艶ｒ瓜﹂Ⅱ匿い巻第八百六十

昭卯五十一年二月二十九日発行

仁n

石

第860号
法と道徳

特集

日本国民の原点に立つこと
く井手成三＞

法律と道徳
＜野口明＞

法律は最少限の道徳
＜鈴木動＞

ロッキード事件の意味
＜木下広居＞

l2
月
号

昭和51.

章

銘４

凸 B
ヂ

阜

篭鯵
白

日本：弘道

苧

︽蚕

r東涼尋

廻りフノ

富士山
自■︑ユノグ

石川丈山
二ルノ

神竜棲老洞中淵

︿クノハシノ

仙客来遊雲外嶺

︑岬駆瀞譜

〔編集後記参照〕

白扇倒懸東海天

瀞
蕊鶴

雪如二純素一煙如﹄柄

日一･･･屯｡,‑.一切胃?,::衿溌…ーF■･妙津,−，･全,理.… ‑脚.･ら…,司噌､再ﾏ シ淀錘』"汗 砧‑J､恥･』韻坤L･弓…錨….̲.̲.̲ﾛ,･荘李･･鐸醒ﾛ
託41邸･喪稚1秀姫弼･････砧▽,，.｡
随

蕊蕊議蕊

零弓

昭和51年1月16日午前11時7000米の上空より日航機にて渡辺写

社団法人日本弘道会定款抄︵昭和四四年七月二八日改正認可︶

第一章総則

第一条本会は︑日本弘道会という︒
第二条本会は︑事務所を東京都千代田区西神田三丁Ⅱ一番地六号におく︒

第三条本会は︑昭和九年三川十九Ｈ西村茂樹によって創立され︑大正三年三

第二章目的及び事業

月六日民法第三十四条によって主務官庁より認可された社団法人である︒

邦人の道徳性を進め︑国民の自主性と品位を高くすることを目的とする︒

第四条本会は︑巡徳の尊厳性を認め︑Ⅲ気机寄り本会の要領を実行し︑以て

第五条本会の要領を︑左の如く定める︒

要領甲号要領乙号

良心に忠なること実行に列なること国家の将来を慮ること

皇室を尊ぶこと国法を守ること世界の形勢を察すること

考えを合理にすること情操を美しくすること国家の経済を知ること

学間を勉めること雌服を増進すること政治の良否を観ること

家内和睦すること隣人相助けること教育の適否を考えること

信義を守ること秩序を重んずること道徳の団結を固くすること

職業を励むこと国益を図ること教化の普及を図ること

信教は白山なること迷信は打破すること正諭を張り邪説を破ること
我国の悪習は断つこと美風は存すること国民の風俗を改善すること
外国の美風は採ること悪習は排すること社会の制裁を作ること

第六条本会は︑そのⅡ的を達成するために︑左の事業を行う︒
一社会教育に閏する識演︑識習及び本会趣旨の普及に関する事項
二時代の風教及び思想の調査研究に関する事項
三雑誌その他社会教育上必要な図書の細報︑発行及び本会文庫に関する事項

四その他本会の目的を遂行するに必要と認める事項
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天皇陛下の
ご訪米インタービューについて

