であることはできな

は一つの感を深めているにもかかわらず︑一方では世界の

生きることてある︒また広く社会生活のすべてにわたって︑

平和が妨げられているという現代の状況を克服するために

民主主義の原理を実現するためには︑自己を喪失すること
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感趣認入江相政先生への謝詞
入江相政先生には弘道歌壇の選者
として割出知巳庵主事の後をうけて

い無反省的︑機械的であっても︑社会生活を円滑に︑能率

化また大衆化を余儀なくされる社会生活においては︑たと

的に進めることが要求される︒とりわけ日常生活の一般的

基本的な行動においては︑積極的にも︑機械的に︑円滑に

進められることが望ましいと考えられる︒都市庭おける交

内面性よりもむしろ外面的な行動及びその結果を重視する︒

・叩︑・・恥．認皇．︑●魂︲．●錘︒叩謹雰興覇郡窮露

道徳は本来︑内面的心術に関するものであるが︑一方で

通機関の利用︑道路の歩行などその適例である︒

は社会生活を維持し︑人をの社会生活を幸福にするための

行動が適正で︑自他の生活を幸福にすることがたいせつで

生活技術でもあると考えられる︒生活技術としての道徳は

ねてからご迷惑とは存じながらご無理なお願いを今日までお許

閥●調●湖●淵口謂●鍔●鞘・勤群然需沸舘●然誤蝿﹄．

十余年に亘ってご指導下さいました
のに今回侍従長ご就任で宮務ご多端
のためご覧頂けなくなりましたこと

し下さいましたことは侃えに先生の木歌壇によせる並をならぬ

によって磨かれるが︑生活の技術としての道徳も内面的な

ある︒技術は一般に学問に裏づけられた技能であり︑修練

は誠に残念なことでございます︒か

は過分の幸運と深く感謝申し上げる次第であります︒先生の移

ご理解とご厚情の賜でありましてささやかな本誌にとりまして
り行く風物を初め人の心の奥底にまで立ち入っての軽妙酒脱の

としての道徳であるといえよう︒こうした修練によって習

反省に出発する行為の修練によって習慣化せられた慣習態

面であると思われる︒︵東京学芸大学教授︶

余儀なくされている現代社会の道徳生活における必要な一

範は︑機械的に確実に︑実践できることが︑機械的生活を

まくやって行くための生活技術として︑要求される生活規

現するために必要な日常生活の技術︑日常の社会生活をう

人の幸福とともに︑社会共同の福祉︑世界人類の平和を実

行使することが現代の道徳生活においては必要である︒個

慣化せられ機械化せられた生活技術を正確︑迅速︑適正に

随筆は会員各位のご承知の通りであり︑また書道ではつとめて

市中をお歩きになり特色の看板の文字も書き留められるご執
心︑寄席などでの高笑であたりを驚かすという庶民的の明朗淵
達さに︑加えて内外人の応待に自らなる風格を備えておられ︑

一七五センチのご長身の先生は﹁あるかないかの大気のような
明を要する宇宙時代の今日︑先生には今後益々そのお力を国の

存在﹂と常々仰せられておられるのですが︑いよいよ大気の清
内外に発揮されますようお祈り申し上げて御礼の言葉に代えた

いと存じます︒︑︵渡辺正男︶
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道徳の復興︵二十三︶

文明とは何か
ｌ西郷南洲の遺訓Ｉ

木下広居

﹁西洋は野蛮だ﹂

西郷は︑もう一度︑

と繰りかえした︒相手は︑

﹁そんなに︑いわれるならば︑その理由をいって下さい﹂

といった︒それに対して西郷は︑

﹁本当に西洋諸国が文明国ならば︑後進国家に対しては

慈愛を本とし︑親切に話してきかせなければならぬ︒そう

いう指導をしないで︑残忍なことを平気でやっている︒何

して︑結局は︑西洋諸国の利益になるからしているのだ︒

かといえば︑すぐ戦争を仕かけて相手を皆殺しにする︒そ

一︑西洋は野蛮

そういう道に背くことをするから野蛮国だ﹂

といったら︑相手は返答ができなかった︒

西郷によると︑文明というのは︑﹁道があまねく行なわ
れるのを︑ほめる言葉だ︒宮殿の建物が立派であるとか︑

西郷は明治初年から流行した﹁富国強兵﹂主義に反対だっ

二︑政治は天道を行なうこと

ほど大きい．国民生活かぱなやかだ︑ｌそんなことでは

スを負かしたのを見て︑富国強兵を目標にした︒そのため

た︒日本では一八七○年︵明治三年︶にプロシャがフラン

人民が皆︑美しい着物をきている︒官庁の建築が見上げる

をそろえて文明になったといっている︒本当に文明になっ

人を喜こばした︑というようなことがあっても︑全く価値

時的に︑ある部分において成功したとか利益を得たとか︑

か︑が第一の問迦だ︒もし︑天道に反するものならば︑一

は天道を行なうものだ︒それが天道に合致しているかどう

西郷はこれに対して異議を唱えた︒西郷によると︑政治

国強兵主義だった︒

には︑どんなことをしてもいい︒すべてを犠牲にしての富

ない︒明治になってから外国の文物が輸入されて来て︑口

﹁道が︑あまねく行なわれる﹂のが文明だ︒だから︑﹁道

たのか︒それが問題だ﹂といったのが西郷だった︒
に北月いて いる西洋は文明ではなくて野蛮だ︒その西洋を猿

まねして ︑堕落しているのは︑最も低級だ︒
西郷が ︑﹁西洋は野蛮だ﹂といった︒或る人が︑

︑西洋は文明です﹂
や

と主張した︒

司
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｜

￨
い

がない︑ということだ︒それは政治とはいえない︒

国際政治や外交でも︑おくれている国︑弱い国民に対し

る改革の意欲も見られない︒それでは革命の危険がある︑

といわねばならぬ︒大学や高校の騒動も︑おさまらぬ︒

行を正しくし︑蛎蓉を戒め︑節倹に勉め︑人民が指導者の

三︑私を営む者

労苦を気の毒に思うぐらいでなければならぬ︒しかるによ

人民を指導する立場にある者は︑自分の行動を慎み︑品

主性を尊重しなければならぬ︒おどかしたり圧迫したり︑

ては思いやりの心持で接しなければならぬ︒その向上発展

殺したりするようなことは許されない︒目標は︑その国の

を飾り︑衣服を競争し︑美容・蓄財に懸命であれば︑維新

うやく新しい国家体制を作ろうとする今日において︑家屋

を援助する必要がある︒しかし︑その場合︑その伝統と自

上の利権を獲得することではない︒

この気持は横山安武の死諌について西郷が書いた碑文に

目がない︑といって涙を流していた西郷だった︒

の大業も成功しない︒戊辰の戦いで戦死した者に対して面

利益であって︑強国が︑それに干渉することによって貿易
同様に︑国内政治においても︑﹁天道﹂を行ない︑実現
せんとするのが政治だ︒政治家には︑少しでも﹁私﹂があ
ってはならぬ︒公平な心を持って︑正しい道をふむ必要が

