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︹巻頭言︺

海の蕊明
野口明

五十一年前の昭和二年の一夏を︑私は一宮内官として内命を奉じて北洋
漁業の視察と慰問とに費した︒出稼ぎ同胞二万︑漁獲輸出額当時の金で年
四千万円と聞いた︒風浪と濃霧のカムチャッカ半島東西の海陸は平穏で︑
哨戒する帝国海軍の駆逐艦の淋七を頼もしく眺めたことを恩出す︒

然るに大戦が終るや︑何時の間にか千島の島々には赤旗が翻った︒全く
制海権の逆転︑漁業権の顛倒であった︒資源保誰には我国も協調すべきだ
が︑万事がクレムリンの方寸で押し切られるのは国力の差からであろうｐ
此の頃の交渉から見て︑国民は国境問題には長期の辛抱を覚悟している︒

此の貫徹に執念を燃やすのは当然だが︑その解決前の問題として︑二百海
里時代の内外の対策︑又産業の︑特に食糧や新エネルギーの開発に新しい
情熱を注ぐべきである︒弱小軍事国日本であるが︑なお歴とした一流海国
である︒海の梨明に新しい国力を托そうではないか︒
︵会長︶
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午年 を 迎 え て

馬より学ぶもの

勝ちたいという強い欲にかられた熱意と競

られる必要はほとんどない︒ただ目標さえ

争心で一杯である︒騎手から更に駆り立て

するために馬は全力を尽すだろう︒馬が全

与えられれば良い︒そうすればそれを渡得

力をふりしぼって走っている時は︑何と壮

ピーター・ミルワード
めったに戦争の目的には使われない︒今や

一つが織り成す調和の中にいかに多くのし

大な光景であろう︒そして馬の動きの一つ

午年生まれであるかないかは実際には大

場において馬が示す個人的勇気が発揮され

しかし︑美徳とは一見矛盾するようだが︑

とやかさと上品さが見られることか︒

私たちは戦車や大砲を持っているので︑戦
る余地がほとんどない︒しかし過去におい

して重要なことはでない︒大切なことは︑

て︑戦争というものが今よりもっと人間ら

私たちみんながこの高貴な動物から何かを
学びとることである︒事実︑私たち誰もが

しいやり方で行なわれて︑勝敗が個人の勇

馬は実に妙皐に野心と従順さを結合させる︒

とを持っている︒動物たちが私たちに示し

すべてのこのの動物から学ぶべき多くのこ

ためというより自分の主人つまり人間であ

る騎手のためのものである︒自分のなだら

野心満満であでと言っても︑それは自分の

た︒騎手は時によりたじろぐこともあった

る人間のためにできているのだと馬は悟っ

かな背中は自分のためでなく︑その上に乗

手と一緒になって戦闘の最前線にいつもい
ろうが︑馬は決してびくともしなかった︒

ているようである︒背中の空間は騎手に満

気と機略縦横にかかっていた時は︑馬は騎

ってもくれないものを理解する心を私たち

特に︑指揮官たちはいつも馬に乗っていた︒

てくれるものを見る眼と︑私たちに語って

が持っている限り︑どの動物も私たちの師

中世のフランスにおいては︑彼らはシェバ

たされるまでなんら役に立たないと馬は感

くれるものを聞く耳と︑更には示しても語

となりうる︒でも今年は午年であるから︑

リエつまり騎士と呼ばれていた︒また今日

いる馬術でその空間を満たしてくれる騎手

じているようである︒更に︑当然具わって

いだろう︒

においても︑その言葉は高い名誉の名前と

特に馬の例についてよく考えてみるのが良

そこで︑馬の持っている多くの美点を羅

に対して馬が感謝しているのはいじらしい

してまだ使われている︒

今日︑戦闘において使用されるかわりに︑

列してみよう︒すべての美徳が挙げられる
前に︑馬の商い標準に匹敵する人間がほと

このため︑馬はまた控えめな愛情にあふ

ほどである︒

っと言えば︑白分の一つ一つの動きを制御

れた動物でもある︒馬は人間を愛する︒も

うな狩猟に象られるようにスポーツで使わ
れている︒それはつまり馬は列気があるば

馬は競馬のような競技とかきつね狩りのよ

かりか野心満満な動物であるからだ︒馬は

ないだろう︒

第一に︑誰もが知っているように︑馬は

んどいないことを私たが反省するのも無理

頑丈な勇気のある動物である︒今日︑馬は

（2）

なでてもらい砂糖のかたまりを一つ二つも

からの経験でよく覚えているが︑馬は頭を

く知らない子供も愛する︒私は子供のころ

るだけでなく︑自分の態度とか癖をまだよ

する方法を心得ている成長した大人を愛す

様にある又はあるべき最善を真実示してく

る簸善ばかりか︑私たち人間においても同

さしと広がっていく︒馬は自分の持ってい

りから謙虚さ︑頑丈から弱をしさでなくや

り範囲を一方から他方へ進めて行くと︑誇

が彼に立上がり力強い翼を広げ︑天にある

詩的直観力でもって見る︒しかし︑馬の神

でもって隠し保っている何かを詩人たちは︑

る何か深いもの︑つまり馬に隠され謙虚さ

単に詩人の空想とは言えない︒馬の中にあ

サスあるいは賦麟でもって代表されるのは︑

る︒それゆえにや馬が時々翼のある天馬︒ヘガ

るまでいつも待ちに待っていると私は想像

彼の本当の故郷へ飛べ立つことをお召しな

れる︒馬は美徳の鏡である︒動物としては︑

に見えるが︑それは単に馬の方が私たちよ

している︒︵上智大学教授︶︵林久男訳︶

なるほど馬は私たちとは連がっているよう

的に愛情を示しているのでなく︑こうした

り一層人間性豊かであるからだと思う︒馬

てくる︒でも砂糖が欲して欲得ずくで表面
子供たちの示す人間愛を求めているのであ

はただ動物であるだけでなく︑天使でもあ

らうために心から進んで子供たちに近寄っ

る︒こういう風にして︑馬の性質の中味つま

私は何か神の稗示を感ずる︒そして二○○

二○○浬問題がクローズアップされた事に
そして一部の海の自然︑特に海底の側然

難くなって来ている事は事実である︒

ていた国をも︑自ずから自国の受ける影響

浬間胆について始めは︑何か痴れ事に感じ

、 J ノ

︵十六頁よりつづく︶

などは破壊の極に達しているとも云える︒

つけられぬ程荒廃していたとしたら︑人類
は滅びるかも知れない︒人類社会がより深

を史に根こそぎ取ろうとして漁船の粘鋭化

此の様な時人間は︑尚も渡れなくなった魚

動的所産だと考えており︑実際に二○○浬

の巾から︑好むと好まざるとを問わずに二

行けない時代が到来しているにも拘らず︑

く海との密着を増して行かなければ生きて

のもたらす雌かしい諸問題とその対処を疑

た︒私自身も二○○浬経済水域の宣言は反

問視しているが︑然しこうした荒療治を経

○○浬問題に対処せざるを得なくなって来

りにもかけ離れた事だ︒海洋の自然を維持

ずしては人間社会に新しい海洋管理の方法

や新漁具の発肌に血道ををあげている様に

して︑海が育んで呉れる魚類その他の生産

近々代産業の急速な成長と相まって漁業の

も破壊しかねない現状である︒

物を末代迄の人間社会に残して続けて行く

は生み出し得ないのではないかととも考え

も見える︒この事を濫独無謀と呼ばずして

近代漁業の発達と拡大に伴って漁場の変

堺︑人類の英知を以って取組まねばならな

ている︒

の因子が生糸出され︑そのため人間社会を

貌も甚しいものがある︒大きい物から言え

い最重要な現在の課題である筈である︒時

みかは︑あらゆる産業面で海洋の自然破壊

ば鯨︑仙類︑助宗鱈から海老に至る迄︑当

は既に遅きに失したかも知れないが此時に

何と呼べるであろうか︒人類の英知とは余

局者の発表する数字は理にかなった形で発

︵極洋えび︑事業部次長︶

表されるが︑魚は急速に少なくなって盤り
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海と人類と日本

海は生命の源

佐々木忠義

いうのは︑太陽の光を浴び︑風にゆり動かされる海面のこ

何世紀もの間︑人間が知っていた海︑たった一つの海と

し︑そして死んでいくのである︒

とであった︒人間がその上に船を航海させ︑その岸辺に部

海は生命の源である︒人類は海から発生したのである︒

だけではなく︑生命の象徴となっている塩を含んだ血液を

人類は︑大昔の血統を体内にとどめているのである︒血統

落をつくってきた二次元の領域である海面のことであった

のである︒天地創造の神・自然は︑水を大気のように見通

妙なほどよく似ているのである︒人のひたいににじむ汗︑

しのきくものにすることは考えなかったようである︒とい

とどめているのであり︑その化学的組成は海水の組成と奇

発生したことを物語っているのである︒

一九世紀の前半になって︑自然哲学者たちは︑やっと海の

だが︑知識は徐々にふるいにかけられてきたのである︒

である︒

生きてきたが︑海の中・深海は人間の視界の外にあったの

うのは︑人間は空を仰いで星を見ることが出来︑星と共に

人間の胎児にある鯛孔︵エラアナ︶などは︑人類が海から
海はまさに生命の源であり︑人類は海から発生したので
ある︒

人類はその昔︑海を本当にその生家としたのだろうか︒

深さについて︑以前よりは真剣な思索を寄せるようになり︑

そうした詮索︵せんさく︶はともかくとして︑何世紀にも
るのである︒海の中には︑何千何万種もの動物がいるとい

わたって︑海は強烈な生命の秘密を大事にしまい込んでい

海の深さは少しずつ分ってきたのである︒

ところで︑海は世界的規模の一種の恒温槽である︒つい

われている︒生命の源をなしたものによく似ている各種の

ては︑海は気象を支配する第一の要因であると考えられる︒

そこで︑もし私たちが︑天候を支配したり︑正確に予報し

ウクジラにいたるまで︑想像を絶する多くの動物群が︑海
四キロメートルのところで人知れず生育

単細胞生物をはじめとして︑何十トンもある巨大なマッコ
面からわずか三
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ようと思うなら︑大変にむずかしいことではあるが︑私た
となっている︒

に悩み︑精神発育不全︑末梢神経病にかかり死に至る原因

われの魚食生活にはいろいろな問題がある︒というのは︑

殻物と魚介類は日本人の基本食粗である︒だが︑そのわれ

われわれ日本人は︑世界一の魚食民族である︒昔から︑

二一世紀には七○億人になるといわれているのであるＯ

その一方で︑世界の人口は絶望的に増えつづけている︒

ちは海の実態とその科学について︑もっともっと詳細なこ
とを知り︑究めなくてはならない︒

二○○カイリ時代の海と日本

いま︑日本には一億一千二百万人ぐらいの人が住んでい

を︑高い料金の水と一緒に下水に流し捨てる︒残った部分

魚を料理する時︑頭と尻尾と︑そして一番栄養のある臓物

を食べるという次第である︒つまり︑われわれは魚を食べ

る︒これらの人たちが必要とする動物蛋白源としての水産

るのではなく︑魚の料理を食べているのである︒貴重な動

動物は︑昭和五一年度で一︑○六五万トンほど︒五二年度
は一︑二三四万トンぐらい︒それに対し︑供給の見通しが

ところが︑畜肉の生産が世界的にみて︑もう七︑八年も

九四五万トンだから︑二八九万トンの不足をきたすことに

前から頭打ちで増産の見込みがない今日︑欧・米において

物蛋白源を利用しないで捨てているのである︒

る︒今日のような海の汚染や︑二○○カイリ時代の漁獲制

なる︒これらの数字は︑過去七︑八年間の統計の結果であ
限などは勿論︑統計的処理上の要素として導入されてはい

は︑動物蛋白源の魚類への依存度を急速に高めつつあり︑

魚類の完全加工と利用研究を強力に推進し︑大いに成果を

ないのである︒

それでいて︑五五年度になると一︑三○○万トンと推定
されている︒このままだと︑これはまさに恐るべき数字で

畜肉に代る最後の動物蛋白源として期待されている海産

挙げているのである︒

限り︑あと一○年もすると︑七つの海から魚の姿がうすれ

物・魚類も︑今日のような姿勢で世界各国が漁獲を続ける

ある︒

世界の人口は現在約四○億人である︒動物性蛋白質の大

のである︒

いく︑といわれている︒関係分野の学者の一致した見解な

半は︑わずか一○億人がこれを消費してしまっている︒二
を摂取していないのである︒残りの人口は生存もおぼつか

そこで︑アメリカでは︑その先の蛋白源を世界一の生産

○億人以上の人は健康と再生産を維持するのに十分な蛋白
ない有様で︑そのうちの二○○万人ぐらいは蛋白の欠乏症
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をほこる大豆の蛋白に着目したのである︒すでに︑アメリ

