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健康と剛強
︵徳学講義第五冊より︶

西村茂樹

﹃実に身体の健強は心の堅固剛毅を得る為めに甚だ必要なり︒凡そ人たる者が家業を励承︑学問を勉め︑職業を奉

じ︑本国の為めに忠義を娼し︑己が天職を完うせんとするには身体強健ならざれぱ其目的を達することを得ず︒又困

難を犯し︑銀苦に堪へ百折不携の精神を奮揚せんとするには︑是亦身体強健なるに非ざれぱ之を為し得ること能はず︒

古より牢には身体鼠弱なるも精神勇健なる者なきに非ざれども︑此の如きは千百人中の一二人にして決して之を以て
二三頁︶

常理と為すべからず︑故に己が身体を強健にせんことを求むるは敬身の門にして道徳者の尤も忽にすべからざる所以
なり﹄︵一三頁

﹃凡そ人たる者能く摂生を為し身体無病なるときは︑之を健康健全と云ふことを得くし︒然れども人体は独り健康

の承を以て満足すべからず︒更に進んで剛強とならざるべからず︑其故何ぞや︒凡そ人の斯世に処するや無事安逸の

承を以て止むべき者にあらず︒必ず幾多の銀難困苦と戦て之に勝たざるべからず︒故に其心を苦しむることもあり︑

寒暑に攻めらるることもあり︑風雨に暴露することもあり︑︵中略︶夜間の睡眠を得ざることもあり︒過度の労働を為

其精神を労することもあり︑驚くべき事に遇ふこともあり︑甚しぎ失望に遭ふこともあり︑磯餓に逼ることもあり︑

さざるべからざることもあり︒是人生の常にして或は此事の二一に遇ふことあり︑或は三四五六に遇ふことあり︒若

し平日滋養の食物︑高燥の家屋︑清潔の井水︑適度の寒温にのゑ慣る上人にして忽ち此の如き困難に出逢ふときは︑

其身体の調和を失ひて︑平生健康なる人も其身体衰弱し︑又は疾病を生ずるに至るべし︒故に此世に立ちて人生の本

務を尽さんと欲する人は︑摂生を以て其の身を養ふは固より必要なりと雛も︑亦能く其身体を鍛錬して風雨寒暑飢餓
四二頁︶

労働に堪へしめざるべからず︒若し有事の時に当りて疾病衰弱の身とならば︑平日の健康は︑何の用をも為さざるく
し︒是摂生を為す者の深く意を用ひざるべからざることなり﹄︵四○頁

︹巻頭言︺

心身の健康を基礎に
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の法則により健康を︑精神は倫理の法則により浄心を恵まれる︒仏法の
﹁報身﹂とは法身の実践による功徳を身に受けること︒健康︑才能︑

修行は此の法身から出発する︒

身を報身と云う︒

家庭︑職業︑徳性︑仏道に於て功徳が蓄積される︒此の恵まれた果報の
﹁応身﹂︒然し報身だけでは仏道は未完成である︒人は多数衆生との

関係に於て生きている︒家族の一員︑職場の一員︑社会の一員としての
すべての関係に於て︑最適最善の形に身を応化応現することを応身と云

多面的対人関係を持っている︒よき父︑よき社長︑よき政治家等︑之等

本旨がある︒

う︒自分一個に止まらず衆生に対し奉仕し寄与するところに大乗仏教の
以上法身︑報身︑応身の三身が一身に融合した状態︑即ち自然の法則︑

仏教ではそこに真の悟りがあり真の法悦がありとしているが︑私は現

自利︑利他が一致した状態が理想である︒

実の社会生活に於ても此の説に啓示を受ける︒生き甲斐のある人生とは

右の如き姿のものと考えているのである︒︵本会々長︶
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で重要な仕事を５シ程あげると︑先づ新陳代謝がある︒蛋

長生きの秘訣と肝と腎

白質︑糖質︑脂肪などは肝臓に集り人間の生命維持に必要

睦済

真珠王といわれた御木本幸吉翁は︑布才の時に有名な医

なものに変って行く︒この様な代謝が若しうまく行われな

いと病気になる︒例えば糖質の代謝が悪いと糖尿病になる

生きられたとの事である︒その時勝沼先生が指示された事

し︑脂肪の代謝が悪くなると血管にコレステロールが溜っ

て動豚硬化が起り︑血圧が高くなる︒次に肝臓は解毒作用

を狭めて行け︒③夜は床の上でシビンを使え︒④小魚と海

を行う︒蛋白質である肉類を多く食べると︑身体に有害な

アンモニヤを生ずるので︑肝臓でこれを無毒の尿酸に替え

を大切にせよ︒②仕事のストレスを持たないように︒③夜

て腎臓から排池する︒アルコール︑色んな毒物︑薬品など

ると色んな病気が起る︒肉類やホルモン料理を余計食べる

全部肝臓で毒消しが行われている︒だから肝臓が弱ってく

く含み︑骨のまま食べられる︒海草類はヨードを含み︑ガ
％は長生きすると思う︒吾々が

らずに︑足に溜ると痛風になる︒それから肝臓は血液循環

とアンモニヤが多量に発生し︑これが十分に尿酸になり切

の調節︑血液量の増減を腎臓と共に行っている︒肝臓は又

んど全部が門肺を通って肝臓に行き︑そこで代謝が行われ
血液と一緒に体をめぐる︒肝臓で行われている中間代謝は︑

で病気が起る︒肝臓は又ホルモンと密接な関係がある︒肝

ビタミンの宝庫であるから肝臓が悪くなるとビタミン不足

臓が丈夫な女性は性的にも安定し精神状態にも安定してい

知種以上に及ぶといわれ︑この解毒︑生産︑蓄積などの働

摂取した食物は胃で消化され︑小腸に行って吸収され︑殆

は肝と腎を大切にすると

ンの予防になり血液をきれいに保つという事であろう︒私

起きる時腎を冷やさないように︒④小魚はカルシウムを多

草類を食べよ︒これを医学的︑漢方的に考えると︑①肝臓

が４シある︒①生きる意慾を持て︒②年と共に仕事の範囲

学者勝沼精蔵先生に健康管理の指示を受けられ︑卯才まで

師

きをする化学工場を人工的に建てるとすれば︑拓階建ての
霞ヶ関ビルの約３倍の大きさが必要だといわれる︒その中
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寺

めぐり︑腎臓で小水が作られる︒腎臓の中にはネフロンと

臓と同様に重要な臓器である︒肝臓から出た血液は体内を

くなり︑副腎が悪くなると肝臓が悪くなる︒次に腎臓は肝

関係が深い︒肝腎カナメと云うが肝が悪くなると副腎が悪

化してくる︒ホルモンと云う事で︑肝臓と副腎とは是また

るｃ肝臓が悪くなると男でも女性ホルモンが多くなり女性

一日卸ｊドラム缶一本分の尿を嘘過している︒だからお茶

は１／３は妥当で︑２／３は当っていないと思う︒腎臓は

一世を風びした西医学では﹁水を飲め﹂と云う︒私はこれ

寝る前に鵬を中心として帥回さすりなさい﹂と云う︒曾て

ていなければ駄目である︒私は﹁下腹に力を入れよ﹂﹁夜

ンを分泌して若さと健康を保ち︑副腎の髄質はアドレナリ

腎︑外腎︑副腎と名付ける︒副腎の皮質は訓種ものホルモ

く︑三シのものが総合されたものと考えている︒それを内

る︒私は腎とは今日の医学で云われている腎臓一シではな

腎臓の中に帥血もの細長い血管があり︑尿が生成されてい

液の中に回収されていく︒手拳大の僅ずか知ｇにすぎない

て行くうちにが１／皿が本当の尿となり︑的／血が再び血

を臆過する︒これを原尿といい︑原尿が細長い尿管を通っ

小体と細尿管があり︑腎小体は一日に血液中から皿ｊの尿

選択的に源過して尿として排世する︒ネフロンの中には腎

その他黒胡麻も腎を強める︒これらのものをよく食べる事

根は地下にあり︑地下は真黒だから黒いものがよいと思う︒

云う︒私は腎を強くするため黒豆をよく食べる︒腎は根で

を疾といい︑訳の判らぬ病は全て疾の病と見倣して治せと

食当りと云うがこれは水当りである︒漢方ではこの水当り

上に飲んでは水毒上昇と云って頭痛や胃下垂となる︒よく

ていたと云う︒水は身体にとって必要なものだが︑必要以

しめたが真理である︒マラソンの王者アベベも水を制限し

は駄目になる︒昔軍隊では行軍の際︑水を飲まないよう戒

浮かんでいる様なものである︒それを更に水を飲んだので

云っている︒大体人間の体の髄％は水分であり︑水の中に

かける事になる︒貝原益肝は空腹前に濃いお茶を飲むなと

や水をよく飲むと︑血液洗濯機である腎臓に大変な負担を

ンを分泌して血圧を調整している︒内腎は腎臓のことで︑

をさすものだと思う︒それから肝を強くするのに人参を食

が長生きの秘訣である︒これはネフロンと云う洗濯機に油

云うものがあり︑血液中の水分︑ブドウ糖︑電解質などを

外腎は生殖器をさす︒さて漢方は肝と腎の医学である︒病

いと思う︒︵東洋堂診療所夜長︶

という意味である︒人参と黒豆を食べていれば薬はいらな

べるとよい︒人参の学名は富国員と云って︑万病を治す

人を診る時は第一に肝︑次に腎︵謄下丹田︶を診る︒かつ
て孟子は﹁我レ善ク吾ガ浩然ノ気ヲ養ウ﹂と云ったが︑そ
の浩然の気の出るところは勝下である︒人間は隅下丹田が
大切で︑樹木でいえばこれが根で︑この根がしっかり張っ
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仕事に疲れて帰ってから︑一風呂浴びて

ビールを一杯！などというと男冥利に尽
きるものです︒そこで今回は入浴について︑
あれこれとお話してみたいと思います︒

25C以下一冷水浴

て体温は上り︑心臓の

も増加し︑気分的にも

拍動数や末梢の流血並

爽快となります︒白血

になるといわれます︒

球の食菌作用も倍近く

心臓が昂恋し︑流血並

が増すので血圧も入浴

は不適当であるということです︒

不全症や先天的に弱い体力の人は高温を浴

病気︑たとえば動脈硬化症・高血圧症・心

です︒しかし︑その反面︑心臓や循環器の

わやかになって行動的になれるということ

温々浴や熱いシャワーの方が︑身も心もさ

けるとき︑あるいは朝の入浴には一般に高

これから仕事に取掛るとか︑旅行に出か

このようなことから次のことが分ります︒

直後から上昇します︒

35'〜30C−温水を浴

ア・ラ・江刀

ト

大塚正八
するというだけで︑自分のからだの調子に
より︑あるいは自分の年齢などを考えて入
です︒入浴は︑からだを縞麗にするため︑

浴の方法を変えている人はまだ少ないよう
汚れを落すためだけと考えている人が多い
ためでしょうが︑こどもの入浴と異なり︑

おとなの入浴は体調を整え︑健康を保持増
進するためと心得るべきでしょう︒

お湯の温度は？
わたし達がふつう入浴しているのは四二
ように分けます︒

度Ｃ前後ですが︑お湯の温度によって表の
さて︑高温々浴では血液の循環が急に盛
になるために皮慮は充血して真赤になって
ほてってきますし︑同時に共感反応として

30．〜25C−水浴

郎

ﾉ
レ

脳・心臓・腎臓・牌臓なども充血してきま

40．〜35C−微温を浴

浴

筋肉も興奮してきますし︑これらにつれ

す︒
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ところで最近知ったことですが︑東京の
銭湯のそもそもは天正九年に伊勢の国の与
市という人が開いた蒸し風呂の湯屋が始ま
りで︑湯銭は永楽一銭とのことです︒庶民
に憩いと社交の場を提供してくれたこの銭
湯も︑家庭風呂の普及につれて残念ながら
近年は衰退の一途を辿っているようです︒

だが考えて承ると︑どの家庭にも風呂が整
備されてきたということ自体が︑かえって
入浴好きの風習を示しているのかも知れま
せん︒朝晩に入浴を楽しむ人︑仕事の合間
に一寸シャワーをという人が結構いるとも
しかし︑入浴に際しても︑た重湯あみを

聞いています︒

40C以上一高温/竜浴

入

適する一不適当
され︑胃液の分泌も減ってきます︒食後す
ぐの高温々浴や︑入浴直後の食事がからだ
に良くないのはこのためです︒高温を浴は
短時間に限る曇へきで︑長時間にわたったり︑

一日に何回も入浴すると﹁湯疲れ﹂をおこ

して疲れてしまいます︒新陳代謝が盛にな

温水々浴より低い温度の場合は入浴とは

ってしまいます︒

は健康的ではありません︒

言えないし︑長くからだを浸しておくこと

い﹁けだるさ﹂の中に身も心も安らぎを得

ない上に︑粘神の鎮静作用が強く︑心地良
ることができます︒疲れたあとに︑微温々

さて︑それならどんな入浴法があるのだ

入浴の方法

浴が最適なのはこのためです︒不眠症・神
経症の傾向のある人には最適です︒また︑

からだをよく湯でしめし︑肌の汚れをとり︑

ろうか︑ということになります︒もちろん︑

微温を浴は胃液の酸分泌を昂進させるので︑
ならないときには微温為浴が良いわけです︒

の仕方ですが︑からだの調子によって少し

つま先から静かに入るのが﹁正当﹂な入浴

消化器の弱い人や食後すぐ入浴しなければ
北欧諸国では︑入浴イコール微温々浴とい

○よい睡眠を得るたあにはｌ微温浴に

ずつ入り方を変えて象ましよう︒

う考え方が妓近とみに強くなっています︒

このような次第で︑もし朝早く微温々浴

ように神経は鎮まり︑筋肉は弛緩し︑自然

ゆっくり二○分以上浸ります︒前に述べた

に落着きます︒風呂から出たら︑風に当ら

ないようにしてすぐ横になります︒第一図
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きてと充で高は循の