に対しては︑普通の人がいえないようなことをいって︑い

な人柄で親孝行であり︑他人の世話もよくした︒また君主

﹁横川安武は森有恕の第四子だ︵文柑有礼の実兄︶忠実

ある︒それでなければ︑政治とはいわれない︒そのために
は︑最も適当な人を議員に選んで政治をやらせるにある︒

は︑広く全国から賢人を選挙しなければならぬ︒Ｊ天意﹂

さめた︒これ柔な︑忠愛の心から発している︒君側に在る

現われている︒それによると︑

しかに︑選挙が正当に行なれていない︑ということについ

ｌそれ諏鞭全くできていないところＥ悩みが患る．た

こと十余年︑因習旧弊を排し︑下情を上達した︒英艦が鹿

を与えた︒安武はこの金を夜暗くなってからひそかに焼け

ては日本国中︑誰も異論はないだろう︒ところが︑ほとん

出された貧乏人に分配した︒金をもらった人々はどういう

ど﹁こういう風にして改めよう︒現在のままではダメだ何
日本では︑清潔な選挙をしたり︑政治を浄化することは見

の家も焼けた︒藩主は安武多年の功労を思い多隼額の見舞金

込寒がない︒百年ぐらい待たなければ︑どうにもなるまい︑

あがって喜んだ︒ところで安武が死んでから︑親戚の者が

わけか分からなかったが︑とにかく神様の賜りものと蹄り

児島港を砲撃した時は︑人家数百に火災が起こった︒安武

といっている人が多いようだ︑言葉を変えていえば︑Ⅱ本

とかしよう﹂ということすら︑いわなくな霧た︒ｌもう

の政治には絶望している︑ということだ︒浄化しようとす
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丈夫玉砕瓦全を塊づ︒一家の巡覗人知るや否や︒児孫のた

四︑児孫のために美田を買わず

めに美田を買わず﹂という詩を見せて︑﹁もしこの詩に反

ある時︑西郷は︑﹁幾たびか辛酸をへて志はじめて堅し︒

利益も名誉も考えなかった︒それは彼の至誠に発したこと

するようなことをしたら︑西郷を見棄てくれ﹂といった︒

彼の日記を調べてゑると︑神様からの賜物と思われた金は︑

だった︒安武は東京に留学したが︑朝廷の百官が遊蕩蛎箸

美田を闘わずというのは財産︑会社︑邸宅などを子孫に

安武のやったことだということが判明した︒安武は自分の

を極めていることを見て驚いた︒そういう風では汚職や腐

残さない︑ということだ︒ところが当時の大官は賛沢な生

活をして大邸宅や別荘を椎えていたのが多い︒西郷は郷里

の非難が大きかった︒しかし︑為政者は少しも︑反省の様
子がなかった︒安武は大いに憤慨して︑何とかして政界を

敗で︑政治が信川されなくなる︒当然のことながら︑世論

浄化しなければならぬ︑と思った︒そして︑少しぐらい諌

昔から政治が悪くなる時は︑いつでも税金が高くなる︒

に学校を作っただけだった︒

は︑自分の死によって諌めるほかはない︒自分の死によっ

言しても︑耳を傾ける者は無さそうに見えた︒こうなって

は取らない︒つまり︑金持も推力者も一つになって人民を

それも一般人比からは沢山収りあげて︑金持や椎力者から

現在行なわれていることで蚊も悪いことを十ヵ条に誤いて

とするこれが悪い政治の根本だ︒

搾取する政治をする︒為政者が財産をためて子孫に残そう

て反省を求めよう︑と決心した︒それで︑諌言害を作り︑

集議院の門扉にはさみ︑津軽邸の門前で割腹した︒これは

国力を養うことが必要だが︑それには︑税を安くしなけ

ればならぬ︒人民の生活をゆたかにして︑はじめて国力が

実に明治七年七〃十六Ⅲの夜のことだ︒あけ方になって︑

門番が扉を開くと︑切腹している男がいる︒誰だ︑ときけ

ある︑といえる︒収入の多い者︑土地成金や株でもうけた

る必要がある︒しかるに︑﹁取りやすいところから︑いく

者︑働かないで金もうけをしているようなのから取り立て

いうことが通じた︒さっそく集議院に人をやって聞かせる

らでも取る﹂という方針では︑不公平だ︒必らず不平分子

た息があった︒かすかに︑錐議院に諌言書を差出した︑と
と︑その通りのものがあったので政府に届けた︑という︒

が多くなって︑世の中が乱れるもとになる︒これが西郷の

ば︑薩摩の人だという︒助け起こして邸内に入れたが︑ま

それを安武に伝えると︑安心して息を引きとった︒これを

意見だった︒

なるほど︑国家の仕事は多くなった︒金がかかる︒しか

世間の人が知って︑感動し︑多少は腐敗分子を反省させる
ことができたらしい﹂
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ぬものだ︒どうしても国家がやらねばならぬものかどうか︒