ている︒この貴い米を古々米にして腐らせている︒一○○

日本は何の資源も産出しないが︑幸い米がとれすぎて困っ

ど行われていない︒加工したものを︑何年たってもそのま

．︿１セント利用していない︒完全利用︑加工の研究が殆ん

まの形︑味︑栄養で利用できる︑加工・封蔵の科学︑技術

カ産の大豆から豆腐や納豆を作っていることは周知の通り
フランス人は︑もともと魚を食べない民族である︒それ

が日本にはない︒海産物についても全く同様なことがいえ

である︒すでに学校給食にも利用しているのである︒

が︑週二回は魚を食べようと国が国民に呼びかけているの

恩恵を受けてきたわが国こそ︑大至急に着手し︑そして一

二○○カイリ時代の今日︑そして水産・海洋から大きな

し生久ノ○

は︑畜肉が限界に来ているからである︒その魚もあと一○
いくか︑ということになる︒そのフランス人は︑湖水や沼

年となると︑それから先フランス民族は何を食べて生きて
地で繁茂している藍藻を食べて生きていく︑というのであ

日も早く完成すべき科学・技術分野であろう︒

いる︒その内三五グラムの動物性蛋白質をとり︑その半分

日︑二︑五○○カロリーとり︑蛋白質を八○グラムとって

現在のわれわれ日本人は︑恵まれた生活をしている︒一

る︒藍藻にたどりつくまでのプロセスはここには省略する
が︑すでに藍藻の人工培養が大規模に行われ︑その食用化
では︑こんご︑水産動物蛋白に大きく依存している日本

研究が着実に進んでいるのである︒

しているのだろうか︒農業政策にしても漁業政策にしても︑

等が輸入出来なくなり︑各国の二○○カイリ漁業専管水域

だが︑ほとんど輸入に頼っている大豆や︑とうもろこし

以上は水産動物でまかなわれている︒

いきあたりぱったりで︑一○年先どころか︑一年先もよく

の設定により︑わが国の過去の実績である四五○万トンの

はどう対拠していったらよいのか︒国はどう対処しようと

わからない︒筆者の考えすぎかも知れないが︑私にはそん

漁獲を失うことになるとすると︑われわれ日本人は︑一人

もしそうなるとすると︑そういう厳しい状況下において︑

一日当り一︑五○○カロリーしか摂取出来ないことになる︒

な気がしてならないのである︒

一般的にいって︑一国の民族にとって︑各種の資源が産

になってくる︒

今後どう対処したらよいかということが極めて切実な問題

出しない民族にとって︑すべての資源を輸入に依存しなけ
ればならない民族にとって︑これほどあわれなことはない︒

とりあえず︑沿岸国日本が日本の二○○カイリ海域を︑

自前の食紐資源をもたない民族は最低である︒いいかたを
変えれば︑自前の食糧資源をもつ民族ほど強い民族はない︒
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世界の海洋環境関係の情勢下において︑盗源︑汚染︑航海︑

科学調査︑国際協力等灸の諸問題を︑責任をもってどう処
理していくか︑わが国の二○○カイリを責任をもってどう
管理していくか︑といった身近かな重大問題の解決が迫ら
れることになるのである︒実は︑すでにそういう問題への
対応がはじまっているのである︒

いろいろな客観的状勢に対応して︑さまざまな対応が求
︑︑

められることになる︒が︑すぐ着手すべき基本的普へん的
な姿勢としては︑世界一をほこる魚の増養殖技術を遺憾な
く発揮することである︒淡水ではウナギ︑コイ︑ドジョウ︑

アユ︑フナ等の養殖を︒海水ではクルマエビ︑カキ︑クロ
ダイ︑メバル︑ガザミ︑カサゴ等十数種類のものを増殖の
対象とし︑わが国の栽培漁業の飛躍的発展をはかることで

ある︒︵東京水産大学長︶

亜船︵・ヘルリ提督︶渡来西村茂樹

︵十四頁よりつづく︶

れである︒歴史作家の大家司馬遼太郎先生や江藤淳博士︑

島田謹二博士等は明治維新以来︑日本の海軍が日本の文化
発展に貢献した功績は非常に大きくその文献は極めては貴

重であるといわれている︒現在︑海軍史料調査会内にある
海軍文庫事務局︵電話○三 四四一 五三三○︶で約百二
十年前から現代までの海洋︑海軍に関する文献約五万部を

集収しており︑文庫を建てる計画を進めている︒完成の暁
には日本文化の発展に寄与するものと思います︒
○海とロマン

海は広く空は高く鈴木貫太郎海軍大将のいえるように︑
○○○○

天空海開である︒海流︑潮流︑干満︑寒暖︑暴風雨︑怒涛︑

静穏︑霧︑快晴︑積乱雲など︑とりどりの変化があり南十字

星もあれば北斗星もある︒船乗りのオアシスである港には
美酒︑美女︑文化の歴史がある︒榔子の島があれば氷山も
ある︒海は︑まことに詩であり︑歌であり︑ロマンである︒

われわれは︑もっともっと海について研究︑理解し︑開

○日本は海国であり海洋民族である

知るため大いに語学を勉強せねばならない︒領土的野心を

発し︑発展させねばならない︒また外国人︑外国の事情を

嘉永六年六月︑アメリカ合衆国の使節．ヘルリ︑軍艦四隻を

アメリカの件を密告したる由なれど︑幕府にては︑如何なる

ル︑アルゼンチン︑・へルー︑ニューギニア︑インドネシア

捨てて︑同じく海洋国であるアメリカ︑メキシコ︑ブラジ

率いて浦賀に入る︒是より一︑二年先き︑オランダ国王より︑

なし︒是をもって︑一旦︑異国の軍艦︑浦賀に来るに及び︑

人類に貢献したいものである︒︵特別会員︑元連合艦隊参謀︶

等へ移住し︑その国の人と同化して海洋民族精神を発揚し︑

故か︑一向これが備をもなさず︑また諸藩に通告せることも
上下狼狽すること甚しく︑諸藩にても︑兵器弾薬の備わらざ
るもの︑甚だ多しと聞けり︒︵﹁記憶録﹂より︶
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海と海運
わが国は︑アメリカ︑ソ連と並ぶ鉄鋼生産国であり︑輸出高では
もほとんど産しないわが国において︑鉄鋼業がこのようにさかんに

世界第一である︒鉄鋼石も︑それを溶かすエネルギー源である石炭

黒野匡彦

によって︑国土の狭あいさを補ってきており︑国内貨物輸送量の約

資源を持たないわが国が︑﹁海﹂という大きな可能性を秘めた資源

五割を海運が分担している︒

いであろう︒

ＬＬ−ｊ

にだけは恵まれたのは︑まさに天の配剤の妙を得たものといってよ

1 000

なったことを︑われわれは︑何ら奇異に感じていないが︑後代 の史

000

家は︑この事実に大きな興味を示すことであろう︒

万1−ン

これはいくつかの要因が組み合わさった結果であるが︑その
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中の最も大きなものは︑ほかならぬ﹁海﹂である︒年間の鉄鉱
これだけ大量の原材料を円滑に輸送できるのは︑海運をおいて

石の輸入量は一億三千万トン︑同じく石炭は六千三百万トン︑
ほかにない︒ちな象に︑これだけのせを運ぶには︑大型の鉱石
かって︑海は陸と陸とを隔て︑人と物の交流を妨げる歓迎さ

運搬船でも延二︑○○○隻を必要とする計算になる︒

悟の旅立ちの場所であった︒

れざる存在であった︒港は別れの場所であり︑大きな危険を覚
科学技術の発達は︑いまや海を大量の物資を最も安直に運ぶ
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広大な﹁道﹂と化したのである︒就中︑わが国は︑海上輸送と
かも最も安価な産地を自由に選択できるという利点を生かして

臨海工場を結びつけ︑世界の資源を利用することによって︑し

さらに︑国内輸送においても︑海運を積極的に利用すること

強大な貿易立国を築くことができたのである︒

3.000

﹁働きすぎる﹂という国際的な批判の対象になるようになってきた︒

従来︑﹁善﹂として評価されてきたことを︑すべて一度は疑ってみな

わが国の海運界は︑第二次大戦によって︑まさに淡滅的なな打撃
を受けた︒戦前の保有船腹量が六○○万トンであったものが︑終戦

ければならなくなった︒

な資源の浪費につながるのではないか？世界展大の鉄鋼輸出国と

諸外国の資源を利用した貿易立国というわが国の立場は︑国際的

直後には一三○万トンに激減し︑しかもその大部分は︑粗製のいわ
にたちいたったうえ︑戦時補償の打切り︑国際海運への復帰の遅延な

ことではないか？造船業の発展は︑わが国の国際収支の黒字基調

は︑いいかえれば︑日本人が製鉄に伴う公害を一身に受けるという

ゆる戦標船と低性能の不経済船によって占められるという船腹構成
どの諸要因により︑その受けた打撃はきわめて深刻なものがあった︒

を強める大きな要因であるから︑そろそろブレーキをかけるべきで

このようなわが国海連も︑現在では全世界の船腹塗の二・︿−セ
ントにあたる三︑八○○万トンの船隊を有するに至っており︑税金

なはないか？等々である︒

これらの問題は︑安定成長期を迎えてわが日本丸の針路をどちら

対策上︑外国からの船舶の登録が多いいわゆる便宜置籍国であるリ

船﹂による船腹拡充︑﹁利子補給﹂による国際競争へのささえ︑﹁三

でも多くの外貨をかせぐという簡明な目標があった︒その目標が︑

索をしている︒かっては︑一トンでも多く日本船で運び︑一ドル

同様に︑わが国海運も︑現在文字どおり舵をどう切るか必死の模

にとるかという大きな課題の中に包括されよう︒

国間輸送助成﹂による企業補助︑そうして﹁海運業集約﹂による

国家政策に反映され︑企業の社会的自覚となり︑今日の海運業の隆

このようなわが国が海運業の発展は︑海運政策︑とくに﹁計画造

尋へリアを除いて︑実質的には世界第一の海運国の座にある︒

﹁企業再建整備﹂という一連の海運助成におうところ大なるものが

このような基本的な問題のほかに︑海運をめぐる外部環境の変化

盛をもたらした︒今はその目標の再検討が求められているのである︒

ある︒

海運業の発展は︑同時に造船業の発展につながった︒毎年の船舶

干渉をできるだけ排するといういわゆる海運自由の原則がとられて

海運の分野においては︑海連活動を企業の自主性にゆだね︑政府の

そのまず第一は︑国際的猟境の変化である︒すなわち︑従来外航

は︑多くの課題をわれわれに投げかけている︒

建造への膨大な投資を背景として︑造船柴は事業基盤の強化︑合理
化の徹底︑技術の革新等を実現し︑圧倒的な国際競争力を誇ること
た︒この結果︑造船業はわが国の輸出基幹産業として︑国際収支の

となり︑世界の新造船建造量の約五割をわが国一国で占めるに至っ
改善に多大の貢献をすることとなった︒

てし︑これらの国為が意欲的に自国商船隊の拡充を求め始め︑その

きた︒しかし︑近年︑発展途上国のナショナリズムの高揚を契機と

わゆる国旗差別政策が随所でとられるようになった︒他方︑東欧問

手段として︑自国貨物を一方的に自国船に優先的に横糸取らせるい

昭和四八年暮のオイル・ショックは︑勤勉に働く限り経済は無限
疑わなかったわれわれに冷水を浴びせかけた︒さらに︑昨今の円商

に成長し︑それは国家の繁栄と個人生活の充実につながると信じて
問題は︑日本人の鮫良の資質とされてきた勤勉さそのものまでが︑
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日本弘道会綱領︵昭五一・
甲号︵個人道徳︶

乙号︵社会道徳︶

○・三○︶

理事
理事
監事
監事

た低運賃を武器として︑国際海運市場へ積極的に進出してきている︒

諸国海運は︑経済体制の相違もあって︑資本主義諸国の常識を越え

このような動きにより既存の海運秩序は︑近年次第に混乱の度を増

しており︑これによりわが国の外航海運も大きな影響を受けるに至

第二に︑タンカーの樵造的な船腹過剰の問題がある︒世界の石油

っているＯ

の需要は︑石油危機以降伸びを停止してしまっている︒一方︑石油

危機前後に大量発注されたタンカーは︑これに関係なく次灸と進水

いる︒これに対処する方策として︑船腹供給量削減の必要性が強く

してくる︒このため︑世界的にタンカー船腹が著しく過剰となって

さけばれれているところである︒しかし︑タンカー市場においては︑

国際的に自由に競争が行われているので︑当然のことながら︑一国

のみのタンカー削減対策ではその実効を期し難く︑民間レベルある

第三に︑わが国商船隊自体の構造変化の問題である︒従来︑日本

いは政府レベルでの国際的な合意による対策が必要とされている︒

船は財政融資等の助成措置︑技術革新︑大型化等によりその国際競

争力が維持されてきたが︑近年︑船員費を中心とする諸経費が大幅

な上昇を示し︑特に船員喪の上昇は︑発展途上国の低賃金の船員を

のゥエイトが大きい中・小型船を中心に︑日本船の国際競争力の低

配乗した外国船との格差を大きくしており︑コストに占める船員費

下が深刻な問題となっている︒このような事態は︑ここ一・二年の

わが国に繁栄をもたらした﹁海﹂であるが︑これからこの﹁海﹂

国際海運の景気停滞により一層顕在化してきている︒

に立たされているといえよう︒︵運輸省海運局︶

をどのように生かして利用するか︑わが国は︑現在︑きびしい岐路

鈴木勲
鶴岡衛
西村幸二郎

相馬敏夫
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皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること︑迷信は排除すること
思考を合理的にすること︑情操を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期すること
信義を以て交わること︑誠を以て身を貫くこと

清正広
一勇居明

世界の形勢を察すること︑
国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること︑
経済の倫理性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること︑
資源の保存と開発を図ること
教育の適正を期すること︑

