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を積まれました︒

ほらあな

野火の御試練をおうけになりました時に︑

さが

一匹の白ねず象があらわれて地中の洞穴に

かぶら

お導きし火の御難よりお助けすると共に探

しておられた鏑矢をお届けして御慈愛深い

ねどしちな

ダイコクサ一︑の平素の御恩に報いました︒

しあわせ

子歳に因んで御神木に写し絵馬にいたし

わか

ました︒本年もダイ﹁一クサ↓︑から幸福をお
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子年に因む幸運の絵馬

︹巻頭言︺

真の独立
黒羽亮一

二月二十三日︑ニクソンは北京を訪問する︒これに先立って︑年末に
英︑仏首脳と︑一月六︑七日にわが国の佐藤首相らとあらかじめ協議する
など︑準備おさおさ︑怠りない︒一方中国の周恩来首相も︑十一月下旬北
ベトナムのファン︒バン・ドン首相と協議︑ベトナム問題について︑中ソ
がアタマ越しに取引きすることはないということを確認している︒二月ま
でには北朝鮮・金日成首相との会談もあるかもしれない︒
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このように双方︑関係国との意見調整後の会談だから︑これにより一挙
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しかし会う以上は︑米中関係をいまを最悪の状態として︑そこから好転さ
・せるための﹁共同の意志﹂ぐらいは確認するだろう︒

そのためには︑日本のように四分の一世紀の間︑米国と友好関係にあっ
た国も︑国際的な新事態に放り出される可能性がないわけではない︒国際
情勢はほんとうに難しくなったものである︒しかし難しさは避けるべきで
はない︒天は日本人に︑﹁真の独立﹂について考え︑実行するチャンスを
与えてくれたと私は思っている︒︵特別会員日経新聞社会部長︶

編集後記

（1）

漢籍からみた

子の年にっいて

ｌ始めにエトそれ自身の問題についてうかがいまし
ょうか︒十千というのは︑甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・
辛・壬・美でしたね︒

