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皇室を敬愛すること︑国法を守る
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泊翁先柴の皇室観

皇室を尊戴す

本邦の皇室の尊きことは︑古来より世人の皆知る所にして︑今更申すも愚なることなれども︑神

武創業以来︑皇位一系にして︑少しも他系を交へずと云ふことは︑誠に世界無比にして︑邦人が万

国に対して誇るに足るべきは実に此一事なり︑我等の祖先より以来二千五百余年︑此国の民と為り
て一姓の︑天子を戴くといふことは︑誠に深き因縁にして︑我国民が此皇室に対して忠誠を尽すべ

きの道理と情義とを兼備へたる者なり︑是等の事は︑本居平田の両学士が精詳劃切に論じたること
もあれば︑今喋々之を説くことを要せざれども︑或る学派に於ては︑此大事を忽略に附する者もあ

りと聞けば︑世人の既に領会せるに関せず︑之を掲出して︑以て本会の趣旨の在る所を示さんとす
るなり︑欧洲諸国の帝王の如きは︑固より万世一統の家なく︑又其氏に功徳あること︑我皇室に及
ばざる者多しと雌ども︑国民特其王家を奉戴して衰ふることなしと云へり︑呪んや本邦の︑皇室は

本国と共に悠久なる者にして︑万一︑皇家に変動あらぱ︑即ち本国の変動にして︑皇家の安泰なる

めば国の篭固安全求めずして自ら得くし︑何ぞ宗教の力を仮ることを須ひん︑近年比心の︑皇室を

は即ち本国の安泰なる者に於てをや︑夫れ民心の向ふ所一定すれば︑其国堅固にし︑民心の向ふ所
一定せざれぱ其国堅固ならず︑西洋諸国の政府に於て宗教を尊崇するは︑蓋し民心をして其向ふ所
を一定せしむるに在り︑本邦の如きは既に至貴至尊の皇室あり︑民心をして悉く此皇室に帰向せし

尊ぶことの薄き者あるは︑人心浮薄の致す所にして︑最も国の為めに憂ふくきのことなり︑然れど

世界の大なることを知らざる者なり︑其︵二︶は尊王の名を仮りて己が名利を求めんとする者なり︑

も世の尊王を唱ふる者にも亦多少の弊風あるを見る︑其弊に二種あり︑其︵一︶は識見雁院にして

本会の如きは固より世の尊王家に雷同する者に非ず︑広く天地の真理に基き︑国民の品性中︑殊に
我日本国民の品性に於ては︑此一条の最大切なることを信ぜり︑因て此条を以て国民八徳の義を結

ばんとするなり⁝⁝︵日本道徳論より︶

！
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皇室を敬愛すること

｜︹巻頭の言葉︺

天皇陛下御在位六十年を奉祝して︑本年は種々の催しが
計画されているが︑道徳団体として最古の歴史をもつ我が
日本弘道会も︑機関誌﹃弘道﹄に特集を組んで︑ささやか
ながら奉祝の意を表させて頂くこととした︒
皇室と我が日本弘道会との関係は︑深い︒
会祖西村茂樹先生は︑明治九年︑東京修身学舎を興し︑
同二十二年に︑今日の日本弘道会に改め︑同二十三年に︑
日本弘道会要領を制定して︑本会の主義綱要を成文化して
世に示した︒その第二の条目に
﹁皇室を尊ぶべし本国を大切にすべし﹂
とかかげた︒

これより先︑西村先生は︑日本道徳論において︑﹁国民
の品質を造る﹂ことが︑日本弘道会の最後の目的であると
し︑勤勉︑節険︑剛毅︑忍耐︑信義︑進取の気︑愛国心の
七か条のほかに︑我が日本に限って特別に加えなければな
ている︒

らない条目があるとして︑一︲皇室を尊戴する﹂ことをあげ

いる︒

しかし︑このことは︑世の尊王家に雷同するものではな
く︑広く天地の真理に基づき︑我が日本国民の品性におい
て︑この一条が最も大切と信ずるがゆえである︑と述べて

鈴木勲

かかげしめたゆえんであろう︒

﹁神武創業以来︑皇位一系にして︑少しも他系を交へず
と云ふことは︑誠に世界無比にして︑邦人が万国に対して
誇るに足るべきは実にこの一事なり﹂という歴史的事実︑
西村先生の道徳の根底にある強い国家主義︑これが道徳の
実践綱領たる﹁要領﹂に﹁皇室を尊ぶべし﹂という条目を

ひん﹂︵﹁国民道徳論﹂︶

﹁夫れ民心の向ふ所一定せざれぱ其国堅固ならず︑西欧
諸国の政府に於て宗教を尊崇するは︑蓋し民心をして向ふ
所を一定せしむるに在り︑本邦の如きは既に至貴至尊の皇
室あり︑民心をして悉く此皇室に帰向せしめば︑国の輩固
安全求めずして自ら得くし︑何ぞ宗教の力を仮ることを須

国民統合の象徴︑国家を統合する存在としての皇室の意
義を明確に意識している︒
また︑西村先生は︑明治二十二年十月﹁道徳ト政治トノ
関係﹂という論文において︑条約改正を念頭においたもの
であろうが︑道徳の国家主義について次のように述べてい

﹁道徳︿一身ヲ治ルノミニテ足ルカ︑未タ足ラサルナリ︑

る︒

必ス一家ヲ斎へザルベカラズ︑一家ヲ斎ヘテ足ルカ︑未足
ラザルナリ︑必一国ヲ治メザルベカラズ︑一家斎フト雛モ
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一国壊乱危亡シテ之ヲ救うコト能ハザレバ道徳ノ功ナカル
尋へシ⁝⁝今日︿他ノ道徳ノ条目︿姑ク之ヲ後ニスルモ︑国
家主義︿益々之ヲ奮発シテ・⁝：王室ノ尊栄ト本国ノ威権ト
ヲ失ハザラントノ真意ヨリ発出シテ禍乱ヲ未萌二防ギ︑太
平ヲ万年二維持セン﹁一トヲ務ムル者ナリ︑今日道徳家ノ務
︿是ヨリ大ナル者ナカルベシ﹂

た︒

戦後︑要領の改正は二回行われたが︑昭和二十六年の改
正は小修正であり︑昭和五十一年は抜本的改正となったが︑
その際︑この条目は︑﹁皇室を敬愛すること﹂と改められ
当時の野口会長は︑日本弘道会創立百年を期して時宜に
適する改正を思い立たれたのであるが︑野口会長とともに
改正作業に当られた西村監事は︑この点について︑皇室尊
崇は会祖の時代では尤ものことであるが︑その表現は時代
に応じて最もデリケートな文字の使用に留意する要があり︑
この故に︑皇室を﹁敬愛する﹂という表現は苦心の作であ
った︑と語っている︒

た︒

天皇陛下は︑その最も典型と申上げてよいお方であられ
る︒御在位六十年という世界史上も類い稀な長期にわたり︑
その間第二次大戦という国家存亡の困難を経験されながら︑
終始︑国民の幸福と世界の平和を念じ︑心を砕いてこられ

っていないのである︒

昭和四十五年の御製に
よろこびもかなしも民と共にして
年はすぎゆきいまはななそぢ
と歌われた如く︑国民と日本国のことを一筋に念じてこら
れたお方である︒特に終戦の御聖断は一身を郷っての御裁
断であり︑これによって日本は救われたのである︒日本国
民は永久にこのことを忘れることはできない︒
天皇陛下を敬愛し︑皇室を敬愛することは︑国民性の発
露であり日本的美風である︒戦前戦後と憲法上の地位は変
っても︑天皇陛下に対する国民の敬愛の情はいささかも変

しているのである︒

国家の安定が国民道徳の基礎であり︑国民統合の象徴で
ある皇室を敬愛することが国民道徳の最も重要な条目であ
るとしてきた日本弘道会の志操も︑戦前戦後を通じて一貫

すべく誓を新たにするものである︒︵本会副会長︶

ここに︑天皇陛下御在位六十年を奉祝し︑聖寿の万歳を
祈り︑日本弘道会としても︑愈々国民道徳の発展に力を尽

る︒

野口先生は︑我が民族の宗家ともいうべき皇室が二千年
来一系の皇室が続いてきたのは何によるか︑それは天賦の
風土が産んだ国民性によるものであり︑国民が皇室を敬愛
して守ってきたからである︑と解しておられる︒
この国民性の自然に発露したものが︑皇室敬愛の精神で

会祖の説くごとく︑民心の向う所一定すればその国は安
全であり︑日本の皇室はその役割を立派に果たしておられ

あり︑国民道徳の基底である︒

また︑皇室永続のもう一つの原因として︑皇室自身がそ
れに価する資格があったこと︑二千年にわたる皇室の伝統︑
高い倫理性が立派に存在したことがあげられる︒
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今上陛下の帝王学

はじめに

鈴木一

サーは全く参入ったのである︒純粋無垢鏡の如き陛下のお

て来たものであるが︑さて退庁玄関を出る時の姿は︑誰も

たものである︒玄関を入る時は意気揚々と胸を張って入っ

・ヘラーとはどんな人物かといって︑宮内庁に肯広姿で現れ

で行かれた由とは︑時の博育係を勤めた私の母の話である︒

にならないのに︑秩父宮高松宮を差置いて陛下だけが飛ん

られる折︑髪のあるおじい様はこわくて中を部屋にお入り

かつて幼少の三皇孫殿下時代明治陛下に御機嫌伺いに出

私は一言で﹁それは天真である﹂とお答えしている︒

人柄は一体どうして出来たのであろうか︒人に問われれば

彼も首をうなだれて爺々として足取りも重いのである︒い

ら︑天性のものをお持ちであったと申すより外はないと思

乃木学習院長︑東郷東宮御学問所長の薫淘もさることなが

戦後アメリカの新聞社の社長達が︑我れ先に日本のエン

ったいこれは何の為めであろうか︒陛下との会談は一対一

お出ましになる時は︑マッカーサーが我が子のように陛下

写真を発表したものである︒さて陛下がアメリカ大使館を

頃でもあろうか︒別にお行事のない日には︑陛下はゆっく

組かに会釈なさりながら御政務室にお入りになるのは十時

過ぎには吹上御所をお出ましになり︑途中勤労奉仕団の幾

さて陛下の御日常とはどんなものであろうか︒毎朝九時

われる︒

の二十分か三十分のことであるが︑一様に皆何ものかに打
たれて帰るのである︒その最たるものに陛下のマッカーサ

を大きな体で抱きかかえる姿で︑自動車にお送りしたので

り新聞に目を通される︒戦後一番テレビの恩恵を受けられ

陛下の御日常

ある︒戦犯助命の来訪と信じていたマッカーサーは﹁戦争

たのは陛下であるかも知れない︒今迄御承知なかった社会

ーキー色の略服の豪然たるマッカーサーの立像を並べて︑

ー御訪問がある︒陛下のモーニングのお姿に配するに︑カ

うか国民を飢えさせないでくれ﹂とのお言葉に︑マッカー

責任は一切自分にある︑自分の身はどうなってもよいがど
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でテレビの娯楽番組を御覧になるのも楽しい御日課の一つ

の隅々迄御覧になれるからである︒朝刊の重要記事に次い

て私事ではなく︑憲法に明文があろうがなかろうが重大な

があるが︑お祭りというものは陛下御自身にとっては決し

なく大変な労働を伴う御様子である︒その他種々のお祭り

陛下の帝王学第一課は正に私の未熟を徹底的にお諭し下．

帝王学

公務とお考えのことであろう︒

であろうか︒新憲法による陛下の主たる国務は︑法律公布
に当りその御署名と︑外国大公使の信任状をお受けとりに
なることである︒国際連合参加国が百二十を越す今日では︑
中には一時に二十数件の御署名を頂くことも屡食である︒

の如く︑雲なき晴天に伊豆半島の上には富士の霊峰が静か

さった日であった︒時は昭和二十五年の夏相模湾の海は鏡

国賓や大公使の応接だけでも大変である︒法律なども国会

とも多いがどんなお楽し桑の最中でも︑侍従が持って出れ

であった︒これからドレッジといって海底の生物に採集に

事務の都合で国会から書類が届くのが︑お夕食後になるこ
ば一刻の猶予もなくいちいちお目を通され︑御署名になる︒

と心弾む思いであられるかと︑私はゴルフの朝の門出に一

出ようとのポートの上である︒今日の渡物はどうであろう

御趣味の生物学に研究などは政務と全く切り離してお考

従って夜おそく迄お仕事が終らないこともある︒

えになって居り︑所謂御自分の時間というものは月曜︑木

の天気は実にすぱらしうございすね﹂と御挨拶申上げたの

発を夢詮る気持を思い出していたのである︒陛下に﹁今日

も必ず他に用事はないかとお確かめになってから研究所に

いつもなら﹁ああそうね﹂と仰せられる所であるが︑何の

であるが︑陛下は富士をしきりに眺めて居られるのである︒

曜の午後と土曜の一日という僅かなお時間である︒それで
おいでになるのである︒

の私事ということになったが︑陛下に自身は戦前戦後変ら

北鮮共産軍が今や釜山近く迄来るという情勢であったので

陛下は富士の彼方朝鮮半島を心配して居られたのである︒

であった︒私ははっとして冷水三斗をあびた思いである︒

る︒暫くあって陛下の御返事は﹁今日の戦線はどうかね﹂

ぬお姿で︑元旦は未明四方拝をなさり︑一般国民には楽し

ある︒終戦後戦争とは縁遠いと思っていた私のおろかさを

御返事もないのでもう一度よい天気の旨を申上げたのであ

い休日である十一月二十三日の新賞祭には︑宵から始まる

国務と並んでもう一つの陛下のお仕事にお祭りがある︒

徹夜のお祭りがある︒暗夜燈心の火影で新穀を大神に捧げ

陛下はお諭し下さったのである︒どんなお楽象の御研究や

戦後公式の祭肥は禁止となり︑賢所のお祭りも僅かに皇室

御自身もおしたためになる神人一如のお祭りで︑火の気も

ワー

︑Ｉノ

〆ｆ︑

スポーツの中でも︑寸時も世界の平和と国民の福祉をお忘

ぬということになる︒しかし隣の動物園ではパンダや猿を

るのであり︑さすれば皆一様の時間を注いでやらねばなら

特に長く御覧になっても一向差支えない訳である︒

れにならない陛下を︑この時程有りがたく思ったことはな
いＯ

げようかと申し上げた所︑陛下は﹁その草はそこに幾株あ

美しい珍らしい花が咲いているのを見て陛下に採って差上

すらお示しにない︒万一陛下のごひいき誰々と世間に出た

ないと色々伺っては見るが︑決して誰々というその素振り

侍従達は陛下にも必ず﹁ごひいき﹂の力士がおありに違い

帝王学の第四課は陛下のお好きな相撲御覧の時である︒

るか﹂とのことである︒三株以上なければどんなにほしく

ろうかとお考えになっているのである︒

らその力士は天覧相撲に堅くなり勝負に影響することであ

帝王学第二課は那須の御用邸で植物の御採集の時である︒

し生けるものを根だやしにしてはならないのである︒学問

将棋を指されることがある︒陛下の将棋はいつも同じ形で

どではお夕食後時に侍従の溜りにお出ましたなり︑我為と

帝王学第五課は将棋のお相手の時である︒葉山や那須な

思われる時でも決して採集をお許しにはならない︒生きと
の為めとは申せそれはいけないのである︒陛下の万物の生
きものにお注ぎになる慈愛の御心は︑それこそ中国の古語
に﹁徳禽獣に及ぶ﹂と帝王を讃える言葉があるが︑陛下に
帝王学第三課は陛下の美術展覧会御参観に現われる︒両

銀角桂馬歩などで固められるのであるが︑我々は果敢に突

対戦される︒それは角の位置に玉を置いて王様の四方を金

陛下お揃いで上野に行かれた時のことである︒皇后様は川

廻されて張ってしまわれる︒我方は手の中にこそ駒は残る

撃して駒の交換をするが︑陛下は交換した駒は直ぐ守りに

は﹁徳草木に及ぶ﹂といわねばならないのである︒

合玉堂のお弟子であられ美術には特別の御関心があるが︑

わず陛下が皇后様をお待ちになることがある︒よく見てい

又明白﹂といって何の未練もなく直ぐに立って行かれる︒

茶のお支度が出来ましたとの電話があると︑陛下は﹁では

詰められてしまうというその時に︑皇后様の方から夜のお

従って或る絵の前には長くお立ちになることがある︒陛下

ると陛下はどの絵の前でも同じ時間だけお立止りになる︒

親の死に目にも会えないという勝負にかくも淡為として立

る︑真に帝王将棋である︒ある時我方の王は今一︑二手で

二十秒なら二十秒三十秒なら三十秒である︒そこで私は思

が陣形は裸同様になる︒そこを飛車と桂馬で攻めて来られ

うに︑陛下は絵の出来を御鑑賞されているのではなく︑絵

って行かれることは︑一寸我々には真似の出来ない所であ

は淡々としてお歩きであるので︑両陛下の御歩調は時に合

に全力を注いだ画家の努力に対して敬意を表して御覧にな
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とである︒ある日急に雨となる陛下は傘をさされて奉仕団

帝王学の第六課は毎朝勤労奉仕団に御会釈を賜る時のこ

戦の時は憲法に従った︑終戦の時は自分の意思できめた﹂

したが︑開戦の時は責任がおありです﹂との質問に︑﹁開

インタービューで﹁陛下は終戦の時はよくおやりになりま

かつて陛下はアメリカ御訪問の折︑外人記者とのテレビ

おわりに

の前に立たれたが︑一同は濡れたまま御下問にお答えして

る︒

いたのである︒やがて政務室にお入りになってから︑私を

さしもの戦争を終らせて下さったのみならず︑全国津々浦

為を巡られて国民の一人一人の手をとって︑﹁苦しかった

とお答えになっている︒憲法の枠を越えた御聖断によって

か気の毒の思いで奉仕団の前にお立ちであったことか︑つ

ろうがどうかしっかり立直ってくれよ﹂とのお慰めと御激

お呼びになり﹁何故傘を持たせなかったか﹂との御質問で

くづくと感ぜられたのである︒人前でその者の非をお答め

である︒マッカーサーをして﹁古今東西かかる偉い帝王が

励を頂いたお蔭で︑日本は復興し今日の繁栄を見ているの

ある︒それは御質問ではなくお叱りなのである︒どんなに

になることは絶対になさらない︒しかもお叱りの時も﹁何

る︒

︵本会理事元侍従次長︶

あったろうか﹂と感嘆せしめたのはむくなるかなと思われ

故﹂である︒﹁今後気をつけます﹂とお答えする外はなか
ったのである︒

帝王学の第七課は栃木県下御巡幸の時である︒居並ぶ老
人達に温いお言葉をおかけになり︑次に足尾銅山の労働組
と前に出て﹁陛下全国の労働者の為めに握手をお願いしま

合の前においでになった時︑労働組合の組合長がつかっか

に驚いたことが︒陛下はにっこりとして﹁日本式にいきま

す﹂といって手を差出したのである︒居並ぶ者達はどんな

めく当時陛下の当意即妙のユーモアは︑なんと時の世相は

しょうといわれて軽く帽子をお取りになった︒赤旗のひら

の闘士となった山である︒

やわらぎを与えて下さったことか︒この組合長は後に復興
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昭和二十一年に制定された日本国憲法によって︑天皇の