鈴木一

私にいわせれば陛下のお答は︑正に

そのものズバリでそこに一点の疑念や

矛盾を云々する余地のない御立派なお

は若干の解説を加えないと却って陛下

答と存ずるのであるが︑しかしそこに

をお煩わせするようなことになりはし

ないかと心配するものである︒あの簡

両陛下が今回外交以上の外交を︑そ

ある︒

か私は残念でならない︒問題はこうで

説を︑宮内庁は何故用意しなかったの

明なる陛下のお答について必要なる解

のお人柄により美訴になし遂げられた

陛下のお答に﹁終戦の時は政府の意

である︒

ことに対しては国民誰一人として賛辞

見がまとまらなかったので︑私の意見

私はご承知の通り幾林省出身者であ

理の秘書官四ケ月をつとめ︑宮内庁に

局長から終戦内閣の大命を拝した父総

いて今更駄弁を加えることは少しもな

を惜しまぬものはないのでこの点につ

るが︑どういう運命のいたずらか山林

六年︑外務省と法務省を合せて四年入

には確かにご一記憶があると思う︒そこ

があったことを︑テレビをご覧の皆様

国管理の責任者となり︑再び農林省に

による一問一答のインタービューにつ

で終戦をきめた﹂﹁開戦の時は憲法に

いてである︒あのような陛下直き直き

で端的にいって一般人は︑あの戦争を

従ったのである﹂という意味の御発言

に五年を経過したのである︒私の七十

のお言葉をアメリカ向けでなく︑われ

おやめになれた陛下がどうして開戦を

い︒唯私の今触れたいことは御訪米直

四年の半生を通じ僅か三年半ではあっ

われ国民に直接にして頂ければ更によ

おとめになれなかったかという疑問で

前に行われたアメリカ記者とのテレビ

たが︑侍従次長として両陛下の側近奉

かったのではないかとの意見も︑勿論

みのるＯ

にあること六年︑そして今取引所に既

仕の経歴は︑何人にも許されざる比類

あり得るこであるが︑このことよりも

戻って日本中央競馬会の初代副理事長

なき体験を恵まれたのである︒そこで

私のいわんとする所は︑陛下の戦争責

った﹂と仰せられているが︑これにつ

陛下は開戦について単に﹁憲法に従

ていささか愚見をご披露することは︑

任に対するお答のくだりである︒

ここに両陛下のアメリカ御訪問に関し

私の義務であるとさえ思われて来たの

（2）

ゴ

と私は考える︒一つは憲法︵帝国憲法︶

いて二つのことを解説する必要がある

さて六日の当日には依然として原案

せば︑それはスターリンやヒットラー

し拒否したり修正したりすることを許

を裁可せざるを得ないのであって︑若

れは西園寺元老始めかねてより憲法の

がそのまま置かれ︑陸海軍大臣から説

は従とするものと解すべきであろう﹂

になっている陛下は︑簡明に﹁開戦の

解釈についての厳格なる説明をお聞き

明があり二︑三の質疑の後︑原嘉道枢

旨を質問したのであるが︑その通りで

時は憲法に従った﹂と仰せられたので

では陛下に拒否権がないということ︑

皆様もご承知の昭和十六年十二月八

あるとの答えによって原案は一宇の変

帝国憲法は﹁天皇︿神聖ニシテ犯ス

のような専制政治というべきものとな

日の真珠湾攻撃に先立つ九月六日︑国

更も加えられることもなく決定とな
り︑十二月八日を迎えることとなった

ヘカラス﹂という一条がある︒これを

り︑立憲君主制とはいえなくなる︒こ

策決定に関する御前会議が宮中で開か

のである︒しかし陛下は大変御不満の

﹁この案は外交交渉を主とし戦争準伽

して明日の御前会議の原案を内奏した

れた︒近衛首相はその前日宮中に参内

御様子で︑明治天皇の御製﹁よもの海

密院議長が陛下のご趣旨に副うべく︑

のである︒その案は第一項に米国に対

学者は天皇無責任の原則という︒即ち

モニーであったということである︒

して戦争準備に入ること︑第二項にこ

みなはらからと思う世になど波風の立

天皇に責任を負わせてはいけないとい

もう一つは御前会議というものはセレ

れと併行して外交交渉を続けることで

ちさわぐらん﹂を御朗詠になって暗に

日本の国政上に生かされたこと即ち陛

下が責任を負われたことが二度あるの

、 O ノ

ある︒

あった︒

う意味である︒しかし陛下の御意思が
なかったのである︒

御前会議は︑畢寛セレモニーに過ぎ

平和に徹する旨を諭されたのである︒

陛下はこれを御覧になって︑これは
順序が逆ではないかと仰せられた︒そ
れは飽く迄外交交渉を進めること︑ど

内閣はその機能を失ったので︑陛下は

てある︒一度は二・二六事件の折岡田

﹁叛乱軍を討伐すべし﹂と仰せ出され

そこで憲法の解釈上憲法上の諸機関
が決定して差出したものに対しては︑

たのである︒もう一度は終戦時所謂聖

うしてもやむを得ない時に戦争準備に
入るとすべきではないかとの意味であ

リカ大統領の議会に対する拒否権の如

断方式による終戦の決定である︒それ

天皇に拒否権がないのであって︑アメ
きものは認められないのである︒陛下

以外は陛下は僅かに時折の御歌などに

い陸海軍両総長に早速連絡︑両総長と
も陛下の仰せられる通りである旨をお

としてどんなに御不満であってもこれ

ろう︒近衛首相は仰せごもつともと思

答えして引き下がった︒

／ の 、

れるに過ぎなかったのである︒

よって国政についての御感想を述べら

れて︑この聖断に基きポツダム宣言の

ある︒一時中止していた閣議は再開さ

熟知している者がいないのかも知れな

めても︑戦後三十年或は当時のことを

ニーであったことの解説を宮内庁に求

に拒否権なきこと︑御前会議はセルモ

しからぱ終戦時の御前会議とは如何
の手統きをとったのである︒

受諾の決定となり︑形式上は更に裁可

ち総理大臣︑陸海軍大臣︑両総長︑外務

理の奏請による最高戦争指導会議︑即

レモニー会議と全く異り︑第一回は総

クト・ツーという言句の解釈につい

の指揮下に入る﹂という所謂サブジェ

答が﹁天皇の大権は占領軍最高司令官

第二川の御Ⅲ会議はアメリカ側の回

る次第である︒願わくは私の老婆心を

出るの外機会ある毎に人にも話してい

私の責任の重大さを感じ宮内庁に申し

い︒その意味で当時の総理を父に持つ

なるものであったか︒それは従来のセ

大臣の六人の外枢密院議長を加え陛下

人ノ事業ヲ為スニ︑其心正義二出デズ︑

事業と正義西村茂樹

︵本会評議員日本馬術連盟理堺炎︶

諒とせられよ︒︵十月二十七日記︶

て︑国体護持に不安ありとして論議が
中よりお召ということで最高戦争指導

再開したのである︒閣議中途にして宮

議を尽し︑総理は立って﹁御覧の通り

会議の外全閣僚を含めての御前会議と

ム宣言を受諾すべきや否やについて論
三対三︵受諾を可とするもの東郷外務

なり︑再度御聖断を仰いで︑それに基

専ラ名利ノ欲二動カサレテ之ヲ為ス者

すこととなり︑憲法上は許されざるこ

ね﹂と二度迄もねんごろなるお言葉を

くやってくれたね︑よくやってくれた

総辞職をお願いに出た時︑陛下は﹁よ

ヲヤ︒余︿世間ノ所謂偉人又︿名士ナ

国ヲ病マシメ民ヲ苦マシムル者二於テ

０００

トモ有道者ヨリ之ヲ見レバ︑狂人ノ妄

と︑総理はもとより死を覚悟の上なら

頂いたのであった︒考えて見ると陛下

、 △ 士 ノ

の御前で開かれたものである︒ポツダ

大臣︑米内海軍大臣︑平沼枢密院議長︑

いて終戦を見たのである︒

かくの如くセレモニーに非ざる御前

否とするもの阿南陸軍大臣︑梅津参謀

会議による聖断方式は︑拒否権を認め

動スルト同ジク︑一モ観ルー足ル者ナ

総長︑島田軍令部総長︶となって議論
が分れました︑この際陛下の御聖断を

ざる憲法に抵触することなく︑陛下の

シ︒況ャ其事業︿至小ニシテ︑徒ラニ

○○○Ｏ

仰ぎたい﹂と︑総理自らの意見を何等

のであった︒父総理が八月十五日内閣

御意思を国政に反映することが出来た

ハ︑仮令驚天動地ノ大事業ヲ為シタリ

のである︒これこそ責任を陛下に負わ

述べることなく陛下の御意見を伺った

では考え得ざるものであった︒かくし

ル者二雛ラザルコト多シ・

て日本の運命は滅亡より救われたので

r ィ 、

つ労一

三灘溌睡淫睡篭睦

幸にしていろいろな問題が起こっているようですが︑昨日の勢

るような生かして淋しいです︒

力家も今日は落塊︑まことにこれらの古辞がそのまま生きてい

龍は全体としては︑瑞兆とされていますｃ﹁麟鳳亀龍之を四

ともいわれています︒しかしこれほどめでたい有名な龍なので

韮と詔う﹂︑また﹁有鱗の虫三百六十︑而して蚊龍之が長たり﹂

ひげ

すけれども︑さてその真の姿は誰に尋ねてゑてもよく知ってい

の指が五本ある︑というのはほとんど一致した意見なのです

る者はありません︒角があって︑鱗があって︑鷺があって︑足

のどもと

さかうろこ

が︑それ以外の点については︑あまり多く知っている人はない

のです︒龍の喉下に一尺四方くらいの逆さ鱗があることです︒

を身につけて遊んでいる︒そこで小さくなろうとすれば蚕蛾の

といわれていて︑とにかく龍と伽とは変化の多いものと考えら

六を陰の数としており︑肌が龍門の滝つ瀬を上がると龍となる

これほど神通力のある龍でも勢いを失えばただのもの︒だか

おし︑胎は産婦や婦人の月経不順に宜しいと記されています︒

ごとく︑あるいは寝小便などを止めるにもよく︑脳は下痢をな

す︒﹃本草綱Ｈ﹄などを兄ると︑龍の骨や角は補腎の特効神の

（5）

もしこの鱗に触れるものがあったら最後︑龍は凄まじい勢いで

でしょう︑中国では天子の怒りに触れることを︑﹁逆鱗に触れ

げきりん

怒りだして︑生かしてはおきません︒これから思いついたこと

はまた六六の数にあたるわけです︒易においては九を陽の数︑

ます︒これに対して鯉の鱗は三十六枚あるそうですから︑それ

龍の鱗が八十一枚あるというのは正に九九の数にあたってい

る﹂などといっています︒

く能く巨に︑能く短く能く長し︒春分にして天に登り︑秋分に

如く︑大きくなろうとすれば天地を入れる︒また上がろうとす

ら﹃楚辞﹄の中に﹁神龍も水を失いて陸居すれば︑峨峨︵ケラ

龍は胎生だそうでその全身はすべて薬用になるとのことで

れています︒

やアリ︶に裁せらる﹂という句もあります︒近頃︑中国では不

威力のあることをかいています︒

れば雲をも凌ぎ︑沈もうとすれば黄泉に伏す︒などと恐ろしい

かいこ

して淵に潜む︒﹂と川ています︒また﹃符子﹄には︑龍は五色

おおい

す︒﹃説文﹂には﹁龍は鱗虫の長︑能く幽に能く明に︑能く細

龍はもともと想像物であるだけに勝手なことが書かれていま

立は茄の打略であり音符として川いられています︒

一毒職蕊謹撰延蕊珊

一
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龍誕といえばかんばしい香の名ですし︑龍の舌︑つまり龍舌

く沢畔に吟じ︑ついに旧羅の水に投じて死んだのです︒そこで

て謹言を蒙って放逐の身となり︑顔色惟伴︑形容枯稿︑行く行

せん

はクサ餅でおいしい︑龍井といえば中国の名茶︑このように龍

ぺ︲当胃つ

と美味との関係もありますから︑﹁龍を烹︑鳳を抱る﹂といえ

ろうというので︑年を竹筒に米を入れて泊羅の水に投じ︑屈原

楚の人々はこれを哀しみ︑屈原も淵の中では食物に不自山であ

あぶ

ばめずらしいご馳走の意味ともなります︒

にも職えられます︒﹁龍は君なり﹂というのは古い辞書﹃広雅語一

を下さるのはありがたいのだが︑実はそれは象んな岐龍に食べ

︵屈原の官名︶だ﹂という男が瓢然と長沙に現われ︑﹁年々米

を祭っていました︒ところが漢の建武の頃︑﹁私は三間の大夫

などの説明であり︑﹃易儒一などでも︑龍徳といえば天子の徳と

られてしまう︒だから今後は︑鮫龍の嫌いな笹の葉でその上を

ー

＝

一

龍は霊物であると考えられていましたから︑おのずから君主

なっています︒龍顔といえば天子の顔︑龍焔といえば天子の駕

塞ぎ五色の糸でそれを縛ってもらいたい︒﹂といって︑また影

ちまき

となるのですが︑もっとも天子だけではなく︑三国時代弱漢の
が

のに︑笹の葉に米を入れ︑これを五色の糸で結んで称を作るよ

のように消え去ったそうです︒これ以後︑中国では屈原を祭る

さいよう

ましたし︑後漢の察僅は常に一斗の酒を飲んで路上に酔うてい
たので酔龍といわれました︒一般的に君子人もしくは優れた人

い︑屈原に厄を与えさせまいとする意からでしょう︒我が国で

うになったのです︒笹の葉と五色の糸とで龍神をまずおいはら

浦烏太郎が地にのって龍宮に遊び︑おとひめさまの寵愛を得

（6）

忠臣で久しく野に隠れていた諸葛孔明は﹁臥龍なり﹂といわれ

材をも︑龍翰鳳翼と呼んでいます︒何にせよ︑龍は霊物ですか

の糸は五月のぼりの五色の吹き流しとなっています︒全く屈原

も五月の端午の節句には椋を作ることになっていますし︑五色

との関係からの行事であり︑五月五日がちょうど屈原の命日に

龍の性質は極めて棒猛鰯悪なものですが︑かわいらしく子供

ら︑上は天子︑下は偉人傑士と関係するのでしょう︒
らしい半面をもっているように伝えられています︒﹃爾雅翼﹄

龍が栖んでいたという伝説があって︑私の子供の頃までは︑

私の郷里下田村の山奥に雨生池という池があり︑昔そこには

マ副イガイケ

当たっているのです︒

むかで

の説明ですと︑玉を愛し燕の肉を塔んで食べるということで︑

をもととしてこんな話が伝わっているのか知りませんが︑とに

大早が続いた時には必ずその池にお参りして︑雨乞いをするこ

嫌いなものは︑鉄と娯雌と︑笹の葉と五色の糸だそうです︒何
かく龍の習性に関するこの説は︑中国の人には一般に信じられ

とになっていました︒

ひでり

ているのです︒そのために︑雨乞いをしようとするものは燕の

て︑月日の移るのを忘れたという話があり柳子薙は成都の役人

肉を川いよ︑水忠を鉱めようとするものは鉄を用いよ︑水を渡
ろうとするものは燕を食べるな︑というような迷信もできてい

となり︑龍女と夫婦になり︑ついに水中の仙人になったそうで

す︒このように不思議なところを龍宮といったのでしょう︒

ます︒

楚の屈原は主君懐王を諌めましたが︑謀用いられず︑かえつ

垂
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夏の謁王が揚子江を渡るときに黄龍が現われ︑瓜の舟を負う

じうす︒龍は陽巾の陰虫︑雲と類を同じうす︒﹂ともいわれて

う﹂と出ています︒それにまた﹁虎は陰中の陽獣︑風と類を同

います︒との思想はたぶん漢代頃からでしょう︒﹃准南子﹄の

て覆えそうとしたので︑舟中の人は祥おそれおののきました

中にも﹁虎剛いては谷風生じ︑龍挙りては景雲属す﹂という句

し︑﹁龍虎之争﹂﹁龍虎相神﹂といえば︑両雄の争いの意になり

もあります︒﹁龍化虎変﹂といえば︑変化の甚だしいことです

絵ではありませんけれども︑龍虎を並称した言葉はいくらで

うそぷ

子となり︑力をつくして万民のためにしている︒いま龍が我が

が︑瓜だけは平然として︑天を仰ぎ︑自分は命を天に受けて天

があり︑龍虎の画題の起原はこの辺にあるのでしょうか︒

やもり

舟を負うのは︑我を殺そうとするのか生かそうとするのか︑と
とき高は﹁生は寄なり死は帰なり﹂といったそうです︒これは

ます︒﹁龍頭蛇尾﹂は始めの元気にも似ず終りに元気を失うこ

龍を見ることあたかも姫艇のごとくであったといいます︒その
﹁我友が生きているのは︑この世に寄寓しているようなもの︑

北碗時代の石仏が川に沿った全山に刻まれている龍門は特に

と︑俗語の﹁あたまでっかち︑尻すぼり﹂です︒

吟うつ

死こそ往きどころに帰るのだ﹂という生死を超越した名言で
﹃説苑一では︑⁝⁝昔一匹の白龍が淵に下って︑魚に化けて

す︒

この辺はもとは伊川の岸の断崖が烈しいので伊隅といってい

いて︑雲岡の石仏と共に世界に誇る中国の大美術といえます︒

有名で︑大きいのになると奈良の大仏に匹敵するものがいくつ

って天帝に訴えましたが︑静かに事の仔細を聞いていた天帝

ましたが︑川底にも断層があり︑海や下流から上ってくる魚な

遊んでいました︒ところが漁夫がやってきて︑本当の魚だと思

は︑魚を漁るのは漁夫の職紫だ︒魚に化けていたキサマがその

どもそこまではくるがそれ以上は上れない︑だが中には抜群の

かありますし︑そのほか大小幾百千の仏像が浮き彫りにされて

禍を受けるのは当然のことだ︑と叱りつけたので︑さすがの白

力のある魚がいて︑その難所を飛び越える︑するとそのものは

いその目を射たので白龍は大いに怒って︑さっそく上天にのぼ

龍もしかたなく泣き寝入りをしました︒呉の王さまが身分を忘

と

れて無頼の民と酒を飲んで遊んだ時に︑忠臣伍子骨はこの例を

ものだそうです︒昔は有名な塾なり学校なりに入学すると︑そ

神通力を得て龍となる︑という信仰からここを龍門と名づけた

しよ

臣其の予且︵漁夫の名︶の忠あらんことを恐る﹂といって諌め

れも有名です︒

︵特別会員東教大名誉教授文博︶

龍門には石仏のほかにたくさんの六朝文字が刻まれていてこ

が︑それもこの龍門に登る意味なんでしょう︒

れを足場として出世する︑そこでこれを登龍門といいました

引いて︑﹁今方乗の位を棄てて︑布衣の士に従って酒を飲む︒
ています︒このようなことは誰でも心得ておくべきでしょう︒
水墨の古画などに︑よく虎と龍とを合わせて描いたものがあ
りますが別に故事はないようです︒ただ龍も虎も共にすぐれた

ものですから︑対照的に画題としたものだと思います︒古く
﹃易﹄の﹁乾の卦﹂にはすでに﹁雲は龍に従い︑風は虎に従
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︹法と道徳︺特集１

日本国民の原点に立つこと

法と道徳︒何れも人間生活の規範である︒

法律は国の統治権を権威として実行が保障せられ︑道徳
律は各人の良心を権威として実行が保障せられる︒則ち︑

︑︑︑︑︑

井手成三

︑︑︑︑

然らば︑何がよりよいか︑何がより高いか価値判断の基

各人の持つ人生観︑国家観の相違によって何が有価値か︑

準が問題なのだ︒

わたってと言った方がよいかも知れない︶︑公私生活の混

でない︒定かにし得ないところに︑今日︵過去から未来に

乱︑悲劇が生じているのである︒何が正か︑何が是か︑何

何がより有価値か︑更には何が反価値か︑その基準が定か

法律は現実に各人が守れる筈の︑それが故に国家の権力

自律的である︒

によっても各人に守らせなければならない一定の線を劃す

り︑対立となる︒両者に共通のものさしがない限り︑容易

が善か︒それぞれの人の有する価値観の相違で︑論争とな

各人にとって︑前者の遵守は他律的であり︑後者の遵守は

るものであるが︑道徳律は各人の格別の精進をまたずとも︑

より多くの営養をあさり︑雌雄の生殖細胞の合致を求める︒

えられ︑誰から命ぜられなくとも︑よりよい環境を捜し︑

﹁蝶﹂も︑﹁めだか﹂も︑﹁雀﹂も︑﹁鼠﹂も︑誰から教

して含まれる︶の本能がある︒

生物には︑種族繁栄︵自己保存︑自己充実もその根底と

筆者は︑一つだけそのものさしがあると思っている︒

に相手方を説得し得ない︑納得せしめ得ない︒

現実に守り得る線よりもより高いものを常に希求し統け
る︒かくの如くして︑人間社会の規範として︑法律は︑逆
徳律の向上を︑後追いし後追いして規範を実行してゆくの
正な法律とは言えない︒道徳律は根であり︑幹であり︑法

が筋である︒法律は道徳律に裏付けされていなければ︑適
律は枝であり︑葉である︒

法も道徳も︑よりよい︑より商い人間生活をⅡ指す規範
であるべきことには︑誰も異論はなかろうと思う︒
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I