諸橋そうです︒また十二支というのは︑子・丑・寅・

のです︒
うし

諸橋轍次

ね

ｌ十二支についてですけれども︑子を鼠と読熟︑丑

よ

を牛と読むことなどは︑十二支以外には全くないようです

よ

頃には︑﹁子子子︑子子子﹂と書いて何とよむかという遊

十二支の場合以外には全くないと思います︒私ども子供の

諸橋ええ︑子をネと訓み︑丑をウシと訓むことなどは︑

が１．

千と十二支とを配合して︑日の名ともし︑年の名ともする

びがありました︒あなたによめますか︒

卯・辰・巳・午・未・申・酉・戎・亥です︒そしてこの十
ので︑六十年ごとに暦の上で同じものに還りますから︑人

諸橋それは私もよく知りませんが︑奈良朝以前からす

でしょうか︒

Ｉときに︻我が国に礁いつ頃から干支が伝わったの

ｂエワと

子はネコになってネズミにはなりませんね︒

子は子猫だというのだから︑あたりまえの話で︑これだと︑

諸橋これは﹁子子の子︑子子子﹂とよむのです︒猫の

ネ﹃一三三ネ﹃一

ｌよめません︒

が満六十歳になった時︑還暦の祝いなどが催されるわけで
す︒

ｌそれにしても干支という言葉は何を表わしたのでし
ょう︒まずそれからうかがいたいと思います︒

十干については︑甲乙というように始めから二つずつを
一組みにすると五組できますね︒それを木・火・土・金・

のものを弟︵卜︶として︑甲はキノエ︑乙はキノト︑丙は

でに伝わっていたことはたしかなようですね︒﹃国語大辞

水の五行に配し︑そのうちの上のものを兄︵ことし︑下
ヒノエ︑丁はヒノト︑戊はツチノエ︑己はツチノト︑庚は

典﹄で見たのですが︑天平宝字二年正月三日︑それは初子

ハッネ

カノエ︑辛はカノト︑壬はミズノエ︑葵はミズノトとする

（2）

諸橋八畳敷きの畳のすぷずみに︑はじめは一厘︑次は

始春の波都禰の今日の玉篇手にとるからにゆらぐ玉の

はつはるはつね

にあたり︑その日の行事を詠じた歌に︑

るようでしたね︒

二厘︑次は四厘と倍数倍数にしてゆくと︑大そうな数にな

総計は二百七十六億八千二百五十七万四千四百二匹という

Ｉそれ蝉倍加の計算ですが︑鼠算はそれと瞳違って︑

緒
ね

と解していたことは明らかです︒また︑地名の﹁ウナデ﹂

というのがあります︒子を禰とよんでいますから︑子を鼠

莫大な数になるのだそうです︒

う

諸橋中国でも昔は星が散じて鼠となったといわれてい

ありませんか︒

Ｉ先生のご専門の漣学の方に︑何かおもしろい話は

いつまでたっても限りがない︒

諸橋それはたいへんだ︒そんなことをしていたのでは︑

を﹁卯名手﹂と書いていますから︑卯を兎と解していたこ
とも確かです︒

ｌ子供の頃猫の首に鈴をつけるという話は聞きましたが︒

諸橋強敵の猫からのがれるために︑猫の首に鈴をつけ
鈴をつけるかという問題にぶつかると︑一同の鼠どもが閉

ますから︑鼠算のように数は多かったのでしょう︒それに

る︒それも処世上の一案だ︒といって︑誰がその猫の首に
口したという︒その無策のおろかしい態は︑今日でも世上

﹃説文﹄などに書いてありますから︑そうすればますます

鼠というのは︑もとは穴にすんでいる虫の総称であったと︑

さま

いうものは︑か象しめてぷるとやはり味が出てきますね︒

︲りく

も︑そのようすは翠られますか︒

いとか聞いていますが︑これからお話を願う十二支などに

Ｉ中国の文字挺織そのものの形から作ったものが多

その数には限りがないわけですね︒

往々見うけられる実体ではありませんか︒昔からの物語と

Ｉそのつぎに私どもの知っている鼠の話といえば︑
さしあたり鼠算くらいのものですね︒

諸橋その鼠算ですが︑鼠は子供をたくさん生むから数
はふえるでしょうが︑そこにはたしかな数学的根拠でもあ

Ｉそればあるようですね︒鼠の両親が正月に十二匹

きた文字が多いのです︒この鼠という字なども鼠の形に象

ことに十二支はすべて動物ですから︑だいたい象形からで

諸橋それは六書のいわゆる象形文字のことでしょう︒

生んだとする︒つぎの二月にその子供がまた十二匹の子供

ってできたものです︒上の臼は鼠の口の中の歯を表わし︑

るのでしょうか︒

を生む︒このようにして︑一年たったら幾匹になるか︒た

下の恥は鼠の腹や爪や尾を表わしています︒何といっても

かたど

いへんな数になりますよ︒先生︑推算できますか︒

ハロ

︑１ノ

／Ｉ︑

城狐も同じことで︑ずるい狐は城を自分の住居とする︒

くんかん

手なことをしている︒﹃荘子﹄の中に﹁麗鼠は穴を神丘の

びつ

鼠の特長はあの歯でしょう︒あれが穀物をかじり衣類をか

下に深くして︑以て薫潅の患を避く﹂といっているのはこ

狐を捕えようとすれば︑城を焼かなければならない︒それ

ｉ鼠に確恩義を感ずることなど瞳ないでしょうね︒
諸橋そうです︒それを鼠に望むのは無理でしょう︒こ

のことです︒

じり︑ついには米植をかじり箪笥をかじる︒

とに鼠は較滑ですから︑その居る場所を利用して悪事を働

の中に住むというわけです︒城狐社鼠は︑榎狐社鼠ともい

はできないということがわかっているから︑狐は悠々とそ

います︒程は前にもちょっと説明したように︑社と並んで

きますからね︒城狐社鼠などという言葉ができたのは︑そ

天子諸侯の大切な祭りをする場所です︒

のためでしょう︒

ｌその﹁域狐社鼠﹂とかいうのは何のことですか︒

Ｉお話をうかがっていますと社鼠腫域狐と共に自

諸橋これも少し長くなりますが説明しましょう︒

分の居処・地位を悪用して︑巧承に我が身の保全安泰︑さ

しや

一言でいえば︑大きな傘の下に隠れて悪事を働くことで

諸橋そうです︒早くいえば︑君側の姦︑大家の悪番頭

らには利福をはかることですね︒

す︒昔は﹁社﹂といって︑土地の神を肥ったものが大小い
ろいろありました︒地方の小さいものには︑里社などもあ
り︑諸侯や天子になりますと︑極めて大きくまた大切なも

代などには︑殿様の威光のかげに隠れて悪事を働いた好臣

左右是れなり﹂といっています︒実際︑我が国でも旧幕時

の中にこのことを説き︑﹁夫れ国にも亦社鼠あり︑人主の

いう言葉が直ちに国家それ自身を表わすこととなります︒

や︑大家の主人を笠に着て私腹を肥やした悪い三太夫など

などを職えていった言葉です︒だから﹃説苑﹄という書物

このようなわけで︑社は︑木を束ねてこれを塗っておく︒

のとして祁りました︒穀物の神の﹁程﹂と共に肥られ︑そ

それをよいことにして︑鼠はこれを自分の住居とする︒そ

らは︑さすがにその弊害は少なくなったようですけれども︑

も︑数多くいたようです︒昨今︑民主政治の世になってか

れが国家の大切な行事とされているのです︒そこで社稜と

こでこの鼠を捕えようとする人は︑まずこれを煙してやろ

という社に隠れた鼠︑組合という社に隠れた鼠︑自由とか

また形を変えた社鼠がないとも限りません︒イデオロギー

うと思いますが︑へたをすると社それ自身を焼くことにな
る︒水を潅いでやろうとも思いますが︑そうするとせっか

自治とかいう美名の社に隠れた鼠は︑いくらでもいるよう

くの塗りがよごれてしまう︒仕方なく手を空しくしている
のです︒鼠はそれをいいことにして︑その中に安住して勝

４詮

︑１ノ

〆ＩＬ

ｌこれは講もしろい︒もっとあり童すか︒

です︒ただの鼠じゃあるまい︒油断はなりません︒

の境遇に満足している︒サアサァお帰り下さい︒天下など

小さいお腹に満つるだけあれば足りるものだ︒私は私で今

るものだ︒モグラが大きな黄河の流れで水を飲むとしても︑

は深い林に巣を作るとしても︑ただ一と枝さえあれば足り

というものは︑私には必要もありません︒とまず一応謙遜

諸橋荘子はもともと虚無の世界に安住したいという主
話の中にその主張を述べています︒その話を一つ・

張の人ですから︑人間の欲望はできるだけおさえようと寓
聖天子といわれた尭帝もさすがに俗界の政治にあきたの

の物腰を見せるのですが︑最後には︑料理番がいかに料理
かたしろはふり
をしないからといって︑神を肥る時の尊い身分のＰや祝

ばっていることは︑何とも気恥かしい︒さっそく位を譲り

ような大賢のおられる今日︑私のようなものが帝位にがん

そんな馬鹿げたことは︑すべきではありません︒あなたの

一杯の水を畑にそそいでも役にはたたない︒というふうに

先生は博識で何でも知っているという評判が高かったので︑

諸橋そうはつづきませんよ︒むかし︑荻生祖株という

ｌよい話をうかがいました︒外にもあったら１．

こんな例だと︑鼠もどうやら立派な役に立ちそうですね︒

たといって︑消水に出かけて耳を洗ったということです︒

この申し出を聞いた許由は︑その後けがらわしい話を間い

まないた

でしょう︒当年の名賢といわれた許由を訪ねて帝位を譲り

ませんよ︑ときめつけているのです︒一説によると︑尭の

が︑弧を飛び越えて庖人の卑しい役につくわけにはまいり

ますから︑どうぞ受けて下さい︒というと︑聞き終った許

例の大岡越前守は︑一つ返答に困らせてやろうと考え︑普

きよゆう

たいと申し出ました︒日月がかがやいている時代にタイマ

由はおもむろにいいました︒ご好意はありがたい︒しかし

通の学問の話などを出したのではだめだ︑俗間に伝わって

ときさめ

シをともしても仕方がないＯ時雨が降っているのにバケツ

私は私で満足しているので︑別に求めるところはありませ

いる﹁鼠の嫁入り﹂の問題でも間うてみようと工夫したそ

︵特別会員東教大稿誉教授︑文博︶

前守も唖然としたという話です︒

r月、

い

ん︒天下を譲っていただいても別に用いる道もありません

うですが︑さすがは祖侠先生︑へこたれない︑それは某年
ききゅう

から︑と辞退し︑そのときいったのが次の言葉なのです︒
しようりょうす
えんそ
﹁鵜鵜は深林に巣くえども一枝に過ぎず︒仮鼠は河に

ている鼠の春属姓名まで一々流れるように答えたので︑越

某人の著した害に出ている小説だ︑そして︑その書に載っ
ししゆくそんそ

飲めども満腹に過ぎず︒帰休せよや君︒予は天下をも
．ほうじん

って為す所無し︒庖人庖を治めずと雌も︑戸祝は樽姐
を越えて之に代らず︒﹂

文章がむつかしいから少し説明しましょう︒ミソサザイ

、 レ ノ

食生活の現状を考える

松元文子

た味である︒昔の主婦に今より暇があったであろうとは思われ

ない︒原始的方法による洗濯︑掃除を含む労働の外に農家なら

ば︑それらを放り出しておいても︑季節によってはしなければ

その上︑育児期はこれらを越えて主婦の心と体と時間を子供

ならない重労働が︑主婦を田畑にかり立てたであろう︒

に向けなければならない︒その中でおふくろの味を作り得たの

は︑料理作業の補助員となった姑があり︑ある程度成長した子

供の手伝いがあったこと︑およそ定時に食卓に揃う家族の顔︑

や半調理品乃至は完成料理が売られていなかったことは︑主婦

顔があったことではなかろうか︒また︑便利で安価な加工食品

クッキングスクール︑料理講習会︑テレビの料理教室など家
かかわらず︑レストラン︑喫茶店︑スナックを人為が今ほど利

庭料理を習う機会が今ほど盛んなことはなかったと思う︒にも

由であろうＯ

現在の多くの家庭が昔の家族関係を含む家庭とは大いにちが

を過労にしてでも調理作業を省くことができなかった大きな理

うことを︑ここで述べる必要はないと思うが︑姑はいない︑子

用することもなかったであろう︒家庭の食事にしてもインスタ
一方において〃おふくろの味″が慕われ︑そこをねらって田

ント食品の配列といった形が増しつつある︒

舎風の煮ころがしや浸し物など︑おふくろの味的料理を看板に

これらを反映して最近新築される家の台所は作業面積が狭く

る︒

を含む手軽に食べられる加工品や完成料理が手近に入手でき

い︑主婦が職業をもつことが多い︑魚肉ソーセージ︑麺類など

供はピアノ教室や学習塾に通う暇はあっても家事は手伝わな

それとこれとは如何にも矛盾しているようであるけれども︑

するレストランも出現している︒

食生活の現状がこのようになるについてはそれなりの理由があ
ると思う︒

なり︑その代り冷蔵庫の普及率は九○％を越し︑冷凍庫︑電子

大体家庭の料理担当者は昔から主婦ということになってい
る︒その主婦の生活が昔と今とどうちがって来ているかを考え

レンジが家庭に入りつつある︒

つきの長いも︑大根︑にんじんなどから︑とろろやなますがで

施設から生れた近代食品工業の産物である︒これらの受け入れ

り去った魚や︑野菜類の低温輸送などは︑何れも優れた技術や

原料から完成調理に及ぶ冷凍食品や︑不可食分をきれいに取

れば︑〃それなりの理由″に思い至るわけである︒

きたり︑あるいはひきたてのそば粉から手打そばが作られたり

態勢として家庭の台所が近代化するのは当然の結果であって︑

おふくろの味といわれる多くの料理は素朴な原料︑例えば土

というように︑主婦の時間と労力の大きな消費によって作られ

（6）
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何れも食物文化の発達の恩恵というべきであろう︒これらは家

である︒家庭調理は多種多種であって長い練習期間をもつこと

とする人達であるが︑一人前の腕になるには数年を要するそう

である︒てんぶら屋にしてもすし屋にしても︑それだけを仕事

はできない︒しかもそのできばえば専門業者のそれと比較され

庭作業の簡素化︑それによって得られる余暇の善用につながる
か︒習った料理の腕はどうなるのであろうか︒これらの点につ

るほどでなければおいしい家庭の食卓にはならない︒この点に

ものである︒それならば食生活の現状に問題はないであろう
いて二︑三の提案を試みたい︒

ついて詳しくいうならば調理は頭と腕から生れるものである︒

︑︑

第一は食事時刻を家庭生活の一つのけじめとすることであ

ここで頭というのは調理科学である︒昔から調理にはこつと

いわれるさまざまな要所がある︒﹁こつが真実ならば︑そこに

︑︑

る︒もちろん︑職業の関係で無理な場合もあろう︒しかし︑最
近の実状は子供までが︑食卓に揃う努力をしないようである︒

た者が思い至ったところである︒こつを腕によって狸得しよう

科学があるはずである﹂ということは長い間調理に携わって来

︑︑

これは幼時からの親の朕でどうにでもなるはずである︒勉強に

とすれば数年を要するであろうが︑頭で理解すればはるかに簡

r ワ 、

しても中断できないことではない︒多くの親は近頃の子供は御
し難いというが︑生れて来る子供は百年や二百年で変るもので

は︑食品配合の割合とか︑加熱時間や加熱温度などで表わされ

るから︑それを守れば失敗は少ない︒簡単な一例を挙げれば︑

単である︒研究された調理科学の成果は︑実際の調理の場で

ゆで卵を作る時︑黄味の囲りを黒くするようなゆで方は︑小学

はないことを思えば︑こういうことは子供の責任ではない︒ア
誰が︑何時帰宅しても一人で食事ができるように︑完成調理の

生でももうしないであろう︒ゆですぎれば白味から出た硫化水

メリカの食生活のひずみに関する記事を染ると︑主婦は家族の

うとは考えないのであろう︒朝食を食べないのか︑食べさせな

る︒子供達は五︑八︑一○︑一二︑一五︑二○分というように

素が黄味の鉄分と作用して硫化鉄になることが教えられてい

冷凍品を用意しておく︑とある︒食事を家族団らんの場にしよ
いのかに至ってはいう言葉がない︒子供の時から食事時刻を守

段階的な加熱によるゆで卵を同時に割って︑そのできばえを観

ろうとする︑この程度の努力や心追いは約束を守ることのでき
ってこその自由ではないか︒食事に対するけじめは現在起って

る人を作る初歩的な訓練として丁度よい︒こういうけじめがあ

簡単に采える炊飯技術でも︑これを科学的に研究するには︑

察しているからである︒

でんぷんのアルファ化はＸ線によって解析したり︑ご飯の口当

いるいろいろの問題を解決することにもなる︒子供が遊び先の
他家で御馳走になる︑また︑その逆も当然と考えて友達を食事

テクスチュロメーターという測定器にかけたり︑その他種灸の

り︵噛み応えｌご飯の味に影響するところが極めて大きい︶は

測定を行なうけれども︑これらの何一つでもが炊飯の実際に役

時刻に家に連れてくるというような︑母親にとっての番狂わせ
第二は家庭の調理担当者は相当の調理技術を身につけること

がしばしば起っているそうである︒

、 イ ノ

字が与えられ︑それを守れば︑米の品質如何にかかわらず︑そ

て︑昔からいわれている水加減︑火加減のいくつかの要所に数

立つものではない︒また︑役立つ必要もないので︑結果とし

である︒これらの細かい作業はトレーニングによる外はない︒

や承ぢん切りにと︑一々心を腕に伝えて作業をすすめているの

通の家族のためには輪切りに︑歯の弱い人や幼児にはせん切り

そして︑その味を評価する方法は誰でも︑何処でも持ち合わ

ある︒少し大げさないい方と思うけれども︑美術も工芸も器楽

字﹂と同じ心構えが必要であろう︒これが〃手仕事の良さ″で

それにも無意の繰返しでは上達がおそい︒﹁字を書くときは習

せている味覚で間に合うのである︒というより訓練された味覚

の演奏など︑いづれも手仕事の良さではないか磨けば輝やく私

されているわけではない︒その上︑食品は天然物はもちろん︑

が多いので︑現象は複雑でそこに含まれる調理科学が全部解明

動きがあり︑すでに第一回の検定が実施された︒これには単に

徒はどの程度上達したかを確認して︑教育法を反省しようとの

料理を教える熱意を︑受取る側に立って見直そう︑つまり︑生

一ヘーーデー

､ ､一ﾍﾍ 一一一 ､−､ ､ 一一
ﾊｰ､ ､ﾍﾍｰ､ ､
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の米なりにおいしいご飯が炊ければよいのである︒

ほど正確な測定器はないことを︑多くの実験の結果は教えるの

どもの腕の良さ︑手の良さをすたらせてよいものであろうか︒

加工品にしても規格がないから︑食品を見て取り扱かい方を判

調理技術の腕だけではなく︑栄養︑食品に関する知識︑理解も

最近︑クッキングスクールや料理教室などからなる協会が︑

である︒この種の例は挙げればたくさんあるが紙面がない︒

断しなければならないことが多い︒例えば栗をゆでるような単

る基礎的な食物教育をさらに助長し︑一貫性をもたせようとの

含まれている︒このことには小学校から高校までに行われてい

調理では数種の食品が組詮合わされて一つの製品になること

純なことでも︑何分ゆでればおいしいかは経験による外はな
しなければ何回繰り返しても適確な判断の基礎にならない︒

い︒ここで経験というのは時計を見ることである︒若しそれを

第三は家庭における調理担当者の持ち時間や調理技術の腕

意図が含まれている︒︑

︲前︑台所の施設々備︑さらには家庭作業の家族配分状況などを

如何に調理科学が進んでも︑腕によらなければならない部分

だけの分量を購入するかなどを含む︑すなわち︑原料︑加工品︑

がたくさん残される︒切ったり︑これたり︑丸めたり︑包んだ

完成品の何れを購入するか︑外食はどの程度に利用するかなど

ことに関連が深く︑どのような食品を家庭に購入するか︑どれ

るが︑家庭調理は少量︑多様という点で今後も恐らく機械化さ

時と場合に応じた賢明な判断が必要であろう︒また︑この項は

考慮に入れて献立を作ることである︒このことは最初に述べた

れないのではないかと思う︒〃多様Ｍの内容を少し説明する

経済事情との関係が極めて深いことはいうまでもないが︑それ

りなどは練習によって上達する外はない︒共同炊事や学校給食

と︑切断機ではＰ切糎にセットすればＣ血糎以外には切れない

は簡単には述べられない︒︵お茶の水女子大学教授︶

などの大量調理では︑これらの作業は機械化の方向へいってい

わち︑軟らかいところは厚く︑硬いところは薄く︑あるいは普

が︑家庭で食品を切る場合は同じ食品でも部分に応じて︑すな

一一‐−〜へ〜〜〜ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘーヘヘヘヘハーヘへ〜〜〜ヘヘヘヘーーーヘーヘーーヘーーヘーーーヘー〜へヘヘヘハーハー
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八人間性の回復Ｖ