山辺下口

道義の一般的関心を促すこと
報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

日本弘道会役員
副会長理事

会長理事
主事理事

理事

片渡木野

日本民族と海
○日本民族の海についての思想
わが国は四面海に囲まれた島国であるが︑この島国に住

治

穂義士の吉良邸討入りが︑庶民に武士道精神なお存在の感

平を調歌し︑元禄時代を出現︑元禄十五年︵一七○二年︶赤

していた倭冠の活動は終息し︑国民は国内に閉ぢ寵り︑太

ると︑日本人は︑むしろ﹁ミニ大陸民族﹂ではなかったか

れた海外貿易は中絶し︑朝鮮︑支那︑シャム方而まで雄飛

という︒即ち︑日本仙土の粥は山間部であり︑日本民族は

絶し︑海は防御であると信じ太平の夢を負ぼったのである︒

この間に︑オランダ︑ポルトガル︑ス・へイン︑イタリア︑

銘を与えたぐらいのもので約二百年間︑世界の文化から隔

イギリス︑フランス︑アメリカ︑ロシア等は航海術︑や艦

昔から︑山間の水を利用して稲作をして生活してきた︒そ
にでて︑稲作をするようになり︑人口が逐次︑関東︑濃尾︑

船の発達と共に大西洋︑太平洋を探険︑随所に植民地を独
○Ｏ

大阪︑仙台︑越後︑岡山︑筑紫︑熊本︑宮崎等の平野に集
○○○

中するようになり︑このとき日本人は初めて海を見︑それ
○○○

ランダ︑ポルトガル︑ス・へインなどの宣教師が貿易船に乗

が開かれた︒ところが︑慶長十八年︵一六一三年︶頃からオ

マルタ︑スエズ︑アデン︑コロンボ︑シンガポール︑ホン

軍力を背景として全世界の主なる植民地とジブラルター︑

合艦隊を破りそれ以後七つの海を支配し︑その強大なる海

年︵文化二年︶トラファルガーの海戦において︑仏・西連

特にイギリスは︑ネルソンの率いる英国艦隊が一八○五

得︑貿易を開始していたのである︒
○○○

り長崎︑平戸に渡来し布教に努めていたが︑その目的が領

路︑下関ｌ松前間の北海路︵日本海︶江戸ｌ奥州問の東海路

○

から大阪ｌ長崎間の西海路︵瀬戸内海︶江戸ｌ大阪間の南海

れが徳川家康の時代︵十六・十七世紀の頃︶になって︑平野

﹁海は処える﹂︑﹁明治の群像﹂の著者として有名な︑江藤

出島︶のほかは︑国外に追放し︑秀吉︑家康以来︑奨励さ

百石積以上の大型船は悉く破棄させ︑オランダ人︵長崎の

家光の寛永十六年︵ニハ三九年︶幕府は鎖国令を発布し︑五

隆

淳博士や︑東大教授木村尚太郎博士︵雁史学者︶の研究によ

む日本人は︑必ずしも海国民とはいえないようである︒

崎

土を獲得するにあるとの情報が幕府に伝わり︑三代将軍︑
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寺

コンなど重要拠点を抑えてしまったのである︒

海は防御︑防壁であると信じ切っていた国民は海はオープ

のでこれを見た幕府及び日本国民を震憾させた︒それまで

から濠々たる黒煙を吐き︑大きな大砲を沢山装備していた

書を携え幕府に通商条約締結を迫った︒︒ヘリー艦隊は煙突

賀に来航︑第十三代米国大統領ミラード・フィルモアの国

五一二年︶六月三日︑・ヘリー提督は四隻の黒船を率い突如浦

ところが︑鎖国以来二百十四年を経た︑嘉永六年︵一八

明治十一年十二月五日で︑海軍部は︑その中にあった︒海

大山巌︵陸海軍大臣兼任︶であった︒参謀本部ができたのは︑

治二十七年十月二日海軍大将に転ず︶であり︑二代は陸軍中将

舟であるが︑初代の海軍大臣は︑陸軍中将︑西郷従道︵明

ようとはしなかった︒明治時代となり最初の海軍卿は勝海

ま来襲した大型台風により撃退したが幕府は海軍を建設し

四百隻の大海軍︑約十四万の大軍が博多湾に来冠︑たまた

どその例である︒弘安四年︵一三八一年︶五月︑元軍約四千

海道︶征伐︑源平の屋島︑壇の浦の海戦︑秀吉の三韓征伐な

ンシー︵○胃屋静僅︶であることを如実に知らされたのであ

軍々令部が置かれたのは明治二十六年五月二十日で︑日清

○○○○

舟︵オランダ兵学の先覚者︶は黒船に対しては軍艦︵富︒ｓ属

る︒幕府は東京湾に海塗を築き︑応急防御に努めたが勝海

山資紀海軍中将であった︒

戦争の前年であり︑戦争中の軍令部長は陸軍から転じた樺

くして︑朝鮮に上陸しようと計画し︑海軍省主事︵大臣官

日清戦争前︑参謀次長川上操六陸軍中将は海軍の護衛な

国風︶をもってするほかなしと主張し幕府に海軍創設の急
務を説き︑長崎に海軍伝習所︑次いで神戸に海軍操練所︑
かんりんまる

次いで江戸に兵学寮︵のちの海軍兵学校︶を設立し︑威臨丸

前述のとおり︑日本は海国ではあったが︑国民はミニ大

中止した︒また北清事変後︑参謀総長が台湾の駐屯軍を対

も朝鮮海峡に橋をかけることはできまい﹂といわれ計画を

房長︶山本権兵衛海軍大佐から﹁陸軍には工兵隊があって

陸的であり︑外国といえば朝鮮︑唐︑天竺よりほかは知ら

岸の福州に派遣しようとした時︑海軍大臣山本権兵衛から

で太平洋を往復し︑のち初代海軍郷になった︒

ず︑国内における戦斗は︑殆んど陸上で行われ︑武士︑武

﹁もし本職の知らない輸送船が台湾海峡に行動するならば

海賊船と認め悉く撃沈する﹂といわれ派兵を中止した︒

将︑将軍といえば皆︑陸兵であった︒また水軍といっても
漁船か瀬戸内海︵大三島など︶などの海賊船であって︑戦争

以上のように日清戦争前後までは︑日本の陸軍も︑国民

も︑海や︑海軍に対する認識は極めて低くいわゆるミニ大

のとき︑武士が乗組糸︑目的地に陸兵を輸送し陸上で戦斗
するか︑陸兵の乗った船と船とで戦斗するものであった︒

陸︑陸主海従の思想が根強く︑海国民というには︑ほど遠

や覗企︾一﹂

神武天皇の御東征︑阿倍比羅夫︑坂上Ⅲ村麻呂の蝦夷︵北
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いものであった︒

徳川幕府二百十四年間の鎖国は︑日本の海外発展︑文化

る︒地中海︑大西洋等には海賊船が出没したので各国は貿

アメリカの独立戦争で英国艦隊を撃破し︑勇名を馳せた

易船を護衛する必要上海軍を建設した︒

アナポリス海軍兵学校のチャッ・ヘルに葬られているが︑元

ジョン・ポール・ジョン提督は︑米国海軍創設の父として

の発展を著しく阻害した︒同時に︒ヘリー艦隊の来志は︑日

本国民を寝ざめさせ近代国家へ踏象だす原動力となったの

することを聞き︑東方見聞録を書き︑これをヨーロッパ人に

作戦実施に対し︑徹底的対策を講じ︑船団護衛に沢山の護

今吹大戦において英米がドイツ潜水艦の無制限船舶撃沈

艦隊決戦を目的としてつくられたものである︒

をもっているが︑日本海軍は明治維新以後急速建設され︑

海上交通保護を目的として生れ︑発展したもので長い歴史

以上のようにヨーロッパ各国の海軍は貿易船の安全航行︑

は海賊であった︒

である︒もしこのとき︑日本民族に武士道的気塊なく弱い
民族であったなら︑各国の分割するところとなったに違い
ない︒

○ヨーロッパ人の海に対する思想
さて元題の役で大敗し元に逃げ帰った兵士から国王クビ

紹介した︒この本は利にさといヨーロッ・︿人に一大センセ

衛空母︑護衛艦を配し︑その安全に万全を期したのもその

ライに仕えていたマルコポーロは日本に黄金が多量に産出

ーションをまき起し︑一四八六年ポルトガル人バーソロミ

重視し︑輸送船の護衛や補給を軽視し︑占領地の資源を本

伝統によるものである︒これに反し日本海軍は海上決戦を

○○○○○○

ニュー・ヂアスは船で喜望峰に到達︑また︑一四九二年十

送船を失い︑遂に敗戦を見るに至ったのである︒

国に運ぶことができず︑敵潜水艦の攻撃により︑多くの輸

○○○○○

月十二日の金曜日イタリア人コロンブスは大西洋を渡り西
印度諸島を発見︑一五一九年ポルトガル人マゼランはス・へ

第二次世界大戦後︑ソ連海軍は︑拡張に拡張を重ね︑現

てきたからである︒

ロシアが不凍港を求めて満州︑旅順︑大連︑朝鮮に進出し

トル大帝の極東進出以来の伝統である︒日露戦争の原因も

不凍港を求めて南進するロシアの政策は一六八九年・ヘー

○警戒を要するソ連の海への進出

イン船隊を率い︑大西洋を南下し南米の南端マゼラン海峡
を発見︑太平洋を横断してフィリピンに上陸︑︵土人に殺
さる︶船隊は一五二二年喜望峰を廻って本国へ帰り︑初め
その後︑ヨーロッパ各国は相次いで︑アメリカ︑アジア︑

て世界一周を達成した︒

アフリカなどの新天地に植民地︑黄金︑ダイヤモンド︑な
どを求めて探険︑航海し︑民族の移動が開始されたのであ
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トンで潜水艦一二五隻︵うち弾道ミサイル搭載の原子力潜水艦

︵アメリカは約五五○万トン︶ソ連の極東海軍力は約一二五万

在約四五五万トン約二︑六七○隻の艦艇を保有している︒

る︒古来﹁海を制するものは世界を制す﹂という︒ソ連の

としている背後の力はその強大なる海軍力によるものであ

は解決ずみと主張し北洋漁業から年々証日本を締めだそう

アフリカに対し︑ソ連圏を拡大し︑喜望峰航路確保︑豊富

を確保しようとしている︒また最近アフリカ周辺に進出し︑

︵スエズ航路︑喜望峰航路︑マラッカ海峡航路︑豪州南方航路︶

ソ連は現在印度洋に約三○隻の艦隊を配し︑インド航路

れは海洋民族として大いに海洋に進出すべきでしょう︒日

な資源・エネルギーがでてくるかわからない︒将来われわ

民族とは性格が合わないのである︒これから海洋にはどん

せられている︒日本民族は︑やはり海洋民族であり︑大陸

鮮支那などを占領したことがあるが︑結局︑悉く︑撤退さ

日本民族は古来︑ミニ大陸的国民性を有し︑有史以来朝

海への進出警戒を要するといえよう︒

且つ良質の資源を獲得しようとしている︒アフリカには自

○今後の問題点

由陣営国産出の金の池％︑工業用ダイヤモンドの帥％︑プ

南アジア︑中東などとの海上交通保護は︑日本の生命につ

本は︑資源の少ない工業︑貿易国であり︑米国︑豪州︑東

四五隻︑在来型潜水艦八○隻︶巡洋艦一○隻︑馳逐艦三○隻︑

ラチナ︑％︑マンガン池％︑バナジウム沼％︑ウラン鋤％︑

護衛艦五○隻︑その他の艦艇五四○隻︑合計七五五隻である︒

を埋蔵している︒ソ連が︑ギニア︑アンゴラ︑モザンビーク

自衛隊と日米安保条約︑米国第七艦隊に依存しておるが︑

アメリカもいつまでも日本のただ乗りを許してはくれまい︒

ながる重大問題である︒現在日本は僅か十七万トンの海上

二百海里問題︑漁業資源︑海底資源︑海洋エネルギー︑

︵マダガスカル島の対岸︶︑エチオピア︑南イエメン︵アデン︶に

圏に入れようとしているのも︑これがためである︒これに対

海底生活等の開発︑海上交通保護など海洋国日本の重要課

艦隊基地︑航空基地を獲得し︑南ア︑ローデシアをその勢力

ール︑インドネシア︶及びＡＮＺＵＳ︵豪州︑ニュージーランド︶

題となりましょう︒

し米国はＡＳＥＡＮ︵フィリピン︑タイ︑マレー当ノ︑シンガポ

○海と文明︑文化

船を造り航海をするには高度の科学技術を必要とする︒

を堅め︑第七艦隊︵空母五隻︑巡洋艦五隻︑駆逐艦一九隻︑原

造船︑機械︑電気︑通信︑天文学︑気象学︑海洋学などこ

子力潜水艦五隻等六○隻︶海兵師団一︑海兵航空団一を極東

に派遣している︒わが国は石油の殆んど全部を中東︵イン

︵七頁下段につづく︶

ド洋︑マラッカ海峡︶に依存しているのでソ連艦隊のインド

洋進出には重大関心を払わねばならない︒ソ連が領土問題
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立った武器は何であったであろうかと考え

