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︹巻頭の言葉︺

﹁せこい﹂物語
目下頻りに世間で叫ばれ︑殊に新内閣が生まれ出てか
らは︑一層激しく騒がれ出してきた﹁政治の倫理性﹂に

西村幸二郎
るようである︒

許された法廷に立って︑裁判官の注意をも意とせず︑当

を受けている有力政治家は︑つい先頃被告自らの弁護を

永年に亘って司直の手を煩わし刑事被告人として裁き

議会でも︑各野党が激しく論議を戦わしている︒来る

初︑あくまで否定された﹁無実﹂を最終まで立証せんと

就て一言申し述べたいと思うのである︒

は本能寺に在りとばかりに新総理を困らせているやに見

して︑却って一般のひんしゅくを招いた︒見果てぬ権力

べき選挙を意図した党利党署かどうかは別としても︑敵

に恋をたる余り自らの我執を捨て切れず︑一国の師表た

○Ｏ

倫理の危機に怒りの叫びを発している︒

える︒巷の市民たちも挙って今までにない真剣さで政治

あった︒

るべき責任の地位も名誉をも凡て忘れ去ったかの如くで

を興味深く読んだことがあった︒その時この人の男らし

私は以前︑日経新聞の﹁私の履歴書﹂欄でこの人の話

のど

国家最高の権力を巧皐に使い分けて︑国民の知らないう
手の出るほど欲しがる面々にいとも気前よく分け与え︑

い侠気と卒直さ︑歯に衣着せぬ話しつぶりのうちに︑人

かれ

ちに天文学的な数字の﹁金﹂をかき集め︑これを喉から
かれらを手際よくリモートコントロールの紐を操りなが

を外らさない如才なさなど︑温かい善良性の影を垣間見

て︑その魅力に引かれ心からこの人の将来の大成を期待

貴﹄ぬ

ら︑隠然たる大勢力に築きあげた幻の影が専ら巷間に噂
近頃の世情は急坂を転がる如く︑カネⅡ﹁金﹂と金銭

その後この人が天の時を得て︑目的の権力の座に坐ら

し︑祝福をこめて︑ファンとなり︑今日なお忘れ得ない︒

○○

されているのである︒

万能︑金の世の中となった︒最早その理非曲直は少しも

れた時には言うまでもなく︑わが国家社会の為めに大に

問うことなく︑経済界はもとより︑政界にまでその魔手
を伸べへ浩々と国家社会を毒するかの様相を呈しつ上あ

（2．）

尽すことあらんとの使命感に燃え立って居られたことと

もり︑自分だけの利益をこせこせと追っている︒今年

復活したようすである︒小さな自分だけの世界に閉じこ

人物が多いようだ︒しかし︑今年こそは﹁せこさ﹂から

く︑自分だけの利益をコセコセと追っている﹁せこい﹂

︑︑︑︑

これで見ると世の中にはスケールの大きな人物が少な

はないだろうか﹂ｌと終りに結んであった︒

年︶の日本はおおらかさとは何かを真剣に考えるべきで

〃せこさ〃の反語は〃おおらかさ〃だろう︒来年︵記

がおおうべくもなく表われている︒

○○○○

信ずる︒ところが全く私どもの予想に反して今日のこの

︵昭和師年︶の事件を見るかぎり︑そうした〃せこさ〃

エスカレートさせるに至った︒しかも相変らずあくまで

ような世相のもと︑一億総国民の怒りをこ上まで刺戟し︑

亨︵︾Ｏ

最初の主張通り﹁無実﹂を押し通そうと頑張って居られ
私は賢明なるこの人のことゆえ暮夜秘かに胸に手を当
て沈思黙考されるならば必ずや大悟徹底されることと信
じる︒求刑論告も行われた︒察するに今こそこの人に与
えられた恰好のチャンスではないだろうか︒

論語に日く﹁過ちて改むるに陣かること勿れ﹂と︒こ

れは古い教えであるが今も変らぬ千古不易の真理であ

私はあくまでこの人が︑根は極めて善人で今日なお︑

諮然と覚める最後の大切な時期であるまいか︒

衆にすぐれたかたであると信じている︒自ら好んでその

る︒

古の兵法でも進むより退ぞくが難しと教えている︒現

ファンとなった嘗ての自分を省みて︑本会の事業に︑微

︑︑

在の複雑な事態を解決するた賃一つのカギは自からの真

力ながらも精魂を傾け尽している現在の私として︑心の

である︒

︵本会を長︶

社会のために︑天の声と共に祈りに︑祈って巳まないの

底よりまごころを披漉して︑この人の為に︑お国のため

○○○Ｏ

の勇気ある決断にありと信じて疑はない︒
私は昨年哩月帥日附けの朝日新聞の﹁原則なき世相︑

艶年﹂と題した社説にふと目を留めた︒﹁歳末感﹂とも
いうか大変興味深く教えられた︒こ入にその末尾の一節
﹁〃せこい〃という言葉が若い人たちの間で盛んに使わ

を引用させて頂こう︒

れている︒一昔前の言葉だと思っていたが︑それがまた

（3）

横溝光輝

ゑんな腹鼓を打って︑地面を叩いてお礼を述べ︑無事太平

から

先年朝日カルチャーセンターの長期講座﹁語りつぐ昭和

を祝ったという故事がございます︒私はこの総理大臣官邸

総理大臣官
史﹂で︑私も頼まれて﹁五・一五︑二・二六事件﹂と題す

に国民が﹁いい政治をしていただいてありがとうございま

はらつづみ

る講話をした︒それは激動の半世紀において︑首相官邸を

す﹂といって︑デモでなくて︑そういう連中が﹁鼓腹撃

述べた︒

血塗らした歴史的事件である︒その終りに私は次のように

たいしました私としては︑この夢がいつの日か実現できな

五・一五事件︑二・二六事件に︑身をもってこの難局に

壌﹂して入れるようにしたいというのが私の夢です︒

大礼のときに初めてオープンしたわけです︒爾来今日に及

いものかと思うのですけれども︑なかなかこれは〃百年河

﹁総理大臣官邸は︑昭和二年に着工して︑昭和三年の御

ってといってはおかしいかも知れませんがｌ眺めておる建

んで︑日本の興亡を身をもってｌ建築物ですから︑身をも

ました︒浜口さんはライオンというあだ名がありましたか

それが浜口内閣のときには︑この塀の上にガラスをつけ

腹撃壌﹂の民衆が︑総理大臣官邸に集まるようなことを念

んあるのですけれども︑お話をこのへんにとどめて︑﹁鼓

いておりますので︑いろいろお話を申し上げれば︑たくさ

清を侯つ〃のではないかと思うのですが︑そういう夢を抱

ら︑ライオンが濫に入ったなどと新聞が書いたようなこと

動○一

願いたしまして︑このお話を終わります︒﹂爾調噺酎祁郵暴

物です︒

もありまして︑警備については十分しておりましたけれど

﹁信頼回復へ良識を示せ﹂垂託↓幹陸一と注文をつけてい

最近図らずも内閣の更迭があった︒新内閣に対する世論
は厳しく﹁苦難のスタート﹂毒華諏垂挫延と言い︑また

も︑門は二つあいていました︒しかるに︑安保以来この門
官邸をかくのごとく警備しなければならないという世の中

日か﹁いい政治をしていただいてありがとうございます﹂

る︒私の夢が新内閣によって実現するであろうか︒何日の

が一つなくなって今日に及んでおるのです︒私は総理大臣

そこで︑﹁鼓腹撃壌﹂中国で尭のよい政治を謡歌して︑

を︑まことに残念に思うのです︒
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邸

ころをきくと︑まるで閣外の人の言分である︒内閣は行政

権の行使について国会に対し連帯して責任を負うのが憲法

在って政治を担当した人為である︒それが国民に訴えると

の定めであるが︑自分の列した内閣を他人事のように批判

と民衆が総理官邸に訪れて来るであろうか︒﹁︲いい政治﹂

この内閣に委せておけば︑世は平和であり︑国民生活は安

しているのが不可解であった︒政党の出現以来︑国民のひ

とは︑国民の信頼する政治︑国民の為になる政治である︒

う少し具体的にいうと︑国民の負担の軽くなるような政治︑

楽であるという国民の関心・期待に応える政治である︒も

か︑党利党略に奔ることであった︒それが今は更に小刻み

んしゅくを買ったものは︑政治家が国利民福を図るどころ

﹁内憂外患﹂という言葉がある︒わが国には今やその内

正直者が馬鹿を見ない政治︑汚職の無い政治である︒

い政治﹂が期待出来ようかと心配である︒

日本株式会社の借金は︑株主すなわち国民の借金に外な

になって派利派略になっている︒こんな事で︑果して﹁い

らない︒国債の残高を見ても︑年灸の利払費がますます増

憂外患がしきりに迫っている︒国の財政は行き詰って破綻
るのである︒防衛力の増強︑貿易摩擦の解消等々︑外国か

に瀕している︒会社でいうならばまさに倒産せんとしてい
ら圧力がか上る︒国民は物価の上昇︑収入の目くりで生活

何とか収入をふやして︑利払だけでも減少させたいと思う

す為に借金するという事態は︑個人も国家も同様である︒

加するばかりである︒止まるところを知らない︒借金を返

こういう難局だから︑新内閣が誕生しても︑街の声は

苦を訴えている︒

﹁誰がやっても同じこと﹂と先ずあきらめが先行している︒

なるほどそれは新首相たるべき新総裁選出の手順が政権党

新内閣が成立するまでに長い政治空白の期間があった︒

というタガをはめると共に︑他方歳入不足の現状に鑑み思

ことである︒臨時行政調査会は一方﹁増税なき財政再建﹂

は︑個人経済でも国家の財政でも同様であることは周知の

タガをはめられている︒入るを量って出ずるを制すること

のが当然であろう︒ところが歳入が不足するばかりである︒

の内部規程に存在するからであり︑只それに従っただけで

では増税したらと思っても︑﹁増税なき財政再建﹂という

あろうけれども︑これは国民に選挙権があるわけではなし︑

い切った歳出の削減を求めている︒補助金の大巾な削減で

ある︒

立候補した政治家の選挙運動がマスコミを賑わしていただ

がこれが中々出来ないのは何故か︒

ある︒補助金の不正受給を正すことも当然である︒ところ

それほど﹁政治不信﹂﹁政治家不信﹂が昂まっているので

る︒立候補した人たち四人は︑いずれも今まで同一内閣に

けである︒その運動の中で︑私は不思議に思ったことがあ

ＦＤ

︑可ノ

／︲︑

こういうことは︑大体国民の知りぬいていることである︒

夙に国民一般の政治意識を形成している︒それでいてどう

業界に対する大きな利子補給から︑農業用機器購入に対
する小さな補助金に至るまで︑膨大な額の補助金が出てい

にもならぬというのが現状である︒

だから国民は臨調の答申には拍手を送る︒﹁土光さんシ

る︒補助金は一旦出たら最後︑やめることは難かしい︒そ

ッヵリ﹂と声援を害まない︒けれども︑仮に土光さんが首

れがどんなに財政を圧迫しているか周知の事実である︒結
よく知られているところである︒陳情に次ぐ陳情まではよ

局それには政治家が加担していることも︑これまた世間に

かしいであろう︒何となれば︑﹁御趣旨ごもつとも﹂とか

相になったとしても︑この答申のとおり実現することは難

ことが︑いよいよ自分事になって承ると︑世間は︑マスコ

出来得る限り尊重する﹂とかいって︑総論には賛成しても︑

いとしても︑それが昂ずると圧力となる︒この圧力をはね

ミは︑すぐこれを単に﹁官僚の抵抗﹂と片付けてしまう︒

返すことは︑事務を掌っている官僚にとっては中倉の難事
政治家には選挙というものがある︒地盤と称する票田の

いざ各論になると反対だからであるＯ他人事と思っている

維持増強は︑平素から念頭を離れぬところである︒だから

またその政治家の−異にはまた業界とか関連団体が在り︑そ

けれども︑その抵抗の裏に政治家の在ることを忘れている︒

である︒そこで政・官・財癒着といわれる︒

とになる︒耳を傾けるからには︑それは行為を以て現わさ

当該選挙民の陳情に耳を傾けなければ︑次の選挙は危いこ

の調達の為には政治献金を受けることが必須となる︒とこ

選挙には金がか上るということも周知の事実である︒そ

ころがその教育がまた問題になる︒教員を教育労働者と規

の政治意識は︑その教育とマス﹃一ミによって培われる︒と

治教育の大切なことを痛感せざるを得ないのである︒国民

こうした関係をゑると︑国民の政治意識の改善︑結局政

のである︒

ろがその政治献金と収賄とは全く紙一重である︒だから

定し︑組合運動を階級闘争の一翼と理解し︑平和教育を叫

の業界ないし関連団体を構成しているのが実は国民自身な

﹁すれすれの金﹂を使うということになる︒従って悪の根

なければならないし︑その行為も目的を達成しなければ︑

源は選挙に在る︑選挙制度に在るという論に帰着するが︑

た政治教育が行われているという︒その教科書についても︑

びながら︑その基本的態度は著しく戦闘的な教育︑偏向し

頼桑甲斐が無いということになる︒

さてその改善改正の段になると︑これは全く容易ではない︒

筑波大学学長監修にか入る﹃疑問だらけの中学教科書﹄と

改正法案を審議決定するのは︑外ならぬその適用を受ける
政治家たちだからである︒
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いう本を読んで驚いた︒

．また国民の政治意識を形成するにマスコミの影響力が非

治の倫理を確立し︑清潔で効率的な政治を目指す﹂と述べ

以上の事を総合勘案すると︑総理大臣官邸に﹁いい政治

られているだけであった︒

をしていただいてありがとうございます﹂と鼓腹撃壌の国

常に大きい︒先頃誤報が大きな問題となり︑図らざる波紋

民大衆がやって来る日は何日の日であろうか︒私の夢で終

五七・一

︵元内閣官一房長官︶

から代議士の子ということになる︒長兄が登山事故で死に︑

二・七ｌ

らせないように念願して巳まないものである︒

を生じ︑国の外交問題にまで発展したことは︑記憶に新た
﹁政治倫理の確立﹂が前内閣から唱えられていたが︑先

なるところである︒

えたが︑なるほど国会における首相の所信表明演説の中で

送りとなり︑中曾根・新内閣でも消極的だとマスコミは伝
も︑僅かに﹁私は各党︑各会派そして議員の協力の下︑政

次兄が日本画家を志望し︑三兄が政治嫌いということで︑

中野泰雄

一昨年は亡父死後から満四十年にあたった︒

亡父・正剛と私
私の亡父母は四人の男ばかりの子を産象︑イヌ年の亡父

一中を受験した際に︑校長の面接質問の﹁将来なにになる

母を昭和九年に亡くした私は︑昭和十年の春︑九段の市立

か﹂という問いに対して︑確信をもって﹁政治家になりま

伝﹄に接して以来︑妙にイヌ年の人に知己を得てきており︑

す﹂と答えたほどに︑亡父の口癖の﹁天下国家﹂に対して

が三十六才の時に︑私が生まれ︑小学生の時︑少年﹃八犬
私はひそかに八犬士の一人ではないかと思いつつ︑今日に

車で帰ってきた父は︑私と三兄︵次兄は前年の夏に敗血症で死亡︶

あの二・二六事件の日のこと︑たしか日も暮れるころ︑

使命感に満ちていた︒

衆議院総選挙に当選して以来︑生涯︑当選をつづけたので︑

社風に合わず退社︑﹃東方時論﹄主筆を経て︑大正九年の

とを呼び︑﹁革命が起った︒武士の子は火事場と戦場とは

亡父は朝日新聞の新進政治論説記者として社会に出て︑

いたっている︒

大正十一年生れの私は︑将軍家光流に言えば︑﹁胎の中﹂

（7）

イタリーの元首たちに﹁国民使節﹂の肩書きで会見するこ

その年の秋︑日中戦争が深桑にはまるなかで︑ドイツと

が雪の中で機関銃を据えつけている赤坂の山王付近に行き︑

見ておかねばならぬ﹂と言って︑連れだし︑反乱軍の兵士
雪の中を車から下りて︑歩きまわる始末であった︒その夜︑

ショかぶれ﹂と決めつけて割り切っているのに︑北や石原

とを目的に訪問の旅にでかけたのは︑学者たちが﹁ファッ

だ︒豚汁でも食べさしてやりたい﹂などと語っていたが︑

自宅に帰って︑客たちの集まるなかで︑﹁兵士たちは大変

ったのである︒私はその歓送演説会で︑初めて祖父三宅雪

していったことに対する突破口を求める苦心のあがきがあ

嶺や︑徳富蘇峰の挨拶とともに︑亡父の演説を聞いたが︑

を含む同志たちの力が日本の政界のなかで無視されようと

しょう﹂というと︑急に不機嫌な顔になり︑その男が帰っ

出入りしていた院外団の一人が︑﹁私がその手伝いをしま
たあと︑﹁あれはスパイだ﹂と言って用心深い顔付をしめ

しと感じ︑今日の派閥首脳たちのまったく内容のない話し

内容はよく解らなかった︒しかし聴衆の熱気だけはひしひ

た︒二・二六のあっけない幕切れに失望していた私は︑当

方とはくらべものにならない真剣さを感じとることはでき

ずっと後になり︑事件の全貌が明らかになったころ︑﹁実

した︒

は︑あの朝︑北一輝が今度のことはおれにまかせて︑君は

ールやドストェフスキーの小説の与える感動に近いものを︑

時岩波文庫で外国の小説を読みまくっていたが︑スタンダ

動くな﹂と電話をしていたことを語っていたが︑当時の代
為木練兵場が閉鎖されている近くを通るとき︑深刻な顔つ

づけていたので︑北の軍事裁判に対しては︑近衛文麿など

私は寡黙で︑大人たちとはほとんど口をきかなかったが︑

しか二時間余も︑少年たちをひきつけて話をおえた︒当時︑

時間を作ったが︑一年生から五年生まで集った講演で︑た

その外遊から帰って︑私の中学では父の時局講演を聞く

亡父の演説から感じとることができた︒

きを示していたが︑その頃は反乱将校たちが銃殺刑を受け
ている頃であったのであろう︒

を通じて減刑か赦免の運動をしていたらしく︑いわゆる支

北一輝とか︑石原莞爾とかには畏敬に近い友情を持ちつ

那事変が起って間もなく︑北らが民間人として首謀者扱い

け︑二年と三年の時は都下の学年別大会で優勝することが

中学二年から五年まで柔道部で五人から成る正選手をつづ

できた︒亡父はその日はかならず講道館まできて︑終わる

をされて銃殺刑に処せられたあと︑我が家には似つかわし
近者たちが北の親族に渡すよりは︑亡父に渡したいと願っ

と晩翠軒か山水楼に補欠まで含めたチーム全員と柔道師範

くない革張りの応接セットが運びこまれてきたが︑北の側
たためであったと聞いた︒
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したので︑三学年のチームすべてを招待した︒当時︑私の

われは準決勝のクジ引で敗退し︑一級上と一級下とが優勝

を連れて中華料理を御馳走してくれた︒四年の時は︑われ

で︑クラスでは一番となり︑優等賞を受け英独・独英字典

ぼり︑級の一番が海軍経理学校に入学していなくなったの

たちを抜いて︑五年の一学期で八番︑三学期には五番にの

てその・ヘースをつづけてゆくと︑受験勉強に熱中する級友

を賞品にもらうことができた︒そんななかで︑私は父や三

内攻は改まらず︑父との結びつきは︑フランス料理や︑ド
イツ料理や︑スキ焼をともに食べることと︑乗馬をつづけ

は学校の担任がいうので︑ということで︑一高を受験して

ゑてはどうかと説得され︑大学は自分で勉強をするので︑

兄と同じく︑早稲田を受験する決心をしていたが︑父から

帝国大学はいやだという私の意見を抑えて︑ともかく受験

ることとのつながり以外にはなにもなかったのであるが︑
ともに︑我が家の隠語であるイガ︵イガチキの略語︶の域に達

父の食慾旺盛なことと御馳走したがりは︑乗馬への熱中と
するほどのものであった︒それは︑政界での不満のハケロ

だけはして象ることに妥協し︑数カ月︑さらに禁欲して︑

どしかできず︑最終日の英語は受験せずに︑やめてしまっ

受験勉強をしてゑた︒しかし︑代々木八幡の家から徒歩で

た︒父にそのことを話すと︑微苦笑しただけで怒られるこ

となっていたであろうことを︑私は父の残年をこえて︑よ

少年期の私はひそかに父に反抗しながらも︑なおそのこ

とはなかったが︑後日︑担任から一高受験にはむしろ父の

うやくに理解することができるようになってきた︒まこと

とばに影響を受ける点がいくつかあった︒それは︑﹁おれ

方が積極的であったと聞き︑半信半疑のまますごしてきた

駒場の一高まででかけ数日間受験したが︑数学では一題ほ

の若い頃は勉強をしたことがない﹂ということばである︒

に不孝の至りというべきであろう︒

私はこれを真にうけて︑中学に入って予習も復習もせず︑

ら︑青年時代の亡父がなかなかの勉強家であり︑また︑

﹁息子たちだけは苦労せずに生きるようにしてやろう﹂と

が︑戦後︑早稲田時代に下宿生活をともにした緒方竹虎か

体育で活動し︑三分の一以内の成績であれば︑東京市の表

生前に話し合っていたことを知り︑亡父までが私に一高・

あの二・二六のあとは岩波文庫の哲学・文学に読みふけり︑

彰が受けられるというので︑読書を二時間禁欲して︑一時

帝大のコースを希望していたことがようやくに納得するよ

成績も中の下がやっとだったようで︑四年生になった時︑

るとその秋の模疑試験で学年の八番になり︑国語と英語は

間を予習に︑一時間を受験参考書にむけることにした︒す

私の学生時代の読書のことだが︑父は書生の一人にトル

うになったのであった︒

トップに近い点で︑級友はもちろん私自身も驚いた︒そし
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一度にやりすぎるな﹂という忠告だけが︑その後︑河野一