り過ぎるためです︒就寝直前の高温灸浴も
睡眠の妨げになります︒

午前中はだるくて仕事にならず︑仕事の効

第1図

がそ、血皮温逆環場消
阻の却す盾／々で器合化
害働つるが浴、とは器

次に微温を浴ですが︑これはいわゆる

適する

§
￨
:
鱗
:
…

弱い人や病気のある人

﹁ぬるま湯﹂なので︑高温を浴のように温

あるとき

④心臓・循環器・消化器の

を楽しんだり︑仕事や運動の前にゆっくり

⑤食後すぐ入浴する必要の

③興密しやすい人

と﹁ぬるま湯﹂に浸っていたら︑その日の

弱い人

②就寝前の入浴

度刺激が強くありません︒つまり︑不感温

④心臓・循環器・消化器の

率や運動の成果をあげることは不可能にな

一お＝

③興奮しやすい人

①食前・食後すぐの入浴

そして︑皮盾の充血や心拍数の増加が少

とができます︒

冷たいﾌkを

②仕事・運動をした後

①朝の入浴

度の入浴と申しますか︑生体に対する刺激

①就寝前の入浴

②仕事・運動をする前

もごく僅かなので長時間の入浴を楽しむこ

微温々浴は

高温々浴は

ます︒一杯だけの水がコツなのです︒もう

け湯桶に水を入れて膝から下にサッとかけ

浴槽が広い場合は︑水の浮揚力を利用して

りとし︑洗場に出たら軽く運動をします︒

ぬ為目の風呂︑つ童り微温浴をゆっく

○仕事や運動の後や疲れをとるためには

こうはできません︒⑥のようにゆっくり入

のがよいのですが︑行水でもなければ中々

腰の痛いときは︑第四図の︑のように入る

何回も指圧すれば︑より効果的です︒

なお︑風呂から出たら肩を叩かず︑静かに

いお湯を肩にかける以外方法はありません︒

一度よく拭き︑寝巻きに着かえて横になる

浴湯の中で軽くからだを動かして筋肉のし

浴する︒浴湯の温度によって少し時間のず

弱い人にはお薦めできません︒

と︑軽い下肢の火照りと僅かな脳貧血に似

こりをとり︑新陳代謝をより盛にすると︑

のように︑からだをよく拭った後で一杯だ

た症状で夢路に早く入ることができます︒

疲れは早くとれます︒このような運動は︑

③

○腰が痛いときや脚のむくんだときｌ

らだを冷やすことになって却って毒です︒

○肩が凝るときにはｌ家庭の風呂なら︑

関節症や神経痛の人の治療にもなります︒

すっぽりと入浴します︒首から肩のあたり

い人は無理ですが︑

心臓や呼吸器の弱

なるまで入ります︒

全体が高温に近く

まぜながら︑浴湯

が熱︵あつ︶くなってきたら︑静かにかき

る

ヵな

斗勺く

３

図このような入浴方
第法を毎日繰返すこ
とで頑固な肩凝

④
にか治ってしまい

ら下が赤く充血してきます︒この頃を見計

れができるけれども︑大体二

三分で腰か
ます︒銭湯の場合

︵こ︶りは何時の間

、

って︑＠のように︑つまりは普通の入り方
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この方法に副作用はありません︒

ｆ〃

首からよく浴び︑肌の湿り気を拭った後で
乾布摩擦の要領でよく皮膚をこするように

は︑入浴のま上熱

第4図

何杯も水をかけては無意味なばかりか︑か

第2図

ぬる目の浴湯を沸︵わか︶しながら首まで

』

します︒但し︑老齢の方や心臓・循環器の

＠

溌

ゴ

○仕事や運動の前にばｌからだをよく

ロ

しめした後で︑首まで浸るように高温の浴

jj

二分入るか︑熱いシャワーの湯を

琴
槽に一

や
ダ

って結構です︒腰とは︑左右の骨盤の上端

だけで︑二回目のときは首まで最初から入

にします︒もちろん第一回目の入浴のとき
きないようにします︒

になります︒微温浴で︑時間も二○分を越

いでしょう︒馴れると︑この姿勢の方が楽

あがる上に︑入浴して健康的なことは一つ

論外です︒喫煙だけで︑血圧は二○以上も

してよさそうです︒喫煙しながらの入浴も

ょう︒これは小生の入浴の仕方で︑腰まで

い﹂という人は⑥のようにしたらどうでし

三分も腰まで浸っているのはやり切れな

を結んだ線の高さまでです︒﹁ぼんやり二︑

な皮下脂肪はとれ︑肥満の防止や治療に効

と手足をのばす体操を毎日繰返すと︑無駄

動したり︑家庭の場合は風呂場でのびのび

泉のような大浴場では︑湯槽の中で軽く運

盛になることは何回も述べた通りです︒温

Ｏやせたい人ｌ入浴すると新陳代謝が

入ったあとのお風呂の方が水が練れていて

はからだに良くありません︒美人が何人も

が︑老齢になればなるほど新湯︵あらゆ︶

家族の中で一番先に入浴したがるものです

きません︒若い人達を先に入浴させ︑微温

○おとしよりはｌ家長意識の強い方ば︑

浸った姿勢で湯舟のふたの上においた小道

もありません︒

具で︑ヒゲを剃ったり髪をとかしたり︑い

健康的とは言っても︑玄宗皇帝の真似はで

○酒を呑んだら１人浴は禁止です．お

果的です︒

、 ﾉ ノ

現在すっかり全治です︒

っての長湯は禁物です︒

を浴といきたいものです︒それも首まで浸

おわりに

きたいものです︒心臓は弱るし︑血圧は不

あつ好きの人︑ぬる好きの人︑長湯の人︑

湯をかぶるか︑シャワーだけにとどめてお

とは全くありません︒まして︑温泉の宣伝

安定になるし︑消化器は疲れるし︑よいこ

○心臓の弱い人・呼吸器の弱い人はｌ
は約八○蛇といわれます︒小さなこどもが

全身浴の場合は︑浴水が身体に及ぼす圧力
入浴すると︑すぐオシッコが出たくなるの

すが︑その人の生理機能や健康状態あるい

烏の行水の人など︑いろいろの人が居りま

り︑入浴は健康独得の一つの手段と心得て︑

必要もありません︒入浴は生活の一部であ

﹁ぬるま湯は江戸シ子の恥﹂と意気がる

は年齢に適した入浴の仕方がたいせつです︒

はこのためですが︑このような強い力︵静
第五図のように
入ります︒つまり︑

左右の乳首を結ん

たいものです︒

自分の生活にあった入浴の型を作っていき

︵耕釧準雫大．筑波大教授・医博︶

r ワ 、

い気持のものです︒これで長い間の腰痛も

第6図

水圧︶で圧迫されてはたまりません︒

５

図だ線まで入浴する

らの入浴は︑盃一杯で寿命一年縮むと計算

ポスターに翠られるような︑酒を呑みなが

い間は︑お湯をか

第方法です︒馴れな
けたり︑タオルで

× が
湿したりしてもよ

×

にんにくの効用

新居裕久
にんにくが調味料の一つとして世界各国で使われるようになった
のはにんにくの持つ妙味だけでなく︑その薬効も大きくあつかって

アリシンというのはにんにくの中にあるアリインという成分が︑

になってきました︒

できたもので︑例の強烈な臭いの元凶ですが実に沢山の働きを持っ

同じく中に含まれているアリナーゼという酵素によって分解されて

第一の働きは強壮強精効果です︒アリシンはビタミンＢと一緒に

ているのです︒

はるかに吸収されやすく︑長時間体の中に貯えられる性質を持って

なるとビタミンＢというものを作りますが︑これは単独のＢよりも

そのため︑昔は脚気にかかった人がにんにくき食べると疲労感が

います︒

とれ︑劇的な効果を上げたものですが︑脚気のようなものがほとん

いると思われます︒それもかなり古い時代からさまざまな効用が知
られていたようです︒昔の人は何故にんにくが体にいいのか︑現在

ど見られなくなった今日︑次のようなことをいう人がいます︒

のがありますが︑アリシンはそのアセチールコリンを分解する酵素

に緊張させるのではないのかといわれるアセチールコリンというも

体の中には副交感神経から分泌されて︑男女のシンボルを一時的

のようにはっきりした理由をつかめないまでも︑体験的に多くのこ
今から三五○年前あらわされた有名な李時珍の本草綱目という薬

の働きを抑制し︑そのためセシクスが強まるのではないかというの

とを学んでいたようです︒

その後︑明らかになったものを含め︑今日効くだろうと思われる

スコルジニンのほうもネズミに与えると体力を増強して耐久力を

です︒

物書の中にはにんにくの効用がびっくりする位沢山書かれています︒
ものだけをひろってみても実に沢山あります︒たとえば強壮強精作

強めるだけでなく︑精子の数も増えてくることも実験的にわかって

用︑胃腸の働きをよくする作用︑駆虫作用︑抗菌作用︑保温作用︑
去疾作用︑精神安定作用︑神経捕︑リウマチ︑筋肉痴に対する作用︑

きています︒

なぜきくのかという点についてはこれまで経験的にしかわかって

なぜ︑きくのか︑

増してくれることは確かです︒

る上でも大変効果的です︒こうした整腸作用がより根本的に体力を

と食欲が増進し︑消化吸収を促します︒便秘を防いだり治したりす

する効果のほうが大切なのかもしれません︒料理ににんにくを使う

しかしこういった直接的な強壮強精効果よりも︑本当は胃腸に対

血圧低下作用︑血中﹃一レステロール低下作用︑また外用として美肌

いませんでしたが︑最近の研究によってにんにくの中に含まれてい

作りや傷︑しもやけ︑水虫︑痔の治療にも役立つといいます︒

るアリシンやスコルジニンなどのせいではないかと考えられるよう

（8）

更にアリシンはぎよう虫か死滅させ︑回虫︑十二指腸虫︑条虫な
どを腸から外へ追い出すという駆虫効果も持っています︒

の諸国もまたお隣りの中国も︑韓国などは料理の九○％以上がにん

て食べたほうがよいのです︒にんにくを使わない国は日本位︑欧米

にく入りだといっています︒ですから長らく外国ぐらしをしてこら

ています︒彼らにいわせるとにんにくは料理の味をよくするもの︑

れた方や︑外国人の方は非常に上手ににんにくを料理に使ってとっ

またすばらしい抗菌力を持っていて︑ある種の菌に対しては八万
五千倍から一二万五千倍に薄めても抗菌力を失ないません︒かぜ︑

薬効はこの次です︒要するににんにくは一挙両得の食品と考えてい

届桃炎︑気管支炎などの原因になるレンサ球菌やブドウ球菌をはじ
め︑腸管系の赤痢︑大腸︑チブス︑コレラなどの菌にも有効で︑最

るのです︒

にすぎず潤滑油の働きしか持っていません︒従って本当の効果を期

栄養学的に見れば︑にんにくはいもと同じように単なる糖質食品

ます︒

質があり︑それらの消化吸収を助ける意味で大きな効果を持ってい

にんにくは魚や肉︑野菜を使った油料理と大変よくマッチする性

近はインフルエンザウィールスの増殖に対しても抑制作用があると
いわれています︒このほかにも動物実験の段階や民間療法の経験を
通じて更に沢山の効能があるといわれています︒
しかし︑注意しなければならないことは︑にんにくというものは
方をまちがえると強い副作用があるということです︒特に生のもの

