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中国文化に親しむ

くくく〜

野口明

くくく

五十余年前︑私が東大を卒業する時︑総長山川健次郎先生が訣別の辞で︑一

﹁中国文化を軽視する勿れｏ日本は六十余州︑中国は四百余州ｏ此の大国︑一

此の大民族は幾多天才を生んだ︒将来も然らん﹂と︒此の一語だけはよく一

覚えている︒

日本の文化は︑主として中国︑従として印度︑此の二大文化に育てられ一
た子である︒西洋の自然科学を岨噸したのも此の東洋の子の頭であった︒一

（

、

I

︵本会を長︶一
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I

況んや精神文化に於ておや︒我々は︑孔子も釈迦も︑先祖先輩の一人のよ一

うな同族感をさえ覚える︒

1
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然し我為は過去に於て︑中国文化を十分に研究し尽したとは思わない︒一

I

今後は一層此の精神文化の沃野に遊び︑且つ収獲を更に豊かにしたいもの一
である︒

I

一
‐
〜

〈
、

丑︵牛︶年に因んで

︵トキをつくる︶は家の索くるなり﹂とい

することを戒しめた言葉に﹁牝鶏の農する

家庭で婦人がでしゃばり︑やたらに口出し

類以外のメス︑オスにも用いられています︒

せんが︑とにかく牛というものが︑人類社

と直接の関係があるのかないのかわかりま

じつけたのですから︑それらの文字の成立

そうです︒もちろん︑これは冗談半分にこ

すとなかなかたいへんなところまで発展し

っているのです︒こんな点を考えてゆきま

八十二支物語Ｖ

三百いくつかある牛偏の文字には︑もち

うのがありますが︑これなどは鳥類のメス︑

諸橋轍次

ろん牛に関係のない文字がたくさんありま

オスにもこの文字を用いている証拠です︒

牛偏の文字

﹁オリ﹂で︑牛のほか馬を入れても豚を入

す︒たとえば︑牢といえば家畜を入れる

は確かだと思います︒

会に深い関係を持っていたということだけ
で現わして︑﹁牝は常に静かなるを以て牡

神に捧げる犠牲といえば︑牛に決ってい

あるのですが︑人間の男女をも牝牡の文字
に勝つ﹂などといっています︒また昔は︑

ました︒しかもその場合︑牛は殺されても

老子はわざわざきたない文字を用いる癖が

けですけれども︑牛偏になっていきす︒概

山岳を牡といい︑難谷を牝ともいいました︒

平気でその分に甘んじていますから︑その

れてもいいわけですし︑牧といえば﹁マキ

して︑牛が人類に関係の深いためか︑ケモ

さらに進んで考えてみると︑物という字が

バ﹂で︑牛を放っても馬を放ってもいいわ

ノ全体を代表している意味が現われている

牛偏になっているのもおもしろいですね︒

後に犠牲的精神などという言葉もおこった

もっとも牛が甘んじていたのかどうかは︑

のです︒

犠牲の精神

ように思われます︒ケモノのオスを牡と書

﹁物﹂といえば﹁心﹂に対する総称でしょ

た宇宙の森羅万象︑すなわち物が牛偏にな

う︒してみると︑人間の知覚・精神を除い

も牛が獣類全体を代表していることが想像
できますが︑さらに考えを進めると︑牝牡

き︑メスを牝と書くでしょう︒その点から

は牛だけでなく他の獣類から︑さらには獣

（2）

の生活をしても︑犠牲はいやだというでし

が︑当の牛になってみれば︑むしろ豚同様

を着せられ︑ごちそうを与えられています

﹁マア犠牛をごらんなさい︒立派な着物

た︒ところが荘子は︑

官を餌として︑荘子を鴫川しようとしまし

いる時︑ある殿さまが︑礼を厚くし高位高

し荘子が︑塵の世から遠ざかろうと考えて

牛にきかなければわかりませんがね︒むか

ている豚と︑痔疾のある人間は︑その犠牲

場合でも︑額の白い牛と︑鼻のそりかえっ

も︑その慣習があったのです︒しかしその

ありましたね︒もちろん中国の古い時代に

めにしておはらいをすることが︑日本にも

には︑人柱を立てる︑すなわち人を生き埋

す︒むかしは︑河の堤防などの切れる場所

にして生命を全うすることができたそうで

ものは人からきらわれているだけに︑往殉

ですが︑ただ額の白い牛︑いわゆる白熱の

と前には︑亀の甲や牛の大腿骨に文字を刻

前は竹や木の札に漆で書き︑そのまたずっ

墨で字を書く前は吊に書き︑泉に字を書く

たけれども︑だいたいを申しますと︑紙に

になるまでにはいろいろな変遷はありまし

大切な材料にされました︒書物が今の体裁

骨もまた役にたつのでして︑文字を刻む

生活は真っ平ごめんです︒﹂

ない︑きたない感じがするので︑河の神さ

にはしなかったそうです︒多分︑みっとも

地ですが︑今から五︑六十年前︑そこから

三千余年前︑股の河曹甲王が都した安陽の

ています︒河南省の彰徳というところは︑

んだものです︒これを亀甲獣骨文字といっ

亀甲獣骨文字

いますね︒

ょう︒私も同じで︑高禄は食んでも︑役人
といってことわったそうです︒

この例を引いて︑これも﹁無川の川﹂だ︑

まもこれをきらったためでしょう︒荘子は

また︑斉の宣王という王さまは︑犠牲に

俗人が不祥と考えるものも︑神人から見れ

い股代の研究に多くの資料を提供しました︒

この獣骨がたくさん出まして︑文献の乏し

される牛がびくびくしながら悲しそうによ
ろよろ歩いている様子を見て︑﹁かわいそ

ています︒

ば︑むしろそれが大祥となるのだ︑と教え

る情を︑見ないものにまで押し拡めてゆけ

では怖がちがいます︒その見たものに対す

でしょうが︑現に見たものと見ないものと

かわいそうならば︑牛でも羊でも同じわけ

すけれども︑それが少し転じて︑すべて事

り︑身分の尊いものがその場に在んだので

た︒その時︑身分の卑いものが牛の耳を執

必ず牛の耳を割いて︑その血をすすりまし

むかしは諸侯が何か盟事をする場合には︑

いて吉凶を卜したということも伝えられて

夫余国の習俗では︑骨ではなく牛の蹄を用

吉凶を判じたこともあるのです︒もっとも

く︑屯の甲と同様︑占トの材料に用いて︑

牛の骨は文字を刻むのに使ったばかりでな

まいりまして︑その獣骨を拾っています︒

り研究されています︒私も二︑三度そこへ

今日ではそのおかげで︑股代の事実もかな

を犠牲にするがよい︒﹂といったそうです︒

うだ︑あの牛を助けてやれ︒その代りに羊

ば︑それが仁術となるのだ︑といって︑孟

の盟主となることを牛耳を執るというよう

おりますが１．馬の骨は︑あまり役にた

子は︑﹁此の心以て王たるに足る﹂とおし

ていて︑﹁あの男に牛一耳られた﹂などとい

になったのです︒今日でもその言葉が残っ

牛はこのようにたびたび犠牲にされるの

えています︒

Ｑ︶

︑ノ

／Ｉ︑

ちませんが︑牛の骨はこのように世の中に
役だってきたのです︒

います︒

ところへ宋の国の人がやってきて︑この頃︑

きかないもののように見えますね︒特に梨

確かに牛は︑図体だけ大きくあまり気の

華牛の子

宅の黒い牛が白い牛の子を生んだのですが︑

ろいので︑しじゅう人に馬鹿にされたよう

牛という牛は︑顔かたちも醜く︑動作もの

つぎは孔子の話ですが︑ある時︑孔子の

これはいったい何の兆でしょうか︑ときき

いた西方の秦が︑だんだん勢力を得て︑中

えた言葉です︒当時﹁えびす﹂といわれて

央の諸国を恐喝し︑地を割くことを求めま

した︒蘇秦は︑はじめ秦の恵王のところへ

遊説に行きましたが︑その説が用いられず︑

瀬にさわったのでしょう︑そこで︑燕に行

て︵周は赤色をたっとんだ︶立派な角があ

です︒しかし︑孔子は﹁梨牛の子でも赤く

題目で︑大国のお尻についてゆくよりは︑

なるも︑牛後となること無かれ﹂というお

癖のように唱えていたのが︑﹁寧ろ鶏口と

り

ました︒すると孔子は︑﹁それはおめでた
一年たつと︑その家の親爺が不思議なこと

い兆だ︑神をお祭りなさい﹂といいました︒

った仲弓を慰めています︒﹁親は悪くても︑

れば棄てられぬ﹂といって︑悪行の親をも

いう意味です︒蘇秦はこの説をもって︑当

ることの不利を強調しました︒そのとき口

に訳もなく盲目になり︑そして︑牛がまた

子が善い子であれば︑山川の神はこれを捨

き︑超に行き︑いたるところで秦につかえ

白い子を一匹生染ました︒そこでまた︑孔
子にききましたところ︑孔子は相変らずお

小さい国でもその先頭に立つのがよい︑と

国を縦に合わせて西方の秦に対抗しようと

時の超・韓・醜・斉・燕・楚に遊説し︑六

てない﹂といのうです︒

だが︑荘子はまた別な方面からこの華牛

めでたい兆だという︒そのつぎに︑こんど
は子供が盲目になりましたが︑それでも孔

これに対して︑六国を横に秦に連合しよう

計りました︒これがいわゆる合従の説で︑

る︒しかしそのために︑鼻に綱を着けられ
る心配もなく︑野放しにされ悠々遊んでい

説です︒

としたのが︑魂の人︑張儀の唱えた連衡の

を見ています︒箪牛はいかにものろまであ

の間に戦争がおこり︑宋はさんざんなめに

る︒その点からいうと︑小刑口でワナに陥

です︒ところがやがて︑楚の国と宋の国と
あい︑壮丁はみな戦場に出て︑食なきもの

る狐や狸よりは︑結局︑捌口といってもよ

子は相変らずおめでたい兆だといったそう

は子を易えて食らい︑薪なきものは骸骨を

いかもしれません︑というのです︒荘子は

ことにくだらないことですね︒畢寛︑駿足

しかたのないことかもしれませんが︑ま

日数を百幾日も延ばしては１．

牛歩戦術はこまりますね︒あたら議会の

牛歩戦術

の父子だけは不具者であったため免れた︑

折って炊ぐという状態になりましたが︑こ

しているわけです︒

これによって︑﹁無用の大用﹂を説こうと

戦国時代洛陽の人︑蘇秦という弁士の唱

鶏口牛後

というのです︒

ちょっと塞翁の馬のような話で︑教えに
もならず︑あてにもならないのですけれど
も︑聖人孔子と牛との話がおもしろいと思
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という六朝時代の郷賜の言葉があります︒

でしょう︒そうそう︑﹁牛峨阜を同じくす﹂

を伸ばして一日千里を走る良馬がないから
ようにみえますが︑そのウシは︑ひっぱっ

く︑小さな子どもにまでひっぱられている

と︑あるいていく︒自主性がなくいくじな

かなることがあっても絶滅することのない

合にも生きて行く不死身の民族であり︑い

するか予測できません︒中国人はどんな場

牛と同じ待遇を受けるのは︑真っ平御免だ

走る験︵すぐれた馬︶が︑のろのろ歩きの

阜は牛馬の飼料を入れる桶で︑一日千里を

ものがあれば︑そのほうについていこう︑

くさい︒だから︑じぶんをひっぱっていく

しようこうしようということは︑めんどう

けではけっしてありません︒じぶんでどう

ていく人に敬服して︑ひっぱられていくわ

たわり育て繁らせるのと︑同じように人と

ます︒仁は種︑慈は並で︑ともに草木をい

を﹁仁﹂といい︑老子も﹁慈﹂といってい

忠臣文天祥も︑正気の歌の中で︑﹁牛験阜

くばからしくみえますが︑じつはそうでは

人についていく︒一見すると︑自主性がな

も大きな図体をもちながら︑ムチ打たれて

ではあるまいか︒動物の世界は弱肉強食で

動物界を見てイデオロギーを立てているの

イデオロギーを立て︑西洋の近代思想は︑

思うに︑東洋の古代思想は︑柿物界を見て

物とに愛情をもって接することであります︒

中国が聖人と仰いでいる孔子は教の根本

という歎きの言葉なのです︒宋の哲人張横

というだけで︑あるいているのです︒ゾウ

根強い強靭な民族なのです︒

るのはいやだといっていますし︑同じ宋の

渠︵張載︶も︑﹁牛戚牢︵樵︶を共にす﹂

を一にす﹂るのは恥かしいと歎じています︒

ありません︒じぶんの主義主張もあるけれ

牙をむき出していがみ合う動物界よりは︑

に即して教を立てるのが人間の道ですから︑

すくすくと育つ草木の美しい姿に人の道を

す︒植物も動物も自然界の現実です︒自然

ひっぱっていく人が︑それを得意になって︑

ども︑めんどうくさいから︑ゾウ使いのな

すべてはじぶんにしたがっているのだなど

すがままにやっているのです︒それだから︑

牛歩戦術が議会を占領したら︑﹁牛瞳同早
を恥ず﹂と絶叫する真の選良はいないもの
でしょうかね︒牛歩戦術︑とにかく牛と政
治の関係はおもしろくありませんね︒

ウシに似た中国

求めたらどうでしょうか︒これはひとり中

ると考えていましたが︑陳渉︑呉広などが︑

素の始皇帝は何でも自分の思い通りにな

東洋の教えの根木なのです︒ここに思いを

国人の知恵であるばかりでなく︑実は広く

と思ったら大まちがいです︒

﹁ねむれるシシ﹂であると言います︒これ

国とはともに手に手をとって王道楽土の実

致して特に祭丑の年頭に当って︑日本と中

西洋のひとびとは︑よく︑中国をさして︑

も一面の観察とは思いますが︑わたくしな

して︑栄華を極めた始皇帝の阿房宮も︑た

天下をひっくり返してしまいました︒こう

︵特別会員束教大名与教授文博︶

現に協力するよう祈ってやみません︒

どがみますと︑中国人には︑シシとかトラ

ちまち廃城と化したのであります︒牧童に

とかいったもののたけだけしさは︑すこし

ひかれているウシ︑ゾウ使いに従順なゾウ
も︑いざあばれだしたら︑どんな力を発揮

もありません︒いうならば︑ウシかゾウの
ウシは︑牧童にひかれて︑ポトリポトリ

ような民族である︑と思います︒
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中国の古典に見える宝について