でである︒第六は太平洋戦争の敗北によって︑天皇は国の

ヨーロッ・︿風の君主政治の行われた明治から昭和二十年ま

坂本太郎

地位は従来の元首から︑日本国の象徴︑日本国民統合の象

象徴となり︑政治上の権能を失った昭和二十年から今日ま

日本歴史と天皇

徴に変ったが︑大多数の国民は︑天皇がなお日本の国の大

でである︒

第一の時代は︑天皇という称号はまだ定まらず︑国内の

黒柱のような存在としていられることに満足している︒国

で︑後の天皇に当る地位は大王とよばれた︒大王の称はい

各地にできた王国を統合して︑統一国家を成就した時なの

政についての実権は失ったが︑天皇は国を代表する唯一の
地位として︑国民はもとより外国人にも認められている︒

はもとより必要であったとしても︑ほかに宗教的・呪術的

そして︑このような天皇の地位は︑歴史上からいえば︑決
天皇の権能の変化から日本の歴史を見ると︑大体六つの

な権威をもって諸王国を帰順させた面も重視しなければな

かにも武力をもって統一を成しとげた感を与えるが︑武力

時代に分けることができる︒第一は統一国家の成立から大

らぬ︒大王の権能が増大であったことは︑応神天皇・仁徳

して珍しいことではない︒

化改新までである︒第二は改新を端緒として取り入れた唐

制君主であったと見てよい︒

天皇の山陵を見ただけで察しがつく︒この時代の天皇は専

しかし第二の時代になると︑天皇という多分に宗教的な

は藤原氏が摂政関白となって天皇の大権をわがものにし︑

上皇が院政を行って︑いよいよ天皇の政治上の権能が弱体

風の律令制の行われた七世紀から十世紀までである︒第三

化した十一世紀︑十二世紀である︒第四は政権が武家の掌

反省が深まる︒聖徳太子の理想政治から︑大化改新を経て︑

意味をもった独自の称号が定まり︑天皇の権能についても

律令に定着した天皇の地位は︑全国の土地人民を支配し︑

中に帰し︑天皇は政治上の権能を失った十三世紀から十九
世紀までである︒第五は武家政治が倒れて王政が復古し︑
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対のものであるが︑ただその地位には責任が伴う︒天皇は

貴族たちを官僚制に組織して︑己れの手足のように使う絶

と︑そのために却って国民との親しさを増したことなどは︑

は︑多少の誇張もあるであろうが︑皇室が貧しくなったこ

の哀筆が簾外に差出されていたともいう︒これらの伝えに

につけて清原殿の御簾に結びつけておけば︑数日の後所望

ふす

の教化を進めなければならぬのであった︒

える︒天皇が統治権を総捜した時代は︑こうして僅か四百

ある︒続く上皇による治世の時代は︑その傾向に拍車を加

という第三の時代は︑天皇が政治上の権能を失う第一歩で

外祖父である藤原氏が摂政や関白となって︑天皇を輔ける

ば︑まず己れの命を召されたいと祈願をこらした︒政権は

卿勅使を遣わし︑蒙古の軍によって日本国が滅亡するなら

際しては︑時に院政の主であった亀山上皇は伊勢神宮に公

ば見出される︒鎌倉時代に突如として起こった蒙古襲来に

務として︑万難を排して実行した事例が︑歴史上にしばし

定を図るという本来の任務を︑祖宗より託された崇高な責

こうした困窮の中にありながらも︑天皇は国民生活の安

確かであろう︒

有徳の人でなければならぬ︒国民生活の安定を図り︑国民
律令で規定した天皇の地位の絶対性は︑相つぐ幼少の天

年ほどで︑遠い過去に消えて行く︒貴族たちが︑延喜︒天

皇の即位という事態の発生によって︑実行が困難となる︒

暦の時代を聖代と讃えたのも︑天皇親政の見事に行われた

をしていることは︑皇室としては到底できないことであっ

武家にある︒朝廷のあずかり知らぬ所であると︑涼しい顔

くげ

最後の時代とこれを把握したからであって︑律令の諸制度

で︑その間に皇室初め貴族たちが嘗めた苦難の数々は︑筆

所にひそかに詩をたてまつって︑民に代りわが命を捨てる

花園天皇も長雨続きで万民が辛苦していると開き︑内侍

た︒

は公家からは常に理想の的とされたのである︒

紙につくし難いものがあった︒政権から離れただけでなく︑

の中にありながら︑疫病の流行を止めるために︑般若心経

ことを願ったと日記に記している︒後奈良天皇は皇室疲弊

武家が政権を掌握した第四の時代は︑七百年も続いたの

戦国時代の頃は経済的にも逼迫し︑日常の生活さえ意のま

ものであり︑現在の地位の如何を問わず︑常に理想の天皇

であると共に︑帝王学のたゆみない学習によって磨かれた

歴代天皇のこのような犠牲的精神は︑生れながらのもの

を書写して︑諸国の一の宮に奉納された︒

まならぬ状態となった︒内裏の築地は破れ果て︑神鏡奉安
の御殿である内侍所の燈明の光が三条の橋の上から見える
右近の橘の下には︑煎茶を売る商人も出た︒天皇の哀筆を

ほどであった︒人びとは自由に内一曇に出入りし︑紫辰殿の

所望する人は︑百人一首︑伊勢物語などという札を︑銀包
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像を追求し︑それを実践したことには︑頭のさがる思いが

天皇の的確な判断に︑宜鳶のうちに因由するものがある︒

し︑今日の繁栄る克ち得たのは︑終戦の時に示された今上

今上天皇もこの例に洩れない︒世界の列国を相手にして

する︒

したと言えるのである︒︵東大名誉教授・文学博士︶

歴史と共に生きた天皇の役割の重さが︑ここに見事に開花

尾次

の敗戦という未曾有の難局にあいながら︑日本がよく復興

天地の

と詠んでいる︒日の出こそ万代不変の象徴であって︑日

よ

めでたく昭和六十一年の春が明けて︑人それぞれの心も
えり

新たに︑襟を正して一年の計を立てる正月︑私も数え七十

けてきた歴史とぴったり呼吸が合うのである︒

らし方をしようかと思いめぐらしたのであった︒
そうじ

去る十二月の三十日︑小さな勉強部屋の掃除をしたあと︑
あやにしき

柱には西陣綾錦織の短冊﹁日の出﹂を︑壁には南画の傑作
はっぽく

毛も無くなった一老酔人が陶然として歩を運ぶ姿である︒

その讃を読むと︑﹁この長寿の人は何という名の人かわか

らぬが︑実は気骨があって世におもねらず︑悠々として独

た︒﹁日の出﹂はお正月のきまりもの︑昔は元旦の早暁に

り︑酒は飲んでも正気は失なわない老人の自由自在な境地

った︒

す強剛でなければいけないと思って︑選んで掛けたのであ

精神生活を豊かにする努力が必要であるし︑気骨はますま

年は幾つになっても活動を停止してはならない︒とくに︑

を描いたものだから︑これは︑私のためになる絵︑人間︑

歩する仙人である﹂という意味のことが書いてある︒つま

﹁溌墨仙人図﹂の複製本を掛けて︑迎春の支度をととのえ

一方︑仙人図は有名な南宋の梁桔が描いた脱俗画︑髪の

本人が皇祖を天照大神と仰ぎ︑不易の皇統を中心に生き続

郎

三歳になったことを自覚しながら︑さて︑今年はどんな暮

村

家の外で曙光をおがむ風習であった︒俳人の一茶は文化二
年という年の元日に︑江戸の佃島︑住吉神社まで旭日の昇
天をおがゑに出向いている︒
としたつ

年立や日の出を前の舟の松
なんともいえぬすがすがしさである︒また︑歌人の西行は︑
よろずよ

光さす三笠の山の朝日こそげに万代のためしないけれ
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始

書院の支度がととのえば︑その中で勉強を始めるのが正
たちばなのあけみ

春にあけて先づ看る書も天地の始の時と読みいづるかな

ふみあめつち

月の二日︑幕末の歌人橘曙覧は

のであった︒書いた文にはうそがあるが︑器物にうそはな

い︑これは確かにそのとおりであるが︑古典の化けの皮を

はがしてやろう︑などという魂胆を抱いて考古学に興味を

考古学者による発掘調査の成果は実にめざましい︒限ら

抱くのは心得違いも甚だしいのである︒

れた文献史料だけではどうしても分からなかった古代の史

第一・ヘージを開いて﹁天地の始の時﹂に想いをやりへその

とうたっている︒古事記開巻の一節を読む歌である古典の

実が︑一つ︑一つ︑解明されている︒これらのことについ

ては︑成果のあがる都度︑新聞やテレヴィに大きく報道さ

感動を歌に詠む︑これまたがすがしい暮らし方といわなく
さて︑この﹁天地の始﹂について︑吉野の重臣北畠親房

てはならない︒

一方である︒私も同じように関心を強く者の一人であるが︑

れるので︑世間の人もゑな知ることができ︑関心は高まる

かれてきたのである︒日食に積重ねる実行実践があればこ

理を説いたもので︑伝統はこういう心掛けの人によって築

るのである︒

役割を果たしつつあることに大いなる驚きをすら感じてい

どころか︑その反対に︑うそでないことを支持し傍証する

ことに︑ここ十年ほどの間︑遺物が古典のうそを証明する

かつば

の事であると喝破している︒これはすこぶる意味の深い真

は名著﹁神皇正統記﹂に︑天地の始めとは︑今日ただいま

て︑皇統の万世一系という︑世界史に類を見ない伝統を継

そ︑古き良きものが伝統として子孫に引渡されるのであっ

赤外線の透視によってありありと写し出された事や︑島根

埼玉県稲荷山古墳から出た鉄製刀剣の銘が厚い銃の奥から

さび

古事記の撰者︑太安万侶の墓と︑墓誌金銅板の発見や︑

万世一系ということについて︑戦後の日本では︑そんな

県の神庭遺跡から四列にびっしり並べられた銅剣三百五十

ぐのも︑失なうのも︑すべて今の問題である︒
事は有りえない︑うそにきまっていると思う人が激増した︒

八振が見付かったことなどは︑私を驚かした尤なるもので

ては︑もしもこれが本の中に書いてあったなら︑いまの歴

いいう

白紙の国民にこのような伝統不信の念を植えつけたのは一

史学者は寄ってたかってうそだと言い張るであろう︒なに

かんぱ

部の心なき学者であり︑政治的な思想運動家であって︑か

していたし︑稲荷山鉄剣に刻まれている八代の系譜に至っ

ある︒古事記などは一時期︑偽書だという説が出されたり

であるとしてしりぞけられ︑考古学が代って脚光を浴び︑

ふり

のような︑古典尊重の立場に立っての歴史研究は非科学的

れらの罪は軽くない︒そして︑この風潮の中で︑いままで

埋蔵遺物の発掘結果に対する期待はいやが上にも高まった
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ぼる大和朝廷の武臣の家系なのである︒また︑神庭遺跡の

しろ︑この系譜は五世紀の後半から三世紀後末期にさかの

の悠久のいにしえから遠い未来へと安らかに続きますよう

慶賀する此のめでたい時にあたって︑万代不易の皇統がそ

の御世が六十年︑今上陛下の御在位が長期にわたった事を

大正十五年十二月二十五日に大統をお継ぎになって昭和

かんぱ

銅剣群は︑神代の巻に糸える八千矛神の信仰を裏付ける意

祈りつつ︑筆を執った次第である︒︵歴史学者︶

やちほこ

る︒これが驚きでなくて何であろう︒

半藤一利

味をもつものと思われ︑今後の精密な研究が期待されてい

二・二六事件と天皇

ある︒襲撃部隊の合言葉は﹁尊王斬好﹂︵後に討好と変わ
らの深雪をつき︑第一・近衛両師団の青年将校と兵一四八

響をまともにうけて︑日本は底なしの大不況に沈んだ︒に

ール街の暴落からはじまった世界的な不景気︑それらの影

昭和に入ってすぐ経済界を襲った金融恐慌︑つづくウォ

る︶だった︒

三人はそれぞれの襲撃目標に殺到した︒重機関鋭︑軽機関

昭和十一年二九三六年︶二月二十六日午前五時︑折か

銃︑小銃︑拳銃︑それに一○万発でこす弾薬をもった完全

年将校たちは憂えた︒その結果︑国を救うためには︑もは

これでは高度の国防国家を建設することはできない︑と青

上層部も事なかれ主義の自己保存にだけ明け暮れている︒

もかかわらず︑財閥と政党は私利私欲にふけり︑重臣も軍

育総監渡辺錠太郎︒首相岡田啓介と誤認されて義弟松尾伝

殺されたものＩ内大臣斎藤実︑大蔵大臣高橋是清︑教

武装の将兵であるｃ

蔵大佐も射殺されたｃほかに警護の巡査五名が即死︒そし

らな憧れをいだいた︒大御心を覆い︑ないがしろにしてい

そしてかれらは︑現人神である天皇陛下の神聖にひたす

や国家改造のほかはないと︑かれらは信じきったのである︒

いわゆる二︒二六事件として知られる〃日本を震憾させ

る君側の好︵重臣︑統制派軍閥︑財閥︑官僚など︶を討伐

負った︒

て侍従長鈴木貫太郎は四発の拳銃弾をうけ︑瀕死の重傷を

た四日間″は︑惨烈をきわめた暁の襲撃で幕をあけたので
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することによって︑国家が直面している貧困・腐敗・堕落

﹁とうとうやったか﹂というお言葉の裏には︑天皇の深い

動だにされなかったといっていい︒

進出とともに︑国内的にさまざまなテロやクーデタ計画が

権干犯問題︑そして翌六年の満洲事変いらい︑勝手な武力

ご苦悩がある︒昭和五年のロンドン条約をめぐっての統帥

などを消滅できる︒この確信がいつか肥大化した固定観念
となり︑かれらを﹁昭和維新﹂の名のもとに︑武器をとっ
だが実は︑陸軍内部の二つの派閥︵皇道派対統制派︶の

べき側近︵侍従長︑内大臣︑元老ら︶があげられていた︒

策されてきたが︑いつのときにも暗殺目標に︑天皇の信ず

て立たしめたのであった︒

権力争いが︑裏で思想的な影響を与え︑その脈起をうなが

﹁自分の不徳のいたすところ﹂には︑やり場のない天皇の

注意しておいたのに︑という痛恨のお気持が察せられる︒

そのようなことがないようにと︑陸軍首脳などにあれほど

していたことに︑かれらはもはや気づこうとはしなかった︒
このために︑かれらが神聖視した天皇は⁝⁝ｃ

宮中に第一報が入ったのは︑まだ床についておられると

もかけぬ人間的な怒りの表白ともゑられる︒最も信頼する

絶望感が窺われよう︒それは現人神としての天皇の︑思い

２

きであったが︑緊急の用務ならここで聞くと天皇は起き上

鈴木侍従長や斎藤内大臣がそろって血の海の中に姥された︑

がり︑静かに侍従からの報告を耳にされた︒そして︑

ということはとりも直さず︑天皇その人への反乱行為にひ

﹁とうとうやったか︒自分の不徳のいたすところだ﹂

とつぶやかれたというが︑侍従はその目に光るものがあ

としいではないか︒〃暴徒〃と︑洲嵯に口にでた意味もそ

侍従武官長本庄繁大将が︑急ぎ宮中に出勤してきたのは

ある︒

午前六時すぎ︑ただちに天皇に拝謁した︒天皇はすでに大

３

人は青年将校たちに敵する側にすでに立っておられたので

はなく︑テロ行為を人間的に激怒された陛下があり︑その

こにある︒少なくとも瞬起部隊が憧れた神としての天皇で

ったことを認めている︒そして︑つづいて天皇はこう聞か
れた︒

﹁暴徒は︑その後どの方面に向かったかわからないか﹂

侍従はハツとした︒〃暴徒″とたしかに天皇はいった︒

すでにして正規の日本軍隊ではないと認めておられるので

圧まで︑事件にたいする考え方や姿勢は︑このときの〃暴

長というほかはない︒二十六日早暁から二十九日午後の鎮

元帥の軍装に身を固めている︒そして天皇は本庄武官長に

ある︒この︑第一報に接したときの天皇のお言葉は意味深

徒″という言葉で見事に貫き通されているからである︒微
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皇の言葉を数多く引用するが︑すべて読桑やすく書き改め

いわれた︒︵以下﹃本庄日記﹄や﹃木戸日記﹄などから天

ことだった︒しかし︑武官長はしぶとく︑その都度︑これ

早く鎮圧するようにと督捉しつづけている︒まさに異例の

である本庄武官長を︑この日は二○

翌二十七日もまた︑一日中︑軍も政府も同様な右顧左晒

で︑天皇はほとんど一睡もされなかった︒

らせられたり﹂という︒二十六日朝から二十七日夜明けま

三○分ごとによんで

ることとする︶

を頬かぶりしてしまう︒﹁午前二時に至り︑なおお召しあ

つまり事件を軍事事項と考えられ︑軍事上の助言老たる

﹁早く事件を終偲せしめ︑禍を転じて福となすように﹂

侍従武官長に︑天皇が〃終蝿〃をまず第一に命令されたの
である︒つまりは︑こんど④事件は︑大元帥が大権をもつ

く︒大元帥として︑なすべき手は全部打ってあるのに︑噸

の状況がつづけられた︒天皇の焦慮はますますつのってい

だが︑本庄武官長は噸起部隊が内閣首班にかついだ皇道

統帥の問題であるのだ︒

派の首領真崎甚三郎大将と同期生で︑満洲事変のときの関

た︑数十分ごとに武官長をよんで︑天皇は︑一刻も早く鎮

起部隊にたいする鎮圧は遅々として進まない︒この日もま

り︑その縁もあってか︑終始皇道派と職起部隊に同情的な

この日の午後四時五十九分︑弘前歩兵第三十一連隊大隊

にて︑私の首を絞めるにもひとしい行為である﹂

﹁私が最も信頼していた老臣をことごとく倒すのは︑真綿

もゆるがなかった︒

武官長はなおも食い下がった︒しかし︑天皇の意思は皇

のがあろうか﹂

の将校などは︑その精神においても︑どうして許すべきも

﹁私の股肱の老臣を殺裁したのであるぞ︒このような狂暴

求めようとした︒だが︑天皇はひるまなかった︒

精神は君国を思う至情によるもの﹂といい︑天皇の翻意を

このなかで︑武官長は必死になって﹁行動はともかく︑

圧せよと督促された︒本庄の拝謁は十三回に及んだという︒

東軍司令官︒それに青年将校の山口一太郎大尉の義父に当

さらに遅れて参内してきた陸軍大臣川島義之大将もまた︑

姿勢をとるのである︒
親皇道派に近く︑天皇がきびしく︑

﹁今回のことは︑精神の如何を問わず不本意である︒速や
かに事件を鎮定するように﹂

と命じられたにかかわらず︑〃大元帥命令″を無視する
かのように︑一時しのぎの対策をねって何とかごまかそう
と︑目を蔽うばかりのモタモタぶりを示すのであった︒

こうした陸相や武官長を筆頭に︑陸軍は右往左往して方
針が定まらず︑むしろ慨起部隊に同調︑ないしは妥協する
方向へ進むかにみえた︒天皇はいらだたれて︑唯一の側近
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とつれだって天皇と会われ︑秩父宮は胴起部隊の行動につ