人間も︑生物の一種属として︑この本能から離れられな
この本能の達成に適合する︑これをよりよく充足するも

い︒

のが︑人類にとって有価値であり︑善であり︑正であると

人類の全体としての繁栄を求める︒このことが最高の生

物であり︑﹁考える﹂生物であり︑有理性という特徴をも
つ人類の理想である︒

このような人類理想希求への人間の営みは具体的な場で

実践されているし︑具体的な場と切り離しては実現できな

かな生活内容をもちつつ︑種族をふやしてゆく︒このこと

かで最も効率的に行われている︵国連というような全世界

隣組︑町村等の地域集団︑そして国家という民族集団のな

夫婦︑親子︑親戚の血縁集団︑会社工場等の事業集団︑

いＯ

が人類永遠の理想である︒いろいろの事物は︑このことに

的な機構も︑その役割も補充しようとしているが︑実効は

人間が文化︵物心両面にわたって︶を向上し︑よりゆた

思う︒

合致するか否かによって︑有価値か否かの判断がなされる

後年と︑より充実した人Ⅲ生活内容実現をめざす︑すなわ

で︑全員が力を合わせて︑今日よりは明日︑明年よりは明

まず︑一血縁集団︑一事業集団︑一地域集団︑一国家内

未だしである︶︒

べきであると思う︒

電気の活用ｌこれは生活内容の向上を人類に与え︑この
もろの条件をつくり出した︒エジソンは英雄であり︑人類

限りある地上により多くの人間が栄え︑ゆたかに住むもろ
の恩人である︒種痘方法を創始したジェンナー︑無限の未

ち文化を向上する︒お互いに他の集団と競い合い︑助け合

これが現実の人類発展の姿である︒全人類の全体の発展

類の文化の向上に結集されてゆくのである︒

ってなされる地球上の全集団の文化の向上の総和が︑全人

来を人類に開いた宇宙開発プロジェクトチーム︑みな然り
である︒

キリストの愛が︑釈迦の悟りが︑有価値か否か︑みなこ

による人間の営みを離れての︑もしかしたら遊離しての考

だからといって︑具体的な家族︑事業体︑地域社会︑国家

のものさしで定まる︒身近かなことで︑﹁フリー・セック
ス﹂と﹁純潔﹂︑﹁親孝行﹂と﹁親不孝﹂︑﹁死刑の存廃﹂︑

る︒民族の成り立ち︑その特性︑単一民族︑多民族︑歴史︑

各国は︑何れも具体的な民族からなる具体的な国家であ

え方は空理に過ぎない︒

﹁安保体制の是非﹂も︑このものさしで測らるべきである︒

人類の理想は︑おのれひとりだけ︑その子孫だけの繁栄
でなく︑人類が全体として︑ゆたかな生活内容をもちつつ︑
この地上にふえてゆくことなのであるｃ

（9）

伝統︑地理的位置︑資源の分布︑時代時代による内外環境︑

教育の普及度︑産業構造等々具体的な要素を抱えた具体的
その国の具体的条件に応じて︑各国の政治には︑各国民

な存在なのである︒

の生活には︑その国の︑その国民の物心両面の向上に最も
適切な実効的な形態があるべきは︑当然のことである︒

他のどこかの国で︑その政治体制で︑その国民生活倫理
で︑好ましいとされているからと言って︑採長補短はもと

忠臣ト功臣

西村茂樹

余嘗テ謂ヘラク︑国ノ興ル時︿功臣アリテ忠臣ナシ︒国ノ亡

ブル時︿忠臣アリテ功臣ナシ︒支那歴代ノ諸朝ヲ見ルー︑漢

ノ太祖︑唐ノ高祖︑朱ノ太祖︑明ノ大祖ノ興ル時二出シ名臣

民が︑これを過重乃至は偏重評価し︑猿真似式に︑自国の

史可法ノ如キハ何レモ忠臣ニシテ功臣二非ザルナリ︒蓋シ国

二出ダル裡義︑諸蔦亮︑張巡︑二顔︑文天祥︑張世傑︑鄭成功︑

勇将ハ︑何レモ功臣ニシテ忠臣二非ザルナリ︒其衰亡スル時

公私生活の規範に採り入れようとする試桑が︑国家の発展

ノ将二興ラントスル時二附随スル者︿︑皆功名富貴ヲ以テ心

より結構であるが︑具体的な条件を異にする他国が︑他国

向上に︑国民の幸福増進に結びつくかと言えば︑逆であろ

トスル者ニシテ︑其智勇ハ人二過グルト雌モ︑心中道義ノ念

既二傾キ復之ヲ如何トモスルコト能ハズ︒遂二身ヲ以テ国二

ルコトナシ︒其智勇敢テ創業ノ臣二劣ルー非ザレドモ︑気運

ラズ︒其胸中唯其君国ヲ保全セント欲スルノ外︑一モ他念ア

忽チ其主二叛クコト掌ヲ反ヘスガ如シ︒亡国ノ時ノ忠臣︿然

ツルコトヲ得レドモ︑若シ少シク意二満タザルコトアラバ︑

ヲ存スル者︿甚少ナシ︒故二能ク新主ヲ助ケテ創業ノ功ヲ立

う︒我が国における現実の事例として︑占領下のアメリカ
式民主主義体制の過重評価︑そしてこれへの随順︑迎合︑
その後︑昨今に至るまでの社会主義国家体制の偏重評価︑
そしてそれへの傾斜追従が︑これを実証している︒

我が国の現状は︑公私生活にわたって︑価値判断の基準
をめぐって混迷を極めている︒日本国の︑日本国民の原点

殉ジテ己ガ道ヲ尽クス者ナリ︒此ノ如キハ独り支那ノミナラ

に立って︑何が正か︑何が是か︑の判断の基準を確かめる
信ずる︒

ズ何レノ国ニモ亦之アリ︒本邦ニモ古今此実例甚多シ︒

ことが︑われわれにとって緊急且つ根本的な事項であると
︵特別会員元文部次官︶

（10）

︹法と道徳︺特集２

に︑各人の利害欲望を調雛する必要上自然に案出した機能

人類が原始時代から今日の複雑な社会生活時代になる迄

｜法律も道徳も社会生活の規準

叡智からして之に成功する日は必ず来ると思う︒其の時期

との提携は勿論のこと︑宗教の協力も必要であり︑人類の

する態勢を実現するであろうと思う︒それには道徳と法律

それよりも利害の打算からして︑国際条約の拘束力を保証

だ無に等しい︒然し私は︑雛て人類も道義的に覚醒するか︑

野口

が幾多ある︒一は慣習︑二は道徳︑三は法律︑四は約束

は私にも判らないが︑次の世紀の前半には其の端緒が期待

部落︑職域︑町村的集団︑府雌的集団︑国家︑国際間と膨

多様の生活而を展くに到った︒集川社会の枠も︑家庭から︑

定めて拘束力を保証するのが法律と云われるが︑もう少し

われる如くであるＱ従って内容を定めるのは道徳︑形式を

法律の中には道徳と関係の深い内容が多いことはよく云

二法律と道徳との関係

、 − ﾕ ユ ノ

法律と道徳

の単純処理だけで︑或る程度の調幣ができたと思う︒然し

︵国際間︶等である︒原始時代は悩習の如き無理論の現実的

できそうな知がする︒

脹を重ねた︒絃に於て道徳と法律との二者が︑車の双輪の

は足らず︑宗教︑教育︑経済︑行政︑政治︑軍事等の多種

人類の進化と文化の進行とは︑叩なる衣食住だけの生活で

如く根本規範の役割を発揮して今日の人類の社会生活を辛

治行政の機構を定める憲法から︑下は国鉄の運賃までも議

会の承認を要すと法律で定めている︒教育︑衛生︑文化︑

精細に見る要がある︒今日の法律を見ると︑上は国家の政

戸籍︑租税︑裁判の方法︑選挙︑公務員︑公団等︑道徳と

うじて支えているのである︒私は敢て辛うじてと云ったが︑

か遅れ勝ちで︑力不足の感があるからである︒国際条約も

今日国際政治の多事を思うと︑其処には道徳も法律も︑柳
不備であり︑その拘束力の法源も微力であり︑強制力も未

rll，

明

三法律も道徳も理の産物

は別の事項を定める法律の方が多い位である︒ただ一旦法

法律の理は法理︑道徳の理は倫理であり︑即ち両者は共

に自然の理の中から発生する︒然らばその理なるものの本

遵法義務は道徳の一項目になるのである︒

又昔からよく云わるれ如く︑道徳の使命は人格の完成に

律となった暁には︑如何なる内容の法律でも之を守る所謂

あり︑法律の使命は︑︲道徳の要項を最小限度の程度で義務

り︑玉を美しくし貴重ならしめる条理文様の意味である︒

共の文様の美は誰が見ても美しく︑誰からも大切にされる

体は何であるか︒文字の意義からすると︑玉のすじ目であ

る︒私は道徳の使命を人格完成に置くのには反対では無い

涜格があり︑玉の価値を決定する繋然たる条理を意味する

づけたものとする︒然し之も厳密な見方では無いようであ

を道徳の役割として強調すべきだと思う︒我が弘道会が︑

が︑同時に社会生活の調整を使命とする公徳性乃至社会性

の作用も力も持たず︑単なる観念的な理論だけのものの如

語である︒語源はそうであるが︑理と称するもの自体は︑何

上に関心を払うのも此の観点を持つからである︒

の細胞の配列に関係があり︑理に依って記憶細胞が整然と

くであるがそうではない︒此の観念は実は人間の前脳の中

国民道徳︑社会道徳︑政治道徳に対して︑他の倫理団体以
之を要するに︑法律は社会生活の全面に亘る規律である

理が多数人に同じ意識と︑同じ意思とを誘発する其の力は︑

から︑道徳に比して範州は広いが︑同時に︑社会の基礎は
要な内容となるのも自然である︒重要法典たる民法︑刑法

脳細胞への影響が同じであることを一証明するように私には

るので︑そう云う生理作用を伴う意識作用である︒一つの

等に道徳関係の条款が多いのはそのためである︒ただ強制

思われる︒あらゆる教育︑政治︑裁判等に於ける人間対人

配列された時︑人は快感を覚え︑又意思決定の衝動を覚え

力につについて︑道徳は自力的で良心の自律力に頼るのに

人間関係であるから︑人間相互の関係を規律する道徳が主

対し︑法律は他力的で法律を制定した其の社会力に頼る点

法律に於ても古くはローマの法律が︑後世各国の法律の

間の交渉は此の理の力を通じての糸交渉が実るのである︒

に性格的差異がある︒然し両者共に漠然と無根拠に定めら
れたものではなく︑永い人類生活の間に成熟した人性及び

戦後の日本新憲法が米国製と迄云われ乍ら︑何とか糊塗で

の民法がフランス民法の翻案と云はれ乍らも結構役に立ち︑

内容に伝承され︑又我国の旧憲法がプロシアの憲法︑最初

も共に此の基礎を持つところからその権威が生まれるので

きているのも︑誰が考えても共通の理が不十分乍ら役を果

社会機構の中に潜む理法に根拠を置いている︒道徳も法律
ある︒
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如何なる文化の程度の国に於ても︑法律的規則を作れば︑殺

再吟味されるのが当然と信ずる一人であるが︶又如何なる風習︑

しているからであろう︵私は日本の憲法は日本人の手によって

間意識界の理に比しては︑その力に大差がある︒然しなが

生物の物的現象に通ずる理であるから︑法理倫理の如き人

ある︒上は天界星辰から原子の離合集散︑引力作用︑生物無

間を物として取扱う時は他の物と同様に律するから絶対で

ら若し法理倫理の如く拘束力の不完全又は不十分な法則は︑

人盗人の罰則︑借金の返済︑利子の支払︑租税の徴収等の
規程は採用されるであろう︒之等は集団生活を調整する不

る︒例えば﹁己の欲せざることを人に施す勿れ﹂︑﹁己の欲

る処では一見微力に見える精神法則も︑実は仲々強力であ

することを人に施せ﹂と云う仁愛の心は万世不易の理を含

椎威乏しとして軽視するならばそれは誤りである︒私の見

らない話には納得しない如く︑理程大きな力を蔵するもの

んでいる︒又金銭貸借は︑返済と利息の義務︑他人に担害

滅の原理であるからである︒又幼児に対しても︑よく筋を

はない︒此の世は全く理で動いている位で︑理を解明して︑

を与えた時は賠償の義務︑公共事業の経磯に対しては納租

立てて話をしてやれば納得するし︑少年ともなれば筋の通

なるべく正しい理によって事を解決することこそ︑社会生

人もあるようである︒私は未だそこまで言い切れないが︑向

格は同じであり︑同じ方向と同じ位置にあるかの如く見る

精神法則も本質は︑然法則と同じと迄は行かなくても︑性

理の如き必然性はないのは当然である︒学者の中には此の

の様相の変化に伴う末端の修正は常に生じているから︑物

ある︒之等は倫理でも法理でも変化は無い︒ただ社会生活

の義務等は古今東西如何なる社会に於ても行われる原則で

活の韮本態度である︒人間にとって此の理と云うもの程大
切なものはなく︑今日の人類の繁栄は理の解明︑理の応用︑

理の衝動︑理の実行から生まれたものである︒自然科学は
自然現象の中の理の探求であり︑人文科学は精神現象の中
の理の探求である︒理は万物を包み万物の中にあり︑我有
にとって尊重すべき最後の絶対は此の理と称するものを措
いて他には無いと思われる︒