や貝が財貨として珍重されたというのは︑中国の古代では︑

鎌田
万葉集の歌人山上憶良は︑

しるがねくがねた室な涯たからこ

も﹄フ

いったい︑何を宝として尊重したものであろうか︒いまし

おう

の時代に作ったという貝貨が詳しく記載されているから︑

いられたからであろう︒漢書の食貨志を見ると︑漢の王奔

玉はいわゆる宝石として尊ばれ︑貝は装飾や貨幣として用

と歌っているように︑いとしいわが子をもって︑どの世に

銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも

おける何にもまさる至宝としているが︑中国の古代人は︑

︵壁︶が中国古代人に珍重されたことは︑古代文献にも数多

貝が貨幣として尊ばれたことは明らかである︒また︑玉

ぐ

この殿様の弟にあたる虞叔という者が︑すばらしく美しい

春秋時代に︑今の山西省地方に虞という国があった︒そ

く見えている︒

ばらく︑中国古典の中から︑その代表的なものを拾って解
説して染よう︒
一︑宝の原義

まず宝という文字の原義について調べると︑宝の本字で

に所望した︒虞叔は惜しがって容易に手離さないでいると︑

壁を持っていたところ︑兄の虞公が︑それをほしがって弟

る形声文字である︒つまり缶は音符で︑賓をホウと発音す

としたので︑虞叔も生命の危険を悟って︑﹁周の諺に︑﹃匹

立腹した兄の虞公は︑弟を殺害してもそれを手に入れよう

プ

るのは︑缶の音符によるものであるが︑缶はさらに﹁包象

夫罪なし︒壁を懐けば罪あり﹄とある︒こんな物を持って

ベン

ある賓は︑︷︵家屋︶と玉と貝と缶︵転音ホウ︶とから成

保つ．保存する﹂という意味もある︒してみると︑賓とは︑

いると生命が危険であるわい﹂と言って兄に献上したとい

たまいだ

家の中に保存する玉や貝というのが︑その原義である︒玉
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正

以て人を栗むるや︒日く財﹂とある︒﹁万物を生成化育す

人の大宝を位という︒何を以て位を守るや︒日く人︒何を

ちよう

う話が︑左伝の桓公十年に見えている︒弟を殺害してまで
しん

じわんし

れを学ぶならば︑後天的な学問修養を尊んで立派な人間に

の道を学ばないと︑情欲的本能を尊んで放縦になるが︑そ

いことは︑大きなわざわいである︒人間が師について聖賢

ぶことは︑人間に取っての大きな宝であり︑それを学ばな

︵儒効︶と述べている︒﹁よき師について聖賢の教えを学

ば︑則ち性をたっとび︑師法あれば︑則ち積をたっとぶ﹂

大宝なり︒師法なき者は︑人の大映なり︒人は師法なけれ

大宝については︑儒家の荷子は︑﹁師法ある者は︑人の

ものであろう︒

ところの﹁人を集めること﹂︑﹁財を分かっこと﹂に通ずる

めること︑慈愛深い仁政を行うということは︑周易にいう

ぶ︒﹂︵尽心下︶と言っている︒おのれに帰服する人民を集

土地・人民・政事︒珠玉を宝とする者は︑狭必ず身に及

わざわい

とでなければなるまい︒されば︑孟子も﹁諸侯の宝は三○

いうからには︑聖人の真の大宝とは﹁人を帰服させる﹂こ

うが︑その大宝を守るには人を集めることが根本であると

いう意味である︒聖人は天子の位をもって大宝とするとい

財を民に散じて民の生活を豊かにしなければならない﹂と

るかといえば︑それは人民を集めることであり︑それにば

の位が聖人の大宝である︒しからばどうして天子の位を守

る偉大なはたらきが天地の大徳であり︑万民を治める天子

も壁を求めるというところに︑いかに壁を珍重したかを知
ることができる︒また︑戦国時代に︑秦の昭王が超の恵文
かしたま
王の秘蔵した天下の至宝﹁和氏の壁﹂を秦の十五城と交換
しようと申し出た︒小国である超は︑大国の秦の申し出を
りん

拒絶すれば後難のおそれがあり︑それに応ずれば欺かれて
しようじよ

大事な宝壁を失うことになると憂慮して当惑したとき︑閏
こ甲フベ

相如がその大任を引き受け壁を奉じて秦におもむき︑昭王
れんぱ

の偽心を知るや︑﹁臣の頭は壁とともに砕けん﹂と威嚇して︑

壁を無事に持ち帰ったという話が︑史記の廉頗・閥相如伝
に見えている︒これまた︑宝石を財貨として珍重したとい
うことを有力に物語るものである︒
されば中国の古代人は︑玉や貝の珠玉︑さらには金銀・

布吊・貨幣等の財貨を︑いわゆる宝として珍重し宝蔵した
ことは︑古代文献に数多く見えているが︑ここで問題とす
べきことは︑中国の古代人が真実の宝として尊重したもの
は︑かかる物質的な財貨にあらずして︑他により重大なも
のが考えられていたということである︒つまり︑宝の転義
として用いられたものの中に︑今日われわれの傾聴すべき
ものが数多く存するということである︒
二︑宝の転義ｌ真実の宝

①大宝周易の繋辞伝下に︑﹁天地の大徳を生という︒聖

房／０

︑１／

〆Ｉ︑

下を治める天子として尊ぶ宝であり︑萄子の大宝は︑修養

なれる﹂という意味である︒前に述べた周易の大宝は︑天

れをもって国宝として重大視しているところに意義がある︒

言行の一致は︑論語にもしばしば見える教えであるが︑こ

国の宝として尊重しなければならないという教えである︒

ある︒楚書とは︑国語という書物の楚語をさしているが︑

は以て宝となすなし︒ただ善以て宝となす﹂という文が

③善もって宝と為す大学という書に︑﹁楚害に日く︑楚国

を個人の宝として尊んだものである︒

荷子の説く大宝と同旨のものに︑呂氏春秋に︑﹁凡そ事
おし

という文があり︑高誘の注に︑﹁大宝とは身なり﹂とある︒

それは︑楚の国では金玉を宝とせずに有徳の善人を宝とし

の本は︑必ず先ずその身を治め︑その大宝を沓む﹂︵先己︶
﹁あらゆる事を行う根本は︑自己自身を修めることにあり︑

て尊重する︑という意である︒中庸にも︑﹁その人存すれ

いう言葉がある︒国の興亡盛衰は人材の有無による︒楚国

や

る﹂という意味である︒されば前文に続いて︑﹁昔︑聖王

それゆえに大宝すなわちわが身をたいせつにすべきであ

ぱ則ちその政挙がり︑その人亡ければ則ちその政息む﹂と

が金玉の財貨を宝とせずに︑有徳の善人を宝としたという︑

は︑その身を成して天下成り︑その身を治めて天下治ま
る﹂と述べている︒まさに儒家の修身←治国←平天下の思

人材尊重論は不朽の名言である︒

りよどう

想であり︑修己←治人の思想である︒政治に従う者は勿論

人材をもって一国の宝とする思想は︑害経の旅葵にも見

好んではいけない︒﹁宝とする所はただ賢﹂といって︑賢

こ学う

える︒周の武王の時︑西方のえびすの西旅の国が葵という

教育にしても実業にしても︑すべては修己をもって大宝と
せよという右の教えは︑今日深く考えて染る必要があろう︒

にあった召公爽が︑帝王たるものは︑かかる遠国の異物を

背の高い犬を献上して武王の歓心を求めたとき︑太保の官

いる例もあるが︑ここで注目すべきことは︑左伝の隠公六

せき

を意味する︒中国の古典にも︑一国の宝器を国宝と称して

②国宝今日︑国宝といえば︑国家の保護する重要文化財

年に︑﹁仁に親し桑隣に善くするは︑国の宝なり﹂という

また︑礼記の儒行篇に︑﹁儒に金玉を宝とせずして︑忠

者すなわち治国の人材を宝として尊重せよと訓戒している︒

信以て宝と為すことあり﹂という言葉がある︒右の大学の

ことばがある︒﹁仁者に親し拳︑隣国と友好をはかること
が︑国の宝である﹂という意味︒これなどは︑今日政権を

言葉と同旨のものとして玩味すべきであろう︒

仁親以て宝となす﹂という言葉があり︑同じ事が大学にも

④仁親もって宝となす礼記の檀弓下に︑﹁喪人は宝なし︒

だんぐう

担当する者の最も心とすべき名言ではあるまいか︒

また︑荷子は︑﹁口よくこれを言い︑身よくこれを行な
うは国宝なり﹂︵大略︶と述べている︒言行一致の人物は︑
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見えている︒これは︑春秋時代︑斉の桓公の後に覇を唱え

の名将上杉謙信が好んで﹁第一義﹂︵慈悲の心を自覚する

で︑人道の基本ともいうべき深い人間愛である︒わが戦国

う仁︑釈迦のいう慈悲︑キリストのいう愛と一致するもの

一Ｌ坪ご

た晋の文公が︑まだ国君とならず︑その父︑献公の夫人羅
圭唖︑︑

姫のざん言にあって北方の窪に出奔していた当時︑献公の

心﹂︵宝は心に在り︶の三字を刻んだ印鑑を用いたといわれ

こと︶の三字を書き︑神社仏閣に奉納した祈願文に﹁宝在

るが︑まさにこの人間愛の精神に基づくものである︒第二

死を聞いて喪に服していると︑秦の穆公は使者をつかわし
から︑いつまでも喪に服して悲しんでいる場合ではない﹂

て︑﹁今こそ晋に帰って国君となるべき絶好の機会である

の倹は︑いうまでもなく物質的倹約を主とする︒一身の生

きゆうはん

と忠告した︒時に︑文公︵当時は公子重耳︶の忠臣であつ

活や国費を節約するがゆえにこそ︑有事の際に広く恩恵を

えにこそ︑人はおのれに帰服し︑おのれを上に立てるとい

争の教えで︑ゑずから好んで人の上に立とうとしないがゆ

施すことができるというのである︒第三は︑老子の謙下不

た勇犯は︑﹁それは辞退せよ︒喪人すなわち他国に放浪し
親に仁なること︑親を親としていつくしむこと︑親の喪に

うのである︒この老子の三宝は︑まことに個人の処世訓と

⑤三宝老子の第六十章に︑﹁我に三宝あり︒持してこれ

掘し︑これを玩味して︑視野を広め心を豊かにすることが︑

きる至宝ともすべき名言が深く埋蔵されているＯこれを発

その代表的なものをあげたが︑中国の古典には︑現代に生

rQ，

ているあなたには宝とすべき何物もないが︑仁親すなわち
際して悲哀の誠をつくすことを宝とせよ︒父が死んだとい

しても尊重すべき名言であろう︒しかもこれは単に儒家に

対抗した道家のみの狭い思想ではなく︑基本的には儒家の

う大事の際に︑一身の利益をはかるべきではない﹂と諌め
にも︑﹁親を親しむは仁なり﹂︵尽心下︶とあるように︑仁

が残した名言中の名言として味読すべきものであるまいか︒

思想とも一致するものであるから︑いうならば東洋の先哲

て︑秦の忠告を受け入れなかった︑という話である︒孟子
道の基本は肉親愛に存する︒他日文公が覇者として天下に

を保つ︒一に日く慈・二に日く倹・三に日く敢えて天下の

今日に生きるわれわれの生活を高め今日の社会を浄化する

以上︑中国の古典に見える宝について︑思い出すままに

号令するにいたったのも︑こうした忠臣の直言をすなおに

先とならず﹂という言葉がある︒三宝といえば︑仏教では︑

受け入れたところに存するであろう︒

仏・法・僧を指しているが︑老子のいう三宝とは︑第一は

有力な原動力となることであろう︒

︵特別会員東教大教授文博︶

慈愛であり︑第二は倹約であり︑第三は人の先に立とうと
しない謙下不争の教えである︒第一の慈愛とは︑孔子のい

、 シ ノ

日中国交正常化をめぐる

中国および台湾の立場

︵前︶高雄総領事函凹

告示圭表

〃田中首相は統一戦線を組むのがうまい︒日本国内では︑日中正常

化のための統一戦線に成功したとの意味︑アジア各国にも統一戦線

を結成させることができると思う川︵昭和唖年９月四日読売︶とい

はしがき
日中正常化に伴う中国問題の論議は︑まさに花盛りである︒しか

う蜜のように甘いｌ悪くいえば与し安しと見たｌ発言をした由

である︒後日この会談に列席した二人の外務省員に真偽をただして

〃︑↓卒

し︑つまるところ︑それは台湾問題の取扱いと今後の帰趨いかんと

アジア各国での統一戦線云々はいっていないということであった︒

見たところ︑国内の統一戦線に成功云をの前段はいわれたが︑後段︑

いう点に集約されよう︒

私は戦前長く中国大陸で生活し︑戦後香港や台湾で仕事をしてい

さらに読売新聞社の友人を通じて調べてもらったが︑これは北京発

た関係上︑中国人の友人も多いし︑彼らの中共観や国府観︑今後の
展望等幅広い各階層の意見も聞いており︑また自分なりに中国問題

という意味は日中協力してアジア各国との連合に達成し︑〃米帝国

いわゆる︑〃アジア各国にも統一戦線を結成させることができる″

統一戦線工作の〃鴻図″が当然あったはずと私は見るのである︒

た以上︑彼の腹中には日中正常化の次にくるべき︑アジア各国への

しかし︑周がいわなかったにせよ︑彼が統一戦線問題を口に出し

い︒

共同によるところであった︒共同通信社についてはまだ調べていな

学者や専門家の意見のように論理的に筋道立てて述べろといわれ

に対する考え方も持っている︒

ても困るが︑自分なりの考え方を散文的にでも述べて見たいと思い
ま︑す︒

一︑中国側の立場
目︑九月十八日北京で行なわれた小坂︑周恩来会談で︑周恩来は︑
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｢三華