ている人の上京は︑一時︑政軍中央を驚かせたが︑高松宮

長少佐・秩父宮が上野駅に着いた︒青年将校らが頼みとし

ことだ︒

か同志討ちを避ける方法はないか︒方法は一つ︑反乱軍将

部には皇軍相撃にたいする危倶と苦悩が残っている︒何と

﹁ついては︑勅使を賜り︑死出の光栄を与えてはもらえま

校らが自刃して罪を謝し︑下士官兵らは原隊に復帰させる

んで夕食をともにしたという︒これで宮の上京騒ぎも何事

いか﹂

いて心から詫びられた︒天皇は非常に喜こばれ︑皇后をよ
もなく終わった︒

と陸軍首脳に頼まれ︑恐る恐る本庄武官長はこのことを

奏上した︒これを聞くや否や︑天皇はかつてない怒りをお

気力の充実しきった天皇は︑再び本庄武宮長をよぶと厳
しくいわれた︒

顔にだされていった︒

﹃本庄日記﹂に﹁未ダ嘗テ拝七ザル御気色﹂﹁厳責﹂など︑

勅使などもってのほかのことである﹂と︒

﹁自殺するならば勝手にさせるがよい︒かくのごとき者に

﹁私が自ら近衛師団を率い︑これが鎮圧に当たらん﹂

烈々たる天皇統帥の気迫に︑武官長は︑
﹁どうぞご心配なきように﹂

とただ繰返すばかりとなった︒

こうした天皇の強いご意思の前に︑日付が二十八日と変

兵隊たちが可哀そうだ︑との気持に衝き上げられ︑反乱軍

反乱は翌二十九日の午後にはあっという間に終焔する︒

本庄は最大級の辞句で天皇のご激怒を記している︒

った真夜中には︑情勢は﹁奉勅命令によって反乱部隊を撃

将校たちは次々の帰順を表明したのである︒そして天皇は︑

４

つ﹂という方向へ完全に逆転していくのである︒日和見派

無血鎮圧の報に︑喜色を浮かべさせていわれた︒

午前三時︑作戦課長の石原莞爾大佐が立上って叫んだ︒

も中立派も︑いまや討伐論へとなだれを打ちはじめる︒

ったら困ると考えていた︒しかし︑比較的早く事件が片づ

﹁事件の経済界に与える影響︑特に︑海外為替が停止にな

事件は︑こうして本庄侍従武官長に代表されるような︑

５

き︑さしたる影響もなかった︒本当はよかった﹂と︒

﹁午前六時攻撃だ︒命令受領者集まれ︒勝ても官軍︑負け
れば賊軍︒終わり﹂

陸軍の方針はここに決定した︒噸起部隊はこのときから
反乱軍となる︒午前十時には参謀次長杉山元中将が参内︑

陸軍のさまざまな妨害にもかかわらず︑結局は天皇すなわ

はじめ

天皇に奏上して強行路線は正式に確定した︒だが︑陸軍内

（17）

る︑いわゆる立憲君主制を信奉し︑それを守りつづけてき

ち大元帥の堅いご決意が大勢を決したのである︒憲法を守

﹁いや︑十五個欲しい﹂侍従武官は︑変な数だなと思った

﹁かしこまりました︒一つでよろしゅうございますか﹂・

︵文芸春秋細集長︶

のちに参謀次長となった中島鉄蔵中将の直話であるという︒

真偽はさだかではない︒しかし︑事件当時の侍従武官︑

が十五人で健なかったかｌと︒

・二六事件で死刑になった将校︵十一年七月十二日執行︶

その侍従武官は︿シと思い当たることがあったという︒二

掛けつらねられた︒ほのかに灯る灯影を見つめているとき︑

その夜︑宮殿のあまり人目の立たぬ軒下に十五の提灯が

が︑さっそく調達してきた︒

ての決断であったといえよう︒

た天皇にとって︑それは〃非常のとき〃ゆえの大元帥とし
そしてそこには︑終戦の﹃ご聖断﹂の一異返しにした原型

がある︑と考えられる︒終戦のときは︑大元帥としてのそ

○

れではなく︑まさに天皇としての決断であったのであるが
翌十二年の夏︑天皇は侍従武官をよぶと妙な頼桑ごとを
﹁盆提灯がほしいのだが．：⁝﹂

加瀬俊一

と種をあるが︑最も安定度の高いのは自由主義に立脚する

わが皇室は神武建国以来︑連綿として続き︑時に盛衰は

るがよく考えれば当然でもある︒
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されたという︒

万古天皇を仰

ところが︑両次の大戦の結果︑多くの王室が消滅した︒

たと述懐している︒

君主制であった︒歴史眼の鋭いウィンストン・チャーチル

あっても超俗の権威として歴史に厳存している︒すなわち︑

のに︑皇室は依然健在である︒外国人はこれを奇蹟と評す

昔から敗戦は君主制の墓標である︑だが︑日本は大敗した

も第一次大戦後に帝政ドイツを共和国にしたのは誤りだっ

政治の形態には︑自由主義︑全体主義︑君主制︑共和制

同体の精神的基盤である︒

格の中心は天皇であって︑天皇こそは︑日本という民族共

人間に人格があるように︑国家には国格がある︒わが国

ぐ

絶対不動の永続的権威として存在するのであって︑全国民

によることを明かにされた︒あの延べ百六十五日に及ぶ全

との第一に終戦後の地方巡幸をあげ︑これが陛下の御発案

たのではないか︒

このふたつが陛下と国民の愛の緋をこのうえなく強固にし

う陛下の御気持がにじゑ出ているｃ↓︑元帥訪問と地方巡幸︑

の御製には︑国民と蛾雌を分ち祖国再建を激励したいとい

思う心に出で立ちて来ぬ

戦いの禍い受けし国民を

国行脚に際してよまれた︒

がこれを自覚している︒従って︑皇室は日本国民の団結と
継続を保証する︒これが外国王室と異なる点であり︑実に
天皇制こそはⅡ本か日本である真の理山である︒

今上陛下は御在位六十年に近いが︑五年の摂時時代を加
算すれば近代では英国のヴィクトリア女王と六十四年と比
肩する長い御治世である︒その間︑無私無欲︑ひたすら国
民の幸福を念願されて今日に至っている︒敗戦にもかかわ
らず皇室が微動だにせずのは︑そのためである︒ポツダム

に向う世界的傾向がある︒日本にしても解体現象は顕著で

現代は︑いわば︑解体時代であって伝統的価値観が崩壊

陛下は︑

見受ける︒天皇御在位六十年奉祝行事は万古天皇を仰ぐ︑

ある︒天皇制に対する認識も戦後世代は充分でないように

宣言受諾の決断を下された日︑

いて

身はいかになるとも戦さとぞめけりただ倒れゆく民を思
の一首をよまれたが全国民はいまも御聖断に深く感謝して

と思う︒

世界無比の国体について活発な啓蒙運動を展開する好機だ

︵元国連大使︶

いる︒

ミズリ部艦上の降伏文書調印のわずか二十日後︑陛下は
マッカーサー元帥を往訪され︑戦時中日本が国家として行
ったことに対する全責任を負う︑と述べたので︑元帥が百
雷に打たれたような衝撃を受け︑深く感動したことはよく
知られている︒この会談が占領の性格を大きく決定し︑ひ
いては日本再建の伏線になったのである︒元師が借し翠な
く讃えるように︑このような君主は歴史にかつてなかった︒

去る四月︑陛下は記者会見において︑最も印象に残るこ
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天皇陛下と詔勅
八平和へのご熱望で貫かれた六十五年Ｖ

のお言葉を意味するもので︑﹁勅語﹂﹁詔書﹂または﹁詔勅﹂

ものと思う︒詔または勅は﹁みことのり﹂と呼ばれ︑天皇

次の三つに分類される︒

などと書かれる︒現在の陛下が関係された詔勅は︑大きく

１摂政時代の詔勅︵大正十年ｌ大正十五年︶

のことであった︒それから満五年を経た大正十五年十二月
号を昭和と改められた︒それから不況と政変と戦争の絶間

の開会直前まで︑詔書または勅語と呼ばれた︒

昭和二十七年十月二十四日に開かれた第十五回特別国会

２昭和前期の詔勅︵昭和元年ｌ昭和二十七年︶

二次世界大戦に突入︑莫大な富と多くの人命を失って昭和

今日に至っている︒

前記の国会開会の際に詔書は﹁お言葉﹂と言い改められ︑

３昭和後期の﹁お言葉﹂︵昭和二十七年以降現在まで︶

日より施行となり︑天皇が﹁万機の総摺者﹂から﹁国家統

この三つの時期にわたって︑天皇が︑直接国民に向って

発せられた重要な詔勅は︑次の通りである︒

﹁国民精神作興二関スル詔書﹂︵大正哩・ｎ．叩︶

１摂政時代の詔勅

○米国及び英国に対する宣戦の詔書︵昭和肥・哩・８︶

２昭和前期の詔勅

○太平洋戦争終結に関する詔書

あると思う︶

六十五年にわたる︒︵天皇に践詐されてからは六十年であ

今上天皇が摂政に就任された時代を入れるとご在位正に

その間にわが国も世界も大きく様変りしてしまった︒

合の象徴﹂となられた︒敗戦の年から今日まで正に四十年︑

代って﹁日本国憲法﹂が公布され︑翌昭和二十二年五月三

そして昭和二十一年十一月三日︑﹁大日本帝国憲法﹂に

二十年八月十五日︑わが国は歴史未曾有の敗戦を迎えた︒

のない時代が続いて︑やがて地球的規模の大戦争である第

二十五日大正天皇が崩御されて︑今上天皇が践詐され︑年

皇太子裕仁親王殿下が︑大正天皇の御不例により︑摂政

清

に就任されたのは︑大正十年︵一九二一︶十二月二十五日

山

るが︑摂政時代もご在位された期間に算入して然るべきで
この間にお出しになった詔勅は数限りなく多くに達する
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片

︵昭和加・８．皿︑俗に﹁終戦の勅﹂という︶

○新年初頭の詔書

軌近学術益営開ケ人智日二進ム然しトモ浮華放縦ノ習漸ク

︿前緒ヲ失墜セムコトヲ恐ル況ャ今次ノ災禍甚タ大ニシテ

前シ軽桃誰激ノ風モ亦生ス今二及ヒテ時弊ヲ革メスムハ或

訓二格遵シテ其ノ実効ヲ挙クルー在ルノミ宜ク教育ノ淵源

文化ノ紹復国力ノ振興︿皆国民ノ精神二待ツヲャ是レ実二

︵昭和型︒１．１︑俗に﹁天皇の人間宣言﹂といわ

いろいろの催しや機会においでになることが多くなった

ヲ崇ヒテ智徳ノ並進ヲ努メ綱紀ヲ粛正シ風俗ヲ匡励シ浮華

れている︶

ので︑以前よりも数多く国民に直接に接触されて︑お話し

放縦ヲ斥ケテ質実剛健二趨キ軽挑誰激ヲ矯メテ解厚中正二

上下協裁振作更張ノ時ナリ振作更張ノ道︿他ナシ先帝ノ聖

になった﹁お言葉﹂が数え切れないものがあるが︑ここで

帰シ人倫ヲ明ニシテ親和ヲ致シ公徳ヲ守リテ秩序ヲ保チ責

３昭和後期の﹁お言葉﹂

は︑昭和五十年の天皇ご在位五十年に際して︑お述べにな

之ヲ勉メョ

々国本ヲ固クシ以テ大業ヲ恢弘セムコトヲ糞フ爾臣民其し

ノ安栄社会ノ福祉トヲ図ルヘシ朕︿臣民ノ協翼二頓リテ弥

害二偏セスシテカヲ公益世務二幅シ以テ国家ノ興隆ト民族

クシ入リテハ恭倹勤敏業二服シ産ヲ治メ出テテハ一己ノ利

任ヲ重シ節制ヲ尚上忠孝義勇ノ美ヲ場ヶ博愛共存ノ誼ヲ篤

以下︑上述の詔勅をあげて︑陛下のご辰襟をお伺いし・て

った﹁お言葉﹂をあげることとする︒

みよゑソ︒

国民精神作興一一関スル詔書︵大正廻︒︑．︑︶

この詔書は︑大正十二年九月一日︑東京を中心とする関

朕惟フニ国家興隆ノ本︿国民精神ノ剛健ニ在り之ヲ酒養シ
之ヲ振作シテ以テ国本ヲ固クセサルヘカラス是ヲ以テ先帝

の復興はおろか︑日本の前途にも不安を感じ初めた同年十

一月十日に︑大正天皇に代って摂政の宮が全国民に向って︑

東一円に大地震がおこり︑全滅に近い災害となって︑東京

今後の奮励努力を要望されて出されたものである︒この頃

意ヲ教育二留メサセラレ国体二基キ淵源ニ遡り皇祖皇宗ノ
実勤倹ヲ勧メ信義ノ訓ヲ申ネテ荒怠ノ誠ヲ垂レタマヘリ是

は大正の成金時代の末期に当り︑生活も華美になりはじめ

遺訓ヲ掲ケテ其ノ大綱ヲ昭示シタマヒ後又臣民二詔シテ忠
レ皆道徳ヲ尊重シテ国民精神ヲ酒養振作スル所以ノ洪談二

ようとする頃であった︒勅語中に﹁娩近学術益々開ヶ︑人

智日二進ム︒然しトモ浮華放縦ノ習漸ク前シ︑軽挑誰激ノ

なりきん

ヲ致セリ朕即位以来夙夜就航トシテ常二紹述ヲ思ヒシニ俄

非サルナシ爾来趨向一定シテ効果大二著し以テ国家ノ興隆
二災変二遭ヒテ憂棟交盈至しり
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緒ヲ失墜
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﹂ととまま
一で警めている︒そして国民

風モ亦生ズ﹂とし﹁今二及ヒテ時弊ヲ革メスムバ︑或︿前

文の中に読象とることができよう︒

ている︒陛下は衷心から平和を望まれていたかを︑この詔

﹁国家興隆ノ本︿国民精神ノ剛健ニ在り︒之ヲ酒養シ之

精神の強化振作を要請して臼く︑

これは昭和二十年八月十四日︑わが国が︑ポツダム宣言

ル罰︑圭冒﹂︶

終戦ノ詔書︵昭和加・８．皿﹁太平洋戦争終結二関ス

としている︒この詔語に基づいて︑内閣総理大臣の監督下

を受け入れ︑太平洋戦争を終結せしめることを宣言した詔

ヲ振作シテ︑以テ国本ヲ固クセサルヘカラス﹂

に﹁文政審議会﹂が設置され︑教育改革を計ることになっ

である︒この中でも︑平和実現への熱意を︑以下のように

出テ︑他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕力

所以モ︑亦実二帝国ノ自存と東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ

朕ノ挙々措カサル所︑曇︵先︶二米英二国二宣戦セル

ルハ︑皇祖皇宗ノ遺範ニシテ

抑々︑帝国臣民ノ康寧ヲ図リ︑万邦共栄ノ楽ヲ借ニス

仰せられている︒

たのであった︒

米英両国一一対スル宣戦ノ詔︵昭和肥・哩・８︶

この詔書は︑わが国が第二次世界大戦に参戦することを

ス︾○

宣した詔で︑昭和十六年十二月八日に発せられたものであ
この詔書の最初に︑﹁朕妓二米国及英国二対シテ戦ヲ宣

とし︑宣戦の詔で仰せられた﹁量︑朕力志ナラムャ﹂と相

士心ニアラスＯ

抑々︑東亜ノ安定ヲ確保シ︑以テ世界ノ平和二寄与ス

ス﹂と述べられているが︑その第二節には
ルハ︑王顕ナル皇祖考︑丞承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニ

の戦争を止めないとすれば︑﹁終二我力民族ノ滅亡ヲ招来

応じた平和への志を被歴されたお言葉である︒それでもこ

要義ト為ス所ナリ︒今ャ不幸ニシテ米英両国トキン︵戦

シ︑万邦共栄ノ楽ヲ借ニスルハ︑之亦帝国力常二国交ノ

り﹁まことに畏れ多い極桑︲一である︒

テ万世ノ為二大平ヲ開﹂こうとされたのであった︒文字通

憂えられて︑遂に﹁堪へ難キヲ堪へ︑忍上難キヲ忍ビ︑以

スルノミナラス︑延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ﹂とまで

ひ

シテ︑朕力挙々措力サル所︑而シテ列国トノ交誼ヲ篇ク

朕力志ナラムヤ︒

争︶端ヲ開クニ至ル︒淘二巳ムヲ得サルモノァリ︒堂︑

と述べられ︑平和への志の︑いかにお強かつたかを示され
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天皇ノ人間宣言ノ詔書︵昭和型．１．１︶︲
この詔書は一般に︑天皇は現御神︵あきつか拳︶でなく

︽︵昭和二十一年元旦の日本再建の詔︶
人間であることを宣言したものに過ぎないと受け取られて
いるが︑決してそれだけでなく︑新しい日本国再建の道は
最初に︑明治天皇の発せられた五箇条ノ御誓文をあげ︑

平和に徹することにあることを全国民に諭された詔である︒

いお論しであると信ずる︒

天皇陛下御在位五十年式典に当りて

天皇陛下のお言葉︵昭和印・狸・お︶

このお言葉は︑終戦後三十年を経た昭和五十年十二月二

べられたお言葉である︒

十五日の天皇陛下ご在位五十年の記念式典に当り︑申し述

で貫かれてきた陛下は︑今次大戦の終結に当り︑さらに平

上述のように︑ご即位以降︑終始︑平和実現へのご熱誠

須ラク此ノ御趣旨二則り︑旧来ノ晒習ヲ去り︑民意ヲ

三十年の歳月を経て︑世界各国から再建不可能とまで考え

和主義への徹底をお望みになったのであるが︑あの時から

﹁又何ヲ力加ヘン﹂と申された後︑

暢達シ︑官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ︑教養豊カニ文化ヲ

．大小都市ノ蒙リタル戦禍︑確災者ノ銀苦︑産業ノ停頓︑

国民の決意に絶大な期待と信頼を寄せらている︒

とを賢察されると共に︑この難局を切り開こうとする日本

と仰せられた︒しかし︑その前途は決して容易ではないこ

文をかかげる︒

催感激するの糸である︒左に︑その時の﹁おことば﹂の全

如何ばかりのものであるかをご拝察申し上げ︑ただただ恐

位を占めるに至った﹂のである︒陛下のご内心のお喜びが

のお望みになった﹁平和国家として国際社会に名誉ある地

や西欧諸国に比肩し得る地位にまで発展すると共に︑陛下

られた日本は見事復活して︑経済的にも文化的にも︑米国

築キ︑以テ民生ノ向上ヲ図リ︑新日本ヲ建設スヘシ︵傍

食糧ノ不足︑失業者増加ノ趨勢等︿︑真二心ヲ痛マシム

線ｌ筆者︶

ルモノアリ︒然リト雌モ︑我国民ガ現在ノ試煉二直面シ︑

今日この記念式典に臨み︑各界を代表する諸君と親

しく一堂に会することば︑私の喜びとするところであ

今ここに過去五十年の歳月を顧るとき︑多くの喜び

り／ま寺ノ︒
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の上を思い︑今に至っても︑なお戦争の傷跡が残るの