の内部では情感となって居り︑外部では従うべき法則とな

者は共に自然の理であり︑従って恒久性と拘束性とを案外

っているから我々の直覚の中には真理があるとさえ云って

持っているように見る︒エマーソンが︑すべて真理は我々

倫理も其処に源泉を持つと云った︒今此処で一○○︒︿−セ

いる︒私は理となると理論の裏付が欲しいが︑エマーソン

四自然原理と法理と倫理

ントの効果を示す自然界の原理︵物理︶と之とを比較して

前章に於て私は理を以て万物の根源と迄も云い︑法理も

見度い︒自然原理は人間の意識を無視するのみならず︑人

︑︲ノ

／︲︑

ＴＬ

︑Ｏ

観を重視するようであるが︑私は理を見る時には理論的に

多数は客観になる如き考方があったように思う︒哲人は直

は直観即真理と云いきって居り︑西田哲学でも同一主観の

行為は︑遵法精神の美談として有名である︒

われたと云う免罪運動を斥け︑従容として服毒して行った

ラテスが不当と思う死刑の判決に敢て服従し熱当時よく行

せしめる迄には踏切れないが︑それに準ずる強力性を秘め

人間の社会生活の調整に関係あるものに宗教があるが︑

五宗教教理と法理と倫理

解説が欲しく︑その故に精神法則を直ちに自然原理に比肩
ている点に注意を喚起して置きたい︒

発する︒此の成文法が基礎になり︑その不足の分を慣習や

視の単純信仰かと云うとそうではない︒禅の不立文字の意

外のものである︒然しその信仰が理論の無い︑又は理論軽

ある︒それは言う迄もない信仰と云う理以上と云うか理以

自然の理によって補足するのである︒所謂慣習法や自然法

義も然りである︒クリスト教に於ける新旧聖書や神学と云

宗教には法律や道徳の如く理の産物と断じ得ないものが

の法理もあるが︑成文法を主とすることは法の組織として

う哲学︑又仏教に於ける膨大な経論や所謂仏教哲理等は︑

更に附言して置ききたいことは︑法律の拘束力は一定の

は正道である︒又情状の酌量︑執行猶予︑時効による罰則

共に豊富な教理を内在せしめている︒或は此の教理がその

手続を踏んで︑その社会の機関が拘束力を与えることから

に基礎を置かねば不能である︒此の点︑倫理は罰則の適用

停止︑恩赦大赦の如き方法もあるが︑之等はすべて成文法

を以て社会生活の規範の中に入れていないが︑私は宗教も

宗教を支えているようにも見える︒今迄多くの学者は宗教

しょくざ い

如何を問わず正邪善悪は判定され︑ただ悔悟や︑謝罪や︑

文法は改正の手続を了する迄は生きているが故に︑それ迄

又昔から云われる﹁悪法も亦法なり﹂の論議がある︒成

源は人間性よりも神乃至仏に在りとする人もあろう︒親鷲

殊に宗教は道徳との関連性が深く︑人によっては倫理の根

を支え且つうるおしているように見えるが如何であろう︒

贈罪︵慈善事業等に寄附︶賠償等によって緩和される途は

は服従の義務がある︒悪法なることを確信し之に従わざる

の如きは信仰こそ最高のものとして︑信仰を道徳の上に置

ように見たい︒即ち法律︑道徳︑宗教の三本柱が社会生活

を倫理的に正しいと判断した時は︑或は違法行為を敢行す

くが加くが如くである︒クリスト教も或は之に似ているか

教理の持つ倫理性を以て︑社会生活の調節に参加している

る場合もあり得るかと思うが︑その場合情状酌量等の救済

も知れない︒

有り得る︒

の有無は別として︑違法の責任は甘受すべきである︒ソク
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化されているから同律に論ずることはできない︒ただ道徳

ものではないし︑又文明国に於ては信教自由の原則が法則

宗教は右の如く蕊道徳や法律の如く理だけの上に成立した

べからざる必然性が内在するところにあると私は信じてい

それが人為的のものでなく天然自然の理で︑従って動かす

即ち自然の理からの産物であると考える︒倫理の権威は︑

は︑神仏の創作でも︑聖人の創作でも無く︑人間性の発露︑

栽した松は︑他を害することなく真直ぐに生長するが一本

互助の属性があり︑植物でさえ同様で例えば一定間隔に植

四︑理の力としては︑自然︑道徳︑法律︑宗教の順序に

三︑法律も道徳も自然の理の産物である︒

二︑自然現象も人間生活も此の理の支配下にある︒

一︑理は単なる観念でなく力を伴う自然力である︒

私の結論をもう一度要約すると︑

ブ○○

とは関係が深いから其の関係を見て見ると︑道徳の発生は
宗教より遥かに早いし︑他の生物について見ても道徳的性

植の時は枝態自由に成長する︒私は嘗て帝室林野局に勤務

質は多食見ることができる︒群生を為す動物には自ら互譲

した時︑植物にも道徳に似た性能のあるのを見る思がした︒

烈強であるが︑道徳と反背する時は陶汰されるから︑

在るように思う︒法律︑宗教は道徳の支持がある時は

道徳ノ学一二超ズルモノハ其行モ必ズ逆徳二協フベキノ理ナル
ニ︑其然ラザル者ハ其人ノ心惟道徳ノ学ヲ為スノミニ在リテ
実行二心ナキ者ナリ︒果シテ実行二志アラバ無学ノ者ニテモ
猶道徳二協フノ行ヲ為ス﹃一トヲ得︒況ンャ︑道徳ノ学アル者
ヲヤ︒然ラ︒︿道徳ノ学登勉メザルベヶンャ︒且道徳ノ学ナク
シテ道徳ノ行アル者ハ︑其行動モスレ︾ハ狭院二止リテ広ク他
事二通セズ︒或ハ善行机野ニシテ秀美ナルコト能ハズ︒要ス
ルニ学識アル者ノ徳行ト学識ナキ者ノ道徳トハ︑其量ノ大小
品位ノ高下同日ノ諭二非ザルナリ︒

道徳ノ学ト行西村茂樹

共に道徳の基盤の上に在ると考える︒︵本会を長︶

私は人間社会に於ても︑一番古い歴史を持ち︑一番自然原
いる︒宗教も今日高級な宗教とされているものは︑その倫

理に近い根本的性格を持つものは道徳ではないかと思って
理性が道徳の内容に最もよく適合しているからである︒如
何に強烈な信仰でも︑その教理が倫理に抵触すること多い
ものは長い間に陶汰される︒法律でも然り︑倫理に反する
所謂悪法は必ず陶汰される運命を持つと思う︒道徳は信仰
よりも弱く見え︑法律程の拘束力も無いが︑実質的には最
も息が長く︑最も潜勢力に富むものである︒然し道徳も自
然現象と矛盾しては永続しないであろうから︑此の点は十
分に吟味してかかる必要がある︒会祖西村先生が人間一夫
一婦の倫理を以て︑男女出生率の同数性に照合し︑之を真
理と断ぜられし如きはその一例である︒私は道徳即ち倫理

（15）

︹法と道徳︺特集３

法律は最少限の道徳

法と道徳という命題は︑法学徒が最初に学ぶ﹁法学概論﹂
の一つの大きなテーマである︒

鈴木勲

﹁わたしの中学時代のことだったが︑校舎の玄関に﹃靴

が︑次のような具合だ︒

ると茶目な一生徒︵現在は有名な言語学者︶が︑その制札の下

草履ノ外昇ルベカラズ﹄と書いた木札がかかっていた︒す

に漫画をかいてはりつけた︒それは靴と草履とが制服制帽

わたくしも︑千葉大学で二年︑東京教育大学で二年︑﹁教

は︑法とは何か︑法規とは何か︑というところからはじめ

育法規﹂の講義をしたが︑教育法規を学生に理解させるに
る必要に迫られ︑法と道徳のテーマも扱うこととした︒そ

いる図で︑それがまたすこぶるよくかけていて︑先生たち

を苦笑させた︒なるほど文字だけ読むと︑そういうことに

で大いばりで登校するのを人間の生徒が指をくわえて見て

であった︒

のさいの参考書は︑穂積重遠博士の﹁やさしい法学通論﹂

理的方法を用いて思索することによってはじめて法文の真

要するに︑文字だけを見たのではいけない︒あらゆる論

なりそうだ︒﹂

ものである︒わたくしには︑原著名の方がよいように思え

中川善之助氏が補訂して題名を前記のように変えて出した

の意義を確定することができるということをこのようにし

この本は︑﹁百万人の法律学﹂として出版されたものを︑

るが︑内容は必らずしもやさしくない︒程度の高い内容を

て説いているのである︒

中学時代に愛読した三国志の中で︑弱の昭烈皇帝劉備が

の道徳﹂という名言でこの関係を要約している︒

法と道徳の関係については︑穂積博士は法律は︑﹁最小限

具体例をあげてきわめて分り易く論じているので︑やさし
くみえるのである︒

たとえば︑﹁法律の解釈﹂という項であげている例など︑

わたくしも講義のときしばしば引用させてもらったものだ
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ヲ以テコレヲ為スコトナカレ︑善ハ小ナルヲ以テ為サザル

太子劉禅への遺訓を孔明に託するくだりで︑﹁悪く小ナル

れを強制力をもって守らせるということになってはじめて

規範ということができる︒道徳規範に国家権力が加わりこ

⑩から閲まではいわゆる宗教規範であり︑⑤以下は道徳

法律規範となる︒﹁殺すな﹂とか司盗むな﹂は刑法の殺人

コトナカレ﹂ということから思いついて﹁圭貝足ルコトナ
シ︑悪く足ラザルコトナシ﹂という格言らしいものをこし

罪︑窃盗罪という刑罰を以て履行を強制せられる︒これは

道徳と法律の一致した例で最も守り易いが︑社会生活の複

らえてみたという︒

﹃法律の内容は必らずしも道徳的なものばかりではない

ものがでてくる︒建築推準や道路交通などもそれであろう︒

これは道徳規格の裏付けのない法律規範ということになる

純分化につれて道徳以外の分野でも法律で強制させられる

が︑建築推準法︑道路交通法という形で国法になると遵守

から︑法律の違反が時にはさほど重大視されないことがあ
反はすなわち︑﹁悪﹂であって︑たといそれが﹁小悪﹂で

しなければならず︑その述反は﹁悪﹂である︒

りうるけれども︑既に国法として規定された以上︑その違
あろうとも︑﹁悪︿足ラザルコトナシ︑﹂法の不遵守そのも

道徳規範と法律規範が一致している場合は︑内心の要求

のが既に十分﹁悪﹂なのである︒反対に法律の遵守はそれ

と合致するゆえに法律の遵守に抵抗はない︒しかし︑そう

でない場合は︑なぜ法律に従わなければならないか︑とい

自身善であって︑﹁小善﹂だからとてなおざりにしてはな

うことについて説明を要するであろう︒

らぬが︑呈貝足ルコトナシ︑﹂それだけではまだ十分な
﹁善﹂でありえない︒﹄

かどうかという論法である︒この論法のおかしさは善悪の

愛国心論議でよくいわれるのは︑愛するに価する国である

﹁善い法だから守る﹂といういい方もあるかもしれない︒

基本的理解なしにはタウトロギーに陥ってしまう︒

﹁法であるから守るのだ﹂というのでは︑法についての

法と道徳との関係を︑これほど簡明に︑しかも深い洞察
をもって述べている例をわたくしは他に知らない︒まこと
に名言である︒これを少し具体的にいえば︑次のようにな
たとえば︑モーゼの十誠には︑①ほかの神を拝むな︑②