し︑その仕事は皆人民が出す税金でまかなわなくてはなら

うに大切だ﹂とした︒インドからイギリス帝国主義を排斥

事だ﹂といった︒ネール︵ｚ⑦胃二︶は﹁手段は目的と同じよ

インドの聖雄ガンディー︵の色目︵言︶は︑﹁手段は目的より大

範囲で国家の仕事をきめるべきだ︒一般に国家の手でやる

治家の手が︑うしろにまわる恐れがある︑などときくと︑

ことはない︒検察庁に対して指揮権を発動しなければ︑政

日本の現在ほど︑民主的な公明正大な政治の要求される

を採用しなければならぬ︑といったのだ︒

して民主政治を建設するには︑暴力でなく︑民主的な手段

民間にやらせていいものがないか︒これを常に考えなけれ
ばならぬ︒

と︑恐ろしく人件費が多く︑能率が悪い︒ムダが多い︒官

人民を苦しめずに取れる税金というものをきめて︑その

僚主義は人民の膏血を絞ることになっていないか︒常備の

情なくなる︒人民の監視が必要だ︒

思っているのが多い︒そして︑当選のためには手段を択ば

は﹁政治屋﹂だ︒政治を︑金もうけのできる商売ぐらいに︑

政治家なんという上等の言葉は使いたくない︒だいたい

兵数も会計上の制限がなくてはならぬ︒厳重な会計上の監
現在の政治を見ていると︑危なっかしくて仕方がない︒

督のもとに置く必要があるといったのだ︒

こないだの総選挙でも︑十億円も使って当選した︑という

ず︑どんなに︑きたないことでもする根性だ︒

の可能を実証しなければならぬ︒

︵本会理事専大教授︶

不可能と考えた学生が革命的暴力に走るのだ︒我々は改革

るのか︒政界の腐敗を治療する方法はないか︒その改革が

いつになったら日本は﹁天道﹂を行なう﹁文明国﹂にな

ウワサの新人がいる︒そんなカネを琴くうまいて︑政治がよ

くなると思っているのだろうか︒政治は﹁道﹂を行ない︑
﹁天道﹂を実現するためではないのか︒

﹁いや︑私は昭和維新のため︑真の民主主義という理想
を実現するためにカネを今くうまいたのです﹂というかも知

れない︒しかし︑民主主義というのは︑人民の一人一人を
尊重することだ︒それぞれの人格と思想と判断を尊重する
ではない︒当選という目的のためには︑どんなにカネを使

ためには︑言論と説得以外のものカネの威力を見せるべき
ってもいい︑というのか︒民主主義という目的を達成する
ために︑民主主義に反することをしていい︑というのか︒

（20〕

西村茂樹翁の眼に映じた

明治維新の功臣像

片山清一
明治維新の功臣の分類
﹁忠誠の臣﹂と﹁功名の臣﹂

西村先生が︑明治二十七年に書かれた﹁国家道徳論﹂の

ｉｌＩ

凡そ人臣には︑忠誠の臣あり︑功名の臣あり︒功名の

﹁百官﹂の部に︑次のように述べておられる︒

一︑国政はただ智術だけで十分になし得られるものであっ

あげる︒

て︑教化とか徳化といったことを少しも考えていない︒

素行が悪いと言っても︑国民はあえて︑これを非難しよ

二︑功臣たちは︑もちろん維新の功労があったのだから︑

素行を改めようとしない︒上がこのような状態だから︑

うとはしない︒そのために︑よい気になって功臣たちは

のが多い︒たとえば︑

下の役人までがそれにならって︑道徳を無川と考えるも

①色欲のために家庭に風波の絶えないもの

②賄賂のために職を汚すもの︵以上の二つが雌も多い︶

③法律を悪用して私的に商売をやるもの︵とくに投機

をする者が多い︶

④賭博に類する遊びをやるもの

﹁官人道徳の衰頚︑実に言うに忍びざるものあり︒此の

に追従笑いをするもの

⑤私腹をこやすために︑国民の前で威張ったり︑上役

如きは︑国民の志気を腐敗し︑社会の風俗を悪くし︑つい

臣に望むに忠誠の邪を以てすべからず︒維新の功臣は大
ども︑要路に立つ者は常に功名の臣なり︒︵傍線ｌ筆者︶

抵功名の臣なり︒︵その中に忠誠の臣なきにあらざれ

に国脈の短縮を促すものなり﹂と西村先生が歎かれる︒

だが︑このような官吏の道徳の低下は︑官吏その人の罪

西村先生の見方をもってすれば︑明治維新の功臣という

政治の根元道徳に在ることを知らず︒ただ法律と智術とを

れる︒﹁維新の元勲の諸公は多くは功名の臣なるをもって︑

だけではない︒実はその大本が濁っているからだと断定さ

では忠誠がないという功臣たちというのはどのような行

ｚ︾Ｏ

のは︑そのほとんどが忠誠心のない者たちだというのであ

為において︑そうなのであるか︒西村先生は︑次の諸点を
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I

もって国家を治むくしと言い︑専らこれを行うこと十数年︑
今に至りてなお良善の効果を見ず﹂という有様である︒
西村先生は︑儒教の徳治思想に深く傾倒されていたので︑

西洋風の法治主義的なやり方に対して強い反感を抱かれた
のであろうが︑それよりも︑為政者の私行の乱れを烈しく
非難されたようである︒

では︑維新の功臣というのはどういう人たちを指すので
あろうか︒

王政維新の功は︑薩長第一にして︑土佐これに次ぐ︒
肥前またこれに次ぐ︒然れば薩長の士専ら政権を握り︑

と警告する︒

伊藤博文の施政と人物

一功名の臣﹂の模範的人物ｌ

西村先生が批判する明治維新の功臣中︑その筆頭にあげ

られる人は︑伊藤博文であろう︒

かれは人臣の巌高職である︑内閣総理大臣に最初に就い

た人物であり西村先生のいわゆる﹁維新の功臣﹂中のトッ

しかし西村先生は︑伊藤博文の人物一評を単的におこなっ

プ人物である︒

い批判が渦まいていたのであろうが︑決してズバリと評価

を下さず︑抽象的にか︑あるいは遠廻しに表現したにすぎ

ていない︒恐らく西村先生の胸中には︑博文に対する烈し

なかった︒﹁往事録﹂や﹁記憶録﹂を見ても︑博文と面と

ることにして︑敢て四藩の専檀というべからざるなり︒

薩長土肥の四藩の士が︑明治の功臣となったことは当然

土肥の士これに次げるは︑古今の事例に徴して︑明かな

のこととして認めた西村先生は︑その後の政局担当の態度

に至れり︒政府もし早く察して︑自ら引退することを知

閥政府をもってし︑以てこれを革除せんことを公言する

に至りては︑国民頗る四藩士の政を厭い︑名づくるに藩

の間良政多しといえども︑悪政もまた少なからず︒近年

た︒当時文部大臣であった森有礼は︑これを読んで賛成し

稿を印刷に付して︑伊藤博文以下大臣諸公や知人に配布し

本の道徳を高揚すべきことを演説したのであるが︑その原

誠義室において︑明治十年代後期の欧化主義を批判し︑日

明治十九年十二月十一︑十七︑二十六の三日間帝国大学の

その第一は﹁日本道徳論﹂の出版に関する事件である︒

か衝突したことについて述べられている︒

向いあって対談し合ったことは出ていないが︑両人は幾度

らず︑永く藩閥の富貴を維持せんと欲するときは︑第一

たあげく︑中学校以上の道徳の教科書にしたいとまで言っ

四藩の士︑政を専らにすること︑ここに二十七年︑そ

を見て︑まことにあきたらなく思ったのであろう︒

ことあるべし︒

は国家のため︑第二は自己のために意外の不利を生ずる
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を誹誘し︑政事の進路を阻害するものとなし︑﹂︵往事録一九