演〕
L同異

主義

あるいは︑〃ソ連社会帝国主義″をアジアより駆遂するとい

う深謀遠慮が秘められたもの宮日米安保条約の廃棄や極端にいえ

国際的には国連参加をかち取り︑〃社会帝国主義〃ソ連に対する

量はからんやわれわれから見ると︑周さんこそ統一戦線の大名手

港に旅行した際中国の友人たちは〃ニクソン訪中前国内はきわめて

すら北京に招請するという大芝居も敢て辞せない︒本年四月私が香

〃人類最大の敵米帝国主義″と強調していた米国大統領ニクソンを

国際的統一戦線を着をとして進めている︒そのためには︑かつては

である︒今度の日中正常化運動にしても︑田中内閣成立以来の周

いっていた︒今度の日中正常化とともに︑これは国際的反ソ統一戦

不穏な情勢にあったが︑ニクソンが来てから大分静かになった〃と

ば日本の中国への隷属化をすら意味するものである︒

さんの動きを見れば︑社会党はもとより公明党の代表まで北京に呼

て一歩大きく前進したものといえよう︒

線上の一勝利であり︑同時に建国以来の悲願である台湾解放に向っ

んで︑自己の陣営に引き入れた︒誠に巧妙に佐藤内閣から田中内閣
への切換えを行なったやそれがあたかも原則的立場を崩さないよう

今日まで取りつづけてきた封鎖政策が︑既に限界にきたこと︑これ

このことは七億余の人口︑年率二％の増殖率を持つ中国としては︑

ていくであろう︒

し︑豪州︑ニュージーーブソドとの正常化に向っても着たと手を打っ

アジアの反共諸国︑タイ︑フィリピン等との正常化も容易となろう

史的転換点を見ている︒逆ドミノということばが使えるなら︑今後

中国は今や日中正常化を弁証法的論理より︑国際政治における歴

国の発言力を強化することとなろう︒

にも中国の一周恩来外交の一声価を大いに高め︑国際政治の場で中

かかる国際的声価の伸張の下に︑国内の反対派を封殺し︑国際的

ないところまできてしまっている感じである︒

とも︑〃大国″中共の国際的声望は︑すでにこのような制御を許さ

米国やその他の国がいかに国府保全︑〃二つの中国″を考えよう

なかっこうを取りつつ巧みに︑かつ︑素早い転換が行なわれたこと
を︑心ある者にはわかるはずである︒

日中正常化を急ぐ理由は日本の側にももちろんあるが︑私から見

る︒

ると︑中国側の内部事情によることもゆるがせにできない問題であ
元コロンビア大学のバーネット教授も︑〃将来中共の政策の変化
は︑外部勢力の影響というよりは︑むしろ︑おそらく国内的な要素
がより強く作用するであろう″と述べている︒︵〃毛沢東なき後の

中国国内においては︑文化大革命の余波はいまだおさまってい

中国″鹿島研究所︶

ない︒林彪事件もその余波であり︑各地方軍区︑革命委員会︑党委

ている︒これら将軍や幹部を徐女に切崩し︑〃二階に上げて梯子を

躍している︒また劉少奇派の幹部もなお各地︑各階層に余瑞を保っ

ことを意味し︑簡単にいえば今回の日中正常化は︑わがほうの政財

に適応さすための国内経済建設上の必要が急速に高まってきている

員会等の幹部巾にば︑元幽野系ｌ林耀系Ｉの者が多数存在し活

外す″工作も積極的にすすめられている︒既に七十八才の老齢の毛

界︑実業界の要望というより︑中国側のお家の事情によるところが

沢東の存命中に︑毛の権威の下に︑林彪系軍人や劉少奇系幹部の大
物を骨抜きにする統一戦線工作を速かに成功させなければならない︒
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大きいと私は見るのである︒

したがって中国との正常化においても︑大局的見地に立って︑今

に政治経済︑文化の交流は絶対必要と考えている︒

後数十年にわたる政治︑経済︑文化各方面における日中関係の帰趨

口︑九月二十九日の日中共同声明を見ると︑両国はその日︵二十
九日︶から外交関係を樹立することを決定し︑できるだけ速かに大

︵日本の政治経済の独立性︑過度の中国依存警戒︑東南ア市場におけ

思うものである︒安易な妥協や卑屈な態度をとるべきでない︒近年

る競合関係等︶を念頭においてガッチリとした交渉をしてほしいと

いづれにしても︑中国側は何としてでも日本との間の正常化を実

ずいぶんといわゆる〃日中や″と称する連中など〃北京聖地″に巡

使を交換することを決定したとしており︑非常な超急スピードで正

現ｌしかも運かにｌしたいとしていたことがよくわかる．新聞

礼し︑歯の浮くようなオベンチャラや間違いだらけの〃中国事情川

常化へのプログラムがきめられている︒

報道によれば︑周恩来は古井喜実氏や竹入公明党委員長あるいは小

発行部数数百万部と呼号する世界的大新聞が︑中国側のご機嫌取

を報告している︒

〃対日賠償権にはこだわらない〃〃台湾解放後日本人の台湾にある

坂氏らに〃日米安保条約や台湾条項は正常化の障害にならない︒
資産に対しむごい扱いはしない〃〃小異を残して大同に就く″等と

にばそう見えるがｌ林彪憾健在だなどとでたらめな報道をして日

私は中国に対し公正な分析と判断の下に︑真に日中関係の将来を

いるだろう︒

え透いたお世辞はよく見抜いて︑つまらぬ奴らと心中あざわらって

周恩来を始めおそらく中共側の心ある幹部は︑かかるやからの見

本国民を惑わしてきた︒

り︑北京に他社よりも一日も先に特派員を出したいばかりにｌ私

これは今まで日米安保や台湾条項を米国の中国侵略政策の骨幹と

発言したと伝えられる︒

見倣してきた中国の過去の言質から見れば︑まさに一八○度の転換
〃日台条約は不法不当であり無効である〃等中国側の三原則に大い

であり︑〃中華人民共和国の唯一の正常政府川〃台湾は中国の領土″

に理解を示し︑とにかく一つの中国を認めて国交正常化をしようと

考え︑堂安の論陣を張り︑また対等の交渉を主張する言論陣︑学者︑

あっても中国の態度は大して変わらなかったのではないかと私は考

する田中内閣ｌ童さしく佐藤亜流政権であり︑たとえ編田政権で

るものと確信している︒

政治家︑外交官がやはり中国側より尊重される時機が必らず到来す

ニクソンに同行し︑訪中米人記者ジョセフ・クラフトはその中共

える︒ｌによって︑日本との国交正常化を如何に中国側か熱望し
ていたかがわかる︒

きるだけ早くわが近隣諸国との間に平和友好関係をつくり︑経済︑

ということである︒だからアメリカ人としては︑この国が到底持ち

の受けた印象は︑米国は慎重な態度を取ったほうが賢明ではないか

レポートの結論として︑﹁中国を去るにあたり︑以上のことから私

文化の交流を盛んにし︑徐々に大型化していく日本経済の成長に適

得ないような資質や姿勢をあたかも持っているかのように主張して

白︑だからといって私は口中正常化に反対するものではない︒で

合した国際環境をつくるためには︑中国大陸との平和関係の保持並
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一万五千円程度

切免除︶で働く女子熟練工の月収入は日本金一万

物価も安定し︑輸出加工区工場︵一定地域を区切り︑輸出入税一

で︑自炊しながら通勤し立派にお嫁入り仕たくもできるといわれて

いる熱狂家に用心する必要がある﹂︒﹁中国心酔者たちがそれだ﹂と

たちに︑ニクソン帰米後約一カ月間も中国に滞在あらゆる視察上の

述べている︒︵昭四七︑四︑六付読売新聞︶︑私は日本の﹁心酔者﹂

いるＯ

台湾国が不可能なら︑むしろ国民党支配の現状をよりベターとする

むものはなく︵共産党もきらいであるが外省人もきらい︶台湾人の

それでも一般台湾人の感触として︑中共政権治下に入ることを好

題に触れれば切りがない︒

このほか軍︑警察︑税務機関等の台湾人差別搾取︑汚職等この問

五人︑国民大会代表一︑四三○人中台人四十一人にすぎない︒

年春現在で立法委員円四○人中台湾人十八人監察委員七○人台湾人

露程度ｌ今後増員しようとしている傾向にあるがｌである．昨

国会における台湾人議員の発言権は議員数より算定してわずか数

農村には挫村服務姑という監視機関を世いている︒

間団体︑小学校から大学に至るまで︑安全人員という組織を配慨し︑

国家安全局系統の特務組織は︑公的機関のみならず︑私企業や民

っていいほど外省人との間の通婚をきらっている︒

歴然としている︒台湾人は外省人を唯蔑し︑良家の子女は絶対とい

問題は外省人と台湾人の関係である︒支配者︑被支配者の関係は

といってもいいＯ

に入ることを望むものは︑ごく特殊のものを除いてはほとんど皆無

したがって国民党の宣伝もあろうが︑台湾人で中共政権の支配下

便宜を受けた一外人記者の偽らざる一証言として︑よく心に刻んでお

台湾問題についても︑歯の浮くような国府抹消論者を︑おそらく

いてもらいたいと望むものである︒

中国側の識者は軽蔑するであろう︒台湾の帰趨については︑大局的
におのれにきめたようなものであり︑おそらく中国は台湾解放に自
信を持つに至ったのではなかろうか︒彼らは同じ漢民族同士なので
ある︒

二︑台湾側の立場
日︑台湾経済の発展はすばらしい︒ここ十数年来年率実質十％程
度のＧＮＰの伸び︑道路︑港湾︑ダム等の建設︑各種軽工業の建設
五○億ドル程︵一

から重化学工業建設へとすでに一歩を進めている︒

貿易鼓も七億人口の大陸のそれと見合う四○

る︒この繁栄は基本的には台湾人の勤勉︑能力によること︑亜熱帯

九七二年度見透し四十八億米ドルとの説もある︒︶の伸びを示してい

の風土における農業生産の豊壌さ等によるが︑日本︑米国︑海外華
台湾に生活し︑僻遠の寒村に旅行して見ても︑どんな貧困な艇家

僑その他欧米各国からの資本︑技術の巧妙な導入によるものである︒
でも三度三度白米の飯︑若干の豚肉や鳥肉を食っている︒繊維工業

というのが一般的心情と見て差つかえなかろう︒

政院副院長に一名︵従前は外省人︶︑部長級に二名︵以前は一名︶

本年五月の国民大会以降中央地方の重要人事移動が行なわれ︑行

の発展で衣料も豊富である︒中流農家の娘が結婚の場合の三種の神
︵中国側のそれと比較してほしい︶︒

器は︑オートバイ︑電気冷蔵庫︑電気洗たく機だといわれている︒
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の台湾人が任命され︑また台湾省政府主席に︵以前は軍出身の外省
人︶台湾人が起用された︒

