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麻綿原高原天拝園のアジサイ

いうも過言ではあるまい︒

うっ陶しい梅雨空を明るくしてくれるも
のは畑では麦︑花ではアジサイだと私は思
う︒フックラとした丸ポチャで︑雨にあう
と一層の鮮やかさを増すばかりでなく︑白
から紫︑紫から淡紅と﹁清楚優雅﹂な装を
変える心過りには全くの驚きである︒花言
葉で﹁冷淡・いばりや﹂とも言われるが︑
これは全くの皮相の戯言で︑むしろ﹁愛情
．忍耐強い﹂というのが当っていよう︒そ
れに花弁が解熱︑葉がおこりの妙薬と言わ
れているのだから︑まさに﹁花の天使﹂と

である︒

江戸末期に長崎に住んで日本の植物学界
にも大きな足跡を残した独人医師シーボル
トがこれを見初めて愛人であったお滝さん
の名をとってヌイドランゼア・オタクサ﹂
と名ずけ︑長崎市が市の花としたのも流石

これからしばらくは房総の屋根清澄山系
に連る麻綿原︵マメ￥ハラ︶の天拝園︵小
湊鉄道の養老渓谷駅から約加粁︶が都民の

人気の的となるであろう︒︵渡︶

深青葉雨をふくめる下かげに
ひとむら白しあぢさゐの花
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政治と道徳との関係
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古の時は人智簡撲︑本より道徳︑政事を分って二とするの要なし︒後世︑
人智日に進み︑人事日に繁きに及び︑道徳と政事と終に分れて二となる︒

ども余が所謂道徳は︑或国学者︑或漢学者が言ふ如き︑固肥偏狭の道徳を

一種の学問なりとし︑其一の承を用ひて政事を為さんとするは︑医術に化学
一診肝小論︑︑航海に天交学急用かざか添加し・執か其妄を笑はざらん︒然れ

里の航海を為して︑其安全を保つこと能はず︒道徳学と政事学とを以て別

運船術とは︑固より同一の学に非ず︒然れども二者を併せ用ひざれぱ︑万

はず︒航海を為す者は︑天文学と運船術とを兼ねざるべからず︒天文学と

一学に非ず︒然れども二者を合せ用ひざれぱ︑薬を択びて病者を救ふこと能

一撚恥ど蝿批の如き便︑唯岸澗止め事に恥逗︑是を実際に行はんとするには︑
一道徳と政事とを分ちて二と為すべきの理なし︑唇へぱ医術の如し︒医術を
一為す者は化学と医学とを兼ねざるべからず︒化学と医学とは本より同一の

る、

I

一︑今旧祉人が最も誤謬の見を懐けるは︑道徳と政治とを分ちて二様とする

す、T回り

I

指すには非ざるなり︒︵自識録百廿七章︶
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井手成三

して必要額を先ず天引きして︑残余を労働の質と量に応じ

大臣たるの徳器と現代政治

弘道︵八五四号︶巻頭の西村茂樹先生の国家道徳論より

﹁大臣たる徳器﹂に︑﹁第一に公私の別を明かにし︑何

て国民に配分する︶ｏ納税による公的財源への拠出は国家存

事も公正の心を以て事を処し︑皇も私利を謀るの念あるべ

続発展のために︑不可欠︑基本の事項である︒

であり︑又今日の世相に対する痛烈なる警告文である︒勿

は︑時代を隔てて現代の政治家が服庸すべき根本の徳目書
論︑当時と今日では︑時代が推移し︑内外の情勢も変動し

からず﹂︑﹁其交はる所を慎象︑姦商猪質の類を近づくべか

抜華﹁大臣たるの徳器﹂︵以下﹁大臣たる徳器﹂と略記︶

ており文字上の表現は読み替えなければならぬものもあろ

からず﹂︑﹁清廉潔白︑以て官街の風紀を正しくすべし﹂と

ったが︑その巧妙な手段による金儲けと税逃がれは︑善良

たまたま前総理田中さんは不明朗な金脈事件で退陣とな

ある︒

うが︑その真意はそのまま今日に妥当するものと信ずる︒
政治に当たる者が︑国民に範たる生活を身を以て実践せ
を求めても︑その言説はうつるな響きのみであり︑国民の

ずして︑いかに美辞麗句を並べて国民に訴え︑国民の協力
信頼を得て︑国政を担当し︑国民を指導することはできな

所得者のリストが公表せられる︒国会法三五条では︑﹁議
員は︑一般職の国家公務員の最高の給粋額より少くない歳

毎年国税当局から課税対象所得額千万円以上の所謂高額

おうとするものではない︒

ろうか︒筆者は敢えて田中さんだけを採り上げてあげつら

勤勉な国民大衆の勤労意欲︑納税意欲をどれほど減殺した

いＯ

国民はそれぞれの分野において一所懸命に働く︒その所
かざる者食うべからず︑と規定して︵ソ連憲法一二条︶︑法

得に応じて公的財源への拠出をする︒則ち納税をする︵働
的な労働義務を課している共産主義国家では︑公的財源と
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費を受ける﹂と定められている︒則ち東大総長並みの歳費

期すべきことは︑新旧憲法を通じて異なるべきものではな

の下に津然たる一体の全国民的活力によって国家の発展を

歴史の前後を問わず洋の東西にわたっての政治理念である︒

栄を確信して︑各自その分をつくし︑幸福を分かちあう︒

一国の基盤がゆるがない︒全国民が結束して︑恒久の繁

いＯ

を受けている︒他に所得皆無と言い切れる国会議員諸公は
果たして何人あるだろうか︒毎年のリストに乗らない議員
いるのだろうか︒次にこのリストに乗っている国会議員は

共産主義国家では小数幹部︵あるいは最高指導者︶の決

は果たして︑三月十五日期限の所得税申告を真面目にして
概ね著名な人達ばかりだが︑国民一般の眼にうつるその実

するところ︑鉄の統制をもって︑民衆の批判の自由を抑え︑

んとする者とのトップの座の争いが︑いかに織烈︑陰惨な

政治の安定に必死であり︑幹部間のあるいは取って代わら

き国会議員諸公こそは卒先してまともな申告をしなければ︑

国政を云々し︑国民を指導する資格がない︵政治家は金が

生活振りから見て︑余りに低額に過ぎる︒国民の範たるべ

かかるなどと顧みて他を言うことは説明にならない︶︒

自由主義国家における大統領制は政治の安定継続へのベ

ものであるかは既に大方の御推察の通りである︒

込んでいる人も少くない︒果たしてそうだろうか︒そのチ

ストとまで言わないまでも最もベターな国家体制だと思い

ャンピオンたるＵ・Ｓ︒Ａを例にとって見よう︒選挙を通

地位の世襲のうらづけにしている限りにおいて︑真に国民

、 リ ノ

修身斉家治国平天下︵大学︶は昔から言われている言葉
だが︑修身斉家は古今を通じて政治家にとって基本の要請
﹁大臣たるの徳器﹂に︑﹁本邦の国体にて言はぱ︑皇室

じて任期間その地位に就く︒当然のこととして選挙におい

である︒

と本国との為めに日夜心を砕きて︑他事を顧みるの暇ある

て︑国民の支持は真二つにわれる︒相手方に勝つために︑

べからず﹂とある︒

ウォーターゲート事件のようないまわしい手まで使う︒全

国民主権原理の新憲法下︑この文言は当然のこととして
新憲法に即して理解しなければならない︒

国民の帰一すべき元首的機能は十全でない︒

総意に基く﹂と規定している︒天皇を頂点とする全国民に

結集の中心となり得ない︒国民結集の精神的中核であり︑

君主制の場合とて︑権力を以て︑その地位に就き︑その

新憲法第一条は﹁天皇は︑日本国の象徴であり日本国民統

主権が存するのであって︑天皇は国民の外にあるものでは

全国民敬仰の的である君主制でなければ︑国の安定基盤と

合の象徴であって︑この地位は︑主権の存する日本国民の

ない︒全国民は国民統合の象徴たる天皇を敬仰し︑天皇

rQ，

なり得ない︒このような君主制は︑頭脳で考案して︑人為

の地位を保ち︑政権の維持をはかろうとする︑このことは︑

である︒大衆に脂び︑国民を甘えかせることにより︑自ら

をもつ︒何れも︑国民の幸福を増進し︑国家を発展させ︑

する︒その具体的な国の成立ちに応じて︑それぞれの体制

地上いずれの国も︑その民族の構成︑歴史︑環境を特有

国民の真の幸福を裏切り︑国家の将来を危うからしめる︒

的ににわかに創設し得るものではない︒永い永い歴史を経
得るものである︒

て︑全国民の不動の確信となっていて始めて存在し機能し
いつの頃からとも知れぬ古い歴史と共に︑民族の中心と
して仰いでいる天皇制のわが日本がいかに恵まれた国柄で

ひいては人類全体の繁栄に寄与するために適当且つ効率的

者は幻惑されず︑逢巡することなく︑天皇の御在位に直結

乗した公式論的民主主義論者に誤導された声に︑国政担当

努めた︒これに仰合し︑或は一種の思想を抱いてこれに便

として︑天皇と国民との結びつきを稀薄ならしめることに

等︑何れも大切だ︒両体制はそれぞれ必要な修正を施して

国を発展せしめようとする︒いわば統制体制だ︒自由と平

全体主義を基調にして︑各人はそのわく内で︑考え︑働き︑

る︒いわば競走体制だ︒社会主義国家の原理は平等指向だ︒

て︑各人は自発的に考え︑働き︑国を発展せしめようとす

自由主義国家の原理は自由指向だ○個人主義を基調にし

なりと考えて︑それぞれの体制を採っているのである︒

する一世一元制の元号法を︑天皇の御尊厳を傷つける不敬

日本国民の結束をゆるめんとする占領政策は現実の方針

あるかに思いを致すべきである︒

罪の制定などについて︑堂倉と多数国民の理解を進め︑法

各人が創意工夫し︑自らの努力によって生活を向上させ︑

我が国の民族性は勤勉で︑優秀な素質に恵まれている︒

いるＯ

を誇りとし大切にしている︒一部の連中のいわれなき国旗

に︑国のシンボルとして目に見える国旗を︑共に唱う国歌

制化を決断すべきである︒世界各国とも国民の結集のため

掲揚の反対︑国歌斉唱の反対などに対し︑毅然たる態度を

い︵社会主義体制における諸制度を参考の資とすることも

国家を発展せしめる自由主義体制を国是とする選択は正し

﹁大臣たる徳器﹂に︑﹁国民を鎮圧するの度量なかるべ

自らを守る意欲を減退させる惰民的風潮︵英国病︶をもた

求は︑結果として︑国民間に各人の努力により自らを築き︑

イギリスの﹁ゆりかごから墓場まで﹂の福祉国家実現希

結構なことである︶︒

もって臨むべきである︒

からず﹂とある︒この鎮圧の文字も紙背に徹してその真意
をくゑとることが必要である︒

政治家に最も必要なのは確固たる信念とこれを貫く勇気

（4）

らした︒このままではイギリスの斜陽は深刻化するばかり
だ︒その脱出への待望が自由主義哲学の保持者たる﹁鉄血
首たらしめたものと思いたい︒

零ハタフライ﹂マーガレット・サッチャー夫人を保守党の党

サッチャー夫人は﹁労働者は優遇するが︑怠け者を優遇
してはならない﹂︑﹁努力する人間には当然報酬が与えられ

る︒自らの努力で一家の繁栄をはかることは称賛に値いす
る︒権力と財産とが国家に帰属する政治にはこの自由がな
或いは﹁強者の哲学﹂との批判を被むるだろう︒優秀な

い﹂と言い切る︒歯にきぬ着せぬズバリの自由主義哲学だ︒

天分を持って生まれた者︑豊かな家庭に育くまれた者を強
者と割り切るべきではない︒その素質その環境に立って努
るという意味で︑この強者の哲学を理解したい︒その努力

力し︑それぞれの分野で各人は強者となるべきだし︑なれ
と競走が全国民物心両面向上のエネルギー源なのだ︒働か
ざる者食うべからずと規定する共産主義国家のことはさて
おき︑自由主義国家での過保護︑悪平等は︑国民を甘えに
馴れさせ︑その活力をむしばみ国家を衰弱させる︒

保守政権の危機を痛感している自由民主党の諸公は︑大
衆受けする小手先の施策にかかずらわないで︑確固たる自
由主義理念を自覚しその大本に根ざす政策の樹立と実行に
︵特別会員愛知学院大学教授︶