人となれ人
｜︑人間の重要な課題

田辺肥洲

こんな問答があります︒世界中で一番多いものはなんだ

とありますが︑この道歌も現代人への批判と警鐘であると

終戦以来︑特に経済成長のお蔭で日本が繁栄してから︑

思います︒

ようになりましたが︑このことは人間らしい人間が少くな

人間性の回復とか︑人間性の喪失とかが盛んに唱えられる

﹁人間が人間らしくなる﹂ということは今日の重要な課題

ったことを裏書きしているのです︒従って﹁人が人になる﹂

であると思いますが︑実はこのことは時と所を越えた︑す

ろうｌそれは人間です︒では世界中で一番少いものはなん
ませんが︑そんなことは問題ではありません︒問題なのは︑

だろうｌそれも人間です︒これはだれとだれの問答か知り

べての人類に課せられた人間の義務であると思います︒

感ずることは答えの中にある矛盾です︒一番多いのも人間︑

いるところにあると思います︒この問答を聞いて直感的に

支那の孟子という哲学者であると思います︒孟子は次のよ

説いておりますが︑この人間性を最も簡明に説いた人は︑

ょうか︒宗教家や哲学者︑あるいは文学者等がいろいろに

では人間性とか人間らしいということはどんなことでし

二︑人間性ということ

この問答の中に︑現代人に対する実に深刻な批判が含まれ︑

一番少いのも人間︑まさに言葉の上では大きな矛盾です︒

かつ現代人が深く反省しなければならない問題が示されて

しかし︑一番多い場合の人間と︑一番少い場合の人間とは

で︑人の苦し染悲しみを見ていると︑自分も悲しくなり苦

の一つは側隠の心である︒側隠の心とは︑いたみいたむ心

しくなって︑だまって見ていられなくなり︑なんとかして

うに説いています︒人間には四つの心のきざしがある︒そ

目も口も鼻も耳も手も足もまさに人間と見られるような形

ると思います︒すなわち︑前の人間は形の上から見た人間︑

を一通り揃えている動物としての人間︑第二の人間は人間

子の﹁己れの欲せざることを人に施すことなかれ﹂とか︑

あげたくなるｌこれが人間の本心であるというのです︒孔

人間そのものが違った人間であることはすぐおわかりにな

らしい人間︑万物の霊長としての人間を意味しています︒

というのです︒この心があってこそ人間は共存共栄が出来

さい﹂という思いやりの心も︑この側隠の心から出て来る

キリストの﹁自分にしてもらいたいように人にしてあげな

つまり︑形の上の人間は多いが人間らしい人間は少いとい
うわけです︒心学の道歌にも

人になれ人人になせ人

人多き人の中にも人ぞなき
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I

るのではないでしょうか︒ところが現代はどうでしょうか︒

家庭で社会で世界で争いが起るのも無理のないことです︒

︵石門心学会理事︶

人に非ず﹂︑といってこれらを批難しているのであります︒
そうして︑これらの人間性を失って気がつかない人々のこ
とを次のようにいっています︒
人間は自分の家に飼っている犬や馬が見えなくなると︑
あわて騒いでそれを探し求める︒ところが大事な自分の心
が失われていてもそれに気がつかず︑それを求めようとも
しない︒全く人間は本末転倒であり︑矛盾も甚しい とい
っています︒ところでこの孟子のたとえ話は昔の話でもな
ければ︑遠い中国の話でもなく︑今やまさに現代の︑そし
て日本の我々のことを弧刺しているように思われます︒人
の苦し桑悲しぷ不幸を思いやる心︑自分の心の中に恥じら
う心︑世の不義を憤る心︑そして譲り合う心︑相手を敬う
心︑ものの道理をわきまえる心︑そうした人間性は一体ど
うなっているのでしょうか︒我為は政治家になる前に︑科
学者になる前に︑実業家になる前に︑いや教育者になる前
に先ず﹁人間になる﹂ことが先決問題ではないでしょうか︒

り﹂︑﹁辞譲の心なきは人に非ざるなり﹂︑﹁是非の心なきは

ぜぜひひ

相手をいかにして苦しめるか︑相手をどのようにして倒す

まさに人間性ではなく獣の心であります︒

われます︒ガンジーはこの心を獣心といっておられますが︑

か︑そのためにあらゆる知を尽し力を絞っているように思

終りに是非の心ですが︑これは是を是とし非を非とする
心︑則ち理性の働きであり︑合理的な心の働きです︒
以上四つの心の芽を孟子は四端の心といっておりますが︑
こういう心を備えた人こそ人らしい人であり︑これらの心
を持たない人を人でなしといっています︒則ち﹁側隠の心
なきは人に非ざるなり﹂︑﹁差悪の心なきは人に非ざるな

次に人間には差悪の心があると申します︒差とははじら
う心ということです︒自分が人間としてはじらうような行
為をした場合︑だれが見ていなくても︑顔が赤くなり︑心
が曇って来る︑そのような心を差というのです︒悪は﹁才﹂

と読んで﹁にくむ﹂という意味です︒何をにくむか︑それ
は不正をにくむのです︒人に害を与える行為をにくむので

す︒今日いろいろな公害が出て来て大騒ぎをしています
が︑経済成長の蔭に多くの人々が苦しい思いをし︑悲しい
毎日を送っている人があるのは︑まさににくむべき不正の
除するのは人間の本性です︒このような差の心︑悪の心が

行為です︒このような不正に対し︑これをにくみこれを排

不義が白日のもとに横行しているのではないでしょうか︒

今日の人々から失われているところに悪の華が咲き︑不正
第三は辞譲の心です︒これは自分を慎み︑ヘリ下って︑

相手を尊敬し相手に譲る心です︒犬猫なら我先にと争うと
︑︑︑︑︑︑
ころですが︑人間は相手を先にする⁝どうぞお先へｌの心
が辞譲の心です︒ところが現代人は半歩も一歩も譲ろうと
ばしません︒これでは競争です︑追いつけ追い越せです︒
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最近の教育判決

このところ︑相ついで︑教育に関係のある裁判所の判決

のは︑十月十五日の都教組事件についての東京地裁の判決

都教組判決ごく最近の教育判決で最も話題をよんだも

ｌ都教組判決についてＩ

が出て︑そのたびに︑ジャーナリズムの話題を賑わしてい

一せい休暇闘争を行ない都下の教員の約八割の二万四千人

職員組合が︑都教委の勤務評定実施に反対してまる一日の

部教組事件とは︑昭和三十三年四月二十三日︑東京都教

であろう︒

るような傾向のものが好んでとりあげられる︒そして︑そ

つの間にか異常であったことが忘れられ︑定着してゆく︒

されたが︑この刑事処分については︑東京地裁で無罪︑二

これを企画指導した都教組幹部七人が検察当局から起訴

に及ぶ大規模の授業放棄を行なった事件である︒

少くとも︑いろいろな意見が公平にとりあげられ︑批判の

四月二日の最高裁判決では全員無罪となった︒これがいわ

一方︑東京都教育委員会は︑この闘争が地方公務員法三

である︒

ゆる四・二判決あるいは都教組最高裁判決とよばれるもの

審の東京高裁で一転して有罪となり︑さらに昭和四十四年

したがって黙しがちであり︑とりあげられたケースが︑い

れに対する批判はともすれば圧殺され易い︒心ある人は︑

必らずしもそうはいえない︒むしろ︑世人の常識と背馳す

方向であるならば大いに歓迎すべきことである︒しかし︑

る︒ジャーナリズムのとりあげ方が︑教育の進歩に役立つ

勲

七条で禁止している争議行為であるとしてこれを指導した

、 1 1 ノ

木

自由は保障されなければならない︒

ヴォルテールが︑﹁君のいうことにはひと言も賛成でき
ない︒しかし︑君にそれをいう権利があることは︑僕は死
のような時世にこそよびさまされる価値がある︒

を賭しても擁護するつもりだ﹂といった高迩な精神は︑こ

「11，

鈴

という趣旨のものであった︒

この投書は︑おそらく大方の国民の抱く卒直な疑問を代

は回復できるから適法であるとしている点には疑問がある

表するものとみてよいであろう︒しかし︑この前半の意見

れた末︑実に十三年ぶりでようやく前記の東京地裁の判決
となったのであり︑その結論は︑この一日の一せい休暇闘

は︑わが国の裁判制度と三権分立の原理に対する基本的な

都教組幹部を懲戒処分に付したｃこの処分をめぐって争わ

国民生活に重大な支障を与えるものとはいえず︑地公法違

争はその本年度内に無理なくばん回できるものであるから︑

とり︑一︑二審で納得できない判決があった場合には︑最

高裁の判断を仰ぐことができる︒行政機関の法律解釈に優

理解の欠如によるものである︒わが国の裁判は三審制度を

先するのは︑そのようにして示される最高裁判決の解釈に

反の争議行為ではない︑したがって︑懲戒処分は取消す︑

この判決は︑八月十日の佐教組事件に対する佐賀地裁の

というものである︒

判決とともに︑公務員の争議行為を行政罰から解放したも

争議行為に参加するなどあえて非違を犯した教職員に対し

するものであって︑許されないと考えており︑したがって︑

公務員法第三七条第一項で禁止されている争議行為に該当

場離脱を行なうことは︑その職務の公共性から承て︑地方

したがって︑独自の判断に基き﹁余りにも現象面だけにと

は独立した機関であり︑政治的に中立の行政機関である︒

都政が革新であろうと保守であろうと教育委員会はこれと

注目された︒然し︑考えて承ればこれもおかしな話である︒

するか否かは革新都政下であるということで︑各方面から

しないことは当然である︒なお︑東京都教育委員会が控訴

ている以上︑東京地裁の判決は未確定であり︑当局を拘束

限られるのである︒当事者である東京教育委員会が控訴し

ては厳正な処分を行ない︑又処分を行なうに当っては適正

文部省は︑判決の直後﹁従来から教職員がいっせいに職

のとして暗一伝されたものである︒

に行なうよう各県教委を指導してきたところであるが︑こ

できない﹂として控訴したのである︒然し︑そのことをも

らわれた判断であって︑教育の質的な要素並びに児童生徒︑

一校長の投書︑この後に︑秋田県の校長の投書が朝日新

って︑教委制度の独自性を発揮した︑あるいは政治的中立

父兄等に与えた精神的影響を桑すごした解釈であり︑納得

聞の声欄に掲載されていた︒この意見は︑裁判所の判断と

が確保されたという新聞論調はついに染られなかったので

の方針は︑この東京地裁判決が出たからといって︑今ただ

文部省の見解がくいちがうことは現場の管理職として困惑

ある︒

ちに変更する考えはない﹂という態度を表明した︒

すること︑しかし裁判所の判決が一日の教員のストライキ淫
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とした論拠に対する疑問である︒一日のストは回復できる

であり︑教育の本質や重要性について本質的理解を全く欠

ざっと︑以上のとおりであるが︑まことに機械的物理的

たらすものということはできない﹂

から適法であるという論法は︑現場の校長の象ならず︑到

ところでこの投書の後半は︑東京地裁が争議行為を適法

底世人を納得せしめえないであろう︒

ずしも不可能ではないかもしれないが︑教育活動のような

間的能率的努力によって後にその阻害を回復することは必

物の生産のような計量化できる活動ならば平常以上の時

いているものといわざるを得ない︒

まず︑憲法二六条の教育を受ける権利の重要性を認め︑

東京地裁の判決の論拠は次のとおりである︒

このような﹁憲法の保障する国民の教育を受ける権利実現

む人格に不断に働きかけるのが教育であり︑教師と児童生

高度の精神活動にあてはまるものではない︒可塑性に富

徒との全人間的関係が前提とされている授業が︑教師の争

のといわなくてはならない﹂としている︒

ところで︑教員の争議行為で禁止されるものは︑国民生

としての一翼をになう﹂教員の職務は︑﹁公共性の強いも

活に重大な障害をもたらすおそれのあるものであるが︑そ

影響があるか︑これは恐らく測定不可能であろう︒されば

こそ︑教育は重要であり︑さきの四・二最高裁判決において

議行為によって中断されることによってどのような精神的

授業時間内に予定した内容の授業をしなければ︑全体とし

も︑この争議行為によって﹁その職務の停廃が次代の国民

の基準として︑﹁小中学校における教育活動は︑予定した

のではなく︑かなり弾力性と柔軟性を有するものである︒

て指導計画どおりの目標を達成できないという硬直したも

初めころ授業放棄の争議行為が行なわれても︑前年度末ま

ちの授業で回復することが可能なのである﹂﹁第一学期の

れが重いものであるのか︒この判決は触れていない︒教育

法上の権利とこれを侵害しようとする教員の争議権といず

また︑この判決自体が重要だとした児童の教育を受ける憲

ることができない﹂としているゆえんであろうと思われる︒

の教育上に障害をもたらすものとしてその違法性は否定す

でには相当の期間があるから︑その後の授業によって遅れ

を憂うる多くの国民とともに︑深い関心をもって︑これか

そのため︑授業中断等によるある程度の授業の遅れは︑の

を取り一戻すことは容易であろう﹂として︑この争議行為は︑

︵本会理事文部省地方課長︶

らの教育判決を注視してゆきたいと思う︒

の遅れは︑第一学期末までには無理なく回復することので

四月二十三日で新学期早々のものであったから︑その授業
きる程度のもの﹂であって︑﹁国民生活に重大な障害をも
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現行憲法の欠陥