むことにも干渉せず︑ただ︑﹁学問は一生するものだから︑

ストイを読むことを禁じたことがあったが︑私には何を読

と同じく︑人格も識見もない人為によって運営されている

が強くなっていったのも︑戦後の政界が︑戦前の軍閥政治

愚劣がつづくなかで︑いつしか亡父のための﹁弁明﹂の面

剛﹄を書くのに二十三年間かかり︑学者たちの亡父評価の

奥座敷の次は当然離れ座敷である︒アジアの離れ座敷日

も右手に血塗られた白刃をふりかざしながら︑である︒

にづかづかと土足で踏みこんできた︒土足だけならまだし

ンガポールと西欧東漸の勢は遂にアジアの奥座敷中国大陸

哲雄

︵亜細亜大教授︶

ことが身にしみてきたからにほかならなかった︒

郎︑三木武夫︑中曾根康弘などを瞥見した時︑亡父の勉強
は日本の政治屋たちには見られないことを初めて知ったの
亡父の生涯を批判するつもりで始めた﹃政治家・中野正

である︒

八当面する第四の転回点Ｖ

巨視的日本政治論
﹁巨視的﹂というのは︑﹁明治から二十一世紀への日本

最初にお断りしておきたい︒

を大ざっぱに見て﹂と言うほどの意味︒﹁日本政治﹂とい

指呼の間にある︒

黒船に代表される西欧異種文明を︑民族の歴史の中で初

なる︒

って東西から身動きも出来ないほど締めつけられることに

ンのロシヤ艦隊が長崎に入港︒かくて日本列島は欧米によ

メリカ艦隊が浦賀にその姿をあらわし︑ついでプチャーチ

果せるかな︑阿片戦争から十年後︑︒ヘルリーひきいるア

本は︑もはや西欧︵アメリカを含む︑以下同︶にとっては

御含桑置き願いたい︒

現である﹁日本のあり方﹂という程の意味である︒大げさ

うのは︑個灸具体的な政治活動ではなく︑政治の総括的表

川

な題でいささか面映ゆいが︑あらかじめ意のあるところを

㈲第一転回点ｌ維新と明治
○完壁な選択

阿片戦争︵一八四○︶は日本列島に大きな衝撃をあたえ
た︒中近東から印度︑ビルマ︑マレー︑インドネシア︑シ
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小

めて目にした日本人の強烈なショックは︑今考えてゑても

は涙ぐましと形容すべき誠に健気な努力であり精進であっ

日清戦争を含む明治前期の日本政治外交の中心的存在で

た︒

あった陸奥宗光は︑その著﹃毒を録﹄に次のように書き残

この強大な西欧異種文明の前にアジアの国々は何の反応

想像に余りある︒

を示すこともなく︑唯々諾有としてその前にひれ伏した︒

している︒

﹁我が国は維新以来二十七年︑政府国民共に汲々として

独り日本だけが即座に反応を示したＱ日本には三つの選択
肢があった︒一つは他のアジアの国々のように呆然自失す

をなし辰々乎として長足の進歩を遂げ︑ほとんど古日本の

西欧文明を採用することにつとめ︑これがため百般の改革

して驚歎の声を発せしむるに至りたり︒﹂

面目を一新して新日本の勃興を見︑先進国たる欧米各国を

日本は︑強大な物理的力を伴う西欧の威力の根源が︑合

るか︑二つは撰夷抵抗か︑三つは開港かである︒

理主義にもとづく科学技術文明にあることを看破した︒日

日清講和条約が締結された数日後のことである︒ロシヤ

として日清戦争が起った︒

を主張する清国との間に︑朝鮮内部の東学党の乱を発火点

朝鮮の独立を主張する日本と︑朝鮮に対する宗主権保有

○日本列島えの七首

本は彼等の武器︑即ち科学技術文明を日本自からの手に握
喝ことを選択決意した︒即ち開港することによって︵撰夷
決意したの桑ではなく︑直ちに実行した︒即ち明治維新

民族の独立自存︶を行わんとしたのである︒

て︑直面する民族的危機に際して日本はその選択肢を誤ら

がこれである近代化がこれである︒歴史始って以来︑初め

はドイツ︑フランスをかたらって︑講和条約によって日本

に割譲された遼東半島を清国に返還せよと︑日本政府に申

れた遼東半島は租借という名の下にロシヤのものとなり︑

入れた︒日本はこれを受けざるを得なかった︒清国に返さ

○明治の健闘

なかった︒見事な完壁な選択であった︒
明治の置かれた国際条件は所謂帝国主義の真只中であり︑

と〃臥薪嘗胆″を民族的合言葉とすることになる︒

係をまざまざと示すものであり︑涙を呑んだ日本はこのあ

この三国干渉遼東還付は当時に於ける日本の国際的力関

極東に於けるロシア南下の一大拠点となった︒

力は正義なりのまかり通る列強角逐の場であった︒迫まり
来る西欧列強の中で︑どのようにして生きどのようにして
腐肉に迫まる射狼のようにアジア目がけてひしめき合う

独立を全うするかが明治日本に課せられた大命題であった︒

西欧列強の中で︑極東の一小国明治日本は健闘した︒それ
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れぞれ各国は兵力を中国から引き上げた︒ひとりロシアだ

独露伊日襖の八ヶ国連合軍によって鎮圧され︑乱平定後そ

中国山東半島の一角から燃え上った義和団の乱は英米仏

ロシヤ南下侵略の野望は日本の断を乎たる決意と︑日本の

ゲーム︵完全試合︶と言われる完勝をおさめた︒

島水道に迎え撃ち世界海戦史上︑唯一つのパーフェクト・

をおさめ︑海に於ては東航するロシヤ︒ハルチック艦隊を対

②アジア史的に象れぱ︑西欧支配下のアジア被圧迫民族

ちとったこと︑これを世界に認めさせたこと︒

①日本史的に桑れぱ︑これによって真の意味の独立をか

ということではない︒その真の意義は

日露戦争のほんとうの意義は︑日本がロシヤに勝った︑

若者の〃鮮血″によって拒否された︒

けは大兵力を満洲に駐めただけでなく︑清国を威迫して敷
設した東清鉄道︑南満洲鉄道によって遼東半島旅順に一大
要塞を構築して︑南下侵略の具体的行動に出てきた︒南下
の勢は満洲のみ止らず鴨緑江の線まで進出し︑一挙朝鮮半
島をも一呑みにしようとする勢を示した︒

地図を見れば一目瞭然であるが︑朝鮮半島は日本列島に
突きつけられた七首である︒短刀である︒朝鮮半島がロシ

に独立解放の勇気と自信を与えたこと︒

③世界史的に桑れぱ︑近代史上︑有色人種が白色人種に

ヤの勢力圏になれば日本の運命はまさに風前の灯である︒

十数次の日露会談に於てもロシアは朝鮮半島南下進出の

日露戦争後︑日本は重大な選択の場に直面する︒選択肢

○脱亜論と大東合邦論

口第二の転回点ｌ脱亜論的軌跡

ュメントであった︒

争は明治日本のピークであり︑明治日本の輝やかしいモニ

これが日露戦争の真の意義である︒更らに言えば日露戦

第一歩をしるしたこと︒

④更に大きく人類史的にみれば︑人種平等化えの実証的

しＧ○

対して初めて自己主張を行い︑然も見事これを貫徹したこ

での中立化を頑強に主張してゆずらない︒ロシヤにとって

意志を曲げず︑北緯三十九度︵ピョンャンー元山の線︶ま

日本は事前に日英同盟という国際政治的に誠に重要な布

中立化とは自己勢力圏の意味である︒
石を打った上で遂に日露開戦にふみきった︒

時の総理は桂太郎である︒桂は明治三十三年︵一九○○
年︶現拓殖大学を創立して︑自から総長に就任︑翌年内閣
を組織したが︑総理就任翌年︵一九○二年︶前記日英同盟
を決断している︒
○日露戦争の史的意義

陸に於ては旅順攻略︑遼陽沙河をして奉天大会戦に勝利

（12）

は大きく分けて二つあった︒その一つは西欧的対亜細亜進

旨にもつながってゆく︒孫文は言う︑

が︑その死の前年神戸で行った講演﹁大亜細亜主義﹂の主

を与えた︒日本︑中国︑印度は同盟して西欧の圧迫に抗す

﹁日露戦争はアジア被圧迫民族に独立解放の勇気と自信

出政策であり︑その二は東洋的亜細亜同盟政策︒この二つ
の選択肢のいづれをとるか︑であった︒

前者を代表するのが福沢諭吉の﹁脱亜論﹂であり︑後者

べきである︒西欧文化は力による覇道文化であり︑東洋文

さに覇道文化と王道文化の対決に外ならぬ︒敢えて日本に

化は仁徳による王道文化である︒アジアと西欧の対決はま

を代表するのが樽井藤吉の﹁大東合邦論﹂である︒

福沢は西欧に対抗するためには西欧的ゆき方をとるしか

洋王道文化の牙城となるか﹂

問う︑日本果して西欧覇道文化の犬となるか︑はたまた東

ない︒アジア近隣諸国︵中国︑韓国︶の近代化を云をする
もってアジアに対せよとし︑遂には﹁我は亜細亜の悪友を︲

余裕は日本にはない︒宜しく西欧がアジアに対する態度を

これに対して樽井藤吉は︑西欧に対抗するにはアジアの

一歩は明治四十四年の韓国併合︵合邦ではない︶であり︑

論﹂的方向を色濃くにじませてゆくことになった︒その第

結果として日露戦争後の日本の公的軌跡は福沢の﹁脱亜

孫文のこの日本えの問いは誠に痛烈である︒

同盟団結しかない︒その第一歩は日本と韓国︵朝鮮︶の合

ついで第二次世界大戦のどさくさにまぎれての対支二十一

拒絶するものなり﹂とまで極論する︒

場で連邦国家をつくるべきで︑その為には日韓双方共にそ

ケ条要求であり︑更に勢の赴くところ満洲事変︑中日事変

邦にある︒合邦は併合ではない︒日韓両国は対等平等の立

と推移してゆく︒

この間︑日本の具体的動きとしてその手足は大陸に向け

の国号をもすて去る決意が必要であり︑その国号も新しく︑

く︒次いで彼は︑日韓合邦の後には清国と同盟し︑逐次そ

られているかに見えるが︑その目は常に西欧にむけられて

大いなる東の国︑即ち﹁大東国﹂と名づくべきある︑と説

の輪をアジア全体にひろげて．大黄入国﹂を結成し︑も

対西欧の方法論として公的軌跡は大陸進出という﹁脱亜

て日本人の心理の内奥にあった︒

このことは幕末から明治大正昭和に至るまで終始一貫し

西欧にあることを十二分に意識していた︒

おり︑心理の内奥には厳として根源的最終的対決の相手は

福沢にしても樽井にしても共に西欧を意識した発言であ

って西欧侵略東漸の勢に対抗すべきであると言うのである︒
り︑共に西欧アジア侵攻に対処する日本の方法論である︒
○孫文の大亜細亜主義

この二つの方法論は︑中国革命の原点とも言うべき孫文
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論﹂的方向をたどったが︑一方対西欧の方法論としての

三国より退き︑オランダはインドネシアを︑アメリカはフ

ンド︑ビルマ︑シンガポールを失い︑フランスは印度支那

西欧的支配体制は全べてアジアから後退した︒英国はイ

ィリピンを失った︒そして︑このことは銘記して置かねば

﹁大東合邦論﹂的方向は民間の底流として大東亜戦までマ

例えば孫文を中核とする中国革命に対しても宮崎浩天を

ならぬが︑日本は朝鮮台湾から退いた︒西欧だけではなく︑

グマの如く燃えつづけた︒

初めとし︑犬養毅︑内田良平︑梅屋庄吉︑山田純三郎︑北

のである︒日本は惨敗し︑自からを斬りきざむことによっ

日本を含む西欧的支配体制が全べてアジアから一掃された

喪失の状態であり︑不毛とは︑食料を含めて物質皆無の状

戦後︑日本は白紙不毛の中におかれた︒白紙とは価値観

○不死鳥の如く

白第三転回１点富国えの途

える︒新生アジアの鮮烈な夜明けである︒

落障である︒時を同じくしてアジアは独立解放の梨明を迎

ら夜空の彼方にしづかに消えてゆく︒荘厳なる明治日本の

明治日本は八十年の最後の光苦を東亜の天地に放ちなが

てアジアは独立し解放された︒

○○○

一輝︑菅野長知︑頭山満等に︑多くの日本民間人が政府の

詳説するいとまはないが︑インド︑フィリッピン︑ベト

弾圧に抵抗して心からの支援を惜しまなかった︒

ナム其の他の独立運動に対しても多くの日本民間人が直接
間接に支援の手をさし伸べた︒
○大東亜戦の史的意義

日本の﹁脱亜論﹂的公的軌跡は︑日中事変の泥沼化の延
長線上︑遂に大東亜戦争という決定的事態に立ち至ってゆ
く︒大東亜戦開始は日露戦争後三十六年目︑終戦は四十年
戦に日本は破れた︒世界史年表という客観的な資料を見

態である︒この恐るべき状態︵これは身をもって経験した

目のことである︒

れば一目瞭然であるが︑終戦から五年の間に全べてのアジ

すらに働いた︒下を向きながら黙灸と働いた︒強兵をすて

た︒価値として自由と民主体制を選び物を求めてただひた

人でなければ理解出来ない︶の中から日本は再スタートし

日本の意図︑主観がどうであったかは別として︑大東亜

ブＱＯ

アの国々は西欧的植民地支配を脱して独立し解放されてい

戦争という強烈なイン︒︿クトによってアジアは西欧的支配

てひたすら富国えの途を歩んだ︒

私は明治を涙ぐましい健気さと評したが︑それは上を向

体制から解放された︒このこと自体は客観的事実として何
人も認めざるを得ない︒
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いた新興の意気燃ゆる健気さであった︒戦後日本の在りよ

はそうはゆかない︒

斜線のどこかに位置していたわけである︒だが︑こ一れから︲

時点で大きな変化を見せつつあること︒特に日本経済が従

要なことは戦後三十七年にわたる経済上昇の斜線が︑この

米・対ＥＣ︑対中ソ︒更らには対アセァンの問題︒就中重

行政︑財務︶の清算︑特に徹底的行政改革︒国際的には対

内政では過去のばらまき政策︑︵補助金︑医療厚生福祉︑

日本の大変なときに総理になられた︑との思いが強い︒

新総理中曾根康弘氏は拓殖大学第十二代の総長であった︒

れている︒

戦後三十八年︑今︑日本は第四の大きな転回点に立たさ

うもまた︑私は涙ぐましい健気さと言いたい︒しかしそれ
は明治とちがって黙々として語らず︑下を向き劣等感に歯
を食いしばって堪え忍んだ涙ぐましい健気さであった︒
何か頭上で世界の声がする︒恐る恐る頭を上げてゑると︑

の世界的躍進等々︒それが自分自身︑日本のことと知った

ＧＮＰ自由世界二位︑貿易黒字︑製鉄・自動車・電子産業

日本は満目焼土の中から不死鳥の如くよみがった富国の

のは僅に十年ほどまえのことである︒

今︑日本の近代をふり返ってゑると︑

前のような日本人の英智努力のみによってではなく︑世界

かんとするか︑などと大見栄をきる必要はない︒ただ︑日

に見逃しやすく安易に流れやすい︒日本果していづくにゆ

、上Jノ

時代というべきか︒

経済という大きな枠組の中で左右されるということ︒防衛

三十八年目︒強兵の時代︒

第一転回点⁝維新から日露戦争

当面するこの転回点は︑物理的な︵戦争︶急角度のもの

難関がそびえ立つ連峰の如く目前に立ちはだかっている︒

更らにはエネルギーの問題等を︒日本の行手には︑幾多の

の問題︑憲法の問題︑近く予測される失業者増大の問題︑

第二転回点⁝日露戦争から大東亜戦争ｌ開戦は三十六年
目︑終戦は四十年目︒富国強兵の時代︒
第三転回点．：終戦から現在︵昭和五十八年︶ 三十八年目︒

富国の時代９
第四転回点⁝？Ｉ？

戦後︑吉田茂首相を初めとして︑芦田︑鳩山︑石橋︑岸︑

でなく︑日常時々刻々の中の曲線的転回である︒それだけ

池田︑佐藤︑田中︑三木︑福田︑大平︑鈴木︑そして現中

れをしかと受けとめる必要があろう︒

本は今︑自からの置かれた立場を冷静客観的に認識し︑こ

○曲線的転回

つの共通項の上にあった︒共通項というのは︑日本経済の

︵拓殖大学常務理事︶

曾根首相と続くわけであるが︑鈴木までは歴代内閣共に一

上昇という四十五度の斜線であり︑歴代首相はその一本の

rl医、

贋物の時代から本物の時代へ

清塚十三郎

経営者も世の中の強い経営者大企業者に比ぶれば弱い立場

八人材銀行の窓からＶ
○東京人材銀行について

の経営者である︒

○政治とは

現在の日本人の政治意識は？と言う問題点を述べてみよう︒

そこで私は︑この人材銀行十六年の経験を基礎にして︑

私は東京人材銀行が昭和四十二年開設されて以来︑満十
六年お手伝いしている者ですが︑この東京人材銀行とは労
働省の職業安定行政下の一機構で︑満四十歳以上の事務系
管理職︑技術職及び︑医師・通訳等の専門職経験者の職業

一体︑政治とはと改めて考えて見ると仲を難しい︒政治学

籾︑私共は普断政治︑政治︑と至極簡単に申しているが︑

丁度日本経済が高度成長期に入った時代で︑その頃斜陽

﹃政治﹄とは﹁世の中を治める﹂と言う事であろうと思い

者の書物︑辞典類を彼是︑数日間銃いて見たが︑結局私は

紹介所である︒

せんが三菱鉱業の関係者の手で︑渋谷職安の現場に持ちこ

化が急速になり始めた石炭鉱業関係の管理職等の就職あっ

○○Ｏ

そして治める世の中には︑太古の原始狩猟社会より︑村

きめた︒

丁度男と女があって人間社会があるように︑治める側と治

政︑町政︑市政︑国政と言はれる現在に至る迄︑すべて︑

んが重点であったため︑管理職等高度知識労働者の就職あ

まれた事が動機となり︑従来の職安が労務者の職業あっせ
っせんに︑未経験未熟であった点と︑高度成長期に入った

められる側との両者があって︑初めて政治と言う実態が現

中小企業も組織化︑近代化えの転換が迫られていた時期に
も当り︑中小企業の質の向上と定年者等のより有効性の高

世の中が治っていて四海波静か︑鼓腹撃壌の感じなれば︑

実に浮ぶ事になる︒

近くなった現在︑そのような尭舜時代を夢見る人は現実に

善い政治が行はれているわけであろうが︑二十一世紀も間

恐らく弘道会々員の皆さん方は︑職業安定所と無縁の方

い活用とが時期的に一致し設立されたものである︒

点が多いと存じますが︑開行された頃も︑又現在でも︑世

はなかろうが︑然し︑治められる人盈は心の奥底にて夢見︑

の中の弱者︑運の悪い人々が集る処である︒人を求める側
も︑職を求める側も︑何れも弱者である︒人を求めに来る
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期待していることも事実であろう︒現実の世の中で生きて

ｊ
一日本の行政の歴史

るのがこの行政府である︒その歴史の流れの中で︑公卿︑

大和王朝の時代より現在に至る迄︑連綿として続いてい

幕府等の実権者の変遷はあっても変りはない︒時代の転換

ゆく事と夢見る世界との矛盾︑落差より来る慾求不満が︑
める側も難しいが︑治められる側も難しい時代である︒

ルールが発生し︑夫が法規︵定め︶となり司法が行はれるＯ

立され︑ついでその世の中︑社会の秩序を維持するための

り裁判官自身たちが︑司法の独立尊厳維持の断涯に立たさ

てもなかったと言ってよい︒漸くロッキード裁判等々によ

たる三権分立による司法府と言うものは︑形の整えはあっ

日本の司法の歴史を見ると︑戦前は所謂近代国家の要件

二日本の司法の歴史

いては後述する︒︶

権も握っているのである︒︵税金と金と治められる側との関連につ

えられているのである︒そして行政府は税金と言う金の実

替えしたもので実質は変らなｂと言う優秀な官僚群によって支

︵現在は一級公務員試験合格者と丁度女中さんをお手伝いさんと名称を衣

日本では︑この行政府は戦前の所謂︑高等文官試験合格者

期に当って混乱が生じた事が多少あったにしても︒現在の

色盈な現象を起し︑世の中に色々な波風を起している︒治
現在︑政治について政治倫理云々と世の中一般は騒がし
いが︑私は治める側の指導者たちについては論及をさけ︑
述べたい︒