勇気をもって進んでもらいたい︒

国家の将来を慮ること

西村茂樹

国家は人身に同じからずして︑百千年を経るも死す

る者に非ず︒故に国家の事を論ぜんとする者は︑必ず

遠き将来を考へて之が策を立てざるべからず︒然るに

現今の人士には敏才の者少からざれども︑永久の考慮

を有する者に乏し・枇の政事︑経済︑教育︑道徳を論

ずる者は︑多くは目前の短見にして︑百年後の利害を

知る者少し︒一菅に百年後のみならず︑少しく重大なる

事件は︑其結果まで見通して其考案を立つる者多から

ず︵略︶︒深謀遠慮と短見浅慮とは智愚の分るる所なり︒

甲者幸に国の要路に当るときは其国安全にして︑乙

者要路に当る時は其国危殆なり︒

愈誕鴛李舞輯迩蕊︶
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中共の批孔批林の問題

野口明

近年中国に於ける孔子及び儒教に対する激しい批判は︑

に︑思考の余地を許さない位一方的に︑激越な用語を以て︑

型のものであることが判った︒然かも私の想像以上に鮮明

共産政治の厳しさ︑冷たさを如実に見せつけられたような

いくつかを列挙して見る︒

戦闘的に論じているものばかりである︒今それらの論旨の

一方毛沢東の後継者とも噂された林彪に対する批判と共に︑

気がする︒然し毛政権も天下をとって大分の年数を閲承す
まだノ︑見方が甘かったことが判った︒同時に私は本会が

の末喬で旧風を復活せんとした︒民は由らしむくし︑知ら

奴隷時代から封建時代に移る頃で︑孔子は奴隷使用の貴族

一︑﹁孔子は西歴以前の中国春秋時代の人︑丁度中国が

儒教に対して会祖以来︑其の時代的修正を加えると共に︑

しむ可からずと云う如きはその現われである﹂︒此の評は私

るから︑今更︑大蛇を振う要もあるまいと思っていたのは︑

其の妙味に対しては好感と理解を持つ基本的態度からして︑

をして云わしむれば︑二千年余の文化の差を全く無視して︑

此の問題について︑先づ私が想定した批判の型は二つあ

此の批判現象には無関心ではなかった︒

まいと思っていた︒果して然りで︑最近中国通信社が編し

的に排撃して政策的に対処する方法と此の二つのほかある

組む方法︑第二は政治問題として︑マルクス思想から一方

乃至は上層階級の教育を主とした︒彼は治者の善政が社会

である﹂︒たしかに孔子の時代は︑君子とか士とか知識階級

労働生産を入れていない︒彼は奴隷を使用する側の教育者

二︑﹁孔子の教育のカリキュラムは礼楽詩書であって︑

同一視して居る欠陥がある︒

義務教育も︑新聞も︑ラヂオも無い時代と今日の時代とを

た︑此の問題に関する中共筋の諸論説の紹介と解説を日本

を幸福にする信念の下で︑政治を説き︑教育に当った︒§私

った︒第一は哲学問題として︑是非を分析して学問的に取

語で書いた小冊を読む機会を得て︑私の杷憂の通り第二の
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には二千年前の民度では之が適切で実際的であったと思わ

などと云った﹂︒又﹁林彪は︑徳を侍む者は栄え︑力を特む

彪は学者気取りに︑孔子は人間関係を処理する準則である

ーニン主義︑毛沢東思想の導きによる︒之こそ真の意味で

三︑﹁我麦の偉大なる成果は最終的にマルクス主義︑レ

奇は中共の国家主席︵元首︶であったが失脚させられた︒

を樹立せんとした﹂ｏ以上の文の内で一番先に出てくる劉小

孔子を崇拝させ︑経書を学ばしめ︑林王朝を作り︑世襲制

者は亡ぶと云い︑又中庸の道は理に適うと云い︑又息子に

たの

れる︒

三思想で武装しなければならない﹂︒これらの用語に接する

連へ逃亡の空路︑機の遂落で蒙古の土と化したと云われる︒

林彪は軍の統卒的実力者と見られたが︑確執を生じてかソ

の哲学で︑中国を救い得る唯一の哲学である︒我食は此の

である︒

とも人は教育環境次第で善にも悪にもなるの意︶︑﹁女子と

六︑﹁性相近し︑習相遠し﹂︑﹁教ありて類無し﹂︵両句

私のよく知るところでは無い︒

此の両者にまつわる秘話はいるノ︑取沙汰されたが︑勿論

と︑極めて簡単な︑政治スローガンに対面する感あるの糸

ぽう

四︑﹁仁者は人を愛すと孔子は云った︒然し彼は如何な
を殺し︑三つの都を陥とし︑人殺しや城壊しなどをみなや

小人とは養い難し﹂︵奴隷制支持︶等︑現在の政治形体と

、 0 ノ

る人も愛したことは無い︒彼は一度官職につくや︑少正卯

ってのけた︒彼は奴隷制をかたくなに守る反動的思想家で

七︑﹁我々は中庸の道を信じない︒我々の哲学は闘争の

抵触する言句だけを引合に出して攻撃している︒然し思っ

哲学である︒マルクス対孔子︑共産主義対修正主義︑唯物

あったばかりか︑残忍で陰険なえせ君子であったことを示

論対観念論﹂︒﹁孔子の思想はマルクス主義︑レーニン主義︑

たより槍玉にあげられた句は少い︒

であるかは不明であるが︑其の後三月にして魯国大いに治

を訣したと云うことが伝記にある︒それがどの程度の悪吏

毛沢東思想と全く反対のものである︒すべての革命家は孔

している﹂︒此処に出てくる少正卯と云う人は︑孔子が五十

まると伝には出ている︒私達は論語の言行から受ける感じ

子に反対する﹂ｏ之等の言い方は︑一読歴然︑政治的用言の

六才で魯の宰相になった時の高官で︑悪者であったから之

として︑孔子を陰険残忍な偽君子とは解し得ないから︑誹

他の何物でもない感を受ける︒

以上例示的諸説からして︑共産政治が儒教を排斥する政

誘の為めの暴言で︑恐らくは現在の中国人でも此の侭受入
五︑﹁劉少奇は曲阜まで行って聖廟に御参りして︑孔夫

策理由はよく判る︒そして今日の中国では︑孔子思想を讃

れるとは思われない︒

子は偉大であると持上げた︒本も読まず新聞も読まない林
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紅旗の記事が此の調子であることは︑その使命から当然に

うし︑少くも公的地位は保ち得ないであろう︒党の機関紙

えたり︑守ったりすることは︑恐らく生命にも危険であろ

服して一流の文化国家に成長する方途如何と云いたい位で

国家の健康を保つ上に於て六ケしい条件を内蔵し︑之を克

躯のものは却って生命力が弱いようにも思われる︒中国は

を見ると︑共産政治の世界に思想の自由が無いのか︑御用

自己批判をしたりして︑之と同調的な言を発表しているの

ら来る不調和以外に眼の色変えて排斥する理由は無さそう

遅れ︑従って修正を要する点は認めるが︑共産政治の枠か

私は二千年前の孔子の思想に︑今日から見れば小量の時代

結論として私の感想を一言すれば︑批孔論を一瞥して︑

ある︒

学者が多いのか︑いづれにしても中国民族の重量感や深度

に思われる︒毛の詩人的風格︑周の政治的手腕︑之等苦労

る人や︑北京大学の哲学教授等が︑過去の言を修正したり︑

思われるが︑思想家と見られ乃至は一流の文化人と思われ

感がマイナスされるような感を受ける︒

がなく︑従って私と云う或は個人と云う世界がない社会に︑

云われると私には見当がつかない︒然し一方あまりに自由

して共産主義に代って此の大人口を生かす方式があるかと

無い保証を受けている点は︑認めるにやぶさかではない︒そ

一時的の波の如き感もする︒兎に角私は批判内容を覗いて︑

政権が安定すれば此の問題も緩和する時が来るべく︑今は

か私達の窺知し得ない特殊な事情が潜むようにも思われる︒

今度の批判運動殊に孔子と林彪とを組合せての排撃には何

達人の穏健な人間学を抱擁できないとは私には思われない︒

人の多い中国の共産党なれば︑孔子の如き人間学の通人︑

国民が永く堪えられるか否か︒中国の誇った偉大な文化文

言しておく︒︵了︶︵本会を長︶

徒らに政治的色彩の強いことだけが印象に残ったことを一

私は今の中国のあの膨大な人口が︑衣食の道に於て嘗て

二千年以上中国の社会の血となり肉となった孔子の思想と︑

芸がどう云う継承と発展を見せうるか︒中国の智恵として
儒教の哲学倫理を︑あたかも倣履の如く棄てる蛮勇にも驚
のは︑一面儒教の潜在力を証明すると共に︑之を払拭しな

かされる︒今中共の指導者が力を合せて儒教排斥に努める

か︒こんなことを考えると中国は近代国家として大き過ぎ

ければ︑中国の近代化ができないと見なければならないの
るし︑人口が多過すぎはしないか︒動物でも大き過ぎる体
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選に︑きまっているさ︒当選するほど悪いことはしないよ！﹂

政界に出るためには︑多少とも不道徳な︑はずかしいことをしな

とする人たちは︑選挙に関する限り︑まるで法律を無視している︒

ければならぬ︑と考えるのが常識だ︒議員︑これから議員になろう

それを訴え出る人もいない︒その意味では︑全国が無法地帯なのだ︒

いたらくは何だ︒不まじめそのもの︑どこに神州清潔の民がいるの

昔から国憲を重んじ︑国法に従い︑と教えられて来たのに︑このて

どうして︑政治と道徳は関係がない︑というような暴論が︑日本

かＯ

全国に横行しているのか︒それをどうして許しているのか︑全く理

のに︑政治が︑よごれ︑腐敗していることについて︑疑問を持った

解できない︒八百以上も大学が出来て︑大学卒業生が一杯出て来た

り抗議する者が︑ほとんど誰一人いないとは︑どう解釈すればいい

近年の例だけを取りあげても︑池田内閣の時︑昭和三十九年の自

のか︒ｌ無関心だ︒

に︑池田派閥の仁羽喬四郎︑潮見俊治が大きなトランクを持って来

由党総裁選挙の時のことだ︒日枝神社に︑早朝︑まだ︑うす賄い時

た︒仁羽は衆議院︑潮見は参議院の自民党員を買収する係だった︒

詳しく朝日新川に出たから︑たいていの人が知っていた︒この時︑

札束を分けて︑誰は︑いくらで買う︑と相談していたのだ︒これは

池田の買収が成功して自民党総裁に当選し︑総理になった︒その論

功行賞で︑潮見も仁羽も大臣にしてもらった︒ｌこのあたりから

方の代議員だけに総裁選挙権があるから︑いけない︒全国の有権者

総裁選挙に数億のカネがかかる︑ということから︑自民党議員と地

の人が立候補したことがある︒選挙がすんで︑東京に帰って来た︒

に首相を選ばせるなら︑とても買収できまいから清潔になろう︒ァ

紫雲荘という号で︑橋本徹馬という人が政界批評をしていた︒こ

以来︑毎回くりかえされて来た︒

挙され︑呑舟の魚は︑ゆうゆうと見のがされる︒というのが︑明治

ことになる︒大物でない者が︑ひどい目に会う︒小魚︵ざこ︶が検

てから︑﹁大物は忘れた頃に無罪なり﹂だ︒または執行猶予という

のばしてもらう︒そして︑議員の任期も︑つとめあげ︑十年もたっ

悪くて起訴されても︑裁判となれば︑いろんな理由をつけて︑ひき

ているのだから︑警察も検察庁も︑見のがしてくれる︒よほど運が

違反しても︑当選した人は︑ほとんど例外なく︑そういうことをし

っているのだ︒カネを使わなければ落選にきまっている︒選挙法に

ネの競争だ︒法定選挙饗の何十倍︑何百倍使ってもいい︒皆そうや

んなに︑きたないことをしてもいい︒選挙法に違反してもいい︒カ

今︑流行している選挙運動についていえば︑当選するためなら︑ど

ァベリズムを主張する人鎧ｌば︑目的のために砿手段を択ばず︒

ないかだ︒権謀術数家といわれる人ｌヨー震シ︽でいえば︑マキ

政治について最も大きな問題は︑政治と道徳とは︑関係があるか︑

治

友人が︑﹁選挙は︑どうだった﹂と聞いた︒橋本氏は答えた︒﹁落
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が首相公選論だ︒ところがケネディ大統領が一九六三年十一月に暗