井手成三一
Ｊｊｊ１

憲法は︑一国の組織及び運営の根本規律であります︒そ
の原案作成は︑その国のなりたち︑国民性の長短等を十分
熟知し︑内外の情勢︑将来の動向を見透し︑国家国民の理
想を追求し︑且つ万船の法令に通暁し︑立法技術にすぐれ
た者が当たらなければ︑及第点の憲法はできるわけではあ
りません︒

現行憲法は︑↑日本進駐後︑日も浅く︑日本の国情を熟知
していないばかりか︑占領軍という特別の立場のものが︑

極めて短時日に︑日本の政治再編成︵表面は民主化︑裏面
ってよい連中が書きおろした草案に基づくものであります︒

は弱体化︶の特別の意図をもって︑しかも立法の素人とい
そして︑日本側に向かって︑﹁この案の根本原則及び基本
形態の変更は許さない﹂という強圧をもって臨象︑原案作
成に当った内閣も︑審議可決した議会も︑自由自主的な意
見の貫徹は認められないで︑現行憲法が成立して︑今日に
至っていることは︑既に公知の事実であります︵詳しくは︑
拙著﹁困った憲法・困った解釈﹂時事通信社刊・参照︶︒

異常な時期に︑異常な発想により︑異常な経過で成立し

た現行憲法ではありますが︑明治二二年発布の旧憲法当時

とは時代も進み︑かつ︑大東亜戦争の反省からも︑現代国

家にふさわしく︑又国際社会の一員としての責任を果たす

に恥づかしぐない新日本のためには︑人間尊重︑両性の平

等︑平和主義等敬重すべき内容が盛り込まれていますこと
ありません︒

は︑誠に結構なことであり︑賛意を表するにやぶさかでは

しかしながら︑何と言っても︑外国人が︑それも占領軍

という立場で︑そして戦争中の日本の政治への反動︑ゆり

かえしとして青きおろした種本によるものであり︑又立法

技術的な精密な配慮に欠けていたので︑成立当初から心配

されていた通り︑施行後二十数年︑随所に不備欠陥が露呈

され︑円滑な国政の運営に支障を生じて来たことは︑残念

本稿では︑政治的政策的の見地からの問題点は︑しばら

乍ら︑当然の帰結でありましょう︒

くおき︑立法技術的な見地にしぼて︑一︑二の問題を採り

国費支出については︑憲法八三条に﹁国の財政を処理す

上げたいと思います︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑

る権限は︑国会の議決に基いて︑これを行使しなければな
︑

らない︒﹂と規定され︑憲法八六条に﹁内閣は︑毎会計年

を経なければならないｏ﹂とある︒けだし当然の規定であ

度の予算を作成し︑国会に提出して︑その審議を受け議決
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る︒しかしながら︑万一︑四月一日の新年度開始前に予算

とは︑護憲運動論者と雛も否認することはできないだろうＯ

行憲法の不備欠陥をそのままにしておくわけにはいかんこ

公費で設立維持せられる国公立大学と相並んで︑重要な研

ようになっている今日︑助成を必要とする︑従って私立大

︑

が成立しなかったときはどうするか︒国会の議決がない以

の支配に属しない慈善︑教育若しくは博愛の事業に対し︑

又︑憲法八九条には︑﹁公金その他の公の財産は︑⁝⁝公
︑︑︑︑︑︑︑︑

支払わない︑水道代も電気料も支払わない︒極端に言えば︑

これを支出し︑又はその利用に供してはならない︒﹂とあ

上︑憲法が禁じているのだからと言って︑公務員の給与も

ップする︒そこで諸外国の憲法例では︑前年度予算のルー

国債の利払も出来ない︒これでは︑お手上げ︑国政は一︿ト

の停廃をなからしめている︵旧憲法にも明文があった︶︒

究教育を分担している︒これに補助助成はしたい︒しなけ

しなければならない事業である︒たとえば︑私立大学は︑

る︒私立のこれらの事業こそ︑国や府県で大いに助成援護

日本側は︑原案作成に際して︑暫定応急の規定を設けるこ

れぱならない︒といってそのためには︑私立大学を公の支

ルに従って政府限りで応急的に支出し得ることにして国政

とを強く主張したが︑それは国会の機能を弱め︑執行府の

配下におかなければ︑一切の助成は憲法違反となるのであ

新憲法施行後︑現に昭和二四︑二五︑二九年の三年度に

学を文部省の支配下におくなどという法案を与野党とも︑

︑︑︑

力を強めるものだとして︑承認されないままで現行憲法に

る︒大学の自治︑学問の目巾という言葉が︑聖書の文句の

ついて︑前年度末︑則ち三月末日迄に予算が成立せず︒そ

出し得る筈はない︒仮に出したら︑大学関係者︑マスコミ︑

klOノ

︑︑

なってしまったいきさつがある︒

こで︑大蔵省は︑憲法がわるいのだからといって︑国政を

私立学校には公の支配があると観念するのだ︑そう読むの

うて鈴を盗む式で︑現法制では公の支配も何もないのに︑

だとして︑強引に憲法違反を頬かぶりで︑私学助成をして

世論のふくろ叩きに会うこと必定だろう︒結局︑耳をおほ

に憲法無視︑憲法違反である︒この三年度の場合︑与野党

ストップするわけにはいかないので︑仮払の名目で渋を︑

の国会運営の不手際から生じたことであるが︑そのような

いるのが現状である︒このようなインチキなことをせずに

国費を支出した︑いや支出するの止むなきに至った︒明瞭

に︑大暴風雨︑大災害がおこって︑衆参両院議員とも︑登

場合でなく︑いよいよ予算審議の大詰が迫った三月中下旬

には︑この憲法の条文を改めてかからねばならない︒

私学の自主性を尊重しつつ︑堂々と助成できるようにする

誰も反対しようがないところだろう︒︵元法制局次長︶

院不可能という事態に至れば︑前年度中の予算成立は物理
的に望ゑ得ないわけで︑特別の場合に対処する規定なき現

／ 1 F 、

皇室論
木下広居
こういうことを書くのは︑皇室について︑いろんな議論
をする人が多いからだ︒それは当然なことでもある︒
﹁植民地が独立したのも︑東南アジアの戦争で︑親兄弟

両陛下が外遊されると︑オランダで︑イギリスで︑

物でなく︑実力者で︑現実に支配権を持っている︒自分個

るわけだ︒従って︑ビスマルグは三十年も首相をやってい

人が政治上の最高権力者だ︒だから︑総理大臣を兼ねてい

首相は首だ︑．といい出した︒

るが︑余計な者だ︒二人の首相は不用だから︑ビスマルク

ことごとにケンカだ︒ある時︑テーブルをはさんで︑口

ゲンカをしていたが︑あとで︑カイゼルは︑

﹁テーブルに置いてあった鉄製のインキつぼを︑奴は︑

おれに投げつけるか︑と思った﹂

﹁あのインキを︑ひっかけられるかと思った﹂

といったし︑ビスマルクも︑

に︑何度も戦争をしたり︑無理ばかりして来た︒これから

ビスマルクとしては︑ドイツを帝国として統一するため

といっている︒

は︑ロシア︑オーストリア︑イギリス︑フランスなどとも

帥だった天皇のせいだ﹂というので︑いやがらせをやった︒

が沢山死んだり︑捕虜として虐対されたのも︑日本の大元

といった空気があった︒

戦争責任について︑全然挨拶されなかったのは︑不満だ︑

を争うようなことをすれば︑ドイツは袋だたきになるから

仲よくする必要がある︒海軍拡張をしてイギリスと植民地

いけない︑といっていた︒それに対してカイゼルは世界に

すると︑日本国内でも︑あらためて皇室論が︑やかまし

覇をとなえようとする野心に燃えていた︒ドイツの武力と

くなった︒御外遊のあとでは︑御退位が問題になるのでは
下にお目にかかって︑質問した︑ということもあった︒

しなくなった︒議会には財政を監視する権限もなく︑おし

ビスマルク以来︑ドイツ人は従順になって︑政府を批評

てのことを犠牲にした︒

権力︑そのための富国強兵主義だった︒軍国主義で︑すべ

ないか︑といった週刊誌の記事もあり︑外人記者が天皇陛
外国の君主というものは︑例外なく︑昔は専制君主だっ
ルヘルムニ世なんか︑いい例だ︒一八八八年に即位したが︑

た︒第一次大戦が終るまでのドイツ皇帝︑カイゼル・ウィ
自分は神から人民を支配する権力をもらった︒自分は飾り
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右翼が︑いつも絶対多数を取ったからだ︒軍備拡張をして

やくりをするばかりで︑何の効果もなかった︒というのは︑

との関係に似たものではあるまいか︑と書いている︒

の象徴たる国王と大臣との関係は︑﹁桑かど﹂と徳川将軍

今から百年ばかり前︑一八六七年に﹁イギリス国家の基

本的構造︵両旨哩邑︺○○口的昌昌冒︺︶﹂という本を書いた︒

いなければ︑オーストリア︑フランスから復讐される恐れ
がある︒社会主義者の革命運動を弾圧しなければならぬ︒

バジョット︵画農①言己は︑統治というものを二つに分け

こういう軍国主義国家が︑第一次大戦で敗北し︑カイゼ

いがなく︑自由でのびのびと発展できるように︑国民的伝

た︒一つは国民を統合する作用だ︒国民生活が平和で︑争

そのた鐙にば軍隊と警察を強くする必袈があるＩ蜜
ルはオランダに逃げ︑共産主義の反乱が鎮定されたあとに
は︑社会民主党によるワイマール共和国が出来た︒これが

や議会によって︑権力を使って実際の政治にあたることだ︒

統を維持するように仕むけることだ︒第二は︑憲法や法律

るのだ︒

これのおかげで︑首相はじめ大臣や役人たちが仕事ができ

にするには︑伝統的権威を持つ君主の統合作用が必要だ︒

国民が伝統をたっとび︑国憲を重んじ︑国法に従うよう

ヒットラーに滅ぼされる︒一九三三年一月ヒットラーが首
一九四五年の春だ︒

相になる︒ナチがヒットラーの自殺によって没落するのが
ロシアのロマノフ王朝が一九一八年に滅びるが︑これま
た︑神の命令による専制政治の信仰を頑固に持ちつづけた

だから︑国家の生命と歴史と一体になっている君主の統

﹁君主親政﹂ということが︑君主個人の権力を最高とし︑

からだ︒

たたない︑といっていい︒公平無私で︑超党派的で︑全国

合作用が︑何よりも基本だ︒これがなければ︑国家が成り

るならば︑日本には︑そういう﹁君主親政﹂はなかった︑

そこに︑すべての武力と権力が集中する︑という意味であ

ど価値あるものはない︒

民から敬愛される君主︑君主を中心とする王室︵皇室︶ほ

まず︑共和国になるには革命が必要だろう︒革命に伴な

﹁和﹂をもたらし︑統合する能力があるのか︒

題は︑首相や大統領というものは︑どれだけ国民の間に

だ︒共和国がいい︑といった議論をする人がある︒では問

ところが︑終戦直後ばかりでなく︑今日でも皇室は無用

といえる︒だいたいにおいて︑天皇は武力や権力を臣下に
御委任になった︒臣下としては大臣でも将軍でも権力や武
イギリスの政治学者でシドニー・ロ−︵盟目ｇＦｏ君︶

力を天皇から︑おあずかりしたものだ︒
という人があるが︑その人の﹁イギリスの政治︵弓馬⑦○︲
ぐ①門口四口︒①ａ同ロ唾四目画認ｌ弓ｇ﹂を見ると︑国民統合

﹃１４

ワー

︑１ノ

〆ｆ︑

ギリスは︑はじめて政権を持たずに国民を統合する君主が

一八三七年に十八歳に即位したビクトリア女王以来︑イ

が生まれる︒露骨な権力と官僚支配が国家の中心となり︑

う権力と武力の闘争によって︑新らしい対立と弾圧と復響

﹁立憲君主である以上︑これ以上の権利は持たない︒そ

出ることになった︒これも︑バジョットのいったことだが︑

君主は自分の政治的意見を公表しないし︑命令もしない︒

れはＯ相談を受ける権利︑奨励する権利︑警告する権利だ︒﹂

首相や大統領は︑選挙と宣伝によって︑党争を激化する

そのほかのものは︑影をひそめてしまう︒

たい︑国民の半分は︑首相や大統領に反対した候補者の味

ものであり︑僅かな票の差で政権を奪取するものだ︒だい

な団体とも対立せず︑争わない︒だから︑最も安全な地位

武力も権力も持たないから︑国内において︑誰とも︑どん

にある︒日本の皇室は武力や権力と関係がなかったので︑

の色彩と謀略から離れることはできない︒それは国民を分

三千年来変らなかった︒外国では︑いちばん君主制が成功

方だ︒半分は敵だ︒彼らは︑やめるまで︑死ぬまで︑党派

い半分が他の半分を圧迫する政治にすぎない︒国民生活に

裂させ党争させた結果として現われる政治体制だ︒だいた

ないのではないが︒まだ︑戦後処理は終ってない︑という︒

これほど貴重で︑大きな役割というものは︑ほかに有り得

で︑何千年の前から︑君主が国民統合の象徴であったか︒

現できた︒これは世界史上︑類例のないことだ︒どこの国

こういう君主制の理想を︑日本では建国のはじめから実

したイギリスでも︑百年ぐらいまで安定していなかった︒ｊ
権力的なものが残っていたからだ︒それを離れた時に︑こ喝

の上もなく敬愛されるようになった︒く

まい︒

平和をもたらさない︒悪宣伝や陰謀や大統領選挙における
時間と財の浪費︑腐敗︑暴力︑暗殺やクーデタが︑いかに
多くの共和国で行なわれているかＩ列挙するまでもある
ところで︑外国の君主は︑前にいったように︑昔は例外
た︒例えば︑ルネッサンス時代のイギリスで最も国王らし