きの戦争により犠牲となった数多くの人人とその家族

ていることに深い感激を覚えます︒しかしながら︑さ

して国民が幾多の苦難と試練を乗り越えて今日に至っ

と悲しみとが思い出されるのでありますが︑何にもま

いと思う︒くり返して︑そのお言葉を引用して︑この文を

を︑われわれ国民が深く心に刻んで歩んで行かねばならな

今後の日本国民の進むべき方向をお示しになっていること

ができて︑涙の出てくることを禁じ得ない︒そして後文で

中にくり拡げられた喜びや悲しゑや苦しゑを感じ取ること

この﹁お言葉﹂の一語一句の中に︑過去五十年の歴史の

は︑目前の繁栄に心を奪われてはならないと思います︒

しかし広く内外の諸情勢を洞察するとき︑われわれ

結びたい︒

を見るとき︑私は哀痛の念にたえないのであります︒

終戦以来ここに三十年︑国民が廃虚の中から立ち上
がり︑たゆまぬ努力を重ねて︑わが国が経済的にも大
きく発展し︑また平和国家として国際社会に名誉ある
のがあります︒
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地位を占めるに至ったことは︑まことに感銘の深いも
しかし広く内外の諸情勢を洞察するとき︑われわれ
は目前の繁栄に心を奪われてはならないと思います︒

せねばならないのでありますが︑外に対しては広く協

世界は刻々に変化し︑わが国も今後多くの問題に対処

ては既往の推移を深く省桑︑全国民が英知と勇気を傾

調共栄を図り︑もっと世界の平和に寄与し︑内にあっ

豊かな未来をひらくことができると信じます︒

け︑相協力し相たすけて事に当るならば︑必ずやより
ここに在位五十年に際して︑国民諸君と共に国運の
発展と人類の福祉を祈り︑明るくいきいきとした国造
りを末永く見守りたいと思います︒

伽

今上天皇の御歌

１１

古川哲史

した上海事変に軍司令官として出征した︒任に赴く際︑陛

すなわち︑白川義則大将は︑昭和七年一月二十八日勃発

﹁白川大将への追悼歌﹂に詳しく説明せられている︒

歌の発表の歴史的事情については︑故下村海南が書いた︑

︐１︲︲︲︲︲︲︐．Ｉ副１

今上天皇の御歌は︑昭和二十年の敗戦を境としていささ
第一に︑昭和二十年までは歌会始のご一首が公表されて

下に拝謁し︑﹁決して長追いをせず︑早く事態を収めよ﹂

か変わったように見える︒

いるの象であるが︑それが昭和二十年以降はかなりな数の

という仰せを受けた︒白川大将はその仰せを忠実に守って︑

中国軍を上海から撃退しただけで南京まで行かず︑途中で

御歌が公表されるようになった︒ただ例外は︑昭和八年︑

天地の神にぞいのる朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を

歌会始に

険悪になっていた国際連盟の空気はやわらいだが︑陸軍の

軍を停めてしまった︒この停戦命令のニュースが届くと︑

をとめらの雛まつる日に戦をぱとどめしいさを思ひ出で

という一首が公表されたほか︑

諸方面からは勿論︑直属の部下の幕僚からも非難を浴びた︒

しかも︑停戦直後の昭和七年四月二十九日︑上海におい

にけり

という一首が﹁昭和八年三月三日︑鈴木侍従長をして白川

一鮮人が投げた爆弾によって野村吉三郎海軍大将が墜眼を︑

重光全権公使が墜脚を︑植田謙吉金沢師団長が足の甲の半

て陸海軍および居留民合同の天長節賀会が催された席上︑

ばを失なうとともに︑白川司令官は重傷を負い︑それが原

﹃歌人・今上天皇﹄痢唾中の﹁今上天皇の御歌﹂に出て
いる︒そのように︑この年に限って二首の御歌が公表され

大将の遺族におくらせたまへるゑ歌﹂として夜久正雄編著

ているわけであるが︑夜久氏の解説によれば︑﹁十年間は

因となって死亡するハメになった︒

川大将追悼歌をよまれ︑それを入江歌所長にしたためさせ︑

翌八年三月三日︑上海事変の収まった日︑陛下は右の白

もちろん︑それ以上もこの御歌は極秘にされたものらし
い﹂という︒昭和八年から十年というと︑昭和十八年にな
るが︑戦時中にこの御歌が公表された形跡はない︒この御
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十九年には十一首︑五十年には七首︑五十一年には九首︑

六年には七首︑四十七年には六首︑四十八年には八首︑四

五十二年には七首︑五十三年には七首︑五十四年には八首︑

鈴木侍従長を使として遺族へおくられた︒ところが︑侍従

五十五年には九首︑五十六年には九首︑五十七年には十首︑

武官長の本庄大将から︑鈴木侍従長に対してこのことが知
年間は極秘に付してほしいという注文が出た︒

れると満洲や内地の陸軍部内に不満の声が起こるから︑十

ると三十六年の三十九首︑三十三年の三十六首をピークと

五十八年には十首︑五十九年には八首を数える︒これによ

して︑二十年代から三十年代にかけて最も多くの御歌が公

そのため︑十年以上も公表されないままで過ぎ︑戦後よ

表されている︒

うやく陽の目を見たものらしい︒それで︑昭和八年の段階
では︑公表された陛下の御歌は歌会始の一首だけであった

うことであった︒が︑今の段階では夜久氏の﹁今上天皇の

その言によると他にも公表されない御歌が相当数あるとい

は︑戦後久しく天皇・皇后の御歌を見た歌人であったが︑

わしくはわからないが︑わたしの歌の師匠であった木俣修

陛下の御歌は以上が全部で︑このほかにはないのか︒く

わけで︑昭和二十年以前は一首だけという慣例は破られて
いなかったのである︒

そのように戦前・戦中の御歌の公表は自由でなかったが︑

昭和二十年以降はそれが自由になったのは︑敗戦がもたら
した変化の一つであったといえよう︒
実際︑さきの﹁今上天皇の御歌︲﹂によると︑昭和二十年

十四首︑二十六年には十五首︑二十七年には二十首︑二十

身はいかになるともいぐさとどめけりただたふれゆく民

かならむとも

爆撃にたふれゆく民の上をおもひいぐさとめけり身はい

○首の内の二十八首が戦前・戦中時の作であるが︑

八年には二十六首︑二十九年には二十四首︑三十年には十

をおもひて

御歌﹂計五九○首によってうかがい奉るほかはない︒五九

九首︑三十一年には十五首︑三十二年には二十一首︑三十

国がらをただ守らんといばら道すすみゆくともいぐさと

には十三首︑二十一年には一首︑二十二年には二十一首︑

三年には三十六首︑三十四年には十五首︑三十五年には十

二十三年には十三首︑二十四年には十五首︑二十五年には

九首︑三十六年には三十九首︑三十七年には二十五首︑三

めけり

首︑四十一年には十三首︑四十二年には十二首︑四十三年

なり

とっくにをじま
外国と離れ小島にのこる民のうへやすかれとただいのる

十八年には十四首︑三十九年には十三首︑四十年には十七
には八首︑四十四年には十首︑四十五年には十四首︑四十
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の四首は﹁終戦時の御製﹂として︑木下道雄著﹃宮中見聞
録﹄に初出のものである︒終戦後の作として
とくが

海の外の陸に小島にのこる民のうへ安かれとただいるな
り

という一首があり︑これは﹁折にふれて﹂と題されている︒
﹁終戦時の御製﹂の第四首目と同工異曲であるが︑陛下の

ご珍念が海外や離島に残された軍人や衆庶の上にそそがれ
ていたことがわかる︒そして終戦にふみきられた原動力が
いう捨身飼虎の御覚悟にあったことが知られて感銘が深い︒

陛下の﹁身はいかならむとも﹂﹁身をいかになるとも﹂と
それにしても︑かほどまでに痛切な御覚悟が平明淡白なこ
とばによって表現せられていて︑少しの力象も感じられな
いところは驚嘆にあたいする︒昭和二十年以前の御歌には︑

明治天皇以来の御歌所風が残っているが︑平和回復以降の
ささえ感じられる︒さいごに︑わたしの愛唱する御歌を二

御歌にはその風はほとんどなく︑性々にして万葉風の爽快

すまひ

ひさしくも見ざりし相撲ひとびとと手をたたきつつ見る

つあげる︒

がたのしさ

打ちならす太鼓を胸にをのこらは鹿のふりしてをどりけ
るかな︵花巻の宿にて︶

万歳三唱

万歳三唱は︑一東大教授の発案のもとに作られ明

治二十二年二月十一日の大日本帝国憲法発布の当日︑

観兵式行幸を二重橋外に奉迎した帝国大学教授おょ

び学生一同が︑﹁天皇陛下万歳︑万歳︑万食歳﹂と連

万歳は︑陽成天皇の元慶六年の正月一日に天皇が

呼したのが︑最初に唱和されたものとされる︒

官倶立振レ旅称二万歳一其撃謁々﹂とあるが︑これは

大極殿に御して災正を受けた朝到の儀の記録に﹁武

此の俵が一条天皇の正歴以後に廃絶されたため︑途

絶えている︒また︑日本書記の雄略天皇の条に﹁天

承ずからが万歳を称えている︒この二つは性質の異

皇乃興二皇后一上し車帰︑呼二万歳一日﹂とあり︑天皇

なったのは︑この辺りではないか︒なお古くはバン

なる万歳であるが︑明治時代一東大教授のヒントに
セイと発音した︒
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天皇陛下の御人柄︵御遺稿︶

野口明

実質は四十八年となる︒我国歴代の天皇中最も長く御在位

度同じ四十四年になり︑更に摂政時代の四年を加算すると

改正されて︑天皇の権限は大変化を見たが︑通算すると丁

御在位年数も明治天皇は四十四年間︑陛下は終戦後憲法が

ていた明治天皇よりもすでに六歳も御長命になっている︒

四十三年︶六十六歳におなりになる︒我々が老大帝と称し

国の危険を防ぐ点で︑長い眼を以てすれば賢明なことであ

とは別に形式だけになって来ていた︒此の事実は独裁君主

慣行が確立されて来ていた︒即ち天皇の権限行使は︑法理

して︑天皇個人の意思に依らずして︑輔弼の臣に任かせる

自由な範囲はあった︒然し大正以後は︑元老等の深慮から

憲法に於ては︑主権にも制限が附せられていたが︑然かも

後の︑即ち唯一回の実質的御裁断であったと拝察する︒旧

恐らく旧憲法下に於ける︑陛下としては最初にして且つ最

なことは別として︑大筋は一般に知られているであろう︒

の天皇の御一人と申上ぐべきである︒然かもその間に満州

ったと思う︒然るに終戦の瀬戸際に於て︑時の鈴木首相の

陛下は明治三十四年にお生まれになったから今年︵昭和

事変あり︑第二次世界大戦あり︑日本は有史以来始めての

快意により︑陛下の御裁断が実現したのである︒陛下も第

一生唯一回の機会を︑全力を絞って御裁断に相成ったので

かく考えてみると︑実に我国の歴史に於ける最も波潤に富

ある︒かくして我国は戦争に敗れ︑明治以来獲得した領土

敗戦を喫し︑憲法改正によって国体の変化まで行われた︒

によって批判される御立場にある︒まことに恐多いことと

つある︒私は陛下が今日の繁栄を予見されて御裁断になっ

を失ったが︑亡国を免かれ︑以前にも増した繁栄を迎えつ

む時代であり︑その時代の責任者として後世内外の歴史家
思うが︑それは致方のないことであり︑寧ろ十分に論議さ

て︑陛下の御裁断に意外に早く花が咲いたことを喜ぶ︒日

たとは思わないが︑種灸の国際事情や︑国民の努力によっ

れる方が︑日本のためにも︑陛下御自身のためにもよいこ
とのように私は思う︒

終戦の時における陛下の御裁断の経緯については︑詳細
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私は以上のような考えで来たが︑今日では多少の反省が

局同じわけである︒

る陛下の御果断は︑日本の歴史に残り︑昭和天皇の真価が

の書物が二︑三出て︑私はそれを読んで︑知の知らないこ

ないわけでもない︒それは最近陛下の事情を書いた側近者

本も将来はどんな困難に遭遇するか判らぬが︑終戦に於け
永く伝えられるであろう︒我が此の一事を特筆することは︑

皇室に関しては︑一つの別世界として︑いろいろの淵摩臆

とに関しては︑自ら進んで話すことを時路して来た︒尤も

然し︑私は今迄皇室の内部のこと︑特に両陛下の御徳のこ

従って皇室内部のことは比較的知っているつもりである︒

その後も五年近く宗秩寮で皇族に関する事務に関係した︒

宮侍従︑次いで侍従を長く勤めて経歴から︑御一生を通じ

天皇の御学友︑今の陛下の御幼少の時御教育に携わり︑東

下氏のでは戦前の御状況が判る︒甘露寺氏のは︑氏が大正

る︒何れも特色があって︑入江氏のでは戦後の御状況︑木

道雄氏の﹁宮中見聞録﹂︵昭和四十三年一月発行︶等であ

受長氏の﹁天皇さま﹂︵昭和四十一年発行︶︑元侍従の木下

︵昭和三十七年発行︶︑元侍従で現に明治神宮々司甘露寺

る︒﹁弘道﹂の短歌の選者入江相政氏の﹁天皇さまの還暦﹂

と︑気が附かなかったことを知って嬉しく思ったからであ

実は此の一事の中に︑私の見る陛下の御人柄の︽すべてが篭
っていると思うからである︒

測が行われているのを嘆じたこともないではない︒然し側

私は昭和二年から十年近く︑侍従として側近に奉仕し︑

近奉仕者があまり賞め過ぎるのは却って弁謹弁解めいて逆

ての豊富な思出を吐露した内容豊富なものである︒ただ部

が︑事︑陛下に関するものとしては永く生命のある好著で

厚なだけに幾分高価で︑広く読まれそうもない憾みがある

ある︒又外国でも︑日本の研究と共に︑陛下に関する研究

を蓋うて真価が判るものではなかろうか︒宣伝や弁護は︑

若し事実と違ったならばいつかは力を失うものである︒事

効果となることを畏れた︒陛下に限らずすべての人間は棺

実そのものの承が本当の力であり︑それが自然に惨承出る

ド・モズレイ氏の﹁天皇・ヒロヒト﹂と題する立派な本が︑

が出て来た︒英国の著名なジャーナリストであるレオナル

一九六五年︑米国で発行されて︑翌年の六月までの間に三

ことが一番奥床しい︑というのが私の考えであった︒嘗て
たことがある︒然しそんな流言は︑数年して霧散してしま

此の本はご幼少からの一代記で︑然し重点は御即位後の軍

版を重ねているからその後はもっと重ねているであろう︒

照宮様が御幼少の頃︑︑宮様は唖だという流言が随分拡がっ

った︒之に類したことは外にもあったが︑皆事実には敵わ

部との関係︑終戦の御裁断の事情を詳説している︒単なる

ない︒御徳についても同様であって︑陛下の真価が︑国家
の危機の終戦に際して︑一時に国民に知れ渡ったのも︑結
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馬場馬術︑野外騎乗︑障害等をなさった︒私共は御相手に

で居られ︑水府流の立泳ぎと浮身が御上手であった︒馬は

出るのであるが︑私は水泳は自己流で下手︑馬は未熟で冷

論背の立たない深いところで︑三十分間位は休まずに泳い

たことは幸運であった﹂というような語を引用している︒

汗を流したことが屡々あった︒随分激しい御練習であった

る︒序文の中で﹁日本の国民は終戦の時に此の天皇を持っ
私は日本訳を読んだが︑記事の正確さと︑洞察の適確さは

が︑御用掛で後に主馬頭になった西園寸八郎氏の如き豪傑

興味本位の所謂東洋物ではなく︑立派な学術的研究書であ

して︑段々と正確な陛下に関する書物が現れて来たことは

外国人の書いたものとは思えない位であった︒以上の如く

がいて︑それを強行申上げた︒陛下は一度御落馬の御経験

私は未だ前記のような理由で発言を差控えたくもなる︒勿

があって︑皇后様や女官も一緒になさった︒ゴルフ程人の

ゴルフは吹上御苑にも那須の御用邸にも九ホールの﹃−−ス

があったそうだが︑私の出た頃はその御心配はなかった︒

嬉しいことだ︒

論私にも陛下に対するイメージはある︒然しすべては事実

で︑よく御性格が現れていると拝した︒トランプのブリッ

性格が出るものはないといわれるが︑陛下は正確なゴルフ

さて然らば私自身は陛下をどう拝見するかといわれると︑

が大切で︑前記の書物を読んでも︑事実の記述のところが

ジも時をなさった︒四人でするゲームで︑相対する二人が

一番感銘を覚えた︒若し私が経験した事実を一記すとすれば︑

一冊の本か︑少く共一冊のパンフレット位になり︑到底本

皇后様との御情愛の深いことは申す迄もない︒戦前内憂

組んでするのであるが︑陛下は常に正攻法で︑味方が少し

外患の頻発した御心痛の時代を︑兎も角御乗切りになった

誌の数頁では不足である︒そこで止むなくなるべく端的に

然科学の学徒であり︑御性格としては穏健で︑謙遜で︑温

蔭には︑皇后様の御力が多分にあると思うｃ満洲事変が陛

よく人の性格がでるものである︒

情で︑努力家で︑御一記憶力の優れた方とでも申上げたら大

下の御意に反して勃発して御安眠ができないとて皇后様の

奇手を弄すると不審な様子をなさった︒こういう勝負事は

体当るであろうｃ私が侍従を拝命した時は御年二十五で︑

御心配を伺った先輩の侍従達がいろいろ対策を相談してい

申上げることとする︒陛下こそよき夫であり︑よき親であ

天皇にお成りになったとはいえ未だ御修学が続いていたｃ

るのを︑私は見た思出がある︒私は陛下の御一生を考える

り︑責任感の強い勤勉な公人であり︑近代的教養に富む自

つあったｃ御連動も御盛んで︑隔日に午後は御乗馬とゴル

時︑皇后様の内助の功の偉大なことを思い︑まことによき

三上参次博士の日本史や清水澄博士の御進講が毎週一回づ
フ︑夏は葉山では水泳をされたｃ水泳は特に御上手で︑勿
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御配偶だと信ずる︒御子様方は︑東宮殿下は早く内親王様