メリヵの大統領選挙のマネをするがいい︑という意見が出た︒これ

が衆議院議員をしていた頃︑選挙区の豊橋にある自衛隊に行って講

た．尾崎先生ｌ憲政の神様といわれたｌの万弟子だ．この人

尾崎行雄記念財団の理事長をしていた鈴木正吾さんという人がい

令官の命令一下︑国防の第一線で戦死する覚悟が出来ているか︑と

演をした︒その一節に︑佐藤総理大臣︑即ち︑自衛隊陸海空の総司

殺されると︑せっかく当選しても殺されるのでは︑つまらない︑と
池田の次は佐藤だが︑十数億から数十億のカネが総裁選挙に飛ぶ

公選論もさたや承となった︒

ある年の自民党総裁選挙が終ったあと︑日本評論家協会の講演会

藤のような者の命令なんか聞けるか︒東京に帰ったら︑我為が︑そ

りに︑自民党の議員たちを買収するような︑そんな低級な人間︑佐

いっせいに立ちあがって﹁冗談いうな︑総理大臣になりたいばっか

いう言葉があった︒それを聞くや否や集まっている若い自衛隊員が︑

を聞きに行った︒講師は政治評論家の戸川猪佐武氏だ︒いろんな派

ことになった︒

いうところまで︑カネの話が全く出てこない︒不思議に思って︑．

閥関係を説明していたが︑こういうわけで︑佐藤氏が当選した︑と

は︑国防も何もあったものではない︒総理をはじめ︑議員たちが尊

ういっていた︑と佐藤に報告しろ︑といわれた︒ｌこういう風で

敬されるような人間にならなければ︑日本という国は道義的に破滅

票の値段は︑いくらでしたか﹂と質問したら︑﹁五千万円でした﹂
と答えてくれた︒これは︑当時の日本評論家協会の速記録の印刷し

て︑党の幹部として︑大蔵大臣として︑首相として︑手にはいる機

ところで︑最近の事件は田中前首相の奇怪なる行動だ︒議員とし

する︑といって心配した︒これも︑十年ぐらい前になる︒

やり第二位で当選した市川房枝氏︒法定選挙費用の半分も使わず︑

また︑こんなこともあった︒最近の参議院全国区で︑理想選挙を

たもの︑﹁評論﹂に載っているから明瞭だ︒

そのカネも共鳴する庶民の零細な寄付だけだった人だ︒この人が︑

他︑あらゆる悪知恵でカネ集め︑日本一の金持になった︒そして︑

どんな人間でも︑どんな値段によっても買収できる金力を持った︒

密情報を利用して︑土地︑株︑土建その他で買い占め︑ワイロその

と頼みに行った︒その答えは︑どうだったか︒﹁総裁選挙では︑い

もやったのだ︒

それによって自民党総裁になり首相になった︒それも︑二年四ヵ月

佐藤氏のところに︑﹁この次の総裁選挙では買収しないで下さい﹂

をしないで下さい︒選挙法では許されているんですから﹂だった︒

くらカネを使っても︑選挙法違反には︑なりませんよ︒考えちがい

丈夫﹂も︑一人だっていないのか︒免れて恥なき︑下等動物のよう

か︒つかまらなければ︑立派な人間だというのか︒﹁君子﹂も﹁大

つの派閥から二回ずつ買収されていたなどというのが総裁選挙の実

ニッカは二つの派閥からサントリーは三つの派閥から︑八シ橋は四

で︑きたない連中が自由党には圧倒的に多い︑という証拠なのだ︒

それができたのも︑田中と似たりよったりの考え方をする︑下品

なのばかりが︑﹁政治家﹂などと自称している︒そういう言葉が︑

態なること新聞が報じた通りだろう︒一人のさむらいなく︑一人の

何たることか︒逮捕されなければ︑何をやってもいい︑というの

もったいなくて仕方がない︒
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赤穂義士なく︑一人の一心多助なし︒多助は背中に一心鏡の如しと

ったことは申訳ない﹂とあやまった︒

をしていた︒新聞が﹁そんなことは︑知っていたのだが︑書かなか

今の新聞人ばかりではない︒昔から日本の新聞は︑そうなのだ︒

入れ墨をしていた︒この明澄なる心境があったからこそ汚職をする

鯖ハキ出した︒今度︑都知事選に出馬した石原慎太郎氏も︑﹁君︑国

しかし︑一旦暴露する者が現われると︑我も我もと田中の非行をァ

役人どもを︑おびやかして退治することができたのだ︒
現在の自民党幹事長中曾根氏は︑週刊新潮によれば︑田中から十

閥では︑どこでも︑一人の議員に︑一年に八百万円使っている︒と

簸近の朝日新聞に出た﹁派閥﹂という連載記事には︑自民党の派

売り給うなかれ﹂を文春に書いた︒一億円を買物袋に入れて田中が

者と対談した︒その記者が念を押した︒この記事は︑日本の政界に

書いた︒選挙の時は︑一人に数億︑数十億を出してやるだろう︒総

えたが︑検察庁は︑この訴えを取り上げなかった︒では︑新潮の記

七億をもらって寝返ったそうだ︒そう書かれたので︑名誉殿損で訴

ついて︑将来にわたって最も重要なものになりますから︑力をこめ

裁選は数百億を使わねば勝てないそうだ︒どこの世界に︑こういう

一億や二億以上に︑相場が︑はねあがったそうだ︒

て語って下さい︒というのだった︒この記事は﹁敗軍の将︑兵を語

買収して歩く話だ︒自民党総裁選挙も︑田中時代になると︑一票が

る﹂という題で連載された︒それには︑こういうことがあるｃ和歌

るのか︒国会議員の選挙でも︑県会︑市会︑町村会議員などが︑数

腐敗がありうるか︒しかも︑国民は︑そんなものと︑あきらめてい

事が本当なのか︑ということになる︒

山県選出の︑これも大蔵官僚出身だそうだが︑福田派閥に属する一

十万円︑数百万円を候補者からもらい︑選挙民は数千円から一万円

福田氏は︑田中との総裁合戦で負けた︒その時︑毎日新聞の政治記

人だ︒これが︑﹁もう︑田中との競争は︑やめて下さい︒あなたの

また選挙民は九十年前の一八八三年まではカネをもらった︒日本の

い︒それが︑一九二年前まで︑︵一七八三年︶は︑買収していた︒

今のイギリスでは首相が︑議員買収することなんか夢にも考えな

もらわねば投票しないそうだ︒

品がさがる﹂というようなことをいった︑という話︒福田氏も︑
﹁何度おりようと思ったか分らぬ︒口でいえない程きたないことを
こういうことを︑知らん顔して報道もせず︑攻撃もしなかったの

理想選挙はいつ来るか︒︵本会副会長創価大教授︶

相手はやったのだ﹂﹁形勢逆転は中曾根の行動にある﹂ともいった︒

そして︑いくら不潔なことを見聞しても︑知らん顔をしている︒こ

が日本の新聞だ︒全く︑自分たちに都合のいいことしか書かない︒

さて︑田中内閣が︑二年以上もやったところで︑田中金脈といわ

れでは︑世の中に害毒を流している︑といわれても仕方があるまい︒

れるものが︑ようやく問題になった︒事実は︑ずっと前からあった

﹁文春﹂が書くまでは︑すべての人が︑知っていながら︑知らん顔

のだが︑どの新聞雑誌も︑絶対に書かなかったのだ︒昨年十一月の
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西村泊翁先生の

﹁政治と道徳の関係﹂論

片山清一
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西村先生の儒学的素養

きめる機縁となったであろうことは相像される︒十五才で元服︑十

﹁昭宣公基経論﹂を書き︑師安井息軒に示したが︑息軒は大いに賞

六才で温古堂の佐授読手伝となったが︑その年藤原基経を論じた

てこの息軒にほめられたことによって︑先生は文学をもって世に立

讃したという︒いかに卓越した力をもっていたかが伺われる︒そし

とうと決意されたようである︒︵松平直亮編の伝記による︶このよ

うに少青年時代において儒学の深い教育を受けた西村先生は︑二十

になるが︑その考え方の素地は︑儒教的なものであったことは当然

才以後において蘭学や英学を習いはじめ︑西洋思想にも通じるよう

儒教の教えは︑﹁修身斉家治国平天下﹂︵大学︶といわれている

のことである︒

ように︑道徳と政治とは同一の基盤に依るものであって︑道徳を離

という考え方をする︒徳川幕府のとった教学の方針は︑儒学であり︑

れて政治があり得ず︑また政治を離れて道徳が存在し得ないものだ

徳川時代三百年の長きにわたって︑この方針は一応は確保されて

したがって政治と道徳の一体化をねらうものであった︒

きた︒もちろん時勢のうつり変りや外国文化の影響などによって︑

いたものと考えることができる︒

て︑為政者たる武士階級の教養を象るとき︑儒学の教えが浸透して

儒学の内容につき変動は免れなかったとしても︑全国的視野に立っ

西村先生が十三才の時︑先生の所属する佐倉藩では三人の儒者を招

ｌ幼少時の教育と思想形成ｌ

聴して講錘を開いた︵天保十二年︶︒その三人とは︑海野石窓︑安井

西村先生も︑こうした徳川教学たる儒学によってその思想の根抵

および佐野藩において重責をもつ要人となって︑藩政に従事するに

が形造られたことは︑前述した通りである︒しかも若くして佐倉藩

︑︑

息軒および海保漁村であった︒この時すでに藩校の温古堂において
生長となっていた西村先生は︑この講娃にも出席することができた︒

の思想の固まる四十一才の時に︑明治維新を迎えることになったの

及んで︑いよいよ儒学の精神を確固とするに至った︒こうして人間

生れつき虚弱だったにもかかわらず︑幼時から槍術や馬術の稽古に
励まされたが︑あまり上達しなかったようであった︒こういう際︑
当時の碩学であった三師の教えに接したことは︑西村先生の将来を
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このような批判的な態度は︑明六社創設以後も変らなかった︒とい

ことを知っておられ︑その状況を維新時と比較されたのであろう︒

である︒リシャやローマの滅亡したのは道徳の乱れたことによるものである
明治維新後の開化の方向

ｌ西洋一辺倒の為政者への批判Ｉうよりばいよいよ批判を鋭くし︑何とか手を打た泡ぱ瀧らないと考
明治維新となって︑百事一新︑旧弊を打破するとなると指導者層えられるようになった︒

はもちろん一般社会においても過去の伝統も教学も︑その良悪の如明治八年二月︑西村先生は明六雑誌に﹁修身治国非二途論﹂をの

承られなくなった︒過去一二百年の間︑大平を保ち文化を育ててきたは一途に立つべきものであって︑今日のように別個のものであると

何にかかわらず︑過去のものなるが故にすべてが廃棄され︑全く願せている︒この論文の要旨は︑修身と治国︑すなわち道徳と政治と

儒学も同様の運命にさらされた︒文明開化の世とするためには封建考うべきではないということである︒殊に為政者は身を正すことに

いて人となり儒学の素養を自己の血肉とされていた西村先生は︑こ我邦の人︑孔孟の道を尊崇せし時は︑能くこれらの言を守り︑

時代のすべてを敵としなければならない︑と考えられた︒幕末におよってはじめて政治をよくすることができるのである︑とする︒

、、10ノ

うした世相をにがにがしく思い︑文明開化へのひた走りに対して批国を治めんとする者は必ず其身を修むくきものと思へり︒維新以

判的になったのは当然のことであろう︒これでは国が亡びるのでな来学問の風一変し︑孔孟の道は衰へ西国の理学は未だ入らず︑共

いかとさえ考えた︒明治六年の冬に圭目かれた﹁陳言一則﹂という短状宛も日既に没して月の未だ昇らざる時の如し︒是により世の功
利に走るの徒︑孔孟の道をもって迂澗なりとし︑修身誠意の学を