方々に傷あとが残っている︒日本を怨んでいる人たちも多

なく専制君主だった︒武力と権力において最高の地位にい

は首を斬ってしまえ︑といっている︒スチュァート王朝の

かったのがヘンリー八世だが︑自分の政策に反対する議員

い︒この困難な国際状態において必要なことは︑皇室外交

か︒︵本会副会長創価大教援︶

ではないか︒その費用なんか問題にするのは︑どんなもの

チャールズ一世は︑十一年間も議会を開かず︑大憲章に反
して︑国民代表たる議会の同意を得ずに税金を取った︒ば
ては︑議会を敵として戦い︑フランス国王の援助によって
国民の反抗を圧えんとしたので死刑になった︒

蒙古大草原の正月風景
井崎乙比古

々たる外観で︑又何時でも分解して随時へ移

えば間違いは無い︒キャンプと云っても︑堂

る︒お正月の事とて︑数々の供え物が並ん

文学の掛軸があり包の中では神聖な場所であ

でいる︒私の目を驚かしたのは豚の生首二つ

その外壷に入れた馬乳︑うまそうなチーズ︑

動の出来る便利な動く家である︒

生涯を家畜と共に生きて行く蒙古人にとっ

も美しかった︒

又包の一隅には︑よく乾燥してある牛の糞

強烈な蒙古酒︑それに野生のあやめに似た花

車を棄てて蒙古兵の案内で︑此部落の迎賓

た牛糞は唯一の燃料である︒牛の糞と申して

が積んである︒燃料に乏しい蒙古では︑乾し

ては︑家畜の為に︑水草を追って移動せねば

私は満州国軍に在勤中︑度冬季古に旅行し

館ともいうべき︑素晴らしく豪壮な包につい

ならないから固定した家では役に立たぬ︒

た︑或冬の夜乗用トラックを︑狼の群に襲わ

も充分乾燥させてあるから臭気などは︑ちっ

た︒見れば包の入口には︑何と立派な松飾り

ともなく︑又不潔な感じもせず︑黄色な軽い

があるではないか︒疑もなく正月の松飾り
だ︒これは︑日本人の私を歓迎して呉れる彼

手頃な燃料である︒火力も相当強い︒

しい瑠璃を拾って妻への土産にしたことなど
があって︑由来蒙古は私の為には忘れ難き夢

等のやさしい心遣いで︑私は日本に帰って正

れたり︑又国境ハルハ川の河原の砂の中で美

の国である︒蒙古よ︑いつまでも此侭の姿で

月を迎えたような気分になった︒

古の正月二︑三日にあたったので︑蒙古の正

る満州蒙古部隊に行く要件があって︑丁度蒙

リンと云う小部落がある︒此地に駐屯してい

ハイラルから約半日行程の処にノムトソー

ートル程の道の両側に︑日本と同じ赤松の並

何時の時代に誰が植えたものか︑約二○○メ

木がある︒蒙古の入口ハイラルの街はづれに

れる方もあるかと思うが︑事実立派な松の並

蒙古の大草原に︑松の木があるかと怪しま

底の旅をした体験を持っているが︑包の生活

して包の中は常にあかるく︑又塵などは少し

と春心地になる︒畑は包の描造上正しく上昇

柔でストーヴに入れると︑包の中はポカポカ

客人の私を接待して呉れる為︑牛糞を手掴

あれと祈っている︒

月行事を是非見学させてほしいと頼んでおい

そそったものである︒蒙古人達は︑私の為に

木があって︑荒涼たる満州で日本人の郷愁を

村長夫妻は︑私を正座に据え︑日本語に巧

私は往年関東大震災の時︑潜水艦で半月海

もなく清潔である︒

た先方でも遠来異国の珍客をよろこんで︑迎

は何のことはない陸の潜水艦である︒

包の起居は︑全然キャンプ生活であるか

との話であった︒

旨を伝えたら予想の如く︑ハイラルの松並木

詞を述べた︑私は先入口の松飾につき感謝の

みな満人を介して︑吟全な挨拶と︑正月の祝

包︵・ハウ︶である︒包と云うのは己にご存知

い︒正面床の間の位置には神棚を祭り︑蒙古

ら︑内部は実に便利で空間に一点の無駄もな

彼等の厚意に感謝したのであった︒

能労ハイラルの松並木から採取したと聞き︑

えて呉れたのは嬉しかった︒

私の車はやがてノムトソーリン部落の村長

かも知れないが︑羊や狼や牛などの毛革を巧

の家の前に停った︑家と云ったが︑正しくは

箔ぎ合せて作った半永久的の大きな天幕と思
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先酒をすすめられた︒原料は草の実とのこ

ションである︒狼籍と云う言葉を御存知と思

書き足したい勿論蒙古に縁のあるノンフィク

のであるが︑・へソを措く前に珍らしい実話を

次は︑犬の曲芸である︑蒙古犬は番犬とし

を迎えて呉れた︒ここで予定の紙数はつきた

て欠くべからざる動物で︑夜間は牛や羊を収

ていた︒

う︒私は狼籍の由来と語源を調べたいと考え

音頭取りにもなる何としても私には珍らしい

た︒煙草と云っても口で吸うのではなく鼻で

したら酔ってしまった︒次に煙草を出され

容した土塁の周囲を休ゑなく巡回して怪しい

正月行事を見せて貰った︒

喚くので︑私は平素煙草は吸はないから︑唄

は敢然と攻勢に出て︑家畜の安全を護る忠実

者を見ると先大声で呪えるし又相手に依って

とだが︑まるで生地のアル﹁−１ルで一杯口に

たばこは︑鼻の穴を動かして︑うまそうな顔

な犬である︒此猛犬が曲芸を演ずると云う︒

で狼の巣を実見した︒すると狼の食い残した

れば判明するときいたので或時蒙古兵の案内

狼籍は狼の群棲する︑所謂狼の巣を実見す

をして︑煙草の歓待に答えることにした︒

曲芸と申しても簡単なもので一匹の大きな犬

ている︑私は狼籍の研究は一応すんだので帰

家畜の残骸が散乱して︑文字通り狼籍を極め

蒙古人は︑羊肉が主食であり又副食物でも
ある︒それに馬乳やチーズで適当の栄養価の

の背中に二匹の犬を乗せ︑指揮者の号令で︑

ると︑何と人間の屍体︑それも女性の下半部

路に就きかけて︑ふと路傍の草むらの中を見

常歩︑速歩︑駈歩をするだけである︒

馬の調教にしても中を困難なのに蒙古犬が

である︒私は狼と云う動物の犠牲になった女

バランスは採れているらしく︑病人は殆んど
りをすれば︑回復すると云う︒子供も大人も

飼主の命令に極めて従願なのには感心した︒

性の骸に名も知らぬ野草の花を手向けて懇ろ
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無く︑万一病気になれば︑陽の神さまに御祈
健康そのもので︑私は土産にウイスキー一本

為の胴上げがはじまる︒顔役の古参順らしく

１１

以上の余興がすむと最後には部落の顔役の人

に彼の女の冥福を祈った︒︵随筆家︶

一本は空にしてしまった︒羊蕊の方は御気に

十二三で終った︒胴上げの前には強烈な酒が

と虎屋の羊葵を持参したが夫妻でゥイスキー
召さぬらしい神前の礼拝と御祝酒がすむと︑

入っている連中だから中天高く揺りあげる︒

初花さくと誰かつげけん

宿の梅にけふうぐひすの声すなり

初春

是や山さとのこよぶなるらん

柴の戸に春をしらする梅の花

山家初春︵泊翁先生歌集より︶

包の外に出た正月の恒例として行う︑勇壮に

以上の正月行事を見学し終ると群集は一同

危くはないかと思った位であった︒

恭しく草原に脆座して容相を正し彼等の信仰

盛装をした五人宛の青年男女が︑大鼓笛︑

して又優美な蒙古舞踊がはじまった︒

琴の様な楽器で一見騒然としているが︑静聴

私は宿願の蒙古正月の行事を心ゆくまで見

の対象である陽の神︑水の神︑土の神に今年

せて貰って︑村長以下の見送りを受けて︑ハ

すると矢張り調和のとれた美しいメロデーが
った武将が一人登場して来た︒青年男女はこ

イラルに向った︒ハイラルの松並木は再び私

の幸を祈り解散して各自の包に帰って行く︒

の賂舵を中心にして又踊りつづける︒この武

流れて来る︒舞踊の一節が終ると︑酪舵に乗

将の剣は︑楽団指揮のタクトともなり舞踊の

I

首

哲史

ことに眼疾で苦しんだ９眼疾の程度は︑彼が経害を解する

のに︑泊翁は二篇の長詩をのこしておられる点である︒そ

ただ両者が違うのは︑淡窓には眼病を題材とした詩がない

る︒今回はこの詩を紹介しようと思うが︑八十二行に及ぶ

に始まった眼疾についての作であるということになってい

﹁病眼﹂と題する詩で︑弘化元年甲辰の春︵時に十七歳︶

の一つは︑弘化三年丙午の春︵時に十九歳︶につくられた

な活字を読むに耐えなかった︒そこで︑いきおい︑本文だ

註解は小さな活字である︒ところが淡窓の眼は註解の小さ

ノ読書二便ナラザルヲ以テ︑奔走シテ医二就ク︒療養三年︑

とにしたい︒一篇の由来は︑﹁甲辰ノ春︑予眼ヲ患ウ︒其

而モ終二効験ナシ︒此ノ詩ヲ作り以テ自ラ造ル﹂というま

長篇であるので︑五段ぐらいに区切って註解をほどこすこ

古学派でもなく天にも地にもひとりしかいない淡窓学派で

る必要はなかった︒淡窓は朱子学派でも︑陽明学派でも︑

あったが︑それは主として彼の眼疾に基づいていた︒逆に

左丘喪其明左丘其の明を喪えど

くなかったあげくの作であることがわかる︒

えがきにあきらかで︑三年の療養を経てその結果の思わし

泊翁西村先生も︑生来多病で︑やはり眼疾に悩まされた︒

右したのである︒

言えば︑それほど淡窓の眼疾は重く︑彼の人生航路をも左

けを読む結果になり︑朱子とか陽明とかの学派に煩わされ

すなわち︑経書の本文は大きな活字で印刷されているが︑

のに本文主義をつらぬいた点にも現われている︒

徳行家・詩人としても聞こえた広瀬淡窓は︑生来多病で︑

れで︑この文章も広瀬淡窓の話から始めたわけであるが︑

川

￨

古

￨
泊翁西村先生の詩︵第五回︶
一

九州日田市に威宜園という塾を開いた大教育家であり︑

眼

その点は︑不思議なほど︑広瀬淡窓の場合と似ている︒そ
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｜
病