全く一視同仁︑何の差別もなさらなかった︒行幸の御供の

陛下は︑特別にその人でなければ判らぬことは別として︑

直もあり非番もあったから︑組合せは区々であった︒然し

顔触なども下で定めたことを御変更になったことは一度も

になった︒陛下御自身も︑生後わずか二ヶ月で川村純義海
軍大将の家庭に御預けられになった︒こういうことは︑不

なかった︒御幼少の時から︑王者の徳を御心掛けになり︑

方は御学齢の頃御膝下を離れて︑臣下の手で教育を御受け

自然のようであるが︑昔からのの長い為来たりにはそれだ

ゑになっていた︒そういう空気であったから野人で新参の

人に好憎なく︑下の諌言を容れるに寛の修養を十分に御積

私なども︑まことに気持よく︑御勤めができた︒両陛下の

け意味あることで︑御養育の方法次第で御近親間の情味は
から︑今の浩宮様は未だ御両刈の膝下におられるが︑将来

ユーモラスな空気さえあった︒私は今でも時々側近時代の

周囲には常に和気が漂い︑外で想像する以上に明るく︑又

十分保てるものである︒戦後は皇室の御生活も大分変った
はどうなることであろう︒私は侍従の後半を呉竹寮で内親

役立っている筈である︒戦後の昭和廿一年の年頭の招害で︑

LOLノ

王様方の御養育に関係したが︑御親子の御情愛は一般家庭

の底に残っているのであろう︒

夢を見ることがあるのは︑よほどその頃の生活が懐しく心

自然科学の御趣味については︑今更申上ぐる迄もなく︑

と少しも変らぬことを断言できる︒一方仙人の手で御教育
なる利益がある︒陛下が今日の御修養を得られたのも︑御

申上げることは︑御成人後苦労に堪え︑人情にも御通じに

皇中その点では第一人者であらせられると思う︒すでに御

内外周知のことである︒我々国民は学者天皇を持つことに︑

著書六種も御出版になり︑新種の御発見も植物動物合計百

外国に対しても肩身の広い気さえする︒恐らく御歴代の天

院長︑御養育掛長丸尾錦作︑御学問所総裁東郷元帥︑東宮

例えば川村純義伯︑初等科を御過しになった学習院の乃木
大夫浜尾新︑修身の杉浦重剛︑長く側近に御勤うした西園

種を超えると承っている︒此の事は学者としての御大成を

素質も勿論大きいが︑御教育の効果も忘れてはならない︒

奉仕も無視できないと思う︒

寺八郎︑土屋正直︑甘露寺受長︑出の他の諸氏の献身的な

現御神︵あらひとが象︶としての神性の否定︑即ち人間天

ように思う︒物の見方考え方の実証性や合理性には大きく

証するばかりでなく︑陛下の思想にも大きな影響を持った

人の多勢で︑多少の分担もあったが︑大体仕事の内容は同

身としてはまことに楽しく御勤めできた︒当時侍従は十一

皇の宣言をなさったことがある︒私の想像では︑此の宣言

私は文字通り侍従の末席を汚したに過ぎないが︑新参の

様であった︒他に侍従武官もあり侍医もあり︑それぞれ宿

／ の 1 ､

であろう︒何となれば︑陛下御自身こそ︑御自分は人間以

は進駐軍からの希望によるものではないかと思ったがどう

侍従はその日の御行動の御日誌をかなり詳記していたから︑

一度お会いになった人をよく覚えていらっしゃる︒当直の

陛下は又非常に記憶のよい方で︑一度行幸になった地︑

ことを調べる必要から︑その時の御日誌を調査することが

今でも続いていることと思う︒我々の時代にも︑時々古い

いた噂を耳にしたことがあり︑陛下もうすうす御承知で︑

前︑陛下が自然科学に御熱心なことに対し︑一部の非難め
生物学研究所には︑毎週土曜日の午前と︑日曜日の外は御

たら︑ということになった︒そして判明したり︑ヒントを

あった︒それでも判らぬ時はいつも︑直接陛下に伺って見

外の何物でもないことを疾くに御承知であるのである︒戦

入りにならず︑平日は公務の余暇と夜位にその方面の書物

味と御努力の賜であるが︑同時に学者的スケールに御育て

るから又の機会にさしていただく︒御年六十六歳といえば︑

此の他にも︑記したいことは多々あるが︑あまり長くな

を御覧になるように︑大へん御遠慮していらした︒それに

上げた隠れた功労者を逸してはなるまい︒其の人は即ち理

問上に余程役立っているように拝する︒

博故服部広太郎氏である︒侍従として︑御研究所に御伴を

人間の寿命が延びたといっても︑正に老境である︒どうか

間もなく七十という数字が迫っている︒七十といえば近頃

得たりすることがあった︒其の御記憶力の確かさは︑御学

した時︑︲玄関前に服部博士が御出迎えしていると︑陛下は
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も拘らず多年の蓄積で︑今日の業績を得られたのは︑御興

必ず一歩御立止まりになり︑帽子をとって丁寧に礼をなさ

ありたいものである︒︵昭和妃・４︶︵本会第七代会長︶

今日の御心身出に爽かな御状態が永く御続きになるように

野口明文集より転載いたしました︒︵編集部︶

るのを屡々拝したが︑師に対する礼としてうるわしく拝見
したものであった︒

寛素彦

おいでになる︑まことにお優しく︑穏やかな︑誠実そのも

のお人がら

陛下は心から世界の平和を念とされ︑国のうちでは国民

ののようなお方であるが︑その反面深く御自身の御重責を

下

のすべてが幸福で平穏な生活のできることを心から願って

陛

と確信する︒このことは各位も既によくおわかり下ったこ

一身を顧みられぬ︑日本一本当の勇気をお持ちの方である

自覚せられ︑ひたすら国家国民の上の象を思われて全く御

御自覚の然らしむるところであり︑また︑まじめな陛下の

た陛下の御天性︑万世一系の皇位を踏まれる方の御伝統︑

果であろうこと固よりであるが︑これをお受けとりになっ

学問所御用掛の杉浦重剛先生などの方々の心魂を傾けた結

斯く申す私は︑昭和十年に内務省から宮内省に転じ︑参

いと信ずるのである︒

不断の御修業への御努力︑御責任の御自覚の結果に相違な

とと思う︒

世間では︑自らの利害打算から発して︑あるいはお世辞
っているが︑陛下にはこのようなことが微塵もない︑本当

を云い︑策略を弄し︑嘘やハッタリなどが日常茶飯事とな
に神さまのような︑実に純粋なお方であり︑底抜けの善人

の行幸主務官として︑また貞明皇后さまにお仕えしては︑

事官や大臣秘書︑官書記官などを勤め︑終戦前後は数多く

お目にかかる機会を得て︑そのたびに深く感じ入った次第

行幸をお迎えしあるいはお使いに上るなどして︑たびたび

とでも申し上げる外ないお人がらであって︑恐れながら︑

上に何とかいう言葉のつく正直とでも申し上げねばならぬ

だったと記憶するが︑重也御慰労の恒例の御陪食が宮殿の

それは多分︑戦争も末期に近づいた昭和十九年暮のこと

体的にしるして見ることにしたい︒

不同ながらわたくしの直接に経験したことを二つ三つ︑具

であった︒従って︑抽象的なことをならべるよりも︑順序

程に誠実なお方で︑修身の教科書から抜け出しておいでに
なったのではなかろうかと思う位である︒

日頃︑深い思いやりの心をお持ちになって︑それが誰に
対してもお変りがないことは驚くばかり︑また︑地位の上
下にかかわりなく誰に対しても同じ態度でお接しになるの
である︒相手によって威張ったり︑︒ヘコノ︑したりする世

間一般とは正に天地宵壌の差である︒

にお召しをいただいた宮中席次の筆頭は首相前官礼遇の若

豊明殿で催され私が当時の書記官として列席した︒その時

前であるが若槻家からの電話があって︑参内のための自動

槻礼次郎さんであった︒ところが︑参内の定刻よりかなり

しかも曾て人の上を批判され悪く仰せられたということ
ようなことを仰せられないのである︒よくもよくもこんな

畏れ多いので拝辞申し上げたいとのことであった︒時を移

車が︑八方手をつくしても都合がつかず︑遅参することは

を聞いたことがないし︑人に恥をかかせたり︑立場を失う

これは御幼少の卿より御養育の任に当った方をはじめ︑

さず当番の小出侍従に連絡して上間に達したところ︑陛下

にまでお出来になったものと唯々頭の下がる思いである︒

学習院長だった乃木大将︑東宮御学問所総裁東郷元帥︑御

（33）

れることしばし︑あまりの有難さに到底食・事も咽喉に通ら

ないとのことで︑食事もそこそこに千種の間においでにな

あまりにおやさしい陛下の思し召しに文字通り眼目感泣さ

る陛下の御前に急ぎ︑心からの御礼を言上され︑陛下も亦

は遅刻しても構わぬからぜひ来るようにとの仰せなので︑

からの電話で︑到底望承がないので︑思し召しの程はまこ

たいろいろと御慰労のお言葉を賜ったのであった︒私は随

早速︑この旨を若槻家に電話した︒そのうち︑又々若槻家

は何ともおそれ多いのでお許しを願いたいとのことである︒

とに感激にたえないが︑これ以上ご迷惑をおかけすること

得ぬ感激である︒

分たびたび御陪食のお世話はしたが︑このことは終生忘れ

終戦の翌年の六月︑地方御巡幸のため西下なさる陛下が︑

ｌこの頃の自動車の払底は其の極に達していたのであった︒

沼津駅までは皇后さまと御同車︑お揃いで︑前年末以来沼

ｌ再びこの旨を上聞に達したところ︑それではこちらから
の真向いに当る若槻さんの席は空席にしておくようにとの

迎えの車を差し向けて乗せて来るように︑尚︑食卓で陛下

った︒当時私は皇太后さま︵貞明皇后︑以下﹁大宮さま﹂

いで︑戦災で焼失した御本邸の焼跡の御散歩のお供をした︒

と申し上げる︶にお仕えしていたが︑この日︑三陛下お揃

津御用邸西附属邸に御滞留中の皇太后さまをお見舞いにな

も︑正席を空けたままで御陪食を開始することも︑食事の

仰せで︑食事進行中であっても参内次第︑途中で着席をさ

途中で着席することも例のないことである︒老臣をおいた

って︑私が曾て大宮さまに︑ヒメムカショモギとオオァレ

ところが︑大宮さまが突然︑雑草の前でお立ち止まりにな

せるようにとの御指示があったのである︒迎えを出すこと

った︒御陪食は定刻を少しすぎて開始されたが︑何分にも

チノギクとおぽしき二本の似た草を︑﹁これは二本ともよ

わりになる陛下の温い思い召しには何とも云えぬ思いであ
駒込の若槻邸までの往復には相当の時間を要するので︑若

オオアレチノギクでございます﹂とご説明申し上げたこと

く似ておりますが︑こちらはヒメムカショモギ︑こちらは

のあるその二本をお指しになり︑﹁お上︵御母陛下はお子

槻さんが漸く到着した頃には御陪食も終り近くなったが︑

様でも陛下をこうお呼びになる︶これがヒメムヵショモギ

陛下は︑もう此処へ案内しては却って気の毒であるから︑

別室でゆっくり食事をさせて︑済み次第御前へ出るように

なったのである︒それを伺っていて︑さあこれは困ったこ

で︑これがオオアレチノギクでございましょう﹂と仰せに

とになったものだと︑固唾をのんっだ︒ところが陛下は︑

られて瑚誹︑煙草を賜る段になった︒これより先︑私は仰
せを蒙るや直ちに若槻さんを北溜の間に案内して陛下の思

との仰せがあり︑やがて食事終了後は隣りの千種の間に移

し召しを伝え︑かねて用意の食事を出したが︑若槻さんは
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る︶これは同じものでございませんか﹂と仰せられるでは

﹁おたたさま︵陛下はお宮さまに対して︑こうお呼びにな

二日目の還幸の途次の宮廷列車中で︑行幸主務官であった

日両日︑地方御巡幸の皮切りとなった神奈川県下行幸の際︑

皇居勤労奉仕の東北の青年達が酵素の効能を口を極めて推

葉を賜り︑御前の膝掛椅子を賜ってお話しを申し上げた際︑

賞していた話を申し上げたことが︑きっかけとなって︑内

私をお召しの上︑﹁御苦労であった﹂と御ねぎらいのお言

た︒これは益々えらいことになった︒定めし﹁好い加減な

さりながら﹁実は寛に教えて貰いました︒﹂とおっしゃっ

であった︒

灸の御下命によって︑御研究材料として持って上ったもの

ないか︒イヤこれはえらいことになったと往生していると︑

ことをお教えしては困るネ﹂位仰せられるのではないかと

大官さまは︑ちょっとこちらをご覧になって︑にこにこな

恐れ入っていると︑何と︑陛下は次のように仰せられたの

この頃は︑私は皇太后陛下にお仕えして沼津御用廷に滞

から送って下さった植物を吹上の方々に植えたところ全部

在中であったので︑陛下は︑﹁昨年秋︑おたた様が軽井沢

である︒

﹁ヒメムカショモギとオオアレチノギクはもともと親類

に帰ったら︑その様子を︑ぜひ︑おたた様に申し上げて貰

無事に育ったので︑これから自分で案内をするから︑沼津

筋の植物で雑種も極めて多く︑専門家でもその鑑別は容易
でありません︒私は同じものだと思いますが或は覧の云う

それから久松侍従をお供に︑約四十分にわたって︑広い吹

いたい﹂との仰せがあり︑早速お庭先にお出ましになり︑

ようにちがったものかもしれません﹂と︒

私はこのお言葉を伺って︑そのお心遣いのほど︑しゑじ
ぷとありがたく恐れ入った次第であった︒

上御苑の中を︑御自身が先にお立ちになって︑少しもお迷

の都度懇切な説明を賜ったのである︒これには全く驚き且

また︑それは終戦後いくばくもない昭和二十一年五月九

た酵素の見本を︑わが家の焼跡から掘り出した粗末な陶製

つ恐縮してしまった︒わたくしの責任はまことに重大であ

いになることなく︑武蔵野の大自然を思わせる蓬々たる草

の蓋ものに入れて︑吹上御文庫︵当時の陛下の御住居︶の

る︒御孝心深くわたらせられる陛下が︑御痛心御多忙の折

をかき分けられ︑極めて順序よく︑逐次御案内下って︑そ

お書斎まで持参し︑陛下の御研究の材料としてお手渡し申

からにも拘わらず︑御母陛下からのお心入りの植物の数々

て︑また︑．︿ンや餅などにも使われて著効ありとされてい

し上げ︑各地における施用の成績について若干の御説明を

を一々町寧にお植えになり︑御管理になり︑その場所の悉

日のことであった︒この日︑私は︑その頃︑酵素肥料とし

申し上げたのであった︒これは︑この年の二月十九︑二十
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くを正確に御記憶になっておいでになって︑今また御自身

いう深い御孝心と御まじめさに強く胸を打たれたことであ

も︑その一つ一つの場所まで明確に憶えておいでになると

以上に関連した御製を次に御紹介しておきたい︒

った︒

四十分余に亘って︑草をかき分けられつつ御案内下さった
ていることは不可能なので突瑳に懐中から手帳を取り出し︑

ぱむ

わが庭に草木をうゑてはるかなる信濃路にすむ母をしの

というのであるから︑忘れては一大事︑しかも︑到底憶え

のでふめる︒

夕ぐれのさびしき庭に草をうゑてうれしとぞおもふ母の

めぐみを︵二○年︶

ひとつひとつ︑鉛筆をなめなめ一生懸命に書きとどめたも
その時の手帳は今なお大切に手許に保存しているので︑

はも

いでましし浅間の山のふもとより母のたまひしこの草木

うすれた鉛筆の文字を見ると︑もとあざ象︑ひめじょおん︑

はるののげし︑ぼたんづる︑こごめうつぎ︑るりそう︑ど

︵二六年貞明皇后崩御後︶

池の辺のかたしろ草を見るごとに母の心の思ひいでらる

くぜり︑染ずばしょう︑たまあじさい︑しもつけそう︑こ
くさぎ︑かめばひきおこし︑とちはにんじん︑と読まれる︒

柄には︑たとえばこの酵素のように多少でも食糧増産に役

に結構な御趣味と存じますが︑この頃のように食糧難の折

なお︑前にのべた酵素の件については実はもう一つ白状

これらは早速︑沼津御用邸西附属邸に御滞留中の御母陛

の御予定であったので︑終戦直後となったが御予定通りに

立つようなものもお調べいただけたら︑一層ありがたいこ

下に御報告申し上げたところ︑大変およろこびであった︒

お出ましをいただき︑年末まで御滞在になったもので︑其

とではないかと存じます︒と︑まことに失礼極まる︑大へ

いろいろ申し上げた末に︑陛下の生物学の御研究はまこと

の間︑御苦悩多き天皇陛下を少しでもお慰めになろうとし

んなことを申し上げてしまったのであった︒これはとんで

しなければならないことがある︒と申すのは︑車中拝謁で

て︑御母陛下が︑軽井沢へ伺候した東大理学部の植物学者︑

もないことを申し上げたと後悔したが︑陛下は別に何とも

皇太后陛下が軽井沢においでになったのは二十年八月二

原寛博士をお相手に御採集になったものをお送りになった

思し召さぬ御様子でお聞き流し下さったのであったが︑そ

十日のことであったが︑実は︑戦争末期︑軽井沢に御疎開

坐大して珍らしくもないものもあるのに︑それらすべてを

れからかなり後になって︑調べて見たいから酵素の見本を

のであった︒中には︑ひめじょおん︑はるののげし︑など
大切にお植えになり︑長い間町寧に管理をなさって︑しか
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りがたいことであった︒

持参するようにとの仰せを蒙るに至ったことは畏多くもあ

これらは陛下のお人柄という以上に万世一系の皇位を継

御修業に次ぐ御修業を積まれたものと拝察され︑これこそ

ると承るが︑明治天皇も亦た︑この御自覚の上に立たれて

陛下は御祖父︑明治天皇を大へん御尊敬になっておられ

がれる御方としてのたゆまざる御修業の結果に相違ない︒

は有効と考えるが︑農業の肥料としての価値については︑

たのであったが︑それによると︑餅やパンに使用すること

万世一系の皇位を継がれる御歴代の天皇の最も御留意にな

因みに︑それから暫くして陛下から御研究の結果を承っ

いとの仰せであった︒

まだまだ研究の段階であるから︑今のところ何とも云えな

私の尊敬する先輩故木下道雄元侍従次長は︑陛下の東宮

ったところであったに相違ないとつくづく思うのである︒

このことで︑私は︑自分の非礼を反省すると同時に︑陛

て並をならぬ御訓育をお受けになられ︑御年二十九歳の時︑

その御先々代で女帝であられた後桜町上皇から多年に亘っ

下が実に虚心坦懐︑川かも私情を挟まれず︑ひとの言に耳
陛下が好んでひとの忠告をお聞きになろうとされる一つ

その後桜町上皇に対してお書きになった御書簡の一節を拝

の東山御文庫を拝見︑明治天皇から三代前の光格天皇が︑

の事例がある︒それは︑やはり二十一年二月末の東京都御

見し一瞬電撃を感じたと其の著書﹁宮中見聞録﹂に記して

御時代に侍従となり︑東宮殿下のお供をして︑京都皇宮内

巡幸直後のことであったが︑﹁未だ慣ないことであるから︑

を傾けられるかを知って感動した︒

何か気付きの点があったら遠慮なく云うように﹂と︑侍従

﹁仰せの通︑身に欲なく︑天下万民をのみ慈悲仁恵に存

おられる︒その御書簡の一節というのは︑

人それぞれ遠慮のないことを申し上げたのであるが︑陛下

じ候こと︑人君たるものの第一の教云々﹂

を通して供奉員たちに仰せがあった︒この仰せに対して各
は素直にこれらをお受け納れになり︑次の機会にはその点

で︑これを拝見しても︑万世一系の皇位を踏まれる天皇

︵本会評議員・元宮内官︶

かくれたる人の声をもとむる

日日のこのわがゆく道を正さむと

御製

の御修養︑御覚悟の程が拝察される次第である︒

を御改善になったのである︒これは︑なかなか出来ないこ
とである︒それが何故お出来になるのかと云うと︑結局は︑
めんつ

度外視され︑何が正しいかと云うことを真面目に御判断に

陛下は私心をお持ちにならず︑面子などということは全く

少しだってお考えになったことは無いと確信する︒

なるからであろう︒御自身の人気などということは恐らく

ｑ︺

ワー

︑︲ノ
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『

天皇陛下と生物の御研究
生物には菌類から植物︑動物など大変多くの生物群があ

北村四郎

陛下の生物学歴は早く︑大正十四年に宮中に生物学御研

国のリスターに研究させられ︑日本から多数の珍らしい種

の頃は陛下は粘菌類について御調べになり︑その資料を英

究室を新設された︒服部広太郎博士が御用掛となった︒そ

天皇陛下は生物の研究の好きなお生れつきで︑それは日

る︒研究にもいろいろな分野がある︒

本人は誰でも知っていることであるが︑今日ふりかえって︑

のもある︒昭和十年には陛下の御採集の資料に基づき︑服

が明らかになり︑また︑新種としてリスターが発表したも

部広太郎博士が﹃那須産変形菌類図説﹄を出版した︒粘菌

かくも永年︑熱心に御研究をお続けになったことは驚のい

類について和歌山県田辺の南方熊楠さんや︑関西汽船の小

たりである︒昨年﹃那須の植物誌﹄続編を御出版になった
をまとめられたことで︑思を新にした︒

動物では葉山の御用邸を根拠地として︑相模湾産動物を︑

畔四郎さんが粘菌の標本を献上したこともある︒

とき︑数えて八十五歳の御高齢で︑このような詳細な記録
陛下の御研究は主として生物分類学地理学的研究である︒

ぞれの専攻学者に研究せしめられた︒その調査結果は生物

陛下自から御採集︑くわしく御調査され︑その資料をそれ

研究対象は菌類から植物︑動物と広い範囲におよんでおり︑

ない︒私は分類学地理学を専攻したが︑対象は種子植物だ

らは動物相に関する大きな貢献で︑その分野では世界に有

学御研究所編として︑立派な著作が出版されている︒これ

分類学者で︑これほど広く手がけた人は現代では私は知ら

はない︒

一新種の記載をともなうカゴメゥミヒドラ科のヒドロ虫類

陛下の御著作として発表された︒すなわち﹃日本産一新属

御自身もヒドロ虫類を専門的に研究され︑昭和四二年に

名なことである︒

けで︑従って陛下の御研究の全体について云うのは適当で
陛下の研究者としての御様子は野外でお供したり︑御話
をうかがったり︑御著作を拝見して︑自分の専攻に関する
限りはわかる次第である︒そのつもりで読んでいただきた
い︒
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ロ虫類﹄︑五九年には﹃・︿ナマ湾産の新ヒドロ虫べイャー