倹撲強毅は国を興すの良薬にして︑署修軽薄は国を亡すの禿泌務めず︑その身衆人の上に在て︑典品行衆人の下に在る者あり︒

文の中に次のような維新評が述べられている︒

我国古来の民風亦ギリシャ・ローマの民に下らず︑近年以来︑しかし︑今の為政者たちに孔孟の教によって修身の必要性を説い

毒たること明かなりｏ山一異慨嘆すべきの至りに非ずや︒︵泊翁叢書ｌⅡ五︑六頁︶

民の智識日に開け︑工芸技術大に其等を進むと雌も︑旧来固有せても頭から軽視しているため効果がないと考えられるので︑かれら

・ローマに似たりｏ登畏るべきの甚しきに非ずや︒夫れ工芸技術問が何故に万物の霊長であるかを西洋流の心理学・生理学・哲学に

し強毅質直の気は漸友に衰滅し︑今日に至り其弊風頗るギリシャの珍重する西洋の学者の説によって説明しようとする︒すなわち人

は大平を装飾するの具にして︑国を維持するの具に非ず︒能く国よって明らかにする︒なるほど人間も動物の一種に違いないが︑他

を維持すべきは︑唯民の心術と操行とに在るのみ︒︵叢書ｌⅡ二の動物と違うところは︑人間は良心をもち道理が弁えられるという

頁︶ことである︒そして道徳も政治も︑この人間のもつ道理といぅもの

この当時︑先生は専ら西洋の歴史の研究に従事されていたので︑ギに基くものであるという︒原文を引用して西村先生の直接の説き方

／ T の ､

故によく身を修むる者は又よく国を治むくきの理なり︒何とな

茂樹ヵ深ク信シテ自ラ疑ハサル所ナリ︒．⁝：⁝今日本二於テハ修

漢籍ノ四書ヲ用フルヲ以テ第一トス︒此説大二世論二違う卜雌モ︑

キ者ハナカルヘシ︒：⁝：：右ノ次第ナレバ︑今日小学ノ修身書︿

⁝血

れば修身︑治国は共に道理世界のことなればなり︒物欲に制せら

身︿孔孟ノ教二拠り開智ハ欧米ノ諸哲ノ説ヲ採ルトキハ決シテ迂

を示してみようｃ

れて身を修むること能はざる者は亦国を治むること能はざるの理

上書七頁︶

なり︒何となれば国を治むるは禽獣世界の事に非ざれぱなり︒︵同

西村先生の指摘しているのは︑明治政府の指導者たる政治家は︑
いと言うのである︒このような考え方が︑先生をして修身学社を創

私行においてまことに劣っていて︑とても国を治めていく資格はな
設︵明治九年︶する決意へと発展せしめ︑さらにそれがやがて日本
弘道会︵明治二十年︶へと拡大させることとなったのである︒

（14）

先生の慨嘆するところは︑明治初年における法律万能主義の政治
のしかたであった︒一般人が道で立小便をしても厳罰で臨むと法で
きめているのに︑その法を作る政治家たちの私行に対しては何のお
各めもないというのでは︑世の中がおさまるはずがないのだと論じ
すでに当時としては洋学に通じた点において他に抜きん出て当代

る︒

の屈指の学者であった西村先生であるから︑西洋の学問文化の長所
にも気づいていたのであるが︑あえて学校教育で孔孟の教えを採用
されたためであろう︒

すべしと主張したのは︑こうした政治の状況を是正する必要を痛感
明治十年一月に文部大書記官に任ぜられ︑その四月に第二大学区
を巡視︑その結果を﹁巡視功程﹂という報告書として提出している

：：．是二由テ観レハ本邦修身ノ道︿孔孟ノ説ヲ棄テ他二採ルヘ

が︑その中で次のような意見を述べている︒

I

儒教の精神と国家主義
ｌ道徳政治一途論の新解釈ｌ
しかしこのような儒教教育に関しては︑すでに前述したように︑

明治十二年元田永手の助言によって天皇の発せられた﹁教学聖旨﹂
をめぐって︑参議伊藤博文と元田永手の意見の対立があったことに
よっても︑問題を含んでいたことを知ることができよう︒﹁聖旨﹂
によれば孔子の教えに基く修身の必要を強調したのであるが︑これ
に対して伊藤博文は︑現代の政談の徒はいずれも漢学を修めた者で
あって︑かれらは口を開けば︑天下国家のことを論じ︑今日もっと

当然であった︒西村先生も︑こうした論理を知っておられたものか︾

三八三

三八八頁︶

修身治国の原則を堅持しながらも若干の修正を試み︑次のように述

道徳は一身を治むるのみにて足るか︑未だ足らざるなり︒必ず

べている︒︵明治二十二年十月︑泊翁叢書Ⅱ

一家を斉へざるべからず︒一家を斉へて足るか︑未だ足らざるな

り︑必ず一国を治めざるべからず︒一家斉ふと雌も一国壊乱危亡

るには︑政治の学を必要とするか︑国家主義を必要とするか呉一政

して︑これを救ふ能はざれぱ︑道徳の功なかるくし︒一国を治む

治の学︑固より必要なりと雌も︑其位に在らざれば︑之を用ふる

つまり政治家にとっては政治学が必要であるが︑国民一般にとっ

能はず︒︵傍線ｌ筆者︶

ては無用の長物ともなり兼ねない︒西村先生はここで教育の中に︑

も国家に必要である西欧の工芸技術の百科を修めようとはしない︒
と判定する︒たしかに漢学の徒は修身治国の教を忠実に守り行うと

国家主義を導入してくる︒

の引用によって伺ってみよう︒

先生の国家主義とは︑どういう内容をもつものであるかを同論文

すれば︑天下国家のことを論じるのは当然のことであったといえよ
侭ノＯ

国家主義と政治学とは同一なる者か︑別異なる者かと間はば︑

西村先生もこうした事情に通じていたことと察せられるが︑ただ

其名義の異なる如く︑其実も亦同じき者に非ず︒政治学は学術に

！⁝

は︑儒教の精神に帰り︑まず政治家の道徳を正さんことを念願して︑

維新政府の要人たちの不道徳ぶりに不満やる方なかった先生として

して︑国家主義は粘神なり︒支那の政治は道学に基くを以て政治

全国民を等しく教育しようとする趣旨に則っていた︒武士階級の子

しかし明治維新以降の教育は︑徳川時代の武士教育とは違って︑

ここで修身←治国の原理は︑修身←国家主義に変えられる︒道徳

頁︶︵傍線ｌ筆者︶

主とするを以て︑全く之を政治学と称すべし︒︵同上書第三八六

学と言はんよりは寧ろ国家主義と称すべく︑欧州の政治は学術を

ノ︑ｊｊ︑く？ｊ〜○○００Ｏ

．﹄︑くｆｊｊＩくＩｊ〜Ｉくｊｊ︑くｊｊ１くｊ︑ｆＯ○○○Ｏ

孔孟の教を準拠とされようと努力されたのであろう︒

弟が受ける教育は︑かれらがやがて庶民の上に立って治者たるの地

の引用につづいて︑

先にあげた﹁其位に在らざれぱ︑之︵政治学︶を用ふる能はず﹂

教育の根幹として国家主義が立てられたことになる︒

位に立たねばならなかった以上︑修身←治国の要道は何よりも大切
であったに違いない︒だが今や全国民皆学ということになると︑今
日のように民主主義の世の中でない限り︑道徳を教えることは︑直
ちに政治教育につながるという修身科のあり方は拒否されることは
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タグ

天下﹂の道徳学が出現しなければならなかった︒明治二十七年三月︑

その決意を一書にして出したのは︑﹁国家道徳論﹂であった︒その

他ではなかった︒したがって西村泊翁の道徳学には︑結局﹁治国平

序文に︑この書は﹁道徳の大なるを言ひたるものにして︑即ち治国

惟国家主義は純然たる道徳の精神より出る者にして︑国民たる
に包含するものなれども︑国家主義は殊に政治の精神となりて道

平天下の道を論じたるものなり﹂と記している︒︵本会理事目白

者は皆遵守せざるべからざるの道なり︒故に政治は素より道徳中

しかし西村先生は︑政治は庶民にとって不用だと考えたのではな

︵第二十八頁よりつづく︶︑

学園短大教授︶

徳の中要部を占むる者なり︒︵同上書三八七頁︶

とがより必要だとし︑その政治の精神とは︑国家主義だと説くので

うけたま

﹁しかし宗家のご都合もござろうから︑平右衛門に

う︒どうじや﹂と一詰し︑更に︑

よう︒奇怪至極︒これにはなにか深い仔細がござろ

満足に行えぬ者が︑なんで重大な海防の軍務に当られ

﹁これは異なことを承わる︒多病で普通の職さえ

と答えたところ︑

病にて職務に堪えず︑故に房総海防の任に当らしめ︑ｌ

く︑政治を司る地位にない人にとっては︑政治の粘神を体得するこ

ある︒

すでに政治の精神を以て︑道徳の範囲内に包含する者とすると
きは︑道徳に志す者は︑併せて政治法律の精神︑すなわち其基礎
に通ぜざるべからざるなり︒古の聖賢道徳の士を観るに︑皆道徳
の説の中に︑国家の念を存せざる者なし︒否寧ろ国家を以て主本

として道徳を説く者の多きを見るなり︒︵同上書三八四頁︶
このように西村先生の儒教観は︑治国平天下という政治的事項を

衛門に頼むべき大事な用事がある﹂

用がなければ︑当家にお借し願いたい︒当家では平右

いう問題を提出し︑次のように述べている︒

さらに政治は道徳の内にあるものか︑道徳の外にあるものか︑と

あくまで道徳の範囲内に組み入れる形において成立する︒

④﹁大学﹁および西国哲学家はいずれも修身治国平天下を説いて

殿様も苦労なものである︒︵作家︶

ありて︑物に動ぜず︑大事を託すべし﹂と︒

渡辺弥一兵衛の月旦がある︒﹁西村平右衛門は気塊

業界の先駆西村勝三である︒

その孫が弘道会初代会長の西村茂樹︑弟が明治の実

れたのはこの人である︒

といって家の老臣に挙用したという︒名臣西村といわ

いる︒︵同上害︑三八三頁︶

②凡そ道徳というものは︑すべて自分の関係する者を善くする道
一国を善くすることは道徳外のことである︑とする理屈がない︒

である︒したがって一身一家を善くするだけが道徳事項であって︑

すなわち︑政治は道徳の内に包含するものであることは明白であ
る︒

西村先生にとっては︑政治はどこまでも道徳事項であって︑この
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中抽

ｌ︲

哲史

川

翁佳言︵八︶

古

よい生まれの寡婦が社会の風俗にせまられての結果であっ

上に身を投げる︒この行為は自発的なものと考えられたが︑

を分配したあと︑まきを積みあげた火葬壇の亡夫の屍体の

をし︑火葬のとき︑まず集まった哀悼者たちに彼女の宝石

と関係がある︒夫が死ぬとバラモン族の寡婦はサチー宣言

リット語で︑インドのバラモン族のあいだで流行した慣習

ィア﹄の解説にしたがえば︑貞潔な妻を意味するサンスク

この﹁サチー﹂は︑﹃エヴリマンズ・エンサイクロ・ヘデ

あろう︒

におけるサチー命昌○儲普茸の①︶の習俗を指しているので

ば大概は殉死して生存する者少なし﹂とあるのは︑インド

異を唱えているわけであるが︑﹁印度の婦人は其夫死すれ

主張している︒﹁貞婦二夫にまみえず﹂という儒教道徳に

るは及ばざるが如し﹂という孔聖の言を深く味うべきだと

再婚しないというのも﹁中道を過ぎたる者﹂で︑﹁過ぎた

するとしても︑後者は容認できないとし︑夫が死んだあと

有道者の道と常人の道

和漢には古より忠臣孝子貞婦甚多くして︑一命を棄て些其道
を行ひたる者も亦少なからず︑此の如きは固より其人天票の美
なるに由ると雌ども︑亦儒教の力に出ること多し︑君父の如き
は其恩至大なるを以て︑其場合に於ては︑死を以て之に報ずる
は本より可なり︒唯人の婦たる者が其夫死したる後︑或は之に
殉死し︑或は身体を殿傷して其再嫁せざるを示すが如きは︑中
道を過ぎたる者なり︒蓋し夫死不し嫁と云ふは礼記の語にして︑
未だ以て天下の至理と為すべからず︒然るに唯再嫁せざるの承
ならず︑亦身を殺して不し嫁の節を成す︑其志は称美すべしと
雌ども︑其事は後世の訓と為すべからざるなり︒印度の婦人は
其夫死すれば大概は殉死して生存する者少し︒此の如きは其婦

ふべき所なり︒

の貞節に出るに非ずして︑社会の風俗迫りて之を為さしむるな
り︒欧人之を憐れみ︑種灸の方便を設けて之を救ひしも︑未だ
全く其通を絶つに至らず︒支那にても近代の貞婦には迫られて
之を為す者少なからずと間けり︒過猶レ不し及︑孔聖の言深く味