たのであるが︑伊藤博文は﹁此書を読みて大に怒り︑新政
が見川される︒

所に︑伊藤博文の施政と人物とを目標として批判した文章

明治二十七年に書かれた﹁国家道徳論﹂の所論のいたる

西村先生は︑それでは精神が貫通したものにならないと言

文を削って出版してはどうかという忠告をおこなったが︑

んか︶もし宮内大臣たるもの︑内閣の願使を受けて︑独

ば︑外形は全く此の如しといえども︑その実は如何あら

干渉を受くべきものにあらず︒︵今日官制をもって見れ

宮内省は直ちに皇室に属するものなれば︑決して内閣の

先ず内閣と宮内省との界限を明白にせざるべからず︒

四頁︶森文部大臣に対して︑きびしい詰川をおこなった︒

って︑絶版する旨を伝えた︒︵のち森のいうようにして出

立の志操なく︑宮内の官人の進退までも︑内閣にて指揮

森としても︑伊藤から詰川されたので止むなく新政批判の

版されることになった︒︶この時の西村先生の胸中は察する

二一頁︶

この文章と往事録の記載とを対照すれば︑明らかに伊藤

と言うべからず︵泊翁叢書三○

するようにては︑あるいは皇室の威厳に関するの事なし

に余りがあったものと考えられる︒

第二の事件は︑華族女学校長の罷免にまつわることであ

博文のやり方に対する批判であることが明らかになるであ

る︒西村先生は︑明治二十一年七月十三Ⅲ︑宮内大臣より
華族女学校長に任ぜられた︒そして明治二十六年十一Ⅲま

い︒

ロ自分自身を節制して︑放蕩蓉修の行為をしてはならな

処し︑少しも私利を謀る心があってはならない︒

日公私の別を明らかにし︑何事も公正の心をもって事を

ならないと論じておられる︒

さらに大臣たるの器は︑次のような条件を具えなくては

ろう︒

で︑華族の娘たちの教育に当り︑欧風一辺倒を改め︑日本
式な要素を加味して教育に努力した︒ところが︑その月の
二十二日︑突如として校長をやめるように宮内大臣から申
し渡された︒西村先生は﹁往事録﹂の中で
余は女学校長となりて以来︑自ら過失を犯したる事な
し︑何の故なるかを知らず：⁝・これには何かの子細のあ
ることならん︵同上書二三八頁︶

さ︑さらに時勢を察する智見とをもたなくてはならない︒

白大事に臨んで︑動揺しない落着きと事変に応じる機敏

は宮内省をおおいありしをもって︑余の免官は総理大臣の

この第一と︑第二の条件については︑西村先生は︑胸中

﹁この時︑伊藤博文氏は内閣総理大臣なれども︑その勢力

と疑いをもって︑その事情を調べたらしい︒そして結局

意向に出しことを知る﹂︵同上書三三九頁︶となっている︒
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れる︒だから前掲のように﹁維新の元勲の諸公は︑多くは

たしかに伊藤博文を目標にしていたのではないかと考えら

う噂話が拡がったことで︑森文相不敬論かもちあがったの

むくしと言い︑専らこれを行うこと十数年︑今に至るもな

氏は元来暴落の気象にして︑区々たる細事に拘泥せざる

士なりという者多し︒然れどもこれ大なる謬見なり︒森

世人︑往々森氏をもって直ちに不敬者とし︑西野を忠

であるが︑西村先生は次のように弁明しておられる︒

お良善の効果を見﹂ない︵泊翁叢書二一頁︶のである︒問

功名の臣なるをもって︑唯法律と智術とをもって国家を治

題は不道徳者であり︑道徳の大切なことを知らない者が︑

しかも知れず︒然れども︑元来決して神明を侮辱する人

人なり︒しかれば世に伝うるが如き事は︑あるいはあり

る者にあらず︒世間往々森氏をもって︑耶蘇教信者なり

にあらず︒尊皇愛国の精神に至りては︑決して他人に劣

為政の衝に当っているからであると考えられたのである︒

森有礼の人物と友情

といい︑あるいは本邦の典礼を破壊する者なりといいお

りし所なるをもって︑種為の事を附合して重罪になした

一頭地を抜く傑出の人物ｌ
森有礼は︑明治十八年十二月︑わが国にはじめて内閣制

といえり︒⁝．：西野の狂愚は本より論ずるに足らずとい

るものにして︑その元は神官の言に出でたりしことなり

の至りと言うべし︒森氏の事につきては︑後の文部大臣

えども︑世間にこれに同情を表する者あるは︑実に無識

になった人であることは︑周知のことである︒伊藤博文が︑

西村先生が嫌いであったように︑西村先生も伊藤博文が大

度ができて︑内閣総理大臣伊藤博文の下で︑初代文部大臣

嫌いであったであろうことは︑上述の通りであるが︑その

いうべし︒︵記憶録一五三

たりし井上毅氏書を作りて︑その亮を弁ず︑至当の論と

このように森の死を歎いているのは︑西村先生にとって︑

四頁︶

は︑大きな尊敬と友誼とをもっていた︒

伊藤の下で文部大臣となった森有礼に対しては︑西村先生
森は︑明治二十二年二月十一日の憲法発布の式典のおこ
なわれる朝︑自宅の玄関で︑山口県人西野文太郎に出刃庖

そもそも西村先生は森有礼を知ったのは︑明治六年の春︑

森有礼は文字通り﹁己を知る﹂知己であったからである︒

を申し込まれたことによるのである︒森は︑﹁日本の学者

森がアメリカの弁理公使を辞して帰国した後︑森より面会

丁で腹をさされ︑その翌朝死去したのであるが︑その犯人
西野は全くの誤解による森への憎悪心であったことを西村

はそれぞれ孤立して勉強しているが︑互に共同して学術を

先生は﹁記憶録﹂の中でくわしく述べておられる︒森文相
は︑伊勢神宮に参拝した時︑ステッキでみすをあげたとい
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ではないか︒その上また日本の道徳は低下してしまってい