れたものを取り戻し︑新たな発展に最も役

治田栄一

思はれるが︑果してどうだろうか︒むしろ沿

海底油田の確保などその最たるものの様に

て見るに︑日本の他の産業の分野でも同じ

二○○浬時代と一漁業人の感想

人類社会の新しい海洋の管理について︑

岸国にとっては自分達の国の海岸の直ぐ沖

分達のものなのだ﹂﹁彼等に雄られては大

岸に漂着しているのを見て︑﹁その魚は自

以って遠洋へ遠洋へと世界の海に乗り出し︑

収して︑次から次へと漁船に取入れ︑それを

ろうか︒彼等若人は新しい理論や技術を吸

れており︑所謂二○○浬経済水域を各沿岸

国際海洋法会議が昨今来引き続いて開催さ

変だ﹂と云った貯りに貯った焦りと憤りが

の海の産物地球の富を日本の富として持ち

より広くより深く海を附拓して︑太古以来

った若くて優秀な人材の集団ではなかった

が一方的に領海二○○浬の宣言を行って︑

一国の一寸したきっかけから一気に火を砿

であったと思うが戦争に行く必要のなくな

軍艦という武力を行使して︑その城内で操

いたのではないか︑ｌ私などはそう考える︒

迄近づいて操業している外国漁船を見たり︑

業の漁船を放逐したり又牟柿したりして日

今二○○浬宣言の影響を大きく受ける国

国が設定する事についてあらゆる角度から

本やアメリカとトラブルを惹き起していた

として日本がクローズアップされるだけに︑

彼等の漁具の一部や投棄した魚の死骸が海

が︑エクワドルの考え方︑つまりその城内の

ッターは鮪船団︑統いてトロール船団︑えび

前からの南氷抽鯨があるが戦後のトップバ

の論議が交はされておる︒

魚はｎ分達の物だと云う事︑魚という海の

という語に置き換えて日本漁業がどの様な

先に云った外国漁船と云う字句を日本漁船
形で海の富を独占的に渡って来たか︑嘗っ

船隊という具合に日本沿岸や近海漁業の手

日本漁業の海外征珊の立役者としては戦

浬の議論が色皇父錨する目的と背景の中で︑

詰りをその催海外に展開を求めて出ていっ

もう何年か前南米の一画エクワドル辺り

持つ経済的価値に気付いた此事はたちまち

帰って来た︒

瞭原の火の如く拡まってしまった︒二○○

ての猛烈漁業の一端を振り返って見たい︒

しめたのか︑ｌなどと考えて見るに︑色を理

何をして慌しく彼等を二○○浬宣言に走ら

途上国から先に火の手が多く揚り始めた︒

地を回復して行った︒此の様な中で︑失わ

和の訪れ︑即ち海への解禁と共に急激に失

長い戦争で全てを失った日本の漁業は︑平

第二次大戦が終った頃︑一九四五年以後

秋極進取な海洋民族である乗組員達︑ｌこ

ル稼動の独特な伝統と労働意欲を持った︑

を持った軍艦の様な漁船群と二十四時間フ

たものである︒次から次へと最新の重装術

比較的単純な意味合しか持たなかった発展

由はあったと思うが︑その中でさしあたり
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うして忽ちにして水産王国の．ヘナントを日

かって来る事必定である︒二○○浬問題を

あっても︑何時しか患は己の身に振りか

のみ追いかけていたら︑無限の海が相手で

を私自身感じている︒余談であるが︑私の

処であり︑それ以外計り知れぬ巨大な畏怖

業の角逐の模様など︑日本国民の熟知する

国から遊り出た二○○浬宣言なのである︒

たのだろうか︒云う迄もない答が此等沿岸

庭先迄入られた沿岸国から見たらどうだっ

事も言えるが︑外から殊に日本漁船にその

日本から眺めれば︑此の様な手前味噌的な

る一方で益を隆盛を辿りつつある︒確かに

して経済成長の波と共に国内市場も拡大す

るのだが同じ様な事が大勢の人から広範な

私は己の見て来た極く狭い分野で話してい

ないかと思われる憂から私は解放されない︒

違があり︑もう取り返しがつかないのでは

か海底とか較べて見るに余りにも大きな相

保っていたあの頃と︑最近の海を特に魚と

いでもないが︑地球の海が昔の自然を多く

漁業に対して反省的になりすぎた嫌いが無

漁業面でのみ捉えて︑いささか戦後日本の

しているのにぶつかったものだ︒此の事実

も移しい数のソ連トロール船団の先行操業

ヤ州沿岸に至る迄︑行きつく所何時何処で

に南に下って北米オレゴン州カリフォルニ

↓︑ツク水道から東に広がる広大な海域更

カ湾に出漁したが︑特にアラスカ湾でウニ

以来約十年間︑北洋ベーリング海やアラス

ロールなど南の海から一転して一九六五年

長い海上生活の中で︑鰹鮪又西アフリカト

わざ．わい

一千万屯の総漁准堂の金字塔を掲げて︑そ

本は再び手中に収め他の国々を圧倒して︑

遠い昔から自分達の前に無限に拡がってい

ほとばし

た海︑此の海の持つ色灸な価値の中で︑取

日本こそ現在経済大国などと言われる一

放っておいて良い事ではないのである︒

る一連の行動はアメリカとしてはソ連の漁

ら今回の二○○浬経済水域設定の宣言に至

一九六七年の十二浬漁業専管水域の設定か

がどの位アメリカの神経を刺戟した事か︒

り遅れた国麦の人灸の感情は急激に高まっ

面に海上労働者の余りにも高賃金化したた

分野でも言はれている事なのである︒

て来た資源ナショナリズムの声と同調して︑

る︒自分の事を棚上げして言っているのか

業侵略からの防衛に出たものだと考えてい

りわけ経済的な価値に気付くのが一寸ばか

海への宣言へと駈り立てたものではなかろ

めに︑海外に出て行く漁業も漁狸水準の停

も知れないがソ連は日本以上に地球のあら

うか︑﹁魚を獲るのは早い者勝﹂自分が渡ら

めたものであった︒

ゆる海域でその宝を掠めているとの感を強

難くなり次第に消極化して来ているが︑日
本的な予備軍とも言える安い労働力を持っ

何年か先︑人類社会は自らの過剰人口の

頓と相まって不採算のため経営が成り立ち

前な事に違いないが︑昔は確かに勤勉と努

ている韓国台湾フィリピンなど後から目白

ため飢餓社会に突入させられるだろうと言

は何も悪いのではなく︑競争社会では当り
力の象徴の様に考えらられていた︑日本人

押しで︑よりたくましく世界の海で日本勢

われている︒其の時が来て︑もし海が手が

なかったら他人が獲る︑こう言った考え方

の漁業における渡らんかなの意欲は最近度

ーランドも又然り︒又特にソ連については

︵三頁につづく︶

と交代しつつある︒共産圏諸国のソ連やポ

自由主義社会の中で生き抜くための競争

最近の北洋や日本沿岸水域に於ける日ソ漁

合がきつくあり過ぎた観が強い︒

とは言え︑他の迷惑も顧みず自己の利益を
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海と日本

１ルドウィンが野党の労働党党首アトリー

その他︑自治領の総督あたりと相談して決

定したことだ︒そのエドワード八世が皇太

の時の首相だったロイド・ジョージだった︒

木下広居
に聞いてみると︑ちんぷんかんぷん︑全く

彼はウェールズの貧乏な農家に生まれた︒

で︑ウェールズ語を教えたのが︑第一次大戦

子になる時︑立太子式に必要だ︑というの

分からない︑という︒万才をやったり︑踊

ズ人は小作人の水飲み百姓だった︒選挙で

地主はイングランド人で︑多くのウェール

｜︑歴史

ったり︑語たり歌ったりしているが︑学校

日本には︑シベリアから︑朝鮮半島から︑

で教えるのでなく︑教会で教えるらしい︒

をする時のような︑猛烈な声援と敵対感情

イングランドが︑フットボールの試合など

と︑全くちがっている︒スコットランドと

人種も言葉もちがってきたイギリスの場合

ランド︑ウェールズという風に分れていて︑

ら︑スコットランド︑イングランド︑アイル

それは︑同じようにに島国でありななが

じ人種で︑言葉も同じということになった︒

た︒北海道から沖細まで︑大体において同

分散しながらも混合し融合するようになっ

エドワード八世は︑アメリカの婦人で︑二

なければならぬ︒一九三六年︑まだ独身の

一字も知らなかったウェールズ語で挨拶し

とになっている︒その時︑皇太子は︑全く

ズのカーナーポンというお城で挙行するこ

んだ︶とした︒今でも立太子式はウェール

の王子︵プリンス・オブ・ウェールズと呼

に︑皇太子が生まれた︒それをウェールズ

名︒ちょうどウェールズと戦争している時

ェールズやスコットランドと戦ったので有

ば︑エドワード一世だろう︒この人は︑ウ

イツのまねをして︑イギリスに︑老齢年金

は︑その当時︑社会保障法の先駆だったド

の生活を支えてくれた︒ロイド・ジョージ

きない︒弟がやはり弁護士をしていて︑兄

がないので弁護士をやめたら議員生活がで

ところで︑衆議院議員になったが︑歳費

誰士試験に及第した︒

勉強してくれた︒そのおかげで彼も弟も弁

やフランス語をロイド・ジョージと一緒に

教会の説教師を兼ねていた︒この人が法律

この人はウェールズ人らしく︑雄弁家で︑

しの職人をしていた叔父の世話になった︒

早く亡くなった︒それで︑母の兄で︑靴直

った︒父親は小学校の先生をしていたが︑

地主に投票しない者は追放されて乞食にな

ろんな人種が渡来したに︑ちがいない︒そ

中国から︑沖縄から︑東南アジアから︑い

方言ではなく︑全くちがう言葉なのだ︒

の爆発は︑日本では︑ありえないのではな

度も離婚した経験のあるシンプソン夫人と

や工場災害法︑失業保険法を導入しようと

れぞれ︑一つの地方に固まったのではなく︑

いか︒国営放送のＢ・Ｂ．Ｃで︑スコット

ので︑退位させられた︒これは︑首相のボ

結婚した︒そして王妃にする︑といった

イギリスで征夷大将躯に当る国王といえ

一週間に一時間もあって︑イングランド人

ランド番組やウェールズ番組が︑それぞれ
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にちがいない︒彼が大蔵大臣として一九○

してイングウンドに復讐する気持があった

地主を怨んでいた︒ウェールズの愛国者と

彼はウェールズ人として︑イングランドの

出したのが︑地主に増税することとだった︒

した︒それには財源が必要だ︒そこで考え

ランス語の．︿ルルマンという言葉が議会を

になってフランス語に変った︒その頃︑フ

昔からラテン語だったが︑十四世紀の初頃

階級はフランス語を使っていた︒公用語は

○六六年︶そのために︑三百年間︑支配者

リアムが最後に︑徹底的な征服をやり︵一

フランスの大名だったノルマンジー公ウィ

をはじめアメリカ海車に学び︑艦船も輸入

この場合︑当時世界一だったイギリス海軍

のは日露戦争でのバルチック艦隊の撃破だ︒

だ︒要するに︑日本は大陸から遠く離れた

ぎなかった﹂と伝えられたのも当然のこと

隊が﹁生き残ったのは十万のうち三人に過

府は議会を解散すると︑また自由党が多数

決するとは︑前例のないことだ︒自由党政

した︒衆議院を通過した予算を貴族院が否

集りのような貴族院が︑この予算案を否決

グロサクソンは羊毛のシャツを着ていただ

知らず︑弓が使えなかった︒その上︑アン

に負けたのは︑アングロサクソンは馬術を

ところに先進国があったからだ︒ノルマン

か︒それは︑海をへだててはいるが︑近い

どうして︑こんなに何度も征服されたの

ノフ専制︑農奴制に反対する革命的気分が︑

るのか知らなかった︒民衆の間には︑ロマ

い航海に疲れ︑将兵は何のために戦争をす

方は︑アフリカの喜望峰をまわってくる長

人全体が必死になって団結した︒ロシアの

し︑軍人を留学させていた︒そして︑日本

そして︑いよいよ日本人が自信をつけた

島国だから国防的に安全だったのだ︒

九年に予算案を提出した時︑地主に対する
呼ぶ名になった︒

になった︒そこで貴族院改革し︑予算案は

増税を盛りこんでいた︒その時︑大地主の

貴族院に行く必要がない︑と決定し︑衆議

日本の場合︑中国からも朝鮮からも航海

日本の気候は温和であり︑土地が肥えて

したものだった︒

が困難だった︒事前に相当な調査をして来

いるから︑米がよく出来た︒それに海は動

みなぎっていた︒戦争は皇帝の側近が計画

ら︑できたことだ︒これで貧乏な農民や労

たにちがいないが︑元の軍が来襲して︑火

物的タン・︿ク質や海草類を豊富にめぐんで

着ていたのだ︒

働者も議員に当選しても︑生活に困らない

薬を使う大砲のような新兵器を持って来て

くれた︒山の幸と海の幸が︑そろっていて︑

けなのに︑ノルマンはクサリ・カタビラを

ことになった︒

も︑北九州の一角に上陸しただけで撃退さ

大体において食料の自給ができた︒その上︑

院議員には歳費を出すことにした︒これは︑

こういうところが︑日本とイギリスとは︑

れてしまった︒その上︑台風の物すごさを

貧乏なウェールズ出身の大蔵大臣だったか

ちがうのではないか︒それというのも︑イ

知らなかった︒一五八八年にイギリスにや

が︑次から次に征服して出来た国だからだ︒

も暴風のために難破したのだった︒元の艦

ってきたスペインの無敵艦隊が全滅したの

されることもなかった︒だから︑中国から

外国との貿易も必要がなく︑外国から侵略

二︑国際的感覚

クソン人︑デンマルク人︑ノル↓︑ン人など

ギリスという国は︑ローマ人︑アング官サ

しかも征服が︑だいたい中途はんぱだった︒
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ひとえに︑海にによって大陸と離れていた