判断の基準を自分の判断においていることであり︑利己主

プＱＯ

偶像を造るな︑③みだりにエホバの名をあげるな︑㈱安息

義がその哲学である︒

法の善悪はだれが判断するのか︒各人が自分に都合の悪

日を守れ︑⑥父母を敬え︑⑥殺すな︑⑦姦淫するな︑⑧盗
ている︵旧約聖書出挨及記二○章・申命記五章︶︒

むな︑⑥偽証するな︑⑩隣人の所有をむさぼるな︑となっ

﹃ 一

７０

︑１ノ

／１理

はもとより︑法秩序全体の破壊を招くことになり︑法のよ

もその制裁にも服さなくてよいということでは︑その法律

い法律を︑悪法だから守らなくてよいと主張し︑違反して

いる︶による面白い調査結果がある︒﹁目的が正しければ法

に関する調査︵﹁日本人の法意識﹂として至誠堂から出版されて

の問題については︑日本文化会議が行った日本人の法意識

しければ法を破ってもかまわないという考え方もある︒こ

最身の事例で思い浮ぶのは︑昨秋の八日間に及ぶスト権

って立つ基盤を失うことになる︒

ストを禁止する公労法の規定は厳として存し︑国鉄等の

用に対して寛容型が多い︒一般国民の気持といわゆる世論

適用についても同じであり︑若年層ほど高学歴ほど法の適

ど多く︑支持政党では革新政党ほど多い︒この傾向は法の

ら二九歳までが最も多く︑学歴では大学卒の高学歴の者ほ

を破ってもかまわない﹂というのは︑年齢別では二十歳か

公共企業体の職員にはスト権は与えられていない︒この法

なるもののズレが︑この分析であるていど解明されるよう

ストである︒

ている︒

律の規定が憲法に違反しないという最高裁判所の判決も出

得しようというのがスト権ストである︒スト権ストという

声明を発表したが︑その第一項は︑﹁法を守ることは︑民

スト権ストに対し︑政府は五項目の埜本方針を決定し︑

にも思う︒

言葉のおかしさは矛盾のおかしさであり︑違法行為を自ら

この禁止されているストを打つことによってスト権を獲

宣言しているおかしさである︒新聞論調などでもこれが明

ことを確認することが必須の前提である﹂と述べている︒

主主義の根幹をなすものであり︑本問題の解決には︑この

これは︑画期的な文書である︒スト権ストのみならず︑日

白な違法行為であると指摘した上で論議を展開しているも
のは少く︑﹁スト・処分・ストの悪循環を断て﹂とか︑﹁世

教組のストにも妥当する︒

︵本会理事文部省総務課長︶

れば︑教育者にもよくよく考えてもらいたいものである︒

国民の遵法心を育てることが究極的には教育に負うとす

界の大勢に従ってスト権を与えよ﹂という論調が多かった︒
新聞もまた︑一︲悪法は法にあらず﹂という格言に従ってい
るようにみえた︒

西欧では︑法は守るべきもの︑法を破ったら必ず制裁し
なければ意味がない︑というきびしい態度が一般的である
が︑わが国の場合には法は杓子定規に適用すべきものでな
く︑ゆうずうが必要だという意見があるｃまた︑目的が正
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１１︐１

︹法と道徳︺特集４

ロヅキード 事件の意味

誰でも知っているロッキード事件は︑終戦後の日本で最
大の問題だろう︒ロッキード会社は︑倒産しかけてたのを︑
アメリカ政府が援助して︑建て施した︒

問題なのだ︒

木下広居

日本の選挙には莫大なカネがかかる︒衆議院の議員選挙

では︑法定曲用が一千万近くかかる︒イギリスでは︑物価

に関係なく︑百年前から七十万円から九十万円まで︵選挙

区の人口による︶だ︒そして︑それも選挙区に住んでいる

世界各国に兵器や航空機を売りこんでいたが︑各国の有
力者にワイロを使っていたことが︵した︒オランダでは︑

き出して使うから︑一銭も超過することはない︒日本では︑

党員が負担する︒それを銀行にあずけて︑選挙覗務長が引

法定費用の何十倍使っても︑百万ぐらいしか使わなかった︑

女王の夫君が︑このワイロをもらったというので︑共和国
日本でも買わせるために︑政・財界や﹁高官﹂に莫大な

何に要るか︒﹁投票して下さるならカネをやる﹂という

というウソの申告を選管に出して平気︒告発する人もない︒

にしようという運動もあるくらいだ︒

ワイロをやった︑ということが︑アメリカ上院の称別委員

議員が当選すると︑こんどは総裁選挙だ︒︵自民党の総

ワイロに要るカネだｃ

会で明らかになった︒そういうワイロをもらったのは誰だｃ
問題になっている︒

それが閣僚にいるのか︑自民党派閥の親方なのか︑それが

ら一億円あげます︒これもワイロだ︒こういうことを︑ち

っとも道義的に悪いこと︑とは思わなかった︒自分の選挙

裁になった人が総理になる︶この選挙で投票して下さるな

にカネが要るから︑こういう時に︑もらってほかなければ︑

こんどは︑アメリカの上院で発覚した︑というので騒い
ったりなら︑ちっとも珍しくはない︒それを問題にせず︑

でいるのが︑おかしい︒日本人同士でワイロのやったり取
疑問も抱かず︑新聞もテレビも取り上げなかったところが︑
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ではないから︑ということｃ

と弁解しながら受け取る︒何も︑法律で禁止しているわけ
総裁候補としては︑公職選挙法で禁止しているわけでは

恐るべきは︑国民道徳の堕落だ︒二十年ばかり前︑政治

か﹂という問題が出た時︑﹁今の日本人は貧乏だからだ﹂

学者の間で︑﹁どうして日本の選挙民はカネを欲しがるの

ないし︑総裁選挙で︑いくらカネを使ってもいいんです︑

かになったはず︒ところが︑いろんな地方で︑自動車をお

﹁おじさん︑おカネ頂戴！という﹂報告を受けている︒全

りてメガホンで話しはじめると︑子供たちが集まって来て︑

といった人があった︒その当時に較べると︑今は皆︑ゆた

これは︑根本的に間違っている︒法律よりも道徳の方が

といっていた︒佐藤元首相のいい分が︑そうだった︒

大事だ︑ということが分からないのが︑現代日本人の通弊

れていない︒犯罪人でないことは明らかだ﹂と思う︑とい

太平蔵相は田中前首相と仲がいいから︑﹁彼が法律に触

は口をそろえて﹁知りません﹂﹁記憶していません﹂とい

その上︑国会に呼ばれた証人たちの答弁はどうだ︒彼ら

国が物もらいで一杯ということだ︒

うような弁護をしていた︒大阪の高裁長官を最近までして

のか︒アメリカの証人が正しいとすれば︑日本の証人は︑

うが︑アメリカ上院での証言と正反対だ︒どっちが正しい

だ︒

いたような︑高い報酬を取る弁護士を沢山抱えているから︑
法律に違反しなかった︑という立証はできるだろう︒

て︑絶対に許されない︑ということだ︒ワイロの金額でも

ロが︑法律に違反するかどうか︑ではなく︑国民道徳とし

怒っているのは︑︵断食して抗議している人もある︶ワイ

れない︑というなら︑家宅捜査するがいい︒同じ右翼でも

という理由で国会に出席しない︑という︒臨床質問も許さ

宅をつきとめられると︑ウワゴトしかいえぬ精神錯乱状態

はじめは旅行静養中といって居留守というウソをつき︑在

最も悪いのは︑何枚も領収書を書いている児玉の場合だ︒

全部ウソつき︑ということになる︒

ない︒児玉という﹁忠君愛国︑国のために血を流し︑友の

田中清玄氏は︑﹁古武士らしく責任をとれ﹂といっている︒

そんなことを問題にしているのではない︒今︑全国民が

ために涙を︑家族のために汗を流す﹂﹁国士﹂を看板とす

ウソつき︑物もらい︑ワイロというようなことが全く見

︵本会副会長創価大教授︶

られない国が︑日本人の理想だったのではないか︒

る右翼暴力団が︑ロッキードの販売係として年に五千万円
の報酬を得て︑政官界有力者にワイロ︵三十億という︶を
提供した︑という売国的腐敗行為そのものだ︒そして︑そ
ういうワイロで選挙人を買収していた政治屋たちだ︒
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ｒ

I

臣であるので︑そのあとに従って平伏したが︑﹃記憶録﹄

にある記事によれば︑将軍家通行の節は藩士は残らず物か

れていたので︑早朝出て将軍の通路に平伏した︒泊翁も重

げへかくれ︑主君と家老︑留守居の三人だけが平伏するき

を地につけ︑それより数百人の行列が通りおわるまで少し

まりであったという︒はじめ将軍家の挟箱の見えたとき頭

るが︑この年の正月一五日︑老中安藤対馬守が登城の途中︑

隅八月︑幕府は大改革をおこない︑祖宗いらいの諦侯参

も頭をあげてはならなかった︒ややあって小人目付が来て

の輿はもはや遥かに通りすぎて︑下っぱの雑人らの通行し

頭あげの差図があり︑はじめて頭をあげてゑると︑将軍家

住のための土木工小に寧日がなかった︒ところがイギリス

同八日にいたって閣老よりの令達があった︒最近︑下野宇

頚侯は日光祭礼奉行の命を受けた︒すでに命を受けたのち︑

元治元年︵一八六四︑三七歳︶四月二日︑佐野藩主堀田正

ているところであった︒

船が渡来して︑その後は藩用をもって連日江戸に出るよう

いから用心するように︑ということであった︒浪人という

都宮に浪人が多数屯集し︑どんな事件を起こすかも知れな

のは︑武田耕雲斎︑田丸稲右術門ら水戸の天狗党のことであ

になったので︑九月一三日︑藩命をもって再び江戸に居住

族を携えて江戸を発し︑佐野に着き︑その後は藩主藩士移

日佐野住居の藩命を受けたので︑将軍の上洛にさきだち家

文久三年春︑将軍家茂は陸路上京した︒泊翁は正月二五

かった０

に出たが︑遺憾ながら時機遅れで︑たいした効果を生まな

観交代の制を改めた︒これは一橋刑部卿︑松平春獄の勇断

浪人体の者七人に襲撃され︑微傷を負うた︒

急変する世情のまにまに

古川哲史一

｜

文久二年は桜川門外の変のあった万延元年の翌を年であ

泊翁小伝︵三︶

I

することになり︑家族をともなって麹町三番町の藩邸に転

、 ＝ L ノ

D

居した︒このとき佐野藩主堀田正頚侯は一橋門番を命ぜら

rワ11

I

るとあとでわかったが︑なにぶん︑佐野藩は士分一○○人
にすぎぬ小藩で︑その半分をともなっても五○人だけであ
る︒天狗党は三○○人というから︑佐野藩の五○人をもっ
てしてはとうてい勝算はない︒浪徒が本国を脱して日光に
中で彼らと出会ったら自分がまず首魁に面会して趣意を聞

向かうのには何かの趣意があるにちがいないから︑もし途
き︑道理を説くなら聞き入れないことはあるまいと泊翁は
考え︑従士には皆必死の覚悟をさせ︑一二日江戸を出でた
ち︑一五日日光に着いた︒さいわいにして浪徒には出逢わ
ず︑一七日恒例どおり祭礼をすまし︑その夕︑山中浄土院
へ転宿︑二○日同地を出発して︑二三日州府した︒

右の天狗党は︑元治元年一二月︑越前木の芽峠で糧食が
尽き︑七七六人がとらわれ︑明年二月︑武田等三○○余人
が死刑に処せられた︒この﹁明年﹂が慶応元年で︑幕府の
命肺は刻々に尽きようとしていた︒

すなわち︑将軍慶喜が上表して政権を朝廷に還元するこ
とを乞うたのは慶応三年一○月一五日で︑その文面は
臣慶喜謹テ皇国時運ノ沿革ヲ考へ候二︑昔王綱紐ヲ解キ︑
相家権ヲ執り︑保平ノ乱︑政権武門二移テョリ︑机宗二至
り︑更二寵審ヲ叢り︑二百有余年︑子孫相受︑臣其職ヲ奉
ズト雛ドモ︑政刑当ヲ失う事不少︑今日ノ形勢二至り候モ︑
畢童薄徳ノ所致︑不堪抵催候︑況ャ当今外国ノ交際日二盛