学ぶことがない︒これでは国家社会に貢献する一所が少いの

先生のために陳弁したのは︑森文相であった︒﹁往事録﹂

本道徳論﹂が物議をかもし︑伊藤が激怒した際には︑西村

とが伺われよう︒さらに伊藤博文の所で述べたように︑﹁日

には﹁森氏の語気を察するに︑総理大臣に対して︑頗るこ

る︒﹂と述べて︑学会を組織し︑道徳の向上をはかることを

提案して︑西村先生の賛同を求めたのであった︒西村先生

の書のために弁解したるものの如し﹂と記している︒

するようになったのであった︒伊藤博文のような道徳を知

結局森の勧めによって一訂正加筆して﹁日本道徳論﹂を公刊

また一度は絶版にしようと決意した西村先生であづたが︑

の往事録の記載によると﹁これを救済するは︑老学士を措

に賛成して︑ついた明六社を組織することになったわけで

ある︒西村先生は︑それこそ知己を得たものと喜び︑これ

らないものがおこなう施政の中で︑森有礼の存在は︑西村

きて他にあるべからず﹂と述べて︑その協力を願ったので

あった︒

ろう︒そういう信頼をもった森が︑素性もわからない西野

先生にとって︑いわば暗黒の中の光とさえ映じたことであ

きと憤りとは︑如何ばかりであったかは︑察するに余りが

某というような人間に暗殺されたのである︒西村先生の歎

このような中であったため︑西村先生は森を信頼し︑森

ラ﹂紳士であったのに対して︑西村先生は英開の両語に通

はすでに長く外国にあって近代文明に接してきたヌイヵ

をのせているのは︑その胸中おさえ難いものがあったから

ある︒記憶録の中に︑わざわざ﹁森氏の柚死﹂という一文

もまた西村先生を信頼して︑終生変ることはなかった︒森

じるとはいえ︑儒教精神という鍔ハックポーンをもつ封建武

材幹︑他の大臣の及ぶところにあらず︒まことに国家必

森氏は︑実に政事家中︑傑出の人物にして︑その器局

であろう︒西村先生は

士であった︒だがこの両人には︑こうした違いを超える友
情と信頼とが流れていた︒

を改革する意図をもって︑西村先生に︑大学総理に就任す

刺殺したるはその罪︑甚大なりというべし︒

要の人材なりしを︑西野氏一時の迷信をもって︑これを

明治十九年二月︑文部大臣の職にあった森は︑帝国大学

ていたが︑これを断行するとなると︑文部大臣の相当な決

と述べておられる︵本会理事目白学園短大教授︶

るよう内意をたずねた︒西村先生は大学改革の腹案をもっ
断を必要とすることを述べ︑そこまでやることは目下の状
況では無理だとし︑そのすすめを断わることになった︒こ
のいきさつを考えても︑この両人には深い信頼があったこ