国語世所称国語は世の称するところ

われ

張籍又失明張籍また明を失えど
自誇心不盲自ら誇る心の盲せざるを
我生甚多病我生まれて甚だ多病
あきらか

唯幸眼光晶唯眼光の晶なるを幸いとせり
やや

きざ

悠々十載余悠々十載余
梢覚眼疾萌梢眼疾の萌すを覚え
読書未数葉書を読んで未だ数葉ならずして
はくうん

薄量目前生薄量目前に生ず

し︑ここでは眼鏡を意味しているようである︒

六・八・十等の偶数日をいう︒隻日︵奇数の日︶の対︒しか

大意は︑左丘明は盲目になったが︑その編著とされる

﹃国語﹄は定評のある労作である︒張籍も盲目になったが︑

心の明を失わないのを自ら誇っていた︒自分は生来ひじよ

うに多病であるが︑ただ幸いにも眼だけは健全であった︒

のを覚えるようになり︑数．ヘージも書を読むと︑薄いかさ

しかし︑悠々として十年余を過ぎて︑少し眼病が始まった

めがね

が眼前に生じてポンャリトとしか見えないようになった︒

そういう次第で︑眼力の衰えが自覚されたので︑眼鏡の力

を借りようと思った︒そこで長いひもを耳に掛け︑ガラス

眼鏡亦難携

条灸紅線を曳き

眼鏡また携えがたし

、 竺 竺 ノ

自知眼力衰自ら眼力の衰えしを知り
やえい

欲借眼鏡釜眼鏡の釜を借らんと欲す

長条向耳掛長条耳に向かって掛け

玉を鼻横にさしはさんだところ︑たちまち眼がよく見える
ようになった︒他とひじように異なって霊験あらたかなの
あきらか

さしはさ

盤日爽鼻横墜日鼻横に爽めぱ

に驚き︑病勢の重いのに気づかなかった︒

たちま

はなは

驚他太異霊他と太だ異なって霊なるに驚き

条有曳紅線

銀海日を見ては肢く

点々白星を布く

ささ

点々布白星

玉筋風に向って零なり

まぱゆ

銀海見日舷

２

乍覚眼光朗乍ち覚ゅ眼光の朗なるを
登知病勢甚あに病勢の甚しきを知らんや
の尊敬する人物であったらしい︒﹃国語﹄の編者とされるが︑

八字解Ｖ左丘Ｉ左丘明︒魯の太史で孔子と同時代の人︒孔子
二十一巻︒春秋時代の八国︵周・魯・斉

子都の鮫ななるを弁ぜず

・音・鄭・楚・呉・越︶の歴史が書かれている︒張籍Ⅱ中唐

異論が多い︒国語

玉筋向風零

何ぞ秋革の拳を見んや

こう

不弁子都妓

の文人︒字は文昌︒韓愈の高弟︒官は国子司業となった︒著
に﹃張司業集﹄がある︒悠々Ｉ暇のあるさま︒量Ｉかさ︒く

何見秋皇雲

そう

二・四・

ま︒筆Ⅱひかり︒てらす︒長条Ｉ長いひも︒墜日

rワワ、

眼中如有釘

時々発痛楚
眼中釘ある如し

時を痛楚を発し

飲食絶腫章飲食握輩を絶ち
恰似持律僧恰も持律僧に似たり
人字解Ｖ条々Ｉ乱れるかたち︒擾炎に同じ︒点々１点を打っ

のような蛍一びしさで養生につとめた︒

少一は固より勝ち難し

凡そ人は五官を備え

３

凡人備五官

然りと雌も其の人に因り

各自有重軽

音を好む者は耳を重んじ

各みずから重軽するところあり

もと

雌然因其人

少一固難勝

好音者重耳

吾を学ぶ者は肱を重んず

たようにあちらこちらに散在するさま︒銀海Ⅱぎんいるの海︒

学害者重肱

型︑よくちよ

１大漢和辞典にもない文字︒あるいは﹁玉筋﹂の誤植かも知

庖人は鼻口を侍承

道家では眼をいう︒蘇賦の詩に﹁光揺二銀海一舷生し花﹂︒玉筋

れない︒玉筋は美人の涙を職えることもあるが︑いずれにし

脚夫は両足を週翠とす

疑受天公憎

是物今将奪

平生吾史に耽って

黄巻も読むこと能わず

歎息す此の狂士

天公の僧を受けしかと疑う

是の物今まさに奪われんとし

此の両瞳の晴に侍む

歎息此狂士

巻を開いて日の傾くを忘れしが

書生何の所をか重んずる

平生耽書史

黄巻読不能

今日甚だ無柳にして

侍此両瞳晴

大意は︑眼鏡を以てしてもごまかしがきかなくなり︑視

開巻忘日傾

書生何所重

たの

ても眼玉というぐらいの意か︒零Ｉおちるｃおちぶれる︒草

脚夫両足遇

庖人鼻口侍

が枯れおちる︒子都Ｉ古の美男子の称︒転じて美男子︑また
礼法になれた有徳の士︒鮫Ｉゑめよい︒うつくしい︒なまめ
そうどう

かしい︒秋牽Ｉ獣類の秋の細毛をいう︒極めて微細なことの

覚に紅い線がちらちらし︑点を打ったように白い星のよう

今日甚無卿

永日眠りまた醒む

聡︒拳Ｉ雲霧は髪の乱れるさま︒痛楚Ｉ癌も楚もいたむこと︒

なものが点在するようになった︒眼で日光を見ればまばゆ

壷魚書笈を蝕糸

こし今︒

ちゆし

侶くし翠

く︑風に向かえば涙が吹き出る︒そのため美男子のうつく

永日眠又醒

妹統書燈に纏る

腫董Ｉ腿も萱もなまぐさいこと︒持律Ｉ仏の戒を固くまもる

しさがわからず︑まして微細な髪の乱れなどは見るすべは

眺蒜纏害燈

毒魚蝕書笈

とぎよ

なかった︒ときどき痛みが出︑眼中に釘がささったような

まつわ

感じであった︒そこでなまぐさものの飲食を絶ち︑持律僧
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笑殺三余際笑殺す三余の際

書棚にむしくい︑味のすが書燈にまつわりついてしまった︒

い日を眠ったり醒めたりして暮している︒そのためシミが

しゆけいふところ

それで︑あまりの時間に書を読むというのでなく︑いつも

せわ

身閑心徒忙身は閑なれども心いたずらに忙し

忽を節序更る

歳月去ること走るが如ぐ

４

分であったが︑この情を知る者は誰ひとりいなかった︒

のように身は閑であっても︑心はしようことなく忙しい自

が暇で︑たまたま手から離さぬ書物をふところにした︒そ

偶然懐手経偶然手経を懐にす
誰人知此情・誰人か此の情を知らん
八字解Ｖ庖人Ｉ料理人︒脚夫１手紙などを配る人ｏ配達人︒天

公Ｉ天帝︒また︑天子︒黄巻Ｉ書物をいう︒古代の書籍は黄
色の紙を用いて紙魚を防いだ︒害史Ⅱ書物︒また︑経害と史

歳月去如走

書︒雌統Ｉくものす︒笑殺Ｉ甚だしくわろう︒大いにわろう︒

忽を節序更

指を屈すればすでに三歳

かわ

日の余︑陰雨は時の余︒学問をするには︑この剰余の時間で

殺は助辞︒また︑笑って否定する︒三余Ｉ冬は歳の余︑夜は

頭を回らして空しく自ら驚く

こうべめ．ぐ

足りるとの意︒手経１大漢和辞典にもない文字だが︑手から

回頭空自驚

屈指巳三歳

離さない書物をいうのかも知れない︒

余歳少なきに非ずと雌も

の官を重んずるか︒両眼のよく見えるのを侍桑にする︒と

を侍みとし︑配達人は両足を懸象にする︒では︑書生はど

耳を重んじ︑書を学ぶ者は肱を重んずる︒料理人は鼻や口

っておのおの軽重するところの差があって︑音を好む者は

が︑特にすぐれるわけにはいかない︒しかし︑その人に因

又塵千余黄

就中勤学日

不過六十齢

人生得中寿

俗紛逐日増

一縛終難解

己被官羅嬰

此の僅々の日を惜めども

又わずかに千余の蓑

なかんずく勤学の日

六十齢に過ぎず

人生中寿を得るも

俗紛日を逐うて増す

一縛終に解きがたく

すでに官に願嬰せらる

きえい

余歳雛非少

ころが︑今︑その両眼が明を奪われようとしていて︑天帝

惜此僅々日

大意は︑人はすべて五官を備えていて︑そのうちの一官

の憎を受けたのかと疑われる︒書物を読むことができず︑

尽病魔にまとわらる

いちばく

狂うが如く自分はただためいきをつくだけである︒いつも

尽被病魔紫

たとい良医をして力めしむるも

たの

なら経書や史書に読承ふけって日の暮れるのも知らないあ

縦使良医力

つ︲と

りさまであったが︑書の読めない今はまったく退屈で︑永
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畢寛回予程畢寛予程をめぐらすの桑

要之平生志これを要するに平生の志

能得復旧明よく旧明を復するを得んや
八字解Ｖ忽食Ｉいそがしいさま︒あわただしいさま︒節序Ｉ

廃墜寛無成廃墜して莞に成るなし

つい

時季のうつりかわる次第︒節次︒羅嬰Ｉ蕊と嬰︑どちらもつ

一念毎到此一念ここに到るごとに

詩成心未平詩成って心いまだ平かならず

依旧尚稜々旧に依って尚稜をたり
と鍬だり
操筆誤作詩筆を操って護に詩を作り

但頼胸中奇ただ胸中の奇に頼り

大息空撫暦大息して空しく隅を撫す

むね

八十歳︒一説に

なぐ意︒俗紛Ｉ世俗のうるさいこと︒中寿
百歳︒しかし︑ここは中ほどの寿命という意か︒蓑１草の名︒
瑞木の名︒列子日︑荊之南有二莫霊者﹃以二五百歳一為し春︑以二

八千歳一為し秋︒紫Ｉめぐる︒まとう︒まつわる︒尽Ｉことご
し﹂ノ︑○

大意は︑歳月は走るように移って︑あわただしく四季が

旬々作涛鳴旬々として群鳴を作す

猛風入庭樹猛風庭樹に入り

八字解Ｖ農Ｉあさ︒あしたする︵鶏が夜明けを告げて鳴く︶︒

な

かわってゆく︒指おりかぞえれば早くも発病以来三年で︑

梧葉Ｉあをぎりの葉︒朱嘉の詩に︑未し覚池塘春草夢︑階前

こうこう

驚いて空しく過ぎた日々を回想するのみである︒まだ︑こ
ていて自由にならず︑世俗のうるさいことが日々に増して

れからいくらも生きられようが︑身はすでに宮づかえをし

梧葉己秋声︒予程Ｉあらかじめ定めた仕事の行程︒廃墜１す

一日再び農なりがたく

すなわち︑平生の志がすたれおちて︑ついに成功しなかっ

ところ︑あらかじめ定めた仕事の行程を改めるほかはない︒

である︒それでも︑眼病の経過がどうあろうとも︑つまる

りの葉は黄いばんで︑吹くのはもはやまぎれもない秋の風

大意は︑すでに過ぎ去った日は二度とかえらず︑あをぎ

護吟Ｉそぞろに詩を吟ずる︒漫吟︒旬をⅡ大きな声のさま︒

ま︒かどばって正しいさま︒一際かどばって勢のあるさま︒

たれおちる︒階１むね︒むなぽね︒稜々Ｉ寒さの身にしむさ

来る︒人生は中くらいの寿命であっても︑六十歳どまりで
あり︑その中で学問につとめる日は︑ほんのわずかである︒

この僅かの日を惜んで励もうとしたが︑不運にも終始病魔
のとりことなってしまった︒たとい名医に妙手をふるって
もらっても︑もとの視力をとり一戻すのはむずかしい︒
５

梧葉すでに秋声

たわけである︒ここに思い到るたびに︑大きなため息をつ

しん

梧葉巳秋声

何ぞ況んや癒不癒

一日難再農

何況癒不癒
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な様子をしている︒そして筆をとって思いつくままに詩を