治められる側︑所謂︑弱者側についての政治意識について
託さ

○政治︵治める︶の仕組みの歴史
︵行政︑司法︑立法と軍事︶

いかなる時代でも︑いかなる土地︵国︶に於ても︑世の

勿論︑原始の時代よりある社会集団が創設︑形成される

中を治めるにはまづ首長︑酋長︑頭目の行政力の権限が確

に当りては︑この行政︑司法の確立以前に︑武力︵軍事力︶

れて来たと言えよう︒

然し治められる側の司法に対する意識は衆議院選挙の度

が先行する事は言う迄もない︒この事は現代のベトナム戦
争︑アフガニスタン問題を見れば今も昔も変らない事がわ

ではないか︒一般的には行政府下に属する法務省︑検察制

に行はれる最高裁判事の信・不信任投票の現実を観れば︑

度︑警察制度と裁判所制度との区別の意識はなく︑奉行・

江戸町奉行大岡越前守時代とさして変化はないと言えるの

行政︑司法の機能のない世の中︵社会集団︶はない︒一般

かる︒この武力︵軍事力︶についての問題は暫く措き︑行政︑

に近代国家と言はれるのはこの二機能に︑立法府が具えら

与力・岡シ引き等の江戸時代の意識しか持っていないよう

司法︑立法の日本の歴史を先づ観察する事とする︒

れている場合を言う︒
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夫れ故︑司法は行政と同一のものと︑治められる側自身

に見られるＱ

が混合し︑江戸時代以前のようにごく最近迄︑司法を行政
に隷属せしめていたのである︒

この事実は︑私から見れば︑治める側と治められる側と

で︑ある︒

経過し現在に至っている事は︑皆さんよく御承知のところ

私が一般周知の事実を︑ここにクドクドと述べるのは︑

○○

案外この変化を自己の身の周りのこととし︑泌々と眺め味

らである︒︲

うことを︑一般に日本人はしないくせがあるように思うか

象︑制度の変革等の問題になると味得する事が下手で︑知

活道具等の変遷の歴史には敏感であるが︑ひとたび社会現

日本人は自然の中の旅の感懐を味う事は上手であり︑生

立法府制度がヨーロッパで確立されたのはまだノ︑新し

識とし得ても︑人生又は生活の中の実感として体得する事

の両者の責任であると言えよう︒
ｊ

い時代の事であり︑ヨーロッ・︿各国でその制度が根付く迄

三日本の立法府の歴史

には夫を産象の悩承︑苦し桑の時間と歴史が︑治める側に

が下手のようである︒

日本人︑個人個人としてその人生の過程に於て︑この政

も治められる側にもあった事実を忘れてはならない︒

治の仕組桑の制度の変化が︑自分個人にどのような変化を

ましてや︑日本では明治政府が自由民権運動時代を背景

もたらしたかに就いて︑各灸の人生歴史を振り返って承て

いた堂く必要があると思う︒

に明治二十三年︵一八九○年︶帝国議会を開き︑日本民族は

しかも︑この政治参加も一般庶民には許されてをらず︑

開閥以来初めて選挙による政治参加を経験したのである︒

四日本の軍事︵武力︶の歴史

政治︵治める︶の仕組みの歴史の冒頭にて︑いかなる社会

江戸時代よりの士農工商的身分的気分の時代が其後も続き︑

漸く大正デモクラシー時代を経て︑大正も最末期の十四年

めるための国内統治の武力は︑治まるにつれ司法行政の一

環たる治安維持力たる所謂︑警察力に転化するものであり︑

集団も︑その確立に当り武力が先行する事は述べたが︑治

集団の確立に当り必要であった対外的武力・軍事力とは分

加となったのである︒

然し乍ら︑この普選も男性のみのものであり︑第二次大

普選法公布により︑治められる側の一般国民の国政への参

戦終了後の昭和二十年︵一九四五年︶末に婦人の参政が現実

離する︒

日本の歴史に於て︑家康創設の徳川三百年時代は︑対外

化し︑新憲法にて性別による差別の禁止が行はれ︑漸く婦
人参政が定着し︑先進国家群の欧米な桑になり三十七年を
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この事実は︑世界に類例のないものであり︑秀吉時代に

的武力︑軍事力と縁がなかった時代と言える︒

百年の鯵憤をはらす如く︑一億総火の玉となり︑大火山の

そして神州不滅のこの日本列島が初めて爆撃にさらされ︑

界に火山弾をまきちらしたのである︒

爆発の如く爆発に爆発を続け︑この日本列島外の周囲の世

地獄と化し︑遂に原子爆弾の火の柱が︑地球上に初めて立

至る迄の戦乱に泣いた治められる側の平和希求の気分と︑

国であった事︑いまだ隣国ロシア︑アメリカ又既に東漸の

治める側の家康の気分が一致し︑鎖国が行はれ︑日本が島

つに至り︑漸く一億総火だるまは八月十五日の天皇さんと

○○○

の利を得て︑三百年間︑その間︑飢鰹︑天災等による困苦

西欧諸国状勢等世界状勢のめぐりとも一致し︑天の利︑時

日本民族火山の長期にわたる大爆発が近隣の諸々の大地

鈴木宰相の決断にて燃えつきたのである︒

た事は言う迄もない︒

とそこに住む人々︑生物に与えた被害は︑測りしれなかっ

はあったものの︑秀吉時代迄の武力闘争による恐怖︑被害
はなくなり︑治められる側は太平の世を幕末変動の時期迄︑

夕で変化するものではなく︑明治百年を経た現在でも︑世

めた如く︑防衛問題と言う火種が騒がしくなってきている︒

それ以来︑三十七年︒昨今になって︑休火山が活動し始

休火山となった︒

昭和二十年八月十五日を以て︑日本民族列島大火山は︑

過したのである︒

この鎖国三百年の間︑日本民族はこの島国に閉ぢこめら

界殊に欧米社会から見れば︑異質の文化と映り日本株式会

近隣の人には︑又大爆発があるのではないかと心配してい

れ︑その間に染ゑ付いた物の考え方︑生活習慣等は一朝一

しめる原因となっている︒

社と言はれる程の︑世界の中での孤立性︑閉鎖性を残存せ

さて私は︑憲法第九条についての論議は︑もっと︑もっ

るのが例の教科書問題であり︑シーレーンの問題であろう︒

この鎖国三百年の反動とも言える如く︑明治政府の統治

この戦争放棄の条文は︑人類史上初めて成文法として出

国際的にも︒これは日本民族だけの問題ではないと思う︒

くの国の指導者によりて︑国民の眼をそらす政治技術として用いられてい

現したものであり︑丁度原爆被爆体験が人類史上初めての

となされて然る可きであると考える︒国内的の承ならず︑

る︶日本民族の閉ぢこめられたエネルギーは︑明治七年の

事であったのと同じものであり︑この二つの問題は︑人類

意識的に求めたか︑否かは別として︵かかる政策は現在でも多

台湾征伐を機として徐々に爆発を始め︑明治︑大正︑昭和

が︑世界が二十一世紀へ向って歩む過程で︑避けて通れぬ

が治まるにつれ︑明治政府が国内不満の吐け口を︑国外に

と︑秀吉の朝鮮征伐︑和憲の活動以来の軍事的爆発を︑三
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問題と思う︒
○金と税金及び為替について

金銭について一般の日本人は︑ごく例外を除いては︑戦
前迄は淡白な気質を持っていたようである︒この傾向は︑

った︒

治める側の人々も︑治められる側の人々にも︑共通的であ

一つの質格で︑又治められる側も︑かかる指導者を尊敬す

ると言う事にて︑余計に淡白感が一般国民の中の気風とな

処が︑戦前には税金を納めるのは︑治める側のえらい方

っていた︒

々と言った時代から︑戦後になって︑誰も彼もが税金を納

める時代になって︑この淡白感の気風が崩れ始め︑又選挙

を基礎とした政治と︑米を基礎にした農業経済に根づくも

海の君子国﹄は一挙に崩れ去り︑悲しむべき現在の日本の

界人も高度成長政策に便乗献金行為に走り︑清廉なる﹃東

政治家は吾も吾もと大企業に金の無心に走り廻り︑所謂財

資金について八幡製鉄の商法違反の訴えが否決されるや︑

ので︑鎖国政策の一つの結果であろう︒勿論︑海外貿易の

この金銭感覚は︑徳川時代の儒教とそれ以前よりの仏教

窓口を長崎にの承絞り︑外からの経済等の影響を国内に知

姿が出現したのである︒

丁度﹃日本民族﹄が︑無菌状態の箱の中から︑金銭と言

らせぬよう︑与えぬようにした政策︑言いかえれば︑島国

亡者となった︒

う徽菌で充満した大気中に放り出された如く︑一億総金銭

の中の日本民族の目︑耳︑口を塞いだ政策は︑明治政府に
なっても︑少しづ入の形態の変化はあったにしても︑基本

さらに︑一億税金を払うゆえ︑やれ補助金︑やれ奨励金︑

的にはその方針は守られ︑明治︑大正︑昭和と続き︑現在

交付金をと︒やれ道路を︑やれ鉄道をと︑蟻の砂糖にたか

でも関税障壁問題等に見られる如く︑徳川時代の鎖国政策

扱︑これも無菌の箱に入っていた日本民族が外気に触れ

る如く︑一億予算総たかりの現象を呈している︒

羅病したもの故︑何れ免疫性を持った若者や︑病を克服し

の宿命とも言えようＯ

そして本当にごく最近迄︑替為の自由化が行はれ多くの

の残津が残っていると言える︒これは欧米から見た後進国

人為が自由に海外旅行に出かけられるようになる迄は︑日

た人々が日本民族の中に増えてくるのは自然の理であろう︒

った︒

私は代々越後︑長岡の出身ゆえ︑縁類等に県会議員︑市

○隣国ソ聯邦との交際について

家康の影響からの脱却には辛抱がいると泌を感じている︒

本民族の大半は日本外の世界については無知︑無関心であ

又この金銭淡白感は︑本弘道会の綱領にもあるように
〃金銭に清廉なる事が〃指導者︵治める側︶の欠く可らざる
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人々である︒私はよく越後の人々に言うのであるが︑雪国

会議員も多く︑長岡の知人の多くが悪名高き︑越山会系の

大火山︑大爆発を起した世代の者の責務ではなかろうか︒

て︾未来の人々のために計るのが︑吾々︑日本民族列島に

○終戦と敗戦の差

私は二十年八月十五日以来︑どうして日本人は﹁敗戦﹂

の苦労は雪国の者でないとわからない︒角栄さんの力で道
の丈余の降雪を見れば理解出来る︒が︑然しだよ︒いくら

路を他国より早く立派にし︑新幹線をひきたい気持も︑あ

の現成公案の如く︑この三十七年間︑心底に持ち︑これが

と言はず﹁終戦﹂と言う言葉にすりかえたのかと言う問題

漸く︑昨秋︑小堀桂一郎氏の﹃宰相鈴木貫太郎﹄を︑繰

解決に苦心して来た︒

金を注ぎこんでも越後を駿河や三河の国には出来ぬよ︒大
私は上越新幹線の完成と共に︑田中角栄の往年の英姿が

自然の限界があるからね：：：と︒

が解けたのである︒

英語で終戦をどう訳したかは知らぬが︑﹁敗戦﹂では

り返し︑繰り返し拝読するうちに︑ハツと気がつき︑疑問

然とならざるを得ない︒た異せめて︑新幹線赤字のツケ

〃怨″が残る︒﹁終戦﹂の語には日本民族の〃怨″が残ら

おもむろに彼方の空に消えてゆくように思え︑越後の治め

を受取る他郷の人倉の怨みだけは︑越後の未来の人々の上

ぬのだナーと︒

る人と︑治められる人煮の︑未来の姿を想い浮べる時︑暗

に来ぬようにといのっている︒

パール︑ハーバー﹂と言っているのを聞き︑心の底から日

私は昨年十二月八日にも︑アメリカでは﹁リメぞハー︑

ように︑隣接の地︑シベリア大陸︑サハリンが︑地球の一

さて︑隣国ソ聯邦の問題であるが︑私は越後の話と同じ
大地殻変動でも起らぬ限り︑消えてなくなるわけではなく︑

る観が︑ガラリと変り︑天空海闇の気分となり︑二十一世

本民族の誇りを感じた︒私は︑それ以来欧米先進国に対す

紀えの日本の歩承をすよめることに自信をもったのである︒

百年後も千年後も︑日本列島の隣接地として厳存するであ
る為も

さすれば︑私が述べたいのは︑こ坐僅々百年前後の日本
論評するの愚はやめ︑日本民族の百年後︑千年後の未来の

ある︒一度目は︑まだ幼い小学生時代︑今は異郷の地︑台

天皇さんの現実の姿を︑私がこの目で見たのは前後三回

︵前会長︑野口先生と私との対話︶

○天皇制について

人々が︑隣接地同志︑仲良くシベリア開発にでも取り組め

湾︑台南市にて摂政宮としての行啓の車上のお姿︒二度目

の歴史からする体験の桑からして︑た堂感情的にソ聯邦を

るよう︑その根廻し︑基礎づくりに凡ゆる方法手段を尽し
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訪問旅行の話が出始めていた頃で︑先生に﹁政治家たち

︒もう一つの話は︑丁度︑天皇︑皇后おこ方のアメリカ

つ事が出来て大層感激したのであった︒

に﹂利用されぬようにと私の意見を申しあげた処︑暫くの

く心底にたまっていた天皇制観︑天皇観について自信を持

・ホームにて特急待ちをしている時に︑多摩御陵御参拝に

妻と二人で丁度参科の山荘に赴くため︑八王子駅プラット

間先生は眼を閉じられ冥想なされた感じの後︑﹁清塚さん︑

は︑戦後の混乱期にアメリカＭＰに添はれ︑大阪府庁舎の

てお召し列車が徐行して通過した時である︒八王子駅での

バルコニー上に手をおふりのお姿︒三度目は︑十数年前︑

時は誠に偶然であったが︑丁度列車が私の目の前を通過す

天皇さんはお気の毒な方ですね︒﹂と申された︒

ような感じをうけ︑私の天皇観の裏付けを得た感じで︑先

私はこの時︑天皇さんは言はぱ国民のための人身御供の

ひと承ごｐくう

る時︑車中の天皇さんが︑大きなあくびをなされ︑片手を
頭の上にもちあげられるお姿を拝見︒私は︑天皇さんも︑

見した皇太子御夫妻と一般聴衆との交流のお姿を拝見し︑

ＨＫホールにて︑チャリティーショウの音楽会の席上︑拝

私は象徴天皇制の定着を喜ぶものであり︑一昨年暮れＮ

○まとめ

以上の二つが永遠に私の心底に残る先生との対話である︒

生と私の間では相当時間の深い沈黙が漂ったのであった︒

あくびをなさるのだナーと思わずほほえんだのを覚えてい
私は野口先生から︑よく︑天皇さん︑皇后さんのお話を

る︒

お伺いしたが︑私も︑天皇制についての疑問も︑そっちょ
くにお質ねしたことがあった︒丁度その頃︑先生は弘道会
先生との対話の中で︑私が永遠に忘れられない︑強く心

の綱領の改訂に御苦心して居られた︒

日本及び日本民族の将来について益々自信を深めた︒私は

今治められる側の不運な人々に人材銀行で出遇う節は強く
ることとしている︒

握手をして︑その家族の方達及び本人の多幸を願って別れ

㈲︑私が︑﹁先生︑私は天皇と言う方は︑又︑天皇と言

の底に残っている話を二つだけしるす事とする︒
うものは︑スターリンがきらいで︑ルーズベルトがすき︒

ている︑と言うのが私の実感である︒

︵東京人材銀行相談貝︶

日本民族は︑今や新しい世紀への指導者として歩染始め

或はスターリンがすぎで︑ルーズベルトがきらい︒と言う
ものではないですね︒﹂と必死に質問した処︑先生は私の
ものは︑そう言うものだ︒また︑今の天皇さんはそう言う

顔を直視され﹁そうだ︒あなたの言う通りだ︒天皇と言う
方なのだ︒あなたの言う通りです︒﹂と答えられ︑私は長
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会祖・西村泊翁における西洋と東洋
八日本近代化への指導原理を提示Ｖ

八西洋文化の受皿としての儒教的教養Ｖ

日本近代化に対する儒学者の能度
︿−︾ハード大学のドナルド︒Ｈ・シァイヴリー教授が︑
︵１︶

一九六五年︵昭四○︶に出版されたＭ・Ｂ・ジャンセン教授

片山

塞偏

あった︒こうした中で西村茂樹はどうして儒教思想の持主

の代表として︑近代化に対処した一例として選ばれたので

ここで︑儒教的教養が︑西洋文明をとり入れるための基

あろうか︒

その受容についての理論的究明は︑本論文の趣旨からはず

礎的素養として役立ったことは否定し得ないことであるが︑

た素養をもった人たちが︑西洋文明の衝撃を受けた場合︑

れるので︑ここでは言及することを避けたい︒ただこうし

編﹁日本における近代化の問題﹂の中の一論文﹁西村茂樹﹂

代化についての儒教側の見解﹂と示している︒つまり明治

において︑西村を儒教学者として位置ずけその副題に﹁近
維新よりはじまった日本近代化に対して︑儒教思想をもっ

するために不可欠の手続である︒儒学者のとった近代化へ

どのような反応を示したかが︑西村の思想構造を明らかに

の態度は︑大きく分類すると︑次の三つになる︑と考えら

た人たちは︑どのような態度をとったかを︑西村茂樹を例
しかし西村茂樹の生きた幕末から明治前期にかけての時

として明らかにしようとした試論である︒

れる︒

第一は︑西洋文明に対して全く背を向け︑儒教に頑固に

代において︑この時代を指導した教養人たちは︑一○○％
といっても過言ではないほど儒教修学者たちであった︒わ

れる︒

固執しようとする態度︒その一人として元田永手があげら

先見的に提示した佐久間象山は︑若き日に佐藤一斎から儒

の昌平坂学問所の儒官であった︒また日本近代化の路線を

第三は︑上記二者の中間にあるもので︑いわば折衷的態

にこれを拒否する︒その一人として福沢諭吉があげられる︒

はかろうとする態度︑したがって儒教に対しては︑全面的

第二は︑西洋文明を全面的に受容して︑日本の近代化を

︵２︶

国立志編﹂を訳した中村正直︵なかむら・まさなお︶も︑幕府

が国に初めて哲学を紹介した西周︵にし・あまれ︶も︑﹁西

学を学んだ人であり︑明治の近代化を推進させた指導者を

︵３︶

育てた吉田松陰も︑萩の明倫館で漢学のすぐれた優秀生で
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問題があるとしても︑全く無視するわけにはいかない︒今

欠点がある︒また西洋文明に対しては︑日本への適否には

これを破棄することは許さるべきでないが︑またそこにも

度をとるもの︒儒教の教えは︑東洋の伝統に基くもので︑

て識訳されて︑日本のものとなったことである︒

とである︒ほとんど大部分の西洋の学問用語が︑漢語とし

の知識は︑西洋文化の摂取に際して大きい役割を果したこ

③これは単に儒教に限られるものではないか︑漢学︑漢文

水準を低めないものがあった︒

とするものであり︑尚古を主張するものでありながら︑中

内義雄の指摘したように︑元来は︑儒教は敬の精神を中核

︵５︶

しかしこれらの効能よりも︑はるかに重要なことは︑武

後の日本の進路としては︑東西両洋の文明の長をとり短を
対してとった態度は︑この第三に属する︒

去る方針をとるべきであるとする︒西村茂樹は︑近代化に
この第三の態度こそ︑儒教修学者としての本道であった
のではないか︑と考えられる︒儒教は︑たしかに︑その初

ということである︒誠は敬と異り︑人間の内なるものから

て成長するに及んで︑誠の精神を中核とするものになった

湧き出るものであり︑主体的なものである︒このような誠

国からわが国に伝えられて︑時代を経て︑日本の儒教とし

の精神に貫かれた日本儒教は西洋文化の衝撃に対してとっ

歩的段階にとどまっている間は︑人間の自由な創意を圧殺
は︑儒教以外の学問をした人間とは異なったエネルギーを

する力をもっている︒しかしこの段階をくぐりぬけた英才

た態度は︑正に第三の態度でなければならなかった︒

八時代の激動に伴う志向の変転Ｖ

西村茂樹の修学過程にみる研讃

︵４︶

いた英人Ｒ・Ｐ・ドーァは︑鋭くとらえている︒

もつことになる︒この点について﹁江戸時代の教育﹂を書

分ち与える知識はそのまま受け容れるべきもので︑それを

①儒教は︑これを学ぶ者をして謙譲たらしめた︒﹁教師が

西村はどのような経歴によって︑その思想を形成したか

︵６︶

その姿勢は︑いったん西洋から学ぱうという決定が下され

て承よう︒

を︑往事録に記されている﹁茂樹履歴﹂によって︑たどっ

一歩進める余地などある筈はないとされていた︒そして︑

るや︑謙虚な注意深さと骨を惜まない徹底的学習態度を生
②儒教の今一つの効能は︑若い学徒の﹁知的訓練﹂をおこ

執政をつとめた︒のち本藩に帰り二百石を受けた︒茂樹は

の口に生まれた︒父は佐倉藩士で支藩佐野侯に仕へ︑その

西村茂樹は︑文政十一年︵一八二八︶三月十八日に江戸辰

なった点にある︒儒教で養われた知性的水準は︑儒教内に

その長子として出生︒当時佐倉藩にあっては︑藩主堀田正

むことになる︒﹂

とどまらず︑他の事物の理解にも横に転じても︑なおその
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なかった︒十歳の時︑本藩に帰ることができて︑成徳書院