が前提としてなければ意味がないといえます︒

待しようと思ったらどうしてせ栄菱的によく齢ハランスのとれた食事

、 ヅ ノ

非常に味よし︑体によし非常によいものなのですが︑その反面使い
を用いる時は刺激が強いので︑空腹時などとると胃痛を起こし七転

を予防し治療しようということです︒中国人は薬と食事というもの

中国には﹁医食同源﹂という言葉があります︒日常の食事で病気

八倒することがありますから気をつけましょう︒生のものを食べる
たものは刺激が弱くなりますから多少量を増やしてもかまいません︒

かしているのです︒麻婆豆腐やえびの辛味いため︑また韓国風の焼

を画然と区別していません︒日常の食事の中に上手ににんにくを生

場合は耳かき一杯位からといってる人もいます︒料理して熱を加え
しかしその場合も少量から︑自分の体質に合った量を知るようにす

にんにくについて更にくわしくお知りになりたい方は拙著﹁にん

肉︑こういったものにはにんにくは欠かせない調味料の一つです︒

ることが大切です︒一般的にいって日常の量に使う位の堂ならまず
心配はありません︒

にくの効用﹂あるいは﹁食事による精力スタミナ増強法﹂アロー出

第二に外用に使う場合に︑刺激が非常に強いので過敏体質の人は
かいところにつけてテストしてから使うよう慎重にあつかいましょ

もちろん︑普通の人も事前に生にんにくを腕の内側の皮膚のやわら

︵食医綜合研究所長医博︶

版社︑﹁中国食の秘密﹂光文社を参考にして下さい︒

にんにくは薬としてよりも料理に

畠ノ○

最後ににんにくはもっと自然に平素の食事の中に上手にとり入れ

rQ，

一病息災・無病短命

木下広居

ヨウになりやしないか︑と心配しすぎて︑とうとう本物にかかって

しまう人もある︒病気ノイローゼになり︑病気で苦しむくらいなら︑

死んだ方がまし︑と思って無病のくせに自殺したりする人もある︒

健全な精神は︑人間というものが︑天寿を全うするまで生きられ

こういうのが︑健全な精神を持っていないことから来る災難だろう︒

る︒病気も大ていは自分で治せる︑楽しくして︑長生きできるもの

しかし︑そういう能力を︑どういう風に発揮するか︒これには工

だ︒そういう能力が自分にも与えられている︑という自覚だ︒

たとか︒この﹁芸﹂を心得ないと︑健康を保つことはできない︒肉

夫が必要だ︒歌人の吉井勇は︑﹁長生きするのも芸のうち﹂といっ

一つでも病気があれば︑用心するから︑いろんな災難を逃れるこ
とができる︒その反対に︑全く病気がない︑丈夫だ︑と自信を持っ

人間には昔から四百四病ある︑といわれてきたが︑この頃は公害

ス・エル・イスト︶といった︒といっても︑肉食する人が暴力的で

ォイエルバッハが︑人間は食物によってきまる︵マン・イスト・ワ

体を維持するには︑食物を︑どうするか︑が問題だ︒唯物論者のフ

病まで発生して︑いつ︑どんな病気に見舞われるかも知れん︒だか

は有名だが︑六○○万人のユダヤ人をガスで計画的に殺し︑その持

あり︑菜食主義者が慈悲深い︑ともいい切れない︒ヒトラーの菜食

のだ︒

ている人は︑大胆なことをするから︑うっかりすると短命に終るも

ら健康には︑よほど気をつけねばならぬ︒しかし︑病気にも精神的

食物は何であれ︑過食︑過飲しては病気になり︑命ちを︑ちぢめ

暴力性と冷血性は︑どうだ︒

ち物も︑金歯も頭髪も皮も骨も肉も︑全部利用したという非人道的

なものと肉体的なものとがある︒そして︑この二つが切り離すこと
のできないものだ︒

西洋には昔から﹁健全な肉体に︑健全な精神が宿ること﹂という

いていの病気が食べすぎ︑飲み過ぎ︵百薬の長といわれる酒もあら

る︒日本では昔から︑﹁腹八分目に医者いらず﹂といっている︒た

言葉がある︒これは︑﹁宿る﹂きまったものではなくて︑﹁宿ったら︑

いいがなあ﹂という意味だ︒というのは︑宿るとは限らないからだ︒

人を殺そうと思えば︑毎日︑玉子を二つ食べさせればいいといっ

ゆる薬も︶が原因ではあるまいか︒

宿らないのが普通だからだ︒体育やスポーツの選手でも︑一流の人
になると︑肉体は︑もとより︑精神も健全な人が多いにちがいない︒

ている人がある︒これに対して︑いや︑一日に六つたべても何のこ

しかし︑普通は︑肉体が丈夫なだけで︑精神的には弱い人が多い︒
つまらないことを心配したり︑ありそうもない災難がやって来やし

栄養学者は︑こういうことを︑はっきりさせてもらいたい︒コレス

とはない︑という説を唱える人もある︒どっちが正しいのだろうか︒

ガンを恐れるのは常識だから︑もっともな話だが︑十二指腸カイ

ないかと恐れ︑大事な時に実力を発揮できないことがある︒

（10）

テロールが卵黄に含まれているのなら︑どれ位以上は︑例えば七十

そのためには︑常に好きな芸を磨いていなければならぬ︒その︑

えない︒年をとれば︑とるほど精神的能力は上昇するばかりだ︒

でも有意義なことを為すべきだ︒最も豊富な経験と知識を︑むだに

肢も向上の頂点ともいうべき老年において︑世のため人のために何

の老人には危険だとか︒

また︑紅茶キノコ︑ニンニク︑ウメボシなどで万病を直し︑長寿

して遊ばせ︑眼らせていいものだろうか︒尾崎署堂は︑九十四歳の

間達なし︑という人もある︒ｌどう蝋︑万病にきく︑といわれる
と︑何にも︑全くきかない︑といわれているのと同じではあるまい

時︑﹁人生の本舞台は︑常に将来に在り﹂といったではないか︒

いう話をきいた︒十年前に︑それを書いた二木謙三さんという人の

五十年ばかり前に︑玄米を食べていれば︑不老長寿間違なし︑と

事ありげに︑通勤者の歩調ですることだ︒十分間のマラソンもいい︒

間歩くことだ︒それも︑だらだらと散歩するのでなく︑なるべく用

肉体的運動が第一だ︒誰にでもできることからいえば︑一日に一時

いように︑新しく活力を生み出すようにする必要がある︒それには︑

人生の本舞台が常に将来にあるためには︑からだの機能が弱らな

か︒厚生省で︑製造販売を許している薬は︑無害無益のものに限っ

著書を読まされた︒最近︑その信者が研究室に飛びこんできた︒玄

、、LLノ

ている︑というウワサがあるが︑どうだろうか︒

米を一口入れて︑五十ぺん︑かむ︒おかずは梅干だけ︒世の中に︑

こまないためには︑できるだけ動くことではないだろうか︒寝なが

要するに︑全身の筋肉を緊張させ︑鍛錬することだ︒肉体的に老い

ら考えるのでなく︑歩きながら考えることだ︒そこに積極的な考え

これほど︑うまい物はない︒そして︑玄米をたべていると︑酒もタ
した︑玄米をたいて持って来ます﹂というから︑お断りした︒﹁あ

バコも︑一切の御馳走も受けつけなくなる︑という︒そして︑﹁あ

も浮んでくる︒始終ねていては消極的になり︑希望がなくなる︒

肉体の鍛錬と並行してなすべきは精神的若返りだ︒本を読むこと

なたが五年間実験して︑本当にいいことが分かったら︑詳しく承り

が第一・これは︑大ていの人にできる︒簸後まで続けることができ

ましょう﹂といったら︑﹁ボクも︑うまい物を御馳走するから︑と
誘われた時に困るとは思いますが﹂と︑少の自信の無さそうなこと

る︒それも︑昔の思出で話のようなものばかりでなく︑現代の問題

について︑それも︑日本のことばかりでなく︑世界的視野で書いた

をいっていた︒

ものを沢山読むことだ︒そして︑相当速度を上げて読むことだ︒ゆ

偏食も極端になると︑どんなものだろう︒そういうことについて

っくり読んでいては︑ねむたくなる︒そして︑思ったことを書いて

︵本会副会長創価大教授︶

かるようにする︒さらに︑青年と話をすること︒

見ることだ︒それも自分にいいきかせるのでなく︑若い相手に︑わ

の議論は宿題にしといて︑肉体の健康と平行して︑精神の健康を考

肉体だけの健康ということは無意味だ︒病気は︑気を病むことだ︒

えよう︒

精神が充実してなくては︑肉体の健康を保つことはできない︒精神
っても︑人生に定年はない︒七十に︑八十になっても隠居は︑あり

の糧︵かて︶を︑常に吸収してなくてはならぬ︒職業には定年があ

〆 1 丁 ､

アメリカ人の老後
ｌゴールデンエイジの素顔Ｉ

老年のことを︑アメリカではしばしばゴールデンエイジと呼ぶ︒
ゴールデンエイジとは黄金時代︑つまり老年を人生の輝やかしきフ

須藤信子

合理主義も徹底したもので︑人の﹁心﹂をも大量販売するという︑

ーを楽しもうと︑お金をためて夫婦そろって北米大陸︑南米︑全世

社会における生産的役割を果しえたのだから︑老後は専らレジャ

いかにもアメリカ的文化の一端をのぞかせている︒

う語がもたらすマイナスのイメージを消さんがための苦肉の策と思

必ずやお目にかかるものにトレーラーハウスとかキャンピングカー

界へと旅に出る者もある︒中米︑北米を旅していて︑ハイウェーで

ィナーレと見たててこう呼んでいるのである︒英語で︑○Ｆロとい
われる︒アメリカの高齢者は︑○Ｆロ弔同○勺Ｆ同︵日本語で老人に

ら四人まで寝めるような段ベッドがあり︑ミニキッチンセット︑貯

を覆った移動式簡易住宅である︒室内は︑サイズによって︑一人か

なるものがある︒日本では道路事情︑土地不足などもあってなじみ

当る︶と呼ばれるのを嫌う︒彼らは○門口という言葉のもつ響きに

現在︑米合衆国には︑髄歳以上の高齢者が約二千万人おり︑総人

神経過敏である︒だから︑高齢者を︑ふつう︑の同ｚ５両Ｑ弓届同

口の約一割を占めている︒勤労者の多くは︑鯉歳から錨歳で定年退

水槽︑ソファ︑テーブルがある︒このヨイホーム﹂を中型︑大型

のうすいものであるが︑早く言ってしまえば︑アルミニウムで外側

職し︑退職後は︑退職金︑年金︑恩給などで生計を立てながら︑余

自家用車の後部に連絡してけん引したり卜︑ラックの後部に備えつ

Ｚの︵日本語で高齢者に当る︒︶と呼んでいる︒

暇活動に携わったり︑中には︑再就職をする人もいる︒定年退職の

一ぱいに陣どってゆっくりゆっくり走っているのを追い越すとき︑

けて大陸横断をする︒国道をドライブしていてこれらの怪物が道幅

ふりかえってその運転席をのぞきこむと︑大てい退職年齢に達した

受けとめ方は人様食であるが︑概して定年を第三の人生への門出と
場には︑﹁定年退職おめでとう﹂と書かれたきらびやかなカードが︑

と思しき夫婦がのっている︒ご主人の方は︑アロハシャツから出し

して受けとめているようである︒スーパー一︑１ケットのカード売り

誕生カードや婚礼用カードに混ってショーケースに並べられている︒
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たたくましい腕が赤く日焼けし︑時にはカウボーイハットを斜めに

る︒たとえ不自由をかこっても彼らの信念を変えようとはしない︒

は︑高齢者の方が若い世代との同居を望まないのである︒一般に︑

私がアメリカで大学院に学んでいたころ︑親しくつき合っていた友

彼らは家族や国から何らかの形で援助を受けることを恥と思ってい

達からクリスマスに家に招待されて︑彼女は両親を初め親類を一同

かぶってパイプをくゆらせながら悠右と放浪ドライブを満喫してい
して︑テレビ番組﹁奥さまは魔女﹂のヒロイン︑サマンサの母親が

る︒助手席には︑栄養のよく行き届いた奥さんがこれもまた日焼け
かけそうな︑フレームの角の尖った︑しばしばふちに光りものをは

の小さな町で長年住みなれた家に独り住いをしているそうだ︒そし

った︒奥さんは数年前に亡くなられたが︑おじいさんはオハイオ州

て︑食事︑洗濯︑身のまわりの事一切をきりもりして生活している︒

に会して私に紹介してくれた︒彼女のおじいさんは鴎歳の高齢であ

そこには︑給水︑給湯は勿論︑シャワー室︑洗面所︑コインランド

息子夫婦︑つまり︑私の友人の両親が同じオハイオ州の中で︑平で

めこんだサングラスをかけて︑シートにそっくりかえってのってい

リ︵硬貨を入れて洗濯物を洗濯機と乾燥機で処理するセルフサー

る︒国立公園や観光名所には︑必ずこの巨体を横たえる施設がある︒

ビスの施設︶や食品飲料の自動販売機︑時には調理施設まで完備さ

い︒高齢を迎えた両親が︑娘夫婦のいる町に住み︑毎日のように電

い︑時々食事を共にしている︒こんな事は決して珍しいことではな

話でおしゃべりし︑週末に一緒に食事に出かけたり︑あるいは娘夫

半時間程の所に住んでいるので︑毎日電話でつつがない事を碓め合

持がよい︒だから高齢者の放浪の旅は︑原始的なジプシーの旅とは

れている︒カナダ︑アメリカ国内では︑これらの施設管理がよく行

大違いで︑アメリカシテクノロジーの恩恵にはちゃんと浴している︒

品の買い出しに出かける時に︑ついでに両親の分を買って届けたり︑

婦の家に夕食に招かれて︑孫も交えて週末の一時を過す︒娘が食料

届いていて︑ヨーロッ︒︿やメキシコのそれに比べたら大変清潔で気

なっても巨大なトレーラーをひっぱって何千マイルを駆って大陸横

それにしても彼らはエネルギッシュである︒六十代後半や七十代に

ある︒つまり︑核家族化は日本よりはるかに進んではいるものの︑

また︑車で一緒に教会やショッピングに連れて行く事もしばしばで

核家族すなわち親子の断絶ではない︒そこに見られることは︑親も

断する彼らの姿には︑開拓時代旧オレゴン街道を西へ西へと進んだ

ソデ・イペソデソス

探検隊や開拓者達の︑誇り高きフロンティア精神と相通ずるところ
イ

い交流を保ち︑同居的別居ともいうべき形態をとっていることであ

子もそれぞれ個人の生活領域は守りながらもつかずはなれずの暖か

があるように思われる︒

アメリカ高齢者の生活理念の根底を流れるものに︑独立心があ

なくなったり︑経済的に車を手放さざるをえなくなると︑彼らは日

用車が人々の﹁足﹂である︒高齢に及んで︑もはや車の運転ができ

大都市を除いて︑アメリカの中小都市地域や農村地帯では︑自家

ア○○

る︒この独立心こそ彼らが老後を︑肉体的精神的︑そして経済的に
も自立して生活する礎石となり︑自尊心の源となっている︒実際︑
ている︒日本的感覚からすると︑老いても親子別居とは︑アメリカ

高齢者の八割近くが︑子供や親族と同居せずに独立した所帯を構え
の家族関係は何と冷淡であろうと考える向きもあろう︒しかし︑実
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に縮少されてしまうのである︒州によって規則に多少差があるが︑

不便になってしまう︒自家用車がないことによって彼らの世界は急

常の買い物や日曜毎の教会の礼拝︑そして近くの友人を訪ねる事も

れているラルフネイダーが︑リブ運動の推進者である︒大学生など

っている︒公害や物価問題の告発者として︑日本でもその名が知ら

調べ上げ︑その調査報告として︑アメリカの高齢者がいかに﹁虚待﹂

を中心とした研究グループを編成して︑アメリカの高齢者の現状を

されているかを告発している︒老後問題を解決するためには︑その

ある年齢に達すると自動車運転免許所有者は︑毎年運転適性検査を
受けなければならない︒帥歳をすぎると州の条例によっては︑運転

を呼びかけている︒

当時者である高齢者が立ち上がらねばならないとして︑彼らの奮起

最後に︑私事を述べることをお許しいただきたい︒私は︑昭和四

免許を停止されたりする︒それで市町村が戸口から戸口へ︑つまり
施している︒しかし︑彼らは︑持ち前の強いプライドが故にか︑そ

リフォルニア大学院に学び︑高齢者の居住環境問題で修士号を修め

十七年より今年の一月まで︑米合衆国オレゴン州立大学院と︑南カ

自宅の玄関から目的地の玄関まで高齢者専用無料バスサービスを実
のバスサービスをなかなか利用しようとはしない︒一律に弱者扱い
であろうとする︒そのために︑高齢者のある者は︑ｌえてして未亡