の不思議にたよって︑昔ながらにかどばって勢のあるよう

き︑空しくむなぽねをなでるばかりであるが︑しかも胸中

い︒そうだとすると︑眼疾は青年時代だけのことであった

ないが︑澄んでいて︑くつに故障があったようには見えな

歳であったが︑眼鏡はかけておられない︒眼は︑大きくは

村 代 田 紹

隆長

之助

宰有

のかも知れない︒︵特別会員東大教授︶

入

i正司一孝卓雄清シ則登市郎旭雄吉勝浩種之

作るが︑詩が出来あがっても心はまだ平かでない︒おりし

木山根
老野川山内木村井下原置会
沢上木田田田木

も猛烈な風が庭の樹に吹きつけ︑波音のような大きな音を

〃小〃中鶴渡〃〃〃〃〃沢〃〃〃〃千〃〃恩

新入会員芳名︵敬称略︶

三了鶴孝義義ヨ孝虎一見孝文正善利 者

昭和四十五年十二月以降

府県名入会者

島根県

鈴中海中笹高桜高吉柏竹柳草法野正本内和船

たてる︒

一首の大意を以上のようにわたくしは解したが︑泊翁叢
書の二巻の二四○○．ヘージの中にも泊翁の健康に言及した

東京都
茨城県
千葉県
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文章は見つからないようである︒したがって泊翁の眼疾に
って知るほかはないが︑知られるかぎりにおける泊翁の眼

ついては︑われわれは右の一首と次回に紹介する一首によ
疾はかなりな重症であったらしいｏ﹁眼鏡また携えがたし

／条々紅線を曳き／占劣白星を布く／銀海日を見て
は舷く／玉筋風に向って零なり﹂とあるのによって︑眼
科医ならば泊翁の眼疾がなんであったかを診断できるであ

ろうが︑わたくしは﹁時々痛楚を発し／眼中釘ある如
し﹂という字句によって︑わずかに青年時代の泊翁を苦し

の痛承が去るのを祈らざるを得ないが︑次回に紹介する

めた眼の痛象に同情するばかりである︒そして早くこの眼
﹁眼病詩﹂の示すとおり︑この願いは当分達せられそうに

ない︒泊翁叢書第一輯の巻首にかかげられている先生の肖
像は︑明治三十年四月に撮影した写真で︑時に先生は七十

之

昌 正

助

仁一衛勇

暁 延 愛 介

川薗岡辺

〃

〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃

〃

老人の口腔衛生について

勝山茂
人間の強い欲望の中で︑食欲と性欲は︑その代表的なものであ
る︒性欲の方は︑さておき︑生命を維持するための食欲は︑全く

であり︑三十歳を過ぎる頃からその角度も次第に鈍くなって︑歯

所の角度にも︑現われてくる︒その角度は二十五歳位が最も鋭角

がすり減りだんだん抜け落ちて︑顔にしわが出来ると共に︑益々

又歯の内部構造も経年的に変化している︒歯の内部には︑ほぼ

その程度は大きくなってくる︒

その形と同じ形の空洞の歯髄腔があり︑ここに歯髄がおさめられ︑

又歯根尖端の孔︵根尖孔︶を通して神経︑血管が歯髄腔の内部に

入り込んでいるのであるが︑この歯髄腔も萌出したての永久歯で

口腔には食物と共に種々の細菌が侵入し︑或は物理的又化学的刺

は大きく︑従って歯髄も太く大きく︑又根尖孔も閉鎖していない︒

欠かすことの出来ないものである︒人間がその生を受けたその日
から︑栄養を口から補給する作業が︑一生続けられるのである︒

激が常に加わるが︑歯牙がそれらに対処するために︑構造の変化

先ず母乳あるいは︑人工栄養としてミルクを飲まされ︑生後八ヶ
して︑乳歯はすべて生え揃う︒そして六歳頃から︑十三・四歳頃

月頃になると固形物を噛むために︑乳歯が生え始め︑生後二年に

ほそく︑又根尖孔も非常に小さくなり︑歯髄も退行性の変化を来

を来たし︑所謂第二象牙質が歯髄腔内に作られ︑次第に歯髄腔も

こってくる︒緒方知三郎教授が述べている様に︑老人の蔵器又は

たす様になる︒又歯牙を支えている歯周組織にも老人性変化は起

迄に︑これらの乳歯は永久歯と生え変わり︑成人となる︒そして
こんどは︑三十歳を過ぎる頃から人間の他の器管と同じ様に︑所
しくなって来る︒

謂老人性変化が始まり︑四十代︑五十代になるにつれて︑益々著

一部の老人にだけ認められる老人性疾患とがあるが︑この両者を

組織に認められる変化は︑老人一般に認められる老人性変化と︑

の歯周組織には︑一次的な変化として老人性萎縮があらわれるが︑

明確に区別することは歯周組織の場合には困難である︒高年齢者

現代の歯科医学では︑この乳歯から乳歯と永久歯の混ざった混
立されている︒全国の歯科大学では︑小児歯科学の講座が設けら

合歯列を経て︑永久歯列になる迄を管理する所謂小児歯科学が確
れ︑その付属病院では︑小児の治療を申し込んでも︑数ケ月待た

ているからである︒高年齢者の歯肉に見られる著しい変化として

それと共に︑局所的な種々の刺激に特る障害が殆んど常に存在し

えられている︒

肉の慢性炎症の進展拡大が大きな影響を及ぼしていると一般に考

なされているが︑歯肉の退縮はこの老人性変化だけではなく︑歯

退縮があげられる︒これは多くの学者によって︑老人性変化と見

される場合が多い︒又近ごろは︑小児歯科専門の開業医もどんど
ん生まれる傾向にあるが︑所謂老人を対象とする老人歯科学が未
口腔つまり口の内や歯の老人性変化は︑下顎角︑つまり下顎骨

だ確立していないのは︑誠に残念なことである︒

の歯の植わっている横の部分と︑関節に連なる縦の部分が交わる
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￨

ばれる方法である︒他の一つは大きく有床義歯と呼ばれるもので︑

一歯以上の欠損を粘膜に付着する床をもった所謂取りはずしの入

歯は歯根により顎骨の中にうわっているのであるが︑この歯根
と顎骨の間には歯根膜という線維の集まりがある︒この歯根膜に

ちどちらを選択するかということが読者諸賢の関心の的であろう

歯︵総義歯に至るまで︶を作る方法である︒この二つの方法のう

が︑これは現実に極めて難しい問題であり︑先に述べた様に歯肉

も老人性変化があらわれる︒つまり線維芽細胞︑セメント芽細胞︑
慢性の炎症によっても変化する︒しかしながら︑セメント質は逆

っている歯牙の病的状態も考慮に入れた上で慎重に専門的立場か

の退縮等の老人性変化は常に顔のしわと同様起こっており︑又残

骨芽細胞の減少や主線維の変化である︒又機能的要請︑あるいは
に高年齢になっても老人性の萎縮を起こすことなく︑一生の間徐

っても︑総義歯が使用できるという恩典があるので︑専門医に相

だけでは行なえない問題であり︑又人間最後はすべて歯が無くな

ら決定されるべき問題で︑単に取り外しがいやであるという理由

々に添加されつづけ︑生理的に吸収されたり︑改変されたりする
ことはない︒

歯を支持している歯槽骨の高年令者に見られる著しい変化は骨

に口の内を清潔に保ち︑自分の歯牙を早期に処置して異物とな●ら

談してどちらか決めてもらうのが一番適切な方法である︒要は常

に孔が多くなる︑所謂骨多孔症と歯槽骨縁の退縮である︒

一方臨床的には︑人間の歯牙はおそかれ早かれ鰯蝕と歯周組織

ぬ様に注意することであり︑これが長寿の秘けつでもある︒

″

″

″

″

″

佐藤賢治

″

″

中山了正
三好凌石
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疾患︵歯槽膿漏︶の二大疾患︑又は外傷によって次第に失なわれ

︵特別会員日歯大教授︶

久我敏男
持丸政男
平山武雄

佐藤正
加藤喜一
江沢半

小川文平
久我信雄
田中正夫
斎藤静夫

久我優 小川仁

る運命にあると言っても過言ではない︒従ってこの二大疾患から
これに対して全く明快にこれで万全であるという予防法は残念な

奈川県

葉県

如何にして歯牙を守るかと云うことが緊急不可欠の問題であるが︑
がら現代の歯科学では出来ていない︒そこで現状では︑どの様に
して早期に発見し︑早期に処置をするかと云うことが問題である

する︒

が︑このことについては前号で大いに強調したのでここでは省略
現在︑一本の歯牙の部分的な修復や治療を行なうのが保存療法
であり︑一歯以上を修復︑補綴するのが歯科補綴学である︒この
補綴学には二つの根本的療法があり︑一つは歯冠補綴架工義歯と
った部分を隣りの歯を利用してこれにより固定し︑欠損部を回復

呼ばれるもので︑一本の歯牙全体を修復することや︑歯の失くな
する︑所謂ブリッジと呼ばれる取り外しの出来ない架工義歯と呼

〃神〃〃〃〃〃〃〃〃千

四季の鉢物︵十︶

渡部弘

ｌ赤実の盆栽ｌ

○ベニシタン

この種類は昭和のはじめに輸入され︑間

には葉が紅葉し︑九月から冬期間にわたり

に六月には淡紅の小さな花が咲きます︒秋

白毛に覆われた葉が美しいものです︒さら

のすぐれた園芸品種があります︒とくに近

生垣にも使われますが︑本種には盆栽むき

キやインドトキワサンザシとともに庭木・

ピラカンサの仲間には和名タチバナモド

が一センチあまりの円形または楕円形で︑

実は球形で独生し︑鮮紅色に色づき美しい

と白色で︑花着きはやや少ないようです︒

苦のときは淡紅色に承えますが︑開花する

けの練習などには格好な種類でもあります︒

挿木繁殖も容易で︑初歩盆栽として針金か

やすいのが利点であります︒多くは常緑で︑

また︑枝が硬く折れないので︑樹型を作り

トキワサンザシは盆栽として実を観賞し︑

不向きのようです︒

で︑庭木や生垣には使われても︑盆栽には

これは立性で︑上の方にぱかり実が成るの

ーバァーリー﹂という品種がありますが︑

この品種に似て︑大きく伸びるのに﹁デ

が特長です︒

は盆栽として作り易いのと︑結実し易い点

が群生してつき美しいものです︒この品種

は実が鮮紅色で大きく︑八ミリあまりの実

年輸入されたなかで︑言−ズディール﹂

美しい紅実を楽しむことができます︒

○ヒメシャリントウ

この種類はベニシタンと同属で︑原産地
はヒマラヤです︒盆栽の専門家のあいだで
は︑﹁ヒメシタン﹂または﹁ヒメピャクダ

で︑枝は細いが硬く︑やや葡萄性があり︑

ベニシタンよりも軟らかい感じのする樹

ン﹂とよばれています︒

高さ六○

もなく盆栽として流行し︑現在ではかなり
多く作られています︒原産は中国のもので︑

常緑で︑ベニシタンよりも小型です︒花は︑

葉の表面は平滑︑濃緑色です︒冬の期間は

ものです︒近年ベニシタンとともに小盆裁

九○センチに生育します︒葉は

ーリスと名付けられています︒

枝が水平状にあるので︑種名をホリゾンタ

寒い地方で落葉し︑暖地では常緑で越冬し

として作られていますが︑結実が少ない難

大葉と小葉の品種があり︑普通のは︑葉

ます︒いつぽう小葉の品種は︑枝葉が細か

の軟かい感じが美点としてあげられます︒

点があります︒しかし︑寒きに強く︑枝葉

下旬で︑春から伸びた枝を穂木として用い

繁殖方法で︑一般に挿木の時期は七月中︑

以上の三種類は︑いずれも挿木がおもな

ｏ繁殖のしかた

ようです︒

○トキワサンザシ

く︑枝が多少垂れ下がり︑樹勢も少し弱い
ベニシタンはいずれも寒さに強く︑丈夫
ルくらいに伸びます︒四月中旬に萌芽し︑

な樹ですから︑支柱をしてやると一メート
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挿木後約一年で鉢に植え込ゑますが︑適