ド戸虫類五種﹄︑五八年には﹃伊豆大島および新島のヒド

原群島のヒドロゾア類﹄︑五二年には﹃紅海アカバ湾産ヒ

はカコーメウミヒドラに関する追補﹄︑四九年には﹃小笠

の検討﹄︑四四年には﹃天草諸島のヒドロ虫類﹄︑四六年に

かめられることもある︒それで陛下は那須や須崎の植物の

申し上げるが︑ほとんど誤りはない︒時にはお供に名を確

名を云われるので万一誤りがあればお供の者は気がつけば

ザゼンソウ果実とか云われる︒それを侍従さんが記録する︒

される︒私たちもお供する︒たとえばサクラソウ開花とか︑

名はよく知っていられる︒もともとお好きで自分で調べら

れたからでもあるが︑記憶力のすぐれたお生れつきである

ウミドラ﹄を御発表になった︒

った︒四季にわたって那須や須崎の植物の各種の生態や変

と思う︒お供して三十年︑私には大変ありがたいことであ

高等植物については︑陛下は大正の末年からお調べにな
ったが︑昭和二三︑二四年頃から熱心になられた︒まず︑

陛下は戦前には陸海軍大演習の地へお出ましになった︑

たので︑広く深く正確に知ることができた︒

異について観察し︑それぞれの専攻者の話を聞き︑雑談し

御自身で本によって調べられ︑夏には那須の御用邸で︑山
の野生植物を観察され︑図鑑でお調べになり︑四︑五年後︑

ろいろ御たずねになった︒これを毎年続けられ︑昭和三七

めになった︒戦後︑陛下が各県の国民体育大会や植樹祭に

、 J ゾ ノ

那須に学者連をおまねきになって︑山を一緒に歩かれ︑い

お出ましの折りに︑各県では生物学上興味ある地に御案内

にかけ︑地元の生物学者が御説明申し上げた︒戦争中は止

きもので︑陛下がおかきになった調査記録が主体である︒

したり︑その県の珍らしい生物を集めてお目にかけたり︑

各県では陛下のお楽し象に︑その地の生物を採集してお目

次いで四七年に﹃那須の植物誌﹄︑須崎の御用邸ができて

地元の生物学者が御説明申し上げた︒それが永年続いたの

究所編となっているが︑実は陛下の妓初の御著作と申すべ

から︑そこの植物も御調査になり︑五五年に﹃伊豆須崎の

年に﹃那須の植物﹄を御出版になった︒これは生物学御研

植物﹄を御出版︑六○年には﹃那須の植物誌﹄続編を御出

で陛下は日本各県の生物を広くごらんになられた︒

日本に広く知られた︒また多くの御出版によって世界の関

こういうことで陛下が生物の研究がお好きであることは

版になった︒那須の植物については三五年にわたる詳しい
て毎年記録し︑植物相とその変遷をまとめられた︒観察地

観察に基づき︑各種の分布の盛衰︑開花期︑結実期につい

天皇御在位六十年︑摂政御在位をふくめて︑はげしい御

係分野には広く知られた︒

陛下は山をお歩きになるとき︑各種の開花や結実を記録

域も次第に広げられた︒

rQQ1

れた︒

公務の余暇に生物学の御研究を続けて大きな業績をあげら

陛下と植物︵卿鳥︶

元首であって生物学にこれほど熱心ですぐれた方は世界

の歴史に︑私は知らない︒︵京都大学名誉教授・理学博士︶

入江相政

るのだが︑一昨年の夏のある日︑洗面器に採集品を入れた

浮かべて︑底引きの網で採れたハイドロゾァの分類をなさ

陛下はまことに楽しいおかたである︒葉山の海上に船を

なものになっていた︒

がすっかりどろでおおわれて︑ふた目とは見られないよう

にならない︒ぬかる象から出てきたおくつを見たら︑表面

うが︑くつやズボンがよごれたことなどは全く意にお介し

にすっぽり埋まった︒歩行の困難は当然お感じになったろ

いになった︒黒いズックの編み上げぐつが︑全部どろの中

のが来た︒それをテーブルの上に置いたら︑一刻も早く見

御熱心な陛下の研究態度

ようとなさって︑その洗面器に首をお突っ込桑になった︒

那須のずっとふもとのほうに阿久戸という所がある︒塩

原の関屋へ通っている道からちょっとはいり込んだ所で︑

この時早くかおそくか富山さんもまた同じ洗面器に向かっ
て強く突進した︒ズーンという腹の底にこたえるような音

いい所である︒そこをもう少し行くと水車小屋があって︑

高い所からはるかに那珂川を見おろして︑非常にけしきの

なか

たが︑ただ﹁ヤー﹂というようなあいさつだけで︑そのま

がした︒陛下と富山さんとの衡突である︒相当の音響だっ

けがきのうちの一本に︑どう見てもミヤ﹃一ヤナギとしか考

ちょっとした部落がある︒そこの農家の養魚池のへりの生

全くなりふりをかまわないおかただものだから︑植物の

えられないものがあることを木村博士が発見した︒さては

ま洗面器の中の獲物の調査が始められた︒

向かっておいでになる︒これも一昨年の夏︑那須の鴬谷と

探索を第一義に︑ほかのことはすべて問題にもせずに立ち

ここにもあるというので︑大変な騒ぎになった︒元来︑ミ

京都の東山のふもとで木村さんが見つけたのと同じものが

ヤコャナギはネコヤナギとキヌヤナギとの雑種ということ

いう渓流に沿った道で︑左側のがけの下にはえている植物
をお調べになろうとして︑ぬかる承へはいり込んでおしま
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の女げたをはいている︒

﹁下の川原にはえているものの枝を折ってきてさしたの

になっているのに︑那須にはその片親のキヌャナギがない
のが那須にある︒これをどう解釈すべきか︑ということで

にもかかわらず︑見かけはミャコャナギと寸分違わないも

りもあるし︑緊張しているためもあって︑横で聞いている

っしょうけんめいに申し上げているわけだが︑土地のなま

われわれには︑何を申し上げているのか︑はっきりわから

が︑こんなにりっぱな木になった﹂という意味のことをい

木村博士は︑例によってこのヤナギの根もとのほうに金

論議は続く︒

属の番号札をつけた︒博士はこのようにして︑今まで日本

おやじさんの言うことをよく聞いておいでになる︒強い夏

なかったが︑陛下はいちいちお返事をなさりながら︑この

の太陽の照る中の︑﹁拝謁﹂という概念とは︑ちょっと一

で行なったわけだが︑陛下はこれをお聞きになって︑この

ぶう変わったこの﹁拝謁﹂のうれしさは無類だった︒

中のヤナギを札つきにしてしまった人で︑ここのもその伝

ことがありはしないか︑などと御心配になったこともあっ

農家が模様替えをして︑養魚池を水田にするというような

この農家の人にもそれが珍しいヤナギであることがわかり︑

にあるものではないと喜んで︑たぐり続けた博士は︑もう

たぐって採集を始めた︒こんな桑ごとな霧ハァソブはめった

バアソブを発見した北村博士は︑花をつけたそのつるを

草一本でも断って採る

これはそこのすぐ下の那珂川の川原にあるものの枝を折っ

その根までほとんど掘り起こした時に︑ふと気がついて︑

ここへは陛下もよくおいでになるのだが︑一昨年の夏︑

長官である佐藤さんに︑この法律的解釈をただした︒結局︑

のはえていた土地は御用邸附属地ではなかった︒前法制局

い﹂と大きなお声で御快諾になった︒しかしそのバァソブ

、 全 一 〆

たが︑それとなく様子を見たり︑また年のたつうちに︑そ

は自生のものがあることもはっきりした︒

て来てさしたのだということも判明し︑したがって川原に

養魚池のへりでこのヤナギを御観察になっているとき︑そ

陛下が﹁よろしい﹂と許可なさったのは︑﹁地元代表﹂と

﹁陛下︑これをいただきます﹂とお断わりした︒﹁よろし

この農家からおやじさんが出て来た︒ちぢみのシャツを着

一ぶう変わった﹁拝謁﹂

てらくだ色の腹巻きをしているのだが︑このメリヤスの腹

しての立場をお取りになったものだろうということになっ

小深堀でシラカワタデが発見された︒ほうぽうに︑いく

た︒

巻きがえらく下の方まで引っ張られて伸びて下がっている︒

越中ふんどしにカバーをかけようとしたものらしい︒かな
りあわてて出て来たものとみえて︑おやじさんは赤い鼻緒
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には︑その堆肥はどうせ畑にすぎ込まれてしまうにちがい

ろしい﹂と言ってくれた︒もう一時間か︑または一日か後

一本ほしいと言ったら︑びっくりしたような顔をして﹁よ

てくれ︲｜とおっしゃるから︑私がその人たちに︑この草を

なろうとして︑﹁すぐそこの畑を耕している人に︑断わっ

ゑ上げられた堆肥の上にはえている︒この一本を御採集に

つもはえている︒どういうものかそれらは︑きまって︑積

でおまとめになったものである︒そこにこの御著述の大き

須の植物﹂の本文はみんな︾︲一のようにして︑全くおひとり

杯もお飲承にならずに︑今度は植物というわけ︒この一︲那

ょうは五時間も御勉強になったあとだとしてのに︑お茶一

いる︒時間はちょうど五時ごろ︑午前︑午後にかけて︑き

ートを広げて︑早くも植物に関することをお始めになって

だ三分ぐらいしかたっていない︒それだのにもう前記のノ

お居間に出る︒御研究所からお帰り着きになってから︑ま

たいひ

ない︒それがちょっとのことで陛下の御標本になったわけ

な意義がある︒

ていらっしゃるのだが︑夕方五時ごろにはお居間にお帰り

学御研究所においでになって︑ハイドロゾアの分類をやっ

た︒その年は北海道へおいでになったのだが︑沿道の各県

では稲の発育が気づかわれる﹂といって御心配になってい

ような年がある︒昭和二九年などはそうだった︒｜︲この分

のに︑今年はまだやっと花をつけはじめたばかり︑という

ば︑昨年も一昨年も︑今ごろは大体ヤマュリが盛りだった

一週間から一○日の遅速がある︒お手もとのデータによれ

年によって気象条件が違うから︑植物の発育の状態にも︑

稲作を御心配になる陛下

である︒

遠来の植物学者には︑地元代表としてお臨承になる陛下
っていらっしゃる︒

も︑このように真の地元の人には︑草一本でも断わって採
陛下と御研究所

になる︒陛下はいったい大変な勉強家だから︑もし事情が

の知事に︑稲作の状態をお尋ねになっていた︒﹁だいぶ遅

土曜日は︑なにも公事のない時には︑午前も午後も生物

なりたいのだろうが︑それではお手伝いの人も︑夜まで残

許すなら︑ずっと夜までもハイドロゾアの分類をお続けに

り込めば大丈夫﹂とお答えするのをお聞きになって︑いく

れたけれど︑天候も持ち直したから︑これから二週間も照

らなくてはならなくなるわけで︑そういうことをお考えに
なるから︑おそい時でも︑四時四○分ごろには︑研究をや

ことから︑ふもとの水田の稲作を御心配になっていたのほ︑

らか御安心のようだったが︑高原のヤマ﹃一リの花の遅れた

まさに適切なことだったのである︒

めてお帰りになる︒御研究所から︑時には相撲の話なんか
しながらお供して帰って来る︒何かのことで︑その直後に
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御研究の意義
このようにして陛下は︑静かな山の上で︑ある時は稲作

の変調を憂え︑社会情勢・国際情勢の不調を案じ︑その速

かなる復調を祈念しつつお暮らしになるのであるが︑一方︑

特別な事のない限りは︑毎年の夏︑ここでお過ごしになれ

るのを︑天から与えられたしあわせとして︑これを十分に

利用して︑前記のごとく︑那須の植物を徹底的に調べて︑

学者に聞いてみても︑限られた範囲について︑これほど

その生活史を究明しようとしていらっしゃる︒

掘り下げた調査を︑しかも長い年月をかけて続けたものは︑

陛下は毎年那須においでになれるしあわせを取り逃がす

他に類例を見ないという︒

ことなく︑有意義に利用しておいでになるのだが︑これを

機会に︑東北においても︑九州においても︑このような調

取るようにわかったら︑どんなに愉快なことだろう︒そう

査が進められて︑日本の植物の生態がいながらにして手に

の飛躍を示すことになるはずである︒
︵前侍従長︶

なればかれこれ比較することによって︑さらに研究は数段

得て﹁那須の植物﹂よりその一部を転載しました︒

故入江相政様御辿族入江為年様と宮内庁生物学御研究所長の御了解を
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覧

威厳とやさしさと感動

王がしゅう雨にうたれながら直立不動の姿勢で立っておら

るなど数々の試練を越えて︑ノルウェーを今日の平和と繁

れたのである︒オラフ国王は第二次大戦中︑英国へ亡命す

に接すると︑﹁苦難の幾山河を経て国王ここにあり﹂とい

栄に導いた人︒六尺豊かの体格からにじ承出る豪直な威厳

いう貴重な体験に恵まれた︒ご訪問先の四国のうち︑ノル

昨年六月︑皇太子ご夫妻の北欧ご訪問に同行取材すると

われた閲兵式も印象的だった︒カメラの望遠レンズでのぞ

美智子さまは傘をたたんで空港に降り立たれた︒続いて行

皇太子殿下はオラフ国王に応ずるかのように傘を持たず︑

今泉絢之介

ウェー︑スゥェーデン︑デン↓︑−クは〃開かれた王室〃を

くと︑国王と皇太子殿下は︑降りしきる雨もものかわ︑悠

った感慨を抱かずにはおられなかった︒

にかと引き合いに出される国である︒ご夫妻が各国の王族︑

持つことで知られ︑日本の皇室の在り方を論ずる際に︑な

がだね﹂﹁皇太子さんもなかなかやるじゃないか﹂︒何ごと

然と歩を進めていたのである︒﹁オラフ国王の貫録はさす

につけ︑物を冷やかに見るヘキのある新聞一記者連中の間か

要人や一般の人々と出会い交歓した公式︑非公式行事の数
左の中には﹁なるほど日本とは大分違うな﹂と感ずること

らも︑この時ばかりは﹁感動的﹂の声がしきりだった︒

空港では威厳に満ちていたオラフ国王は︑同時にきわめ

も多かったが︑それはさて置き︑いまなお印象鮮やかな一
場面をまず紹介したい︒

て親しゑやすいお人柄であった︒オスロのビーゲラン公園

ホルメンコーレンジャンプ台では︑かつて卯腕級を飛んだ

間話をするように一般の人々と言葉を交されるのである︒

などを︑皇太子ご夫妻とお歩きになった国王は︑まるで世

薫る﹂という感じがぴったりの好天気が続いていたが︑日

ご自身の写真があった︒皇太子殿下がそれをご覧になって

北欧の六月はちょうど日本の五月頃の気候である︒﹁風

た時︑突然の雨が降り出した︒現地関係者によると︑北欧

れくさそうにしていた表情は好々爺そのものだった︒

感心すると﹁いやそれほどでもないよ﹂といった風に︑て

航特別機がノルウェーのオスロ・フォルネブ空港に到着し
では珍しい豪雨とのこと︒日本側の先導陣はみな傘を手に

海運協会のレセプションでは︑日本の新聞記者が﹁いつ

機を下り始めた︒ところがタラップの下から伸びる緋色の
じゅうたんの先には︑軍服をまとった八十二歳のオラフ国
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どうぞ﹂と満面の笑み︒絶好のチャンスとばかり数人が左