されることを嫌い︑あくまでも︑画Ｆ司国両伊勺つまり自己充足的

切歳に至る高齢者と個別面接をした︒また︑高齢者との座談会に出

々で出会うお年寄りとインタブューをしたので︑私が滞米中に接し

席したり︑個人的に全米の退職者村を二十五ヶ所程視察し︑行く先

た︒修士論文を書くにあたって︑実地調査で約百名程の︑龍歳から

テル住いというと︑豪華なイメージがあるが︑実際︑ピンからキリ

た高齢者はざっと二百人を越すであろう︒彼らとの出会いを通して︑

人や単身者ｌは都市の中心部で︑ホテル住いをするようになる︒ホ

いつかず︑転業して高齢者専用の﹁下宿屋﹂に変身したものである︒

まである︒その多くは︑昔繁盛していたホテルが時代のすう勢に追
零ハス付の一室︵台所なし︶の部屋代が︑月に一万五千円から二万円

カのお年寄りの様灸な生き方を︑統計や調査結果によらずに︑私の

折折の体験をメディアとして﹁生中継﹂してご報告したまでの事で

私は実に多くのことを学び得た︒ここに書き記したことは︑アメリ

ついている︒エレベーターで下りて行くと︑階下に︑カフェテリア︑

ある︒彼らは︑﹁老い﹂にかぶせた金メッキのはげを繕いながら︑

である︒ルームメイドによる週一回の清掃とシーツ交換サービスが

隣国日本の﹁敬老の日﹂を︑あたかも純金の殊玉であるがごとくに

︑︑

ケット︑コインランドリー︑教会も︑歩いて楽に行ける距離にある︒

うらおましく思ってもいるのである︒

︵財団法人日本福祉財団︶

美容院や理髪室がある︒銀行︑郵便局︑レストラン︑スーパーマー

犯罪や暴力事件の多発する大都市でば︑ｌしばしばその披害者憾
高齢者であるｌホテル住いは︑﹁身の安全﹂も保障されている．
徒歩に頼る彼らには︑ホテルは格好な住承かであり︑ホテル住いは︑
今︑アメリカでは︑ウーマンリブならぬ老人リブ運動が静かに起

いわば︑生活の知恵である︒

（14）

長寿への道

千秋新

している︒スウェーデンにはまだ及ばないが︑ノルウェーは横ばい

状態なので︑日本の男子はすでに２位かもしれない︒女子はスウェ

ーデン︵男と同期時で万・４歳︶︑ノルウェー︵同布・８歳︶の順
せり合っている︒

で︑日本の女子は︑アメリカ︑フランス︑オランダと激しく３位を

死因との関連性を柔ると︑昭和型年の死因の１位は結核︑２位が

肺炎︑３位が消化器病︑４位が脳卒中︑５位が老衰︑６位が悪性腫

衰が３位︑心臓病が４位となり︑結核は５位に下り︑

癌であったが︑釦年には脳卒中が１位となり︑悪性腫癌が２位︑老

に数点の努力がなされてき︑遂に日本人も世界の長寿国の仲間入り

位が脳血管障害︑２位が悪性脈傷︑３位は心臓病となり︑これが三

健康で長生きしたい︒これは昔から人類の願望であり︑そのため
をすることができた︒貧困からの脱却︑食生活︑労働条件等環境因

いており︑仮りにこの世から︑この三つの病気が消えたとすると︑

大成人病といわれるもので︑この三つの病気の順位は今日までつづ

・８％︑女子

五％しかない︒更に︑還暦まで生きる

沼・２％︑喜寿は男子蛇・５％︑女子帥・１％︒次に日本人は何才

可能性は男子鎚・２％︑女子鋤・９％︑古稀は男子

んとうの老衰死はたった三

男女共やく十年平均寿命は延びるといわれる︒又天寿を全うしたほ

年からは１

ともに健康で天寿を全うすることは︑なかなかむつかしいことであ

子の改善︑医学の進歩が長生きへの道を開いたものであるが︑心身

︾Ｑｏ

日本人の寿命
人生わずか帥年といわれていたが︑わが国の平均寿命は明治訓年

まで生きられるかについてふれてみると︑日本では和歳を﹁人生七

・３年で︑人生如年であった︒

ころにはまだ男子盤・８年︑女子

では川歳以上がほんとうの長生きといわれる︒昭和虹年に〃敬老の

十古来稀なり﹂といわれ︑古稀の祝いをする習わしであるが︑現在

日〃が設定され︑川歳以上の長寿者の実数が︑全国的に把握される

卵戯の平均寿命をこえたのは︵第２次大戦後で︶男子が昭和型年︑
男子は妬年に帥歳を突破し︑弘年には男子が碗歳︑弱年には女子が

ようになり︑詔年剛人であった長寿者は年を増加し︑拓年には抑人

女子は副年であった︒その後驚異的な伸びをみせ︑女子は妬年に︑
︑戯を越え︑遂に始年には男子が︑歳︑女子は布歳を突破し︑鉛年

めて大きい︒次に川歳以上の数をみると︑各年度ともその数は少な

となった︒男女の比率は男子卯％以下で︑女子の長寿者の比率が極

く︑妃年の４人を最高に︑妬年︑妬年は一人もいなく︑川歳の壁を

には男子ｎ．２歳︑女子はお・３歳となった︒これを諸外国に比べ
完全に引き離し︑いまやトップ争いの有力候補︒平均寿命世界一の

破ることは︑今の日本人では極めて困難であることが分かる︒戦後

ると︑日本の男子はアメリカ︑イギリス︑フランスなどの先進国を
年に沌歳︑ノルウェーは銘年ごろに︑・１歳に達

スウェーデンは
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の日本人の最高年令は女子川歳︑男子川歳︑従って︑極めて困難で

３︑野菜は種類も量も多く食べる︒

２︑肉︑魚︑鶏卵︑あるいは大豆を毎日十分に食べる︒

５︑海草を常食する︒

４︑植物油を毎日少しずつ摂る︒

はあるが︑日本人の到達できる最高の長寿は伽歳ということになる︒

長生きと食生活

以上が︑実態調査から得た博士の一つの結論である︒農山村では︑

６︑なるべく牛乳を飲む︒

北大近藤正二博士の成績は有名である︒氏の研究の特徴は︑長寿村︑

ちであり︑一方都会地では︑生活様式も食生活も西欧型になって来︑

とかく米食偏重になりがちで︑魚や動物性蛋白質の摂取が不足しが

長寿者の食生活についての調査研究は沢山あるが︑その中でも東
短命村について︑食生活と健康︑長寿との関係︑気候とか地理的条

６︑転ばぬ先の杖で定期的に成人病の検査をうける︒

害あって一利もないからやめる︒

５︑アルコール類は︑適量はよいが︑大量はさける︒タバコは百

４︑あくせくせず︑適当な休息と十分な睡眠をとる︒

３︑ストレスをうまく解消し︑精神的に張りのある生活をする︒

２︑定期的に適当な運動をする︒

１︑太りすぎない︒

食生活を中心にのべてきたが︑その他に︑

いる︒

果︑動脈硬化による心臓病︑糖尿病が非常に増加する傾向ができて

脂肪摂取の増加によるカロリー過剰の結果︑肥満者がふえ︑その結

件︑特に食生活と非常に関係の深いいろいろの因子について検討し
た点である︒博士の結果を要約すると︑

１︑米の偏食︑大食の習慣のある地域では︑必ず長寿者が少ない︒
秋田県の米作地帯がいい例で︑如歳位で脳卒中にかかる人が多い︒
米の大食には食塩の摂りすぎが伴っている︒

２︑魚を大食して野菜の食べ方が不足している地域は必ず短命で
ある︒特にこうした地域では心臓疾患による若死が非常に多い︒
３︑長寿村では︑魚か大豆を常食しているが︑必ず野菜も十分食
べている︒

４︑海草を常食しているところは︑脳卒中が少なくそれだけ長寿
者が多い︒

７︑何か異常があれば︑早めに主治医の診療をうける︒

博士のあげた以上の四つの特徴は︑主として︑農村︑漁村︑山村

誠に平凡な普通のこと︑現実的に実行は中を困難であるが︑これ

を実行することが長寿への道であろう︒︵市川市終身会員医博︶

といえる地域に住む人々の食生活についてであって︑この食生活を
る︒しかし︑長寿を保つうえでは︑決して無視できない食習慣上の

直ちに都会地に住む人々に当てはめようとしても︑それは無理があ

次の六つの点をあげている︒

特徴である︒こうした見地から博士は長寿を保つための条件として︑

１︑米の偏食︑大
大食
食を
をや
や堅
める︒
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ｊ
１
く
沖維本島を旅行された人々でも︑本島の

の樹林は音もなく静まりかえり︑尚円王を

向って鋭く切り裂かれていた︒艦砲の直撃

祭った山頂の両の屋根は東シナ海の方向に

の中隊の戦史が刻まれている︒

碑は第三中隊が昭和二十年四月十九日深

をひろって帰京した︒三中隊との機縁が開

だされ︑それは収骨されて浦添公園の地蔵

この高地一帯から一千五百体の遺骨が掘り

一六

三八︶へ

た︒島田知事の︑生家を取材するためであ

︵名古屋市中区千代田二

る︒その折局長から名古屋の須崎治良八氏

けはじめたのは︑この時からであった︒沖
細から帰ってまもなく︑私は関西に出張し

堂に収められたという︒私は台地の白い石

のであった︒部落の人の話によれば︑戦後

側におりて大岩の下に花と線香を手向けた

突撃路であったことを露知らず︑高地の南

その時の私は︑その急坂が長沢隊の最後の

日射しをあびて白く光る坂道が見えた︒が︑

を浴びたのであろう︒足もとに︑亜熱帯の

更︑伊祖台上を占拠する米第二七師団第一
○五連隊を夜襲した夜から満三十年目にあ
たる今年の四月十九日に建立され︑八月十
五日の除幕式には愛知県から︑中隊生存者
十名をふくむ遺族六十名が参加する︒そし
てこの除幕式の日をまちくらしている人の
一人に︑織田直澄さん︵愛知県岡崎市東阿
知和︵あちわ︶区画整理組合副理事長︶が

芸能局のプロデューサーであった私は︑沖

昭和三十七年の七月二十日︑当時ＮＨＫ

②

るからである︒

南部︑那覇市の北四粁にある﹁伊祖﹂︵い
いる︒それは織田さんの︑沖細戦以来三十
そ︶の丘を︑ご存知の方は少ないであろう︒ 年間の悲願が︑この除幕式につながってい
この丘は標高四十八米の小丘で︑琉球王
朝の昔︑尚円王の居城が築かれたところで
あり︑そして三十年前の太平洋戦争では︑
米上陸軍と沖細防衛軍との間にすさまじい

激戦が行われた旧戦場でもある︒戦時中は

純に八日間の出張を命ぜられた︒沖細県最
戦の終嶋と共に自決をとげられた島田叡氏

後の県知事で昭和二十年六月十七日︑沖維

碑は薄青い地肌の水成岩の自然石で︑高

伊祖﹂とよばれる小さな丘の上で︑この八
月十五日︵終戦記念日︶午後二時から︑一
基の慰霊篠の除幕式が行われ為１．

戦没者の霊を弔って来て臆しいこと１．
そして七月二十五日の午後︑私は伊祖高地

跡の高地に花を供えて︑第三中隊︵長沢隊︶

高地で玉砕をとげていること︒ついては戦

頼をうけた︒ご令弟の中隊が沖純本島伊祖

の折︑私は長沢泰治芸能局長から次のご依

した︒水を一杯入れた桶を逆さにして︑一

ｌ伊祖夜襲で砿︑照明弾の下で射たれま

にかわっていた︒

た伊祖高地の写真をくい入るように眺めた︒

田広繁︑鈴木義正の諸氏は︑私が撮って来

たことになる︒須崎治良八︑船橋敏雄︑吉

の時︑私は初めて三中隊の生存者と出会っ

届けもののご依頼をうけていたので︑汽車
を降りて﹁須崎モータース﹂へ伺った︒こ

さは三米︑それが一米五○糎立方の︑コン

の台上から︑かつて米軍の艦艇が充満した

一瞬のうちに︑四人とも精かんな兵隊の顔

クリートの台座の上に立っている︒碑文の
表には﹁第三中隊終罵之地﹂と刻まれ︑裏

東シナ海を眺めていた︒うつ蒼とした濃緑

﹁伊祖四十八高地﹂とよばれ︑本土復帰後
の現在では﹁沖細県浦添︵うらぞえ︶市字

・

には懸軍万里︑中国の山東省︑山西省︑河

の事績を取材するための出張であった︒そ

一

北省から沖縄へ転戦し︑玉砕をとげるまで
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のこった︒というのは︑船橋さんはその後が経過しているのである︒船橋さんが元気一
間もなく急逝されたからである︒なぜこのでおられたらと思ったが︑それは間に合わ一

なかったのであろう︒隊長どのの︑ご埋葬名古屋へ行ってみた︒

機会に︑私はもっと船橋さんに質問を発しない︒その場で須崎治良八さんに電話をし二

と船橋さんがいう︒

ぺんにぶちまけたような弾量でした︒

ｌ中国とは違うですよ︒中園じゃ︑まだ
ったナ︒人と物量との戦いでしたよ︒

のであるが︑船橋さんに途中さえぎられて﹁隊長殿の兄様が︑沖縄へお出でにななっ一
しまったのである︒船橋さんは眼を大きくたそうですナ︑隊長殿︑喜ばれたでしょう﹂一

地点を記憶していますか︒それは伊祖高地忘れもしない十一月七日の朝︒私は﹁須一
の南側ですか︑北側ですか︑目標は何かあ崎モータース﹂の社長室で︑始めて織田直一
りませんかと︒いや︑私はその質問はした澄さんに会った︒