新任首相たる蒋経国は台湾人の要職への起用︑密輸︑汚職の取締
りその他の行政改革に積極的に取組もうとしているようだが︑いま

もいた︒︑

白︑日本が中国と国交正常化を行った際︑国府側がどういう手段

に出るか？最近椎名特使に対する処遇が国府官辺筋の考え方の一

部を示しているとおり︑かなり冷厳なものである︒

の思いを深からしめるものがある︒この中で経国は︑日本側の逆政

十月号文芸春秋の〃中華民国断腸の記″は読者をしてまさに断腹

︒︑しかし︑数年来国府側の言論取締り緩和の結果︑香港の星島

という考えは虫のいい考えだ″と彼としてはきわめて控え目な表現

経分離の政策に対し︑〃義務は考えず︑利益はあくまでも確保する

となっては︑すでに遅きに失する感じがないでもない︒
日報︑華僑日報等のような割合に公正な報道︵時にば国府批判︶を

あると考えよｃ

という観点から卑屈な態度をとらず︑堂々と中国側を説得すべきで

大同につくともいっているので︑台湾の繁栄はすなわち中国の利益

この場合中国側の反応が問題であろうが︑周恩来は小異を残して

建設に心掛くべきではなかろうか？

わがほうは冷静に推移を見つつ情勢に適応した新しい日対関係の

とくにわが国内言論機関や〃中共派〃人士の自重を望みたい︒

わず︑極力刺激的言論︑行動を避け︑現地邦人はもとよりであるが︑

したがって︑わがほうとしては国府側の態度︑行動のいかんを問

感という大きな支えがある︒

を︑またその底流に政府の意図いかんに拘らず台湾大衆の対日近親

の資本・技術と直ちに断絶することが不利であり︑困難であること

係が定着していく可能性も否定できない︒それは何といっても日本

一時的なショックのおさまったのちにおいて︑今後新しい日台関

難が見られたが︑その後徐とに沈静化しつつあるようである︒

日中共同声明発表前後︑国府系紙の論調等きわめて激しい対日非

で一矢酬いている︒

行なう反共的新聞の輸入や日本商社等の邦字紙の購読が認められる
ようになり︑また日本香港等との旅行者の往来により︑口﹃一ミによ

り中共事情や中共をめぐる国際情勢等もだんだんに紹介され︑台湾
人の大陸事情に対する認識が︑必らずしも国民党の宣伝ほどのもの
ではないとの理解も徐々に進んできているようである︒

特にニクソン訪中や︑田中内閣の正常化交渉には一般台湾人は最
大の関心と憂慮を示しているようである︒

台湾人の知人で東京に出てきたもののうち多くの者が私たちにい
ろいろな相談を持ちかけてくる︒昨年来日し︑ある病院に勤めてい
る医者は︑最近日本人の夫人と離婚し︑その上で夫人の家に入妬す
高雄から来た一商人は︑私たちはもうだれが来ても仕方ないとあ

ることを考えているといっていたｃ

きらめている︵中産階級以下の者の心情︶しかし︑外省人のおえら
方や台湾人の一部資産家は皆逃げ出すことを考え︑夫をいろいろな
手を打っている︒地獄の沙汰も金次第というから何んとかなるらし
また︑台湾人吉年の中には大陸と一緒になったら︑われわれも大

いなどと語っていた︒

陸各地に旅行ができると期待しているものも一部にはあるという人
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ここで想起されるのは一九六二年中ソ論争当時プラウダが︑〃臭
中共を批判した一文である︒

気粉套たるホンコン︑マカオの植民地を回収もせず放っておくと〃
すでに自国の領域と見ている台湾経済の繁栄を破壊するようなこ

目について

最近アジア卓球大会に関連し周恩来は︑〃台湾側が省代表として

選手を派通するなら受入れる〃と述べたといわれるが︑これは台湾

なお実務的問題として︑わがほうは三︑八○○余人の在留民と公

条件などいろいろな情報が流れたが︑一九五七年二月ニューヨーク

遇する〃という意味の発言をしており︑当時これに関連し国共和平

一九五六年当時周恩来は〃蒋介石総統が大陸へ帰ってくるなら優

唆した発言と見る︒

解放の過渡的弁法として︑暫定的に台湾の特殊性を認めることを示

私あわせて二億数千万ドルの投資権益がある︒また年数千万ドルに

とをするなというのは︑まさに正諭ではなかろうか︒

近い金を落す日本人観光客もある︵日中正常化後一時的には減少す

タイムス紙のレストン記者は︑次のような国共和平五条件を伝え注

︑︑国府軍を人民解放軍と改称する︒

④︑蒋介石総統を北京政府副主席兼台湾自治区主席とする︒

目された︒

るだろうｏ︶

他方在日華僑中相当部分の台湾人は︑中国大使館の隷下に直ちに
入ることを蹄路するだろう︒それは彼らの郷里は台湾であり︑国府

④︑蒋総統を国防委員会副主席とする︒

ｅ︑蒋総統をして国府軍を保持せしめる︒

、‐Lqノノ

政権下に︑資産や親しい身内がいるからである︒

④︑国府の国連代表を解消し︑国府中共の合同代表部を設け宋慶

これらの往来や貿易関係その他の実務処理機関は双方ともどうし
ても必要であるから︑これらの点も率直に中国側と交渉諒解を取付

い誘いに乗らないことである︒

台湾側として一番よいことはできるだけ時をかせぎ︑中国側の甘

悠容として決着を急がない︒

腰を示し︑勝者は寛容を徳とする︒第三に勝敗のきまった場合には

中国人の特性は︑第一にメンツ︑第二に自己に不利な場合ほど強

境にある︒

いまや中共は明らかに優位に立っており︑国府は気の毒ながら悲

いによって︑いつかは決着がつく可能性は大きいように思われる︒

うかは問題であるが︑〃一つの中国〃はいづれは北京と台北の話合

齢を主席代表とする︒このような条件が現在の情勢上許されるかど

ける必要があろう︒

三︑国共関係
さしあたり次の三つの場合が考えられる︒

日大勢としては︑台湾がやがて中国の一省として併合される可

能性ｌそれが数年後かあるいはもっと長くかかるかは別として
Ｑしかし︑少数意見ではあるが︑若し米華防衛条約が米側によ

ｌを信ずるものが多いようである．
り失効を申し出られたような場合︑国府が独立を宣言する可能性︑

日中国側の侵透工作が成功し︑クーデターによる国府政権の打
倒等が考えられる︒

r可巨、

そして︑中国内部の変化一指導者の老齢化︑林彪事件に象徴され
る指導体制内部の権力争い︑大躍進から三反五反︑文化大革命へと

中共を除く共産圏貿易が自由化されたことなどもその理由にあげて

工作で時間を惜しまず︑平和解放を行なう腹ではなかろうか︒

な関門を越えた今日︑台湾解放に武力行使の必要はなく︑専ら説得

中国は世界の大勢が一つの中国に固まり︑日中正常化という大き

いた︒

の芽生え︑二○余年に亘る窮乏生活への懐疑等をより︑最近周外交

引続いて息つく暇もない闘争に痛めつけられた大衆の反体制的心情
により一旦大衆が外界の科学技術の発展︑世界各国大衆生活の向上

国府側の大きな支柱は米華相互防衛条約である︒しかし︑本年二

月のニクソン︑周恩来共同声明で︑米国側は︑〃米国政府は中国人

修正主義″的傾向はす

でに老齢化し〃神の国″に近づいた︵毛のエドガー・スノーへのこ

る︒この見通しに立って︑米国政府は現在台湾にあるすべての米軍

自身による台湾問題の平和解決に対する米国政府の関心を再確認す

ぶり等に目を開いた場合︑当然に起りうる

とば︶毛沢東としても制止しえないのではなかろうか？国府側と

国府はこの条約が有効な限り︑内政の改革︑経済の発展に努力し︑

立ったものである︒

だしそれはかなり長期展望︵ヴェトナム・韓国問題の未解決等︶に

ずる有名無実化でなく︑米中共存による無力化を指向している︒た

これはとりもなおさず米華相互防衛条約のごとく中ソ対立から生

米軍と米軍事施設を漸進的に削減する〃と述べている︒

する︒その間米国政府は台湾地域の緊張が減少するに従い︑台湾の

及び米軍施設を撤収することがその究極的な目標であることを確認

しては︑こうした有利な情勢の変化を待つまで現状を維持しようと
するなら︑有利な取引が可能であろう︒

最近筆者を来訪した台湾よりの一旅行者は︑〃蒋経国はソ連と話
のかさの下に入る決意だとのうわさが台湾全土に流れている〃と語

合を進めており︑将来米国からも見捨られたような場合︑ソ連の核
り筆者の意見を聞いてきた︒

これに対し︑私は︑蒋総統は〃民族の英雄〃であり絶対に〃漢
好″として秦桧のごとく中国の歴史に汚名を残すようなことはしな
いであろう︒蒋経国と錐も前歴がソ連留学︑ロシア婦人を妻にして
いるというくらいのことで︑数億の中国民族を裏切るような愚はし

きを有利にするか︑その過程でいかに反対派を説得するかに腐心す

彼の立場としては︑かなり先の問題であるがいかに中国との取引

有利な取引きも可能であり︑そのためにも︑この際対日経済断交１

あれば︑大動乱の可能性もあると見る者もいた︶に即応し︑台湾側に

問の際の香港識者の一致した見解であった︒また周に万一のことが

周恩来を中心とした集団指導体制となろうというのが︑私が今春訪

他方前述一の目に述べたように︑中国内部の変化︵毛沢東の死後は

ることであろう︒このようなうわさ対ソ接近が政府や国民党筋から

上述ロの台湾独立宣言については︑蒋経国の性格を知る者の中に︑

１あるいは縮少化Ｉのような政策ばとるべきでは愈いと思われる．

ないであろう︒

鎖ジション強化のためｌであるかもしれないと鱒えた︒質問者峰

米国からすらも見放なされるような場合︑クーデターによる台湾国

流されているとしたら︑それは対中国ジェスチュアーバーゲニング
最近〃反共抗議″の標語中〃抗議川の二字が全くなくなったこと︑
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いては︑香港の一識者は︑かつて長江を挟んで国府︑中共両者対立しているが︑一度チャンス到来すれば︑中国側の指令により︑内部

成立宣言を行なう可能性を説く少数説もある︒また上記国の点につどをあげていた︒︶彼らは︑現在は最も忠実な国民党員として活躍

当時︑中共側は国府側切崩しのための謀略として︑二︑五○○名のより擾乱を起こし︑国府政権を打倒する危険性があるという説であ

〃南下工作団″と称する特務工作者を国府側の党・政・軍・民間等る︒
あらゆる方面に潜入せしめており︑その相当の部分が現在台湾におこのようなことは︑われわれ日本人には簡単に理解しえないこと

五年頃国府国防部の要職にあった呉石事件︑また幅の広さ︑中国共産党成立以来の権謀術策等思い合わせ参考までに︑

いて各機構内部で相当の地位を占めているはずである︒︵その例とではあるが︑注精衛政権末期の苦い経験もあり︑中国人の性格の振
して︑一九五四

現中共党国防委員会委員苅斐が国府国防部次長という要職に潜入し一情報として付言した︒

ていた当時すべての軍事上の機密情報・を中共側に流していたことな︵昨年十一月四日本会々議室に↑やいての講演︶

だった日本は︑あらゆる点で中国に学んで来た歴史が長い︒

日本ほど中国との縁の古くして深い国はない︒後進国家

考えざるをえない︒

は何か︒とくに日本にとって︑どういう意味を持つか︑を

目を一新しその指導についてソ連と覇を争っている中国と

では︑共産政権を生み出し︑その独裁によって中国の面

が問題だ︒

出によっても︑日本人の多くが衝撃を受けた︑ということ

そして︑今度の衆院総選挙による︑日本共産党の大量進

が︑何よりも急務でなければならぬ︒

なものであるならば︑それに対する免疫性を獲得すること

好ましくないもの︑日本の伝統を破壊する尋ハイキンのよう

検討する必要にせまられている︒それが︑いろんな意味で︑

人も︑共産主義というものは︑何か︑この本質を﹁今一度

日日ＩⅡ日日１１日９０１００日ＩⅡ■１日ⅡⅡ日日■日日Ⅱ１日１１ⅡＩⅡＩ１１６Ｄ１４？９■０１１日Ⅱ■ＩⅡⅡⅡＩⅡⅡ０１１６９０１甲︐Ｏ９Ｐ０ＩＯＩＩⅡ■１日Ⅱ■Ⅱ１１１日ｄ１ＩＩ１１４１００ⅡⅡ０１１９０ⅡⅡⅡⅡⅡ０１０１日■１１トーⅡⅡ１１１日１もｌ卜０１日００日■ｌⅡ■１９１︐０ⅡⅡ日日日日ⅡＩⅡ１

中国に対する理解

木下広居
一︑日本歴史上の中国

日中の国交が回復された︒これからは貿易ばかりでなく︑
文化と人間の交流がますます盛んになろう︒
そこで問題は︑共産主義をはじめ︑中国にあるものが︑
ことごとく日本にはいって来るということだ︒その準備︑

受いれ体制が出来ているか︑だ︒反共いってんばりだった
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地大物博であって︑何でも︑いくらでもある︒欧米のよう