﹃泊翁危言﹄第三冊における﹁︵五︶中道に過ぐ﹂と題す

る文章の全部である．内容は︑殉死の二種類Ｉ君父に対
する臣子の殉死と夫に対する妻の殉死のうち︑前者は容認
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泊

ただし︑まだ生まれない赤ん坊やまだ幼少な児童の母たち

は誰でも︑終身恥かしい思いをしなくてはならなかった︒

た︒それで︑サチー宣言をしたあと自己犠牲をやめた婦人

はならなかった︒

然︑サチーを拒否する寡婦は︑社会から異端視されなくて

友人もまたその功徳にあずかるとされた︒したがって︑当

はいることができ︑子どもたちは社会的に立身し︑家族や

﹃泊翁盾言﹄に﹁欧人之︵註︑サチー︶を憐れ象︑種々の

はサチーとなることを許されなかったという︒

では︑どのような形式でこのサチーは実行されたか︒ヲ

方便を設けて之を救ひしも︑未だ全く其通を絶つに至らず﹂

とあったのは︑ウイリアム・ベンチンク卿Ｐｏａ弓旨四日

印冒冒︒巴によって一八二九年にサチーが禁ぜられたこと

リタニヵ﹄にもあるとおり︑英国の管轄区域以外ではサチ

などを意味するであろうが︑豆ンサイクロ・ヘディア・ブ

ような状態をさして泊翁は﹁未だ全く其迩を絶つに至らず﹂

ーは十九世紀末まで高い階級の家庭では続いていた︒その

といっているのであろうが︑このような習俗の﹁中道を過

ぎたる者﹂であることは︑誰にも異存のないところであろ

う︒﹁中道を過ぎたる者﹂というのは︑これを平易なこと

ることである︒泊翁は﹃泊翁庖言﹄第二冊の﹁︵五十四︶教

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ぱに言い換えれば︑﹁是を以て世間の公衆に望むべから﹂ざ

は平易を貴ぶ﹂という文章にそのことを説いている︒

﹁教は平易を貴ぶ﹂という泊翁の文章を平易な現代文に

すべて道徳の教は︑国家の安全幸福を得るのが目的であって︑

訳して承れば︑
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−ド︵言胃ｅの﹃ヒンズー﹄と題する書物には
夫の死体がはこばれると︑寡婦はマン摩コーの木から一本の枝を
折り取り︑それを持って夫のかたわらにすわる︒これが終わると︑
彼女は水浴をし︑新しい衣裳に着かえ︑美容師に命じて両足の裏
に化粧をさせる︒やがて太鼓の音が鳴ると︑隣人たちが︑あちこ
ちから集まって来る︒地中の穴には︑乾いた薪や︑大麻や清浄に
された牛酪のささげ物が投げこまれる︒これが終わると︑寡婦は︑
頭にはえた髪の毛の数ほど︵インドの聖書によると四千五百万本︶
長い年数のあいだ夫といっしょに天国にとどまれるよう︑また父
や母や夫の祖先たちが自分のこの美しい行為によって同じく天国
にのぼれるよう︑︒ハラモン教の儀式にしたがって祈祷する︒この
祈祷が終わると︑寡婦には身のまわりに美しい装飾がほどこされ︑
また旅路への用意として種灸の食物が与えられる︒そのあいだに
夫の死体は焚き物を積承かさねた塊の上におかれる︒寡婦はこの
とむ ら

たいまつどうこく

葬いのつみかさねられた薪のまわりを七度歩きおわると︑人びと
の手によってそのからだは夫の死体の上におかれ︑かたくそれに
縛りつけられる︒やがて息子か︑あるいはもっとも近い縁者かの
手によって矩火の火が柴積に点ぜられると︑見物人の働突のなか
に寡婦のからだは生きながら夫の死体とともに焼かれる︒⁝⁝⁝

というふうにその様子が描かれている︒バラモン教の僧侶
の教えによれば︑善良な妻・忠実な妻がこの方法で身を犠
あがな

牲にすることによって死んだ夫は罪を賑われて天国の門に

○

高妙至難の言によく−てこれを教える必要はない︒シナの儒者が説
いた道は高妙に過ぎ︑人びとを尭舜のようになそうと願っている︒
儒者は︑道は人の普通のおこないであり︑常に守るべき道である
というが︑その常に守るべき道をはなはだ高尚に説き︑常人には
及び難いことが多い︒朱子の著﹃小学﹄に書いてある父子君臣夫婦
等の教訓およびそれについての古人の実話は︑多くは高尚至難の
ことばかりで︑凡人には近づけない︒そのため︑後世の人は道徳
は至難のことだと思いこんで︑道徳につとめる意力も失なってし
まった︒すべて道徳の教は︑孤高を必要とせず︑広く行われるこ
とがたいせつである︒たとい楠公や文天祥のような抜群な忠義者
がいても︑国の衰亡を救うことはできない︒それよりは全国の民
が少しずつでも忠義の心をもっておれば︑かえって衰亡を救うこ
とができる︒また︑救うことを必要としない国なら︑救わなくと
もよいのである︒その他の諸徳も亦然りで︑正二其誼一不し謀二其利一

云均などはきわめて高尚な説であるが︑そのような人は一世に一︑
二人あるか無いかであろう︒それよりはその利を謀っても︑まず
その誼を正しくする人の一人でも多いのが望ましい︒二十四孝子
の孝や﹃靖献遺言﹄に記すところの諸忠臣︑または夫の死んだあ
と節を守って殉死したり︑身体を殿傷する婦人の類は︑その志操
は衆人に卓越していて︑まことに歎賞にあたいするが︑同じよう
なことを世間の公衆に望むわけにはいかない︒世間の公衆に望む
べきは︑ただ道理にそむかず︑平易温和であって︑一家にあって
は一家の幸福︑一国にあっては一国の幸福をはかることである︒
一︑二の人が高尚な道徳をおこなうよりは︑衆人が平易な道徳を
おこなうほうが︑この道の本意にかなっているのである︒

一家にあっては一家の幸福爺一国にあっては一国の幸福の

ような平凡樋和な道徳が世間の公衆には望ましいｌそう

泊翁は主張しているのである︒

しかし明治三十一年の﹃道徳教育講話﹄において︑泊翁

は﹁利己主義︑幸福主義︑快楽主義︑利益主義杯は皆な邪

る﹂と力説している︒また︑それに先立つ二十九年一月に

説として抹殺して仕舞はなければならぬと私は信じて居

﹁幸福を以て道徳の主義とする説﹂という題目の講演をお

こない︑近来最も勢力をもつ幸福を以て主義とする説には

﹁不審の件甚多﹂いとして︑通常人のいわゆる幸福︑すな
︑︑︑

わち富と貴と長命のいずれも道徳の目的とするに足りない
ゆえんを細論している︒

﹃泊翁届言﹄第三冊の﹁︵十八︶道徳の目的﹂によれば︑

道徳の目的は幸福を得ることにあるのではない︒道徳の目

みならず︑論理に於ても亦適当を欠﹂いている︒幸福を求

的を幸福を得ることにおく説は︑﹁事実に於て支障あるの

めるのは︑人生の目的ではあっても︑道徳の目的ではない︑

人生といえば︑﹁善悪邪正上智下愚を合せたるの名﹂で︑

道徳といえば︑﹁最高至善の道を教ふるの名﹂である︒最

るが︑ここでも夫の死に殉ずる妻の殉死がとりあげられ︑

福を求めるのは人類の情であって︑すなわち知欲の働きで

その目的が同一であるということはできない︒けだし︑幸

高至善の道を教える道徳と︑善悪邪正智愚混合した人生と

世間の公衆に望むべきでない道徳の一例とされている︒殉

ある︒知欲の働きと道徳の目的と同一であるのは︑ほとん

すなわち︑泊翁は﹁道徳の民主化﹂を説いているのであ

死のような異常な道徳を世間の公衆に望むべきではなく︑
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要せざるなり︒

無心にして善を為すは固より善なりと雄ども︑此の如きは独り
有道者に望むべきことにて︑常人に望むべきことに非ず︒尋常の
人は仮令利の為め︑名の為め︑報を望むが為めなりとも︑能く善
を為さば己に宜しとすべし︒必しも其心の如何を討究することを

ど不通の論である︒いったい人といえば︑良心と物欲の混
る︒純全な良心と︑良心物欲が相混合したものの目的が同
は教に属して︑悪を去り善に就かしめようとするものであ

義とする説﹂という講演でも︑

と説いている︒また︑さきに挙げた﹁幸福を以て道徳の主

合物であるが︑道徳といえば︑もっぱら良心に従う教であ
じだというのも︑これまた不通の論である︒いわんや道徳
るから︑人類天然の目的と同一であるときには︑これをし

学者が少なくなかった︒それが誰であるかを泊翁はあらわ

利己を主とするかのように説き︑﹁無知の人を惑はす﹂洋

賛成するが︑泊翁の当時︑西洋の道徳学は皆快楽︑幸福︑

道を説いても︑これを解することのできないのが常人であ

福説は道を説くための方便としてのみ許される︒正面より

聞きちがえる余地はほとんどないであろう︒すなわち︑幸

といっている︒ここまでくれば︑泊翁の真意を読象ちがえ︑

然れども︑幸福も亦全く用なきに非ず︑凡そ世間には︑道を知
らざる者甚多し︒是等の人に対し︑正面より道を説くも︑之を解
すること能はず︒幸福の如きは何人も能く解する所にして︑亦衆
人の願ふ所なり︒故に幸福を以て道を説くの方便︑即ち器械とす
るときは︑大に人を悟すの益あるべし︑

いるわけであるが︑その泊翁がまた一家にあっては一家の

として抹殺して仕舞はなければならぬ﹂といきおいこんで

﹁利己主義︑幸福主義︑快楽主義︑利益主義杯は皆な邪説

かれなくてはならなかった︒そのため泊翁は立ちあがって︑

的とするのは︑断じて真正の道ではない︒真正の道は︑無

ればそれでよいとしなくてはならない︒ただし︑幸福を目

てはならない︒すなわち︑動機は何であれ︑結果さえよけ

め︑報を得るためでも︑善をなせばそれでよいと認めなく

り︑衆人である︒この尋常の人はたとい利のため︑名のた

る右の論断は︑なかなか明快で︑わたしもそのとおりだと

幸福は人生の目的ではあっても道徳の目的ではないとす

にしていないが︑このためわが国の道徳がおおいに頬敗し

て最高至善の地に進ましめることができないのである︒

ほとんど救うことのできないまでになっている現実がなげ

道徳をすすめている︒これは矛盾した二様の考えを述べて

幸福︑一国にあっては一国の幸福をはかる類の平凡温和な

べきことで︑常人に望まれることではない︒そのように有道

心にして善を為すものであるが︑これは有道者の翠に望む

ろに泊翁の道徳説の特徴があった︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

者の道と常人の道を区別して︑常人にも寛容であったとこ

いるのであろうか︒
泊翁は﹃泊翁庖言﹄第一冊の﹁︵六︶為し善出二於無心一﹂と
いう章で︑
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今後の日本の教育を考える（下）
−教職観と国家観の再検討一