人と人との戦争でしたが︑沖細は違ってお
吉田さんが口をそえる︒このとき︑船橋
さんがポッンと一言咳やきをもらした︒
てるうちに一度沖細へ行きたいなあ︒

ｌ隊長殿をご埋葬したのは私だが︑生き

見開き︑あの夜襲下ですよと首をふって黙小柄であるが︑ひき緊った身体つきの織一
りこんでしまったのである︒そしてこの時田さんは︑せきこんで話しをつづける︒永一

はわずかに五︑六名︑織田直澄さんは︑またようであった︒

点では︑中隊生存者で連絡のとれている人年こらえていたものが︑一度にせきを切っ一

が︑当時の沖細は︑まだ米軍の統治下に

るところではなかった︑

ました︒隊長どのと中隊員のご遺体を︑東一

だこの人達の中へ入っていなかった︒﹁昨夜おそく︑須崎さんから電話できかれ一

それから十年ちかい歳月がながれた︒京の兄様が掘りたいと云っておられるが︑一

いる情報では︑発掘はとても無理なことの十時から二十日午前二時にいたるまでの︑

ように思われた︒何しろ︑昭和四十五年は︑伊祖夜襲の戦闘経過要図である︒一枚の地
戦後二十五年目であり︑戦争から四半世紀図から突如︑すさまじい砲弾の火光が立ち一
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あった︒パス・ポートをとるのに一か月も
かかるような状況では︑とても簡単に行け
別れ際に︑この人々がかわした名古屋弁
の会話は︑深く私の印象にのこった︒

昭和四十五年十月︑長沢専務はＮＨＫ沖君心あたりがあるのかというのです︒ある一
級総局の慰霊祭に出席され︑終了後伊祖高所ではありません︒私は受話機をもった手一

地を訪れて第三中隊の戦跡を弔われた︒そが震え出しました︒﹂
の折︑道案内をされた伊祖部落の婦人から︑私ははシとした︒この人は重大な話をも一

中隊の方々の埋葬地点をお調べになって︑って来られたのである︒相手は興奮をおさ一
一度発掘されては如何でしょう︑という親えきれない様子で︑テーブルの上に新聞紙一

った︒私も戦争中人並みに軍隊生活を送っ

切な提言を受けて来られた︒大の地図をひろげた︒

生存者ではなかったのか︒

員の中で︑わずかに生きのこった一握りの
私はこの時︑仕事で心せかれるまま早々
に須摩へ発ったが︑この会合はながく心に

十軒諦匡語輝智認率套鶴諦越権湘瞬唾確報︑私岬趨蝿馳極地咽祇奉柊尋唖碓措推恥舜街一

には︑戦中も戦後も︑かって出会ったこと

がない︒しかもこの人灸は︑三百名の中隊

て来たが︑夢の中にまで敬慕される中隊長

これは︑私にとっては不思議な会話であ

ｌ昨夜︑沖維の戦友の夢をみやした︒
ｌ隊長どの︑どん旗でやしたネ︒
ｌ素元気でやした．
ほうへそりやあ︑そりやあ．
一
〜
一
一

のぼったのである︒長沢隊は当夜午後十時る︒残余の隊員は崖下の横穴壕にとびこゑ︾ 日航機で沖維へ飛んだ︒私たちの車が伊祖
高地の登り口に着いた時︑脱兎の勢いで飛

つつ︑夜襲で突撃した坂道を︑一散に駈け

び降りた織田さんが︑汗と涙に頬を稲らし

阿波茶︵あわちや︶の洞窟陣地を出発した︒再び突撃して伊祖高地を占領する︒時に午

る稜線を前進して﹁掘割り﹂で待機︑第二中で中隊長以下五名の遺体を収容し︑甘藷

第一小隊は中隊の右第一線として伊祖に至前三時︒そして台上に歩哨をたてて︑開の

にこう述懐する︒

登っていった光景は忘れ難い︒そして永い
小隊は伊祖南方の凹地を前進して伊祖高地畑を掘って埋葬を終わった︒
西 方 地 点 で 待 機 ︑ 第 三 小 隊 及 び 指 揮 班 は 長 地 図 に は そ の 経 過 と 中 隊 長 以 下 隊 員 の 戦 長い間︑伊祖の松頼の中に眠っていた五体
のご遺骨は︑織田さんの地図と証言によっ
沢中隊長直卒の下に伊祖高地に連結する凹死地点︑埋葬地点︑人数がびっしりとかきこ
地を通過︑台地正面より前進する︒攻撃開まれている︒織田さんが復員以来︑実に二 て遺族︑戦友の手で掘り起されたのである
織田さんは岡崎から上京するたびに︑私
始は午前二時︒そして一小隊︑二小隊は途十五年間をかけて作成した地図なのである︒

中で全滅し︑指揮班︑第三小隊の三十名が︑しかし︑高地一桁からは戦後おびただし

それが毎年のことだと云う︒八月の除幕
式がすめば織田さんの気分も︑来年からは
少しは楽になるのかも知れない︒戦争の︑

えて︑終夜まんじりとも出来ません：：・・︒

敵 の 照 明 弾 と 砲 弾 の 下 の 間 を 這 ︵ は ︶ う よ い 遺 骨 が 掘 り 出 さ れ ︑ 建 築 工 事 や 土 木 工 事 ｌ毎年四月十九日がやって来ますナ︒こ
の日朝起きると︑今日は伊祖高地に夜襲を
うに前進して︑伊祖台地の直下に到着する︒のたびに発見された遺骨も︑二十体や三十
かけた日だなと思うのです︒開墾地を見ま
右は生い繁った樹林︑左は甘藷畑︑坂の上体ではないと聞いている︒果してこの地点
わっていても一日中気分がおもい︒仕事が
はうつ蒼として真っ暗な森︒一気に駆けのが︑二十五年後の現在︑手つかずの状態で
すんで家族と夕飯の卓を囲んでいても︑う
ぽって︑樹木の蔭に伏せた︒米第一○五連残されているものかどうか︒質問の矢を放
︑︑︑
つうつと考えこんでいるのです︒今ごろは
隊は台上に布陣している︒中隊長は軍刀をつと︑織田さんは言下に答えた︒
洞窟陣地で隊長どのと別杯を交わしていた
抜きはなち︑一同は銃剣を握りしめて︑音﹁ここは崖の下です︒絶対に人の近よれる ナ︑内地の方向に向って︑お父さん︑おつ
もなく這い進んで行く︒真の闇である︒も場所ではありません︒﹂
かさん︑さようなら︑行って来るぜと頭を
う台地はちかい︒中隊長が闇の底で部下にするどい気はくが︑私をおし返して来た︒ 下げていたナ⁝⁝と思い出すととても晩酌
会図を送る︒突っこむぞ︒地図は航空便で沖細へ送られ︑伊祖部落 に手が出ません︒寝床に入っても︑あ︑今
頃は安波茶の陣地を出た時刻だナ︑あの稜
線をこえるとき︑艦砲弾で誰と誰とがやら
れたナと思い出すと︑全身が姪き︑目がさ
そのとき︑バーンと頭上に敵の照明弾が総出で発掘作業が始まった︒伊祖では総勢
あがる︒瞬間︑ぐいと身をおこした中隊長五十人が樹木を伐りはらい︑石を掘りおこ
は︑弾丸のように台上にかけのぼる︒堀軍して四か所を発掘した︒そして昭和四十五
曹︑鈴木伍長︑織田兵長が中隊長のわきを年十一月二十九日午後一時︑中隊長長沢文

すりぬけるように台上にとび上る︒同時に︑雄大尉以下五体の遺骨が︑きちんと地図の

台上に立ちはだかった黒い影が︑自動小銃位置から掘りおこされたのである︒

を 横 な ぐ り に 射 ち こ ん で 来 た ︒ 灼 熱 の 火 光 同 年 十 二 月 十 八 日 ︑ 長 沢 専 務 ︑ ご 令 弟 の 傷あとの深さを思う︒︵ＮＨＫ綜合放送
が丘を洗い︑中隊員は折りかさなって倒れ長沢光夫さん︑織田直澄さん︑私の四人は︑ 文化研究所放送史細錐室主査︶

︑
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泊翁佳言︵十︶
八歴史の教訓Ｖ

威権のある所は禍の帰する所なり︒本邦歴世天皇の御中︑庸
君又は幼帝の立ち給ひしこと数なりしかども︑万世一糸の天

Ｏ

位の堅固にして動かざりしは︑固より祖宗徳沢の深きに因る
○○○００○○００○○Ｏ
と雌ども︑亦此の如き天皇は大率虚器を擁し玉ふの致す所な

はなかろうか︒

哲史

れないが︑それを泊翁ほど大胆率直に打ち出した例は稀で

泊翁は幕藩体制下に壮年期までをすごし︑また承ずから

幕藩体制の運営にも深くかかわった︒それで︑明治維新後

かく︑勝ったほうは智勇がすぐれたように書き︑負けたほ

らも知られるであろう︒﹁勝方負方﹂によれば︑史家はと

の点は︑﹃泊翁盾言﹄第一冊の﹁︵十七︶勝方負方﹂などか

も︑幕藩体制への未練がかなり強かったように見える︒そ

て妄りに藤原氏等の檀権を責むるは誤れりと云ふくし︒

であるが︑いわゆる尊王家が読めば卒倒しそうな考えが盛

に正理があるように書き︑負けたほうは正理があっても不

ことの正邪にも及ぶのであって︑少し無理でも勝ったほう

ことが多い︒このことは謀りごとの智愚だけでなく︑その

うは愚昧怯儒のように書くので︑後世の読者は事実を誤る

られている︒万世一系の天位の堅固不動であったのは︑主

大いに安く︑後醍醐天皇が建武の中興において王権を回復

闘犬を好むくらいのことで︑シナの暴君などとくらべれば︑

どの悪逆はなかったであろう︒その悪逆というのも︑ただ

虐無道のように言いはやすけれども︑その実は世に言うほ

たとえば︑北条高時滅亡のことなど︑ひたすら北条を暴

道理があるように書くのである︒

されて皇家少しく危ぐなったという議論は︑まことに破天

帰して皇家少しく安く︑王権が全く徳川幕府に帰して皇家

として天皇が虚器を擁されたからであり︑王権が藤原氏に

﹃泊翁盾言﹄第一冊の﹁︵十三︶︑威権の在る処﹂の全文

く危し︒世の尊王家と称する者︑此理を知らず︑古史を読染

して皇家大に安く︑後醍醐天皇王権を恢復し玉ひて皇家少し

り︒藤原氏権を専にして皇家少しく安く︑王権全く覇府に帰

川

荒であった︒内心そういう意見をもった人はあったかも知
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古

やされたのは︑負方であったからである︒近年における幕

ホンの小悪にすぎなかった︒にもかかわらず盛んに言いは

の如きは不義であって成功しなかった例︑山中幸盛︑唐の

えないのである︒平の将門︑漢の王葬︑ローマのカチリナ

が皆その敗績の通のみを見て︑そのことの義と不義とを考

る︒また︑成就しなくては善事も悪となるのではない︒人

窪義︑ポーランドのカテウスギの如きは義であって成功し

府の破滅︑王政復古はもとより非常の偉業であるが︑世間
このとき幕府が朝廷に奉仕した点は︑束照宮以下代倉のと

は﹁勝てば官軍︑負ければ賊よ﹂と謡った︒これは右の理

なかった例である︒明治十年︑西郷隆盛が叛すると︑兵士

では幕府が何かはなはだしい悪逆をしたように書いている︒

きと少しも替ったことはなく︑かえって先代のときよりも
分を返上したのであった︒決してこのときの幕府は暴逆で

をあきらかにしているが︑おそらく︑正諭であろう︒泊翁

ならずしも正義でなく︑賊軍かならずしも不義でない道理

に通じたものといえる︒泊翁はそのように論じて︑官軍か

うた

朝廷に奉事することは恭謹であって︑また朝廷に威権の幾
なく︑ただ将軍家が暗弱で︑紀綱が弛緩していたので︑内

がそのような正論を説いて惇らなかったのは︑何によるか︒
であろう︒

○

わたしの思うに︑それはたしかな歴史認識にもとづくもの

国の動乱を招いたのである︒それを邪悪のように言うのは︑

泊翁は﹁勝てば官軍︑負ければ賊軍﹂の道理をここに述

負方であったためである︒

べているのであって︑同じ道理は﹃泊翁盾言﹄第一冊の
﹁︵廿一︶事の成敗﹂でも繰りかえされている︒すなわち︑

ある︒道理を害することが多いが︑豪傑のことばで︑宋の

合の﹁夷秋﹂は荊楚呉越の類を指していた︒ところがこの

が﹁尊二王室一撰二夷秋一﹂といったのにもとづくが︑その場

﹁尊王撰夷﹂は﹃春秋左氏伝﹄に見える語で︑斉の桓公

︑﹃往事録﹄において︑泊翁は﹁尊王撰夷﹂と﹁征夷将軍﹂

こういうのであ為．ｌ﹁凡そ事は善悪なし︑成就すれば

銭牧心が﹁敗ルレバ則チ盗賊︑成レバ則チ帝王﹂といった

語を引用して今日に行おうとしたのは︑水戸の学士の口に

悪事も善となり︑成就せざれぱ善事も悪となる﹂という︒

のも同意である︒しかし︑わたしは思う︒成就するときは

という語について以下のような議論をしている︒

悪事も善事となるのではない︒人が皆その悪事を忘れるの

始まった︒その時勢を弁ぜず︑彼我を知らないのは実に笑

これは誰のことばか知らないが︑水戸景山公に帰する説も

である︒足利尊氏が朝権を裳い︑晋の司馬炎が曹鎚を亡ぼ

うべきことであるのに︑世人がこれを信じて妄動するのは︑

うば

し︑クロンウェルが英国の頭領となったなどはその例であ
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真に愚の至りというべきである︒