める︒中国の天子は天命によって人類を支配する︒中国は

﹁中国は世界の中心であり︑世界文化で最高の地位を占

に︑清朝当局者のとった尊大な態度を回顧するがいい︒

る中国人よりも︑何よりも四書︵大学・中庸・論語・孟

践しようとして来た国民はなかろう︒﹁論語﹂の本国であ

な野蛮国から輸入する必要はない︒近代科学技術のごとき

っていい︒今でも︑日本人ほど﹁論語﹂を読象︑これを実

徳川時代の末まで︑中国文化の影響のもとにあった︑とい

からは︑もっぱら儒学と唐詩などを通して中国を理解し︑

子︶を通して中国を学んだ︒唐との文化交流が無くなって

に三脆九叩頭しろ﹂

児戯に類するＯほしい物があれば何でもやるＯまず︑天子

﹁聖賢君子の国﹂と思いこんた︒それは﹁理想の国﹂だっ

数であり︑﹁聖賢の国﹂といっても賄賂や汚職でいっぱい

といった態度だった︒ところが︑読書人階級は︑ごく少

日本の古都である奈良は唐の都﹁長安﹂︵今の西安︶のマ

あれば︑一生涯生活できるだけの産を成す︑といわれた︒

だし︑科挙の試験に及第して役人になった者は︑三年職に

た︒

ネだが︑郭抹若︵かくまつじ雫くｌ日本留学生出身の文

の保護なく︑自衛して勤勉無比︑まさに東洋のユダヤ人と

商人は利益を追求することに敏で︑同族団結して︑国家

学者︑今は中国の全国人民代表大会常務委員会副委員長︑

科学院長︶は︑奈良を訪問して︑唐代にかえったような気

つづけた民族だ︒困苦欠乏︑粗衣粗食に甘んじ︑労働のエ

いわれた︒いかに虐待されても希望を失わず︑自信を持ち

持がしたといっている︒

元禄時代の江戸の漢学者荻生祖棟は︑中国流に物茂卿と

力車夫に︑

ある日本の漢学者が北京に留学していた︒いつも乗る人

ネルギーは世界一だ︒

か物狙株と号し︑住居を芝から品川に移し︑．里ほど聖
人の国に近づいた﹂と喜こんでいた︑という話がある︒
そういう﹁聖人の国﹂で行われたことは︑すべて正しい︒

文化的に進歩しているので︑模範とすべきだという迷信が

﹁研究も一段落したので︑日本に帰ることになった︒ま

であったかというと︑決してそうではない︒なるほど歴史

婚もできない家らしいものもない苦力ｌクーリーｌ階級に

と挨拶すると︑その車夫︵最下級の労働者で︑ほとんど結

た︑中国には勉強にくるよ︒その時は︑また宜しく﹂

は五千年の古さがあり︑領土は広く人口は七億以上だ︒し

属する人だ︒客のない時は︑寝ているほか︑仕方のない︶

ところが︑儒者︑漢学者らの理解した中国は︑その実体

日本人の頭を支配したことは事実といわねばならぬ︒

かし︑清朝の時代にイギリスその他が貿易を求めて来た時
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経済復典のために︑日本から財界の有力者︑大蔵省の役人

日中の戦争たけなわだった頃︑日米軍占領地域に民政と

﹁この次に︑あなたがここに来た時には︑私がお客にな

は︑こういう意外なことをいった︒

って︑あなたの引く人力車に乗るようになるかも知れませ

はドン底だった︒たぶん︑三拝九拝して救済を求めるだろ

うと思って︑日本側は枇柄な態度で︑ヘタな英語を使って︑

などが来て︑中国側の有力者と会見した︒中国民衆の生活

その日本の学者は偶然として蹄いた︒そういう境遇にあ

﹁私共は︑あなたがたの復興作業を援助︵アシスト︶す

んね﹂︒

一冒三ン−の中嶋一人でも︑こう

るために来たのです﹂と挨拶した︒すると中国側は︑毅然

るｕ本人労働者
いう自信満々の︑希望を持ち運命を信ずる人がいるだろう

として︑﹁援助は何もいりません︒協力︵コオ・ヘレーショ

ン︶を求めるだけです﹂

かと考えた︒

と︑流暢な英語でいった︒全く平等な立場で協力すること

叛徒でも馬賊でも︑つかまって殺される時︑自分の死体

だけを要求したのだ︒泣きごとも嘆願の一言も間かれなか
つ罪Ｌｏ

を埋める穴を堀らされる︒彼らは皆︑死後の．幸福来世の幸

にあるいは︑共産国に生まれかわるのだと思って快哉を叫

運を信じて︑全く取り桑だすことがないそうだ︒中華民国

援助や救済を乞うようなことをしない︒戦後かつて︑アメ

廃しても︑自力で回復してみせるＯそれについて外国人の

貧弱で︑七億のうち︑二︑三千万人しか︑外国の商品を買

が︑人口が多いばかりで︑貧乏人ばかりだ︑とか︒資源は

戦争以来︑急に中国と中国人をバカにした︒土地は広大だ

さて︑徳川時代の末までは中国崇拝を続けながら︑この

二︑日清戦争以後

リカ軍が日本を占領統治していた時︑日本の政・財界の有

いくら打ちのめされても︑自分の郷土が戦乱によって荒

んで死につく者もある︑という︒

力者がアメリカ軍の御機嫌を伺い︑何でも命令してもらい

から︑西洋のことを勉強したり︑発明発見をする余裕もな

える人はいない︒多くの人があんまり生活に追われている

い︒要するに後進国家だ︑と考えた︒その軽蔑が第二次大

たい︑﹁占領軍の命により﹂と書けば日本人は服従する︑

戦の最後まで続いた︒

その命令がなければ︑誰も日本人を動かし︑いうことを聞
かせ︑働かせることができない︑といったものだ︒国中が︑

共産主義の革命が起った︒それはソ連とは︑ちがってい

電車の中が︑一︲占領軍の命により︑次のことをを為すべか
らず﹂の立札で一杯になった︒
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る︒どうちがうか︒官僚や選良︵エリート︶が威張っていだり︑こせこせした︑島国根性というものと︑全くちがっ
ない︒軍隊は解放軍といって階級がなく︑平等な食事をしたものがある︑という︒我々の学ぶべきものが多いのでは
ているし︑階級の肩章︑エリ章もない︒軍隊は自給自足でないか︒中国を模倣しようというのでは全然なく︑理解し
あり︑一切︑人民に迷惑をかけないという︒すべての人がょうというのだ︒

私は店員たちを連れて行って︑食わせてゑるが︑地方から出てきた

道に乗ってきた証拠なのです︒ほかでは︑あれほどにはゆかない︒

京ではどこが一番うまいかときくと︑ここだという︒これが味の軌

私の店はとんかつ屋ですが︑うちの店の者たちに︑フカのヒレは東

四つあって一皿二千円以上するのですが︑その値打ちは充分にある︒

く食わせる上海系の中国料理店がある︒ピースの箱ぐらいのものが

東京の赤坂に楼外楼という魚迩︵﹃一イチー・フカのヒレ︶をうま

農民を模範として働いている︒搾取がなく︑労働を喜んで︵本会副会長創価大教授︶
いるそうだ︒他人の足を引っぱったり︑他人の不幸を喜ん

味覚説法
ｌ中国料理ものがたりｌ

食散人吉田吉之助

じさん︑こんなものどこがうまいんですか︑コンニャクでもなし︑

ものはそううまいものを食った経験がないのではじめは︑﹁おや
餅でもなし⁝⁝﹂という︒

﹁お前たち︑自分で金を出して食わないからチンプンカンプンな

あき

味とは口によろしいということで︑つまりうまいということ︒次
に味覚の﹁覚﹂は﹁おぼえる﹂とも読みますが︑︵鮫らか︶に見︵象︶

いことだけがわかって︑うまいことはまだわからないのか﹂という

﹁あれはおやじさん︑ずいぶん高いものなんですね﹂という︒﹁高

んですが︑三︑四回行っているうちに︑うまさがいくらか身にしみ

んだ︒自分一人で行ってみろ﹂とおっ放して行かせると︑こんどは

になった︑などというのは味覚ではない︒ですから︑﹁味覚﹂とい

てきます︒味のことだけは教えるわけにゆかない︒いくら︑こうい

るということで﹁さとる﹂という意味をもっています︒ロでおいし

う言葉は人間特有のもので犬や猫や牛や馬には通用しません︒それ

うわけだからうまいといっても︑そうかというわけにはゆくもので

さを悟るというのが味覚であります︒ただ物を食べて腹がいっぱい

のはわからず︑まして物を味わってさとりを開くようなことはでき

はない︒

らの動物は︑もっぱら本能的な好悪︵こうお︶に頼って︑味そのも

ない︒
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刀鍛冶の正宗は弟子に名刀だけを見せて︑けっして駄ものを見せ

なかったそうです︒星ヶ岡茶寮の北大路魯山人は︑調理人たちに
﹁出張先で井などを出されても箸をつけてはいけない︒自分の腕よ
り低い料理は食べてはいけない﹂と言ったそうです︒

せっかくの．期一会﹂︵いちごいちえ︶の機会を失って︑味覚の
発達が遅れて行くのです︒

お子様ランチというものがあります︒これはたいていオムレツ

にケチャップをかけたものにハムかソーセージか︑それに野菜が添

のに︑お子様ランチなら子供にあたるようなことはないだろう︑と

えてあります︒こんな料理は家庭で子供にいつも作ってやっている

いう浅はかな母性愛からこれを注文します︒このお子様ランチにも

さて︑味のつかみにくいフカのヒレの料理のような例は︑まだい
から私の傘下に列しても軌道にのるまでに五年も六年もかかる︒私

ろいろありますが︑実際食わせてみて教育するより仕方がない︒だ

﹁板前さん︑子供の方はサビぬきで⁝：．﹂と云って︑自分だけは

海軍旗などの小旗が立ててあります︒

本ワサをきかせた大トロを頬張っている父ちゃんがいます︒サピ抜

るまでに三年ぐらいかかる︒﹁あのおやじ︑ブー︿シとしているから︑

の住居は店員寮のすぐ隣りにあるが︑私の方に遊びにくるようにな
なるべく寄りつかない方がいいだろう﹂と︑あまり私のところには

を子供に出します︒

サンドイッチは︑かき立てのマスタードがピリッときいて︑その

きでは生ま物の寿司はいけません︒板前は仕方なく︑玉子か海苔巻

ことに日本料理の源流の中国料理はたいへんむずかしいもので︑い

風味が口の中に残るところに値打ちがあるのです︒本命を外したゲ

寄りつかない︒それが三年も過ぎると﹁なんだ︑かんだ﹂と難題を

まどき︑皆さん日中友好をやろうじゃないかといって中国へ行かれ

いるなんて不時︵ふらち︶なことがありましょうか︒母子の愛︑父

テ物を子供にあてがって︑大人の自分達だけ︑うまいものを食べて
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持ち込んでくるようになる︒そうなって︑はじめて教育が始まる︒

いで︑郭沫若氏に北京飯店によばれたことだけを帰国土産にひけら

子の親を誤っている親達です︒こんな親に限って︑お勉強の催促ば

る向きが多いけれども︑実際に向うで出されて︑ものの味が分らな
かし︑うまいかまずいかという鼎︵かなえ︶の軽重をはかりえない

かりしています︒

料理は大まかに分けて︑極めて手のかかったものと︑手を入れず

まま帰ってくる︒それじゃあ頼りないから︑まず日中交流には日本

﹁す象ませんが︑子供のサンドイッチはマスタードをぬいてやっ

人の舌の訓練から始めようじゃないかというのが私の持論である︒

のやっているとんかつなどは寿司のように一番単純な料理です︒な

に材料の味そのものを舌にブッつけるものと二通りになります︒私

ぜかというと︑肉のいいのを買って︑よく掃除して︑厚めに切って︑

て頂戴﹂などと云って︑自分ではビフテキに辛子をベタベタ塗って
食べている母ちゃんがいます︒唾液腺を刺激して唾液を催うさせる

いい衣を着せて︑いい油で掲げれば食える︒

ってしまいます︒

その単純な行程の﹁感﹂が少しでも狂ったら︑一本勝負の負とな

ように処方調製されているものを︑どうして︑そんなへんぱなもの
にして食べさせるのでしょうか︒こんな母ちゃんは必らずというく
らい︑おジュースを注文して子供に飲ませます︒かくして︑子供は