万葉から古今集の和歌が発展した︒これは︑

漢文学の模倣でなく︑枕草紙や源氏物語︑

えなかった︒漢字に代って仮名が発明され︑

から外来文化は日本的なものに変らざるを

積んでくると船が沈む︑と恐れられた︒だ

が難破した︒﹁革命の書﹂といわれた孟子を

て帰ってくる者がなかった︒たいていの船

が来なかって︒日本留学生も新知識を持っ

メリカ文化などとちがって︑たまにしか船

のとして創造することができた︒今日のア

来た文化も︑これを消化しても日本的なも

ということになった︒

それでも︑やってくる者は殺してしまえ︑

外国人は野蛮人だから︑ことごとく排斥し︑

日本人は何でも世界一だ︑と考えていた︒

べてが完備している︑といったのをマネて︑

が自分たちの国が中華で世界の中心で︑す

外国から学ぶものは何ものもない︒中国人

あるから完全︒武士道は世界の模範だから︑

は神道と仏教があり︑哲学や倫理は儒教が

神風が吹いて追いはらってもらえる︒宗教

日本は神国であり︑外国人が攻めてくれば︑

を旅行してはならぬ︑という方針をとった︒

てくる外国人は討ちはらえ︑日本人は外国

うことをしない︑と約束した時に︑はじめ

けて︑政府の黄任を追及し︑再び︑そうい

で︑過去一年間にたまった苦情を︑ぶちま

くなった︒一年に一度は議会を附くのが例

会が承認しない限り︑税金は一銭も取れな

しなければ何もできないことになった︒議

王は専制君主ではなくなった︒議会に相談

を外部から強制されなかった︒しかも︑国

出来あがった︒階国のおかげで︑ローマ法

積み重なった普通法︵コンモン・ロー︶が

人民が法律の根源であり︑裁判所の判例が

一五年の大憲章︵マグナカルタ︶以前から︑

侵略できなかった︒そして︑イギリス一二

ンに︑南米ではス︒へイン人によって︑イン

アメリカンインディアンはアングロサクソ

ニァやゲルマンに滅ぼされ︑アメリカでは

ヨーロッ︒︿ではギリャ・ローマかマケド

れたことは当然といわねばならぬ︒井の中

ば︑比較研究のない日本が文化的に︑おく

かった︒文化が比較によって発展するなら

刈ということだ︒外国と比較することがな

その結果現われたのは︑国際的感覚の欠

邪魔ものとして押しつぶされてしまった︒

どこも︑国王の専制政治のために︑議会は

議会制度はイギリスと同じ頃に出来たが︑

握っていた︒

算委員会で︑国家財政という財布のヒモを

て予算を通過させることにした︒それが予

お蔭といわねばならぬ︒

カその他の帝国が滅亡した︒ロシア人はジ

の蛙大海を知らず︑ひとりよがり︑独善に

どの国でも︑イギリスとちがって︑財政を

たことがなかった︒また︑他国と交渉した

していなかった︒それで遊牧民に侵略され

以来︑ナポレオンもヒトラーもイギリスを

れていた︒イギリスはノルマンによる征服

文化の相続者として︑世界文化の中心とさ

るという気持があった︒フランスはラテン

かったので︑議会は弱体のままだった︒イ

支出もできない︑という原則が確立してな

議会の承認がなければ一銭の税金徴収も︑

監督するような議会を発展させなかった︒

ところが︑フランスでも︑ス・へインでも︑

ンギスカンの子孫によって三百年間も奴隷

フランス人と比較して︑いつもおくれてい

おちいった︒ヨーロッパなら︑ドイツ人は

り︑他国民の文化を理解したりすることが︑

日本は幸にして︑どこの国とも国境を接

生活をしたのだった︒

ほとんどなかったといっていい︒船に乗っ
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王も大臣も人民も︑ことごとく法律の支況

であり︑この法律がすべてを支配する︒国

ギリスだけは︑法律を生み出す根源は人民

ことはできない︒つまり︑外国人と交際し︑

斥するようでは︑現代の世界に生きて行く

チャン﹃一ロと呼び︑理由もなく嫌ったり排

シアの共産主義体制も︑西ヨーロッパから

ストイ︑ドストェフスキーを理解した︑ロ

入れた︒また外国人も︑ツルゲネフ︑トル

ーがいったことがある︒﹁日本に来て一番

のだ︒純粋な社会主義は北極のようなもの︑

革命から六十年以上たっても︑発展できる

うところは︑どんどん訂正して行くから︑

批評されたところで︑間違っていた︑と思

驚いたことは︑世界一の人口を持つ︑問題

駐日アメリカ大使をしていたライシャワ

外国人を理解することができないのだ︒

下にある︒議会は︑国王と貴族と平民の代
自由・平等・博愛を標語としたフランス

表から成立し︑主催者であるといわれた︒

革命はコーーロッパ全体に対して大地震のよ

っちにも人間は住めない︒白熊や．ヘンギン

純粋な資本主義は南極のようなもので︑ど

烏の楼み家だろう︒人間は温帯にしか安心

の国である中国の言葉の分かる日本知識人

日本人は︑とかく島国根性で独りよがり

して住めない︑と全人類が分かって来た︒

うな影響を与え︑ほとんど︑あらゆる国で

発火点になりそうな南北朝鮮の言葉の分か

であり︑東洋諸国人をバカにして一等国民

が︑ほとんどいないことだ﹂と︒我々は︑

る日本人が︑どのくらいいるのか︒大学で

といっていながら︑ヨーロッパ人には弱い︑

もう一つそれに加えて︑第三次世界大戦の

等・博愛も︑決して新しい原理ではなく︑

第二外語として朝鮮語を採用している大学

のために︑直接の衝撃を受けず︑自由・平
イギリスの伝統的な民主主義にこそ︑それ

がどれだけあるのかを問題にしたい︒

革命を起こしたが︑イギリスだけは︑島国

カ植民地に住んでいたイギリス人は︑イギ

が実現されて来た︑と考えた︒実はアメリ

原則を掲げて戦った︒自分たちの代表が出

リス本国議会の圧制に反抗し︑大憲章の大

番の旅行好きの国民といわれた︒そして︑

くくなっているロシア人も︑昔は世界で一

今では共産圏にあって︑外国と交際しに

は外国人を理解し︑日本文化と比較する能

劣等国民だと自潮するようになった︒これ

ば︑人間は生活できないのだ︒外国人を敵

お互いに理解して︑助け合って行かなけれ

これは一例にすぎないが︑世界の各国が︑

なかったのだ︶︒

ていても︑本国の議会には議員を出してい

︵アメリカ人は︑植民地の議会には代表し

ドイツ︑イギリスの文化を︑どん慾に取り

原でも︑自由に行けた︒だから︑フランス︑

てが凍るのでソリで︑川上でも沼でも大草

り︑船で︑どこにでも行けた︒冬は︑すべ

大きな川が沢山ある︒その支流は無数にあ

そうしてもらいたいのだった︒ロシアには︑

一杯の御馳走をした︒自分たちも旅先で︑

ヨーロッパでダ零ハコのすいがらを街頭で発

紙クズ︑空きカンを棄て︑立ち小便をする︒

ことを︑平気でやっている︒まず︑売春だ︒

日本人が海外旅行で集団的に恥ずかしい

尊敬されるように行動しなければならない︒

本人はすべての外国人と仲善くし︑理解し︑

力が不足しているからではあるまいか︒日

ころが戦争に負けると︑急に自信を失い︑

席している議会が承認したのでなければ︑

外国人がくると︑ものすごく歓迎した︒精

例えばドイツ人のマネばかりしていた︒と

税金は一銭も出さん︑というのだった︒

としたり﹁異人﹂﹁毛唐﹂と考え︑ロスヶ︑
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しないのか︒最近の新聞によると︑イギリ

どうして外国の議会制度などを知ろうと

つすてれば︑一万円ぐらいの罰金だろう︒

かけて下さい︑と書いてある︒紙クズを一

たないところがあったら︑市役所に電話を

便所は︑どこにもない︒ちょっとでも︑き

見した人があるだろうか︒臭気のする共同

が面白いことをいうか︑と期待している︒

意見が一致するはずだ︒そして︑毎日︑誰

福が大切だ︑と両党議員が考えているから︑

うにしている︒党のことより国民全体の幸

用してくれるので感謝している︒皆嬉しそ

見を善いと思った場合︑与党は︑どんどん採

野党議員は︑少数党たる自分たちの修正意

たらどうだろう︒与野党の議員が仲がいい︒

に平穏を以て主義とするが如し︑悪く言へ

ざるべからざるなり︑従来我邦の外交は常

する所となりたれば︑殊に外交に意を川ひ

り︑戦捷以来我邦の一挙一動は世界の注目

て国家の災禍を来すは実に外交の巧拙にあ

り︑一言にして国家の尊栄を得︑一動にし

今日の行政に於て最も大切なるは外交な

外交西村茂樹

スの議会は一年に一五八○時間も討論する

党議員が質問して答えてもらうだけだそう

の説肌や政雛の解説をしている︒それに野

それが︑たいてい︑各省の高級官僚が法案

は︑大部会の時間は委員会に出している︒

会わないと書いてあった︒日本の国会で

川ぐらいは︑油場を爆笑させることができ

なんかやる人は演説していて︑五分間に一

ーモリスト賞をもらったことがある︒荷相

あっても﹂必らず笑わす能力があって︑ユ

も︑どんな問題についても︑どんな相手で

チルのような名人になると︑﹁どんな時で

臣が︑その議員を笑わしてしまう︒チャー

野党が意地悪い質問をしても︑答弁する大

て我条約を無視し︑我移住民を拒絶す︑我

を以て名あり︑然れども区をたる布畦島に

たる者なり︑今の大隈外務大臣は強硬主義

れり現に廿七八年の戦争も是よりして起り

支那朝鮮に対しては︑頗る強硬の手段を取

は︑特に欧米の強国に対して行ふ者にして︑

の如きは殊に然り︑然れども其退縮と云ふ

ぱ退縮を以て主義とするが如し︑伊藤侯爵

そうだ︒日本では一年に八二時間しか話し

で︑多数決をやるだけ︒与党の政莱は︑す

だ︒与党の討論がない︑本会議でも平行線

政府より談判に及ぶと雌も︑彼れ北米合衆
長くやっている国だ︑というのが世界政治

るようだ︒民主政治は︑どういう国で行な

学界の定説になっている︒外国に︑これほ

を送り︑兵卒を送り︑榔法を以て朝鮮の兵

われているか︒それは︑楽しい討論を最も

い︒また︑野党は皆分裂してケンカするか

は﹁何でも反対党﹂が多く修正案も出さな

ど沢山の日本人が出かけるのだがから︑そ

士を訓練し鮮王は魯の公使館に匿れて魯公

べてが正反対︒政府は官僚の作文を無修正

ら︑連合して政権を取る見込もない︒人民

ういうところも見て参考にしたらどうだろ

で通過させることばかり考えている︒野党

の方は︑自分たちの生活を根本的に破壊す

ないイギリスの場合などを見て来たらどう

う︒とくに︑島国根性が︑ほとんど見られ−

使の保誰を仰ぐ︑什七八年の戦役は全く朝

其結果を知らず︑︶朝鮮は魯国より窓に士官

の裁判を求めんとするに至れり︑︵今日未だ

るような革命的政党に政権をやりたくない︒

に対して之を宣言したり︵国家道徳論より︶

鮮の独立を助くるの主意にして其事は支那

国の後援を侍寒て我言を聴かず︑遂に他国

こういう不毛な政治に︑あきれた人たちは

かと思う︒︵副会長創価大学教授︶

イギリスの政治などを参考にしようと思っ
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日本という国は︑海に囲まれた国であるということは古事記の記

た航海術の進歩︑さらには資本主義の発達による植民地独得の競争

ところが︑世界は第十九世紀に入ると︑科学の発達によって生れ

るとの意識も薄れていったに州連ない︒

などがおこってくると︑日本の城壁であった海は︑もはやその役割

述によってもわかるように︑日本人にとって︑かなり大昔から理解
のは︑それほど古いことではない︒海といっても︑航海術の未発達

されていたされていたに違いないが︑海国としての認識が現われた

の支配者であった幕府も︑諸藩もまだ大平惰眠をむさぼっていた︒

すでに西洋の諸国がアフリカを分割し︑インドを略取し︑さらにア

を維持しつづけることができなくなってきた︒こうした時にも︑時

中に生活していた人間は︑外敵の侵攻に対する憂慮なしに︑安心し

は迫っていたが︑日本人にはこれを危機としてとらえる実感が欠け

ジアの沿岸へと矛先を向けようとしていた︒つまり客観的には危機

であった時代には︑大平洋とか日本海といった広い海は︑国を守る

ていることができた︒もっとも海そのものが︑暴風雨の時とか︑津
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一大城壁のような役割を演じていたに違いない︒したがって︑その

波の起った時とかは︑人間にとって恐ろしい自然であったに違いな

ていた︒この時︑逸早く鋭い危機感をいだいたのは︑林子平︵一七

カーカムチャッカ︶迄︑押領したり︒然ルに加模西葛杜より東に

︵シイ︶の地方を略シて︑東の限り加模西葛杜加︵カムシカット

国︶その勢上無双にして遠く縫組の北地を侵掠シ︑此ころは室章

近頃︑欧羅巴︵オイロッｃの莫斯奇未亜︵ムスヵウビヤー露

自序に︑子平目ら︑次のように記している︒

その危機感をもって書かれたのが﹁海国兵談﹂である︒この著の

一七九三︶であった︒

いが︑そういうことがあるだけに︑陸続きの国境をもった国々に住

三八

された万里の長城は︑どんな大工事によってなされたか︑そしてあ

む人たちの感じであろう心配が皆無であった︒︵中国の北辺に廻ら

入してきたのである︶つまり海国ということは︑単に海にかこまれ

れだけの防備をしても︑蒙古人や清人がやすやすと中国の中央に侵
た土地というよりも︑海にかこまれた国であるということ︑つまり
日本も︑徳川家光の鎖国令発布以前には︑海外との交易もあり︑