（25）

新 し い 家 庭 教 育

四知能を高める家庭教育︵２︶

らかせなければならない結果です︒

自ら工夫し︑熱中してやることが大切に

なってきます︒そのために︑意欲がともな

しいものから︑しだいにむずかしいもの複

わなければなりませんから︑はじめはやさ

三歳までの子ども

は︑運動や身体的体験から︑神経回路ので

わたしはさきに︑二

八歳頃から

はしだいに︑精神的なものが回路形成のき

雑な問題解決へと進ませることが大切にな

きることを話しましたが︑七

ります︒

やがて︑自ら興味をもって︑精神を集中

っかけとなってきます︒いままでの心理学

じるしく伸び進詮ます︒

してやるようになると︑知能も才能もいち

でこの年代は精神我の芽ばえであることが︑

よって︑わかっていました︒それが最近の

﹁公園の花は︑なぜとってはならないのか﹂

もが︑週二回一時間ずつ才能開発の教育を

では二歳から小学校四年まで百余人の子ど

田橋に﹁英才教育﹂を開いています︒ここ

玉川大学教授伏見猛弥さんは︑東京・飯

なっているのでしょうか︒

さて︑わが国における英才教育は︑どう

五才能開発

子どもの意識や行動に関する実験や調査に

くれました︒

大脳生理学の研究で︑はっきりと一異づけて

この精神我が伸びはじめてきますと︑し
つけや教育も単に機械的な方法や体罰主義

﹁そんなことをすると危険だ︒こうすれば

では︑神経細胞は正しく育ってきません︒

させるしつけが必要となってきます︒これ

安全だ﹂というように︑理論的になっとく

る分野に︑効果のあるしげきをあたえて︑

﹁創造力などを含めた知能構造のあらゆ

うけています︒

いに弱くなり十一︑二歳頃からは思考力と

と言っています︒特別の体系にそったやり

総合的な発達を促すために教育している﹂

まではたやすくできた機械的暗一記も︑しだ

これは脳の反応が幼年期よりおそくなり
１面秒程度であるためで︑神経回路をつく

たちで一年の教育の結果二○から四○も高

方です︒﹁ＩＱは︑平均で百四十の子ども

か創造力などが︑急速に発達してきます︒

るのにも時間がかかり︑ゆっくり頭をはた
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次

佐代
田

横

(Ⅲ）

知能の 発達と英才教育

ずれも三○歳前後の若さで︑たくさん活躍

｜︶のような環境で育った鎮一さんは︑小

しかありませんが︑早くより鈴木さんの教

った人です︒

のばせるだけのばしてやり︑将来にそなえ

さいときからバイオリンに親しみ︑大正九

まっている一人ひとりの子どもの知能を︑

るための教育をしている﹂と︑伏見所長は︑

育をうけ︑音楽的才能がいちじるしく発達

聖徳学園小学校︵東京・武蔵野市︶を︑協

ワルテットをつくり︑楽壇で活躍していま

まもなく︑四人のきょうだいで︑鈴木ク

僅か二十九歳で．ヘルリシ放送交響楽団の主

で度かさなる国際音楽コンクールに入賞し︑

こを卒業しています︒その後︑ヨーロッ・︿

彼は演奏者としてもすばらしい才能をも

いたっております︒

．︿リ音楽院に入学しましたが︑六ヵ月でこ

力実験技としましたので︑その成果が期待

した︒その頃からバイオリン教室を開き︑

席コンサートマスターにえらばれ︑現在に

豊田耕児は︑日本では中学校卒業の学歴

しています︒

語っています︒

ラーに学んで︑昭和のはじめに帰国しまし

年にドイツへ留学して︑名演奏家のクング

しました︒フランス留学試験に合格して︑

伏見さんは︑﹁英才教育研究所﹂での実
た︒

されます︒やがて︑中学・商校から大学へ

以来︑幼児の音楽教育に︑異常なほど情熱

験に向信をえて︑昭和四十四年四月から︑

の体系が必要となってきます︒そうでない

をもやしています︒

鈴木さんの教育で育った音家楽では︑ア

と︑せっかくの英才が途中で︑のびなやむ
おそれがあります︒

現在︑ドイツでオーゲストラのコンサー

ンをえらんだかについて

っています︒昨年ちょっと帰国したとき︑

メリカのカーチス音楽学院教授江藤俊放を

トマスターとして活躍巾の豊田耕児や︑三

﹁①バイオリンは︑音を自分で考え出すこ

はじめ︑小林健児︑諏訪根自子︑小林武史

岬しい成果をあげて︑注Ⅲに値するのは︑

年前︑ミュンヘン川際コンクールで︑蝦高

②｜説明がいらない︒

鈴木鎖一さんの﹁才能教育研究会﹂です︒

現在では︑その運動は全叫にひろがり︑全

賞を得た志田とみ子︵ベルギー・コンセバ

③むずかしい技術を必要とする楽器で

崇高な演奏で聴衆を感動させたことは︑当

国各地に八○支部︑百以上の教室で︑八千

ルトワールを卒業してプリミェプリ・グラ

有松洋子などのすぐれた有名人がたくさん

人の子どもたちが学んでおり︑卒業生を加

ンプリ賞を受けました︶も門下生です︒鈴

鈴木さんが松本市に︑この研究会をつくっ

えると会員は六万人近くに達するといわれ

木さんの教え子はこのほか︑アメリカでも

﹁①すぐれた指導者により︑早い時期か

からと言っております︒その教育法は

ある︒﹂

とができる︒

鈴木さんは︑才能教育に︑なぜバイオリ

鈴木さんは︑明治三十一年名古屋に生ま

ています︒

ヨーロッ︒︿諸卿でも有猪になったⅡ本人の

時の新聞にも報ぜられました︒

れました︒父の政吉さんは︑明治のはじめ

オーゲストラのコンサートマスターが︑い

川ています︒

バイオリンの製造法を︑独力で研究し︑名

たのは︑終戦の翌年昭和二十一のことです︒

古屋市に﹁鈴木バイオリン製作所﹂をつく
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I

ここに鈴木さん独特の教育を見出だすこと

することにしている﹂と語っていますが︑

オリンの正しい持ち方︑ひき方をまず教育