ナルニョリ︑愈朝権一途二出テ不申候テハ綱紀難立候間︑
従来ノ旧習ヲ改メ︑政権ヲ朝廷二奉還シ︑広ク天下ノ公

識ヲ尽シ︑聖断ヲ仰キ︑同心協力︑共二皇国ヲ保護仕候へ
︵必ス海外万国ト可並立候︑慶喜国家二所尽︑是二不過ト
奉存候︑乍去猶見込ノ儀モ有之候へ︑︿可申聞旨︑諸侯へ相
達置候︑依之此段謹テ奏聞仕候︑以上

十月十四日慶喜

二月三日︑紀州藩の江戸邸において付家老水野士佐守

というのであった︒

が主任となって三家はじめ譜代諸侯の軍臣をあつめて諭告
を述べた︒

するところがあった︒茂樹も出席して徳川家のために三策

二月一○日ごろより東北譜代諸侯の重臣がおいおい上

京の途に就いた︒泊翁は藩中に緊急の用事があって︑少し

た︒二八日の夜神戸に清き︑陸行して大阪に達し︑晦日淀

遅れて二四日︑汽船順動丸に搭じて海路上京の途にのぼっ

川の夜船に乗り︑一二月一日︑京都に着いた︒一二月八日︑

朝廷より在京の諸侯および重臣を御所に召され︑佐倉本藩

なく︑泊翁は参内しなかった︒

からは重臣平野縫殿が参内したが︑佐野藩は廻状に名前が

当時︑平野縫殿は花園妙心寺中麟祥院に旅宿していたが︑

泊翁も二日︑相談の便宜をはかって麟祥院に移った︒一

三日︑徳川前将軍二条城を発して大阪に下ったという風聞

があった︒それが一四日になると確実となったので︑泊翁

は平野と相談して︑前将軍がすでに京都にいないとすれば
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京都に留まる理由はないとして︑ひとまず大阪に下り︑徳
川家の老中に意見を徴することにした︒
一六日︑泊翁が大阪に藩くと︑平野氏もすでに先蒜して

いた︒閣老に進退を問うと︑主人の名代として登った重臣
はしばらくこの地に留まれというので︑当分滞阪にきめた︒

しかし︑前将軍に従って大阪に来たのは︑佐倉と小田原の
二藩だけであった︒

一八日︑泊翁は再び単行して京にはいった︒同日︑さら

連続して東に上って行く︒今日は必ず伏見か鳥羽で戦があ

渡船場に出て承ると︑会津の兵士を乗せた一○余膿の船が

ろうとおもわれた︒夜にはいって伏見のほうに当たり火光

が天をてらした︒泊翁が天満橋のうえに出てこれを望むに︑

火光は常にひとところに在って前進しなかった︒これは徳

朝︑泊翁が渡船場に出てみると︑負傷者を乗せた船が続々

川の兵が進むことのできないためと思われたが︑翌四日の

は︑主人の名代である旨を参与役所へ届け出た︒二二日に

ると︑捕獲・斬殺の禍に逢うであろう︑と︒これを聞いて

艦に乗じて東帰するのであろう︒き染らはグズグズしてい

いか︑前将軍は昨夜大阪城を出て紀州に走った︒たぶん軍

同七日朝︑小田原の藩士が来て言った︒きみらは知らな

と送られてくる︒東軍の敗卜は︑もはや︑疑いがなかった︒

京都を発し︑翌日大阪に着いた︒この夕︑譜代藩士の大阪

に朝廷より諸藩主に迅速に上京すべきの命が下った︒泊翁

にある者が難波新地某楼に会し時事を議するということで︑

数千の兵士が守っていた城門は開放され︑眺燈は倒れ︑兵

泊翁は悟然としたが︑大阪城辺に行ってみると︑昨日まで

器雑具の破損したもの︑食物の委棄されたものが縦横に四

泊翁も出席した︒会する者四○人︒その議するところは︑

復帰を乞うことにあった︒泊翁は思ったｌ今日はもはや道

の天下︑三日にして失いたるか﹂と歎息して︑平野と謀っ

散して︑一個の人影もなかった︒泊翁は︑﹁ああ三○○年

主として前将軍のために京都に歎願書をたてまつって政権
理をもって論ずべき時でない︑ただ力のいかんを問うほか

旦︑二日とも天気快晴で︑寒気もひどくなく︑市人の往来

かった︒泊翁の旅館では︑亭主が雑煮餅を煮て供した︒元

尾よく入京した︒正月一一日のことであった︒この前日︑

れで︑一僕を従えて堅田を発し︑路を志賀越にとって︑首

泊翁はいま一度入京して京都の様子を見ようと思った︒そ

諸藩の兵士がおいおい入京し︑殺伐の風もあるというので︑

京都では︑正月七日︑徳川征討の詔が出て︑それ以来は

て大阪を去ることにした︒

はないのだ︑と︒

しかし︑問題の﹁力﹂が幕府方にはもはや無くなってい

も繁しかった︒三日も朝から晴天であったが︑前将軍の先

た︒慶応四年正月元旦︑大阪市中は常に変わったことはな

鋒が京都へ出発したという通報があった︒泊翁が八軒屋の
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和親条約締結の布告が発せられた︒およそ嘉永安政以来︑
朝廷と幕府に札峡が生じた原因は︑朝廷は撰夷を主とし︑

三︑官武一途︑庶民二至ルマデ各其志ヲ遂ゲ︑人心ヲシテ
催マザラシム
四︑旧来ノ随習ヲ破り︑天地ノ公道二基ク
五︑知識ヲ世界ニ求メ︑大二皇基ヲ振起ス

という五事が誓約された︒四月四日︑東海道先鋒総督橋本

安全にする政策でないのは︑三尺の童子でもわかることで

幕府は和親を主とする点にあった︒しかし︑撰夷が国家を
あった︒そのムチャなことを幕府に強いて︑幕府がそれに

一︑慶喜を水戸城に幽す

従わないと違勅と称して幕府を非難した︒幕府は断然とし
奉じまいとするかの如く︑狼狽困頓してその勢力を弱めつ

こ︑江戸城を収む

言慶頼に伝え︑徳川慶喜の死一等を減じ︑

いに滅亡するにいたった︒朝廷はすでに幕府の政権をおさ

三︑軍艦銃砲を収む

実梁︑副総督柳原前光が江戸城にはいり︑勅旨を田安中納

めたのだから︑大いに撰夷の令を発するのかと思う者もあ

四︑家臣を郭外に扉く
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て撰夷をこばむことをせず︑詔を奉じようとするかの如く︑

ったが︑あにはからんや︑朝廷の出したのは和親条約締紬

五︑家臣の与謀者を処分す

布広尾の邸を仮藩邸にしたので︑泊翁は渋谷邸より日々性

たので︑宗藩の渋谷邸に寓居することにした︒佐野藩は麻

京まで住んでいた三番町の佐野藩邸は朝廷に献上されてい

○日を要し︑五月二八日ようやく江戸に着いた︑泊翁が上

日に京都を出発したが︑霧雨洪水にさまたげられて途中三

を決心し︑太政官より旅行鑑札を受けた︒そして同月二九

侯が謹慎を命ぜられた由を聞き︑本藩の家老に乞うて帰東

泊翁は昨冬以来京郡に滞在していたが︑四月中旬︑佐野

廃藩のあとさき

という実効五事を命じた︒

の令であった︒大原三位重徳卿などは︑いま外国と和交を
なしては︑全く幕府を欺いたものと論じたが︑維新前に撰
夷を主張した者には︑撰夷の行うべからざるを知りながら︑

幕府を窮地に追いこむ手段としてこれを使った手合があっ
た︒彼らが王政復古というⅡ的を達した以上は︑仮面を脱
して外国と和親を結ぶのはあやしむに足りなかったが︑泊
翁には﹁王者が王室を再興する堂々の挙に此の如き誰秘の
術を用ひたる甚恥づべきの事﹂と批判されている︒

I

しかし︑王者が王室を再興するの挙は着々として実現さ
れ︑三月一四日には
一︑広ク会議ヲ典シ万機公論二決ス
ニ︑上下心ヲ一二シ︑膿二経論ヲ行う

I

復して藩事を処理した︒のち通勤は不便なため︑広尾邸に

藩主にすすめて藩籍奉還の願書を呈出した︒

藩籍を奉還し︑奉還しないのは一○余藩にすぎないと聞き︑

れた︒それにしたがって︑同九日︑泊翁も佐倉藩大参事に

に知群卒にあてたので︑堀田正倫侯も佐倉藩知事に任ぜら

六月︑朝廷は府藩県三治一致の制度を立て︑諸藩主を仮

移った︒

ので︑八月二三日江戸を発して佐野におもむいたが︑これ

任ぜられた︒これが泊翁の朝廷より官職を賜わった最初で

いつぽう︑堀川正頚侯が佐野よりしきりに泊翁を召した
よりさき︑本藩より佐野支藩に掛合って︑泊翁を本藩の年

のがよいと考え︑明治三年三月︑印席沼開塗の地理をさぐ

に適しないから︑人心を一新するためにも藩庁を他に移す

することを廃した︒また︑佐倉は交通不便で︑将来の藩庁

を置いた︒年六○以上の者の職を解き︑軽卒が家禄を世及

曹とし︑学校は別に独立のものとなし︑諸曹の上に政事堂

制を改革し︑藩庁を分かって民曹︑財曹︑兵曹︑法曹の四

め︑冊学校を成徳館︑洋学校を開智館と名づけた︒また職

の二枚があったのを︑洋学の規模を増して儒学と併立せし

たのを二大隊にふやす計画をたてた︒学校には儒学・洋学

式に組織した歩砲の二隊があって︑歩兵の数は一大隊あっ

定め︑その職の繁簡に従って給した︒従来︑佐倉藩には洋

一○○石以下の者はそのままとした︒常禄のほかに役高を

○○石を限度となし︑一○○石以上の者は皆一○○石とし︑

協力して藩政の改革に当たり︑まず諸士の常禄を減じて一

仏倉藩大参事としての泊翁は︑同じ大参事の平野縫殿と

あった︒

寄役とする内意があった︒泊翁は固辞したが聞かれず︑一
一月一九日︑本藤の年寄役となり︑役間二五○石︑合わせ

て三五○石を賜わり︑佐倉俳肘を命ぜられた︒ただし︑佐
野侯よりの依頼で︑当分佐野藩の藩政にも関与することと
し︑東京に差置かれた︒

幕政はすでに亡び︑王政維新となったので︑列藩も旧時
の姿に安んぜず︑じゅうぶんの改革をする必要があった︒

佐野藩は泊翁が久しく藩情に通じていたので︑まずその改
革から手をつけることにし︑明治二年正月に佐野へ出向き︑

藩政の改革と人材の馴砂をおこなった︒そして同月二四日
には佐倉におもむき︑ここでも藩政の改革をおこなった︒

しかし︑急劇の改革は逆効果なので︑同僚と議し群主の許
可を得て︑後来大改革の端緒としてまず無用の職名を廃し︑

有用の職はその名を改め︑旧格に拘泥しないで人材を登用
した︒

り︑藩庁移転の土地をさがすため︑郡吏池田善十郎をとも

二月︑薩長土肥の四藩はその土地人民を朝廷に奉還し︑

なりとせず︑姑く大勢を観察して﹂いたが︑列藩が続々と

他の列藩もそれに倣うものが多かった︒泊翁は﹁此挙を可
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明治五年︵四五歳︶三月五日依願免本官の辞令を受けとり︑

が︑田舎に永く住んでいると見聞が狭く︑知識も固晒に陥

はじめは佐倉に居住して著述を生涯の業としようとした

流山より佐倉に帰った︒

で損害甚大で︑開塞の必要があった︒そのために必要な費

印膳沼は︑大雨が降ると氾濫し︑沼辺の諸村を侵したの

なって出発した︒

用を得るため藩札二○万円を発行するよう政府に請願した

邸の一隅をかりて家塾を開いた︒友人の子弟三︑四名を佐

る憂いがあるので︑旧藩主堀田正倫侯の東京深川佐賀町の

廃藩の勅諭が下ったのは明治四年七月一四日で︑藩知事

書を伝えた︒

倉より招いて漢学と英学を教え︑また正倫君にも英文の読

が︑廃藩のため沙汰や承になった︒

はその職をやめられ︑旧藩大参事以下は仮に事務を管理せ

から贈られたものである︒﹃万国史略﹄は京都にいたとき

エルテルの箸で︑その原書は慶応三年のころ友人神田孝平

略﹄の編さんに着手していた︒﹃泰西史鑑﹄はドイツ人ウ

これよりさき︑泊翁は﹃泰西史鑑﹄の翻訳と﹃万国史

しめられた︒泊翁は書を木戸参議におくって︑藩を以て県
とした新県にはしばらく自由を許せ︑然らずんぱ国内動揺
八月一日︑兵部省の徴を蒙ったが︑すでに兵部省にいた

立稿したものであった︒その翻訳・校正が完了して︑夏上
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の根となろうという意見をのべた︒