鈴 木 重 信

教師とは何であるか

うならば︑教師は使命を持つものであると

産党が︑日教組主流派及び社会党の教師労

事の起こりは︑四月十七日の﹃赤旗﹄で共

り︑教師は何であるかが問題になりました︒

比較していうわけで︑これは結局︑教師の

教師が専門職だというのは医師や弁謹士と

り︑教師の経済面を言っているに過ぎず︑

た︑教師は労働者だという時︑それはつま

っておる者は教師だけではありません︒ま

いうことでありましょうが︑然し使命を持

側者論に対して︑教師は文化を伝達し︑人

社会的地位をいっているのです︒何れにし

第十回参議院選挙で教育が論争の的にな

格を形成するが故に高い使命を持っており︑

う心理が横行しています︒例えば女中はお

には︑ものを言い換えさえすればいいとい

手伝さん︑女事務員はＯＬ︑職人が技能者︑

ても︑一種の言い換えです︒戦後の日本人

躍起になって教師は聖職ではなく︑労働者

農民とか百姓といってはいけないというの

この意味に於て教師は聖職であると言って

であるという論陣を張りました︒そうする

もいいと言ったのです︒日教組や社会党は

と公明党は教師は使命職であると言い始め︑

いる︒然しながら︑こういうふうに言い換

えをしてみても︑その職業の本質はちっと

で︑ＮＨＫでは農家の方を︒なんていって
言う︒ある高名な教育評論家は﹁教師とは

うことをはっきり言わないのか︑言えない

も変りません︒何故教師は教師であるとい

であると︑足して二で割ったようなことを
子連れ労働者﹂であるなどと言っていたよ

民社党は教師とは勤労者の性格を持つ聖職

うですが︑これなどは明らかにテレビの見

のか︒弦に今日の教師の問題があるのでは
ＩＬＯでは教師の地位に関する勧告以来

過ぎであります︒

であるかということをはっきりさせなけれ

ないか︒やはり︑教育にとって教師とは何

﹃教師の本来の仕事は︑子供に知識を与え︑

学者が﹃何のための教師﹄という本の中で︑

さて︑フランスのギュスドルフという哲

ばならないと思います︒

教師は専門職であると言っています︒一体︑

教師とは何か︒教師が教師であることの意
味が分らない︒並に実は教師の幻想がある

教師は聖職であるというのは︑一言で言

と私は思います︒

（21）

い︒教師とは教育すること以上の何ものか

の点が︑教師という職業が他の商品を造る

づくりつつあるということであります︒こ

生の中に発見して︑それによって自分を形

供が知識︑情報の伝達以外の人間の形を先

いうことであります︒

らないかという自己規制の倫理を失ったと

伝達することである︒然しそれだけではな
である︒例えば︑数学の教師は︑数学を教

る欲しないに拘らず︑先生は教えること以

は迷惑であるかもしれないけれども︑欲す

供は先生の中に見る︒これは先生にとって

いうものを見出していきます︒人間像を子

成していく途上に於て︑先生の中に人間と

識を教えられるが︑同時に子供が自分を形

しております︒確かに︑先生から子供は知

ことは︑自己を認識することである﹄と申

先生に立ち会って貰うんだ︒師を認識する

自分自身を見出し︑自己を発見するのに︑

と子供が出会うということは︑結局子供が

また︑彼は﹃子供の側からすると︑先生

ています︒

のかを子供に与えているのである﹄と書い

これをしなければならぬものだということ

知れない︒然しながら教師はこれである︑

す︒或いは専門職であり︑何々であるかも

また︑教師は労働者の一面を持っておりま

いかと思います︒確かに教師は人間であり︑

というものを還元してしまったことではな

う︿何々でしかない﹀というものに︑教師

は人間であり︑労働者でしかない︒こうい

戦後の教師に対する一つの幻想は︑教師

意味を他の職業から隔てるものであります︒

ということが︑決定的に教師というものの

が形成されるその途中に出会う存在である

ン︑サラリーマンと違うところです︒人間

労働者︑或いは商品を販売するビジネスマ

われておりました︒

己を形成していかなければならない﹄と言

あるから︑従って︑人間は死に至るまで自

而も脳は使えば使うほど冴えて来るもので

だ三分の一ぐらい手つかずに残ってしまう︒

は出来ない︒だから七十︑八十で死ねばま

百二十五年経たなければ全部使い切ること

亡くなられた時実先生は﹃人間の大脳は

師の人間像です︒

対面の形であります︒いま一つは後姿の教

識をぱ伝達する︒それは当然︑向い合った

が︑後から伸びて来る子供達に︑情報︑知

まれて勉強をし︑知識と経験を積んだ先生

これは伝達者としての先生で︑詰り先に生

思っております︒一つは対面の教師であり︑

私は教師には二つの面があるとかねがね

教師の与える薫化の功

えながら無意識のうちに︑数学以外の何も

外に︑子供に大きな影響を与えております︒

思います︒

がぼやけてしまった︒そこに問題があると

子供が大きくなって来ると両親の言うこと

名誉︑誇りを失ったということであります︒

あります︒第一は教師が教師であることの

そのために教師自身が失ったものが二つ

ら先生には一つの誘惑︑落とし穴がある︒

として同様であります︒ところが残念なが

成の途上にある訳であります︒教師も人間

であるならば︑人間︑誰しも常に自己形

実は先生の怖さというものはそこにある︒

はなかなか聞かなくなって来ますが︑その

もう一つは︑教師が子供︑親︑社会︑国家

﹁教育は子供や生徒に与えることであって︑

こうしたんだと言うと︑言いつけに従う︑

に対して何をすべきであり︑何をしてはな

時に学校の先生はこうおっしゃったんだ︑

ということがあります︒このことは実は子
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嫌いだという人が多い︒〃紺屋の白袴︑医

と勉強しろと言うけれども︑自分は勉強は

いう錯覚に陥りがちです︒子供の顔を見る

自分はもう既に教育は完了したものだ﹂と

それは徳川幕府などではありません︒一文

屋の教育を支えたものは一体何であったか︒

たものは寺子屋の教育であった︒その寺子

き事実であって︑こういうことを可能にし

のヨーロッパにもアメリカにもない驚くべ

ます︒﹃私は自分の子供に︑先生のご恩を

或る一人の母親の意見をご紹介しておき

徒規則にも同じ趣旨が書かれております︒

儀しろと書いてある︒中華人民共和国の生

道路上で先生に会ったら帽子を脱いでお辞

では先生にお辞儀してから授業を受けよ︒

には全然通じない︒ご恩とは何なんだ︑感

と一所懸命言って聞かせた︒ところが子供

者の不養生″と同様︑〃学校の先生の不勉

訳ではない︒あったのは教師だけです︒そ

謝とは何なんだと言う︒不思議に思って段

忘れてはならない︒先生のご恩に感謝せよ

してその教師を支えて来たものは実は教師

の補助も出していません︒まして好い教材

として真剣に進んでいくその後ろ姿が︑実

を尊敬するというモラルであった︒それが

があった訳じゃなし︑立派な校舎があった

は教えること以上に大きい影響を子供達に

炎問い詰めてみたら︑幼稚園︑小学校︑中

た自己形成の途上にある訳で︑自己形成者

与えている︒優れた我々の印象に残る教師︑

七尺去って師の影を踏まずという言葉に表

学校︑高等学校を通じて先生を尊敬せよと

強″ということになり易い︒然し教師もま

或いは歴史の上に残る教師というものは︑

わされています︒

まず﹂という言葉であります︒こんな言葉

あります︒それは﹁七尺去って師の影を踏

日本にはこのことを端的に表わす言葉が

の教師であったと考えます︒

タロッチ或いは吉田松陰総てそういう意味

たのではないか︒孔子︑ソクラテス︑・ヘス

舷に実は︑日本の教育が支えられて来た秘

尊敬︑これが七尺の距離でありましょう︒

そして先立ち行く先生に対する子供からの

子供の七尺前を歩こうという決意と努力︑

教師として︑否一個の人間として︑せめて

強いるという意味ではありません︒自分は

これは先生が子供に対して七尺下がれと

した︒

を教えて貰いたくはないのです﹄と申しま

単なる労働者や単なるサラリーマンに子供

が起きて来たのではないか︒然し私達は︑

でしかない︑労働者でしかないということ

ていない︒そういうところに︑教師は人間

いうことをうちの子供は一回も教えて貰っ

そのような後ろ姿が与えた何ものかであっ

は古くさい︑封建的だというので︑段々明

本にはこのような先生を尊敬せよというモ

密があります︒不思議なことに︑戦後は日

に注目した英国の学者がいる︒ドアーです︒

なってしまいました︒然しながらこの言葉

中には︑最初から校長先生を尊敬せよ︒教室

いません︒ところがソビエトの生徒規則の

を見ても先生を尊敬せよとは一行も書いて

ラルが全くない︒道徳教育の学習指導要領

つようになって参りました︒このことは十

を尊重しなくなり︑寧ろ嫌悪する感情を持

戦後の日本人は︑自分の国の国歌や国旗

日本民族の生きる道

その三尺が︑今度戦争が終わったらゼロに

治・大正の頃になると︑七尺が三尺になり︑

明治維新の時に日本の庶民の成人の五割が

数年前︑右翼の青年が中華人民共和国の旗
読み書き算盤が出来たということは︑当時

（23）

シェークスピア劇を見たことがあります︒

努力によって国家を形づくるのだ︒国家と

単一言語︑一領土という余りにも恵まれた

を侮辱したために︑日・中の国交交渉が断

観客は起ち上らない︒幕が降りると︑スク

条件に馴れ親しんで来ました︒謂わぱ一つ

ルテガは繰返し繰返し言っております︒

は国旗としてこれを認めない︒飛行機会社

・ジャックが映し出され︑そしてゴッド・

リーンが下がって︑そこに英国の晋一オン

の自然国家であった︒だから我々は国家を

は︑作られるものである﹄ということをオ

のトレード・マークであると言って国際社

セーブ・ザ・クインの国歌が奏される︒そ

日本は極端な国家主義でありましたが︑こ

意識しないで来ました︒明治以降敗戦まで︑

としました︒ところが︑まわりの英国人の

会で大変な反溌を受けております︒いずれ

の間は静粛に観衆は見ている︒それが終っ

れも国民の国家経験の未熟さによるもので

劇が終り︑幕が降りたので︑起ち上がろう

に思います︒

も日教組の君が代反対と共通しているよう

た後で静かに帰っていく︒私は異状な感動

ありましょう︒そして戦争に敗けると︑戦

絶されたことにも現われております︒また︑

国旗や或いは国歌のことをいうと︑どう

を受けました︒これが日本だったら︑保守

先頃自民党の外務大臣は台湾の青天白日旗

も保守反動であるといわれそうな風潮があ

ことをさせられなければならないのかと大

反動である︒何のために芝居小屋でそんな
変な議論が出ましょう︒然し︑それは既に

ました︒これが︑戦後の日本人の国家不感

さて︑そういう点から顧染ると︑日本は︑

うか︒例えばアメリカの国歌は︑初めから

りますが︑然し果してそういうものでしょ

争嫌悪︑即国家嫌悪ということになって来

終りまで実に激烈な愛国歌であります︒丁

私の若い友人の高坂正尭君は﹃権力なき

症︑国家不在の戦後後遺症でありましょう︒

英国民の生活の中の一つになりきっている

国家が悪いと言っておきながら然も国家に

国家に期待している国民はない︒何もかも

国家とは︑日本人にとって何であったか

のです︒

度英国と戦っておった時に作られた歌です
が︑星条旗が国旗として制定されたのは昭
和六年で︑それよりも長く歌われて来た国

題がある︒ス・へインのオルテガという哲学

ほど国家を嫌悪しながら︑而も日本人ほど
者が﹃大衆の反逆﹄という有名な本の中で

国家の幻想﹄という論文の中で︑﹁日本人

日教組の槙枝氏は︑君が代の歌詞は天皇

対して注文をつける民族は世界の中でも珍

ということであります︒鼓に実は大きな問

のためのものであり︑憲法違反であると申

﹃血縁︑言語などによって国家は決定され

民の歌です︒

るしめせ︑神よ女王を救い給え﹂と歌って

しますが︑英国の国歌は﹁我灸を永遠にし

昨年ノー静ヘル賞を貰ったフリッシュとい

しい﹂と言っております︒

う動物学者の研究を見ると︑蜜蜂の社会は

ロッパにせよ︒アメリカにせよ︒一国内に

るものではない﹄と言っております︒ヨー

が持っている文化も歴史も総て違います︒

多くの民族と複数の言語を持ち︑それぞれ

おります︒世界で最も古く︑最も人口に贈
政中心主義であって憲法違反であると槙枝

い立派な社会構造を持っておる︒然しそれ

灸した歌です︒これをやっぱり封建的な王

﹃だからこそ︑我灸は一つの計画と決意と

まるで憲法を持っているかと思われるぐら
さんは言うでありましょうか︒私は英国で
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ロゴスによって︑理性によってやっている