しょに写真をとらせて下さい﹂とお願いすると﹁どうぞ︑

の人の堂々たる態度︒そうしたものが見る者の感動を増幅

満ちた人がふと見せるやさしさ︑その逆にやさしいお人柄

私が初めてお会いした時の皇太子殿下は︑おそれ多い言

させるのである︒

い方だが︑たいへん気配りのいい好人物︑の印象であった︒

とで日本大使館員から﹁国王は目が悪くなっておられるか

右に並び︑フラッシュをたいて貴重な撮影を終えたが︑あ

﹁しまった﹂と顔を見合わせたが後の祭り︒しかし国王は︑

ら︑フラッシュ撮影はご法度になっている﹂と聞かされた︒

はないか︑と思っていたのだが︑殿下はごくフランクに話

る︒我々のようなしもじもの者とはお話などされないので

北欧ご旅行に同行する関係者とのお茶会の席上のことであ

迷惑そうなそぶりはひとかけらも見せず︑終始にこやかに
笑っておられた︒

をされるのである︒ご退席の前に美智子さまに自己紹介を

し離れたところにおられた皇太子殿下がそれをお聞きにな

する機会があった︒私は社名と姓を申し上げた︒すると少

ったのだろう︒わざわざ私の前まで来られ﹁そうすると︑

私の皇室関係の取材はまことに経験の乏しいものである︒

あなたは同行取材は今回が初めてですね︒よろしくお願い

この北欧取材と︑神戸ユニバーシアード大会で皇太子ご夫
と国民﹂といったテーマで原稿を依頼された時は﹁困った

妻に同行しただけである︒当編集部から﹁これからの皇室

しますよ﹂とお声を掛けていただいたのである︒

ただそれだけのことである︒しかし︑近寄り難い人とい

な﹂というのが率直な感想であった︒そんな大テーマを論
ずる自信も材料も持ち合わせていないのである︒ただ一国

ー・フォルネブ空港での堂々たる閲兵ぶりや各国の公式行

太子ファンとなってしまったのだ︒その殿下の︑ノルウェ

事における威厳のある態度を見た時の感動は︑他の人より

うそれまでの思い込みが一度に吹っとび︑私はにわかに皇

﹁オラフ国王のような﹂とは︑せんじつめれば威厳と親

い﹂という希望は述べることが出来る︒

し染やすさを兼ね備えていただくことであろう︒我ゐは天

一段と濃いものであったに違いない︒

民として﹁皇族の方狗にはオラフ国王のようであってほし

皇陛下や皇太子殿下︑あるいは各国の国王といった方々の
よって来たるところは何かと考えてみると︑結局は威厳と

ても日本人が現れることであった︒．︒ヘンハーゲン︑オス

北欧諸国の取材で意外だったのは︑どんなところへ行っ

姿を拝見し︑えも言われぬ感動を受けることがある︒その
親しみやすさの両面が相まったもの︑と思われる︒威厳に
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から来たのですか﹂﹁こちらではどんな仕事をしているの

っていた︒皇太子ご夫妻は日本人を認められると︑﹁どこ

村でも︑皇太子ご一行の歓迎陣の中には必ず日本人が混じ

ェーのフィヨルドの奥のバスも通わぬ人口二百人という寒

ロ︾ストックホルムなどの大都市では続禽と来る︒ノルウ

を返されていた︒

夫妻は出来る限り︑人々と話をし︑差し出された手に握手

な余裕があろうとは思えなかった︒だが︑そうした中でご

と並んでいた︒行程は秒刻象に近く︑国民との交流に十分

夫妻が歩かれるあたりは︑ロープが張られ︑警察官が占舞

たか知らない︒しかし︑北欧での日本人との交流とそんな

私は︑それ以前の日本での行啓がどのようなものであっ

出迎えの人為は多分︑一目でもご夫妻を見ようとやって

に違わないじゃないか︑と感じたのは事実である︒ある関

ですか﹂などと︑親しく声を掛けられた︒

のだから︑感激もひとしおだったろう︒ご夫妻が声を掛け

きたに違いない︒ところが︑じかに話をすることが出来た

ふれ合いをお考えになっているのはないか︑とのことだっ

係者によると︑ご夫妻は北欧のご旅行以後︑特に国民との

﹁あの人たちは︑これから皇太子ご夫妻をテレビなどで見

﹁開かれた皇室﹂は︑特に皇太子ご夫妻のお考えによっ

た︒

られるたびに︑皇室ファンが増えていくことが読桑取れた︒
るたびに︑この時のことを家族に話すのだろうな﹂などと︑

北欧諸国の警備規則は︑日本に比べれば︑概してゆるや

握手をされると︑どっと何十本もの手が伸びてくる︒これ

民の側の問題を提起していたように思う︒ご夫妻が一人に

シァードで私が見た光景のいくつかは︑むしろ歓迎する国

て現実のものになってきているのである︒ただ︑﹃一ニバー

かなものであった︒ロープは張られていないし︑警官の姿

では握手をあきらめざるを得ない︒言葉を掛けらると︑コ

我為は話し合った︒

を見ることも少なかった︒ご夫妻は街の雑踏の中を歩き︑

チコチになって一言も答えられない人もいれば︑長灸とし

ゃべって︑随行員をハラハラさせる人もいた︒またユニバ

そうした雰囲気の中で行われた︒日本に帰ってからも︑こ

ーシアード日本代表のある女子選手は︑感激のあまり泣き

店で買物をされたこともあった︒邦人との親しい交流は︑

のような国民とのふれ合いがあればいいのだが︑やっぱり

私の友人から最近一通の手紙が来た︒それには︑皇太子

出してしまったのである︒

無理なのだろうか︑とも思った︒

しかし︑その二カ月ほど後︑神戸ユニバーシアードにお
いでになった皇太子ご夫妻に同行取材した時︑認識を改め
ねばならなかった︒規制はやはり厳しいものであった︒ご
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ご夫妻をお迎えすることになったある会社のドタバタぶり
が書かれてあった︒準備段階でのその社の自己規制ぶりは︑

たいへんなもので︑出迎えの全員がモーニングか略礼服と

丙寅年の新年壁頭に当りて

出度い執筆に仲間入りが出来︑八十七歳の身乍ら誠に光栄

陛下の在位六十年奉祝号を︑日本弘道会が出版する︑目

石橋香峰

ング姿でスリッパのまま出ていった人もいたという︒皇太

いざお出迎えとなると︑今度はあわてふためいてへモーニ

に存じます︒

むしろ喜劇的︒社員は何日も前から緊張のしっぱなしで︑

定められ︑社員の配置︑準備などの細々とした心配りは︑

子様に声を掛けられても︑まともに返事の出来る者はなく︑

昭和六十年の二月号に︑元侍従次長の鈴木一先生の終戦

皇室の方々も︑決してこのような〃歓迎″はお望みでは

十五日の終戦は陛下の御意志である︒鈴木貫太郎首相が御

記されている︒開戦は憲法の主旨に従い︑昭和二十年八月

父鈴木貫太郎首相が御聖断を迎ぐ事となり︑当時の顛末が

秘話に昭和十六年九月六日の開戦の御前会議の時︑先生の

ないだろうし︑皇室と国民のよりよい関係は生まれない︒

聖断を仰ぐこととなり︑終戦の詔勅となりラジオによる放

ある︒

お帰りになったあとはみなポカンとしていた︑というので

はオラフ国王のようであってほしい﹂と書いた︒しかし本

最も必要なものは節度と余裕であろう︒私は﹁皇室の方に

送で国民一般に終戦を周知されたのである︒

当時一億一心長期に及び戦争に終始し︑生産はすべて沈

当のところは︑オラフ国王に劣らぬすばらしい人為である
に違いないのだ︒ただ︑これまでは︑国民がそれぞれお人

り︑戦争責任は陛下御自身が負うが国民は飢えぬようにし

て呉れと歎願遊ばされ︑聞かれたマッカーサー元帥は世界

滞し衣食住に困窮したので︑マッカーサ元帥との会見に当

中の古今にわたり東西に求めても︑この様な立派な偉大な

これからは皇太子ご夫妻を中心に︑いままでにない交流が
実現していくだろう︒そうした動きに対し︑国民の方も適

国王は只一人存在したかと︑大いに感嘆されてマッカーサ

柄にじかに接するチャンスがきわめて少なかったのである︒

切に対応していけば︑本当のお人柄を知ることが出来︑皇
︵日本経済新川編集委員︶

室への新らたな尊敬が生まれてくるのではないか︒

敗戦四十年此の惨めな日本が覇をなす国勢に進展出来た

ー元帥の気持を大いに和らかに変えたと言う︒
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I

である︒

閲兵を受けるのである︒当時十七歳の私には閲兵の意義も

の日︑在京連隊の兵士は代々木の練兵場で︑大元帥陛下の

葉がある︒﹁何者おも晩み倒すくらいに大きく目を見開き︑

分からなかった︒が︑今でも私の耳に残っている班長の言

のは︑当時の陛下の有難い御心情による事と深く思うもの
他説によれば九月二十七日陛下がマッカーサー元帥を訪

かしら

た︒其の日私は︑妻の病床を見舞うべく山梨県を訪れ︑甲

当時︑私の妻は健康を害し山梨県の実家で療養をしてい

図らずも私は再び陛下を拝顔する機会を得た︒

この時から十二年余をすぎた昭和二十二年十月十四日︑

であった︒

それが︑私にとって初めての天皇陛下との恐れ多い出会

ある︒

となった︒感激にひたったのは兵営に帰ってからのことで

かりに写った陛下のお顔は︑私にとって終生忘れ得ぬもの

象しめ陛下のお顔を凝視し︑目迎目送をした︒神々しいば

ている姿が目にとまった︒ここぞとばかりに私は︑歯をか

右に廻した︒すると陛下が白馬に跨り挙手のまま馬を進め

げ銃﹂が掛かった︒私は遅れじと捧げ銃の動作と共に頭を

つつ

隊の我々に﹁気を付け﹂の号令が掛かり︑時をおいて﹁捧

いよいよ当日である︒代を木の練兵場に整列した第十中

妾壱つさ式一

に身ぶるいを感じた︒

には望むべくも無いと思っていただけに︑この班長の一言

それ迄私は︑陛下を拝顔するなど恐れ多いことで︑我々

玉顔を凝視せよ︒﹂だった︒

問の節︑陛下は︑戦争責任者は自分なれば︑絞首刑を覚悟
している︑裁判も遠慮なくやりなさい︒皇室財産は占領軍
に任せる︑どうか日本国民がこれ以上苦しまぬ様にして頂
マッカーサー元帥は初対面の時元帥から握手を求められ

きたいと言う趣意であった︒

たが応しなかった︑何回かの御会見で御人柄に感動されて︑

戦争責任者で無く被害者に考えが変り︑ウオレス裁判長が
謀ってこれを中止しさせたと言われる︒

陛下を法廷に呼び出そうとするのを︑キーナン主席検事と
今世界に日本ありと誇る今日︑青少年層に対して︑果報
まけしない心情を求めるものである︒
︵千葉県東部支会長・評議員︶

天皇陛下との出会い

青柳嘉忠
私は︑昭和十年一月十日︑東京赤坂歩兵第一連隊に現役
志願兵として入隊した︒

入隊して二か月後の三月十日は陸軍記念日であった︒こ
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府駅に下車をし構外に出た︑道路は人で市をなしている︒

尋ねて見ると︑天皇陛下が復興ご視察のため来県され︑只
今県庁にお立寄りになるところだという︒私は︑良い機会
を得たと思い人波をくぐって県庁前に立った︒

その時だった︑陛下をうわさするひとかたまりの人達が
いた︒聞くともなく聞いていると﹁天皇は呑気なものさ︑
んだから⁝⁝︒﹂

国民が喰うや喰わずにいると言うのに各地を旅行して歩く
私は胸にこゑあげる憤りを感じた︒

この時に尊く思うこと

東平久雄

天皇陛下御在位六十年奉祝特集号を︑日本弘道会が世に

出されることは︑皇室を敬愛する本会の綱領に照らしても

天皇陛下御在位六十年間は︑日本にとって正に激動の時

意を強くするところであり︑慶賀すべきことであります︒

ほどなく陛下のお車が見えた︒私は声をかぎりの万歳を

に太平を開かむと欲す﹂との御聖断によって日本を救われ︑

代でありましたが︑大東亜戦争の終局に際し︑﹃万世の為

お顔を拝した時︑私の声は万歳にならず﹁あ入あＬ﹂と涙

叫ぼうと思った︒だが陛下が車のなかで手を振られている

ッカーサー元帥をも︑感動せしめるに至ったのは申す迄も

陛下の国民に対する深い思し召しは︑時の占領軍司令官マ

そしてフトさきほどのひとかたまりの人達を見ると︑そ

が溢れるばかりであった︒

天皇陛下が戦時中と雌も︑如何に平和を愛好せられ︑戦

ありません︒

の移り行く過程を御深憂あらせられたかは種々立証せらて

の人達も顔を涙でぬらし手をあげている︒

天皇陛下︑陛下はやはり国民の心の父であったと︑し象

おり︑これこそ二千年の歴史を受け継がれる日本の皇室の

た︒

私は京都御所を拝観した折に︑古都京都の平坦なる地に︑

尊さ︑有難さであります︒

じみと思わずにはいられない再びの陛下との出会いであっ
︵佐倉支会幹事長︶

堀だに造らせられず︑隔て無く造営されているのを目の当

に深かったか︑そこにこそ日本の真の国体を如実に知り得

りにし︑皇室と国民の心のつながりが︑自然のままに如何

て深い感銘を受けたことがあり︑今こそこの尊さを具現さ
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れておられるのが今上陛下であり︑御在位六十年の意義深
きを心より奉祝する所以であります︒このような時に当り︑

別の世界にあって︑国家人類の将来をおもんぱかり︑日本
の皇室の存在に︑非常な尊敬の念を抱いていた方が居られ

陛下に腿尺し奉って

１１１１

陛下御在位六十年をお迎えして感激に堪えない︒この戦

林田武雄

相対性理論を発見して世界的に名声を博したアインシュ

たのを知り︑甚だ喜ぱしく感じました︒

タイン博士が大正十一年に日本に来た時に︑次の様な感想

で︑誠に感慨無量である︒

前・戦中・戦後の六十年間︑また私の教育生活でもあるの

陛下御践詐の直後︑昭和二年三月千葉師範を卒業して教

なつかしく想起した︒

この間幾度か天顔を拝し奉る光栄に浴したことを改めて

を述べているということです︒

﹁世界は進むだけ進んで︑その間に幾度も戦争が繰り返
され︑最後には戦争に疲れる時が来るであろう︒その時に︑

世界人類は︑必ず真の平和を求めて︑世界の盟主をあげな

周年記念式典に行幸を仰いだ︒奉迎の編成で︑最上級生の

壇に立った︒昭和六年十月︑大塚の東京高等師範創立六十

その世界の盟主は︑武力や金力でなく︑あらゆる国の歴

下を目前に拝し奉った︒その時に﹁教育の重要性と教師の

私は第一中隊長として最前列に位置して︑若々しい青年陛

ければならぬ時がくるに違いない︒

ならない︒世界文明はアジアに始ってアジアに帰る︒それ

次に昭和四十三年高校長当時︑宮殿北の間で行われた新

お姿を拝した︒

日本のため御心労多い時にもかかわらず︑極めて御健勝の

習﹂の終了後︑講習員一同が宮城のお庭で拝謁した︒新生

催の１．Ｆ．Ｅ・Ｌ﹁教育指導者︵教育長・指導主事︶講

また昭和廿三年三月︑終戦直後新教育発足時︑文部省主

奮励﹂のお言葉を頂いて︑教育の道への献身を強く誓った︒

史を超越した︑世界の最も古く︑かつ尊い家柄でなければ
はアジアの東方日本に立ち戻らなければならない︒われわ
れは神に感謝する︒

天が我等人類に︑日本という国を作っておいてくれたこ
その日本の中心に︑天皇が居られ︑御在位六十年に亘ら

とを﹂と︒

︵千葉県平川支会長・元千葉県教育委員長︶

せ給ふことを心から奉祝いたします︒

年歌会始めの御儀に︑入江侍従長・山岸徳平博士等のご高
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に並ぶので私の前列には川端康成氏︑すぐ後は級友日経の

当時東大の﹁憲法﹂の教授には著名なるお三方の法学博士

因に私は昭和三年に東大法学部に入学いたしましたが︑

す︒

円城寺次郎氏︶であった︒誠にご円熟の竜顔に肥尺し奉つ

に回顧してその講義の要約をいたしますと︑

が夫を特色ある講義をなさって居りました︒不肖︑私なり

配で各界代表︵国語教育︶として招待を頂いた︒︵年齢順

た︒三度朗訓せられた﹁川﹂と題しての御製下の句﹁なが
更に昭和五十六年秋︑叙勲の日︑宮中春秋の間で夫婦と

○上杉慎吉博士Ｉ忠君愛国を鼓吹されて︑楠公の﹁七生報

みたび

れゆたかに春たけむとす﹂にふさわしい温容を拝した︒

もども拝謁︑優渥なお言葉を頂いたが︑ご高齢ながらしっ

を標傍する﹁新人会﹂と対立したのであります︒常に六法

国﹂の精神を基調とした﹁七生社﹂を結成され︑進歩主義

陛下の御在位は今後も末永く続くことであろう︒不肖私

義をされていました︒

全書を片手にして白哲︑紋付・羽織・袴に威儀を正して講

かりしたお姿に感銘を深めた︒

︵千葉敬愛短期大学教授︵前副学長︶佐倉支会会員︶

は周知の通りであり﹁天皇機関説﹂を提唱され︑当時の陸

○美漉部達吉博士Ｉ故美濃部東京都知事の父君であること

ですが︑学生達にはその論旨は整然として立て板に水が流

海軍部より要注意人物としてマークされておりました様子

はしなじ

﹁機関と云う言葉の端﹂に馴染まぬものあり﹁天皇を機関

○寛克彦博士Ｉ日本は開開以来皇国であり︑連綿たる万世
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もいつまでも教育の道に励みたい所存である︒