また︑幕府は征夷将軍であるから︑全世界の強国を攻伐
するのがその職掌であると責めたのも︑その初めは水戸か
ら出たことであった︒ついに朝廷でもその語を用い︑幕府
自身もそのように思いこみ︑外国を征することをみずから
の責任とした︒しかし︑征夷将軍はむかし蝦夷を征すると
いう義で︑世界の各国を征するということではなかった︒

にもかかわらず︑朝廷はそれを言いがかりにして幕府を責
め︑幕府自身もその責を負った︒上下共に文盲の至りとい

心を奪い︑次で貿易を開いてその貨財を奪い︑おしまいに戦争

を起こしてその土地を奪う︒これが彼の今日の富強をいたした
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
慣用手段で︑古今の歴史があきらかにこれを証明している﹂

﹁亡国の君臣必ずしも皆暴虐なのではない︒興国の君臣必ずし

﹃続自識録﹄の第五十六章には︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

も皆仁義なのではない︒ところが暴虐でない者が或は亡び︑仁

るに︑亡国の君臣は皆一定の病がある︒怠惰︑姑息︑儒弱など

︑︑

義でない者が或は興るのは何故か︒自分が古今東西の歴史を観

であり︑朝に人材がない︑旧習に拘泥する︑積弊を改め難い︑

ある︒勉強し︑奮発し︑果決であり︑人に活気がある︒難事を

疲弊して生気がない︒これに反し︑興国の君臣は皆一定の能が

そのような国は十に五︑六は滅亡する︒たとい滅亡しなくとも︑

財政が素乱しているなど︑一言でいえば智勇に乏しいのである︒

わが国は東洋の一孤島であって︑世界万国を敵にして勝

避けない︒愛国心が深い︒人材が朝に立つ︒一言でいえば︑智

うべきである︒

てる理窟がない︒撰夷の論は︑浮浪の徒が勝手に言いだし︑

勇に富むのである︒そのような国は十に八︑九は興隆し︑或は

︑︑︑

めて下ったさいに幕府が行うべきでないゆえんを答申した

朝廷が無知からこれを採用したことであるから︑勅命が初

は世界の歴史に鑑み︑本邦の情勢を考え︑深計遠慮︑数十日あ

︑︑砧︑︑︑︑︑

﹁財制改革は国家の財政上至大の問題である︒両院議員たる者

と言っている︒また︑﹃続国家道徳論﹄にも

のであるときには︑ついに国の衰亡をすくうことはできない﹂

を隆盛に桑ちびくことはできない︒まして︑その仁が小さなも

し智勇の二者を失うときは︑たとい一個の仁があっても︑国家

その勢力がひじように強い︒智仁勇の三者は天下の達徳で︑も

﹁尊王撰夷﹂と﹁征夷将軍﹂という語についての泊翁の

なら︑朝廷も少しは悟るところがあったであろう︒

右の議論に批判する余地はないが︑これはこれらの語につ
いて泊翁がとらわれない歴史的解釈ができたからで︑泊翁
はしばしば︑﹁⁝⁝今古の歴史明かに之を証せり﹂﹁余古今
東西の史を観るに．⁝：﹂というふうな言いかたをしている︒

諸国の弊制改革の議などは︑数月あるいは数年間にわたって決

るいは数月の日子を費してこれを討論しなくてはならぬ︒欧米
﹁ヨーロッパ人がむかしから他国を呑滅する術に三つがある︒

するのを常とする︒ところがわが国では︑議会の終末ににわか

﹃続自識録﹄の第五十二章には︑

宗教と貿易と戦争︑これである︒初めに宣教師を送ってその民
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にその法案を提出し︑両院の討論わずか三日だけで議決すると
は何たる軽卒のことか﹂
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

﹁古今東西の歴史を閲するに︑勤倹の民は必ず国を起こし︑著

とか︑

修の民は必ず国を亡すのは符節を合わせたようである︒わが国
民も戦争のあいだは上下共に活溌の風があったが︑最近は箸修
が増長するとともに︑陥って柔弱怠惰の風となった︒深く畏れ
て密戒しなくてはならぬ︒ところが世に一種の邪説がある︒人
は世の開けるに従って生活の程度を高くしなくてはならぬ︒そ
れで著修は禁ずべきでないの承か︑むしろこれを奨励すべきで

泊翁は教訓を得る目的で歴史書を学んだと思われるが︑

オランダの西洋史書の翻訳に文久二年の六月すでにとりか

かっている︒文久二年といえば撰夷論の最高潮時であるが︑

﹃百代通覚﹄七冊として完結した︒しかし︑公刊されるに

そういう中にも訳業は続けられ︑五年後の慶応三年七月︑

はいたらず︑西洋史の知識を一般に広めた泊翁の編訳書

﹃校正万国史略﹄はすべて十一巻十冊で︑うちの六巻六

﹃校正万国史略﹄の種本の一つになるにとどまった︒

冊が上古史・中古史にあてられ︑明治五年に刊行された︒

のはさきの﹃百代通覧﹄と米国イマウイラルドの原著を訳

た西洋通史として完結したが︑この編訳書の種本となった

そして明治九年︑近世史の部分が刊行されて︑首尾一貫し

は︑欧米人の衣食住がこちらより美麗なのを見て︑こちらもあ
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ある︑と︒これは人を誤まり︑国を害する言辞である︒世間に
ちらのようにしなくてはならぬと思う者がある︒蓉と倹には定

にいたらず︑現在は訳稿のまま国会図書館に襲蔵されてい

した﹃万国通史﹄である︒この﹃万国通史﹂も公刊される

るが︑﹁日本西村茂樹訳﹂とあるところから︑泊翁が茂樹

則がなく︑皆自己の富の程度に応じて定まるのである︒欧人の
るもので︑著修とするには当らない︒こちらの富はあちらの十

富は日本人の約十倍である︒それで衣食住の美もその富に応ず
分の一で︑表食住の美はけっして十分の一でなく︑あちらの半

古の部を内容とする上編が明治二年に上梓され︑中編は泊

もあった︒全編三十冊に及ぶ膨大な西洋史書であって︑上

翁にはこの﹃万国通史﹄にさきだって﹃泰西史鑑﹄の訳述

アがトルコ領になったというところで中絶しているが︑泊

﹃万国通史﹄の内容は︑上古から中古にいたり︑小アジ

される︒

た明治五年以前︑すなわち明治四年後半期のしごとと推定

と改名した明治四年八月以後︑﹁校正万国史略﹂を編述し

分に達する場合もある︒そうなのに国民に自分の富を増そうと

かがみ

勉める者は少なく︑あちらと箸修を競おうとする者が多い︒ま
ことにこれ以上の危険があろうか﹂

などと論じている︒泊翁がどれほど歴史を鑑と考え︑歴史
の教訓を重んじたかは︑右の数例からだけでも知られるで
あろう︒

○

翁の文部省出仕後の明治九年︑下編は翌十年から十四年に

の強健剛毅の気尽く消磨し︑遂に羅馬の民に其国を奪はる︑羅

民風此時より破壊し︑嬬箸淫逸軽薄較滑の風大に行はれ零国初

民風亦希臓羅馬の民に下らず︑近年以来民の智識日に開け︑工

て︑箸修軽薄は国を亡すの猷毒たること明かなり︑我国古来の

国を減さる︑是に由て観れば︑倹撲剛毅は国を興すの良薬にし

変じて淫蕩嬬修倫薄誘黙の俗となり︑終に日耳憂諸族の民に其

花の域に進む︑然るに此時より民風大に愉菅し︑倹撲強毅の風

む︑国力富盛を極むるの後其民亦智巧を競ひ技術を磨き以て開

に能く東攻西伐彊土を開披し︑天下をして望んで其威を畏れし

馬の初めて起るや其民亦倹撲強毅にして豪爽不屈の気あり︑故

かけて出版された︒フランス革命におけるルイ十六世の処
刑とオーストリアの政情までに及ぶ内容となっているが︑

目次では︑さらに革命の﹁暴威政治﹂から︑いわゆる二月
革命︑第三共和制の成立までを含んでいる︒しかし︑この
明治二年には︑また︑﹃万国史略﹄三巻も刊行されてい

部分は日のめを見ずに終わったらしい︒

る︒これはスコットランド人アレキサンデルフラサルタイ
トラル︵どの×固且①門司届︑①﹃弓旨一角︶の西洋史書の翻訳で︑

べきの甚しきに非ずや︑夫れ工芸技術は太平を装飾するの具に

芸技術大に其等を進むと雌も︑旧来固有せし強毅質直の気は漸

して︑国を維持するの具に非ず︑能く国を維持すべきは唯民の

目録には現代まで七十八節の内容となっているが︑刊行さ
以上のように︑泊翁の西洋史についての訳述のしごとは

為に衰滅し︑今日に至り其弊風頗る希臓羅馬に似たり︑登畏る

﹃百代通覧﹄七冊にはじまり︑﹃万国史略﹄﹃万国通史﹄

一分の著修を増せば一分の倹撲を減じ︑一分の軽薄を増せば一

心術と操行とに在るのみ︑古人日く天理人欲消長を相為すと︑

れた三巻三冊はギリシア史どまりになっている︒

﹃泰西史鑑﹄とつづき︑﹃校正万国史略﹄にいたって集大

て餅立す︑国を憂ふるの士以て如何とするや﹂

分の誠信を減ず︑目今の時虎視耽を其欲遂をたる者我国を環り

成されたと見てよいが︑﹃泰西史鑑﹄の自序に﹁たまたま
泰西史鑑の訳成る︒泰西諸国の治乱興亡の通を観て︑深く

と述べている︒語句は現代の日本人にはいささか近づきが

感ずる所あり﹂とあるところに泊翁の志念がうかがわれる
であろう︒実際︑泊翁は明治六年の冬︑時事に感じて草し

たいが︑明治二年の﹁泰西諸国の治乱興亡の通を観て︑深

る︒泊翁は西洋の史書に諸国興亡の通を学んで︑わが国の

して書かれた文章として︑なっとくのいく内容をもってい

︑︑︑︑

く感ずる所あり﹂という﹃泰西史鑑﹄の自序のあと数年に

た﹁陳言一則﹂︵泊翁叢書第二輯︶に
﹁余西国の史を読象深く感ずる所あり︑又深く畏る坐所あり︑

前途を憂えたのである︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

古昔希臓の初めて興るや︑其民強健剛毅にして国を愛するの心
り其国富盛を致し民の智術日に進み技芸其精巧を極む︑然るに

深し︑故に能く波斯の大敵を破り︑威名を四隣に耀かす︑是よ
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鳥羽欽一

アジアの中の日本人

西欧化した日本人

アジアに珊を争うまでに成長したからである︒

州などを支配して︑〃大東亜共栄圏″のスローガンの下に︑西欧と

日本人にとっての〃第二のショック〃は︑第二次大戦における敗

うほど思い知らされたからである︒再び︑日本人の〃西欧追随〃︑

北であった︒再び︑西欧との〃経済力″における落差を︑いやとい

〃追いつけ追い越せ″運動が開始される︒そして︑今日の〃経済大

〃物質万能″にとりつかれて了ったのではなかろうか︒明治の日本

国日本″が出現することになるが︑この過程で日本人は︑いよいよ

あった︒しかし戦後の経済成長の場合には︑〃日本的なもの″の無

に︑まだ︑精神的に〃日本的なものを〃保持しようという考え方が

人の場合には︑それでも︑〃和魂洋才″といった表現でも判るよう

視・排斥の上に︑物質的進歩が達成されたかの観があるからである︒

明治からすでに百年︑日本は大きな変貌をとげた︒〃脱亜入欧″
たかの観がある︒生活水準はもとより︑生活様式︑思考方法に至る

〃侵略主義〃に対する反省の中で︑日本人が︑〃日本的なもの〃

判らなくなったアジアの心

がスローガンであったとすれば︑今やまさに︑その目的は達成され
まで︑日本人はもうすでに〃明治の日本人″ではない︒

ないが︑精神的に失ったものも少くなかったのではなかろうか︒た

〃物質崇拝″の傾向は︑今日の日本に何を斉らしたであろうか︒そ

を拒否しようとした心情は判るとしても︑それにとってかわった

しかし︑こうした過程で︑物質的に得たものも多かったかもしれ

は大きかった︒長い鎖国の夢の中で全く無知に過していた東西の

戦後の西欧化の過程で︑日本人が著るしく国際化し︑すくなくと

いる︒

れを私は︑〃アジア人としての心″の喪失ではなかったかと考えて

とえば︑幕末期における西欧との接触で︑日本人がうけたショック
〃文明における落差川を︑〃いっぱいの蒸汽船″で思いしらされた

も欧米人に対しては︑長い間日本人が国の中にもち続けてきた〃劣

からである︒そして︑そのショックを日本人は︑猛烈な〃欧米追
あるように︑風俗から宗教に至るまで︑それまでの〃日本的なも

ア人としての国を理解することができなくなったのではないかと︑

の中に苦しんでいる同じアジアの人々に対しては︑逆に︑同じアジ

に西欧先進国と対等になったということから︑いまだに〃貧しさ″

等感川を払拭しつつあることは間違いない︒しかし他方で︑物質的

随″によってリスポンスしようとした︒〃神仏殿釈″がその典型で
の〃を自ら棄て去り︑欧米化努力に専心したのである︒

てよかろう︒日本はアジアにおける唯一の〃西欧型列強″にのし上

こうした効果は︑いまから考えても︑見事なものであったといっ
り︑遅まきながらも海外植民地獲得競争に加わり︑台湾︑朝鮮︑満
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郎