友人西周に依頼して朝命をことわった︒清世の逸民となっ

梓を見るにいたった︒そして秋九月︑いったん佐倉に帰り︑

家族をあげて東京に移り︑依然として堀田邸に寓居してい

て太平を楽しむのが泊翁の志で︑再び官途に立つのをいさ

ところが二月十三日︑佐倉︑関宿︑結城︑生実︑曾我

こに移した︒

たが︑明治六年五月︑築地軽子橋に居宅を営桑︑家塾もこ

ぎよしとしなかったからである︒

野︑葛飾の五県が廃止されて新たに印旗県が置かれ︑泊翁

︵本会評議員亜細亜大教授︶

は印膳県権参事に任ぜられた︒泊翁は固辞したが︑佐倉士
民の旧誼に報ゆるためには職に就くのがよいと考えなおし
たが︑のち流山に移った︒

て︑承諾書を太政官に出した︒県庁は行徳の徳願寺にあっ
しかし︑新県の方針は泊翁の本意に反することが多く︑

また俗吏の下にいていちいち彼の命を奉ずるのは泊翁にと
って堪えられないことであった︒それで再び辞職を決意し︑

−
9
の

聯

野口明一

共に感銘深く︑州路には天の橋立も一見︑

ができた︒

炎碧もものかは︑元気で長旅に堪えること
○

一つの行事は︑恩川故滝川心太郎博士の

文学顕彰碑の除幕式Ｕ六十年前︑仙台の二
高で漢文を学んだ緑から︑建碑の計画に関
係したので招かれたのである︒

雲旧寓の近くにある旧滝川邸の一角に碑は

浬七月什三日︑御城の濠に臨み︑小泉八

○

Ⅱをひいたのは終戦後である︒昭和三十一

ある︒昭和初期の発行であったが︑世の注
年五月京都大学の吉川幸次郎博士が︑文芸

塩見氏が建てたもの︑末期に滝川家の有と

据えられた︒此のⅢ邸は江戸の中期に中老

生故居﹂︑裏には吉川博士の撰文を刻し︑揮

機二米の大自然石で︑表には﹁滝川君山先

碑は瀬戸内海某烏産の青木石︑縦一米半

肢優秀な武家殿蚊である︒

敷として公開されている︒全国的に見ても

なり︑終戦後は市有となり︑文化財士族屋

春秋誌上で紹介されて以来俄然評判になっ
は日本へも多数逆輸入されている︒史記は

た︒中共でも台湾でも写真複刊され︑近年
世界性のある貴重な古典︑その解説書とし
ては不可峡の名薪として喜ばれている︒本
年二月冊三日は先生の三十Ｍ忌日︑丁度半
年遅れの七月廿三口を期して︑先生の旧邸

博士であ︒式は神式祭典︑次いで滝川家当

牽者は表裏共に京都大学名誉教授小川環樹

に碑の除幕式が計画された︒聯業実行の中
の有志︑京都︑東京︑仙台の中国文学の学

幕︑了って碑前にて発起人代表として私が

主亮氏の令孫︵故先生には何孫︶により除

心は島根大学中国文学科︑それに地元官此

である︒

名誉教授吉川博士︑滝川博士の後継者と見

郷党の誇りを一つ加えたことは慶伐に堪え

松江は新しく偉大な学者を世に紹介し︑

○

参列者は約三十名︒

われ︑引続き滝川家蒐一所で一同焼香した︒

提寺曹洞宗桐岳寺本堂で三十回忌法要が行

除幕式は午前に終了し︑午後は滝川家菩

た︒参列者約門十名︒

市長の謝辞︑当主滝川亮氏の謝辞等があっ

挨拶︑脇根大学入谷博士の工事報告︑斎藤

者学徒及び二荷の旧門下生等が協力したの
○

私進関係者は前日の七月汁二日の午後松
江に集った︒夜は六時川分より︑商工会議

和廿一年に郷里で八十二の生涯を閉じられ

られてている水沢利忠博士︵群馬工業高専

所で記念祇波会が雌された︒前記京部大学

た︒松江中学から東京帝大の古典誌習科に

教授︶︑東京側代表の原︑砿成博士︵大東

先生は松江の人︑慶応元年生まれで︑昭

学び︑内閣︑二間教授︵約三十年︶︑東北

文化大学教授︶と二高門下生の代表として
で真熱で尚級な文化的集まりであったｃ

大学及び東方文化研究所に各数年︑最後は
﹁史記会註考証﹂全十巻︑全漢文の大著で

の私等が講壇に立った︒聴衆約五十︑地味

︿

I

病後の老躯を提げて︑遠く松江に赴いた

○

松江の三日間

』
のは︑七月の下旬︑二つの行事に出たが︑

一

松江に隠棲された︒其の生涯の偉業は︑
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'一

をひそかに祈る︒

も︑此の碑の意味を十分に理解されんこと

あった︒願くば松江市民も︑遠来の観光容

しては牢に見る所と断じられたのは至言で

のは正に万代の書︑万邦の書︑我国儒者と

代の害︑一邦の害と万邦の書と分け︑先生

あった︒吉川博士の撰文に︑一代の書と万

あり︑大なる誇りであり︑従って又感激で

ではあるが︑然し知った事は大なる喜びで

の残後に知ったわけで︑此の点少しく遺憾

老先生が︑世界的碩学であったことを先生

ない︒私共門下生も長舞赫顔︑敦厚慎華な

一服抹茶をいただいて︑さて少時旧知の会

位のつもりが一時間近くになり︑休憩室で

る所以を陳述したと記憶している︒三十分

に拡大することが結局人類の幸荊につなが

人的倫理に加えて社会的︑国家的︑国際的

天然の理であって事実に潜むこと︑及び個

微する︒倫理の原理は人為のものに非ず︑

も長い目で見ると人倫に背くものは必ず衰

よりも理教を尊亜すべく︑哲学でも宗教で

も今なお深い感銘と教訓とを受ける︒宗教

が故に︑時代的末梢部分の修正は止むなき

その思想は︑実証的合理主義を基調とする

先生が︑七十余年前に他界されたに不拘︑

の倍近い四十名位に感じた︒私は会祖西村

を確かめたかった︒詳しいことは略すが︑

常に橋立礼讃の話を伺っていたので︑それ

として尽粋された故下村寿一氏の郷里で︑

を見て一路州京した︒両洋は本会の副会長

ノ崎に一浴し︑翌日は年来の宿願天ノ橋立

を見た︒かくて午後松江に別れを告げ︑城

丘︑神魂神社︑八亜匝神社︑茶案肌を庵等

いたので︑今度は前回見落した︑風土記の

なった︒名所Ⅲ蹟は十五年前に詳見してお

の外に新しい長橋が出現してやや煩わしく

その背景の家屋の群に消され︑又松江大橋

分変化したのを感じた︒沖に浮く嫁が島も

市内の建築物も新を加え︑湖岸の景観は大

松江に来て山光水色昔乍らに美しいが︑

今一つの行事は第三日の廿四日の午前に︑

員諸賢と交歓したく思ったところを︑昼食

写真や画で想像していたより遥かに美しく︑

車野紗騨道

◎スキ道二違実者

宜敢尤ザトニ才

クテモルモシ
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かもす

○

我が弘道会の松江市会の総会に集合された

先生の霊にも報告して世く︒

私はいい印象を抱いて帰ったことを︑下村

ベラト用肥信村
カズ雌ノニァ茂
う。モ材シリ樹

にと促されたのは少しく心残りであったｃ

十五年前の昭和三十五年に来た時は︑む

ラブブハ迂言
ザニベ亦潤語
ル足シ無固必西

脈に臨み︑明年の会刺立百年を前にして︑

らくも会館に二泊し︑当時の県教委の学事

知貴賢者、テ

しての責を果したことは欣快であった︒

ので東京から行く機会は乏しいが︑私は十

ノハハゼズ厚智

然し私は弘道会貝諸君に所見を訴えて私と

五年前に一度支会総会に臨脈したことがあ

課長鈴木勲君の自宅に連れられ︑数日御厄

者徳徳通ハ謹ト

所懐を吐露するを得たことであった︒松江

った︒当時の幹部諸老は半減したが︑沢村

介になった︒その鈴木君は今文部省総務課

リ志ナニ務二篤徳

支会は本会三代目の松平直亮会長の縁を以

氏︑古津氏等旧知が豊蝶として居られたの

為の線で本会と関係が深い︒

正であり又本会の理事でもある︒松江は種

○

は喜ばしかった︒会場は十五年前と同じの

ザ是智ナテ、

て︑支会中での大支会の一である︒遠隔な

むらくも会館もなつかしく︑集った方も前

ル道ナリ当行人

平三校々歌作成の思い出
ｌ松原芥川の名作Ｉ

渡辺正勇
昨年千葉県平三小学校︵内藤義行校長︶は創立百周年を迎えた︒
その間本校が旧平三村の母体として文化の中心となり和合の源泉と
なっていたことを思うと︑当時の先生方や校舎校庭にも自ら敬慕の
心が︾挽いてくる︒

おぼろ気の記憶ながら本校を歌の作成されたのは昭和弱年︑今か
ら略年の昔になる︒謁年８月のＰＴＡの部落懇談会で校歌作成の談
がまとまり︑９月ｎ日の役員会で竹下虎爾︑仲村進のＰＴＡ正副会

その懇請方をお願いした︒松原氏が校歌の作成を快諾され︑本村の

から伝えられたのが９月釦日であった︒︑月鋤日竹下︑浅沼︑村上

名所旧岐︑学校の歴史調査のため近日中に来校される旨高石鶴兄氏

三氏と玉川奥沢の松原氏のお宅にお願いに上ると氏は挨拶もそこそ

こに吉田賢竜︵後に広島文理科大学長︶︑海塩錦術両校長を囲んで

千葉中同窓生の中島登喜治東京高裁判事︑松原氏︑大田実ら十名の

写真を持出しての思い出話︑わけても実兄についての友情に私は鵬

﹃身はたとへ沖細の辺に朽つるとも守り遂ぐべし大和島根は

いたのであった︒

の歌もさることながら︑米軍重囲の小禄︵おろく︶の海軍司令部壕

から︑通信不能に陥っている島田知事に代って︑沖細方面根拠地隊

川令官として川決を前の昭和加年６月６日夜︑海軍次官に宛てた扶

別電報で︑沖仙県民の熱烈な作戦協力を詳細に訴え︑最後に﹁沖細

の結びには感泣した︒私はしばらく校歌の作成には遠ざかっていた

県民カク戦ヘリ︒県民二対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ﹂と

から各位の懇術に応えなければならないと思ったのである︒作曲は

が大川君のこの蝿かな批情に対し︑さらにまた郷土のことでもある

長︑竹下正二同会計︑村上宗次︑浅沼四郎小中学校長︑鳥海新次︑
常住東作の両区長代炎︑教育委員の私などを校欣作成委員に選出︒

氏はこの妬日ご来校︒光堂︵西願寺阿弥陀堂・亜文ｌ浅野亮英住

弘田君の没後芥川也寸志氏にお願いしていたが︑今は若手の売れっ

次回の委員会で私は松原至大︵象ちとも︶氏を惟順した︒氏は八幡小

職︶にお参り後︑学校一袋の山上から平蔵城吐の城山や日本武尊がご

子でもあるから率直に言ってどうであろうか﹄というのであった︒

く︶は全国的にも有名なレコードで︑オールコットの﹁ライラック

通過の際︑水を飲みかねたと伝えられる野見金山を遠望され校名平

学校の校歌など九校の作者で︑弘川竜太郎︵Ⅲ千葉師範付属小学校

の花の下﹂﹁若草物語﹂の名訳もあり︑毎日新聞の小学生新聞の初

の氏の級友︶作曲の童謡﹁あさね﹂︵とろろんとろろん鳥がな

代編集長時代には八幡から通勤されていたし︑私の次兄大川実が千

三を﹁ぞう﹂と読まないで﹁さん﹂と決めたのもこの時であった︒

南総地区の南の地お城の山を西に見て遠い昔にゆか

待望の校歌

葉中︵現千葉高︶明治娼年卒業の同級生でもあったからである︒こ
の交渉を一任された私は松原氏に依頼状を出し︑一方︑鶴舞の高石
慨見氏を通じて︑また高石真五郎毎日新聞社最高顧問に電話して︑
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りある光お堂のあるところ明るい天地の平三校
海はないけど空がある水のきれいな川があるそれは
どちらも大洋へぼくらの心を運んでる明るい天地の
平三校