は枝が丈夫でよく曲るので︑太い針金は要

三分目のふるいを

焼いて用います︒

りません︒ふつう二五番線くらいのものを

ます︒挿木は赤土を二

九センチ

ベニシタンは︑主幹の桑を上手に作ると︑

の小鉢がよく︑腐葉土と畑土を混ぜた用土
に植えます︒小鉢は乾燥しやすいので︑ビ

くつきますので︑作りやすいものです︒肥

枝は針金が不要なくらいで︑自然に枝がよ

期は九月上︑中旬です︒鉢は七

ニールを下に敷き︑鉢を並べてビニールの

料は四季を通して施こします︒一般に油粕

器の深さは一○センチくらいが適当でしょ

せるようにして置くと便利です︒いつも水

周囲を少し高めて水を張り︑潅水の役をさ

や化成肥料を用い︑とくに春から七月ころ

通した用土で︑木箱や手鉢に挿します︒用

切り口を小刀で切りなおしてから︑水につ

までは肥切れのないように注意します︒樹

員ノ○

けて水揚げを充分にします︒挿す間隔は二

が多すぎると根腐れするから︑わずかに水

が丈夫なだけに肥料の吸収がよく︑また小

一二センチに切り︑

センチていどで︑挿す深さは挿し穂の長さ

を張り︑雨の場合は外へ流れ出すように工

柿し穂は凡そ一○

の三分の一くらいです︒挿木のあとは充分

盛夏の八月頃は翌年に咲く花芽が出来る

です︒

鉢栽培のために肥料の流亡もはげしいから

夫します︒

に鉢ごと埋象込み︑簡単な霜除けをします︒

日除けは不要といってよいくらいに︑陽

翌春は盆栽の下作りとして︑主幹を作とよ

冬の期間はビニールを取りはずし︑土中

に流水を行ないます︒

光に当ててよいのですが︑乾燥は避けなけ

うに仕立て︑寄せ植えは平鉢に︑また枝が

時期ですので︑心もち茎の先端がしおれる

て日照不足になると活着が悪いので︑日除

ればなりません︒この類は日除けをしすぎ

しかし他の生育期にはあまり乾かすことは

程度に乾かすと︑たくさん花芽がつきます︒
これらの種類は︑移植を嫌う難点があり︑

することは先に述べましたが︑次の年から

下垂する種類は腰高の鉢に植え込み︑懸崖

四月頃と九月頃を除いてはなるべく移植を

けは寒冷紗の明るいものを使用する程度で
なお︑穂木に花芽ができたものを九月上

避けたいものです︒とくに古くなったもの

や半懸崖に仕立てます︒

旬に挿す方法も面白いものです︒これは七

は霜除けの必要はなく︑冬の期間だけ鉢ご

よいのです︒

月柿しよりは長目の挿穂を用いますが︑翌

は移植が難かしいので︑鉢を順次大きくす

と地中に埋めておけばよいのです︒この類

他は寒さにも強いので︑東北地方でも盆栽

はモン︒︿病が発生すると根から枯れますが︑

小鉢に植えたての冬は︑簡単な霜除けを

よくありません︒

年には開花・結実して︑一年後には小鉢も

ることが安全です︒

ないます︒しかし︑実をつけようと思う年

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

仕立てとして楽しむことができます︒

不要の枝の承を勢定します︒また︑この類

は︑強い勇定はせず︑樹型を針金で作り︑

生育は早く強健ですから︑餌定は強く行

のとして観賞できます︒この場合にはフレ
ーム内で越冬させることが安全です︒

○鉢植えと仕立て方

（3()）

千葉県加藤巳之

束の間と思へど長き歳月は吾が人生の哀歓を秘む
れ果つ

たまさかに帰省すれどもその度に過疎化し行きて村さび

千葉県並木文比古

幾たびか表紙つくらふこの書は我終生の師にぞありける
︵ありせ︶ぱ

読桑つかるる腺もうれし年あまた心にかけし書にしあれ

更けし夜のしじまに湧けるよこしまもひもどくふ桑に心

埼玉県相沢正直

埼玉の古きを語り今を知る博物館の建つは嬉しも

しづまる

埼玉をそれと知るらむ人人は博物館の品々を見て

わが宮も博物館に寄託せり御正体方鏡また古文書を

な夕な看る

人の世の花とょぱるる装ひを今着飾りてすわる花嫁

都に来我は歌舞伎見ぬわが孫の七五三祝ふ吾子の招きに

鷲宮葛人

歌ひつつ弾く三味線の音も宜し太夫らあまた坐り並びて

司

神かけて我は願へり速やかにわが沖細の無事返還を

とし

吾を知る村人次第に減り行きてふる里の夢消ゆる思ひす

井上学麿

村を出でＬ三十五年の歳月も束の間に過ぎかくも︵吾は︶
老いぬる

職を得て一人二人と村を去りて中に異郷に死ぬる者あり
安住の土地を求めてそれぞれに異郷に去れど音信を絶つ

ひきつつ

しろたへの富士はそびゆる中空にうすむらさきのもすそ

富士山

おのづから老いていつしか父逝きし年令になりしを思へ
ぱ淋し

村を出で再び帰り来ぬ人の多くなりぬる過疎のふる里

三重県新家たかし

嫁となることは易かり母となることは難かし姪よ嫁御よ

干しおきし布団の上に猫のきて秋の夕陽を浴びて眠れる

老いわれに︵たれど︶楽しぷのあり難の雛かへりゐて朝

とる

奇しびなる生命の宿る草花の鋤き種子を︵ば︶念入りに

井上学麿選

戦場に命を断ちて還り来ぬ子を偲びつつ父母共に老ゆ

r
ql1
、 写 上 ノ

弘道歌壇

弘道俳壇
Ｌ
Ｌ
くくくくくくく／︑くくくくくくく〃

ｆＬ１ｊｂ１ブー

篠塚しげる選
︑︲〃Ｌ︑ｆＬ︑ｆＬ︑ノー︑ｆＬ１ｊ﹂︑ｊｂ︑

川越市小名・木狂辰

I

○根気よく日がな夜がなを芋水車
○朝顔の大輪咲かせ勤行す
○軍神の母とし生きて盆迎ふ
○遅しき土工飯場の雑魚昼寝
○朝寒や護摩の炎満つ大加藍
生きる幸仕事に委ね胡麻叩く
＠筆揮ふ袖に起れり秋の風

○笛の音は疾惜む人か夏の月

○後から祖母をもてなす蚊遣かな

○夏菊や机一つの別座敷

よノー身をひきしめる︒

評揮竜する袖を吹く風はもう秋だと感じとった作品はい

千葉県八代義昌

評中七の叙景がいやが上にも秋高しの感を深くしている

＠瓦焼く煙真つすぐ天高し

I

○菊咲くや手入れせはしき破れ垣

○筆浸す硯の海に後の月

○秋耕や山蔭畑に来ぬひまを

○麦蒔の人影うすれ暮れにけり

雨となる予報に急かれ麦を蒔く

稲車夕は子らの声まとひ

空はざの残る田面や冬ざるる

○虫鳴かず秋淋続き今日もまた

長雨や腐るにまかす落花生

北信濃稲刈さ中夕焼けて

○菊並べ朝の広前明るうす

○筆硯の塵を清めん文化の日

山を背の家皆富めり冬紅葉

同

同

田村隆村

石橋香峰

加藤刀水

篠塚しげる

秋桜子

角田洋圃

同

同

同

○﹁一スモスに風来て空のゆれている

コスモスを咲かせ豊かとは云へぬ生活

抱く子の温象も親し秋ざくら

元日の日に酔ひ齢を忘じけり

垣越しの御慶も隣り同志かな
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一謹賀新年

日本弘道会

昭和四十七年壬子元旦
社剛
法人

会長理事野口明
副会長理事木下広居

主事理事渡辺正勇
班聯片山清一

理事鈴木勲
監事相馬敏夫

顧問宇野哲人
顧問石坂泰三
顧間沢田源一

細集部一同

編集後記
今昭和川十七年の干支は壬︵ぷずのえ︶

子である︒磁文の群者許恢は壬は懐妊腹
の大きい形︑子は次節に陽気が加って万
物滋生の形という︒恐らく今年も昨年に
も端して幾多突発の諦州が渦巻き︑誰弁
無論が横行するのではなかろうか︒﹁沖
細は川本兵に何をされたか﹂︵洲昨年十
一〃号︶という沖細返還協定︑向衛隊設
慨反対論に対しては本会特別会貝大浜偏
呆沖細北方問題懇談会座曇︑殉国学徒伽
彰会代表金城和儒会貝が国会や紙上に於
て明快に弁明されておられるが︑股近刊
行の﹁われわれにとって天皇は何か﹂と
いう不郡恢極まる飛言には迷わされる恐
れなしとは言えないのである︒︵これは

その一端にすぎないのであるが︶陛下
は今年御年七十一才︑ご在位四十七年︑
摂政を加えればまさに五十一年︑古代は
ともかくとして︑肢も長きに亘ってのご
在位ではあるまいか︒戦後は特にいろい
ろとお控えＨであらせられたのであるが
昨年有史以来初のご渡欧で訪川国の歓送
迎の熱狂の裡に︑奇しくも︑﹁天皇Ⅱ和﹂

の新語まで生まれたようにいかに各国を
明かるく和やかにされたことか︒一部に
は如理解な大戦の桶し率もあったがこれ
はまさに元号昭和ｌ百姓昭明万邦協和ｌ
の意味そのままの︑皇机天照大神以来の
広大なご仁徳の自らのご発露があの世紀

展を期し︑木下剛会提の皇室流も那考し︑

を飾る劇的の楕承をかもし出したもので
あろう︒陛下には特別会員の千葉三郎先
生に本誌部数のお鼎ねがあった︒
私たちは西村会机の綱価の粁馴に掲げ
た世界無比の﹁鬼宅を敬う﹂の本旨を体
し︑本年の鼠算も胸に秘め伝統ある東部
松江の旧︑広島浜田今治等の新支会の発

立ちたいものである︒

さらに一段と多くの新会貝を加えて︑各
地城の指導者各位とともに激動急変の諸
相に対応して分に応じて新時代のお役に

東京都千代田区神田神保町三ノ十

春山宇平

東京都千代田区西神田三ノーノ六

駒Ｔタトー空

◇絵鳩は原好正出雲大社庶務部展のご厚

ｈ︑押凡︑幻畠Ｖ〃出口

意によるものである︒︵渡︶
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誇稿轍汎署

に質紙

全13巻

︻諸橋轍次博士の名著一

雪論語の講義

﹃大淡利辞典﹄の著者たる桃学界

の猟撚と人弛の体験とを融合して

の巻術が仙人の要望に応え換学

柵を練り世に問う論語の名識義．︑

ポケット判・上製函入定価八○○円

ポケット判・上製函入定価五○○円

の人川に勝炎した思想を脱ぐ︒

如米に化したとも低えられる老ｆ

その閲脈は知れず︑仙人或は評隙

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

雪老子の講義

辞典をこの機会にお
備え下さい

︵読者の声から︶
▼公務員・四十六才
正男大学合格の祝いを雄

に唯れた博言の記︑李白の詩文か

に姉く﹃大瀧和辞典﹄緬纂の余暇

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑諜休︑淡語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として惟妙に冊る渦杵︒

瀧棚﹄の特稀か古今の淡職を典拠

まつわる史災や仏脱について﹃大

ｆ文の起岨の考察︑十二の動物に

十二支物語

べく本辞典を購入した︒

ね自分の余技にも活川す

▼会社員・四十二才

期待通りの紫晴らしさ︒

中国編もかなり蝋揃に入
っていたのは予想外︒流
打です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化過
雌をわが子に継がせてや
凡て退卜わせです︒

紫綬褒唯︑菊池寛歯︑朝Ⅱ文化街

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

旭回月賦定価八○︑○○○円
叫回月賦定価八五︑○○○円
︻体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉

Ａ５判・全咽巻総頁一四八七二頁・総クロー

ご希署の汀は大漢和﹁Ｃ一係弛お申込み下さい

内容見本送呈

推杵／東京40504

大修館書店

収）)'.部「代ill区神川錦町3−24

ロ
現金定価七五︑○○○円
'専用書架は実費(6000円）でお頒け致 します