ro1、

↓︑ツサージをして大事に育てている手作りの牛だから値打ちはある︑

ですき焼を注文すると三万円ぐらい取られる︒よくもこう高く売る

牛肉にしても赤坂あたりの料理店に行って︑ちょっと三人ぐらい

があり︑料理が定着するのに︵約百年︶かかるということです︒

の諺︵ことわざ︶に﹁衣は一代︑住臆二代︑食は三代﹂という言葉

いうものを︑いかに料理するかという腕がなかなかできない︒中国

さて︑そのナマコだとか︑フカのヒレだとか︑ツバメの巣だとか

日本へ亡命中の中国の政客・胡蘭成氏から﹁白木耳﹂︵白きくら

ものだと思うが︑向うにいわせると︑畜牛にビールを飲ませたり︑
あれだけの肉は欧米にもないし︑それは日本独特の味を持っている︑

料理材料の最高の値のもので︑一斤六︑七万円のものですが︑それ

自身の味は無味で︑味もソッヶもないものです︒うちで煮て食うの

げ︶をもらったことがありました︒これは日本で輸入している中国

に朝鮮から渡来したもので︑黄牛か黒牛という朝鮮系の手飼いの牛

も勿体ないので︑山水楼社長・宮田武義氏に上げたら︑宮田氏は皇

という︒同じ牛肉にしても︑そこらで車を引っ張っている牛を殺し

肉を使えば︑たしかに風味がある︒だから︑一人前一万円ぐらい取

后陛下の御病気見舞のためにこれを料理し︑そのおすそ分けを壷に

て食べたら︑肉にちっとも風味がない︒牛というものは︑古い時代

られてもシャクにさわる必要もないし︑驚くほどの値段でもないわ

のスープは羊蕊︑野菜のスープば菜葵︑洋食ではブイヨンというよ

今でも忘れません︒行きつくところ︑水もののスープが問題で︑羊

の如し﹂︵礼記︶という言葉がありますが︑そのような味わいを私は

入れて私のところに届けてくれましたｏ﹁君子の交わりは淡きこと水

が︑もともと味のないのがさきほどのフカのヒレである︒二流︑三

もともと味のあるものは︑誰がどう料理しても︑一応食べられる

けである︒

流の中華料理店に行くと︑シッポやヒレの屑のようなものを煮込ん

私は以前大陸にいたんですが︑中国の北京に有名な羊肉飯館︵ヤ

ンローファンカン︶があります︒その店は辛亥革命︵一九一こで清

うに称ばれているものが︑料理の本質を左右することになります︒

めに食うのでもない︒そんなものを︑どう始末して︑うまく食わせ

朝がつぶれて大騒動になったときに︑店主の二兄弟が家伝のタレを

で出すが︑楼外楼のは︑そうでなくて原形の姿のものを煮込んであ

るかが料理人の腕である︒このフカのヒレによく似たものに燕嵩

東京でも︑のれんのあるうなぎ屋は蒲焼のタレを大切にする︒う

持って四川省の方まで逃げて行った︒それほどタレは大切なのです︒

る︒これを食べると腹がいつぱいになるわけでもないし︑栄養のた

︵エンカ・ツバメの巣︶がある︒これは山東省の海ツバメが海草で

ちのタレは三百年伝来のタレであるといって自慢したり誇りにする

つくる巣を︑綱を使って崖を下りて行って採ってくるんで︑たいへ
ん高いのです︒もとの材料には全然うま味がない︒干しわかめのよ

わけです︒

東︑上海︑四川といろんな看板がかけてあるので︑その家の特徴を

れに自分の特質を持っている︒殊に中華料理店には新江︑北京︑広

料理はそれぞれ工夫をこらしたところから味が出︑象んなそれぞ

うなものですが︑これをどう味つけするかということに問題があり︑
にナマコがある︒このナマコをうまく食わせる中華の料理人だった

その味のつけ方に家伝のようなものがある︒これと同じようなもの
ら︑ラーメンやワンタン︑ギョウザなどは楽に食わせる腕の人です
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一

伝統の四川料理店に行って海の鮮魚の料理を注文するのは零ハヵげた

油の方式で上昇してゆくものと考えられる︒しかし︑ある程度まで

が四枚︑四枚が八枚︑八枚が十六枚︑十六枚が三十二枚と︑ガマの

ら︑トンかつの頭からかけずに︑皿の余席にソースを置いて︑一き

二杯酢とし︑壷のソースをよくかきまぜてそれをⅢに引きよせてか

次に︑レモンを千切りキャベツの上に絞り︑その上に醤油を注いで︑

ものの見さかいもなく︑ソースをジャブジャブかけて食べるもの︒

モンと︑︒︿セリが添えてあります︒この食べ方がいろいろあります︒

私の店のトンカッには︑千切りキャベツとカリフォルニヤ産のレ

和に比例するということができましょう︒

は簡単に言うと︑口に入った食べものの噛みくだかれた断面積の総

ゆくと︑これが等差級数に変わって︑そう急に上らない︒味の総和

考えて注文しなければいけない︒四川省の山の奥の︑昔の罰の国の

中国料理店に行って︑やたらビールを飲むなんてのは無意味であ

話です︒

り︑なめられることになる︒広東料理だったら︑その近所の貴州の
銘酒・茅台酒︵マオタイチュウ︶︑天津だったら︑その近くの酒・
五加皮酒︵ウチャピーチュウ︶などを注文しなければいけない︒大
阪や神戸のすき焼屋に入って東京のビールなどをガブ飲みするとな
められてしまう︒やはり︑灘の生一本を飲むべきだろう︒

料理が食いきれないときは食い散らさないで︑必ずそれを持って

スを使わずに食塩で食べる︒三島由紀夫さんは︑そんな方でした︒

れずつこれにつけて食べる︒しゃれたお客となると︑トンかつソー

塩で食べるお容さんには︑特に気をつけなければいけないことは︑

肉の風味と油の香気がテキメンにわかってしまうからです︒頭から

つの揚り加減や色の具合いなどに関心がないのですから気が楽です︒

ジャブジャブぶつかけるお客は︑風味や香気ばかりでなく︑トンか

とおばあさんの残りを折に詰めると︑孫へのお土産になるでしょう︒

私の店では次の方法をお客さんに勧めております︒特におじいさん

︵﹁かつ吉﹂主人︶

頭からドッとソースをかけたトンカッの食べ残しでは︑孫にヂヂ零ハ

バの貫録をうたがわれることになります︒

、 竺 曹 ノ

帰る︒﹁女中さん︑これを折に入れてくれませんか﹂といって︑豆
腐の田楽でも︑鯉の甘露煮でも︑全部持って帰えるのが定法です︒
ことに上等の料理店では非常に喜ぶ︒次に行ったときの料理が違っ
︵つう︶の常連というものです︒料理の味を味わうときは︑そこま

てくる︒これは食いしん坊がよく使う手で出たものを大事にする通

ようなことじゃ︑なかなかうまいものにはありつけない︒

で考えていないといけません︒おれはお客︑お前は売り手だという
味というものは噛まなければ出てこない︒高等動物に属する犬や
う習性によるものと思う︒人間はゆっくり賞味できる立場にいる︒

猫でもあまり噛まない︒他のものに食われる前に早く呑みこむとい

万物の霊長たる資格を得た有力な要因だと思われます︒ところが世

礼節というものが︑具わっているから安心して食べられる︒人類が

に行くと二時間から三時間ぐらい食っているという︒長くかかって︑

界の民族の中で︑日本人が一番めしの食い方が早い︒イタリーなど
よく噛めば噛むほど物の味が出てくる︒それは等比級数的に︑二枚

rワq，

日中国交回復によせて
ｌ王道楽土建設への期待Ｉ

渡辺正勇
多年に亘って難航を続けていた日中国交の回復ｌ田中・周両首相
の堅い握手に世界の眼が釘付けされたのはつい先達てのことであっ
た︒まさに百八十度転回の世紀の快挙である︒これをある者は﹁核
の中国とロケットの日本との結合だから世界の最強国だ﹂と評し︑

れない︒一方︑日本は東方の外国で東洋と呼ばれた︒東洋車が人力

昔は呼ばれていたから流石に礼儀に厚いものと最初は思ったかも知

で東洋鬼が日本人であるから︑﹁東洋平和のためならば﹂と歌って

も無縁のことなのである︒こうしてお隣り同志でありながら︑多年

が私には素晴しい思い出がある︒昭和五年の春︑私は秋田師範へ

親しみ得なかったことは両国にとって誠に不幸なことであった︒

赴任した︒たまたま元︵げん︶が半値に下っていたので︑北京での

い︒思い切って赴任旅費の大枚を図書購入と決め︑来薫閣主人陳杭

研究には絶好の機会だと思ったが︑何としても家庭の事情が許さな

氏に紹介した︒氏が北京から上京の折︑諸橋先生の紹介によるわず

かの取引なのに︑早速︑図書目録とともに︑裸︑峡入︑書名の底害

六百余冊を初めめとして靖節先生集︑文選︑説文段註などなどの注

ならそれぞれ︑いくらいくら︑と詳細の返事が来た︒皇清経解正続

郵便局から凡そ荷車一台ほどのものが配達された︒数ヵ月後の帰省

文ではあったが︒やがて書名︑定価︑冊数などの明細書が届いて︑

明け﹂という︒皆日本の国際的優位を予測したものである︒かくて

の時︑東京から元で支払ったが催促などは︑絶えてなかったのであ

米紙は﹁昇る太陽がアジアを照らす﹂といい︑英誌は﹁アジアの夜

は益を複雑多岐に亘るであろう︒従来の日中両国は余りにも無理解

今後︑台湾を初めアジアの諸国︑世界の各国︑特に米ソの対日態度

これを聞いて半信半疑の世人の多いのは誠にお恥しいことではある︒

る︒かねてから華商の令名は耳にしていたが全くの驚きであった︒

この頃︑中国ブームで中共帽がはやり︑中国語会話の看板が増え

無関心であったばかりか︑お互に敵視さえしていた過去の一切を水
に流し去って︑今日唯今から相手の民俗︑思想︑文化︑経済︑科学︑

芸術等だの理解を深めるよう努力することこそ急務中の急務ではあ

比べれば労は半ばにして功は倍するの条件に恵まれている︒郭沫若︑

の教養と同種の因縁に加えて︑呼べば応える地の利がある︒欧米に

て唐人の寝言は昔の夢となった︒幸︑日中両国は二千年に亘る同文

往年清国人に対して妙な呼び方をしたことを年配の方は記憶され

世界無比の強国となることはさほど遠くはないであろう︒

塵承志︑肖向前氏らの知日家も多い︒かくして肝胆相照らすならば

るまいかＯ

ていると思うが︑﹁チヤン﹃一レン﹂︵中国人の言届云匡○帝．︶とは

中国の為政者は特に学問を尊重する︒別のことながら︑私の気に

我こそは世界の中央に国を立て︑最高の文化をもつ所謂中華の国民
なりとして外国に誇示する自らの称呼なのである︒日本は君子国と
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言絶句を公表されたことである︒訪中を控えて︑私はおこがましく

なることはお愛敬であったろうが︑田中首相が︑国交途絶：⁝・の七

った︒今から二千五百年前のことである︒

薬の方途を講じて﹁時聖﹂としての七十四年の生涯を飾ったのであ

全霊を傾けて混迷の時勢に対処︑万事その時その場に適中︑応病与

あった︒毛沢東首席はその詩情を喜んでか︑会見の席上で新版の楚

日本古来の忠孝仁義を棄てて権利義務の説を取った西洋心酔の教育

条の憲法︑近くは教育勅語に見ても明かなことである︒明治の初め

消化されて治国の要道︑教化の根本となっていたことは古くは十七

この孔子の教がわが国に伝来してから二千年︒日本の風土国情に

も︑首相と同郷の大漢学者︑私の恩師の諸橋轍次博士との会談を進

辞集註念霜榔拙恥公廷蔀癖函壁歴部︶を贈られた︒作者楚の忠臣屈原は五

言したのであるが︑それの時間のとれなかったことは残念なことで

月五日︵端午の節句︶旧羅︵べきら︶に身を投げた悲劇の主人公で

方針について痛く憂慮されたわが日本弘道会会祖西村先生は︑わが

子とともに論語を推称し時の文相に建議され︑また大学に西洋の哲

国教育歴史の核心となり教訓となる最適の教科書として大学中府孟

ある︒毛首席の真意は一体何なのであろうか︒

学と中国の儒教を合せた聖学科を新設するよう敢然として主張され

来るべき両者の会談の贈答には両国が保存する国宝級の論語の稀
たとしても︑孔子は紛う方なき中国の産であって二千余年世界の大

湖吉の交換を敢えて私はおすすめしたい︒中共がいかに儒教を嫌っ

象てその卓見に驚くのである︒

たのであるが︑ともに実現することなく今日に至っている現況に顧

子の仁徳を﹁温故知新﹂の師道政道を活用して世紀待望の大為政者

のことと思う︒要するに︑修己安民の大使命に全生涯を捧げた孔夫

半部をもって太平を致す﹂と高言した宋の宰相超普の語は︑ご承知

詩人であり︑学者である毛首席は﹁論語半部をもって天下を定め︑

聖︑人類の師と仰がれているのである︒その言行をのせた論語は平
一の書﹂とも︑世界の三大名著の一つともいわれて世界の聖典とし

易︑自然︑簡潔︑達意の極意を示した天下の名文が多く︑﹁宇宙第
て高く評価されていることは万人周知のことである︒

死すとも可なり﹂︵里仁︶の章に至って感激︑孔子と同時代に生れ

に︑さらに尭帝念願の元号昭和︵百姓昭明万邦協和︶の記録的長期

たらんことを両大人に希い︑奇しくも今年の干支の一陽来復の葵丑

アメリカ・コンコードの哲人エマーソンが﹁朝に道・を聞かぱ夕に

えなかったことを嘆いて日をくり返しくり返し読み上げたというに
はあるとしても︑眼のあたり親しく偉大な恩師の声音進退に接して

見ても知られるであろう︒論語を熟読すればする程︑深浅多少の差

終りに当って切望したいことは︑国交回復記念として日中両国共

の四十八年に当って︑切にこれが達成を祈ってやまぬものである︒

が秋田・灘の銘醸と周首相推称の貴州茅台酒を捧げて︑飽徳酔酒の

催の孔子祭を行い︑論語とともに酒聖でもあられる孔子の霊前にわ

の感動を覚えようというものである︒

孔子の理想とするところは︑自ら要約した聖帝尭・舜︑賢王文・

︵本会主郡︶

喪宴を嘘大に開くことである︒大方諸賢のご賛同あらぱ幸である︒

武伝統の王道楽土を春秋の乱世に建設することであった︒これがた
︵礼楽射御害数︶に精進して自らを錬磨し︑ついに天の使命を自覚︑

めに天与の英才と偉大な体躯をもって︑日夜勉励ひたすら学芸徳行
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幕末の剣士のなかで︑私がいちばん好きなのは島田虎之
好きなのである︒

助である︒なぜ好きなんだと問われても困る︒何んとなく
剣聖といわれるほどの腕を持ちながら︑三十八歳で病死
したという彼の一生︑小説的資料の乏しかった彼の一生︑
れない︒