いう文武の学校を創設した︒しかしこの当時︑西村︵学齢八

篇は藩政を改革すると共に︑教育に力を注ぎ︑成徳書院と

ざるを得なくなった︒江戸で著名の眼科医に見てもらった

となった︒そこで好きな読書もやめて︑眼の治療に専念せ

︵一八四四︶春︑眼病にかかり︑視力がにわかに衰えること

こうして文学をもって立身しようとした矢先︑弘化元年

が一向に快癒しなかった︒三︑四年たっても︑遠方の物を

歳︶は父の膝下の佐野藩にいたので︑この学校に入学でき

の学院の教師は︑渋井達徳︵渋井大室の孫︶菱川泉蔵︑八木

に入学し︑読書と習字︑つづいて槍術と剣術を学んだ︒こ

年︵一八四三︶になって︑天下の碩学と称された安井息軒︑

ないかと慨き悲しゑ︑作ったのが﹁眼病詩﹂という漢詩で

ようとしたのに︑その宿志を果たすことができないのでは

じて続けられなくなったりした︒せっかく文学に志を立て

見ると︑二つに見えたり本を数頁読みはじめると痛みを感

海野石窓および海保漁村の三人を招膳して︑子弟の教育に

あった︒この時のことを回顧して︑﹁余︑性読書を除きて︑

謂園等で︑数年間にわたって儒学を教えられた︒天保十四

に没頭した︒同年︑すなわち茂樹十六歳にして︑藤原基経

当らしめた︒茂樹は︑こうした大儒を迎えて︑儒学の研究

出したところ︑たいへんなおほめを受けることになった︒

なってきた︒外からは英米仏露などの外国船の来航が迫り︑

ところが︑この時代には︑日本の内外が騒然たる状勢と

いる︒

他の長処なし︒因て只自ら其不幸を哀しむのみ﹂と言って

ここで茂樹は回顧して次のように述べている︒﹁是に於て

について論じた﹁昭宣公基経論﹂を草して︑安井息軒に提

意を決し︑文学を以て︑世に立んと欲し︑日夜勉励すｏ﹂

ゑなぎる茂樹にとっては︑眼病だからといってじっと病を

内では一摸や政治的抗争がはげしくなった︒若さの情熱に

茂樹の祖父芳高は︑若年の頃︑大阪の与力手塚次厚より
佐分利流の槍術を学び︑免許皆伝を得た人であるが︑父芳

文学をもって世に立とうと決意したことも︑この時勢に当

養っている気持になれなかったものと考えられる︒そして

は︑武道を専門とする家柄であった︒だから茂樹も︑履歴

郁も槍術を学び︑佐分利流の師範となった程で︑佐倉藩で

ように述べている︒

面して変更せざるを得なくなった︒この時のことを︑次の

れば︑一旦事あ時は︑国家の敗亡凡恐くは免かれざる所あらん

氏三百年の太平にして︑武備怠弛し︑士気消磨すること甚しけ

この頃︑海外の事︑ようやく志士の知るところとなり︑徳川

の中で﹁槍術は⁝最も勉めざるべからざる技なりしなり﹂

と説明している︒だから︑茂樹が文学によって志を立てよ
うと決意するには︑かなりの決断をしなければならなかっ
たものと考えられる︒
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と︑因て断然意を決し武を以て国に報ぜんと欲し⁝：．

つまり一旦文学をもって世に立つことを決意した茂樹で
さざるを得なくなったわけである︒

あったが︑この非常時局に際会して︑再び決意をひるがえ
しかし武もをって国に報じたいと考えても︑もはや剣術

アドヴァイスをおこなった︒

ることになった︒象山は一日︑茂樹に向って︑次のような

砲術は末なり︑洋学は本なり︒吾子の如きは︑宜しく洋学に

従事すべし︒余の如きは︑三十二歳の時始めて蘭書を学くり︒

時から藩の砲術教場に入って大砲を打つことを学ぶことに

なるべきは︑洋法の砲術に勝るものなぎを知り﹂十九歳の

ていた︒そう感じた西村は︑﹁今日の武技の国家の防護と

を護ろうとする意図から出たもので︑砲術を修得すれば事

とするのは︑わが国に迫ろうとしている夷敵を懐ち払い国

には行かなかった︒なぜなら︑茂樹が︑西洋砲術を学ぼう

この注告を聞いた茂樹は︑素直にこれを受け容れるわけ

洋学に勉むくし︒

吾子は︑余の学べる時に比すれば年なお若し︒必ず志を起して

なった︒だが︑ここにも一つの大きな障害があった︒それ

足りるのであって︑洋書まで読む必要は全くない︒しかも

や槍術などの武道によっては如何ともしがたい時代になっ

は長い間の眼病のため︑視力が弱っていたことであった︒

道徳や政治の事については﹁東洋の教は︑恐らくは西洋の

の注告に対しては不満を感じていたが︑しばらくしてやは

教の上にあるべし﹂と考えたからであった︒だから︑象山

りその注告のことが気にかかり︑再思熟考し︑やはりそれ

で︑次のように考えることになった︒
小銃命射のごときは︑是一個人の武技のみ︒宜しく銃隊の練

遠くにある物をはっきりと見ることができなかった︒そこ

及ぶべし︒

法︑大砲の製造法及び発射の術研究し︑進んで東西兵法の要に

そこで︑佐倉藩士で西村と竹馬の友であった木村軍太郎

に従うべきだと考えるようになった︒

このような考えのもとに︑弘化三年︑十九歳の時に︑大

を読拳︑西洋道理の一端に通ずることを得たりしは︑象山

︵士約︶に就いて︑オランダ語を学ぶこととなった︒この

先生と亡友士約との賜なり﹂と述懐して︑感謝している︒

ことについて︑後の往事録で︑﹁今日に至り遂に西洋の書

しかし︑大塚同庵の伝えた洋砲の術では物足りなく思っ

少年時代の武道志向から青年時代の文への転向︑そして

の免許を得ることができた︒

た茂樹は︑翌年︑江戸で評判の高かった佐久間象山に教を

さらに武道へと三転して︑成人となって︑再び文への道を

塚同庵の門に学び︑四年後︑すなわち嘉永三年に西洋砲術

ここで象山の導きにより︑茂樹の進路がまた大きく変更す

乞うこととなり︑洋砲と西洋の兵法を学ぶこととなった︒
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外交に当ることになったため︑西村もその重要政務に参与

五六︶藩主堀田正篇が幕府の外国事務専任となり︑困難な

この間︑佐倉藩に仕えていた西村茂樹は安政三年︵一八

﹁儒教の外に天下に道なし﹂と信じていた︒したがって日

たた染込まれたためか︑儒教こそが第一の学であると考え︑

することとなった︒そして東奔西走︑勉学の暇もなかった

歩むことになった西村であるが︑幼年時代において漢籍で

知を啓蒙したのは︑水戸藩で出された﹁大日本史﹂と頼山

本の歴史と伝統に着眼することもなかった︒このような不

り英語を学習しはじめた︒こうした忽忙の中で四十一歳を

が︑英学の必要を痛感して︑文久元年手塚律蔵の門下とな

陽の﹁日本外史﹂とであった︒十四︑五歳の時︑これらの

ようになった︒また二十歳の時に︑水戸の会沢正志斎の

習を破り︑天地の公道に基くべし﹂と示されたが︑明治維

誼歌するようになった︒五か条の御誓文では︑﹁旧来の順

明治になると︑世の中は︑西洋をあこがれ︑文明開化を

むかえた時︑明治の新時代となった︒

﹁新諭﹂を読糸︑いよいよその考え方の正しいことを確認

新以前の万物が旧来の肥習と見なされ︑あらゆる伝統が無

の歴史にかんがみて︑取捨選択をおこなう必要を痛感する

書に接して︑儒教をわが国に適用しようとするには︑日本

になるが︑その中において儒教のすぐれたことを認めなが

した︒西村は明治十九年に﹁日本道徳論﹂を講演すること

いた西村はこの時のことを回顧して

視されることになった︒このような状況を苦為しく思って

し︑ともに先見の明を欠く者に似たり︒

︵７︶

如し︒⁝⁝従前の拠夷家は︑往昔は頑固に偏し︑今は軽繰に偏

百事西洋に倣わざれば止まず︑西洋人を尊信すること︑鬼神の

その時︑撰夷を唱えし人は︑維新以来︑忽ちその説を変じ︑

らも︑また現実の日本に適用して不適なる諸点を鋭くかか
げて批判しているのは︑このような勉学過程を経てきたか
らであると考えられる︒

八西村茂樹の文明開化への批判Ｖ

明治維新の開幕と文化の混乱

の年を重ねて行った︒そして慶応四年︵一九六八︶三月十四

も混沌として相戦い︑相結んで︑安政︑文久︑元治︑慶応

く変転した︒撰夷か開国か︑勤王か佐幕か︑各藩も各志士

を模倣しようとする所にある︒どうして西洋人が︑今日の

いと考えている︒しかし問題は︑世人が西洋の今日の状態

走ることは決して悪いことではない︒自分も常にそうした

西村の考え方によれば︑西洋の真似をして︑文明開化に

と述べている︒

日五か条の御誓文が示され︑やがて九月八日︑明治の御代

文明に達したのか︑その辿って来た過程を考え︑それをも

幕末の一日一日の情勢は︑猫の目のように︑目まぐるし

となった︒
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たらした精神がどうであったかを︑一向に考慮しないこと
である︒この点についての西村の考え方は︑次に述べるこ
とによって明らかである︒
西洋も︑一︑四○○年代までは︑東洋と格別異りたる所もな

︵９︶

合で進むべきだ．と述べている︒

しかしこうした富強をはるかには︑何よりも人間の精神

の向上を図らねばならないと︑夙に考えていた西村は︑明

治五年八月に出された学制の構想に対して不満の念を禁じ

八○○年に至り︑すでに

商を広め︑航海を励み︑兵艦を造り︑軍制を改め︑以ていわゆ

るが︑仁義忠孝については一言も言及していない︒江戸時

学問は立身の本であり︑生を治め産を興すことを説いてい

得なかった︒学制頒布に際して発布された太政官布告には

る富国強兵の業を務めたり︒一︑七

代の武士教育の弊を改めようとする意図は理解されるが︑

かりしが︑コロンブスアメリカを発見せし以来︑諸国競いて通

国も富め兵も強くなりしを以て︑風俗一般に華箸となり︑美術

学制のもつ欠点を改めたいと考えたが︑周囲の空気は西村

明治六年︑西村は文部省入りすることになった︒そこで

の道徳がすたれるだけであると考えた︒

︵︑︶

も興り︑専門の学術も開け︑近年に至り普通教育も行わるるに
三百年富強を務めたる結果

人間の心を治める着意が全く欠けている︒これでは︑国民

至りしことにて︑これらは皆︑二

の発現したるものなり︒然るに邦人は︑西人が富強を致した粘
︵８︶

神順序を学ばず︑唯現今の文明華箸の有様の象を見て︑直ちに

に富国強兵を図るべきだという思想があった︒文明開化を

この文旨で示されているように︑西村には文明開化の前

けた︒しかしこれに同意するものも少く︑ようやく明治九

復興をはじめようと考えるようになり︑数人の友に話しか

が︑やがて明治八年︑官に就きながら民間運動として道徳

と全く反対であった︒しばらく忍んでこの状況を見ていた

もたらしたのは︑富国強兵の政策であるから︒その本末先

これに倣わんとす︒

後をよく弁えなくてはならないのだというのである︒

明治十二年︑明治天皇の名で出された﹁教学聖旨﹂は︑

した︒︵これが後に﹁日本弘道会﹂となったのである︒︶

年に十五六名の賛成者を得たので﹁東京修身学社﹂を結成

富強と開化とを区別せず︑文明化を図ることは︑害多く
して利益が少なくなるだけである︒

転換させることを目的とするものであった︒それと同時に

明治五年の学制のもつ開智中心の教育を修徳中心の教育に

そこで西村が明治十年十二月におこなった﹁富国強兵説﹂

治前期においては︑これを食い止めることは無理である︒

を矯めようとするものであった︒

修徳の根拠を儒教におき︑西洋模倣の文明開化の行き過ぎ

しかし︑すでに文明開化の一途に向って走りはじめた明

と題する演説においては︑﹁富強八分に︑文明二分﹂の割
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④道徳学を実行するは何の方法に依るべきか︒

③世教は︑何物を用ふるを宜しとすべきか︒

となった︒この聖旨の出される前︑その内容について下問

この一石は近代化発足の途上に︑大きな波紋を生むこと
された伊藤博文は︑早速﹁教育議﹂を提出して︑反対意見

であるが︑その道徳はいずれを採用すべきかについて︑西

この中︑第一の道徳の重要性については︑既述した通り

⑤道徳会にて主として行ふべきは何事ぞ︒

を述べたが︑聖旨の原文作成者︑元田永手は︑﹁教育議附
義﹂を附して︑伊藤の意見に異議をとなえた︒

現世以外の世界︑つまり天国とか極楽といった来世のこと

村は︑世教と世外教という尺度を設定する︑世外教とは︑

であるから︑それ以後は︑教育の方針︑とくに道徳教育の

を説く教であり︑世教とは︑この世のことに限定して説く

すでに明治天皇の側近において相対立する意見が出た程
準拠すべき基準について︑さまざまな論争がおこなわれる

教である︒つまり世外教とは宗教を意味し︑世教とは倫理

仏教とキリスト教を数え︑世教として儒教と西洋哲学とを

・道徳と理解してあやまりではない︒西村は世外教の中に

ようになった︒福沢諭吉のように︑儒教主義の教育に真向
がら反対する議論︵﹁徳育如何﹂︶も出たが︑また儒教に即し

た国教を定むくしと提唱した元田永手の﹁国教諭﹂も現わ
西村茂樹は︑こうした中︑日本の道徳がどうであるべき

説き方が違っているものであるという︒中国では世教︵儒

世教も︑ともに国民の道徳を指導するものであるが︑その

含ませている︒ただこのような区別をしたのは︑世外教も

かを研究すること十年︑ついに明治十九年十二月︑帝国大

れた︒世にこれを﹁徳育論争﹂と言われている︒

学の講義室において﹁日本道徳論﹂を講述し︑翌二十年に

どういう理由であるか︑という問題に対して︑西村は﹁そ

教︶をとり︑欧州では世外教︵キキリスト教︶をとるのは︑

うか︒西洋は文明開化をしたのは︑キリスト教という世外

さて︑今後の日本は︑どのような道徳を取るべきであろ

劣を考えて︑これを取捨したるものではない﹂としている︒

の国の自然の勢に出たる者にして︑二教を並列し︑その優

印刷に付して公刊した︒

﹁日本道徳論﹂に現れた東西思想
八東洋の道徳を根幹に︑西洋の哲学で補うＶ
︵︑︶

五つに分類される︒

るが︑それは大きな偏見である︒アフリカのような野蛮国

教によったのであるから︑これに従うべしという議論があ

西村茂樹が﹁日本道徳論﹂において述べたことは︑次の
①道徳学は現今日本に於て何程大切なる者なるか︒

でさえ世外教によっているものもある︒

②現今本邦の道徳学は︑世教に拠るべきか︑世外教に拠る
べきか︒
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わが国の今後のとるべき道徳の方針は︑日本の歴史とそ
の伝統とに鑑みて決定すべきものである︒しかも世の進運
はコントのいうように神学的のものから形而上学的のもの
へそして︑実証的な段階に向うものであるから︑道徳の進
路は世教によるべきだという心さらに︑わが国においてそ
うすべきだという理由は︑次の三つである︒

社会の信用を得ることができない︒世教によって上等社

①世外教は下等社会の民だけが信じるものであって︑上等
会を導き︑これを下等社会に及ぼすことが得策である︒

②世外教として仏教とキリスト教とがあるが︑互に敵視し
合って︑抗争の止む時がない︒

③儒教は今日固晒といわれているが︑今までの功績を考え
て︑きている︒

ると︑社会の秩序をととのえ︑また多くの英才を養成し
このように論述してきて︑さて世教として何を採るべき
かを検討することになる︒西村の立場は︑すでに明瞭であ
るが︑しかし儒教にのみ依存することの弊害を知悉してい
たので︑その欠点を補うために西洋哲学を用うべしと提案
西洋哲学はキリストよりも三百年ほど前に現われたもの

するのである︒

で︑その中もっとも傑出したのはアリストテレスであり︑
ねられて︑学理の精密・徴妙なことは千古無比だと評する︒

孔子と並び称せられる聖人である︒しかしその後研究が重

しかしこれを今日の日本に適用する場合儒教とどのよう

に相違するか考うべきである︒

れている︒

④忠孝の教において︑すぐ

んでいる︒

③天下の教法を網羅して含

した学者が多い︒

②これに就いて︑熟知上達

の人材を養成す︒

①三百年間日本の上流社会

西洋哲学儒
だ日が浅い︒

①日本に紹介されてからま

した学者が少い︒

②したがって︑これに精通

③これを道徳に応用したこ
とがない︒

④功利中心とか︑利己主義

の学だとかいわれ︑君親
を軽蔑す︒

しかし今日儒教だけで道徳教育をおこなうことは︑不可

能である︒その理由は次の通り

①西洋の学問はひじように精微にできているのに︑儒教の

理論はこれに合わない︒

②儒教には﹁する勿れ﹂が多く︑積極的に﹁せよ﹂と勧め

ることが少ない︒したがって消極的になり︑進んで事を
する気持を欠く︒

対しては重視しない︒尊属には権利あって義務なく︑卑

③儒教は尊属︵目上の血族︶を尊ぶが︑卑族︵目下の血族︶に

属には義務あって権利なし︒
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教

④儒教には男尊女卑が多い︒

⑤儒教は︑昔を尊び︑現代を否定しようとする傾向がある︒
胸ソ○

︵咽︶

二教の一致に帰する所を採りて︑其一致に帰せざる所を棄つな

時に使用すべき尺度は何か︒西村はこれを﹁天地の真理﹂

つまり折衷法であり︑採長捨短主義である︒しかしその

と称する︒この天地の真理とは︑西村は﹁儒道に言う所の

だから儒教だけを重んじて︑孔子のほかに︑世界に聖人
これに対して西洋哲学は︑儒教のように人を中心として

がないと信じているような人は井の中の蛙に等しい︒

言う誠者天之道也と説明する︒西村は結局︑日本の道徳は

誠︵天理とも天道ともいう︶﹂であるとし︑さらに中庸に

儒教主義で行くべきで︑それがもつ欠点を西洋哲学によっ

を重ねるに従っていよいよ精密深遠になってきたものであ
る︒これを日本道徳の基礎とすることは︑一応是認し得る

尊ばず︑むしろ理を中心として展開してきたもので︑年月

ものであるが︑全面的にこれにたよるには︑次のような欠
①知を論ずるに重くして︑行を論ずるに軽し︒

がなかったもののようである︒明治二十七年一月︑皇典講

このような考え方は︑西村が晩年に至っても大きな変化

て補うべきだと考えていたわけである︒

②哲学には︑治心の術がない︒儒教には︑誠意正心とか︑

の比較をおこなった後︑結局︑道徳は儒教を中核にして︑

究所で講演した﹁東西の道徳学﹂においても︑東西思想の

②耶蘇教も︑仏教と同じく亜細亜に起る者なり︒然らば凡

kO4ノ

点がある故に︑不可である︒

養気︑あるいは治心といったことを重要視している︒

ひとり宗教道徳の事に至りては︑東西の優劣︑未だ容易

①諸学諸術は︑西洋の東洋に勝れることは天下の通論なり︒

︵この年六十七歳︶その論じる要点を摘一記して承よう︒

︵咽︶

③哲学者はいずれも古人の上に出ようとして︑ことさらに

その欠点を補うに西洋哲学をもってすると結論している︒

反対で聖人の語にとらわれることが欠点︒

異説を立てて︑古人の説を排撃する︒儒学者は︑これと
④哲学には︑さまざまの学派があって︑どれを採用してよ

そ宗教というものに就きて言うときは︑亜細亜は常に先

に制定すべからざる者あり︵全集Ⅱ︑八九二頁︶

このようにして世教としての儒教と西洋哲学とを取りあ

師の地位に立ち︑欧羅巴は門人の地位に在ることは明か

いか迷うばかりである︒

しようとするのであろうか︒西村の文を引用する︒

亜細亜の大宗教の光輝の為に︑悉く消滅したる者なり︒

なり︒欧羅巴諸国にも古は所為に小なる宗教ありと雌も︑

げることになったが︑これをどのように配合あるいは按分

吾が一定の主義は﹁二教︵儒教・哲学︶の精粋を採りて︑其
粗雑を棄つるなり︑二教の精神を採りて︑其形迩を棄つるなり︒

／ の 1 、

︵全集Ⅱ︑八九二頁︶

③道徳学のことは如何︒東洋の道徳学は︑孔子を以て空前
絶後と為す︒︵同上︶

④余は︑東西の道徳学を比較して東洋の儒学が最も能く我
国情に適することを信じたり︒

ただ支那の儒教を今日に用ひんとするには︑亦欠点な
きこと能わず︑⁝⁝この欠点は何を以て之を除くことを
外︑他法あることなし０︵全集Ⅱ︑八九八

九頁︶

得べきかというに︑西洋の哲学を以て︑其欠点を補うの

︹むすび︺

○ず色ロ四口︑菅冒目①︑のＰ三日号切目○君画ａ

三角○匹のＨｐ旨画感○口︺①︑画

︵１︶言．国甘口印のロ

シァイヴリー教授の論文は岩波発行訳本第三部第五章に五八

頁にわたって掲載されている︒

議﹂は元田が提出したものである︒

︵２︶﹁教育聖旨﹂の原案作成者は元田永手であり﹁教育議付

︵３︶福沢諭吉の儒教主義反対論は﹁文明論之概略﹂︵明八・

三・二五︶及び﹁儒教主義﹂︵明一六・二︶で明らである︒

︵４︶詞．詞ロ︒Ｈ２両目︒島○口旨弓○首悪君四盲冨回る謡．本

り﹁江戸時代の教育﹂として刊行された︒

書は松居弘道によって訳され︑昭四五・一○に︑岩波書店よ

刊︶中の附録﹁日本の儒教﹂

四九三頁︒

︵５︶武内義雄著﹁易と中庸の研究﹂︵昭一八・六︑岩波書店

︵６︶西村茂樹全集三巻︑四八三

九頁︶

七頁︶

七頁︶

︵８︶同上書第三一﹁文明国の真似﹂︵同書四七六

︵︑︶﹁往事録﹂の﹁茂樹履歴﹂︵全集第三巻︑六二五

︵９︶﹁富国強兵説﹂明一○・一二︵全集第二巻︑五五

が︑岩波文庫でも昭和一○年一月に一本として刊行された︒

︵皿︶﹁日本道徳論﹂は西村茂樹全集第一巻に集録されている

八九九頁︒

︵胆︶岩波文庫版﹁日本道徳論﹂三四頁︒

︵本会理事目白女子短大教授︶

︵過︶西村茂樹全集第二巻︑八九一
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西村茂樹は︑幼少年時代において深く儒教を学び︑その
思想の根底は儒教によって培われたのであるが︑青年時代