︿此上取べき国土なし︒此故に又西に顧ミて蝦夷国の東なる千島

国家意識の出現なしには︑出てこない認識である︒

外国人の渡来や和志の出撃などもあって︑海国認識が相当あったも

未亜より加模西蔦杜加え造シ置ル豪傑︑︒ヘンゴロウといふ者︑加

を手に入ルべき機シあり卜聞及くり︒既に明和辛卯の年︑莫斯丹

キザ

一切の国外との交通が絶たれてしまい︑そのために日本が海国であ

のと考えられるが︑一六三五︵寛永十二︶年の鎖国令が出されると︑

<̲〆､ﾉﾍｰ〆シヘヅヘシー"へ曹〆〜へ"へ〆‑）

の事︑其心根可憎可恐︵岩波文庫版︑九頁︶

深サを計りながら︑日本を過半︑乗廻シたることあり︒⁝⁝是等

模西蔦杜加より船を発シて︑日本え押渡り︑港有え下細して︑其

ない兵法となっている︒

まり中国の兵法を模倣しているに過ぎない結果︑日本の現実を知ら

ぱ︑名人・達人といわれる人にしても陸上戦闘に限られている︒つ

惜しい哉︑大江匡房と始として︑楠正成︑甲越二子︵武田信玄

力ヲ

子平は︑こういう危機感をもったので︑自ら蝦夷地探険の旅に出

の軍書を宗として稽古ありし人々なれば︑皆唐山流の軍理のみ伝

と上杉謙信︶の如き︑世に軍の名人と称するも︑その根元︑唐山

力ヲ

の一事件として考えたのでなく︑日本は海にかこまれた国である故︑

ようとした程であった︒しかし子平にとっては︑それは︑単に北辺
日本の︑文字通り津々浦にも早晩生じてくるであろう禍であると考

知らざるに似たり︒︵原文に加筆︶

授して︑海国の誰に及べる人なし︒これその一を知て︑その二を

頭に

つ︽に○

と説いているが︑それは単にそこだけに限って言ったことではなか

︵神奈川県︶の両国に役人を派遣して東京湾口に要塞を設けさせよ

子平はまず何よりも早く江戸を守るには安房︵千葉県︶と相模

ためにこそ大銃︵おおずつ︶すなわち大砲の必要を説くのである︒

あって︑今日流にいうと海岸自衛のことである︒したがって︑その

この場合の﹁海国武備﹂といっているのは︑あくまで海辺防備で

と記されている︒

らずと知るべし

開巻第一義に挙ぐる事︑深意あるなり︒尋常の兵書とⅢ日の義あ

は大銃︵おおずつ︶にあり︑是れ海国自然の兵制なり︒然る故に︑

海国の武術は海辺にあり︒海辺の兵法は水戦にあり︒水戦の要

﹁海国兵談﹂第一巻は︑水戦について述べたものであるが︑その冒

戦に及ぶ兵法を述べようとする︒

いう︒そして何よりも︑水戦︵海戦の意︶を第一義とし︑ついで陸

と述べ︑その故に︑著者子平は︑この﹁海国兵談﹂を書いたのだと

えた︒つまり︑これこそ﹁海国意識﹂であった︒﹁海国兵談﹂の自
そえ

海国と︿何の謂ぞ︒日︑地統の隣国無して︑四方皆海に沿ル国

序冒頭には

を謂也︒

と記されている︒子平は︑日本は海国の故に安全であり大平であり
得たのであるが︑また海の故に︑いつ何時︑外敵に襲れるかも知れ
ない危険があると︑警告する︒

先︑海国は①外題の来り易キわけあり︑②亦来リ難キいわれ
もあり︒

①其来リ易シといふ︿︑軍艦に乗じて順風を得しは︑日本道二
三百里の遠海も一二月に走り来ル也︒此如ク来リ易キわけある
ゆへ︑此備を設ざれぱ叶ざる事也
②亦来り難シといふいわれは︑四方皆大海の険ある故︑妄リに
来リ得ざるなり︑しかれども其険を侍て︑術に怠ル事なかれ︒
︵数字および傍線ｌ筆者︶

したがって日本は海国であるがために生じる外敵侵寵に対する軍
備こそ︑今や焦眉の急を告げている︒しかるに︑日本の兵法といえ
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を受けて︑子平は捕えられて江戸に護送︑獄屋につながれた︒しか

し製本されたのは僅か三十八部︒ところが︑たちまち幕府のとがめ

明らの補助によって寛政三年︵一七九一︶四月に全巻を出版︑しか

を論せず︑悉く長崎の港の如く︑備え置きたこと︑海国武備の大

東国なりとて曾て油断は致されざる事なり：．⁝日本国中東西南北

その後裁判の判決が下り︑仙台藩で禁鋼されることとなったが︑あ

もその板木も全部没収されてしまった︒子平五十五歳の時である︒

○海国なるゆへ何国の浦にも心に任せて船を寄らるることなれば︑

このような考え方の根底には︑子平の﹁海認識﹂があった︒それ

主意なるべし︵第一巻︶

と僅か一年後に病残した︒︵五十六歳︶この間に︑うたった和歌

守りの道は︑我ひとり見き

千代ふりし書もしるさず海の国の

は︑海とは﹁世界に開かれた海﹂であるという認識である︒だが︑

子平がこの著を書いている当時には︑幕府はもちろん一般にも︑こ

は︑海国認識の先見の明をもった先覚の孤独な心境をよく表現して

うした認識は全く存在しなかったし︑もしもこれを公表すれば︑幕
府から禁圧されるような雰囲気につつまれていた︒このことを明確

いる︒それほど︑日本人は十八世紀末まで︑海というものを知らなか

然りといへども︑忌詳︵はばかり︶を顧みずして︑有りのま

海国にして航海の業を隆盛にせざるべからざるは固より言ふ
を待たず︑本邦従来航海の業の発達せざるは其原因三あり︑其
一は旧政府に於て海禁の厳なりしなり︑其二は︑海舶の脆弱な
りしなり︑其三は国民安逸に慨れて進取の気に乏しかりしな
り︑今日は海禁は既に解けたり︑海舶は外国に購ふときは堅固
なる者を得くし︑独り第三条に至りては︑未た全く刷新するＥ
能はず︑猶旧来の怠惰に安んずる者甚多し︑蓋し本邦の商家に
て大資産家と云ふは︑大抵世に称する所の御用商人にして︑何
れも政府に取入れ︑賄賂諮娠を以て万金の利を擢取する者なれ
ば︑其事たる安快にして其利也莫大なり︑是を万里の波涛を凌
ぎ︑言語人情不通の地に赴き︑生命財産の危険を犯して商業を
営む者に比すれば︑其労快難易固より日を同くして語るべから
ず︑商買は固より己を利するを以て目的とす荷くも安扶にして
巨利を穫るの途あらぱ安んぞ︑危険を犯して期すべからざるの
利を求むる者あらんや︑故に御用商人の如き者の世に在りて大
利を涯るの間は︑航海の業は盛んに起る事能はざるべし︒

航海移民西村茂樹﹁国家道徳論﹂より

ったのではないかと相像される︒︵本会理事・目白学園女短大教授︶

に表現した文章は︑少し長文であるが引用してゑよう︒

ひそかに思えば︑当時長崎に厳重に石火矢の備有りて︑却て
安房・相模の海港にその伽なし︒此の事︑甚だ不審︵いぶかし︶

細かに思へぱ︑江戸の日本橋より︑唐︑オランダ︵阿蘭陀︶ま
は何ぞや︒小子が見を以てせぱ︑安房︑相模の両国に諸侯を置

で境なしの水路なり︒然るを此に術へずして長崎にのみ術ふる

て︑入海の瀬戸に厳重の術を設けたき事なり︒日本の総海岸に
備ふる事は︑まず此の港口を以て始となすべし︒是海国武備の
中のまた肝要なる所なり︒

必

罪を仰らずして以て害す︒︵傍線ｌ筆者︑原文に加筆す︶

まに言ふは不敵なり︒言わずぱ︑また不忠なり︒この故に独り

このような立場から︑日本の将来の国策を論じたのが﹁海国兵談﹂
である︒原稿が完成したのは天明六年︵一七八六︶︒第一巻が仙台で

刻せられたが売行が不良で︑それ以下は杜絶えた︒幸にして藤塚友
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︵一︶ｌ理に生きた人

友人に松岡弘光という年長の方がい

終った人物である︒

生前孫の弘光さんは︑こんなことを
ｌ今泰で有名な櫛岡の畠を開墾した

言った︒

して有名な鉄舟・山岡鉄太郎の高弟

のは万ら始め旧幕臣と住民だよ︒万はそ

た︒この方の御祖父は︑幕末の剣聖と
︵これは弘光氏の説である︶で︑これ

てのひらを

相手の節くれだった掌握って何度も

ふし

﹁おお︑おお︑苦労を掛けるのを﹂

る︒ジジイはそういう侍の手を取って︑

い侍連中が︑手に豆を椿えて頑張ってい

こさ

刀と筆以外には重い物を持ったことのな

も︑来る日も耕すことだけに勢を上げた︒

せい

の先頭に立ってたんだね︒幕臣は来る日

よみず

又剣道の達人だった幕府価参の松岡万
万は御一新後︑旧幕臣としては珍ら

である︒

し︑高等官の大警部まで上っていたが︑

しく新政府に懇請されて警視庁に勤務
明治十年︵一八七七︶尊敬する西郷隆盛

が鹿児島で兵をあげるのを知ると︑

ったんだろうね︒こんな万の態度が侍ば

かりでなくお百姓さんにも判ったのか︑

万が東京に出てる間に通称松岡神社と地

元の人が呼んだ︹地主霊社︺が出来て︑

生きながら神様になっちゃったんだね︒

治中期にかけて︑こんな事は例のない話

古い昔は知らないが︑江戸の末期から明

だろうよ︒

こうりき

万は御一新後︑四谷御門外にあった

〃高力松″或いは〃首つり松″で江戸

シ子の誰れでも知っている三千石の旗

本元高力右近邸に住んで警視庁に通っ

なお斗さ

ていたが︑弘光さんの父の代には多分

ここに住んではいなかったろう︒

弘光さんは︑こうも言った︒

僕が小さい時︑鉄舟先生の御子息直記子

光氏より十歳上の明治三十年二月生れで

爵が自分の御子息鉄雄さん︵この人は弘

父のとこへ逃げて来てね︑二階で同棲始

あった︶に追い出されて︑芸者と一緒に

﹁松岡さんか︑中条さんの所へでも宿め

めたんだ︒直記さんの話じゃ︑

何度も涙を流したことがあったそうだ︒

憶違いがあるが︑そのママにする︶の監

てくれるなら︑お行きなさい︒私は知り

自分は今︑静岡藩︵ここに少少︑氏の記
事を中条達とやっているが︑幕臣の希望

ませんから﹂ってんで︑家に来たんだね︒

﹁西郷先生を敵にはできぬ﹂

そう言って明治の大岡越前守と称さ

するようには︑何一つとしていかない︒

と

れた万は真シ先に辞官し︑親友中条金

それが歯拝かつたんだろう︒申し訳なか

はがゆ

居して︑牧野が原開拓に半生を懸けて

之助ら多くの幕臣が隠栖する静岡に塾
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る直記さんに﹁おい遠藤︑いくらか置い

誰士︶さんが浅草の観音様の回廊下にい

だ︒君の親父︵筆者の父︑遠藤胤治・弁

住居は家の二階さ◎それからが大変なん

袋に入れて三方に戴せジジイは朝夕拝礼

になったお品です﹂ってね︒それを錦の

の戒名︶先生のお墓を掘ってお持ち帰り

﹁これは︑おじい様が︑天秀賢道︵行蔵

その時︑こんな話もしてくれた︒

たねばる

てけ﹂って手を出され︑一円玉を取られ

していたんだね︒行蔵先生は夏冬共に鑑

ぽ

た程じゃなかったけど︑夏でも邸の中に

襖着物と蒲団一枚で生涯を終えられた奇

ちようせ・ざ

雪が降るんだね︒てえのは︑直記さんは

と逃げ回ってるようじゃ︑ツガもないや

ね﹂

弘光さんは言ったが︑この中に出て

くる天秀賢道居士が︑題名の兵学者︑

平山行蔵である︒

︵一一︶Ｉ海防は国民の義務

政時代︶の三蔵Ｖとか︑ハ蝦夷三蔵Ｖ

藤重蔵の三人を俗に八化政︵文化・文

江戸時代︑平山行蔵・間宮林蔵・近

人だな︒君のお父さんも戦前家へ来て︑

と人は呼んで敬愛した︒これは一と昔

ろ

毎日足袋を新しいのと履き替えるんだ︒

て仏壇へ飾って拝んでいた︒ジジイも変

人だが︑その先生のお骨を掘り出して来

たぴ

そいつをポイポイ窓から庭に放り投げる︒

あたかも雪が降るように一カ月もすると

﹁直記さんは困ったもんだ︑それは鉄舟

前の寛政年当時︑林子平ら三人を八寛

昭和になった戦前にも八滴州の三樹・

政の三奇人Ｖと呼んだのと同様である︒
日露戦役の時なんか︑周囲を敵兵に囲

かこ

が一番だな﹂っておっしゃってたよ︒

えぞ

庭が白くなっちゃうんで︑これには︑さ

すぎたからで︑中でも︑松岡先生の影響

先生の回りにいた方々が皆︑個性があり

︑︑︑︑

いや震災まで︑ジジイの仏壇の前に変な

すがの母と祖母も閉口したねえ︒その頃︑

錦袋が飾ってあって︑開けたら︑これが
骨なんだな︒そこで一度︑母に訊いたこ

まれて︑隊長が﹁山岡／︑貴様は兵隊じ
舟の子だ﹂って︑腹を切ろうとしたけれ

とがある︒

母は僕を静かに見て︑

ど︑軍刀を腹の前に突き立てようとする

の一人は東条秀樹であり︑﹁介﹂の一

三介Ｖと呼ばれた男があった︒﹁樹﹂

﹁これは︑おじい様の先生の先生のお骨

と︑どう言うものか︑腹が︒ヘコンと引っ

ゃない︒逃げろ﹂って言うのに﹁俺は鉄

です﹂

込んじゃう︒

道に渡っている探検家に遠いないけれ

﹁おかあ様︑これ何んですか﹂

こいつが平山行蔵先生の腕の骨︑つまり

﹁オオジは切腹なぞ何んでもない﹂って

蔵の二人は確かに蝦夷と言われた北海

八蝦夷三蔵Ｖの中の二人︑林蔵と重

いる人は多いだろう︒

人は現在の岸信介であった事を知って

尺骨だった訳ですよ︒まさしく︑鉄舟先

たが︑そうはいかなかったって話してく

軍学者であるが︑文政四年︵一八二一︶

ど︑行蔵は探険家ではない︒兵法家の

しやつこう

生を入れれば︑先生の先生でしよ︒︵弘

れたが︑その通り︑若い息子に追い立て
めかけ

くって︑阿元さん︵直記夫人︶置いて妾

おもと

フンヶイハ伽頚Ｖの友と書いているが︶

光氏は鉄舟を師と言ったが︑万は鉄舟を
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起したのを知った行蔵は憤激の余り︑