そういう彼の一生が私の好采に合うといったらいいかもし

らのい志の苦労は想像に余りある︒

い志の偉いのは︑四人の子供の教育を︑その性格︑資質

に応じて行っていることである︒たとえば︑虎之助には剣

の修養をさせると同時に︑剣のより高き完成のために︑漢

学塾に通わせて︑教養を積ませている︒

虎之助が大成したのはい志に負うところが多いといって

与え︑

銅の観音仏と弥陀三尊像を

田家に伝わる一寸八分の金

ているい志は︑虎之助に島

意味が深いか︒それを知っ

助の生涯にどんなに大きな

江戸に出ることが︑虎之

虎之助は二十三歳の冬︑江戸に出た︒

いいだろう︒

きいた︒

虎之助が松平藩の指南役として招かれた時い志の意見を

れを母と思え﹄とさとして︑送り出したという︒

﹃いつも心をこめてこれを念じ︑どんな苦しい時でもこ

福湯豊

島田虎之助の母

私はいま毎日新聞の日曜日の家庭欄に﹃一ラムを書いてい

るが︑そこで島田虎之助を
とりあげたところ︑大分県
田梅仙という方から虎之助

中津市に住んでおられる島

島田梅仙氏は︑その姓か

の新資料が送られて来た︒

ら思うと︑虎之助の血縁で

はなかろうか︒その資料のなかに︑虎之助の母い志に関す
るものがあった︒虎之助の父市郎衛門親房は︑中津藩主奥
郎︑伊十郎︑錨郎︑虎之助の男ばかり四人があった︒

平侯に仕え︑禄高三十石︒市郎衛門とい志の間には︑金十

﹃たいへん結構なことだが︑奥平侯に対してすまぬこと︑

よく男谷先生と相談して決めるがよろしかろう﹄と返事し

三十石で︑六人家族では暮しは楽ではなかったにちがい
ないが︑い志は︑子供たちの教育には︑自分の食事をへら

虎之助がその指南役を引受けたことは︑浅草の正光寺に

ている

市郎衛門は虎之助の六歳の時病段しているので︑それか

しても︑力を尽した︒
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郎が撰文し︑勝海舟が筆をとったものである︒

ある彼の墓碑の碑文に残されている︒この碑文は男谷精一

篭にゆられているうちに気分が悪くなり駕篭からおりた︒

月十六日︑虎之助は岡部内膳に招かれて帰る道すがら︑鵡

るうちに︑胸が苦しくなり︑何か幅吐した︒それには血の

ちょうど︑橋の上だったので︑欄干にもたれて休んでい

かたまりのようなものがあった︒川面から吹きあげて来る

島田直親︑俗称虎之助︑中津侯臣市郎術門親房季子也︒

性激烈胆力勝衆︒従幼噌武最好剣法︒遍遊諸州刺撃︒天保

冷たい風にあたっていると︑気分がだいぶ落着いて来た︒

五︑六人を数えた刺客は︑一人残らず斬り伏せるのに︑

怒号が闇を裂き︑刺客の一人が斬りたおされていた︒

駕篭の垂れ越しに︑刀を刺した︒と︑﹃バカ者！﹄という

たちが数人駕篭を目がけて駆け寄って来た︒刺客たちは︑

そこで︑再び駕篭に乗り︑橋を渡り切ると︑覆面の武士

戊年来江戸︑従遊余門有年︒技術益進武名大発︑応松平内
九・鳴呼惜哉︑天仮之寿︒︵後略︶

記勝敬之聡︒嘉永五年壬子歳九月十六日病残︑年他三十有
虎之助が師男谷精一郎のすすめで︑道場を開いてほどな
く︑中津からい志の病気が重いという知らせが届いた︒
虎之助が二十八歳の二月の末のことである︒

助には︑かなりの重圧であったＯ

それほど時間はかからなかったが︑体力の弱っている虎之

虎之助は勝海舟の父小吉の世話で︑舟で小倉に上陸︑中
見ると安心したように︑虎之助の手を握りしめたまま永眠

津に着いたのは三月十六日であった︒い志は虎之助の顔を

かつて︑土方歳三を頭とする新撰組に間違えられ︑襲撃

された虎之助は︑それを瞬時にして︑打ちすえ︑土方をし

した︒まれに桑る賢母であった︒法名釈尼妙善信女︒

それから十年余で虎之助も病残した︒激動期に惜しい人

った︒その時の虎之助と健康状態が余りにちがい過ぎた︒

て﹃かかる名人が存在しようとは﹄と嘆ぜしめたことがあ

襲撃によっては︑カスリ傷さえ受けなかった虎之助も︑

物を失った︒テレビ・ドラマの﹃おとこ鷹﹄では︑肺ガン
つくはずがない︒テレビの影響かと思う︑資料のない断定

と弟子たちの看護のかいもなく︑その夜病残したのである︒

それによって︑胃がやぶれ︑出血がひどく︑師男谷精一郎

といっていたが︑当時の医学で︑肺ガンと肺結核の区別が
はつつしむべきである︒虎之助の喪後三年︑墓府は講武所

て世を去った︒︵毎日新聞編集局顧問︶

と共に︑幕末の三剣士の一人にかぞえられた巨星はかくし

恵まれた天分を血のにじむ修練で実らせ︑師男谷精一郎

を開設し︑男谷精一郎は頭取に任ぜられている︒虎之助が
その翌年︑虎之助の高弟榊原鍵吉が剣術師範役として出

生きておれば当然剣術師範役になっていたであろうに︒

仕︑後︑将軍家茂の教授もするに至っている︒嘉永五年九
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庭の花木︵一︶

部弘

するのに相当に長い年数を要します︒たと

五メートルほどになりますが︑そこまで達

れぱ強い徒長枝がふえてくるので︑やはり

二年生の苗を植えてから八年目でようやく

質がありますが︑いずれにしても秋までに︑

まちがえた場合には花つきがわるくなる性

このようにせん定・整枝の時期や方法を

花は咲きません︒

花が咲き始め︑一○年目でようやく香りが

たくさんの成熟した小枝が残るように注意

えば︑あまり日当りのよくない庭の側では︑

楽しめるようになりました︒

この注意さえ守れば︑花とともに︑整形に刈

すれば開花は充分に期待できます︒しかも

りそろえた木の形を楽しむことができます︒

自然の樹型をみますと︑主幹が途中から
ても自然に円筒状の整った形になり︑下枝

②ふやし方実生・さし木・取り木・

分かれてくる性質がありますので︑放任し
から枯れ上がってくれば半球形の樹型にな

つぎ木などが行われますが︑ふつうはさし

モクセイ︵木犀︶

ります︒しかし︑庭木としては適当にせん

木で苗を作ります︒

十月︶

に咲く花の香りを楽しみ︑つねに円筒形に

定をして︑下枝までそろった円筒形にする

①性質と環境モクセイは中国から渡

は花を咲かせたいとき︑不注意なせん定を

ん定ができない木だといわれますが︑それ

さし穂を取る親木は︑五

多湿期で︑特定の一週間くらいが可能です︒

さし木適期は六月から七月にかけての高温

特定の短かい期間しかできません︒つまり︑

モクセイは常緑の高木で︑秋︵九

整えた樹型の眺めもよく︑庭木として各地

ほうがよいわけです︒よく︑モクセイはせ

来した木だという説と︑九州にも自生して

すれば花が咲かないことをいましめる言葉

さし木の場合︑発根率がきわめてわるく︑

で愛培されています︒

いるという説とがあり︑原産地については︑

ですｏ

の脹芽が花芽にかわり︑秋に咲くのです︒

夏までに伸びて成熟し︑八月上旬ころにそ

モクセイの花は︑春に発生した新梢が︑

ンチほどに切り︑下葉を切り取って二

穂は春から伸びた新しい枝を一○

し穂は発根が非常にわるくなりますｃさし

以内の若木が最適です︒古木から取ったさ

六年以上︑十年

はっきりしたことはわかってはいません︒

クセイとギンモクセイの二種がありますｃ

また︑勢いの強い太枝には咲かず︑細くた

庭木として川いられるモクセイは︑キンモ
キンエークセイは燈黄色の花︑ギンモクセイ

小枝先のほうに咲く性質がありますので︑

れ下がるような弱い枝に咲きます︒そして

軽くおさえ︑充分に水を与えます︒さし床

し︑三

れをさし木直前に切り出しナイフで切り一戻

枚の葉を残し︑充分に水揚げをします︒そ

三

一二セ

は白い花が咲き︑容易に区別できます︒

でもよく育ちます︒ただし︑日陰よりは日

ければなりません︒なお︑強いせん定をす

花を咲かせるには︑新梢のせん定はさけな

土性に対する適応性は広く︑どんな土地
当りのよい土地のほうがよく育ち︑花つき

四センチの深さにさして︑もとを
も見事です︒生育はおそいほうで︑高さは

（28）

渡

⑥仕立て方の注意モクセイは生長が

いどの小枝が出るような状態に︑木の幅を

せん︒花の香りを楽しむためには︑あるて

剣封勤鍾持は 勤電争水'乙 ，幅世そろえる

しで長のでがてす、おだ、や上しきの出のれ
て、さ枝残ついな幹きけ必か向、ままたでた
や自にはしかるおかまは要ら枝そすま上、ほ

にす充すいを形四そ理な：伎徒ほて枝端がが
伸る分・状、で方ししいな長かたてはかよ分
ぱまなこ態段出にてて枝ど枝のだいそらいか

の上には日よけ用のよしずなどをかけて乾
おそく︑花の咲く細枝が出るまでには長い

菰ぃピころ茜弓鈎趣水之麺

減‑水平向きの′J,錘を歩く瀕し
悩嘘い門間紗にする．

苗木の段階では強い上向枝が出て︑主幹

酌

るつ礼クて

燥を防ぎます︒

r−−

広く保つことがたいせつです︒

、

年月がかかります︒若木のうちから樹型を

岱盛形〈円局

が分かれてきます︒本来︑モクセイは主幹

︾︒●訳一・謹章︑

一Ｌ︑６

角血目０︑

（29）

ジ▲﹄︾も︸︑︑ｑ４

り由達、まな枝ならす整でみ、・の。育向先う

○

出ないばかりか︑何年たっても花が咲きま

、

さし木した年はそのままにしておき︑霜

芳本

小さく整えますと︑花の咲くような小枝が

一
一

一

五月に植え

上向ざに虫

除けをかけて冬を越させ︑四

や
.
と
,
評
の枝
は

かえをします︒

垂クセイイ土立ての懇』璽

ます︒このあとは毎年︑晩秋から初冬にか

にからみ枝や上向枝なども切り取っておき

ころで︑まず枯れ枝を整理してやり︑同時

木の形が︑目標の大きさにほぼ達したと

了後別室に於て役員会座談会を催し本会の

につき審議し︑原案通り承認可決︒総会終

に事業報告︑四十七年度予算井に事業計画

する︒終って議事に入り四十六年度決算井

浩有一時間の熱弁に聴衆大に感銘深く傾聴

らねば廿一世紀を迎えることは出来ないと

菅谷全博︑平野輝雄の九氏に感謝状を︑婦

慶一︑木内伝左衛門︑平山忠義︑前田孫衛︑

上代克巳︑林四郎兵衛︑高岡徳次郎︑寺嶋

提諦後︑五十年以上の会員として功労者の

の教育に関する勅語捧読と︑会祖要領の

山藤太郎副支会長により行はれた︒支会長

式は角田洋圃氏が司会︑開会の言葉は内

ます︒

けて︑刈込バサミで輪郭線にそって刈りそ

発展策に就て協議懇談五時前盛会裡に散会

毎年の刈り込みによって︑葉が密生し︑

ろえればよいのです︒

共奉仕と会員勧誘に尽力の永嶋良治氏にそ

徳抜群の婦人部長の遠藤里う氏に︑地方公

当日出席者約百名支会長の斎藤市長も谷

する︒

さらに︑密生した小枝先が輪郭線にそって︑

の沿革変遷の大要を述べ︑更に支会発展に

れぞれ表彰状を贈呈︑支会長は︑創立以来

長︑社教委員長の祝辞︑電文の披露があり︑

高配を望むと挨拶︒続いて町長︑教育委員

事が代理をつとめる︒

︵幹事長沢村暁之助︶

本事務局長も公務出張のため沢村と山野幹

輪郭線が密生すれば︑日照不足や通気の

千葉県東部支会創立八十周年記念式

氏に表彰状が授与され︑支会長は謹んで謝

席上野口会長から石橋︑内山正副支会長両

びっしりと張りめぐらされた状態になれば

不良で内部に枯れ枝が発生します︒このよ

昨秋十月十五日︑田部西雲寺に総会を開

仕上がりです︒

うな枯枝︑からみ枝や徒長枝は毎年刈り込

られた鏑木謙二郎氏に委嘱状を交付して中
創立八十周年の式典は︑午後二時︑野口

を挙げ︑義理人情の軽薄な今日一段と道義

動植物にさえ︑道義に似た様子がある実例

野口会長は︑創立八十周年の祝辞の中で
明会長︑渡辺正勇主事を御迎えして︑地蔵

食︒

辞を申し上げた︒

く︒会務と会計報告の後︑新に評議員とな

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

みのときに取り除いてやります︒

｜支会だより一

の読経︑林誠悦山田町長︑鈴木美代治社会

員の追福法要を行う︒西雲寺山田良肇貫主

された良き日を浴びて家路についたのであ

周年記念式の感激を胸に秘めて快晴に祝福

った︒

︵東部支会報告︶

副支会長の閉会の挨拶後︑伝統ある八十

十月廿四日午後一時より特別講演を﹁廿

教育委員長︑吉野喜一教育委員長︑会員中

の重要なことを極めて平易に力説された︒

一世紀の展望﹂と題して善光寺住職石倉慶

の長老林四郎兵衛翁︑野口明会長が順次焼

堂前で写真撮影後昇殿して支会物故の全会

道師︒現時我が国青年等の日本精神欠除を

香︑石橋香峰支会長の弔辞後全員客殿へｃ

松江支会総会

おくれを訴え会にして国民道徳の振興を図

慨歎し経済成長の蔭にわが国の精神教育の
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○○○○○○○
選靖種穣樹蛎職紅．