山と畑に恵まれて正しい教えを身につけてけようも
あしたも伸びて行くわたしの希望晴灸と明るい天地
の平三校
が私宛に速達で届けられたのが奇しくも文化の日のｎ月３日であっ
た︒

校歌の発表会は︑妬年３月皿日平三中学校で開催︒仲村氏の経過

苦心談を承った︒

報告︑竹下会長︑作詞の松原氏の挨拶︑小中学生の校歌合唱︑星野

すみれ氏のピアノ伴奏で石山卓ＮＨＫ放送合唱団員の範唱︑始関伊

平代議士夫人愛子氏︑旧南総町金子助役︑同多賀教育長︑同木村正

治町議らの来賓祝辞︑浅沼校長の謝辞後一記念写真︒︵記念の皿は毎

祝宴の前に私は﹁各位のご協力によって花も実もある素賭しい発

戸に配布︶

表会となった︒本村の名所光堂と城山の名のように明るく雄をしく

村民一丸となって母校のそして本村の発展向上のために精進する覚

渡しすると︑期限のお約束は出来ない︒輿︵インスピレーション︶

宅に前記の三氏と校歌を持参︒不在のため母堂︵竜之介夫人︶にお

ので︑この旨を同氏にお伝えするとともに︑ｎ日調布の芥川氏のお

ビに成る校歌を高らかに三唱して心から敬祝の意を表するとともに

たもの︒平三小創立百年一記念に当って私は松原・芥川両氏の名コン

の絶大な威力と母校への限りない思蕪とを晴の舞台において実妻証し

場で優勝した千葉県習志野高校選手が高唱した校歌とはともに校歌

したグローリァス・イートン︵イートン校万歳︶と昨年夏甲子園球

ーで世紀の英雄ナポレオンを破った英国の名将ウェリントンが歓呼

悟である︒今後一層のご指導の程を﹂と挨拶︒その昔ウォーターロ

が湧けば一時に二曲という事もあるが︑時には半年もかかることも

本校の極りない隆逆を祈念して筆をおく︒︵本会主事︶
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松原氏が作曲の交渉を私から直接芥川氏にされたいとの事だった

あるとの事であった︒さらに竜︵りょう︶之介という名は誕生の年︑

︵三二頁よりつづく︶

○枯草にひそみて虫の声細し

選者

日︑時刻がたまたま辰であったからであると耳よりな問わず語りを
されるのであった︒

翌詑年２月例の四人で作曲のお礼に参上すると﹁校歌は永く残る

原句は﹁枯草にひそ染て虫も声細し﹂

渦ひかり緊まりては解け猫柳
疎に袖とられつ施肥や蓄薮二月
春寒や繰ればはぐるる古季寄せ

〃

ものでその影響するところは非常に大きいので競式ばつた堅苦しさ
をなくして︑何時でも誰でも歌えるものにしたい︒そのためによく
出来た一曲ですめばともかく︑大ていはいくつか作って時間をおい
てよい所だけをとるのである︒歌うばあいもなるべく自由に地域に
即した気分で︑音調もテンポも様々にかえるがよい﹂などと氏から

ﾛ
今

千葉県加藤巳之

井上学麿選

なぜ逝きしと亡夫の墓標に手を触れてなげけどむなし
木枯のふく

若き日に老後の為と柿ゑおきし木灸は育てど亡夫は世
になし

川越市小名木狂辰

短日を庭師の鉄音確か丙辰どし共処まで来てをり

赤ちゃんが生れたること間かすれど︵せども︶婆に槌り

て孫は帰らず

七めぐり辰を迎ふる新春の喜び秘めて爪切りをする

晴続く師走の庭に座布団を干して年賀の客を待ちをり

﹀

てさ

想へぱ

老の坂超えたまふとも何かある代代の承たまのふゆを

公

老の坂杖柱ともたのむべき吾子が病まへることのうた

私

善光寺参りを終へて大峰荘訪ね泊りぬ秋の一夜を

坂二首祁選者

境内に牛を飾れり善光寺ゆかりの善子光子と名付けて

善光寺大門町は両側に象やげもの売る店ならびをり

埼玉喋鷲宮蔦入

む

しるし

ぐ︵超くつろげる︶

るかな

奥津城の亡夫よ見ませとわが柚ゑし梅は匂うて静かな

夫逝きて七年月日の経過の早きを知る

同竹下せつ

春浅きハリ戸に一つ蝿の来て陽のさす方に趣をくつろ

便秘して側にもがく老残の阿一必の吃り汗をにじます

けり

世に生くる印に立つる門松の目出度きならひ薄らぎに

減反の正月寂し広土間に積む︵み︶米低く注連も短かし

はらはらと音も幽けく蒔く麦の皆光りつつ土に座を占

かそ

垂
'
三

父祖の霊と亡夫の供養に集めてし花木はすでにわが背
丈こす
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弘道歌壇

弘道俳壇
篠塚しげる選

千葉県加藤刀水
評この年輪は人間の年輪ではなく木炭の切口が示す年輪

︑炭火吹けば年輪映えて美しく
と解すると︑感動のふかい一句︒

原句は﹁生き死にの迷路さ迷ひ三ヶ日﹂︒

○生き死にの路をさまよい三ケ日
○暮よりの病厄まとひ年あけし
＠若きらに世は委しかね鍬始め
評この頃の若者に世の中のことをまかせられない不甲斐
いう︑強い気概を示した立派な一句︒

なさを嘆くと共に︑老骨に鞭打っての農始めをすると

川越市小名木狂辰
＠爽やかにラジオ体操家ぐる翠
評﹁家ぐるみ﹂即ち一家族揃ってというのがよろしい︒

○藁塚をめぐり子供らかくれんぽ
○公民館座敷の障子貼り替へる
原句﹁公民館障子の座敷貼り替える﹂

○新築の家の明るき初時雨
原句は﹁新築の二階家くぐり初時雨﹂

○禰宜一人操十字に煤払ひ

○背なの子も子守りする子も春著かな

島根県原田志津子

○貴船菊活けて朝茶を楽しめり

○冬眠の亀やいかにとのぞき見る

○青木の実ついぱむ小鳥今日も来し

○虚子翁の初詣の句床に掛け

○年毎に賀状減り行く淋しさよ心

評当然のことのようでもあるが︑針によせる女の人の気

＠針供養今日一日は針休め

千葉県鈴木きよ子

持を飾らずに叙したことがよい︒

○句机の菊晩学の筆運ぶ

○遠き子の便り待ちつ上布団縫う

評原句は﹁アル︒ハムに孤独さ上へる長夜﹂とあったのを

︑アルバムに孤独なぐさむ夜長かな

同野平英一

右の如くに添削して採る︒

評この古屋敷は昔の豪災か庄屋などが想像される︒雌月

︑古屋敷昔偲ぶか茶の咲けり

の経過につれて主が変り世が移って昔の面影はすっか
り消えた︒ただ昔を偲ばせる茶の花が咲いている︒

○椎の実や幼き過去を想出す︵三○頁下段へつづく︶

○茶の花に帯止めて日の暮るる

（32）

︵本会だより︶

渡辺薫氏本会嘱託と決まる
入院加療中の中薗昌一書記に代って昨年
六月から本会事務局に勤務されておられる
渡辺薫氏は本年一月一日付で昨年暮に逝去
された中薗氏の後任としての勤務となりま
したのでお知らせ致します︒
ご寄付

一金三千円也千葉県袖ヶ浦町勝呂平治殿

一金五千円也有田支会般
︵敬弔︶
春山治部左衛門氏︵評議貝︶
埼玉県美里村の自宅に昭和妃年から隠退
されておられた氏は老衰のため１月瓢日ご
逝去︒帥歳︒氏は不川不焼の士︒三回に亘
る火災を克服して印刷業に精進︑特殊の活
字を以って漢文等の印刷を懇望されて令梢
をはせていた︒災学校の川身ながら詩文を
能くし︑同人﹁へなぶり﹂集を刊行︒会誌

大浜信泉博士︵特別会員︶渡辺派野
２月昭日急性肺炎のためご急逝︒弘歳︒
去る１月肥Ｈ好天に恵まれた海洋岬の剛会
式後の祝鉦会場でのお会が妓後となって了
った︒大任を果されたご苦労とお祝辞とご
招待の感謝を巾上げると﹁やあノ︑︑お蔭
様で﹂とお元気一杯だったのに︑全く夢と
しか思えないのである︒ご多忙中特に世界
的視野からの玉稿を度々寄せられ︑英子夫
人と同道﹁おしどり﹂誰師として江梢支会
誰演会場を沸かせたのも思い出の種である︒
私小ながら洲細協会と本会との協力による︑
沖細で自決の兄の遺志に応えての沖細学徒
への寄贈図書は全国的の篤志家によって十
万冊となった︒それを配分委ｎ脚会を設けて

祈るのみである︒

離肪の各校への輸送︑沖博へのご招待等公
私共に一方ならぬご高配を頂いた︒私は早
々に和田のお宅を弔川︒２月即日の朝野を
あげての青山祭場の告別式に本会を代表し
て水仙花を捧げ︑さらに三木総理︑関係大
臣と並ぶ博士の写真と皇太子刑殿下の側に
立たれる英子夫人の写真とを手向けとした
ことはせめてものことであった︒博士が早
大総長︑沖細問題等懇談会座長など旧の内
外に亘ってご活躍︑わけても米軍治下から
復帰に至る間の沖細への献身的なご功紙は
極めて大きい︒沖細のために沖細に生まれ
て︑世紀の世界的の﹁海ｌその望ましい未
来﹂を目指す国際海洋博を通して捧げられ
た博士の偉徳はまさに不朽と申すべく︑こ
れが達成のため冥加を垂れ給えとご冥禰を

おいての葬儀には渡辺主事が参弔焼香した︒
伊藤武氏︵評議員・千葉県前束部支会長︶

営にも極点建簸された︒１月醒川のｎ宅に

﹁弘迫﹂の印刷についてはもとより本会の運

げて焼香︒

千莱雌干潟土地改良区理事長︑元古城村
長等の要職に在って地域に於ける産業界に
多大の貢献をされておられた氏は２月ｎ日
ご逝去︒沌歳︒向学の念篤く五十余歳にし
て中大法学部に入学︑遠路通学されて話迦
となっている︒本会の発展︑支会員の向上
にご尽力︒２月皿日の干潟の自宅でのご葬
儀には渡辺主邪が本会を代表して弔辞を捧

だった︒

編集後記
口絵の写真は幸にも白雪を頂く火口の真
上から日航のジャンボ機でとらえたもの︒
隣席の望遠レンズのカメラ師は素晴らしい
と喜ばれた︒吃年前五百円札のに似た絶景
を写してうぬぼれていた私のⅢを開くとと
もに沖細行幸先を予告してくれたものと受
取ったが︑まさに的中の幸運に恵まれたの

用のご協力の程願上ます︒︵渡︶

◇今年干支は丙辰︵ひのえたつ︶︒丙は鮒で
光り輝くの意︑辰は春三月の陽気で万物が
伸びてゆく姿である︒さらに諸橋博士の言
われるように﹁飛危躍勅﹂の意に因んで︑
ロッキードⅦ件を始め世界をおう蝶墾を払
いのけるために各人が初心に反って祁思三
考の上大いに振起﹁乾々︵けんけん︶自ら
柵め﹂ねばならぬ年ではあるまいか︒
◇本会創立百年妃念に当り会風の瑚葬に一
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︻体裁︼
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全13巻
べく本辞典を購入した︒
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︻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

の緬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︒

老子の講義

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

の人口に糟炎した思想を説く︒

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

四六判・上製定価一︑○○○円

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

岬浩雌恒か裡峠一一咳さ︒｜

●中国語もかなり豊富に入

っていたのは予想外︒流
而です．

▼主婦・三十才
このように優れた文化逝
兇て膳ｂ世です︒

脈をわが子に継がせてや

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

ね脚分の余技にも活用す

隆男大学合格の祝いを兼

▼公務員・四十六才

︵読者の声から︶

備え下さい

辞典をこの機会にお
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