は本能自然によってやっているのであって︑

今夏の高校野球は︑千葉県銚子商業が優

そしてそういう所に人間のこれからの生甲

考え方から今や脱却しなければならない︒

います︒︵日本文化会議専務理事神奈川

脱却しなければならないのではないかと思

そういう日本︑そういう教育を私達は競早

足以外に何の目標も何の理想も持たない︑

︵第三十頁よりつづく︶

︵青淵⑲．９月号より︶

県立教育センター専任顧問︶

斐も出て来るのではないかと私は思います︒

勝しました︒どうして高校野球が我々の心

のではない︒人間はバラバラにしておけば︑

ある︒故に人間はお互が理性を持って一つ

て自分以上の何ものかのために戦っている

を打つのでしょうか︒それは︑自分を捨て

さっき申したようにお互が殺し合う動物で
の契約の上に立って︑計画し努力して国家

します︒この栄誉とは自分の利害でも︑権

校の栄誉のために校歌を斉唱します﹂と申

五柳先生に私は救われました

相談にのってくれる叔父の様な人

手さぐりで歩む人の世に

貴方を知った事は最大の喜び

﹁人間は動物である﹂と言っています︒日

力でもありません︒自分を超えた何ものか

優勝した時にアナウンサーが﹁銚子商業高

姿が我々の心を打つのではないでしょうか︒

を形づくらねばならないといって居ます︒

アリストテレスは二千年前に︑人為的に

本人は︑これまでの恵まれ過ぎた自然国家

国家を作るのが︑人間の自然であるとし︑

の経験から︑国家を自分達の努力で形成し

ことで︑自分が献身すべき何ものかを持つ

のために無私の精神をもって生きるという

︵同和火災東京本部庶務課長代理︶

私はなりたい貴方のような人に

陶淵明先生に話しかける

遠い彼方の心の師

きらめく星をみつめている

芝生の寝椅子にねころんで

私は一杯の晩酌に陶然となり

くよノ︑しなさんなまあ一杯のめとネ

何とまあ酒くさい経書である事よ

陶詩は詩と言わんより経吾である

ていく方向へ移らなければならない︒これ

自分の生涯を自分以上の何ものかのため

います︒

に大きく欠けていたのではなかったかと思

青年︑子供︑そういうことが︑戦後の教育

が今日日本人が直面している重大な課題で
あります︒

国家は作られなければならない︒そして

に献身することが出来る︒そういう高いも

それは絶えず動いていくものである︒我々
少しでも怠けると国家は国際社会の中で常

が少しでも油断すると国家は素れ︑我為が

のを子供に与えていく︒そういうことのた
作っていくこと︒そういう人間がおること

めに生き︑そして死ぬことの出来る人間を

遺産であり︑未来に関しては実現すべき共

によって初めて日本の国は確かりした民族

スの学者が﹃過去に関しては栄光と悔恨の
通の計画である︒国家の存在は日左の人民

のように自分達のモコ︑自分達の欲望の充

として生き残ることが出来ましょう︒今日

に危機に立たされる︒ルナンというフラン

を敵対物として見るような幼稚な︑未熟な

投票である﹄といっています︒私達は国家
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異色人物紬評謹︵二︶
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意さよし

遠藤幸威

老中首席・堀田正睦

･
昌
一
:
‑
:
¥
謡

﹁政治シて奴はむづかしいネェ︑正睦公が首席老中を退
ようてい

くと間もなく亡くなられたの︑アレ判るよ︒ま︑こっちは

父の親類にＧと言う人がいた︒この人の名を言えば︑今

でも︑ァ︑あれか︑と年配の方なら思い出す道路を作って

昭和の初に死んでいった︒この人には面白いクセがあった︒

だ︑と僕は思っている︒

書いたら︑皆んな笑うだる︒しかし︑それはそれでいいの

正睦は僕の好きな人物の一人である︒だから欠点をさが

五︑六年前︑正久さんから一枚の写直を拝借して来た︒

すのが困難だ︒そこで先ずとっときの話をする︒

彬頂戴とある︒

古い古い写真で︑裏に文明公御写真と書いて︑横に臣広田

いわく

文明公とは︑文明院見山静心哲恵大居士の略で︑堀田正
おくりな
陸の謡である︒

この写真には日があって︑今︑ぼくらの目にふれている

正睦公︑あの堀田木瓜の紋の羽織を着た︑目尻の下った目

と︑ふっくらした頬を持つ正睦公は︑写真ではない︒正睦
かせたものだという︒

死后藩が解体する時︑公を見たことのある老臣が記念に描
なり

一市長︑アチラは首相だから大小はあるけど︑要諦は同じ

久さんが東大在学中︑名古屋に住む旧家臣がヒョッコリ持

ノ︑手をつくしたが︑どうしても判らずにいたところ︑正

がない︑と旧家臣が集った席で問題になった︒その後いる

一︑二番目に種痘を家族に植えさせた人が写真をとらぬ筈

名﹂と水戸の烈公等が陰で呼んだような開明的で︑日本で

大正︑昭和になって︑文明公の謡が示すように﹁蘭癖大

サ︑彦根市長の井伊直愛君も直弼公も大変だったろうなあ︑
シてこないだ会ったら言ってたよ︑悪くいう人も出るサ︒

ぼくは唯一︑こいつだけは堀田がやったなシてものを何か
市長中に残したいね﹂
立派な覚悟である︒

最近僕も︑ァ︑あれは遠藤がやったんだ︑と人様が思い
出せるような事をしたい︑と思っている︒
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刺恥繋蝋坤溌麹

町浮諒＃蝉羊

篭驚

率嘉

お会いした時︑正久さんが僕にこんな事をいった︒

■‑■､甲少､甲抄■■■

って来た︒

﹁じじいの遺品を整理しておりましたら︑裏に殿様のお

名が這入った︑こんな写真が出てまいりました︒お返し申

あった︒

めさせたのが︑名女優東山千栄子の祖父︑渡辺弥一兵衛で

この事を考へないと︑十四代将軍徳川家定の後嗣問題で︑

は宗家に近いが︑慶喜は二百何十年前の血脈でしかない︒

前老中首席の正睦が取った態度が判らなくなる︒家茂の血

水戸の英才慶喜と紀州の少年家茂で大名が二つに割れた時︑

といって置いていったのが拝借して来た写真である︒ぼ

そこで当初︑正睦は家茂側に立ったのであろう︒

します﹂

くはすぐ複写した︒衣冠束帯をつけた顔は目がつり上って

の移転先︑お茶の水の順天堂病院に正久さんの母上が年に

正睦が蘭医師佐藤泰然に許可して作らせた佐倉の順天堂

かった所である︒

正睦の限界があるとすれば︑そういう判断を抜け切れな

頬が適当にフックラして実に立派な容姿であった︒
﹁どうして︑目が一方は上り︑一方は下ってるんでしょ
うね﹂

二度︑健康診断のため優先てきに入院出来るのも︑正睦の

L色イノ

﹁判らないねえ︒ま︑僕の顔と比べておくれ﹂
﹁四代もたつと︑どっちでもなくなってる﹂

庄田孫兵衛︑一色善左衛門︑金井右膳の外に︑吉川︑入江︑

正睦が正篤を改名して宗家をついだ当時の藩重役には︑

ひろ

蘭癖のお蔭であろう︒

正久さんと奥さんとぼくは笑ってしまった︒
又三人は笑ったことを思い出す︒

正睦は正時の庶子であった︒当主で若年のため死んだ正
ちか

を抜き︑藩中に服するものも多かったが︑この為︑しばし

この点︑金井は文武に長じ︑小事にこだわらず︑英気群

本のような男であった︒〃

しかし︑庄田は無学で︑旧例古格を守るだけの俗吏の見

力があった︒︲

戸の会計主役であり︑金井は房総備場奉行として絶大な勢

庄田は老臣首座の城代︑兼会計主役であった︒一色は江

愛と兄弟であったが︑庶子のため捨扶持を受け渋谷の別邸
もと

渋井などがいた︒

ちつ

にいた︒藩中の意向は︑佐倉の支藩である野州佐野の堀田
正敦の子息正惰を養子に迎えようとしていた︒

正敦は﹃寛政重修諸家譜﹂の編集局総裁を務めた名若年
月正惰は正愛の親友の鳳雛麟児であった︒が︑正敦は伊宗

ぼうすうりんじ

寄の学者であった上︑よく少年当主の宗家に尽した︒子息
村の八男で︑堀田の血筋ではない︒大名家はこういう人を
を代の子息である︒この点を押して正睦を正愛の後嗣と証

養子にした時︑しばノ︑藩内が乱れる︒正睦は庶子でも先

、

rn

ぱ藩中が両派に割れた︒金井は︑オノレを負む傾向が強い︒

ある時︑正睦が両名に酒を賜ったことがある︒金井はこの
席でも放言高論して︑
りんそうじよ

﹁私は超の閏相如と思っております﹂

と自家自尊したのを聞いて︑同席していた渡辺弥一兵衛
は︑さすがにムッとしたらしく︑﹁あまり大言に過ぎまし
ょう︒恐らく心口あい応じますまい﹂

というと︑金井はひどく立腹し︑弥一兵衛をハッタと晩
んだという︒弥一兵衛はこれを軽く受け流して︑
﹁ほれ御覧なさい︑ご主君のおん前でさえ︑かくの如く
では﹂

といったので︑この席は洪笑だけで終ったが︑この夜渡

しんし

に何度か会った事がある︒が︑ぼくは嫌いだ︒こういう人

学出ぐらいの者をつまらぬ事で大勢の社員の前で面罵する

物は秦王を叱かる胆などなく︑よく下僚の︑それも旧制中

クセのあることを知っていたからである︒

いとこ

若林家は佐倉藩一の門閥である︒この一族に若林健蔵と

のソンダイを憂いて諌言した時︑金井は︑

いう者がいた︒金井の従兄弟であった︒健蔵が金井の態度

﹁貴公などの分際で︑拙者を批評するなど片腹痛い﹂

しゆうにん

と親戚の忠言を謝すどころか︑斥けてしまっている︒

金井や庄田ばかりでなく︑正睦執任当初は一事が万事こ
うで通あった︒

かたわら

ここに︑西村平右衛門という侍がいた︒平右衛門は先代

正愛の幼時より側に侍し︑親信されて近習頭になり︑更

に顧門役まで引受されて︑藩政を輔佐していた男である︒

辺家に金井から過いが来た︒
﹁只今︑申すことあり︑至急来られたし﹂

この男が重役等の陰謀にひっかかり︑正愛が残すると︑す

﹁至急参上つかまつります﹂

︵第十六頁下段につづく︶

と重役を呼びつけて詰問した︒重役は恐縮し︑ｌ近来多

うなことは︑絶えて聞いたことがない︒彼は天晴れお役に
立つ人物である︒何故こう計られた﹂

ている︒しかるに西村平右衛門に帰国を命じさせられるよ

﹁自分は正愛公のおん時から︑お家の政治の大方を知っ

この話を聞いた支藩の堀田正敦は︑おこった︒

ぐ佐倉に遷させられたのである︒

渡辺はこうなるであろうと予知していた︒

と答えて金井邸に行くと︑酒と肴が出ていた︒金井はこ
うま

ういう意味で人を使うことが上手かった︒
ごへん

﹁今日の直言で︑私も反省するところがあった︒御辺以
と遣いを立てた次第︒サ︑ゆる／︑一献﹂

外に誰が申そう︒定めし不快に思われているのではないか︒
といったという︒閥相如を気取ったのである︒

筆者も大学を出て会社に務めていた一時期こういう人物
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三顧問を弔す