石零副晒挺嘆籍洞
凌荊索輯然唖撫壷︒
好圃薬偏在二一家中↓
三評日前首清健︒後首淡泊︒
︑歳旦感懐

評日筆致清淡ｏ詩思超然︒

︑︑︑︑︑︑︑
梅花己護鳥詮新．
○○○○○○○
幽居偶坐談催﹄典︒
○○○○○○○
起看窓前玉樹新．

︑︑︑︑︑︑︑
夢断蒼だ絶海遥︒
○○○○○○○
堪﹄嘆幽囚身世拙︒
○○○○○○○
○○○○○○○

西風排し枕夢頻驚︒

悲風落木涙潜然︒﹄

群雄割推徳二兵椛﹃

屈吟指星霜四百年．

○○○○○○○
○○○○○○○

昭和壬子菊月誰前一日

詩一以雁︒

崇一其節﹁景仰不﹄措・乃賦二蕪

○○○○○○○○○
余↓余聞二義人之名一己久︒常
○○○○○○○○○

某日︒偶描二其肖像↓索二詩干

精妙．殊善一肖像一庚成仲夏

門下有二小幡春生者一筆致

以二陥害一馬﹄業︒故川合玉堂

直二訴婚軍弐絡虚二探刑一驚︒余

総公津人也・欲﹄救二窮民↓而

序日・木内宗吾千葉豚下

︑義人行並序
雲石村田一雄︵横漬︶

評日一豪健︒一清淡心事可想

回天惟見在二精誠↓

誰識英雄心事諾︒
○○○○○○○

○○○○○○○
︑春日閑居
孤客坐牽南海情︒
静古中村静子︵逗子︶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

︑Ⅵ１︑︑︑︑
松堂
松
堂中村柴次︵逗子︶ 海荘雨後気佳哉︒
︑葵丑新年作
︑︑︑︑︑︑︑
○○
○○
○○
○○○○︐
春在二幽庭一柳色催︒
八十八実一初陽一○
呆
呆
初陽
呆呆上二東天︽
○○○○○○○
○
○○
○○
○○
○○○○
鴬語窺﹄人花有し影．
翠峰杉崎精治︵横漬槙
︶︶
春春
到到
二二
増増
庭庭自講然︒
○○○○○○○
○
○○
○○
○○
○○○○
束窓早巳一枝開︒
○○○○○○○
最喜三朝 吟骨健︒
旭日煤煙葵丑春．Ｏｏ
○ｏ
○ｏ
○○○○Ｏ
評日一結有二豪健之致毛
Ｏ○○○○○○
稲﹄嶋 碩 毒 賦二新篇↓
晴霞寓里瑞光新．
︑壬子除夕
ｏＯＯｏＯＯＯ評日清
評日
健
清健
耐頒毒︒孤詩可吟︒
秀岐栗原精夫︵桃漬︶
我迎八十八齢健．
＠英丑
丑新
新年
年作
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
毒
酒
徐
掛
清
幅
身
︒
粥
一
訓
錬石佐藤良減︵枇演︶ 世路岬蝶維髪虚︒
︑︑︑︑︑︑︑
評日椿毒迎春︒清幅無彊︒○○ＣＯＯ
阿二来凍筆一太爺疎．
部景迎佳節．
○○○○○○○
︑突丑元旦作二首︒︒
Ｃ
ｏ
ｏ
今宵笑酌迎春酒．
○○○○○○○
歳歳猶甘肥巷居．
苔石鳥居菊造︵茅ケ崎︶↑塚措握唾

松光竹影新︒
八十五奥ＣＯＣ
ｏｏ

評日酒興不謁︒詩思悠然︒

自害老詩人．
＠
訪
奄
美
大崎及沖永
○○○○○○○
暁光堆
堆燦
燦五
五雲
雲堆
堆︒︒評白老健一結抱負可想
良
部
吊
西郷南洲翁
○○○○○○○
遥看連峰瑞色開︒︑新春即事
遥
看
連
峰
瑞
色
開
︒
流
荊
吐二首
○○○○○○○
衣川舜子︵逗子︶
城南西春彦︵東京︶
翠竹青松春悉孟︒
○○○○○○○
︑︑︑︑
︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
天勝二淑景一入﹄庭来．﹄
山気清澄 茅屋春
龍郷硬調己三年．

（31）

弘 道 詩 林

○○ ○ ○

元和値し武

○○Ｏ

干支焔︒

恥癖琴群亦趣群准診崖騨鈷包零︑時事吟

師挿や聖超二跡詠↓一計日著筆運動︒詩情無し限︒︑高齢者優遇有﹄感

︑︑悔城一小伏義唱目︵千葉︶睡桑仲〃婚訟尋

翠峰︑英丑元日一作凌石寛

○○○○○○○
滑
滑衣水猶無毒．柴署瑳環︑喜途長︒風害堆裏一詩人．

芳洲新家孝︵津︶孜孜教畢幾星霜︒我迎八十六新春．
○○○○００○
三世柴華夢一場︒功績著吟名員有﹄光︒老健猶誇報国身︒
○○○○○○○
山河百里話二興皇辰賞賜吟劾欣且賀．自有二此生一天分在．

︑平泉懐古

獅﹄鮮罫独罫藤醗一評白哀悼無し限︒其人可レ想・静﹄謬酔垂鯉腿岬
一計日卒淡ｏ詩情清逸︒︑賀二佐野孝先生鼓動一岬一群渥陸弄漣爆雪

不﹄識何時顔色移︒追二懐性事一快如夢．印唖騨耀坤鍵畢．
方是稚孫語堪﹄笑．跡二戸睡師参二一辱群﹃浄睡誕鱈酔弛雰

車童壷婁鴬鳶慧蝉一函瀧鵠背民雄乎這人

移山寺崎慶一︵千葉︶沓沓一音容何虚求︒△△△△△△△

戯作

△園
△歩
△康
△△
︑九月十五日老人＠悼二山田先生一雲策須△
﹄△期
︒

叫睦二知壱一緬塞睦砿︒知長可雲評日詩思悠然ｏ佳句可得︒誰恥脚錘︽評二酢熱︒

政者之戒司末尾一節︒寓二得義姉﹄拳挿師舜﹄零﹄守︑能守﹄義苔石

大節貌鑑︒最不レ可二以不壱篇二侭竹窓静坐猫思詩．仁愛偏宜﹄慰二躯翁

誠責︒夫子所謂殺し身成し仁者︒市恥毛症虹痛嘱必唾喧命抄蝦項

癖奉︒岬郡準︒錘鋤誹︒嘩︒蔀癖塔影槙糊閃欲幕．一鉾紳嶋錘畢仙﹄祭︒

△△△△△△△
○○○ＯＯ○○
遣烈千秋照二後昆↓﹄篤﹄韻得二句字↓錬石租国繁柴誰建﹄功．

噂唾記坤妻弛蕊恥毒︑分吟到二梅花一句亦芳字＠慰二躯翁苔石

︵元和元年三六一年前︶

○○○○○○Ｏ
懐柔弄﹄策僅瓦全︒
Ｏ○○○○○○
従﹄此藩政弊増積．
○○○○○○○
況於二藩閥一弄二菱革↓
○○○○○○○
縦横苛敏又訣求．
○○○○○○○
蒼生不嵯見草莱間︒
○○○○○○○
佐倉藩領下網州．
○○○○○○○
谷津諸村連二田晴↓
○○○○○○○
一葛 人 口 苦 二 塗 炭 ﹃
○○○○○００
農工輿﹄一商夙夜憂︒
︑︑︑︑︑︑︑
沃壌難二耕輪二重税﹃
︑︑︑︑︑︑︑
猪賊横行多二困滞﹃
︑︑︑︑︑︑︑
窃盗掠奪又逃亡︒
︑︑︑︑︑︑︑
六親 四 散 猶 自 姥 ︒ ﹄
○○○○○○○
義人揮﹄涙嘆二離群弐
○○○○○○○
挺﹄身直欲﹄訴二将軍↓
○○○○○○○
束重要﹄路霊廟下．
○○○○○○○
一封拝奏警輝紛︒
○○○○○○○
哀哉裸刑絡不﹄兎．
○○○○○○Ｏ
妻李春族皆訣診︒
○○○○○○○
○○○○○○○
史乗垂﹄範義長演︒

大僻 却 能 救 二 生 民 一
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国盗り物語
今年の年頭からＮＨＫで始められた司馬遼太郎原作の日曜夜のテレピドラ↓︑﹁国盗り

る西村勘九郎正利︑後の斎藤道三入道は実は奇しくも会祖西村先生の十代前の先祖だっ

物語﹂は大好評で︑岐阜県東京事務所では問合せで忙しいそうである︒平幹二郎の扮す
たのである︒次に先生細録の﹁往事録﹂と﹁泊翁西村茂樹伝﹂を参考として西村家の略
系を紹介すれば次の通りである︒

西村氏略系
長泰諦獅榊姪蒲瞬表郷擁眺細弛髭美濃国山県郡大桑西村二居り︑応永二十八年

壷近郷雌露枢窪峠〃毎園硫利権珪鐸柚識痔睦唾細涯誌搾毎沌鎚

一Ｉ正泰愚懇噌正嘉禦錨露稽利蕊諦懸蝋堺利隆父子一
一畔鋤麺知雌唯

ナルＯ

Ⅱ秀竜子幼︑乃チ主君長弘ノ命ヲ以テ西村ノ遺跡ヲ継ギ︑家老二取立ラル︒爾来西村
勘九郎正利ト名乗り︑後追を昇進シテ斎藤山城守秀竜卜改メ︑入道シテ道三ト

︲秀成準率喧塞獅ソ坤粋一壱癖諦滝

編集後記

◇本一・二月号は日中国交回復の二年目

を迎え︑一陽来復の突丑の年頭に当り︑

いて︑中国特集号としました︒中国を理

諸椛博士のを初めとして慨亜な玉稿を頂

ります︒︵渡︶

ｑ︑少〃︑Ｄ″︑〃

解し︑日中友好の一助ともならば幸であ

ｊｆ︑夕恩Ｊｆ乳〃︑夕ｒ︑一〃︒︑ｆ赴牙Ｆ︑／槌リグ凪︑ノミⅡグｕ︑Ｊ〆︑グ砥︑〃︑リグ巳︑〃〃︑〃︑四ク画凶

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金五十円

昭和四十八年二月二十五日発行

昭和四十八年二月二十日印刷

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷人春山宇平

一一１０

■ずもａｒヨａ７ｎａｆ泡々Ｔ込鼻Ｇも査寸画幻■略夕■毛β■︑ａＴも分汀も凸■も夕＆℃

且・夕ａ︑〆＆▼

Ｌｖご凸寸と凸ログ偽勺ダム寸夕ＬＴ毎

郵便番号一○一

電話︵一玉︶○○○九番
振替口座東京四三一七番

葬却畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

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

一ｌ正元父死去ソ時幼︑弘治二年死︒

印刷所共立社印刷所

縮集兼
発行人

｜︲元治蒲生氏郷二仕エテ戦功アリ︒元留怖生家断絶シ︑浪人トナル︒
｜︲元勝蒲生家ノ縁家内藤政晴一仕フ︒︲行芳蝿謹始メテ鮒剛伊豆守正虚一
一︲芳光堀川家Ｆ仕フ︒芳高緬佃塚咋社垂舞群砺奉都序埋砕埼値釧州鯉吋癖祁岬︒

−１芳郁鯛盤臨認識癖諏撫掘唾癖茂樹諦諦恥誌識唾蹄併棒緬睡︶︵楽︑本会

旭回月賦定価八○︑○○○円
四回月賦定価八五蕊○○○円
︻体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

Ａ５判・全鯛巻総頁一四八七二頁・総クロー

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下きい

内容見本送呈

全13巻

﹇諸橋轍次博士の名著一

幹論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の穂蓄と人生の体験とを融合！︶て

の者宿が世人の要望に応え︑漢学

稲を練り世に問う論語の名講義〃．

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

の人口に勝炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩藤

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

舞老子の講義

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
挺男大学合格の祝いを兼

に輝く﹃大淡和辞典﹄細纂の余暇
一に生れた博言の記︑李白の詩文か

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑番体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る名著︒

漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

まつわる史実や伝説について﹃火

干支の起原の考察︑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用す

▼会社員・四十二才

期待通りの素暗らしさ︒

中凹語もかなり豊寓に入
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世

脈をわが子に継がせてや
れて幸わせです︒

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

口
現金定価七五︑○○○円
●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

振替／東京40504

大修館書店

東京都「代旧￨ﾒ:神Ill錦川3−24

誇稿轍汎署

.〃馨登