も大切である︒幼児の場合は︑母親にバイ

そして︑﹁子どもの母親の理解が何より

③くりかえし正しい指導をする︒﹂

②子どもに興味をもたせるようにする︒

三

五歳頃の音楽教育は︑すばらしくのび

す︒しかも︑語い︵単語︶の急速にふえる

る子どもでしたら︑どの子も音楽はできま

ます︒それゆえ︑この日本語を︑しゃべれ

うものは︑すぐれた才能ということができ

かしい日本語を話すことのできる能力とい

この言葉よりむずかしい︒この非常にむず

てるものです︒﹂また︑﹁日本語は世界のど

﹁才能は生まれつきのものではなく︑育

授や小・中．高の先生がきて︑松本学院で

年の夏は︑アメリカから六十一人の大学教

涯ここを訪ずれるうよになりました︒一昨

の国ぐにの音楽家︑教育家が毎年ひんぱん

れています︒アメリカをはじめヨーロッパ

楽学院は︑世界の人びとから非常に注目さ

それですから︑この才能研究会や松本音

教育の秘訣があるのではないでしょうか︒

がなければなりません︒ここに鈴木式英才

と人柄が必要です︒音楽的才能以外の人格

って︑調整してまとめていく︑秀いでた力

らはじめる︒

ができます︒

られます︒

ることがわかっています﹂とも︑語ってお

ここで︑お母さん方は︑先に述べた大脳

えし同じことを︑あそばせたり︑読ませた

もちゃでも︑絵本でも︑くりかえしくりか

いい人びとが多いとの評判です︒どなたも

人でも︑誠実で入づきあいがよく︑感じの

家でも︑教員あるいは経済界に働いている

鈴木さんの教えをうけた人たちは︑音楽

一九六三年には︑オベリン大学クック教授

カのクンドール教授︵アスキンム大学︶が︑

一九六一年とそのつぎの年には︑アメリ

しかも身についたら︑一生はなれることが

れております︒小さいときに︑興味深く音

がきて︑視察研究をしてかえりました︒

っています︒

一ヵ月近く︑音楽の幼児教育を学んでかえ

りすることや︑﹁四・五歳頃の古い皮質の

エリー卜ぶらないのもとくちようだといわ

皮質の発達を促進するために︑幼児期はお

回路に対するしげき反応は︑非常に速く︑

ない﹂ということを思いかえしていただき

楽を愛して︑しかもきびしくきたえられて︑

理学がちゃんと学問的にうらづけをしてい

コンサート↓︑スターが︑たくさん欧・米で

しは︑鈴木さんの指導をうけた︑すぐれた

くっているのかも知れません︒先に︑わた

一芸に秀いでたことが︑自然に人がらをつ

が非常庭好評を博して︑以来毎年渡米して

わたり︑主要都市で演奏しています︒それ

歳まで︶が︑アメリカに招かれ十六日間に

と五十人の豆雷︿イオリニスト︵四歳から十

な反響をよび︑一九六五年に鈴木さん夫婦

これらの帰国報告は︑全米音楽会に大き

たいものです︒

るからです︒さらに︑鈴木さんは﹁バイオ

も活躍していることをあげました︒コンサ

おります︒︵つづく︶

鈴木さんの才能教育法は︑最近の大脳心

リン名手を育てるのが︑私の目的ではあり

ート一︑スターというのは︑指揮者とオーケ

︵都会員東教大付属坂戸高校長代理︶

の芽〃をそだてるために︑音楽を手段とし

ストラの全楽団全員の一人ひとりの間にあ

ません︒どの子も誰でも持っている〃才能

ているだけです︒
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四月の園芸

渡部弘

は︑五

まくことがよいのです︒鉢まきをするとき

一八四の素焼

アスター︑上一︑ワリ︑コスモス︑金蓮花︑

まき土は︑田土または畑土を五○

三

六○

○％︑川砂または山砂を二○％ぐらいを混

％︑腐葉または泥炭︵ビート︶を二○

用素焼鉢︶をつかいます︒

多いときは︑シード・︿ン︵四角のタネまき

きの浅鉢がよくつかわれます︒種子の量が

六号︵直径一五

コリウス︑アゲラタム︑・ヘチュニアなど︑

しかし︑松葉ボタン︑ケイトウ︑一ノサガ

多くの草花がこれにはいります︒

オなどは地温が十五度Ｃ以上にならないと
発芽しませんからへ五月にはいってからま
細かい種子や数量の少ない貴重な種子は︑

子や雑菌︑害虫などを殺してから大小の粒

合し︑これをあらかじめ消弥し︑雑草の種

くことが安全です︒

きなどのために発芽やその後の生育が思わ

シ︾

一左中右

三倍に水をかけます︒まき終ったら鉢

もよいのですが︑細かい種子は流れて一方

子は細日のジョロで水を充分にかけること

底から吸わせることが安全です︒大粒の種

ごと水槽やタライなどに浸して︑水を鉢の

二

ませんが︑中ｌ大粒の種子は種子の厚盈の

やく§コニアのような細かい種子は土をかけ

種子はなるべくうすくまき︑ペチュニア

す︒

九分Ⅱほどに土の表而がくるようにしま

の上に細かいまき土をのせ︑鉢の深さの八

た大粒の土を全体の三分の一ほど入れ︑そ

さらに水はけをよくするためにフルイ分け

まず鉢の底には鉢のカヶラや砂利を敷き︑

々にフルイ分けてつかいます︒

庭や畑に床まきをすると︑風雨の被害や乾
しくないことがありますから︑鉢や浅箱に

ｑＤｂ︲●．︲６１口︲即■令口Ｆ１
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この時期を待ちかねたように︑庭の木々
も花だんにも花が咲きます︒バラもサツキ
もみどり色の新葉が生き生きと伸びはじめ︑
桜の花が咲きだせば雌︑さに弱い草花の種子
まきや︑球根の植えつけの適期です︒・ハン

ジー︑デージー︑スイセン︑チューリップ︑

ヒヤシンスなどの花も咲き乱れ︑秋からの
がいたします︒

丹精がここで一挙に報いられたという感じ

一︑春まき草花の種まき
関東地方を標準にいたしますと︑四月中
旬をすぎると陽気が安定し︑地温もじょじ
ょに上昇しますので︑種まきに絶好なシー
ズンになります︒百日草︑マリーゴールド︑