邑

︵７︶泊翁し言第一集︵全集第一巻︶第四三﹁先見﹂︵四八九頁︶

から成人となる頃︑幕末の疾風怒涛の中にもまれ︑西洋文
明に接することによって︑西洋的なるものの優秀さに衝撃
を受けた︒そういう中で佐久間象山の導きにより﹁東洋の
道徳︑西洋の技術﹂の思想をいだくようになったのではな
いかと︑考えられる︒しかし西村は師をのり越えて︑﹁東
洋の道徳︑西洋の哲学﹂の結論に達し︑この合一化に︑そ
の生涯を賭けたのではないだろうか︒明治維新四十一歳で
迎えた西村の思想には︑封建時代をなつかしむ古さをもっ
ていたことは否めないが︑新しい日本の近代を建設しよう
とした熱意は︑今日もなお教える所が多いと思う︒
塁

︹講演︺

日本教育の課題

教科書無償制の趣旨徹底を

を丁寧に説明してやっていた︒おそらく現在でも︑そうい

民である子どもたちに期待して上げるものだ︑ということ

文部省初等中等教育局長

鈴木勲

私は七月九日に初中局長に就任した︒そのあと七月二十

ｌ昭和 年︑月蛎日秋田市文化会館で開かれた
日本教育会全国教育大会にてＩ

三日︑文部大臣と各団体との予算要望という形の会見があ

に沿った声が出ないことは︑はなはだ残念である︒従って︑

うことをなさっていると思うが︑どうも父母自体からそれ

一つは教科書無償︒例年︑予算の最終段階で問題になる

教科書をダダで配っているから物を粗末にするとかいう

この制度の趣旨の徹底を図っていただきたいと申し上げた︒

り︑その時︑私は校長会の代表に三つのことをお願いした︒

この制度が出来たのは昭和三十八年で︑制度が始まって二
十年になろうとしている︒私も課長補佐として担当した経

出たりする︒﹁教科書を粗末にするので子どもを叱ると︑

〃これはダダだから″という﹂といった母親の投書などが

論議は︑おかしいと思うが︑そういうことが新聞の投書に

教科書無償の問題を論ずる場合に︑ともすれば〃父兄が

あったが︑そういう際に︑なぜお母さんが﹁それは国民の

緯があるが︑当初の制度の趣旨が薄れているきらいがある︒

親が買ってやり︑子どもに大事に使えというチャンスだ〃

負担して苦になる金額ではない〃〃せめて教科書ぐらいは

大事にしなさい﹂と言わないのか︒こういう教育を若い母

多勢の人の税金で出来たものだ﹂と説明して﹁それだから

〃近ごろ子どもが物を粗末にするがへこれは教科書をダダ

で配っていることがいけないんだ″といったことが色々言

いう際にも税金の意味を子どもに教えることも出来るので

親にしてもらいたいと思う︒税金の問題は難しいが︑そう

生徒指導は学校の〃面目″で

申し上げたわけである︒

家庭も含めて教科書無償の趣旨の徹底をぜひ願いたいと

はないか︒

われる︒例えば︑第二次臨時行政調査会などで説明しても︑

あるいは国会議員の中の文教に理解のある方々に話をして
も︑そうした言葉が返ってくる︒教科書無償が出来た当時
は︑校長先生がその制度の趣旨を入学式でしっかり話した︒

一人ひとりに︑この教科書は︑国がお金を出Ｌて未来の国
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るようなことをしてはいけない︒一番肝心なのは︑学校が

るとか言って︑教育の専門家があたかも責任を他に転嫁す

痛い問題だが︑やはり︑家庭が問題だとか社会が問題であ

与改善の年次計画の最終の仕上げとしてこの主任手当の問

よりも格段に引き上げるため人材確保法が出来︑教員の給

もう一つは主任手当の問題︒教員の給与を一般の公務員

悪影響与える主任手当拠出

を申し上げたわけである︒

整備して学校全体として当たっていただきたいということ

一体となって生徒指導の問題に取り組むこと︒その際必要

第二は生徒指導の問題︒これは学校によっては大変頭の

なことは校長の指導力︑信念であろう︒これは一つ︑学校

ては教員組合がこの手当の拠出運動を提唱して︑他のこと

に使っているところがある︒これは臨調で教員の給与自体

題が出た︒この手当は正常に支給されているが︑県によっ

が問題になっている時に︑非常にマイナスのイメージを与

の面目にかけて生徒指導に力を入れていただきたい︑と申
文部省でも小川文部大臣就任以来︑豊かな心を育てる政

し上げたい︒

策を取り上げた︒従来︑初等中等教育局がやっていたもの

えかねない︒

いま地方公務員の給与を国並みにすべきだという議論が

だけでなく︑社会教育局︑体育局︑管理局でやっている色

あるし︑各県においても︑おそらく財政がひっ迫して︑人

確法の趣旨を十分に知りながらも我慢してほしいというよ

々な施策と合わせて︑文部省自体が一つの局︑一つの担当
課にまかせないで︑一体となって省全体としてやろうとい
うことを大臣が提唱され﹁豊かな心を育てる施策推進会

うなことが出てくると思う︒そういう際に︑主任手当拠出

の動きがあると教員給与全体に影響を与える︒このことは

議﹂をつくった︒

しいとお願いしたわけである︒

日教組の委員長にも申したが︑この点はぜひやめさせてほ

また︑この関係予算を集中したモデル市町村を指定し︑

そこで︑この市町村における生徒指導︑健全育成などを教

の中で予算編成をなんとかしなければということで頭が一

当時私は︑今年はマイナスシーリングという厳しい状況

杯だったので︑そのことも申し上げた︒

その他色々な課の施策と一体となってやっていけるよう︑

育委員会の指導関係の課だけでなく︑社会教育︑保健体育︑

をあげるのは︑かなり後になると思うが︑まず行政として

人学級の問題︑幼稚園就園奨励費の問題など︑教科書無償

今でも第二臨調では︑義務教育国庫負担金の問題︑四十

補助金等もここに集中する仕組みをつくった︒これが成果
はやれるものからやっていくということで進んでいる︒

そこで︑学校でも︑ぜひ生徒指導には学校の校内体制を
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いうことを堂々という方もあるし︑色灸な意見が臨調の場

っている︒臨調専門委員の中には︑義務教育は廃止しろと

な経費が行財政改革という観点から取り上げられ問題にな

ジア局長から︑日本の教科書の記述について修正を希望す

苦慮している最中に︑七月二十六日に中国の肖向前第一ア

言ったというようなことが新聞に出たりして︑その対応に

そのやりとりの中で︑小川文部大臣が内政干渉であると

のあり方を批判した︒

を通じて出る︒その際私たちは日本の教育がこれまで果た

る︑ということが北京の大使館を通じてその日のうちに届

はもちろんだが︑そういう文教政策の基本にしている重要

の場には建物も必要だが︑最後に残るものは人件費であっ

してきた役割を強調して﹁やはり教育には金がいる︒教育

た﹁戦後日本が四つの島に限定され︑資源も少なく︑その

事業饗とは違って︑教育は人件費がすなわち事業費だ﹂ま

件費で︑それを含めると約六割七分ぐらいが人件費︒他の

の真意がまだ十分にわからない︒それがわかれば︑対応の

説明を聞かないで一方的に直せと言ったのか︑ということ

中国がなぜ日本の歴史教科書について︑私どものいろんな

いまの時点で見ると︑色々と申し上げたいことがあるが︑

書問題に取り組むことになってしまった︒

けられ︑大急ぎで記者会見した︒その時から今日まで教科

中でこれだけの経済的︑社会的繁栄ができたのは︑やはり

仕方も違ったことだろう︒

て︑文部省の予算の全体をゑると︑私学助成も間接的な人

教育の力ではないか﹂ということを申して対応している︒

この問題が終わってから︑色々な新聞︑雑誌に分析が出

ているが︑当時その問題について新聞なり雑誌でそういう

けれどもやはり︑国全体の財政が窮屈になってくると︑

で︑臨調基本答申を受けて︑いろんな意味で教育に対する

人件讃の抑制に一番頭が向いてくる︒それに︑来年三月ま

いが︑殆んどなかったといってよい︒中国通のある学者が

私どもに﹁これは中国の内部問題であるから︑軍事大国を

点を解説し︑指摘をしたのは︑見落としがあるかもしれな

いま申し上げたようなことを校長会の皆様にお願いしたわ

理解を求めていく必要があろうということを念頭におき︑
けである︒

校長会等との会見に続いて日教組との会見が行われた︒

ということであり︑国会においても野党の拳ならず与党の

のもので︑あとは新聞論調は﹁間違っているものは直せ﹂

まで我慢すべきである﹂とアド︑︿イスしてくれたのが唯一

批難したと同じように︑時間が経てばこれは鎮まる︒それ

その時に槙枝委員長は︑予算よりも教科書検定問題を取り

一部からも直すべきだといわれ︑大変対応に苦労した︒一・

未だにわからぬ中国の真意

上げ﹁これは外交問題になっている﹂と言って︑強く検定
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ご承知かと思うが︑なおわかりにくい点もあるかと思うの

なぜ最近になってあのような事態になったかは︑新聞等で

教科書問題で︑文部省がなぜあのように頑張り︑また︑

教科書問題と検定への誤解

教科書全体を見てもらえば︑解消するだろうｌそういう

さらに事実のわい曲とか正当化とか言っているけれども︑

疑点かあるので︑これは現物を渡して検討してもらおう︒

るように︑十分に教科書を調査して言っているのかという

から事実関係について︑﹁新聞報道によれば︑﹂といってい

するようなことを企てているとか︑抵触するとかというこ

趣旨で説明して︑教科書を渡し︑日本が日中共同声明に反

で︑その点を若干説明しておきたいと思う︒

六月二十六日の我が国の新聞の教科書検定に関する一せ

日本が検定制度をとっているのは︑自由主義の原則に従っ

説明が︑あるいはそういうふうに取られたのかも知れない︒

するものだと反論した︒検定教科書の趣旨についての私の

ところが王公使は︑私の説明が国の責任を発行者に転嫁

とは事実に反すると説明した︒

い報道があったその翌日︑中国の新華社通信がその記事を
紹介︑それから人民日報がさらに詳しく紹介した︒韓国は
七月三日に韓国日報が報道した︒中国︑韓国が同じ時期に︑
﹁日本の新聞報道によれば︑﹂といって日本の検定制度の批

なる事実報道から一歩進んだ評価を加えながら報道したと

判を紹介︑またそれが一段落すると︑中国︑韓国ともたん

はなく︑民間の創意工夫を尊重し︑それに対して一定の基

てのこと︒国が自ら教科書を書いて︑それで教育するので

その間に︑私もちょうど初中局長になったばかりだった

と調和して出来たものであることは︑何としてもわかって

準で検定を行っているという︑民間の創意工夫と国の行政

いう経過がある︒

が︑若干心配して︑外交問題にならないだろうかというこ

は残念だった︒

もらわねばならないわけで︑そういうふうに誤解されたの

とで︑担当の課長や審議官に外務省と連絡をとらしていた
が︑外務省は外交問題にならないと踏んでおり︑肖アジア

り問題ではなくて︑要するに新聞報道された検定観という

しかし︑今になって思うと︑中国は私の説明ぶりはあま

局長の申し入れの時も︑よく説明すればわかってもらえる
ということであった︒そこで︑七月二十九日に在日中国大

てやっていけるかということであったのではないかと思う︒

ものを︑どこまで中国側が日本に対する強い申し入れとし

使館の王暁雲公使を招いて説明した︒

中国は国定教科書の国だから︑日本の検定教科書の非常

予断を与えたマスコミ報道

に複雑な仕組みをわかって物を言っているのだろうかとい

うのが第一の疑点だったが︑それをまず説明しよう︒それ
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文部省としては国会等を通じて説明したが︑今までの検

らないのに︑予断を与えるような報道をしたことは︑やは

むりはない︒新聞が正確に書くことにまず徹しなければな

また︑中国がこの新聞報道を読んで︑そうとったとしても

り︑一昨年あたりから続いている教科書検定制度に対する

定が間違っていたとは一言もいわなかった︒それは︑検定
者が同意して直したということであって︑国が自ら︒ヘンを

えない︒

批判のキャン︒ヘーンとして行われているものと思わざるを

基準に従って正当な理由があって検定し︑その結果︑著作

そこには検定というものの本質にかかわる問題があるが︑

執って書きかえることは検定の趣旨からしてありえない︒

ともかく︑中国によく説明すればわかってもらえるだろ

いずれにしても︑侵略という言葉については︑﹁中国大

正で直すべきだ﹂という意見が何度も何度も出た︒それに

国会での論戦でも︑﹁これは誤った記述であるから正誤訂

うということでやってきた︒この方針は一貫しておった︒

陸に対する欧米列強の戦争等の行為について進出と書いて

対して﹁それは違う︒少なくとも検定調査審議会の談を経

の十分な理解を得ることは困難な点もあろうかと思う︒

その辺の非常にデリケートな検定の仕組承について中国側

ある︒しかも一方で日本の日中戦争については侵略と書い

て意見を付し︑それに従って著者は直しているのだから︑

らの教科書についてはすべて侵略と書けといわなければな

それは間違いだ︑とはいえない︒間違いであれば︑これか

らないわけで︑そういうことを言えるはずはない︒従って

いて︑日本だけが侵略という評価をして書くのは教科書と
してのバランス上どうか﹂という改善意見を付し︑それを

てある︒少なくとも同一地域に対する同じような行為につ

著者が受入れて侵攻︑侵入などとなった︒

略の意義を薄めるような検定をしたと︑五十六年度の検定

ってはじめてつけたのではない︒これを新聞報道では︑侵

の検定は︑もっと繰り上げるべきだ﹂というふうな議論な

ると三年後の改訂検定の時になる﹂といえば﹁その三年後

﹁いつ直すんだ﹂という︒﹁それは︑その機会があるとす

ような形で直すことは出来ない﹂と答える︒そうすると

正誤訂正という︑審議会の議を経ないで︑あたかも誤植の

の際に︑あたかもはじめてやったかのように報道した︒こ

このような改善意見は︑相当以前からつけており今にな・

れは記者諸君もおそらく知っていたに違いないと思うが︑

省が守ったものは一体何であったのだろうと思われるかも

外から見ると︑検定の基本を守るといいながらも︑文部

どが出たのである︒

る︒新聞でみると︑文部省は今回初めて中国等に対する日

前からやっていたことを︑そういうふうに報道したのであ
本の行為を侵略に意見をつけて進出と直させたととられる︒
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らゑて︑その表現が色々問題を起こす︑配慮が十分でない

なり︑日本と戦争関係・統治関係にあった国の国民感情か

ていないことを一貫して主張した︒しかし︑中国なり韓国

しれない︒私どもとしては︑文部省の行った検定が間違っ

いうい象である︒︵注Ⅱ二松学舎大学名誉教授松井武男氏同字

る中国人の論文のように︑中国では︑入って出て行ったと

出て行ったかについて説明する勇気を持たない﹂というあ

部省は彼らがどのように入って行ったか︑・またどのように

国から出て行った︒確かに進出があった︒しかし︑日本文

人民日報もこの解釈には苦労したようで︑日本の広辞苑

別語﹁進出﹂の虚実︶

ということであれば︑文部省として自主的に︑そういう観
頂こうということであった︒あくまで現行の検定制度の枠

点から検定調査審議会にもう一度お願いをして︑検討して

従ってこれは︑日本の侵略行為を美化するために使われて

近は︑経済的には進出するとかいうことでよい意味に使う︒

等を見て〃進出には前進するという意味もある︒これは最

中国では進出の意味異なる

いる〃という説明をしている︒人民日報が自ら日本の辞書

内でこの問題を処理するという方針で通してきたのである︒

誤報であったかどうかということが言われている進出と

を使って説明しなければ︑中国の大多数の国民にとっては︑

この意味が日本の新聞が批判しているようにはとれなかつ︲

﹁進出﹂になったものはない︒そのことは七月二十九日の

たということである︒

いう言葉であるが︑五六年検定では︑たしかに﹁侵略﹂が

ことを報道しなかったのである︒﹁侵略﹂についての意見

参院文教委員会で私がはっきり答弁している︒新聞がその

現に﹁侵略﹂とそのまま表記されている教科書も多数ある

を暴動ということで表やリストで書くと︑三・一独立運動

ったろう︒新聞で︑あたかも韓国における三・一独立運動

伝えていただければ︑この問題はたいしたことにならなか

また︑﹁暴動﹂という言葉についても︑新聞報道で正確に

のである︒ところで﹁進出﹂ということばであるが︑これ

は﹁改善意見﹂というもので強制力を伴うものではなく︑

は日本では前に出る︑というふうに使っているが︑中国で

自体を暴動と規定したととられてもやむをえない面がある︒

．九一九年三月一日︑平壌で朝鮮独立万歳を叫ぶ集会・

教科書はそういうふうでなぐ︑相当なス︒ヘースをさいて︑

はそういう意味に使っていない︒例えば︑進出門は出入口
で句〃進″は〃入″と解され︑進出公司は輸出入会社と︑

立運動﹂と記述している︒そしてその下に注として﹁日本

デモが行われ︑たちまち朝鮮全土に波及した

日本と同じ漢字を使っているが全く同じ意味ではない︒北
京週報に出ているが︑﹁進出という言葉を巧妙に使って当

三皇独

時︑日本軍国主義者は中国に入って行った︒そしてまた中
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まとめた︒このまとめについて韓国は︑直ちに原則的に結

九月九日の共産党大会が終わる一日前になって︑外務省の

構と言ってきた︒中国は了解しない状態が続いていたが︑

説明は一歩前進だ︑一応了承した︑ということになった︒

の軍隊︑警察の弾圧で朝鮮人七千人が殺されへ多数の民家
この過程で︑単に集会︑デモで三・一独立運動があった︑

九月十四日に検定調査審議会を開き︑文部大臣が﹁歴史教

が焼かれた﹂と書いている︒

なことをしたということの説明が必要だ︑と意見を付した

との原稿に対して︑日本の軍隊︑警察が七千人も殺すよう

冷静な議論を欠いたなかで

審議が重ねられている︒注一

検定制度は戦後︑教科書をどうするかを検討した際︑教

科書の記述に関する検定の在り方﹂について諮問し︑現在︑

著者は暴動という表現を集会・デモの他に入れて状況を説

ところ︑集会・デモが行われたという個所に︑﹁集会が行

明した︒朝鮮関係の学者︑歴史の中で暴動という表現を使

の一致をゑた︒当時残っているところの軍国主義に対する

員組合も︑行政官も学者も︑やはり検定にすべきだと意見

われ︑﹂デモと暴動が朝鮮全土に波及した︑というふうに

っている歴史書は多々あるわけで︑このこと自体は問題で

度である︑ということで終始一貫対応した︒

は︑わが国の国情に合った︑民主主義の要請に適合した制

私どもも国会を通じて検定制度を直せという主張に対して

検定制度が教科書制度にふさわしいということで始まった︒

問題︑あるいは左右の全体主義から教科書を守ることから︑

はない︒全体の記述を翠れぱ︑独立運動を暴動と規定した
ものでないことは明白である︒

ただ︑この暴動という言葉は︑後で聞いたところ︑言葉
という︒同じ漢字を使っても︑日本で意味するものと中国︑

としては日本で考えるのとちがった意味の騒じょうである
韓国で意味するものと違う︒こういう点が色々な誤解や混
日本の歴史を記述する際にも︑戦争を通じて関係のあっ

る︒〃中国や韓国などから言われるのは︑それだけの理由

向に持って行こうとしている︑との予断をもって議論され

とにかく検定は国家権力を利用して窓意的にある一定の方

しかし︑国会においても︑いろんな場における論議も︑

た国々に対する記述については︑配慮しなければならぬこ

乱を増幅したきらいはあろうと思う︒

とは︑今回の教訓としては残った︒その観点から自主的に

いうふうに終始したわけで︑とても冷静に議論して︑どう

があるのだから間違っていたのだ︒だから直せ〃と︑こう

したら日本の子どもに与える教科書をよくできるかとの観

文部省としては︑これからの教科書記述について検定調査
これを中軸として八月二十六日の官房長官談話という形で

審議会に諮問することを最終的な配慮としてもっており︑
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ろに耳をかしていただけるむきもあろうかと思うが︑当時