考えるのである︒つまり︑〃脱亜入欧″というプロセスの中で︑単
に物質的にアジアから脱げだしたばかりでなく︑その結果として︑

つ人間としての︑心の交流が失われるのである︒

たとえどのように〃西欧化″したとしても︑日本人は西欧人では

僧し桑と親し象と

このような事実は︑近年アジアの各地で伝えられる現地の人だの

アジア人の心をも失いつつあるのではないかと考えるのである︒

つアジア人である︒そして︑ここ十数年にわたって︑急激にアジア

に進出するようになった日本人を︑現地の人々は︑〃西欧人川とし

ない︒アジアの文化の中で育くまれ︑〃黄色い〃アジア人の肌をも

ては見ず︑同じ皮膚と心をもつ〃アジア人″として受けとめたので

日本人に対する感情︑とくに〃反日意識″の中に︑明瞭に現れてい
に首相に対してというだけではなく︑それまでに急速に拡大してい

る︒田中前首相の東南アジア訪門に際して翠られた反日運動は︑単
た東南アジアにおける日本人の行動・態度に対する︑東南アジアの

西欧企業と比較して異常なほどの成功を収めている︒そしてまた︑

現在︑日本の企業は東南アジアの各地に進出し︑ある意味では︑

ある︒

である︒

人為の反応の︑いわば〃ムキ出シ〃の爆発であったといいうるから
たしかに︑今日の日本人には︑戦前の軍国主義時代にゑられたよ
うな︑〃侵略主義川的な感覚はない︒そして︑できうる限り〃ふり

て帰国している︒こうした事情は︑アジアの現地の人為が︑同じ皮

毎年沢山のツーリストがこうした各地を訪れ︑それぞれに歓迎され

親近感をもつからではないかと思う︒私自身も︑アジアの各地を旅

膚の色をした日本人に︑異った皮膚をもつ西欧人以上に︑ある種の

まき関係″をつくり出そうとする︑〃善意″に溢れた人殉が多いの
も事実である︒私も︑こうした途上国の各地を歩き︑現地での日本
はなく︑それなりに〃善意″の努力を続けている人が多いのを知っ

も︑西欧で暮していた時とは比較にならぬほどの︑親近感を感じた

行しながら︑食事・生活様式の上からも︑また文化・習慣の上から

人が︑ジャーナリズムでよく伝えられるような〃横暴″な日本人で
ている︒にもかかわらず︑今日翠られるような摩擦が生ずるとすれ

の人々の感情の上からも︑また同様なのである︒

しかし︑問題はまさにここから始ったと︑私は考える︒つまり︑

が︑こうした〃皮膚感覚″的な親近性は︑日本人に対して懐く現地

同じアジア人としての〃親し承川で迎えた日本人が︑たとえ皮膚の

ならないＯ

端的に云えば︑今日の日本人が︑アジア人でありながらアジア人

色は同じアジア人でも︑その心はとうに〃西欧化

ば︑その原因には︑〃善意″以外の何ものかがあるような気がして

の心を失った︑余りにも〃西欧化″しすぎた日本人であるところに︑

色い日本人″だということが︑次第に現地の人々に判ってきたと思

のである︒そして︑当時の〃心川で貧しい人為との対話ができなく

まくツーリスト︑〃現地語″を勉強しようともしない在留邦人︑そ

うのである︒たとえば︑〃利益本位″の企業行動︑〃金″だけをバラ

して了った〃黄

たび富裕になって了うと︑貧しかった時代のことを忘れてしまうも

問題の根源があるように思えるのである︒人間というものは︑ひと

なる︒つまり︑うわくはどんなに親切にみせようと︑同じ立場に立
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〃アジア人″の姿であった︒

れは︑どれをとっても︑もはやアジア人とはいえない西欧化した
大都会のうわくは華やかにみえるが︑アジアの国々は貧しい︒ひ

なく︑ヨーロッパの一角に位置していたとすれば︑今日の西欧化し

化〃して了ったからである︒もし今日の日本が︑アジアの中にでは

東アジアの東端に位置している︒そして︑このアジアの一国として

とができるかもしれない︒しかし︑現実の日本は︑アジアもアジア︑

た日本は︑何の矛盾もなく今日のままで︑その経済発展を続けるこ

た〃貧困″と〃無智″とが︑どこにでも転がっている︒にもかかわ

とたび農村か奥地に足を踏みいれれば︑日本人がとうに忘れて了っ

の宿命を逃れるすべはない︒

〃アジア人の心″を失ったアジア人︑もしこのままで日本人がい

らず︑日本人のツーリストはそんなことには目を向けず︑遊びに買

れば︑将来の新らしいアジアの中で︑日本人は孤立せざるをえない︒

物に︑金を琴ハラまく︒日本企業は︑政府の支配層にとりいって︑目

先の利益を追求する︒そして︑アジア人としての〃愛情″にもとづ

〃入欧″によって︑今日までに日本が達成した経済的・技術的成

要なのはむしろ︑〃複亜″ではなかろうか︒

ったのは︑あの時期にあっては正しかったと思う︒しかし︑今日必

たしかに︑幕末・明治期における日本の使命が︑〃脱亜入欧″であ

〃親しみ″と〃憎しみ〃とは︑いわば同じ〃メダルの両面川であ

くような国民レベルの交流は︑まだ殆んど発展していない︒
る︒アジアの人々が〃親しみ″を感じて迎えた日本人が︑実は〃ア

果は︑いうまでもなく︑素晴らしいものであった︒そして今日のア

ジア人の心″を失った日本人であることが判ったとき︑〃親し象〃
が〃憎し承″に変ったとしても︑別に不思議なことではない︒アジ

ジアは︑こうした成果の移植を︑緊急に必要としている︒これまで

一一

本会要領乙号

世界の形勢を察すること

国家の将来を慮ること

︵十項の中︶

ろう︒︵早稲田大学教授︶

そ日本は︑アジアにおける〃永遠の孤児″とならざるをえないであ

〃文明のかけ橋川とならなければならない︒さもなければ︑それこ

ジアに一戻る″とともに︑こうした成果を伝え︑〃西欧とアジア″の

〃得ること″だけに懸命の努力を統けてきた日本は︑今度は︑〃ア

アの今日における〃反日感情″は︑実はこうしたところから醸成さ
れたと考えられるのである︒

アジアの孤児とならないために
今日のアジアは︑大きく遥れ動いている︒もはや︑西欧先進国の
意志で動かされる︑かつてのアジアではない︒しかも︑こうしたア
ナショナリズムは︑当然旧い西欧の体制に反溌する︒今後でき上っ

ジアを動かしている強い基盤は︑新興国のナショナリズムである︒

〃アジア人の社会″となってゆくであろう︒

てくるアジアの新らしい体制は︑西欧とは一線を画した︑新らしい
こうしたアジアの未来の中で︑今日一人異端の存在は︑日本であ
る︒それは︑アジア人でなくなったからではなく︑余りにも〃西欧
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後藤弘

道遠し︑開発途上国

韓国

に恵まれることなく︑失業者の群に入るか︑軍隊に入るしかないと

く︑就職出来る学生は倖せな一にぎりで︑多くの学生は就職の機会

いうことであった︒﹁ベトナム戦争で救われているんですよ﹂とＲ

さんは淋しそうにつぶやいた︒

翌日︑Ｒさんは車を都合してきて︑北滝山のスカイウエイを案内

してくれた︒ソウルの観光コースにはなかった︒このスカイウエイ

は私の気持を爽快にしてくれた︒山中のレストランで昼食をとりな

がら︑韓国の美しい大自然にとっぷりとひたった︒

然し︑箱根スカイラインに似たこの北掩山のスカイウエイも︑日

ーチカや監視哨があり︑偽装した兵隊がトーチカの中で銃をかまえ

ていた︒スカイウエイを通る自動車は殆どなかったが︑この監視兵

本の観光コースとは違っていた︒スカイウエイの至るところに小ト

の送迎はあまり気持のいいものではなかった︒雄大な北滝山の眺望

金甫空港からソウルヘの道は鋪装工事の最中であった︒五年前の
土木工事の中に感じられたが︑ソウルについて﹁日本とは違うな﹂

ころが︑ソウルでは︑いたるところで軍人の姿をみた︒その軍人も︑

この夜︑キーセンパーティに同行の友人達と一緒に行ったが︑日本

﹁日本はいいですね﹂と車の中で云ったが︑私も素直にうなづいた︒

ど︑韓国にはまだ日本の様な平和も言論の自由もない︒Ｒさんは︑

にゆく︒・ハンサンという小舟に果物や農産物をのせてタオカーノン

︑ハンコクの観光では︑朝六時に起され︑必ず水上マーケットを見
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ことである︒日本に次ぐアジアの高度成長国︑韓国の発展の息吹が
ということを肌で感じた︑発展途上のソウルが︑東京に比べて粗け

もこの為に殺かれる︒韓国の壮景の泣きどころである︒

かつての旧日本軍の様な武装した姿ではなく︑トラックに乗ったり︑

金大中氏事件や︑日本人学生の軍事裁判︑詩人金芝河氏の逮捕な

ずりだったならではない︑一つは軍隊のものものしさである︒日本

作業をしたりする軽装の兵隊であったがそれが皆偽装をしているの

何とも悲しかった︒

語の出来ないキーセンが︑一生懸命に日本の歌を歌うのが︑私には

にも自衛隊はあるが︑自衛隊を東京で象かけることは殆どない︒と

々しさは︑東京の機動隊の比ではなく︑何かヒヤリとしたものを感

に︑何となく物々しさと異和感を覚えた︒朴大統領官邸の衛兵の物
じた︒朝鮮戦争の名残りがまだ尾をひいているからであらうか﹁日
た︒当時日本は高度成長の最中にあって日本の学年に就職難はなく

運河に集って市をひらくのである︒後進国へゆけばゆく程︑貧富の

本はいいな﹂と素直に感じた︒もう一つは失業者の多いことであっ

はなく︑学生が企業を選んでいる感があったが︑韓国はそうではな

イ

中卒︑高卒は金の卵といわれ︑大学卒業生も企業が学生を選ぶので

タ

をふいた人家が占鱒と岸辺に立っているが︑生活は実に貧しい︒濁

差ははげしい︒水上マーケットにゆく途中︑ニッパ郡子の葉で屋根
のである︒

ばならないという気風が生れつつあるが︑その様になってほしいも

の海外進出は︑その国の真の経済的独立に役立つ様な進出でなけれ

インドネシヤ

ったメナムの水で水浴し︑洗濯し︑髪を洗う︑しかしメナムの水は
み水をためるのである︒水道のない貧しさが︑昔ながらの生活を今

濁りがひどく飲承水にはならない︒住民はスコールを婆にうけて飲

館の国旗が引きづり降ろされ︑トヨタ自動車工業のジャカルタの営

田中前首相がインドネシヤを訪問した時︑ジャカルタで日本大使

にもなったが︑同時に自由世界第二の経済大国にまで成長をとげた︒

は出来なかった︒タイの場合は想像出来ないことはなかったが︑イ

業所が焼かれたという新聞報道を耳にした時︑私は殆ど信ずること

日も続けさせているのである︒日本は明治百年にして︑公害世界一

て日本の様な工業国になりうるのだろうか︑百年河清を待つという

然し︑ベトナムや︑タイや︑カンボジヤや︑インドネシヤが︑果し

ったからである︒私は田中前首相のジャカルタ訪問の一週間前︑一

ンドネシヤがタイ以上に反日感情が高まっているとは考えもしなか

観光客としてではあったが︑ジャカルタにいたからである︒田中首

言葉があるが︑恐らく百年たっても︑あの水上マーケットは今日の

バンコクに着くと︑これは日本ではないかと見まどう程︑日本の

のすぐそばだったし︑日本航空が隣合せになっている日本大使館の

相の泊ったプレジデントホテルは︑私の泊ったインドネシヤホテル

ままであり︑ニッパ榔子の人家もそのまま続くのではないだろうか︒

ネオンだが︑どのネオンも日本のメーカーばかりである︒日本の海

大メーカーのネオンがきらめいている︒日本語でなく︑ローマ字の

をスマートだったし︑また︑ホテルでインドネシヤ在住の某夫人と

前も何回も通ったし︑トヨタ自工の営業所はその向い側にあり︑仲

開発途中国では見なれた風景なので︑気にとめることもなかったが︑

ふれ︑日本人観光客に老人の乞食が物乞いをする︒こういう風景は

インドネシヤもタイにおとらず貧しい︑仕事のない人為が町にあ

である︒

インドネシヤ人の生活などについて︑話をきいたばかりだったから

食事を共にし︑インドネシヤの事情や対日感情︑在住日本人の生活︑

外進出は日本の企業から承れば当然のことだろうが︑タイ側から承
ではないだろうか︒

れば︑正に日本の大資本にバンコクは喰い荒されているということ

資本は非情である︒どんなにタイ国資本が努力をしても︑日本の
大資本に資本力でも技術力でも大刀打出来る筈がない︒タイに排日
感情が高まり︑田中前首相がバンコクであの様な歓迎をうけたのも︑
開発途上国は︑社会主義への道を歩むより外自国の名誉ある独立

うっせきしたタイ国人の感情が爆発したからであろう︒

し歩き土産店で札びらをきる光景は︑知らず知らずの中に︑現地の

地元の人々にしてみれば︑成金の日本人観光客が肩で風を切っての

人の感情をさかなでしているのであろう︒

をかちとる道はないのであろうか︑先進資本主義国の援助が南ベト
か︑暗い気持にならざるをえなかった︒今︑日本でも︑日本の企業

ナムの歩んだ道を歩むことなく︑自立する道が果してあるのだろう
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とって最大の人生の価値ある行事だからである︒無宗教の私などに