九年から財務雛督即ち監事に就任され︑昭

信望を一身に集められた︒本会には昭和十

芝の社長として大手腕を発揮されてからは︑

六歳で亡くなられた︒明治四十五年東大法

沢田源一さんは︑本年二月七日に満八十
科を卒業され地方官︑文部省課長から教育

派に乗越え︑今日名実共に堅実の評の高い

近い間尽拝された︒同校が戦後の苦境を立

れ︑後︑校長と理事長とを兼ねられ三十年

官された︒戦後間もなく東京女学館に入ら

できたのは︑全く氏の御配慮の御蔭であっ

夜にして急逝した時︑その清算と引継ぎが

例えば昭和三十三年に本会の割田主事が一

タッフを持って居られたのでそれができた︒

時代は御自身も激務であったが︑有能なス

の為に顧問の役に転じていただいた︒監事

のは︑氏の手腕に負うものが多い︒本会に

一社団法人に対し︑長い間援助を賜わった

た︒日本の代表的大実業家が︑本会の如き

和四十三年日本万国博覧会協会を長ご就任

昨年から本年にかけて︑一ヶ年の間に︑

はたしか昭和二十四年頃︑私と同時に理事

厚情には︑感謝と共に感激をさえ覚える︒

の一線に出られ︑高松商高︑浦和筒校︑東

本会は三人の顧問全員を失った︒何れの方

に就任︑四十六年から顧問に推された︒私

京美術の各校長を歴任され︑終戦直前に退

も︑立派な業績を残され︑又十分に天寿を

は個人としても︑大正八年大学を出て文部

石坂泰三さんは︑本年三月六日に満八十

次第である︒︵本会々長︶

し感謝の念を表すると共に︑御冥福を祈る
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野口明

完うされて︑何の御不足も無いであろうが︑

ことは︑木会の存在の意義と︑歴史とに御

ありながら︑本会に長く関係して下さった

以上の如く三顧問は何れも斯界の長老で
ほどきを受けた関係がある︒手堅さ︑健実

理解があったからと思う︒それにつけても

省に入った時の課長さんで︑役人稼業の手
・さは︑その頃からの氏の持味で︑名門女学

我々は自らの責任の重大さに一層の自覚を

得ない︒

宇野哲人さんは︑昨年二月に満九十九歳

館が今日隆昌を誇り得るのは︑全く氏の功

残った我をとしては追慕と寂塞の念を禁じ

を以て大往生を遂げられた︒申す迄もなく

績で︑ある︒

八歳で亡くなられた︒宇野さんが学界に於

持たねば相済まない︒舷に謹んで故人に対

中国哲学の泰斗︑そして全学界長老中の長
っては︑まことに恰好の顧問であった︒私

老であらわれた︒儒学に関心深い本会にと
が本会に関係する前から顧問に居られたか

御所であったことは敢て喋左を要しない︒

けると同様︑氏は我国経済界の長老乃至大
明治四十四年東大法科を卒業され︑始めは

ら︑随分長きに亘る御関係と思う︒其の爽

出される︒

快円満な御風格が今更ながらなつかしく思

官界︑後に実業界に転じられ︑特に戦後東

鯵

陶人の寝言
村田

頑固者だが瓢々として

上ヨットするとそうかも知れぬ

スコシ可笑しい

精密

昨日私がした事のように思える

貴方が感じた事が

貴方の詩を読んでいると

私は先生とよく気が合う

一七○○年時をへだてて

まあ何でもいいや

真実と自由を求め続け
酒を汲みつつ道義を説く先生

平潅

蒲然

ダイヤモンドの様に多面体で
見る角度によって
さま人︑の光を放つ

深粋

たん

三文詩人のこの私

一日に一回は酒を飲糸たい

悟人でもないがろくでなしでもない

貴方が嬉しいと私がニッコリし

貴方が悲憤膝慨すると

の詩趣あり

私はこぶしを握りしめる

忠愛

釈清潅はこう評したが
ニーモア

日く幽黙と

つぞ︑

またある人は言っている
﹁淵明は詩を為らず

た箕胸中の妙を写すの承﹂と

私の賊は熱くなる

全く不思議な心の共鳴

心酔とはこうした気分を言のだろう

私までがほろ酔いとなる

貴方の飲酒の詩をよむと
白楽天も陶潜の体に倣う詩を書いた

︵第二十五頁下段に続く︶

ただよう束の間の人の生命よ

悠をたる時の流れに

ホントにそうかしら

私は陶淵明の子孫である

なら

蘇賦は先生の生れ代りと自称した

貴方が悲しみにくれる時

浮世を知った苦労人でもないが

しち屋通いの八シあんでもなく

野間自
意逸然

私はもう一言つけ加えたい

道高天
気古真

自分の・ヘンネームを〃陶″と名付けた

陶淵明の陶をとったのサ
あの世へ行ったら先ず先生に
一升つるして謝まりに行こう

陶は陶然たるの陶
陶は人格陶冶の陶

前のは易しいが後のは全く難しい
田園と家族を愛し

人生を大観した詩酒生涯の人
五柳先生は私の理想の人
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陶

重陽苔石鳥居菊造
重陽 佳 節 執 莱 英 兄 弟 登 高 詩 酒 娯 漫 愛 黄 花 香 浦 野
秋郊傾蓋到桑楠

秋夜偶成梅軒加藤藤治

寒泉麓保孝選録

晩秋柳汀高田照子

庭前柿果染成紅書静気閑茅屋中迎友忘時獣不壷
一痕眉月出楼東

芳野懐古錬石佐藤良減
往事荘荘謁御陵

駒隙人生何所得

雲石村田一雄

聞説天皇按刺崩雄個室挫奈龍典残碑堪漉哀憐涙

甲寅残剰只旬除歳首留心室棚疏

甲寅歳晩有感

猫聞蚤韻把現杯

省庵元木城作
一穂青燈霜気侵松頼竹騨庭院諦

鞭胎期詞古賢書

同玉蘭坂元梅雨子

、 凹 上 ノ

金風 楓 堀 早 涼 来 月 鮫 天 高 踏 卿 苔 半 夜 仰 看 銀 漢 落

秋夜吟

清秋帖月入幽襟
桂花香裡晩蛋吟

秋月注水酒井源太郎
萩花練飢競獅秋明月中天照八洲草露掘聾猫傾酒

此宵群感去来頻

却除浮薄登堪君

歳如逝水又波潤悲喜哀歓徹肺肝残臓世情今昔感

同牧泉小久保義松

暗雲行路奈吾身歳晩堪看困苦民花下誰思朝露命

過雁一啓何寂冥

舜握鷲見舜司

千金詩興更何求

秋月雌錨躍擁華徐

徐州城裡憶阿侯明月懸天異国秋
今宵孤坐奈郷愁

rQ11

同貫山江角俊一
仰看鮫鮫中秋月

寒泉麓保孝

春日夏朝負惰眠秋聾己到夢依然紅顔空去志猶在
唯恐老残談瓦全
甲寅中秋月夜憶金陵

孤坐 展 害 茅 屋 模 階 前 堪 賞 桂 香 浮

沖縄へ図書寄贈に就いて野口明

一︑﹁弘道﹂昭和四十九年の九︑十月号に︑本会の渡辺さんが︑個
人の仕事として熱心に訴えられている︑財団法人沖純協会を通じて
の図書寄贈の運動には心打たれるものがある︒
一︑戦争で岐大の苦難を嘗めたのは沖細であり︑戦後も長い間︑
占領の苦を喫したのも沖細である︒にも拘らず沖細は日本を見捨て
ず強く復帰を希望し︑今日立派な日本領土︑日本国民となった︒我
灸は之に酬いなければならない︒
一︑渡辺さんの令兄が同地の海軍の司令官として玉砕された御縁
を以て︑渡辺さんが此の事業に熱心なことはよく判る︒それにして
も此の事業はひとり本誌の象ならず︑種灸の方法で広く全国に訴え
られて然るべきである︒︵或はそうなっているかも知れないが︶
一︑本会員に於かれても︑同憂同感の向は振って︑本事業に御協
賛あらむことを︑単に渡辺さんの一友人としてではなく︑一国民と
して御願いする︒︵本会会長︶

支会便り

千葉県東部支会
千葉県東部支会︵支会長石橋香峰氏︶は三月十六日午後一時半よ
り愛宕神社社務所で総会並びに講演会を開催︒
総会は昨年度の行事及び会計報告︑それに対する質疑応答︑会員
の意見発表があり︑続いて講演会︒
支会長の教育勅語奉読︑弘道会要領の提読︑渡辺正勇主事先生の
御挨拶︒

講師鈴木保司先生の﹁新しい郷土精神と教育﹂と題する御講演︒
先生は九十四歳の高齢者︑生涯を教育に尽拝された教育功労者﹁八
十八歳﹂の半生などの著書もあり︑今尚嬰蝶として活躍中︒聴衆者

多大の感銘を与え四時半盛会裡に終了︒︵石橋︶

約百名︒
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同憶金陵菖里淋

甲寅十一月朔一高百年記念式典陪席有感同
霜菊風蘭清爽天向陵創皐百周年三朝隆替輔臣責
一国興亡青史僻講道東西兼欲習修身文武倶期全
今宵 韓 感 桑 槍 塗 懐 慨 高 吟 陪 雅 鐘
甲寅晩秋誕辰害懐

東雛 霜 菊 晩 秋 員 六 十 七 回 逢 誕 辰
時危 迩 錬 敷 忠 身 朝 朝 景 慕 張 南 烈
四海眼前風浪激先憂膝慨老残臣

墓前空調琴義一章

晩秋 黄 菊 映 斜 陽 烏 兎 忽 忽 迎 小 群 懐 奮 感 恩 情 韓 切

甲寅十一月廿七日先批小群忌辰賦重同

夕邦
夕凱同
仰更
欽磨
文持
謝節
刺1志

日本弘道会第七十三回通常総会
日時昭和五十年六月一日︵日︶
午前十一時三十分︵寿昌式︶
︵樋癖吋極噸西諏汁粉専誕派鍛珂握下北口︶

場所本会館会議室
議題

１役員改選の件

松江市長松江支会長

斎藤強当選４回︵４．野︶
新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十九年一月以降

府県名入会者紹介者

神奈川小祝孝子渡辺正男

″衣川田鶴子鶴岡衛
烏取吉田政博伊藤徳重

″井崎良夫〃

″林勝昭新田吉次郎

富山血石久右術Ⅲ稚名保弘

良申
清治出仁

２駐車場及佐藤工業宿泊所の件

〃外〃永本小
山m人川

３昭和四十九年度決算五十年度予
算四十九年度事業報告五十年

″新川吉之丞〃

″平田義消〃
″新田紀久〃

愛知岩田時男〃

福島平野武〃

″秋田銘雛株式会社京野正樹

秋田京野正樹小出孝三

″山口真一郎渡部文雄

″村上亜晃山川礼智

″皆川武治〃
″渡部久太郎武藤喜七
佐賀金武親行秀寛三

源

″牧野道人〃

大目尾菅遠菅鎌菅大大概大武外
木羅形"i；藤谷形谷八八山岩田Ill

原 木 木
善嘉商源義静家明よ正勝恵幸
平之治治りl子達雄ね子雄司寿蔵
郎

″

″

″

″

渡辺正勇
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印刷人春山宇平

編集兼
発行人

昭和五十年四月三十日発行

昭和五十年四月二十五日印刷

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金百円

″大木善平〃

″尾形商治宮崎米作
崎玉目羅嘉之渡辺正男

″菅仏原源治郎〃

″菅谷静子飯山寅次郎
″遠藤義肌背谷治兵術

″菅谷明雄〃
″鎌形家達〃

″大八木よれ〃

石香
橋香
″大八木正子疋柿
附峰

〃 〃 〃 〃

社団
法人

郵便番号一○一

振替口座東京四三一七番

電話船︵三︿一︶○○○九番

日本弘道会
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印刷所共立社印刷所

発行所

福岡西村和三郎〃
兵庫長六郎金生悦
千葉河野正枝渡辺正男

次定て政治
郎寿い吉ｲ'¥>夫

特別会員千葉三郎副歳千葉

若宮林木西佐
菜崎内村瀬

度事業計画
其他
昼食懇談︵会我不要︶記念写真
午後二時千駄木養源寺において会
祖西村先生の法要墓参
今年本会は創立九十九年に当りますの
で本会に関しての思い出や意義ある百年
記念の行事等について各位の忌仰のない
ご意見を承りたいと存じます︒何卒お繰
合せの上ご参会ありたく︑なお準備の都
合上ご参会の向は五月二十五日までにお
知らせ願います︒
晴の叙勲・当選者芳名︵敬称略︶
勲一等旭日大綬章︵４．羽︶
労働大臣として国政の枢機に参画すると
ともに多年にわたり国会議員として議案
零識の重責を果された︒
秋田県知事
特別会員・秋田支会顧問
小畑勇二郎当選６回︵４・お︶

〃 〃 〃 〃 〃 〃

諸稿轍汎箸

霞
瀞

現金定価一一○︑○○○円
枢回月賦定価一二○︑○○○円
別回月賦定価一三○︑○○○円

Ａ５判・全過巻総頁一四八七二頁・総クロー

﹇体裁︼

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上面紙

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

べく本辞典を購入した︒

▼会社員・四十二才
期待池りの素晴らしさ︒

れて幸わせです︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の菩宿が世人の要望に応え︑漢学

の蒋蓄と人生の体験とを融合して

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

四六判・上製定価一︑二○○円

ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

に生れた博言の記︑李白の詩文か

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞
に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇

漢字漢語談義

四六判・上製定価一︑○○○円

の人口に贈炎した思想を説く︒

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩
如来に化したとも伝えられる老子

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

老子の講義

▼主婦・三十才
このように優れた文化遺

石です︒

っていたのは予想外︒流

中国語もかなり豊富に入

四六判・上製定価六五○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﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

ね自分の余技にも活用す

▼公務員・四十六才
長男大学令絡の祝いを兼

︵読者の声から︶

備え下さい

辞典をこの機会にお

世界最大のことばの

全13巻

産をわが子に継がせてや

一

振替／東京40504

大修館書店

東京都千代田区神田錦町3−24

ロ
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