点からの論議はなかつ・た︒今になってみて︑そういうとこ

って教育は切りつめられている︒日本も教育費に風当たり

費は二割カット︑イギリスでもサッチャー首相の政策によ

圧迫を受けていることへの反応である︒この二年間で教育

ため︑色々なヒズミが学校で起こっており︑父母は非常に

が強いが︑アメリカでは︑そのお金が連邦資金から出ない

はそういう雰囲気ではなかった︒はなはだ残念に思う︒

ちょうどアメリカでも最近︑市民団体が教科書問題で非

の問いに対し︑まず公教育に充当すべきだというのが第一

そこで﹁連邦資金をどこにつぎ込んだらいいと思うか﹂

不安を抱いていることがいろんなデータでわかる︒

常に強い提言をしている︒例えば︑進化論を学校で教える
べきではない︑というような主張がある︒この問題の是非

位︑次いで保健福祉︑国防の順︑七年前の調査では︑保健

をめぐって連邦地方裁判所で争われた経緯があるが︑キリ
スト教の立場から見た進化論を学校でどう教えるかが問題

国防が三位に上がったのと︑公教育が一番になったのが特

が一番で︑次に公教育︑国防が八位だった︒今回の調査は

となっている︒注二

そこで︑アメリカの世論調査で一番権威あるギャラップ

また︑アメリカの未来に対して何が一番期待できるか︑

ずしい状況になっているが︑やはり教育に金をかけなけれ
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は毎年︑教育に関する調査をしているが︑今年はじめて教

として①世界で最もよく整備された教育制度︑②世界で最

非常に多い︒

トータルとしては教員にまかせるべきだというのが多く︑

も効果的な生産制度︑⑧世界最強の軍隊︑の三つをあげて

徴的で︑やはり公教育につぎ込むべきだと考えている人が

以下︑父母︑教育委員会などの順︒これは︑アメリカの教

選ばせたところ︑教育が八四％で他の二つを非常に大きく

科書問題をとり入れた︒注三それを見ると︑学校で使う教

師はどちらかというと︑イデオロギー論議をしないので父

引き離した︒こういうことで︑アメリカの国民は教育の未

科書の選定を誰にやらせるか︑というアンケートに対して︑

る市民グループによって教科書内容に色を意見が言われ︑

かけているということがいえる︒

来に非常な危機感を抱きながら︑しかも教育に一番期待を

母の信頼が厚いことが基礎になっていると思うが︑いわゆ

て︑非常に批判的であることがうかがえる︒

それによって教科書のセレクションが行われることについ

ば教育の未来は楽観できない︑一時的に苦しいから教育費

つまり︑地方においても︑国においても︑教育は大変ま

そのギャラップ調査で非常に参考になるのは︑やはりレ

未来に一番期待できるもの

ーガン・大統領の経済政策︑財政政策によって教育が非常に

夕

ろうか︒アメリ力のようになるかも知れないし︑もっと異

を削減してもよいものではない︑とのアメリカ国民の考え
きないと思う︒

っていこうという心持ちで進んでいかなければ太刀打ちで

私ども教育関係者だけでも心を一つにして日本の教育を守

中央において私どもは︑いろんな意味で闘っている︒ゑ

方がここに示されている︒日本で調査をしたらどうなるだ
なって︑社会福祉が大事だとかなるかもしれない︒注四私

なさん方もそれぞれの地方において︑教育の実践を通して

いに他をいうということではなく︑やはり力を合わせて︑

闘っておられると思う︒そういう意味で︑国︑地方がお互

岐路に立っている教育を守っていく気持ちになることが必

国民の健全な志向を評価したいと思う︒
岐路に立つ教育を守ろう

どもとしては︑やはりギャラップ調査に現われたアメリカ

昨年の総理府の世論調査等によると︑頼りになるのは何

どい︑まどろっこしいと思われるかもしれないが︑教育に

教科書問題も︑そういう観点からやってきた︒まわりく

要ではないかと痛感している︒

ずかしかなく︑家族というのが大部分であった︒注五国家

か︑というアンケート調査に対して︑国家と書いたのはわ
が頼りにならなくては教育も十分行われないし︑教育の基

日本の教育には私は非常に自信を持っている︒ちょっと

これからもそういう気持で承なさんとやっていきたい︒

やそっとでダメになるものとは思わない︒しかしこういう

おける価値を大事にして守っていきたいのが本心であり︑

っかりした考え方が育っていかなければならない︒特に周

これから守るべき価値は一体何かということについてのし
囲の状況が苦しく︑内外から色灸と圧力を受ける際に︑我

それに対抗していくことがむずかしくなる︒そういういろ

時に際して︑教育界の内側からいろんな問題が出てくると︑

礎が国家にあることを考えると︑本当に日本の国民の間に︑

為がしっかりと守っていかなければならないものは何か︑

記述がより適切になる道を開いた︒この趣旨を文部大臣談話で発表

配慮がなされているかという観点を加えることにより︑歴史教科書の

の歴史的事象の扱いに当って国際理解と国際協調の見地からの適切な

は︑十一月二十四日教科用図書検定基準を改正し︑近隣アジア諸国と

一月十六日文部大臣に答申した︒その趣旨を尊重して︑小川文部大臣

︵注一︶その後︑教科用図書検定調査審議会は二か月かけて審議し︑十

いろな意味で︑現場の先生方に期待するところが大きい︒

という点を考えながら︑これを明らかにしつつこれから進
んでいかなければならないと思う︒

私も教科書問題を通じて︑外交も非常に大事な国益だと
思うが︑しかしまた︑日本のため︑日本の子どものため︑

日本の国民の価値観のためには︑この教科書の制度も大事
な国益だと主張したし︑そう考えてきた︒これから政治が
かなり流動するだろうし︑財政が苦しくなっていく時に︑
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し︑これを﹃文部広報﹄に掲載することですべての作業を終了した︒

六％︶③世界最強の軍隊︵四七％︶

ってもよい項目﹂として教育は最低の︒︿−セントを示している︒

︵注四︶読売新聞世論調査︵五七・一○・一六︶によれば﹁予算を特に削

六％︶とな・っており︑防衛は六一・七％となっている︒

①教育︵三・二％︶②社会保障︵七・二％︶③公共事業︵二○・

造説の対立である︒アーカンソー州は創造説支持の住民の主張を入れ

︵注一一︶アメリカにおける教科書問題の争点の一つは︑進化論と天地創

て︑公立学校で進化論と創造説を均等に教えることを定めた州法を成

調査﹂﹁将来社会における行動のよりどころは何か﹂

︵注五︶総理府世論調査︵五六・七︶﹁二十一世紀の展望に関する世論

・七％となっている︒

①社会保障︵五四・八％︶②教育︵三九・四％︶であり︑防衛は五

いで二位になっている︒

反対に﹁特に削減すべきでない項目﹂としては︑教育は社会保障につ

立させた︒連邦地方裁判所は︑昭和五七年一月にこの州法の規定が合
衆国憲法に違反するとの判決を下した︒

︵注三︶ギャラップ世論調査所の第十四回公立初中教育についての調査
の結果である︒

▲連邦の予算配分政策はどこに優先順位をおくべきか︒

六％︶④防衛︵一四％︶

①公立学校教育︵二一％︶②保健・医療︵一九％︶③福祉︵一

ロに扮した自画像﹂などのある国立美術館︵固青目この２日︶︑

大都市の見どころは︑レンブラントの﹁夜警﹂や﹁聖パウ

ている︒

家族四六％自分三一％地域社会六％友人三％国家二％となっ

八月二十日︑オランダのライデン市滞在中︑渡辺さんの

世界一のゴッホのコレクションを誇る国立ファン・ゴッホ

①世界最良の教育制度︵八四％︶②世界一の効率的生産制度︵六

▲アメリカの将来にとって次の三つのうちどれが最も重要か︒

ンから汽車で三十分余の距離にあり︑オランダの実質上の

れるアムステルダム・コンセルトヘボー・オーケストラの

美術館︑ベルリン・フィル︑ウィーン・フィルと並び称さ

案内でアムステルダムに行った︒アムステルダムはライデ

の中心とはいえないが︑旧市街には十六︑十七世紀に雄飛

ランクの家︵シロ画の印画員国巳い︶︑レンブラントの家角の日︲

本拠コンセルトヘポ−６ｏ画８烏ｇｏ宮君︶と並んでアンネ・フ

首都︒議会や政府機関はデン・ハーグにあるから︑政治上

の上でもオランダ第一を誇っている︒このオランダ第一の

したオランダ黄金時代の建物がそっくり残っており︑人口

）

アンネ・フランクの家は︑外観は東京駅そっくりのアム

ダヤ人中学校に入学︒姉は四年生︑アンネは一年生であっ

そこであった︒一九四一年︑姉マルゴットといっしょにユ

年︑アンネはモンテッソリ幼稚園に通いはじめ︑小学校も

オッｋ︲はトラフィース商会の支配人となった︒一九三四

ステルダム駅におりて歩いて五︑六分の地点にあり︑年間

胃目貸出日切︶がある︒

二十万人以上の訪問者があるという︒日本人も多いので︑

建物で︑これはこの建物の建った一六三五年頃には︑表通

全景が示されている︒間口は狭いが︑奥行きの非常に深い

トの表紙には︑四層から成るアンネ・フランク・ハウスの

境目にして急激に去った︒このときよりユダヤ人の苦難が

下にはいった︒アンネにとっての﹁いい時代﹂は︑これを

オランダに侵入︑五日オランダは降伏し︑ドイツ軍の占領

しかし︑それより先一年の一九四○年五月︑ドイツ軍は

た︒

りに面した間口の幅で建物の価値が決められたためだとい

始まり︑ユダヤ人弾圧の布告が次から次へと出された︒１

日本語のパンフレットも用意されている︒この︒︿ンフレッ

表側の本館と裏側の別棟︵捧目のｘ︶を渡り廊下で結ぶ形式を

う︒この種の家の多くは︑採光のため︑中庭をはさんで︑

人は自転車を供出しなくてはならない︒ユダヤ人は電車に

１ユダヤ人は黄色い星印をつけなくてはならない︒ユダヤ

アンネ一家が隠れ住んだのは一七四○年に増築された裏側

とっているが︑アンネ・フランク・ハウスもその通りで︑

でのあいだしか買物を許されない︒それも﹁ユダヤ人の

も自動車にも乗れない︒ユダヤ人は午後の三時から四時ま

ユダヤ人は夜八時以後は家の中にいなくてはならない︒

店﹂と書いてあるところだけに限られた︒

の別棟であった︒

この裏側の別棟の住人となるまでにアンネたち一家がた
どった経過は︑﹃アンネの日記﹄に以下のように紹介され

人は劇場︑映画館︑その他の娯楽場へ行くことができない︒

この時間がすぎると︑自分の庭に出てもいけない︒ユダヤ

父オットー・フランクは三十六歳にして母のエディトと

ユダヤ人は一般のスポーツ競技にも参加できない︒プール︑

ている︒

結婚した︒母は二十五歳であった︒姉マルゴットは︑一九

いれない︒ユダヤ人はキリスト教徒を訪問できない︒ユダ

テニスコート︑ホッケー競技場︑その他一切の競技場には

ヤ人はユダヤ人学校に通わなくてはならない⁝⁝などなど︒

二六年︑ドイツのフランクフルト・アム．言インで生まれ︑

このほか︑同じような数かぎりない制限があった︒く．

その後三年たってアンネが生まれた︒一九三三年︑ヒトラ
の年ユダヤ人である一家はドイツからオランダに移住し︑

ーがドイツ首相に就任し︑ユダヤ人弾圧を始めたので︑そ
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それでも︑オランダにいるユダヤ人の多くは︑ドイツ本
し︑オットーはそれに組みせず︑プリンセン堀二六三番の

のドアをあけると︑表通りに面した物置場と︑屋根裏の部

階の狭い踊り場へ出る︒踊り場の両側にドアがあり︑左手

以上は二階で︑ここから木の階段︵Ｂ︶をのぼると︑三

器のついた広い台所があり︑それにつづいて便所がある︒︐〆

べて一級品揃いである︒その隣には︑ガス調理台と湯沸し

事務所のシロロ①×を隠れ家とするため︑ひそかに準備をは

屋へ行く廊下に出る︒この廊下のつき当りにあるオランダ↓

国におけるほどに事態は悪化しまいと楽観していた︒しか

込んだＣ

踊り場の右手のドアが︑アンネたちの隠れ家へ通ずる入

りに面した窓がある︒

式の勾配の急な階段︵Ｃ︶をのぼりきったところに︑表通

じめ︑できるだけたくさんの家財道具と生活必需品を運び
※

事務所のだいたいの構造を説明すると︑一階に大きな倉

口で︑秘密のドアをカムフラージして書棚が置かれてあっ

行くと︑つき当たりに四つの段があり︑それをあがると︑

屋は︑実験室に使われていたおかげでガス・ストーブがつ

な︑明るい部屋があるかと驚くほどの部屋に出る︒この部

アをあけると︑運河に面したこんな古い家に︑こんな大き

く

表ドアをはいって少し行くと︑階段がある︵Ａ︶︒階段をの

庫があり︑倉庫の入口の隣に事務所へはいる表ドアがある︒

ドアをはいると︑すぐ向かい側は︑勾配の急な階段︵Ｅ︶

ぼるともう一つのドアがあって︑そのドアの曇りガラスに︑

がある︒階段の左手の狭い通路をはいると︑フランク家の

一つあって︑それを上がるともう隠れ家の中である︒

庫︑衣装戸棚︑大きな食器戸棚などのある暗い小さな部屋

寝室兼居間︑その隣の小さな部屋がアンネとマルゴットの

た︒この書棚のうしろのドアの内側に大きな隠れ家があるＪ
うとは︑だれにも想像できないであろう︒ドアの前に段が

があり︑そのまた奥に︑小さな︑やや暗い第二の事務室が

寝室兼勉強部屋︒ドアをはいってすぐ右手に︑洗濯場と便

黒い字で事務室と書いてある︒これがいちばん大きな事務

ある︒廊下からこの部屋にはいれるが︑ガラスのはまった

所のある窓のない部屋があり︑アンネとマルゴットの部屋

室で︑かなり広く︑明るい部屋である︒この部屋の隣に金

なかなかあかない︒

ドアは︑内側からだけあくようになっていて︑外側からは

この建物の中でいちばんりっぱな専用事務室がある︒調度

にはこの部屋へ通じるドアがある︒また階段をのぼってド

品は黒みがかった上品なもので︑床にはリノリュウムとじ

いており︑また洗濯場もある︒あとでファン・ダーン家の

第二の事務室から︑石炭置場のわきを通って長い廊下を

ゅうたんが敷いてあり︑ラジオやスマートな電灯など︑す

﹁大きな屋根裏の部屋﹂は︑アンネの恋人となった︒ヘー

黒い板が張られた︒その跡が今でもうかがわれるＰ

この隣に廊下を兼ねた小さい部屋があり︑そのほかに大

ターの部屋で︽二人はよくここで会って話しをした︒ペー

居間︑食堂兼台所になった︒

きな屋根裏の部屋がある︒以上は一九四二年七月九日の

そのうち︑朝早くから夜おそくまで︑ペーターのことを

まりひどいと思う︒

ていたのかと聞く︒アンネはそれががまんできない︒あん

ネの顔を見る︒アンネが上から降りて来ると︑どこへ行っ

しかし︑アンネの母はそれを喜ばず︑変な顔をしてアソ

ときどき︑四階の︒ヘーターの部屋へ行くようになる︒

月六日︶︑その相手として・ヘーターを思い浮かべ︑昼間︑

﹁だれかに話しかけたくてたまらなくなり﹂︵一九四四年一

アンネが十四歳になって月のものを経験するようになるとへ

木で︑いっしょに遊んでもおもしろくなさそうであったが︑

ターはファン・ダーン家の息子で︑隠れ家に来たときはま

卿騨陶噸剛一

﹃アンネの日記﹄に紹介されている﹁すばらしい隠れ家の

〜伽にドル仙雌か卜ＩＩｒ卜鵬ｋ畔−脚ｒ繰晒８画写５ｑ畷噂．

模様﹂で︑平面図で示すと︑

平屋根

一一一

一一一

七歳半の少年と十五歳に満たない少女が長椅子に坐ってキ

考える以外に︑ほとんど何も手につかなくなる︒そして十

のち︑右の﹁フランク家の寝室兼居間﹂にフランク夫妻

をいう窓のそばへ行った︒アンネはまだふるえていた︒︒ヘ

の夜八時半には︑アンネは立ち上がっていつもさようなら

日記﹄は刻明に描写しているが︑一九四四年四月二十八日

スをする場面にまでいたる︒それまでの過程を﹃アンネの

とマルゴットが寝起きし︑﹁アンネとマルゴットの寝室兼

２
表
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ーターはアンネの方に来た︒アンネは︒ヘーターの首に腕を

／本棚のドア
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だ十六歳にならない少年︒おとなしく︑はにかみやの唐変

ア歌
専用旗務室〆

ノー一
、

ン・ダーン家の居間﹂はファン・ダーン夫妻の寝室と隠れ

※

物証
奥の事務室

巻いて︑︒ヘーターの左のほおにキスし︑次に右のほおにキ

小さな物凝
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家全員の台所︑食堂を兼ねた︒夜になると︑すべての窓に

アンネたちの住んだ隠れ家の平面図

まいと︑何度も何度も抱きしめ合う⁝：．︒

押しつけた︒そして二人は夢中になって︑もう決して離れ

スしようとしたとぎ︑二人の唇が合い︑二人はかたく唇を

ポルグ収容所に移された︒ここでフランクは︑思いがけな

の両人をのぞく八人は︑その後︑オランダ国内のベステル

シュタポ本部に連行されたが︑クラーレルとコープハイス

ベステルポルク収容所のユダヤ人は全部︑家畜用の貨車で

く家族と再会することができた︒しかしそれもつかの間へ

ポーランドのアウシュビッツに運ばれた︒貨車を降りた瞬

その年の六月十三日︑アンネは十五歳になった︒ヨーロ

間︑一同は火葬場の数本の大きな煙突から煙がもうもうと

ッパ戦線では︑連合軍がフランス海岸の上陸作戦に成功し︑

ヒトラー暗殺計画が実行に移され︑ヒトラーは辛うじて難

わずか三週間で全コタンタン半島を占領する︒ドイツでは

一日︑アンネの日記は永久に閉じられた︒それから三日後

の接近とともにアウシュビッツを逃げ出したＳＳ︵ナチ親

ァン・ダーンはガス室に送られた︒・ヘーターは︑ロシア軍

アウシュビッツでフランク夫人は過労のために死に︑フ

立ちのぼっているを見た︒

の八月四日︑ゲシュタポ︵ナチ秘密警察︶とオランダ人の

は︑ノイエンガムで死んだ︒

衛隊︶に連れ去られ︑そのまま消息を絶った︒デュッセル

る︒解放への希望がだんだん大きくなった一九四四年八月

をのがれたが︑いっしょにいた数名の将軍と将校が死傷す

ナチ協力者を乗せたトラックが︑事務所の前にとまった︒

放棄した他の収容所から送られてきた囚人たちで一杯であ

のベルゲン・ベルゼンヘ移された︒この収容所は︑ナチが

アンネとマルゴットは︑一九四四年十月三十日︑ドイツ

彼らは︑まつすぐに秘密のドアをこじあけて︑隠れ家に侵
入して来た︒

人︑マルゴット︑アンネ︑ファン・ダーン︑ダーン夫人︑

一九四五年二月︑アンネとマルゴットの姉妹はチフスにか

った︒ここでまず︑ファン・ダーン夫人が死んだ︒そして︑

隠れ家にいた十人ｌオット︲・フランク︑フランク夫
●ヘーター︑デュッセル医師︑オットーの旧社員であったク

を追った︒

かり︑姉が先に死に︑アンネも三月はじめのある日︑あと

ラ︲レルと﹃一︲ブハイスー憾一網打尽に捕えられ︑宝石
ト類がはいっていた書類カバンを︑逆さに振って空にする

トーはアウシ﹃一ビッッで進攻してきたロシア軍によって解

クとクラーレル︑コープハイスの三人だけであった︒オッ

隠れ家の十人のうち︑生き残ったのはオットー・フラン

などの貴重品を没収された︒ゲシュタポは︑アンネのノー
と︑その中に分どり品をつめ込んだ︒日記やノート類は︑

捕えられた隠れ家の十人は︑最初︑アムステルダムのゲ

床の上に散らばったままで残された︒

（46）

所でよく苦難に耐えた︒

放され︑クラーレルとコープハイスはオランダの強制収容

誰かの筆が加わって一段と洗練されたとわたしは想像する

四︑十五の少女にしては出来過ぎている︒それで︑あとで

上に散乱したままで残されていたアンネの日記などがタイ

ることを知って悲しんだが︑隠れ家が急襲されたあと床の

アムステルダムに帰ったオットーは︑天涯孤独の身であ

が︑虐殺された人数には多少の誇張があるかも知れない︒

虐殺も架空のつくりごとだと主張する説も紹介してあった

じて同意できない︒右の展示室には︑ナチによる﹃一ダャ人

ンネ・フランク・ハウスの展示室は紹介している︶には断

が︑これをニセモノとする説︵そういう説があることをア

ピストのミーブによって保管され︑そっくり返ってきたの

少なくとも︑正確な数は不明であると思う︒しかしユダヤ

※

はせめてもの喜びであった︒日記を読んで感動した友人た

！

I

Ｊ１

ｉ︲

︵本会理事東大名誉教授︶

な気持ちで書いた旧稿を思い出してこんど読桑返して見た︒

じめていた若い登山者の遭難死に対する警告を︑祈るよう

ていた私が︑幾度か危険と直面するうちに山登りの危険の

身の危険との対決を書いたものである︒要約すれば︑少年

計り知れないところで︑常に死と云う人生の大事と直面し

本質に気づき始めたのである︒そして人間の智恵などでは

の頃ただ自然の美しさに惹かれて何も考えず山登りを続け

従来の登山技術書とは全く異った角度から自伝的に私自

I

その旧稿とは︑日本山岳会編︒白水社刊行の﹃登山技術
である︒
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ちは︑その出版をオットーにすすめてやまなかった︒実際︑