る︒回教徒は一日に五度アラーの神に祈るという︒それが回教徒に

アラーに祈る声が静寂な闇の奥からいんいんと響いてくるからであ

ジャカルタへ着いた夜︑私は夜中に何度も目がさめた︒回教徒の

を覚えた︑あまりに安かったからである︒宿舎はホテルのそばにあ

人に対して支払う給料の額をきいた時︑当初は心底からいきどおり

もウエイターも皆裸足であった︒アメリカ系のホテルのこれら現地

ルに泊った︒従業員の相当数は現地のネパール人であった︒ボーイ

涙程であった︒﹁なぜそんなに安い給料で働かせるのかそれこそ資

り︑衣食は支給するとの事であったが︑それ以外のサラリーは雀の

東南アジアや印度の工業化への困難の一つはこの宗教行事による

た様に﹁給料を上げると働かないで皆休んでしまうのです︒それで

本の搾取ではないか﹂といったら︑ホテルの↓︑ネージャーは当惑し

はとうてい理解することは出来ない︒

仕事の中断であるという︒夜も祈る回教徒に︑ぐっすり眠る日本人

々がここにも存在していたのである︒一○日働けば一月たべるだけ

尾高邦雄氏の︑社会学に伝統主義的人間として紹介されている人

やむなく︑働かなければ暮せない様な給料にしてあるのです﹂︒

並の労働生産性を求めることははじめから困難である︒この問題を
これからどう解決してゆこうとするのであろうか︒

﹁なぜ働かないで眠ってばかりいるのか﹂とたづねたら︑逆に

しまうのである︒

給料をもらうと︑こういう人々はあとの二○日は働かないで休んで

祁子の葉かげに眠るインドネシヤ人に
﹁日本人はなぜそんなに働くのか﹂と言われ

ると思い︑給料がどんなに高くなっても﹁もっと高く︑もっと高く﹂

吾を資本主義にとっぷりとつかった人間は人間の欲望は無限であ

﹁お金がたまるからさ﹂

と足ることを知らない︑慢性金欠病にかかり︑これが︑又︑働く意

﹁お金をためてどうするのか﹂

﹁静かなところに別荘をたてて木かげで昼寝をしたい﹂

然し︑足る知る伝統主義的人間は︑現在の生活を一○日の働きで

欲につながり︑ぐんぐん生産性を高めたのである︒

﹁何だ︑それなら今の私と同じではないか﹂

という笑い話があるが︑この話は話としては面白いが︑一度︑伝染

カト一︑ンズのホテルでは︑休んでもらってはホテルの営業が出来な

維持出来るなら︑あとの二○日は休んで働かないのである︒その為︑

病が発生すると︑何百人も何千人も死んでしまう様な衛生状態の中
にある開発途上国の人々が倖せだとはどうしても見えない︒人間の

だ︒︵日本能率協会常務理事︶

開発途上国の発展のむづかしさは︑こういうところにもあるよう

もある︒日本にもわづかだがこういう人食がいるのである︒

いので︑休まない様に低い賃金に据置くのである︒この経験は私に

生活の最も基本的欲求さえまだ満たされていないからである︒
こうした国だが︑日本並の生活水準に高まるのはいつの日であろ
うか︒

︑不パール
ネ︒ハールの首都カトマンズを訪れた時︑郊外のアメリカ系のホテ
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て土踏まずのところでイチニノ︑と足踏み

する︒始めは少しは捕いが後︑脚がびっく

りするくらい軽くなって実に気持がいい︒

り︑直った︒

冬足が冷たいといっていた八十三の母もや

てきめん

これは立作業の人︑腰かけ作業の人や︑

原理は︑一番血液の循環が悪い所をしげ

不眠症︑神経痴︑頭揃持ちに覗面である︒

きするからで︑全身の血液循琉がよくなる

遠藤幸威
第八日おも湯︵第三日と同丑︶

からだ︒

断食前後の食事法をあげると︑

てもらったところ︑その通りであった︒

時には最初の日と最後の日に医者に採血し

性にかわるからで︑最初十五日間断食した

これで直る︒これは鉢が酸性からアルカリ

炎と成人病と呼ばれる慢性疾患の大部分は

だそうだ︒貧血︑慢性便秘︑肥満︑慢性腎

ると︑断食は〃一番金と薬のいらぬ健康法″

ら十五日

ｌ病気は一生︑断食感巷いぜい十日か

中川先生はこうも言っている︒

ブがきかなくなる︒用心が必要だ︒

思い指先で塩気の物をナメたりするとセー

人が想像する程ではないが︑ちょっと︑と

空腹感は三日月︑四日目が最高で後は他

〃アブハチ取らず″になる︒

一度に平常食にもどしては一週間の断食は

この順序で常食にもどす︒ここが肝心で

日には神田元願寺前︵今の須田町辺︶に移

うことになろうか︒

有は正氏の孫である︒家代だの外科医とい

崎で栗崎流金痕︵外科︶治療を行った︒道

正氏は豊臣秀吉の朝鮮征伐に従軍し︑後長

年の﹃正統武鑑﹄には禄高三百俵︑邸は北

御典医を勤めた名外科医である︒元禄十四

この断食と裏腹な話が﹃道有Ｈ記﹄に出

第九日カュ食と梅干︵第二日と同量︶

断食を思い立った第一日カュ食と梅干

と腹をきめて行えば大方の病気は直る︒

第四日完全断食︵水と番茶だけのむ︶

上野介が浅野内匠頭に斬られた三月十四

栗崎家は出身が長崎で祖先の栗崎左近丞

八丁堀三丁目と出ている︒

道有は元禄四年︵一六九一︶から幕府の

ている︒

︵朝夕一杯づつ︶

断食後には﹁棒踏翠﹂をするといい︒ぼ

の家へ庇の治療に行っていた︒そこへ︑高

り︑そこから神田明神下の酒屋伊勢屋半七

第十日おまじり︑野菜スープ︒

第二日カュと梅干︵前日より少なく︶

くはデ︒ハートでかつた四百円の丸竹を縦割

︑︑︑

第三日おも湯だけ

りにしたものを使っている︒この上にのっ

沼津に断食道場を持つ中川雅凧医博によ

至極爽快である︒毎年一︑二度行う︒

れうかい

つい先日一週間の断食を終って︑ぼくは

I

一週間続ける︐
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ハ
一
一
一
､

ノ

背慨浅シ︒然しドモ三針縫︑仕掛ヶ薬右
同断也︒

家・畠山下総守より手紙が来た︒

ｌすぐ登域すべし

争えん

ここが名医と言われる所以であろう︒

た︒

事実上野介は午前六時前に朝食をすませ

て登城しているから︑八時間程なにも食べ

巻木綿︵ほお帯︶︿幸イ下着ノ白椎子ヲ
引サキ︑随分手ギハ能巻包置テ

ていないことになる︒

とあった︒道有が書状を見たのは一時半
である︒﹁松の廊下の刃傷﹂からすでに二

抑テ部屋中血ニナリタル衣類ヲ吉良挟箱

始め上野介は当番御典医津軽意三︵内科︶

シク見ル程ノ物ヲ︑吉良家来二申付ケテ

二入レサセ︑畳ヘモ方々血流シヶガラハ

に持って行き︑湯漬二椀にして上野介に喰

い紙を二︑三枚貰い︑その中に入れて病人

斎の折だけに︑自分が入用といい坊主に広

この日は勅使奉答日で上下ともに精進潔

・坂本養慶︵外科︶に見てもらったが出血が

ソウジ致サセ⁝⁝

くさせたのである︒いってぶれば︑道有が

はさゑばこ

時間余りたっている︒

止らない︒上野介はしきりに生欠伸をして

そこで面白いのは︑応急手当てがすんだ

道有は﹃治療記﹄に書いている︒

なまあくび

れた︒道有が門番をふり切って登城し︑上

生きた相もなかったので︑道有が呼び出さ

いなければ﹁討入り﹂はなかったことにな

芝居役者らは道有に感謝しなければいけ

ＴＥＬ○三︵二○九︶五五三三

円東京都新宿区歌舞伎町二四番地

食医綜合研究所﹁食医研﹂では︑三
千年の飲食文化の中ではぐくまれてき
た︑おいしくて体に良い中国食を徹底
的に研究し︑これを日本人の口にも合
うようにいろいろと調理工夫をこらし
国民の食生活の中にとり入れようと努
力しています︒そしてこの研究をもと
として病気の予防や治療を行なおうと
考えております︒入会金・年会費各千

﹁食医研友の会﹂への入会御案内

ない︒︵作家︶

﹀○○

告し︑それから台所へ行って︑

後である︒道有は大目付・仙石伯菩守へ報
﹁自分も供の小者もまだ昼食をすませてい

野介を見ると︑﹁源氏のうすよう﹂や︑石

ないから﹂

灰入りの薬が傷口についているが︑血はそ
の薬の上から着物の上︑畳まで流れている︒

﹃治療記﹂の手記の方が面白い︒

といって飯を貰い受けていることだ︒

上野介には全く元気がなく瀕死の状態であ
道有はすぐ気付けの振り出し薬をのませ︑

った︒

いるうちに︑元気がないのは出血のためも

つまり道有は上野介の様子をとくと見て

畠ノ○

とある︒よほど腹がへっていたのである

入元気如ン常二見エル也

焼塩少々相求︑二椀湯漬ニテ用し之トー

ゆづけ

ヲ取り寄セ茶碗二食ヲ入︑湯漬ニシテ︑

ソレョリ吉良気ヲシズメ︑湯呑所ヨリ湯

かたびら

け︑上野介の下着の白椎子を裂いて繍帯に

庇には黄○︵この○は符号︶を伸ばしてつ

した︒

骨切レル︒

治方︑ヒタイ︑マミアイノ上︵眉間の上︶

庇ノ長サ三寸五︑六分︑熱湯ニテァタタ

あるが︑他に空腹のせいもある︑と判断し

メ洗︑小針︑小糸ニテ六針縫︑直ニウス
メチャ︵今のガーゼ︶ヲ付︑フタニモ黄

ほか

○ヲ付ル︒
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支会便り
有田支会講演会
野口明会長先生を迎えて

︵金ヶ江支会長報告︶

野口会長先生長崎地方御旅行の途次︑
有田に御光来を御願いして風薫る四月十
九日午後七時半より深川製磁株式会社会
議室において支部会を開催︒金ヶ江支会
長の開会の挨拶︒皇居逢拝︑国歌斉唱︒
会長先生より西村会祖の御事蹟に就いて
懇篤な御講話があり︑一同に深い感銘を
与へられた︒終って懇談に移り盛会裡に
九時四十分散会︒折悪しく町長︑町会議
員立候補届の前日のため︑会員の多数が
参会出来なかったことは残念であった︒

千葉県東部支会
東部支会役員会を六月十四日︑田部の
たま集会所に開く︒会するもの監事宇井
隆先生︑菅谷治兵ヱ︑宮崎米作︑菅谷静
子︑飯田寅次郎︑菅谷健治︑石井昇の評
議員諸氏︑前評議員の穴沢健児氏︑婦人
部会長の遠藤里う先生︑同幹事長野平富
佐子氏で︑協議前に新任評議員を委嘱︒
日本弘道会において祝福を享けた当支会
の功労者穴沢氏に寿昌状と木杯を伝達︒
石橋香峰支会長より日本弘道会第七十三
回総会の重点事項や︑支会の来歴や︑そ

の後の事務報告を了し︑当年度の計画方
針等を協議後︑懇談会︒席上穴沢氏の希
望で寿昌杯を各自へ廻して︑杯起しを祝

福した︒︵東部支会報︶

オクラ

その健康の秘訣は何か︒第一が腹八分︒
第二が鵬下丹田に力を入れる︒第三寝た
時腰の廻りを手の平で百遍なでる︒第四
くよくよしないと承った︒この第四は常
人にはなかなか六ケしいことであるが︑

ムカエジテ

セ

博士は白寿祝賀の記念の色紙に﹁不し賂

ものである︒︵渡︶

不し逆膳而不レ蔵﹂︵すぎたことをくよ
くよしない︒取越苦労をしない︶の荘子
の名句を書かれ︑さらに︑
ながいきは恥多しとは誰かいふ
老いたればこそこの喜びを
と詠まれたが︑私はこの至人の境地もこ
めてのものと思う︒私達もあやかりたい

松江支会総会並に
特別講演会

で桜井事務局長︵市公室長︶講師を紹介︒

編集兼
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昭和五十年八月三十日発行

昭和五十年八月二十五日印刷

弘道売価一冊金百五十円

滝川君山博士の顕彰碑除幕式のために
ご来江の野口明会長先生をお迎えして︑
七月廿四日午前十時より市立松寿園にお
いて総会並に特別講演会を開催︒斎藤支
会長︵市長︶挨拶の後︑昭和四十九年度
決算並に五十年度予算審議承認可決次い
野口先生は炎暑の折柄汗を拭きながら
一時間余に亘り日本弘道会と松江支会と
の関係︑会祖西村博士の偉業等について
熱心に講演せられ︑会員は皆感銘深く聴
講︒正午前盛会裡に終了︒役員諸氏には
本会創立百周年を控えて特に新会員の募
集方を依頼︒支会理事田中俊夫氏から秘
蔵の西村先生揮墓の大幅を永久保存のた
め日本弘道会に寄贈されるとのこと申出
があり︑野口先生は明年の創立百周年記
念事業計画中のこととて非常なお喜びで

あった︒︵沢村暁之助理事長報告︶

編集後記

本会顧問の宇野哲人博士は昨年二月数
えの百歳でご逝去︒お名前のように漢学
界の哲人︑長寿の鉄人とうらやまれた︒

諸梢戦況署

現金定価一一○︑○○○円
但回月賦定価一二○︑○○○円
劉回月賦定価一三○︑○○○円

Ａ５判・全通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・特漉上質紙

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

内容見本送呈

べく本辞典を購入した︒

▼会社員・四十二才
期待通りの素晴らしき︒

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

の慈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

に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞

漢字漢語談義

四六判・上製定価一︑○○○円

の人口に膳灸した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩

﹁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

禰です︒

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︒

まつわる史実や伝説について﹃大
漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

九自分の余技にも活用す

▼公務員・四十六才
長男大学合格の祝いを兼

︵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

振替／東京40504

大修館書店

東京都千代田区神田錦町3−24

■漢和辞典の最高峰″

●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