ロシヤ人が北辺に現れ︑無法な騒ぎを

の血の濃さと言っていい︒中でも行政この時も座湘団は蚊かない︒食事は一

の血であろう︒妹の内に流れる武芸者が終了次第机に向って和漢の吾を続む︒

からスー・︿１マン行蔵の誕生も平山家柔︑脈合︑鉄飽の諸芸を練習し︑体術

軍学を筆頭に瀧奥を極めていた上︑真茶︑湯は飲まない︒常時水だけである︒

いうんのう

は妓も文武両道に秀れ︑兵法は長沼流年中玄米で副食物は味噌と香の物だけ︒

幕府に上書して︑

ｌ拙者が江戸市中におります無頼漢︑
獄中の罪人共を率いて蝦夷へ渡り︑ロ

時代とは︑江戸時代中︹元禄時代︺と並ろか︑濡祥︑足袋といった恥を被う物

行蔵が家熟を附いていた文化︑文政着物は寒中でも袷一枚︒綿入れはお

であった︒ごとく確実に実行された︒

で修得していた兵学全般のスパー師匠座右の銘で︑日常生活は時計の振子の

シ ヤ 人 を 追 い 払 っ て お 目 に か け ま す る ︒ 貫流の剣術︑大鳥流の鎗術︑間口流のｌ常在戦場
柔術ばかりか︑弓︑馬︑鉄飽の印可まこれがこの強健な心と鉢を持つ男の

と願い出ているところから出た呼称

であろう︒行蔵は蝦夷と呼ばれた北海
逆へ渡航したことは一度もなかったが︑
った︵実際は迷うが︶と当時︑血の気

行蔵のこの案は実現寸前で流れてしま

んで最も華美著修に流れていた時期で︑は一切身に着けないばかりか︑女性を

一枚に限り︑夏も蚊帳を使わず︑いかを履き︑身の丈に近い︵行蔵は五尺

たけ

そう志し︑寝るのも夜具は四布蒲団行蔵はそれ以外に他出時には必ず草鮭

よのぶとん

ねばならぬ︶一人出るか︑出ないかの荒行である︒

︵かかる風潮は身を張っても矯正せ守った︒これは禅寺の僧侶でも百年に

ふはん

の多い江戸シ子は思っていた︒そこで

行蔵は芯底憤然とした︒近かずけず︑一生不犯を通して独身を

たた

行蔵の志を︹壮︺と称え︑八蝦夷三蔵Ｖ
の一人に加えたのである︒
ひそみあざなしりゆう

平山行蔵は名を潜︑字を子竜︑号を
ひょうげん

なる日にも就寝は午前零時まで起きて﹁百五十センチ﹂そこそこの小男であ
いて朝は必ず午前四時に起床する生活った︶常人の倍もある四尺三寸︵約百

兵原と言った︒行蔵は通称である︒
請の幕府御家人で︑伊賀衆と呼ばれ小

実行した︒起床するとまず庭に出て何︵約十五キロ︶の鉄棒を突いて出た︑

を元旦より大晦日まで一日の休みなく三十センチ︶の大刀を帯びて四貫目

行蔵の家は代を三十俵二人扶持小普
説の上などでは現在でも忍者扱いを受

十杯となく冷水を浴びた後︑巻藁を射という︒
ってから木馬に乗った︒そして鎗︑剣︑こんな行蔵に一つの逸話が残ってい

けている者の後喬であった︒もちろん
屋敷は当時の四谷・伊賀町にあり︑父
も祖父も剣道の達人であった︑という
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はっきり

る︒日時は判然しない︒

行蔵が赤坂通りの路上を歩いている

ていったＯ
ふんけい

以来︑二人は﹁伽頚の友﹂として生
驚いたことに二人が会ったのは行蔵七

涯文通し合う仲になった︑と言うが︑

勝助に逢った︒勝助も又偉丈夫として

時︑向うからやってくる紀州藩士遠藤
近隣に聞こえた男である︒じよじよに
ったという︒

十年の生涯で︑唯︑この一度だけであ
この話を聴いた亡父は︑これに似た

近か寄った二人は道の中央に仁王立ち
になったまま︑お互いに避けようとし

事が自分にもあるといって︑ぼくに話

はば

ない︒二人は一定の歩巾で近かづいて

してくれたのは二十数年前である︒

はこぶ

行蔵が一度だけ会った遠藤勝助とい

う紀州藩士は︑名を︹通︺と言い︑白

渡辺華山や高野長英と︹尚歯会︺を

しようし

鶴斉と号した農政家であった︒

創った中の一人は勝助である︒

さ

︵三︶ｌ金は人を創らぬ

雨にも雪にも傘を差さない行蔵の奇

行は当時江戸で評判であった︒なかで

のキャプテンと丁度似たようなことが

京都であって入洛していた旅館で他校

インターハイ︵旧制高校対校運動会︶が

だろう︒高等学校︵旧制︶の二年の時︑

種々書物を出しているが︑一度として

にはよく本屋より出版の要請があり︑

のぼくらと違い︑優れた兵学者の行蔵

ったことぐらいであったろう︒物書き

あるとすれば︑ぼくら同様酒呑みであ

唯一つ︑われわれと似ているところが

で年賀のやり取りをしていたが︑この

あって︑それから相手が外地で死ぬま

だからＩ

と言うのが行蔵の口癖であった︒

﹁武士は書物を金に替えぬものぞ﹂

外国住いだったから︒：⁝好きな煙草の

時の一度だけだった︒相手はほとんど

門弟から月謝をとったことは一度も
ことをぼくは憶えている︒

ｌ男と男の交りは︑そうしたもので
あろう︒

こういうストイックな行蔵の門弟教

の招恥があっても一切応じなかった︒

ない︒そればかりか︑いかなる大大名

煙を追いながら思い出すように言った

人と会ったのも︑このインターハイの

代金を取ったことはない︒

﹁心を許すというのは︑そんなもん

来る︒三︑四間︵七・八メートル︶前
まで来ると︑機を合せたように二人は
立ち止った︒：⁝・眼が合った︒
と︑
われ が ね

破鐘のような声を先ず出したのは行
蔵であった︒

﹁遠藤先生でござるか！﹂

二人の間には風さえ落ちてない︒

すると六尺近い大男の勝助が︑かす
かにホオをやわらめて言った︒
﹁平山先生でござりますな﹂

二人が微笑しながら互いに道を譲り
合って移動した時︑溜池を渡った風が
ひるがえ

二人の袴の裾をかすかに翻して過ぎ
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りか家宿の門弟の食事も師の行蔵と同

させて稽古をした程である︒そればか

勝海舟の父小吉が書いた手稿本﹃平

に行蔵の精神は死ぬまで衰えなかった︒

であったＯ病名は中風︒不思議なこと

二八︶十二月十四日である○歳は七十

行蔵が残したのは文政十一年︵一八

細胞の持ち主だったのではあるまいか︒

様︑味噌と香ノ物に玄米だけであった

子竜先生遺事﹄は現在回り回って︑ぼ

武芸の練習にはきまって甲胃を着け

育は厳正を極めたとっていい︒

から︑松岡万や勝海舟の父︑夢酔・勝

後︑酔って詩を吟じ︑筆を奮ったこと

行蔵の唯一の楽しらしいことは飲酒

て雨が降りだして来た︒雨具を持ち合

昌寺にいった時分には︑空が暗くなっ

蔵の墓にお拝りしようと下高井戸の永

先達って︑この本を拝見方々平山行

へい

小吉︑惟寅のような低禄の御家人でい
手元にある︒

くの恩師︑歴史学者の森銑三先生のお

ぐらいであろう︒行蔵の書はそれだけ

せなかったぼくは︑行蔵先生の似ねを

しりゆう

て強靭な意志力を持った男以外には通

に雄迩で飛躍する風がどれにもあり︑

ていろく

用しない修業であったかも知れない︒

失礼ながら我々の旧制高校時代の匂を

と書かれた墓石の前に立った頃は︑

天秀賢道居士

て来た雨を頓に受けながら︑

ほお

した訳ではないけれど︑ポッポッ落ち

ｌ児戯愛すべし

感じる︒

といえば正しくそうで︑現代流に莫
迦といえば莫迦化しているように見え

くるか判らなくなった︒二︑三分侍立

空は一面まつ黒くなって︑何時サッと
して後を向くと︑何処かで大きな音を

るが︑今︑こんな真筆な青心を擁して
万も又よく師の尺骨を三方ごと押し戴

たてて自動車が止った︒

いる人間が何処にいるだろう︒弟子の

いて梯涙していたことがあった︑と弘
光さんは言ったが︑彼等は皆同質の脳

一往昔は外交のことなし︑少しく之あ

｜ｌ日本の外交西村茂樹

︵﹁国家道徳論﹂より︶

りしと雌とも︑支那朝鮮との交際に過
ぎず︑仙々欧洲人の来航することある
も︑只通商に止まることなれば︑其国
家に関係あるは︑今日の如く甚しから
ず外交が国家に大関係を為すこととな
りしは︑実に嘉永六年米国使節が本邦
に渡来せる以来のこととす︑幕府の初
めて外交を附くや︑当時世界の形勢を
知れる者は甚少なし︑故に或は甚しく
外人を畏怖する者あり︑或は甚しく之
を疾悪する者あり︑或は推しく之を軽
蔑する者あり︑加ふるに浮浪粗暴の徒
京帥の指紳家を煽動して幕府の非政を
一責めしむ︑外人は交々来りて幕府を威
逼し︑以て其因術不決を詰る︑幕府此
一困難の際に処して︑永久の長計を画す
るの逢なし︑巳むことを得ず一時姑息
の計を為し以て外交を処分す︑其失錯
の多きは怪しむに足らざるなり︑明治
維新の後朝廷が外国に対する交際は幕
府の時と異なることなく︑且当時の大
官は︑外国を畏怖すること幕府の時よ
り甚しく︑条約の内外に於て︑彼に退
譲すると滋々多し︑岩倉大使︑欧米巡
回の後条約改正の議数ミ起ると雌とも︑
当局者常に西人を尊重すると畏怖する
との甚しきより︑其将に約せんとする
所の条件は︑何れも国権を暦損し︑国
家の大不利を為すに非ざる者なし︑
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教育制度雑感