I

笛署﹄に私が担当した一章﹁登山の危険ｌ私の経験ｌ﹂

一

これを否定する材料はない︒﹃アンネの日記﹂も︑その裏

）

付けをするに足る一つの資料であるのは︑たしかであろう︒

I

人虐殺がおこなわれたこと︑ユダヤ人弾圧があったことは︑

I

(上）

在われわれの読む﹃アンネの日記﹄が原型のままであるか

:

は疑わしい︒余りに老熟した筆致であり︑内容も
も十 三 ︑ 十

I

I

一登山者の成長の軌跡

！I

それは出版するに価いする内容をもっている︒しかし︑現

Ｊ

』

｝

今から五十年ほどまえ︑当時多発して社会問題となりは

｜ （

ていることを知ったのである︒

怖れ︑揺ぎ︑悩象何度か山登りをやめようかと迷った︒

ようだ︒もちろんこんな登山では︑危険はその片影すらも

私の身辺をかすめてはいない︒

らの大観が︑鮮烈な印象を残していないのは妙なことだ︒

ているのに︑すばらしかったに違いない晴天無風の山頂か

せんげん

三年経って富士に登った︒須走村の宿の前を流れる水が

すぱしり

だが数年の後この苦し承から脱れて︑胸を張り自信を以て

の中をいった時のすがすがしさなどのの印象が記憶に残っ

いかにも清例であったこと︑浅間神社の森閑とした杉木立

ふじ

の心の軌跡を具体的な登山歴の中に赤裸たに投影したのが

山登りを続けられる境地に到達することが出来た︒その間
この一編で︑私の登山と人生の前四半世紀とでも云えよう
か︒

この山行でも山の危険は私に近づいていない︒

しろう堂

小学四年の時に白馬に登った︒この時はじめて山の危険

この境地に達し得た日から五十年︑何人かの同時代の山
仲間の共感と︑多数の後輩達の心の成長に些かながら資す

が一つの実例を私の前にさらけだしていた︒四つ谷の白馬

よ

るところのあったことを︑ひそかに自負している次第であ

きながら激痛に耐えているのをのぞき糸たのだ︒幼い私に

館という旅館の隣室にきのう雪渓で落ちたという人がうめ

行文のうち︑唐突なかたちで晴所で登山の危険にふれる

はそれがあす登る私たちの登路で待ち構えている危険を意

る︒

ので︑まことに読ゑずらいことと思うが︑本編の主旨から

の頂上に立って︑ご来迎の壮大さと︑山頂の寒さと︑小屋

味するなどとは考えるべくもなかった︒翌日は元気に白馬

なほ︑大部分をそのまま前記の一編から転載することと

の食事のまずかったことなどが記憶に残っている︒葱平あ

してこれは読者に寛容を乞う他ないのである︒

したので︑版権者である日本山岳会国書委員会には改めて

たりのお花畠でキンポウゲの黄色と緑との色彩が対照がき

客観的に承れば登山の危険が私の身辺に近づいているわけ

れいであったことも忘れてはいない︒さてこの時はじめて︑

ねぶかだいら

諒解を得たことを附記する︒︵一九八二・三・三︶
少年の日の山登り
はこれ

私は小学校に通学しはじめる前年︑父に伴なわれて箱根
どてんぱ

だ︒残雪の多かったその年は夏道が頂上近くで︑何回か小

せんごくぼらおとめ

の仙石原から乙女峠を越えて御殿場に下ったことがある︒
スカイライン

さな雪渓の急傾斜を横ぎっていた︒もしころべば前夜白馬

に焼きついている︒

のだ︒父もまた雪の上でころべばいかなる事態となるかに

館の隣室でうめいていた人と同じことになったに違いない

その時乙女峠から見た裾野の傾斜の美しさが今日でも脳裏
その時の幼い感動が今日も私を山にいざない続けている
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の認識とは全くかかわりなく登山者の身辺に漂っているこ

ついては何も考えていなかったに違いない︒危険は︑当人

に心ぼそい思いをした︒五分もたたずに踏桑跡を見つけて

岳では硫黄岳付近で強風と濃霧のなかに道を失い︑まこと

この夏は︑八ケ岳と乗鞍岳と前穂高とに登っている︒八ヶ

山頂の美しさや︑大天井付近からの大槍の景観など忘れる

ここで一つ考えて采よう︒燕から槍へ縦走したときの私

こわさを味わったはじめてのことだ︒

不安に胸騒ぎさえしていたことを覚えている︒これが山で

いおう

とがしばしばあるものだ︒

たちに託していたとはいえ︑どうなることかといい知れぬ

なにごともなく夏沢峠に降りた︒全幅の信頼を同行の大人

べくもないが︑ほかにさしたることが想起されない︒しか
とくざわあずさ

たちのようなわらじぱぎの初心者がなんの心得もなく︑少

しまじま

し当時は徳沢付近が牧場で︑蛇行する梓川の支流を牛がジ

とくどう

なかぶさつばくろおおてんじょうやりかみ
その翌年には中房温泉から︑燕︑大天井︑槍を登って上

ャブジャブわたっていたことや︑放し飼いの馬の近くを通

ことの危険と︑本人の胸騒ぎのする恐ろしさを感じた八ケ

しも恐ろしがらず急な雪渓の上部をひょいひよい渡り歩く

こうち

高地に下り︑徳本峠を越して島々に出た︒燕岳の花商岩の

るのがたいへんおそろしかったことなどを覚えている︒登

ろうかと︒これはあまりにも条件の違いすぎる問題で比較

岳の場合の危険と︑そのいずれが︑よりあぶないことであ

山の危険と私とのかかわりあいはどうだったろう︒私の意
識には少しも危険は触れてきていないのだが︑客観的には

して順位づけるなどは不可能だが︑登山の危険のあり方と︑

きさくくんどう

のことで︑大天井から二の俣への沢下りは決して坦々たる

必ずしもそうであったわけではない︒喜作新道のない当時

恐怖を目の当たりにゑた︒この日は難路だということで︑

乗鞍岳ではなにごともなく︑前穂高に登った日︑落石の

ではなかろうか︒

にも感じてはいないのだ︒雪渓の横断も何回かした︒ころ

われわれの感じ方についての数多い示唆を含んでいる問題

べばもちろん下のガレ場まで止まる方法などは知らないの

飛弾の案内人を伴なった︒霧の深い日で︑往復ともなにも

んだときは胆を冷やした︒それでいてそのことの意味をな

だが︑ここも恐ろしくはなかった︒あぶないことをしなが

ものではなかった︒同行の父が桟道の上でつまずいてころ

らそれに気づかずにいて︑少しも恐ろしがらないというこ

道で︑同行の大人たちがバランスをくずして難渋していた

た︑もときた道を下った︒登る時もガラガラな不安定の岩

が︑私は身軽に楽左と案内人の直後に従って行った︒下り

見えず︑ここが頂上だといわれてそこでしばらく休んでま

山登りにはこんな場合が多すぎる︒

とは︑ほんとうは︑たいへん恐ろしいことなのだが⁝⁝︒
なか一年をおいて︑はじめて山で︑こわい思いをした︒
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おおやま

がこのころのことで︑だれに教えられることもなくあまり

の裏山ぞいに二泊三日を重ねて相模川畔に下ったりしたの

高い山には登っていない︒田部重治氏の﹃日本アルプスと

大山に夜行軍をして登り︑頂上近くで野営したり︑小仏峠

ちてきた︒色を失って右左によけ︑だれ一人として傷つい

秩父巡礼﹄を耽読したのもこのころかと思う︒そしてこの

になってそのガラ場で︑かなりな落石に会った︒今下って

たものはなかった︒その時も身軽によけていち早く本能的

時代には山の危険が︑私の身辺に忍びよってくることは比

きたそのガラ場の上の方から一塊の落石が轟音を立てて落

ろしさが通り過ぎてしまってからへおそろしいこととして

桑ながら︑ただ美しい自然に惹かれて出かけて行った何回︑

較的少なかったようだ︒甘悲しい少年の日への離別を惜し

に安全な所に逃れたのは年少の私だったようだ︒瞬間の恐
の記憶はなにも残っていない︒山では決して珍しい落石で

めてしまった同行の大人たちや当時の私には︑そんな意味

である︒また早大山岳部の針の木峠の遭難についての報道

行されていた登山案内書などが︑私の遊志をそそった時代

ンターとなったからである︒数は少ないが当時もすでに発

やがて私には不自然な山登りがはじまる︒幼いピークハ

かの山行は︑楽しい︑思い出だけを数多く残している︒

もなく︑特に大きなものでもなかったが︑やはり何分の一

秒かのおくれや︑あわててつまづきでもすれば︑決定的な

はなにも感じとることはできなかった︒だがこのときはじ

も︑大正初期に甲武信岳で遭難した一高生の生還者がもの

事故になる素因はあったわけだ︒だがその後︑山登りをや

めて決定的要素を含んだ危険が私の眼前をはしり過ぎてい

はり費一

ったことだけはたしかなことであろう︒これが私の中学一

してでなく︑少年の悲壮感と英雄主義をあおって山への関

した手記も︑決して山への戒めや︑山の恐ろしさの警告と

とになる︒翌年からは中学校の教師に引率された白馬行や︑

ここまでで︑私は山登りにおいても父の膝下を離れるこ

三泊目の朝脱落して雁坂峠の下から引き返して行った︒お

ている︒同行は六名であったが重荷に耐えかねた三名が︑

て生まれ出たものだった︒この山行は一︑二の問題を残し

立てたのだが︑この計画自体が例の生還手記の影響によっ

その夏に栃本から雁坂峠を経て甲武信︑奥千丈の計画を

とちもとかりさかおくせんじよう

心をたかめたことは決して否定できない︒

こぶし

年の夏のことで︑浅間などを含んで︑二○○○ｍ以上の山

あさま

への九番目の山行の際のできごとである︒
すなおな自然にたいするあこがれの中に

学校教練を兼ねた富士登山が続く︒ほとんどしるすべきよ

入りこんで来た英雄主義的山登り

うなこともなく中学四年になってはじめて︑自分の判断で

りから降りしきる雨の中で挟を分かつ時の気持ちは︑今に

そうしゅう

山を選び︑仲間を語らって山に登りはじめた︒早春の相州
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しては滑稽というほかないのだが︑ばかに悲壮なものであ

の雨ですでに︑下着までズブぬれである︒ともかくここで

あせる︑火はつかない︒薄暗くなる︒悪条件は揃いはじめ

火をたこうとしたが︑不慣れな中学生には雨中のたき火な

で三番あたりを漕いだがんばりゃである︒三人とも中学生

た︒その時ひょっと私の脳裏をはしったのが︑昼食後しば

ったや私はもちろん計画続行組で︑山の経験も飛び抜けて

としてはなみはずれて体力の優れた者たちばかりだった︒

らくして見た︑猟師かなにかの破れ小屋である︒水場も近

いて︑リーダー格であったわけだ︒ほかの二人は︑後に早

雨中もかまわずぐんぐん歩いた私たちは︑途中破風小屋で

いと板切れに書いてあったようだ︒懐中電灯をたよりに破

はなかったが︑やがて胴ぶるいのする寒さとなってくる︒

一泊の後︑ふたたび朝からの雨を冒して甲武信岳を越して

れ小屋にたどりついたのは九時をとうに過ぎていた︒幸い

ど及びもつかぬことである︒歩いている間こそさして寒く

奥千丈への道を急いでいた︒地図の読み方も未熟で︑雨の

小屋の中には乾いた木の皮が積んであったので︑たき火も

大で有名なラグビー・マンになった男と︑一高のポート部

中では現在地の判断もむずかしかった︒もうとっくに国師
えんざん

はふ

岳を過ぎたのだから︑奥千丈との手前の鞍部から塩山の方

なっていたのどもたっぷり潤すことができた︒

容易に起こすことができた︒水場も近く昼食後カラカラに

こくし

へ降りる点線路がわかれるはずであるとの判断のもとに﹃

迷うこともなくその日の夕方には塩山に出て︑夜行列車を

翌朝は木の間を洩れる日光で快く目覚め︑その後は道に

たい痕跡に誘われて︑笛吹川の源頭に下り出してしまった︒

とあるガレ場をトラヴァースしながら︑踏象跡ともいいが
もののこ○分も下ることなく︑これは道ではない︑もとに

は︑きょうは気づかずに通ってしまい︑あのまま下っても

捉えることができたのだった︒きのうまちがえた分かれ道

なにごともなく家に帰ったのだが︑あの迷い︑下り︑一戻っ

一戻ろうと気づいたことがよかった︒翌日は幸いに晴れて︑

だが山であのような胸騒ぎに追い込まれたのは︑あれが

あるいは下方で無事塩山道に合っていたかも知れないのだ︒

たはじめてのできごとであったといえるようだ︒雨中でこ

にか動けば判断を誤るに違いない状態だった︒

最初でありまた最後ででもあるようだ︒あのあせりは︑な

た約一時間は登山の危険が私の運命に小さな連続打を試象
れは迷ったらしい︑道ではないと気づいた時︑私たちの気

このように本人たちは︑あわてふためいていた︒しかし

気づけながらまちがいなくもとのところに一戻れた時はホッ

うか︒実は決してそうではなか・ったようだ︒だれ一人体力

客観的にも︑ほんとにそんなに危険な状態であったのだろ

持ちは騒然たるものとなった︒上ずつた声で︑お互いに元
トとして腰を降ろしてしまったＱ豪雨ではないが︑朝から
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して翌日は七月の太陽が終日照っていたのである︒食物も

れば寒さでやられるほどのことはなかったに違いない︒ま

はあったが︑︲夜半には雨がやんだし︑歩き回る体力さえあ

的には弱っていなかったこと︑胴ぶるいするほどの寒さで

山で死ぬことがあるという簡単な命題ですら︑それをほん

はまだなにもその本質をつかんでおらないことに気づく︒

るが︑この日までの登山を省みて︑登山の危険について私

ここで私は大学に進学して︑その山岳部にはいるのであ

それもまたよしといえるかも知れないが︑私はすでに不自

ただ楽しく︑美しい自然に惹かれて登っているだけならば︑

然な英雄主義のとりこになっていたのだから︑まことに許

とうにわが身の上におき換えて考えたことなどは全くない︒

もかかわらず︑あのさい判断を誤ったとしても致命的な事

腐りかけてはいたが飯倉のなかには相当に残っていた︒結

故に発展したとは考えられないのである︒だが当人たちの

しがたいことであったといえよう︒そしてこの間なんの事

果から帰納していうならば︒本人たちのあわてやあせりに

心境はまことに悲壮なものがあったのである︒登山の危険

故もなく過ごし得た儒倖を省みて今日も天に謝している︒

に起因する偽りの登山者である自分のみじめさに気づき︑

これはその後のことになるのだが︑やがてこの英雄主義

ぎようこう

と登山者とのふれ合いのもつ皮肉な一断面であろう︒それ

悶食の暗黒時代が来る︒しかもその間において︑私の技術

よりも直接危険とは結びつくことはなかったのだが︑おそ
ことではないだろうか︒あまりにもおそまつなメンバーシ

るべきは︑山行第三日にして︑隊が二つに割れてしまった

力は大きかった︒私などもこれに最も強く影響された一人

量ともに堂々たるもので︑わかい登山者への影響と啓蒙の

部の発刊する﹃山岳部報﹄は︑今日をもってしても︑質︑

代直後のやや沈滞気味な時期であった︒しかし各大学山岳

私の入部した当時の学生登山界は︑いわば第一期黄金時

大学山岳部における初期の山登り

交錯が最もしばしばであった︒

しまうのである︒このころの登山は偶然のごとく危険との

も体力も経験も学生登山者としては一応のし︒ヘルに達して

きそこま

ップであり︑リーダーシップであった︒

ついでその翌年︑木曾駒ヶ岳にはじめての単独行をおこ

なっている︒その秋には上高地から先年の逆コースを通っ
なか夢さ

て中房温泉に下る山行をした︒この時は仲間われと︑わざ
わざ脇道を通って小さな岩場で進退に窮し︑仲間の助けで
危地を脱れるような失敗をしている︒

ろの私の山登は︑なにか不安定な要素がいつも潜在してい

であろう︒大学受験の半年ほど前に手に入れた﹃山岳部

具体的な登山の危機との接近はともかくとして︑このこ

たことがこんな山登りをさせていたのであろう︒

たように思われる︒登山の動機にすなおさがなくなってい
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たｐ