ドペンノのタネまき
底孔に鉢のかけらをおく
荒目の土を入れる
細 か い 土 を 入 れ て 平 ら に L て種子‑をまく

ば夏に咲急き終ります︒秋十

にかけて植えます︒植え穴には牛糞や油粕

に接木した新苗は︑今月下旬から五月上旬

四︑その他のしごと

八月ころに植えつ

咲かせたいときは︑乾いた涼しい場所に球

五月植え

ましよう︒グラジオラスは植えつけてから

気を保ちさらにその上に新聞紙などをかけ
根を貯蔵しておき︑七

を元肥に施して植えると同時に支柱をそえ

七○日前後で咲きますので︑四

て光線をさえぎります︒発芽するまでは乾

けると秋に花を楽しむことができます︒香

②常緑樹の植えかえ落葉樹の植えか

ておきましょう︒大苗の移植は無理です︒

鉢の上には板ガラスをのせて︑温熱や湿

に寄ることがありますから注意します︒

かないように適当な水やりを行ない︑風を

りのよいチ弐一Ｉベローズは︑もともと高振

⑩ばら新苗の植えつけ今春二月ころ

防ぐこともたいせつです︒発芽すれば新聞

性の植物なので︑四月に庭に柚えても芽が

十一月ころに

のスキ間を大きくして丈夫な苗を育てます︒

紙を除き︑じょじょに光線に当て︑ガラス

出るのは六月ころです︒したがって余り早

にしますが︑ツバキ︑サザンカなどの常緑

えはできるだけ三月

前にできるだけ早めに移植します︒

四月上旬に終るよう

く植えても雨でくさることがありますから︑

ツキは花が六月上旬に咲きますので︑花の

樹は︑四月中旬ころまで移植できます︒サ

五枚になれば混象合って徒長し

やすくなりますから︑別に用意した木箱や

六月に植えて九月咲︑七月に植えて十月に

本葉が三
苗床に植えかえます︒

咲かせることもあります︒

ヒマワリ︑ケイトウ︑コスモス︑クレオ
メなどのように大粒のものや丈夫でつくり

い水肥で追肥すると︑これからの生育や開

ンジー︑デージー︑各種の宿根草に︑うす

⑧草花の追肥花だんに咲いているパ
チューリップ︑ヒヤシンスなどは︑花が

花に良い結果をもたらします︒肥料切れす

三︑春咲き球根︵秋植︶の手入れ

終ってから枯れるまで約二カ月もかかりま

やすい種子は︑はじめからまき床をつくっ
て︑ここに直接まきます︒まき床は風雨や

すが︑花の終るころから次年の球根が太る

ると株が弱って花だちが少なくなり︑病害

しますので︑水を充分にかけてしきワラで

時期です︒この時期には丈夫な葉が残って

犬猫などに荒らされたり︑異常に乾いたり
表面を保護し発芽後にワラを取ります︒

に対する抵抗性も弱ります︒

なりません︒また︑花が終ったままに放置

やエンドリンをかけ︑バラ︑シャクヤク︑

生するアブラムシやダニ類には︑言フソン

が咲き︑草や木の芽が伸びはじめると︑発

④害虫の駆除陽気が暖かくなり︑花

いて︑この葉の働きが球根に栄養を貯える

二︑春植え球根の植えつけ

しておけば︑種子ができて球根が育ちませ

根源になりますからたいせつにしなければ

ンナなどは四月から五月にかけて植えるの

んから︑花首から取り除いておきます︒球

ダリア︑グラジオラス︑ア↓︑リリス︑カ

がふつうですが︑↓ノー︑リリスは植えつけが

肥料を充分に施しておきます︒

根の成育を助けるためには︑リン酸や加里

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

ボタンなどには︑ダイセンを散布します︒

いてしまいますから︑なるべく早目に植え

おくれると︑花茎が伸びず涯地際近くで咲
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一十叩．

︵

千葉鼎

｜

加藤巳之

︶内小字は原歌

井上学麿選

木枯しのいたぶり吹きて池の面は落葉モザイクして水
りけり

朝朝の霜に抗ふ色もなく冬枯れてゆく道ばたの草

の鐘きく

行く年くる新年の代る夜を矩鮭にあり急き︶て除夜

千葉県並木文比古

一つ家の人なき庭に陽を浴びて柵撫ひらひら東風に無
ひをり

香のする︵香りす︶

冬晴れの今Ⅱの広庭誰彼の区別はなくて布団干さるＬ

行く

いそいそと勤め返りが強東風にミニスカートの足早に

農道と迷ひがちなる寺の径草紅葉して竜胆の咲く

夕日浴びゐる

医家の門まがきのカラタチ葉を振りてとげもあらはに

ざり︵ずに︶

をしなくて休らふ如き枯山の中ゆく路を一人わがゆく

敏夫氏の筆蹟殊に優れゐて短冊一つ諸はむと忠ふ

九州の旅の思ひ出深かりき静けく長き宇佐の参道

けゆく

肉色は黄色さやかのビタミンの多き甘藷食ふ秋の喜び

い︲も

砧子戸に影さす庭の裸木に雀二羽ゐて何か語らふ

酸性の数ある食を避けながら今年過さむ年の初日も

はろぱう

﹄
秋草の千草しゑ咲く野に立ちて今遥々と富士を眺むる

水の面に浮べる泡の消ゆるごと老いたる友の今日も欠

千葉県菅谷義太郎

木枯しの続くあしたのわが庭は落葉の踊りひきもきら

山峡の秋草分けて登りつ坐︵登る蹄︶憩へぱ呼吸に花の

弘道歌壇

ｑ︺

イーＬ

︑−ノ

／−匙

弘道歌壇新選者紹介

井上学麿先生

先生は長崎県平戸のご出身︒大正六年東京帝国大学
などを歴任され現在亜細亜大学教授︒先生には﹁雲の

法学部卒業後︑台北帝大教授︑国民精神文化研究所員
行きかひ﹂︑﹁くものはたてに﹂を初め多くの歌集を刊
行されており︑殊に昭和三十三年の歌会初めには︑

この見ゆる雲のはたてに君ありと
思ふこころはたのしかりけり
が選に入るなど斯界の一人者であられる先生を入江先
生とご相談の上でお迎え出来ましたことは誠に本歌壇
にとりまして有難き仕合せと存じます︒先生はまた
﹁憲法の問越﹂等の著書に見るように現行日本憲法の
無効と大日本帝国憲法の復元及びその改正を説明して
おられます︒この問題についてもご指導を頂けるもの

と期待しております︒︵渡辺正男︶

吾れ年を売りはせねとも七月の末には満の八十の七

ひと

これといふ楽しゑもなき︵果て皇︶年の暮れ遠く住む子

の葉書さへ良し

千葉県菅谷喜一

歌想無く風呂を出て来し一時はこれ極楽の境なるらむ

く．れない

紅はいよよ広がり犬吠の沖に横だふ雲に陽の射す

国の為この人こそと選びたる候補惜くも小差庭て落つ

千葉県八代義昌

頑健に八十六齢迎へけり曾孫つれて初詣でする

川越市小名木狂辰

天拝山光輝く初日の出幸多かれと神に祈りぬ︵祈る神
々︶

の三﹄

線香で焦がせし畳母の忌に表換へして香焚き詑びぬ

朝の膳ご馳走旨しと嫁の顔覗きて爺はにっこりとなる

井上手麿

たくらみて歌は作らじ目にうつり耳に聞こゆるままを
うたはむ

目にうつり耳に聞こゆるさながらをうたへぱ神のたた

へごとかも．
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定款一部改正の上昭和四十五年四月一日

木先生は刻明に物されていますが︑先日

す︒国民を思う﹁聖断﹂の劇的場面を鈴

られますこと心からお喜び申し上げま

等ご多忙の今日いよいよご壮健であらせ

えまして万国博来会の各国首脳のご引見

先生を初め諸先生の玉稿に深謝するとと

お願い致したいものです︒入江・鈴木両

今一つ会員のご勧誘にも一段のご高配を

ました︒各位には振ってご寄稿ありたく

の結果後任として井上先生のご快諾をえ

侍従長ご就任のためおやめになりご相談

◇今回歌壇の向上にご尽力の入江先生は

︽云生ロ

から会費年額金五百円となる見込です︒

ご親拝のお供をされた後に︑たまたまお

︵昭和四十三年四月以降︶

新入会員芳名

伺いして入江侍従長から承ったお話にも

入会者紹介者

夕唾画夕色寅夕嘩画夕も画ロ

の頃各位の一層のご自愛の程祈り上げま

●詞夕ら

もに︑おくれがちの桜もやがて綻びるこ

秋田県田口泰蔵渡部文雄

■もタ■℃″■■夕底ログ■︑夕■も夕巳も

郵便番号一○一

摂替口座東京四三毛番

電話︵美一︶○○○九番

銅鮒咽日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区西神田三ノーノ六

需棚蝋渡辺正勇
印刷人春山宇平

昭和四十五年四月一日発行

昭和四十五年三月二十五日印刷

弘道売価一冊金四十円

〃ぜ︑●仔込夕画ｎｐｃもの■︑夕宜︑″区︑〃■︑″■︑〃■も

す︒︵渡辺︶

込承を終られた後﹁もう一度やろうか﹂

が不思議に感じたけれども︑今日から考

と明るいお声で仰せられた︒非常にそれ

感激致しました︒﹃陛下は終戦放送の吹

″

京都府足立哲夫小谷藤二郎
小島重一〃
上尾徳太郎〃

大津済〃

えて見るとあの晩すでに日本の国を再び

″
″

繁栄させようとの意気込象をお持ちにな

であります︒

各国人の眼にとめて帰って貰いたいもの

の会期に当りこの高く美しい日本をぜひ

千年の日本の姿だと思います︒万国博︑

は機多のひずぷも見られるが建国以来三

堅く信じておられました︒私もこの繁栄

て日本の前途は必ず明るい﹂と老首相は

見るご熱心なお方故︑神明の加護によっ

断﹂について﹁陛下は祭記には歴代稀に

ある︒﹄と︒鈴木貫太郎自伝でも﹁ご聖

っていらしやったとつくづく感ずるので

″

高浦茂〃

松本君雄〃

渡辺力〃

楠本正巳〃

石渡晃渡辺正勇

及川義夫〃
千葉県横尾卯之吉岡野清信
石井哲爾〃
″

″
″
″
″

″

村上宗次〃

陛下には今年六十九回目のご誕辰を迎

″

：

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三十八年報
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︑海後宗臣の梅威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試承ることに踏みきりました︒
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﹃森有租全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と承に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑承︑﹃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︒
昭和四十四年七月二十日

監修

大久保利謙

石川謙
海後宗臣

史料篇

近代日本教育資料叢書趣鋤需

大日本教育会雑誌

頒価十二万円分売不可

自明治十六年十一月 全 三 十 巻 解 題 共
至明治二十九年十月

評調既唾銅第一巻至第Ｔ四巻全十四冊頒価五万六千円

全十六冊頒価六万四千円

昭 和 四 十 四 年 九 月 第十五巻至第三十巻解題共

第二回配本

文部省第一年報ｌ望一千八年報五十三繍鴇篭

頒価二十四万九千百円

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

鎮宣文堂害店

出版部

電話︷華一一一売秘一一一却塞

振替東京一三二六○一番