吉岡良信

徒間でも︑姓名も顔も知らぬような結果を

己の得意な専門学科の一つか二つを担当す

なお同学年を四学級にすると︑教師は自

て生徒を訓育する態勢にした︒

理由の三は︑三年生は上級学校入学に専

生じ︑愛校心など望むべくもない︒

ねばならぬこともある︒私が斯様な学校の

ることになる故自ら自信を持って生徒に臨

小中高を四四四制にして︑各学級定員を

日を選ばせた結果︑残った代数を私が担当

教頭であった時︑他の教員に希望する教科

念して︑自己の学校のことなど念頭に無く︑

四十名以下とし︑同学年を四学級までと規

することになった︒私は元来商業学科が専

むことが出来る︒之に反して少数学級の場

村塾から多数の人材を出したことは︑皆様

定すれば︑中・高校は最大の学校でも︑十

門で︑代数は中学生当時教えられた丈であ

合は一人の教師が不得意な教科目を担当せ

ご承知の通りである︒教育の根本が師弟の

六学級定員六百四十名になる︒校長の管理

的なものになり勝ちである︒

全人格的触れ合いにあることは︑何人も異

能力は前記規模が限度で︑それを越すと校

自ら二年生が学校の中心になるという変則

存のないところであろう︒しかし今日では︑

明治維新のとき︑吉田松陰の小さな松下

私立学校は元より官公立学校でも︑少人数

るが︑幸い好きな学科であったことと︑担
昭和十四年︑私が校長として赴任した学

ようとする今日では︑高校を義務制にして

当時間数も少なかったので︑一年間お茶を
校は︑公立であるに拘わらず法規上の限度

はどうであろうか︒しかし高校へ進学する

ものとなり教育上マイナスが大きい︒

しかし現在の小・中．高の六三三制の教

である︑二十五学級生徒数千三百名余であ

と︑自然大学へ進むという結果になり勝ち

長と生徒との人格的接触は︑極めて稀薄の

育制度は︑わが国の社会情勢や国民経済に

った︒やがて毎朝遅刻する生徒が︑五十名

だが︑大学卒が必ずしも︑本人の為にも亦

極めて困難である︒

適しているかと云えば︑ノーと云わざるを

位あることを知った︒困って従来事務室に

を対象とする学校を望むことは︑経済的に

得ない︒故に私は至急改正すべきであると

あった教員の出勤簿を校長室に移して︑私

小一と小六とでは余りにも違い過ぎる︒ま

理由の一は︑生徒の発育状況から考えて︑

った︒この学校のように生徒過多の場合に

員が無くなると共に︑生徒の遅刻もなくな

は最も早く出勤した︒間もなく遅刻する教

義務制にしては如何︒但し修業年数は四年

と併立して各種職業専門学校を設け︑之を

国家社会の為にも幸福有益とは限らない︒

中学校から高校進学率が九○％にも達し

濁した経験がある︒

信ずる︒

た思春期にある中三も高校に組入れ︑四四

は︑直接生徒を指導することは無理と判断

理由の二は︑三年制の中・高校では︑同

に︑他よりも優良教員を招き︑教員を通じ

した私は︑専ら教員の指導に専念すると共

制に拘泥せず別途考慮した方がよい︒

人間には多面的な能力があるから︑高校

四制に改むくきである︒

学年の学級数を増加して︑八学級或は十学

︵竜門社評議員︶

級でさへ珍しくない︒そのため同学年の生
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西村式総合健康法︵二︶
三﹁腰ｌ脊骨﹂の運動

かし骨の両側をグリグリと強くもむ②

握りこぶしを当て瞥部を浮かして左右に動

⑧脊骨︵脊椎︶仙尾甑骨の両側に

渡て前述④⑤⑥の運動を左手で右側に行う︒

及その両側を指圧する⑦反対に左横に

第一胸椎から下に向って五︑六本まで胸椎

肩甲骨全体を指圧する⑥右手の四指で

にして両肩及胸を前に締める姿勢をとる

⑧腰︵第一︶①仰向けに寝て両脚を

尾砥骨から次食とこぶしを少しずつ脊骨の

○腰︵第二︶①仰向けに寝て膝を立

⑤右手を左肩越しに背中にまわして︑左

拡げ膝を曲げて立てる︒②両手で握りこ

西側に沿って上方へ移動させ︵一方の握り

てたままの妥勢で両手は伸ばして床を抑え

残りの四本の指を揃えて背中にまわし四

ぶしを作り左右に向い合せて啓部の下に敷

こぶしを先づ上方に少しだけずらせ︑次で

なりに反らすように胸を張り同時に深く息

腰と腹を出来るだけ商く持ち上げ身体を弓

指の届く範囲の腰の筋肉を指圧する︒

く︑即ち︑替部を二つの握りこぶしの山の

る︶体を左右に揺り動かして仙椎︑腰椎︑

反対のこぶしを対称の位置にずらせて並べ

西村幸二郎

四本の指の関節骨で支えて乗せることにな

を吸う頂点に達したら腹に力を入れて出

る︵腰及背中の運動は大体この姿勢で行

胸椎を順次強くもんでゆく︑この場合︑唇

き出しながら腰を下ろし腹を背中につくよ

して︑支える身体の重さを自由に加減し︑

うにへこます︑この場合足先き︑手のひら︑

う︶両脚の拡げ方と膝の折り曲げ方を調節

その上に身体を乗せたまま少しずつ上方に

肩︑後頭部の六ヶ所で身体を支えて上下に

て静止する数秒の後口より息を静かに吐

移動さすことはむずかしく︑こぶしも両腕

て前項同様の運動するこの場合智で床を

動かす②立てた膝を伸ばし両足を揃え

来るだけふくらましたまま暫らく息を止め

位置を移動させる⑧握りこぶしを左右

も姉む最初は腰の辺り迄しか届かないが

を床に下ろしてこぶしは動かさないまま唇

瞥部の最下部の真中の肢も厚象のある部分

次第に上の方へも動かせるようになるこ

りこぶしを左右揃えて脊骨の側面下に置き︑

に当て︑握りこぶしはそのまま静止させて︑

叩きつけるように早く上下運動を行う③

と身体を同時に左右に動かしゆすぶる握

害部だけを左右に強くゆすり動かす側

ぶしの揃永も段禽と軽くなる⑧握りこ

を当て身体をその上に︵腰骨の上︶乗せて

隣の反対側の脊骨の下に一方の握りこぶし

しようとする所を変える毎に握りこぶしの

啓部全体の筋肉を左右の握りこぶしを転禽

ぶしによる脊椎指圧が︑これ以上届かない

背中への指圧の強弱を増減する︒勿論指圧

と移動させて強くもむ⑤握りこぶしで

暫らく休む︵こぶしも痛むから適宜左右を

しを徐々に移動させ︑上りと同様の指圧を

交替させる︶側暫らく休んだ後︑そのま

所に来れば︑反対に上から下に向ってこぶ

加える下りは上りよりやや外側を辿って

りこぶしで強くもむ︒

まの姿勢で身体を左右に揺り動かして︑握

部を床に下ろし︑握りこぶしを横側に当て
て側面から中央に向って啓部を締めつける

左手を右首にまわし︑右肩を抱き込むよう

指圧すること④身体を右横に寝かせ︑

腰骨の上部を横に移動させてもむ⑥啓

指で脚のつけ根の突出した骨の内側を抑え︑

ように強く押しながらもむ⑦最後に栂
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弘道詩林

寒泉麓保孝選

暢脚葉飛秋影寒

猫善暴徒批問里講堂塙壁半擢残鮮潅面目那遥在

東京大皐紛擾舜怪鷲見舜司

月到一初三桂樹上

錬省佐藤良減
夜坐閑吟孤燭前

撫景有詩続作篇

素秋夜吟
西風長皇素秋天

遣懐無酒侭批蓋

鎌山寂翼落陽遥

牌雅同畢夙締縁逝水忽忽五十年誰料俄聞嵩里曲

丁巳歳晩巽同里八木津盤石博士

内外今猶憂患頻

盟鰍妓迎戊午春追懐安政壷忠臣松陰景岳莞幽獄

戊午元旦追想百二十年前有感

雁期国命在隻肩

菊花霜葉晩秋天墓閣一新城胴漫刻下存亡危急際

丁巳晩秋内閣再造成日賦呈幅田網理

園歩唯今前路険草原懐慨猫傾杯

花韓憂世志先培仰欽彰津採黄菊追慕孫山栽白梅

金風珠露一帝城隈幸値生辰七十回朱鄭讃書身漸立

丁巳晩秋誕辰吾懐寒泉麓保孝

怒涛洋裡似鯨鯨

芙蓉峰麓密雲低浦目荒涼夏草葵蒸地戦車轟烈響

丁巳九月参槻機甲部隊演習有感貨山江角俊一

菊迎重九溌篭漫
蒼宵頴気興玄玄

奏南洲墓

老残徒爾迂芳春光陰韓提如駒隙

雲石村田一雄

枝頭丹柿墓鍾幽森然惰竹詩情湧

牧泉小久保義松

讃罷詩書茶濁煎先哲嘉言猶満巻

形影相憐一鏡目風雨室山詩客夢

省庵元木城作

我来浄域仰豊碑慨然赴義篇朝敵

遮莫蓬原人不到
一片堪欽向日葵

麿有祁明天地知
歳晩書懐
燦岬歳晩雪来天
鶏鳴凍雀嘆逝川

讃書

竹窓静坐蕊残蝉
嵯峨野探秋

焚香獣調百家編

京洛峨嵯一望秋
敵句停筑古寺楼
新年有感

誰拒年年髪盆銀
蕩子今朝決意新
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編集後記
領海二○○浬の問題がやましくなったか
ら︑漁業世界一を誇る海国日本も容易なら
ぬ事態に立ち到っているのではあるまいか︒．

お役に立てば幸である︒

各地でこれが応急の策として稚魚の養殖を
精究されて︑それぞれの成果が報ぜられて
いることはご同慶に堪えない︒若し本号が
海国川本の其仙発抑のために多少なりとも

マノスズクサや．一︑クサの図があってなか

◇昭和五十三年の干支は戊午︵つちのとう
ま︶である︒カレンダーや手帳には干支の
ないものが多いが︑年強状の砧んどに多稚
多様のこった馬の版画があり︑なかにはウ

ころではなかろうか︒．

なかに根強い魅力のあることがうかがえる︒
干が幹︑支が枝の関係からして一応戊午に
ついての意味を考えるのも一興であろう︒
戊は茂で取木の枝葉の生い茂ること︑午
は陽気が陰気を抑しのけて地上に川ること
で陰陽の州交鉛するの意であると言われる︒
方角では南︑月では五月︑動物では馬とさ
れる︒平穏と激動とが含まれていて今年の
運勢はすんなりとは行かないが紡局干支に
因んで﹁うまく﹂越せるのではないか︒た
またま沼年で﹁七転び八起き﹂というまと

◇機械万能の現代はともかくとして︑数多
い帝類の中で馬ほどわれわれの生活と密着
ていたものはないであろう︒ドイツの通貨
﹁マルク﹂に馬首があったのもその適例で

はあるまいか︒﹁馬耳東風﹂﹁人間万事塞
翁馬﹂﹁死馬の骨を買う﹂などの故事が広
く知られているのもその為であろう︒さき
に本誌で紹介した常陸岡の祈肪斎太郎の母
いつ女が成川山新勝寺に奉納した凹界の大
物文晃に託した絵馬の﹁繋馬﹂にはやむに
やまれぬせがれ足止めの悲願をこめられた
もので馬の神格さえ感ぜられるのである︒
さる一月競馬日本一のテンポイントの左足
骨折に対して︑従来の薬殺処理を中止して
至れり尽せりの大手術をもって再起を図っ
たことも人馬一体の至情から生まれた美談
ではある︒一日も早く平癒するよう心から
祈るものである︒

ご乗馬にご堪能の明胎天皇は一年川に二
百二十五川の記録を残されているばかりで
なく︑馬匹の改良と殖産を初め牛羊豚等の
畜産界発展へのご視察ご奨励のため三里塚
の御料牧場まで六十八粁の遠乗までされて
おられるのであるＯご愛馬﹁金華山﹂の死
後剥製してその面影を残されたのと有名で
ある︒サラブレッド系テソポイントが国産
であり︑さらに日本一の名賜となり︑その
什折に対する万善の処俄に対しては定めし
糸下においてどんなにかお喜びかと思われ
るのであるＯ

◇二月三日は節分︑立春の前夜で豆まきの
行事がある︒家毎に﹁福は内︑鬼は外﹂と
大声をあげて煎豆を室中にまき家内中がよ
って自分の年だけ食べて悪魔払いをした幼
時の思い出が懐しい︒今は次第になくなっ

ているのではなかろうか︑どうであろう︒
朝日紙が伝えるように﹃山形市漆山の旧

家真壁源右ヱ門は﹁鬼は内ノく︑﹂と呼んで

姿のないお零を奥に招い入れる︒主人は

﹃鬼さん！今晩は︑よくごさったなす︒
豆で打たれ︑なんぼかひどかったなす︒こ

こは安全だす︒さあ︑一つつぐくす﹂とい
たわる︒﹄虎の皮の極一つの鬼が恐るノ︑杯

いからと︒︵渡︶

を頂く姿が想起される︒秋田の麓挫石川理
紀之助翁も夜寒にふるえる姿に同情︒
家ごとに追はるる鬼よ鬼よ
﹂我宿貸さむ庵狭くとも
と詠んで逃げ廻る鬼を心から迎えている︒
いかに災雌をもたらす怪力の主であろうと
恐らく平身低頭して喜び︑まさかの時には
ご恩報じの温かい心も生まれるかも知れな

定価金一七○円年一︑︑○○○円

渡辺正勇
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古川哲史著

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育講話﹄﹃国民訓﹄を三巻目とし︑全三巻︑西村茂樹全集として発刊する︒

西村茂樹は蕪末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を学び︑儒教の道徳理念によって西洋
哲学を包みこみ︑日本独自の道徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑またそ
の原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功したすぐれた徳育の実践家であった︒彼の
思想は︑近代と封建の要素の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだけでなく︑
儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのかという問題を提起する︒その意味で︑彼の思想
は明治の思想︑道徳の解明には欠かせない対象といわねばならない︒今回の再刊では﹃泊翁叢書﹄二巻

日田郡教育会編

Ａ５判・定価一︑三○○円

癖淡窓全集全三巻広瀬淡窓全一冊
Ａ５判・定価二二︑○○○円
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徳川後期の当時において︑独自の個性教育により︑近世の一大思想家・教育家として︑夙に名高い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した教育家︑広瀬瀬淡窓は近代教育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本書は︑郷土の大分県日田郡能力開発をめざす教育理念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末編纂︑今日なお淡窓研究の必備資輩出した︒本書は古川教授が偉人淡窓翁を多面的
料書︒これを増補修正し新たに書簡集をも加えてにとらえ︑その業紙を解明した多年の研究成果の
再刊︑混迷する教育界にとって示唆深き必読の書︒好普である︒
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