報﹄の啓示に従って進学志望校を変えてしまったのであっ

﹁夏期登山計画一般募集﹂とは︑山岳部の夏山に︑一般

の学生も希望なら参加を許す︑という意味なのであって︑

うだという態度なのである︒といって当時の山岳部には部

をのぞいて承る︑もしよかったら︑部員になって象たらど

員規則などというものがあったわけではない︒山登りのす

部員を募集するとはいってないのだ︒これを機会に山岳部

鍛え上げてくれる力があった︒まずはやる私をそう簡単に

きなやつが自然と集まって︑自然に一つのグループを作り︑

こんな思いつめた気持ちの新入部員であったが︑さすが

は行きたい山に登らせてくれなかった︒五つも六つも年長

大学山岳部はがっちりこれを受けとめて︑ゆうゆうと私を

の上級部員との人間的懸隔はいくら気鋭の私にも︑どうに

ずと厳しいリーダーシップとメン︑ハーシップの会得がなさ

いったんそのなかに加わった限りは︑山登りを通しておの

この行きたい山に行かしてくれない圧力は不自然なこと

っていたのだ︒来るは拒まず︑去るはまた追わず︑といっ

れ︑何が起ころうがビクともしない秩序がそこにできあが

もならなかった︒

であったともいえようが︑小さな英雄主義のとりこになっ

あがり︑続けられてきたものであるか私は知らない︒また

山岳部の新人に対するこうした方針はいつのころにでき

そんなものではなかったのだ︒

のに一見まことに熱意なき態度に象えたが︑本旨は決して

た伝統のふうもそこにあったわけだ︒新しい仲間を求める

てほしいままに行動するよりは︑登山者としての成長にと
つるぎ

って︑幸福なことであったと思う︒

入部最初の登山は七月の剣岳であった︒四月に大学予科

の働きかけもしてくれないのである︒他の運動部ではぎょ

していた私であるが︑当時の山岳部は︑新入生に対して何

にはいり︑その日からでも山岳部の扉をたたくことを熱望

うぎょうしく入部歓迎のポスターをはってあるのだが︑山

思えば︑山登りの本質をわきまえた︑まことに自信に桑ち

他校のやり方がどうであったかも知らないが︑今日にして

かしこの形式は後年︑すでに私の卒業と相前後して今日の

た︑りっぱな方針であったと敬服に耐えぬものがある︒し

岳部では当時こういうことをいっさいしなかった︒取りつ
まおうかと思って日を過ごしていた︒五月もなかばを過ぎ

にこの見識に惹かれるものを感じている︒

ごときものへの移行を開始していった︒しかし私はいまだ

くすべもなく︑いっそのことラグビー部にでも入部してし
てから︑はじめて︑﹁夏期登山計画一般募集﹂という掲示

さてなにはともあれ楽しい夏山であった︒絶対的な信頼

が山岳部の名において出されているのをみつけることがで
きた︒

<53）

った︒しかも季節は山で一番幸い多い夏である︒

感を抱いて優れたリーダーの導きに従って登る山は楽しか

いほどのものであることを知ったわけである︒止め方を教

るものであり︑その術を知らなければとうてい止まり得な

小屋では︑冬はあそこからはいるんだと︑高い三階を指さ

ブナ坂の登りでは少しあえぎ︑美女平で息をぬき︑追分

それが関連をもつものとして認識されたわけなのである︒

する認識とが︑今日までは無関係に存在していたのだが︑

ある︒つまり︑主観的なおそろしさと︑客観的な危険に対

えられてはじめて︑その危険をおのずから発見したわけで

おいわけ

されてもただ感心するばかりで深雪の実感はピンとこなか

あぶないことをしている時にあぶないという自覚を持つこ

くつ

った︒大日岳と薬師岳の夕ぱえにさけんだり︑天狗平を回
って待望の剣を一瞥したころから雨になり︑地獄谷やミク

このような危険が随所に存在していたに違いない︒

とこそ最大の危険予防なのである︒今日までの登山には︑

翌日は順路剣岳の頂上に登り︑帰りは前日の練習を実地

リガ池付近は豪雨中をズブ濡れで小走りに急ぎ室堂にたど

に生かして平蔵谷をグリセイドで下ってテントに帰った︒

りついた︒この時︑同行の一人が︑どうせ行程も近いし今
着ている以外のものを新たに濡らすのはつまらないと︑半

そのとき新入の仲間の一人が︑転倒し︑横転しながらもピ

たりに見た︒夏の山でも︑高いところで雨に会うおそろし

横転したのを見るや︑あるいはと懸念したのだろう︑すぐ

して桑ごとに止まった︒このときサブ・リーダーのＹ氏が︑

ッケルを離さず︑前日ならった基本をそのまま忠実に実行

へい︾ていう

ぶるいがはじまり唇まで紫色に変えてしまったのを目のあ

袖シャツのままがんばっていたが︑室堂につく寸前には胴

さがだれに教えられるともなく身にしゑて理解された︒軽

グリセイドでぐんぐん後を追いかけ︑本人が自力で止まっ

はじめて剣の全容に接し︑剣沢小屋の裏の小高いところに

であった︒初心の私は︑Ｙ氏の自信と着実な技術と飛びつ

たのと︑Ｙ氏がそのえり首に手をかけたのはほとんど同時

くつざんのつこし

ムベなるかなであろう︒翌朝は晴れて︑別山乗越の上から

装の登山者が往々にして夏山で疲労凍死するのもまことに

テントを設けた︒午後は鶴ヶ御前下の急斜面でグリセイド

いていった気はくに一瞬心をうたれ︑リーダーへの絶対的

私自身は︑コンベックスして下部の見えない斜面に立っ

信頼感はさらに高められ裏づけされた︒

いう確信を持つことができた︒この日までに何回となく雪

た瞬間︑おそろしさを感じなかったわけではない︒もし私

っていれば雪の斜面ではいくらころんでも止まるものだと
の急傾斜をピッケルも持たず横ぎった時︑私はなにも気づ

が一人なら︑とても滑ることはできなかったのだが︑リー

の手ほどきを受けた︒なるほど︑これならピッケルさえも

かずにいたのだが︑雪の上でころぶと︑あれほどによく滑
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るむところもなく最も勇敢に第一番にスタートした︒これ

の書物で学び知った技術がそのようなものであると理解し

るとは期待できない︒しかし読者自身は往々にして︑自分

妙ないい回しになるが︑これを埋めつくすためには︑読

ていない場合が多い︒ここに恐ろしい落とし穴がある︒

ダーヘの信頼感が︑あらゆる不安をふきとばしてなんのひ
は決して私自身の真に身についた自信でもなく︑実力でも
なく︑リーダーへの絶対的信頼が象ずからの判断をいささ

積ではあるけれども︑ほんとうに身についたそれなりの進

断にたよることはできなかった︒そしてつたない経験の累

今日まではたとえいかにまずくとも自分以外のものの判

知識として学び知った部分の意味を正しく把握しているこ

自分の体験によって確実に自分のものとしている部分と︑

ひとの登山者としての成長を決定づけるといえよう︒要は

︵実践の裏づけと︑他人からの吸収︶のかね合いが︑その

者側のまじめな努力の蓄積による以外にない︒この両者

歩はあった︒だがそれはあまりに幼くつたなく︑大学山岳

とであろう︒

かもさしはさむことなく行動させてしまったのである︒

部一週間の山行にも劣るほどのものであった︒

にともなう自信とは︑どんな場合にもそれなりの力を発揮

ても︑すべて自分の体験によって積承上げた技術と︑これ

がら︵すなわち自分の判断に反しながらも︶リーダーを信

題である︒この日の私のように自分では恐ろしいと感じな

もう一つ別な問題もここにある︒指導者と被指導者の問

私は本書の読者にも強くこの点を申し上げたい︒

することができる︒しかし︑それが一人の経験の範囲では︑

にはずいぶん多いことなのである︒これは過渡的にはやむ

頼するがゆえにまことに大胆にふるまうことは初歩者の間

ここに一つの大切な問題がある︒たとえどんなにまずく

多いことも否定できないことだ︒

の自分の体験をわがものとして︑指導者とともに常に自分

をえないというほかないが︑その登山者が次の機会にはそ

あまりも︑せまく︑つたなく︑意味も体をもなさぬ場合が
これに反し︑いわゆる技術書などによっても︑まことに

︵本会評議員元日本山岳会常務理事︶

もまた判断していかなくてはならないのである︒１以下次号ｌ

簡単に︑体のこなし︑身のさばき︑綱の結び方︑はては高
等技術に属するピトンの打ち方までも学ぶことができる︒
だがこの場合には体験の一異づけはなにもないのだ︒いかに

その技術書が完全無欠なものであったとしても︑読者の側
になんの体験もない場合とか︑あるいは読者の理解力に不
足があった場合には︑決して著者の意図が完全に伝えられ
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寸評
前回の選をしたのはヨーロッパ滞在中︵たぶん九月初め︶
で︑それから四カ月近くがたった︒その間に加藤巳之氏か
らは三回の投稿があり︑選が遅れていることを申しわけな

めし

く思う︒そのお詫びに︑加藤さんの場合は三回分を㈹○日
に分けて一挙に掲載する二﹂とにした︒日○日と分けた理由
は︑作歌の時期も背景も異なるので︑これをひとまとめに
しては作者の意図をそこなうのを怖れたからである︒
すなわち八十歳の加藤さんは︑八月の初め頃は半身不随
の病気に苦し承︑秋にはその治療のために温泉にこもられ
た︒そして冬には小康を得て︑村のきまりの溝竣いに出て
飲めない酒をくむまでに回復されたらしい︒その経過が三
回分の作から具体的にうかがえてお目出たい限りである︒
作品は年期のはいった重厚の味わいに富承︑無駄には年を
とっておられない感じである︒
壷井氏のは旧制高校時代を送った土佐を訪れての作︒い
つも乍らし糸じみとした情感をたたえていて︑感銘深い︒
あ

め

ただ︑﹁朝暗き道を誰身の勅語唱え寮食炊きくれし人にも
し

再会えり﹂という一首は︑﹁護身の勅語唱え﹂し人が﹁寮

食炊きくれし人﹂なのか︑作者なのかよくわからなかった︒
﹁護身の勅語﹂というのも不可解︒

オーストラリアのジャカランダの花は日本の桜の花に当
たる︒ブリスベーンでは十一月いっせいに花を開き︑夏の
到来を告げる︒しかし雨風にもろく︑その点でも桜と似て

選者の三首は︑ス・へインの主都マドリードにあるプラド

いる︒

美術館での作︒プーフド美術館は世界で五指の内に入る大美

術館で︑ゴヤ作の﹁裸身のマごと﹁着衣のマ己がカン

バンになっている︒それを見に観光客が押しかけるが︑日
本人の団体も多い︒しかし︑絵はがきをあさって︑そそく
さと去るのが普通のようである︒

（57）

大田原市渡辺清香

篠塚しげる選

ふん張ってぬきし大根素性よく

○矩健浄土居眠り責むる誰もゐず

千葉県加藤実之吉

信じ合ふ生活の庭に菊の花

○行くことにきめて粧ふ十三夜

○燃え渋る煙なだめて落葉焚く

○一望の果ては八溝の紅葉晴

難

冬枯れの丘に墓石の寄り合へる

千葉県飯田萌堤

○冬ぬくし試歩の距離日たに伸びてゆく

東京都逆瀬川傘火

京都市角田米一郎

賜わりし余生を伸ばし日記買ふ

差なき余生陽浴びて冬ぬくし

○貴船川渡しそうめん床涼し

初芝居被りしものに握狸緋

洋裁院多き界隈羽子日和

選者近詠

目つむれぱ裟婆即浄土初光

茶室より春着の彩のこぼれ出づ

寒声や男に優る女弟子

（58）

弘道俳壇
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金弐万円也匿名氏殿︵東撚︶
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三菱銀行普通預金〃4389347

象噸灘瀦罷敬称略︶

日本弘道会

神保町支店（寄付金口）

九段郵便局振替口座東京4‑4317
日本弘道会

日本弘道会

金壱万円也亀山基恵生殿︵亜罰︶
金五千円也藤田三郎殿和奈川県︶

ご利用下さい。

◎会費領収報告書

ご寄付金のお振込は下記ご便宜のところを
だきます︒

ご都合で必要の向は︑ハガキでご請求下
さればお送りいたします︒
２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終月です︒
︹東京都︺

北田真一︵印−８︶志村義一︵露−８︶

︵以上一︑五○○円︶

志垣熊雄︵記一ｍ︶牛窪徳太郎︵記−８︶

矢島伊兵︵記−８︶北田浩一︵記−７︶

岩田時男︵昭一３︶︵五︑○○○円︶

︹愛知県︺

田中丁一︵記三３︶︵以上三︑○○○円︶

稲垣金三郎︵記−６︶安済良一︵昭一５︶

三田三郎︵詔−９︶宮川喜幸︵昭一８︶

︹長野県︺

輿水正信︵記一ｍ︶︵以上一︑五○○円︶

︹山梨県︺

竹内一・三︵終身︶︵一五︑○○○円︶

柏木輝夫︵昭一ｍ︶愛波剛介︵銘三５︶

河野幸枝︵記−５︶泉実︵記−９︶
丹治弘昌︵記−９︶正田英三郎︵昭一６︶

藤巻弥之︵記−８︶︵四︑○○○円︶

有坂健︵諏三９︶桧野直︵研一９︶
長戸元三郎︵銘−６︶尾賀虎之助︵銘−４︶
宗像幸子︵記−８︶○中村宣也︵銘一︑︶

熊谷三四代︵記三８︶山田洋子︵昭一９︶

斉藤浩哉︵記−５︶阿部晴男︵記−１︶

︹福島県︺

︵以上一︑五○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

石井正好︵銘−８︶金沢源︵記−７︶

︹新潟県︺

新井喜寿子︵記−１︶丹後幸吉︵銘−９︶
武藤義康︵弱−８︶︵以上三︑○○○円︶

︵以上︑一︑五○○円︶

竹内竹四郎︵詔−７︶長谷川松太郎︵記−２︶

遠藤林太郎︵記−９︶︵一︑五○○円︶

ハ群馬県︺

沼田滋夫︵詔−３︶村田一雄︵昭一３︶
吉田博︵銘一ｍ︶︵以上三︑○○○円︶

佐藤信︵記−３︶馬淵初朗︵記一ｍ︶

︹秋田県︺

鈴木為作︵弱−３︶︵一︑五○○円︶

︹栃木県︺

︹茨城県︺

藤田三郎︵終身︶︵一五︑○○○円︶

︹埼玉県︺

緑川修司︵昭一３︶︵三︑○○○円︶

山口武夫︵昭一ｕ︶︵以上一︑五○○円︶

村松達雄︵記−６︶石田一良︵記一ｍ︶

︹千葉県︺

鈴木信雄︵記三３︶︵三︑○○○円︶
田口賛雄︵記−３︶︵四︑○○○円︶

星崎英雄︵詔−３︶︵以上一︑五○○円︶

和田収︵記一哩︶太田邦夫︵記三６︶

吉田文一︵記−９︶赤坂恒次︵記−１︶

︹神奈川県︺

手塚教子︵詔−９︶佐藤弘毅︵詔−３︶
高橋亘︵昭三ｍ︶︵以上三︑○○○円︶

飯塚米一郎︵卵三９︶光谷英彦︵記／４︶
篭島誠治︵記−３︶○宮城孝治︵調一通︶

○内田博進︵弱一吃︶北村信男︵昭一廻︶

』

金壱万円也久保田精一殿︵千葉県︶

1

お 願 ぃ
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
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一
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︹富山県︺

︵以上一︑五○○円︶

清水美晴︵銘−３︶中条翠す堂︵銘−５︶
︵以上一︑五○○円︶
︹奈良県︺

平木一雄︵肥三３︶︵四︑○○○円︶
田畑賢住︵銘−３︶︵三︑○○○円︶
︹京都府︺

由本洋太郎︵帥−５︶︵一︑五○○円︶
︹大阪府︺

近藤千里︵弱／８︶︵三︑○○○円︶
︹兵庫県︺

｜圃套
諸橋轍次氏︵本会特別会員︶ご逝去
昭和五十七年十二月八日︵九十九歳︶︑老
衰のため︑東京都新宿区西落合のご自宅で
亡くなられた︒我国漢学界の最高峰として
重きをなし︑昭和四十一年に文化勲章を授
与された︒実に一万五千頁にものぼる﹃大
漢和辞典﹄は先生の最大の業績とたたえら
れている︒

永年に亘り本会の特別会員としてその発
展にご貢献下され感謝に堪えず厚く御礼申
上ぐ︒十二月二十五日葬儀には会から西村
会長はじめ渡辺事務局長及職員が参列ご焼
香して謹んでご冥福をお祈りした︒

言葉の

ひろば

福岡県米田光
弘道第九○○号をありがたく読了致しま
した︒何れも名文に魅せられて︑︵一︶天
皇のラジオ放送︒︵二︶勝負の十段階︒︵三︶
二人の中国人︒︵四︶亡父の書斎︒︵五︶こ

なた︑あなた︒︵六︶失なわれた乗︒︵廃不

有初︑鮮克有終︶次々に頁をめくりゆく

︵元・小倉中学校長︶

ままに︑これだけの編集にかけずりまわれ
た編集室のお骨折りに頭が下がります︒往
年﹁天子さまのつ上じ﹂と言う古本による
深き御縁を勿体なく感謝いたします︒

横浜市藤田三郎

第九○○号の創刊以来の名論集はすばら
しかったですね︒これからの﹁弘道﹂もこ

九百号創刊以来の名論集今後の弘道か

の調子で願います︒

横浜市佐々井典比古

くあらまほし︒︵終身会員︶

厚木市室伏武

九○○号という長い歩みをまとめられた
記念号︑特に興味深く拝読しました︒一︑
○○○号へ向けての御発展を祈ります︒

福島市五十嵐徳雄

会祖と︑この会の精神の現代における意
義及び役割について︑明かにしていたただ
き︑現代化と生活化への道をお示し下さる

と幸です︒

富山県吉永善亮

毎号を食が内容の充実した会誌です︒到
着を楽しゑに待っています︒益だの発展を

期待しています︒

地方に住む会員としては︑中央の集会に
出たり研修会に参加したりする事は困難で
す︒出来るだけ会誌を通して講演会の主旨
とか又は各専門家の御話の内容を知り度く︑
それに依って少しでも見聞と教養を高め度
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藤塚幹一︵昭一８︶林浄造︵弼三５︶
佐久間栄義︵記一︑︶渡辺末弘︵記一皿︶
︵以上一︑五○○円︶
︹島根県︺

︵以上一︑五○○円︶

渡辺晴夫︵銘−４︶岡田穂積︵記−４︶

︵以上三︑○○○円︶

須山彰︵弱三４︶樋口俊雄︵詔一︑︶
︹愛媛県︺

︹福岡県︺

阿部増一︵罰／ｕ︶︵二︑五○○円︶
清水浅市︵記−３︶︵三︑○○○円︶

米田光︵弱〆８︶︵三︑○○○円︶
辻幸蔵︵昭一９︶︵一︑五○○円︶
︹鹿児島県︺

︹佐賀県︺

松下兼文︵弱−７︶︵三︑○○○円︶
有田支会︵二十一名分︶︵六二︑五○○円︶

愚
蛇

世田谷区岩崎晶

いと思います︒それに就ても会費を一ヵ年
六︑○○○円から一○︑○○○円ぐらいま
で引上げて増頁する等して内容の充実を計
って下さるよう御願い出来ませんですか︒
郵送料も値上りして七○円ですから会費の
値上げを計って下さる様希望致します︒

●●●

﹁弘道﹂第九○一号表紙裏の﹁朝顔の葉﹂

が帥年も﹁会祖の遺稿﹂本の間にてまだ青
々としているという事︑まことに珍らしき
事どもなりと思いました︒

西村会祖の精神が﹁朝顔の葉﹂と共に生
をとして現在に迄もつながっていることの
証であると存じます︒巻末の﹁言葉のひろ
ぱ﹂名案なりとつく人︑思います︒全国各

地よりの﹁反響﹂があり貴編集局が採択や
没にするのが汗ダクとなります様に祈って

たして お り ま す ︒

︵ＮＨＫ・ＯＢ︶

おります︒これにより﹁弘道会﹂が前進又
会員相互の親睦のきずなとなる事を切望い

佐賀県有田支会古田実
現在畑名の会員で最もささやかな支会で
すが︑ご送付頂く〃弘道″には感銘これ久
しと︑会員で話し合ったりしています︒心
から有難くお礼を申し上げます︒
私共︑不束なものですが︑さきの渡辺主
事さまのご指導をうけたものにとって︑生
涯を通じての心の幸福を支えていることを
特にⅧ号の誌面には他の誰もがうけるこ

肝に銘じております︒

横浜市加藤嘉三郎

との出来ないものが︑頁こそ少いとは言え︑
充実又充実の如頁だと存じます︒若いもの︑
少しは学に志あるものには必読と思料され
ます︒ほんとうに有難うございました︒

伊達文蔵氏著﹁歳月﹂わが喜寿抄

︵特別会員︶

本誌にユニークな筆力を以って時々随想
を発表されている著者は︑喜寿記念として
この本を自家出版し知己友人に贈られたの
はまことに意義ある祝寿の企てと思ふ︒
﹁﹃弘道﹄に寄せる﹂一篇には本会・西村
会長を紹介せられると共に五十四年十二月
号﹁本とのめぐり合い﹂その他が収録され
ている︒年頭に当り本著をご紹介すると共
に同氏の御健勝を祈る次第である︒

編集後記
○今年は選挙の年と言はれます︒四月の統
一地方選︑六月の参院選︒それに︑どうや
ら今度の国会も解散必至のような雲行きで
す︒相も変らぬ金権派閥と利権集団の横行
で︑日本国中のあちこちの選挙区で︑ます
ます政治不信を煽り立てるような泥仕合が
くり展げられることになりそうです︒何回
選挙を繰返えしても︑札付きの金権候補者
が︑その取りまき連の叫ぶ万才をなの蛮声
の中で︑ダルマの片目を書き入れる風景を
見せつけられるのは︑たまりません︒
○西村会祖はその遺稿の中で﹁政治は道徳
の内に包含せりと言ふは明白なることなり︒

︵明治翠年︶﹂と喝破しておられます︒今月

﹁政治倫理の確立﹂に努めたいものです︒

号表紙裏の会祖肖像に恥じない清らかな選
挙を通して︑近ごろ兎角逆行しつつある

頂きました︒

○年明け早々︑自民党のニューリーダー中
川一郎代議士が遺書もなく変死しました︒
激しい気性の政治家の自殺と言いますと︑
私は昭和十八年東方会の領袖・中野正剛代
議士が︑時の権力者東条首相の圧力をうけ
て割腹して果てた事件を想起しますが︑本
号にそのご令息が亡父の横顔を語り︑識見
のない現代の政治家たちを嘆いておられる
のには感慨深いものがあります︒そのほか
横溝・小川・清塚氏などから得難い玉稿を

○なお︑文部省初中等教育局長・鈴木勲氏
の﹁日本教育の課題﹂はさきにマスコミを
賑はした教科書検定問題の本質を解明した

もの︒ご味読下さい︒︵渡辺薫︶

西村幸二郎

片山清一

郵便番号一○一
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目白学園女子短大教授

要説
ー

Ａ５判一六○頁

目次

頒価一︑○○○円載珊○円

目白学園女子短大教授・日本道徳教育学会理事・日本弘
道会理事の著者が多年の教育実践の経験から︑現代の道
徳教育の意義・性格・歴史を通して︑学校道徳教育の方
針・計画・指導について詳細に述ぺられた︑教育現場の
ための必携の書！
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出発点となった﹃明治の精神﹄を解明しようとした野心

洲︑西村茂樹︑元田永学等の記録を通して︑現代文化の

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円
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一︑敬天愛人︑西南戦争異聞
二︑批判家としての西村茂樹︑西村茂樹と維新の人物
三︑元田永手覚書︑一夫一婦論者としての元田永手
四︑明治末期の若い精神︑魚住影雄と和辻哲郎
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