皇室と国民

岩崎晶

るるが如く︑講義は良く理解されておりました︒恐らくは

長身にして背広姿︑緒顔にしてその音声は極めて甲高く︑

とは何事ぞ﹂との誤解に基いたものでありましよう︒

神武天皇以来皇統連綿として世界にその類を見ざるお国柄

﹁弥栄え﹂の国たることを浩灸として哲学的に展開され︑

一系の天皇を戴きて万邦無比︑世界に冠たるお国柄であり︑

響き渡りて講堂内を圧倒しました︒

説き去り説き来りて流暢そのものにて十八番教室の隅々迄

にて︑何人も皇室の尊厳性を認めざるを得ないのであり︑

いやさか

日本は山紫水明にして﹁宝来山﹂とも謂うべき国でありま

て︑吾等国民の等しく崇敬し奉る処でございます︒我国は︑

今上陛下には昭和の初頭より日本激動の時代に処せられ

慶祝の極みでございます︒

天皇陛下御在位六十年︑益々ご壮健にあらせられ︑狗に

￨

強調されました︒
ようかん

年中︑羊美色の燕尾服を着用されて壇上に毅然として直

︒◎

等を親しくご歴訪ご巡幸なさいまして︑国民に多大の感動

をお与えになったのであります︒

︑︑︑︑

ともあれ︑戦後は憲法第一条に﹁天皇は日本国の象徴で

あり云々⁝⁝﹂とありまして︑戦前の﹁神聖なり﹂と言う

立不動︑頗る緊張された講義振りでした︒

考え方から脱皮して前進し︑国民に身近になった発想が定

︑︑

扱︑戦前の卑近なる経験を回顧して舷にお話をしますと︑

皆様も良くご存じの戦争直後の挿話としましては︑天皇

︑︑

着したのであります︒

陛下とマッカーサー元帥との会見時に際し︑マッカーサー

○○○

前通過中でございます︒脱帽して最敬礼して頂きます﹂︵当

市電が宮城前に差しかかるや女子の車掌さんが﹁只今宮城
時は︑一般人は冬はソフト夏はカンカン帽を︑大・中・小
こ長ノベ

学生は夫々学生帽を被っておりました︶との声に従って乗

は一目陛下を拝するなり陛下のお人柄に心を打たれて︑尊

映画館にて時恰も代為木原頭の﹁観兵式﹂の一三−ス映

実が歴然としてございます︒

皇室の尊厳性を強調する余りに﹁皇室と国民﹂との親近

︑︑︑︑

崇の念を自ずから懐き奉り︑敬虚なる心情に浸ったとの事

おの

客一同︑老いも若きも皆深く頭を垂れたのでありました︒

画中﹁白馬に跨る天皇陛下のお姿﹂が写し出されるや︑陸
ただ

軍の将校連が両脚の軍長靴を﹁ガチャッ﹂と音を立て些姿

少し簡素化出来ないものか﹂とのご感想を洩らされたとの

留学よりご帰朝されたる折に︑﹁日本に於ける警備を︑も

ない﹂と思惟いたします︒それかあらぬか︑浩宮様が英国

︑︑

感を阻外︑隔離する様なことがあっては却って﹁よろしく

並列して︑ご通過の折に最敬礼を以てお迎えしますので拝

戦前︑天皇陛下の行幸︑皇后陛下の行啓の際には道端に

勢を紅して礼をしたものであります︒

顔することなど全然不可能でした︒祖父・祖母からは﹁天

まちなか

ことです︒

︒○○○

子様を直接拝すると目がつぶれますよ﹂と常に云い含めら

北欧諸国の国王の中には街中を自転車で走り乍ら︑市民

本に於ては無理かと思いますが︑時には些か警備過剰気味

こた

れておりました︒ご通過直前に︑沿道の家々の物干場の衣

に親しく手を振って応えられる事があるとか︑そこ迄は日

た︒

類・下着類は取込む今へしとの当局よりのお達しがありまし

過日の朝日新聞の報ずる処に依れば︑﹁皇太子夫妻は十

なのではあるまいかと思考されます︒

一月十五日︑東京上野の日本学士院会館で行われた第一回

戦後に至って︑様相は一変しました︒それは人間天皇と
下には逸早く日本国中至る処︑避地の農漁山村︑籾は炭坑

謂う言葉が登場して参ったのであります︒終戦直後に︑陛

（52）

︑︑︑︑︑︑︑︑
国際生物学の授賞式に出席されたが︑これまでのお出かけ
︑︑︑︑

○○○︑︑

の時のように﹁青﹂信号でスイスイと交差点を通過する方
式でなく︑しばしば﹁赤﹂信号待ちするという新しいお出
︑︑

かけスタイルとなった︒

くるまＯ

又︑英国大使館で催された浩宮さまの帰国を祝う晩さん
会に出席された皇太子ご夫妻と︑浩宮さまの車も何回か信
○○○

やっていきたいとの事であります︒

号まちをした︒とあり︑警視庁警備当局も当分この方式で
結論といたしまして﹁皇室と国民﹂とは正に一体であり︑
万国に比類の無い日本の特別なる国体は﹁日本の弥栄え﹂

テレビにて天皇陛下が皇后様とお並びになって宮城内吹

４１

D

川岬卜哩︲ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｒドートーｈが

ゑず

ら占領総司令官マッカーサーを訪問されます︒︵二十年九

陛下は御自身危険に瀕した運命をかえり見る事なく︑親

ての処刑論が大勢を占めていました︒

敗戦直後︑連合国間には︑天皇を第一級戦争犯罪人とし

吾々の想像に絶するものがあったと推測されます︒

そして瓦牒と焼土︑飢餓と極貧からの復興︒その御心労︒

このお若さで︑日本の国運を賭けた戦争の勃発と敗戦︒

なさっておいでだったでしょうか︒

皆様三十六歳︑四十歳︑四十四歳それぞれの年︑いかが

でありました︒

勃発の昭和十六年は四十歳︒そして敗戦は四十四歳の御年

支那事変勃発は昭和十二年︑御年三十六歳︒太平洋戦争

につくし難いお痛わしい六十年でありました︒

そのものの長い年月︒その間の御心労を偲びますと︑ 筆舌

既 に 皆 様 御 承 知 の よ う に ︑ 陛 下 六 十 年 の 御 在 位 は ︑ 激動

奉祝行事に思う

？

関田健二

天皇陛下御在位六十年

I

月二十七日︶マッカーサーは既に︑今次大戦突入時の陛下

／f−n、

の原動力なりと確信いたします︒

上御苑や︑那須高原をご散歩なさるお姿を厘々拝するにつ

１１

けても︑又アメリカや欧州への親善ご訪問をされたり︑来
ご様子を拝し奉りて︑今上陛下のご長寿を弦に謹んで偏に

朝の列国元首を宮城内にお招きになって交歓されたりする
お祈り申し上ぐる次第でございます︒

第十六代天皇であらせられる仁徳天皇の御製と称せられ
︑︑︑︑︑︑︑

る﹁高き屋に登りて見れば煙立つ︑民のかまどはにぎわい

にけり﹂は︑現代日本の姿そのものの如く︑今更の様に上
︑︑︑︑

御一人のお言葉としてまことに感銘深きものがあります︒
︵特別会員︶

LODノ

ド

かし︑憲法上︑独裁者でない陛下の御努力もそれが限界で︑

平工作に努力するよう︑政府に指示されておられた事︒し

の一挙手一投足のすべてを調べ上げていました︒最後迄和

ーは回想録に書いています︒

である︒⁝⁝﹂私は骨のズイまで感動した︒とマッカーサ

であることを感じとった︒：：：この方は生れながらの天皇

前にいる天皇が︑個人の資格においても︑日本最高の紳士

この瞬間︑日本占領政策は決定的転換をします︒ワシン

御前会議は戦争突入を決定します︒とに角︑最後の最後迄︑

ーは天皇来訪の目的を彼なりの人生観で予測していたので

の手許に届けられておりました︒そして︑連合諸国の天皇
処刑要求文書もまた彼の机の上にありました︒マッカーサ

と強国にしない︒産業は︑農林・水産の一次産業で押える︒

になります︒連合国の初期対日政策は︑﹁日本をして再び

が生じる程に︑マッカーサー独自の対日策が取られるよう

トン政府からは︑マッカーサーの対日政策手ぬるしの批判

す︒﹁天皇は︑最後迄戦争回避に努力した理由を以て︑助

の以外は許さない︒原料輸入もこの原則から外には出ない︒

工業は︑実物賠償の象許す︒貿易も︑実物賠償に関するも

戦争回避に努力されたという資料は︑とうにマッカーサー

命嘆願に来るに違いない︒世界の歴史はそうしたものであ

ものでした︒

より豊かな生活はさせない︒﹂というとてつもなく厳しい

日本人の生活は︑戦争中日本が占領していたいづれの国民

ったのだ︒﹂しかし︑陛下の御発言はマッカーサーの思い
及ばぬものでした︒

﹁戦時中︑日本国民の為した軍事的︑政治的行為の全て

は私の命令によったものである︒既に戦犯として逮捕され

たのでした︒マッカーサーは驚嘆します︒﹁私は大きい感

刑の運命にある者︑或は︑既に処刑された者が相次いでい

づねしたｏ﹂当時︑国の内外で︑戦犯として捕えられ︑処

して私自身をあなたの代表する連合国に委ねるためにおた

から数百万人︑或は一千万人を越す移しい餓死者を出すか

いう噂︒食糧不足がパニックを起せば︑食糧争奪の大混乱

壊滅的打撃を受けていました︒巷間︑六百万人分の不足と

た︒昭和二十年は︑東北︑北海道の穀倉地帯が冷害により

敗戦直後︑日本は極度の食糧不足︑飢餓状態にありまし

一一

動にゆすぶられた︒死をも伴なうほどの責任︒それも私の

も知れないという極限状況にあったのです︒

ている者を釈放してほしい︒私は︑全ての責任を負う者と

ではない責任を引き受けようとする︒この勇気に満ちた態

知り尽している諸事実に照らして明らかに天皇に帰すべき

﹁自分並に皇室をどのように処置されてもよろしいから︑

天皇陛下はマッカーサーに懇願します︒

度は︑私の骨のズイまでもゆり動かした︒その瞬間︑私の
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マッカーサーは﹁このお言葉を聞いて︑天皇を心から尊

私の国民を飢えさせないよう食糧を援助してほしい︒：︒﹂

リカに次ぐＧ・Ｎ・Ｐ第二位︑経済大国に迄のし上りまし

経済成長の道を幕進し始めます︒四十年経った今日︑アメ

世界情勢の変化に伴い︑やがて独立︑そして十五年後︑
ばくしん

敬した﹂と︑その事を聞いたヴァイニング夫人︵皇太子家

戦直後︑日本の貧困と苦悩を知る者も少なくなりました︒

今日︑戦後生れ国民が過半数を占めた︑戦前・戦中・敗

た︒

陛下は︑二十年十二月︑松村農相を召され︑皇室の全御

が如く思う者も少なくはない現状です︒しかし︑事実はそ

若い人々の中には︑日本の繁栄を︑ひとりでにこうなった

島信彦に答えています︒

庭教師︒大使待遇でマッカーサーと自由に会えた︶は︑牛

ーに届けるよう命ぜられます︒幣原首相が届けます︒

る危険と苦闘︑まことに厳しい茨の道だったのです︒

のように安易な道である筈はありまんでした︒言語に絶す

物目録を手渡され︑これを食料購入代金としてマッカーサ
マッカーサーは深い感動を示しながら︑﹁陛下のお心は

よくわかった︒私が今の任にある以上︑断じて日本人は飢

くり返しになりますが︑もし︑敗戦直後︑極度の飢餓か

ワシントン政府は﹁日本への食糧援助は行なわない︒餓

なれば︑日本を窺う外国の介入を避けることは殆んど不可

に大混乱︑阿鼻叫喚の地獄を現出していたでしょう︒そう

らパニックが生じていたとすれば︑食糧の争奪は日本全土

死するのは自業自得﹂という基本方針を持っていました︒

いやそれどころか︑日本は既に独立国としては亡び︑某々

能でした︒経済繁栄は半永久的に見通しは立ちますまい︒

いｏ﹂そして御物目録は受け取りませんでした︒

えさせない︒陛下にご安心下さるよう申し上げてもらいた

マッカーサーのねばり強い異常な努力によって︑日本への

い運命に陥っていたかも知れません︒その事を推測するに

外国の占領の下︑国民は半奴隷的生活に岬吟せざるを得な

うかが

食糧援助が開始されます︒七○万トン︒非農家一戸当り百
の供与迄配慮されて二十一年秋迄の日本の飢餓は救われる

十分な資料があります︒

キログラムに近い食糧と︑それを運ぶトラック・ガソリン
ことになります︒

をも捧げました︒天皇は︑生命を賭けて国民を守ろうとし

戦前の国民は︑国家非常に際しては︑天皇の名の下に命

一一一

秋から大転換をします︒それ迄は︑日本破壊︑弱体化一途

ました︒国民は天皇と共に︑天皇は国民と共に︑その命運

アメリカの日本占領政策は戦後三年経って昭和二十三年

リカの良きパートナー︵仲間︶となるようにと変わります︒

でありました︒それが︑日本を健全に育成する︒将来アメ
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か程に堅い結びつきを持っていました︒この事は︑天皇地

は共含にあると考えていたのです︒天皇と国民との紐帯は

える破壊政策︑弱体化政策に反対していました︒日本を健

米軍情報部Ｇ２は︑早くから民政局の日本解体論とも言

他方︑同じＧ・Ｈ．Ｑ内部に意見の衝突がありました︒

けんげん

昭和二十一年から二十九年にかけて︑行程三万三千キロ・

え︑民政局と衝突します︒やがて地方巡幸は再開されます

です︒天皇地方巡幸についても︑反対する必要はないと考

全に育てることがアメリカの国益につながるという考え方

方巡幸に際し︑再びまぎれもなく白日の下に顕現します︒

戦災による焼土と荒廃の地方を︑天皇は巡幸されます︒占
領軍の方針により︑護衛らしい護衛も付かず︑天皇は︑市

が︑以後は民政局の手によって厳重な警護がなされるよう

まち

町︑村々︑農村漁村山村を廻られます︒時に炭坑の地底深

になります︒天皇と国民の間に垣根を築こうとしたのです︒

戦死者遺族を慰められ︑傷夷軍人を見舞われました︒老

付こうとする国民︒ここにあらわれた天皇と国民の血の通

護衛なき天皇地方巡幸︒人波に埋まる天皇の袖にすがり

室ち

くまで入られました︒

励されました︒群衆の中で操象くちやになり︑帽子も服も

若男女︑誰彼となく手を握り︑語りかけ︑案じ︑そして激

う間柄︒それは︑二千年に亘って培われた日本の︑まぎれ

もない厳然たる事実でありました︒

はだはだ

ひた

日本は今︑経済繁栄を世界に誇示し︑大部分の国民が中

四

ぐしやぐしやになりながら︑多くの国民と層と膚を触れ合
わされたのです︒天皇は国民の波の中に埋もれることを︑
﹁少しも疲れはせぬ﹂とむしろ喜びとされました︒国民の

感激に流す涙は至る所で見られましたが︑戦争犠牲者の誰

Ｇ・Ｈ・Ｑ民政局の推測は見事に外れます︒日本の伝統破

手檎弾を投げつける者の一人や二人は出るだろうという︑

る困難な時代の事です︒日本には︑繁栄に進む門は堅く閉

に︑絶対忘れてならないのは︑占領初期の絶望的とも言え

る四十年の苦難を回顧する事を忘れてはなりますまい︒特

います︒続いて明日の繁栄を期待するならば︑言語に絶す

ならぬ苦労があった事を常に振り返えらればならないと思

流意識の幸福に浸っています︒しかしこうなるには︑並を

壊︒天皇と国民の離間工作に狂奔していた民政局は︑同じ

からも恨桑の声は投げかけられませんでした︒

く天皇処刑を要求するソ連その他の国々と共に︑周章狼敗

息奄奄︑やっと息をついて行くことさえ難かしい時代だっ

ざされて︑開けられる見通しは全くありませんでした︒気

むつ

します︒これでは逆に︑天皇と国民を結びつける結果にな

たのです︒これがこのまま続いていたら︑折角の国民の苦

えんえん

ると恐れたのです︒遂に地方巡幸を一旦停止するよう命令
します︒
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闘も﹁繁栄﹂の域には到底辿り着く筈もなかっただろうと
思われます︒

日本国民が息を吹き返えすその運命の門を開いて下さっ
たのが天皇でありました︒﹁日本の繁栄︑それは絶対許さ
ぬ﹂とする連合国の︑重く厚い門の扉を開かしめたのは︑

人間天皇神の如し

寺崎隆治

扉が開かれる事となったのでした︒国民はここで︑やっと

事蹟が︑マッカーサーの対日政策を緩和させて︑この厚い

天皇の全ての全てを︑国民の為に伽たんとされたその御

浩宮は御年二十五︑二年四ヶ月の英国留学を了へ昨年十月

ります︒皇太子殿下は御年五十二︑内外の諸行事に御活躍︑

ます︒歴代天皇中︑御在位最長︑そして最長寿の天皇であ

に入られます︒また本年四月二十九日︑八十五歳になられ

天皇陛下には昨年十二月二十五日をもって御在位六十年

命拾いをする事になりますし︑繁栄に通ずる路線に足を踏

末御帰国礼宮は昨年十一月未成年式を挙げられるなど皇室

天皇以外の誰でもありません︒
すべすべなげう

象入れる事となったのです︒

いよいよ御繁栄にわたらせられ慶賀に堪えません︒政府は

来る四月二十九日の天皇誕生日に御在位六十年︑式典を挙

けわ

御在位中は︑わが国及び世界の大変動期で︑満洲事変︑

陛下のお歩きなされた道筋は︑苦難に満ちた余りにも嘘

五・一五事件︑二・二六事件︑上海事変︑国際連盟及び華

存じます︒

陛下︑御年八十五歳になられようとし︑今や御老境に達

行することとなりました︒全国民を挙げ奉祝いたしたいと

せられました︒心静かに︑過ぎ去った歴史に想いを凝らす

府︑倫敦両条約脱退︑支那事変︑日独伊同盟締結︑仏印進

しぷじ承思います︒

ならば︑国民ひとしく︑頭を垂れて深い感謝を捧げねばな

駐︑大東亜戦争突入︑敗戦︵戦死者約二百三十万︑領土約

しい︑しかも長い長い疾風︑怒涛の道程でおありだったと︑

りますまい︒そして︑御在位六十年を︑心から奉祝申し上

半減︶憲法︑諸制度など明治維新以来の国内大改革︑世界

こ︾っぺ

げ︑なお︑聖寿の更に久しくありますよう︑国民総て︑皆

秩序の大変動︵独立国百八十︑国連加盟国百六十七︑米ソ

対立︑世界の各地域に︑戦争紛争が絶えず︶わが国では対

々様共々に︑祈念致したいと存ずるのであります︒
︵本会会員・高知学園短期大学教授︶

米対ＥＣ経済摩擦が発生︑北方領土は未解決︑国内では財
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−1

政︑行政︑教育の改革問題があり︑常に世界平和と国民の
幸福を祈念あらせらるる陛下の戻襟を悩ませ給うことばか

終戦後︑一ヶ月半︑九月二十七日︑陛下はマッカーサ元

残りのように拝察されたという︒

かなる事件にも全責任をとります︒また私は︑日本の名に

﹁私は日本の戦争遂行に伴ういかなることにも︑またい

帥を訪問され︑次のように申された︒

おいてなされたすべての陸海軍指揮官︑軍人及び政治家の

陛下は過ぐる八十余年を顧象られ︑一番悲しかったこと

りでまことに恐催に堪えません︒

︵軍艦香取で六ヶ月︑英︑仏︑白︑蘭︑伊をご訪問︑各国

は戦争であり︑一番楽しかったことは皇太子のときの訪欧

し巳○

あろうとも問題ではありません︒私は全責任を負います﹂

自分自身の運命については貴下の判断がいか様のもので

行為に対しても直接︑責任を負います︒

○○○

元首と会見︑第一次世界大戦後の国情をご覧︑見聞を広め︑
○○○ＯＯ

立憲政治の重要性と専制独裁の不可をご体得︶と︑今次大
戦のけじめをつけるため︑警備上の懸念を顧承られず︑昭
和四十六年訪欧︑五十年訪米をせられ︑友好親善を深めた

きれば︑進んで紋首台に上ることを申しでるというこの日

にキッスしようとした位です︒国の罪をあがのうことがで

マ元帥はこのお言葉をきいて︑﹁私は感動の余り︑陛下

また御在位中に御自ら決断されたのは︑二︒二六事件の

ことであると仰せらる︒

せた反乱軍に対し討伐を命じたこと︵実際には翌日降伏︑

とき︑多数の重臣を殺害し鈴木侍従長に瀕死の重傷を負わ

の後益々高まるばかりでした﹂と︒︵以上はマ元帥が昭和

本の元首に対する占領軍の司令官として私の尊敬の念はそ

一三−ヨーク︑アストリアホテルにおいて重光外相とマ元

二十六年四月十一日解任され帰国後︑昭和三十年九月二日

討伐せず︶と︑終戦時︑ポツダム宣言を受諾の二つである
と仰せらる︒終戦時の御前会議においては賛否相半ばし︑

ことができず開戦となった︒あれ以上︑政府のなすことに

争回避のためあらゆる手段をとったが︑政府の決定を覆す

年︑二十六歳のとき来日︑京城大︑金沢四高︑東大︑学習

英文学教授の英人プライス博士︵ロンドン大卒︑大正十三

主化政策を強力に進め︑昭和二十年十二月初め︑学習院大

ＧＨＱ︵占領軍最高指令部︶は終戦直後より︑日本の民

帥の会見記による︶

決着がつかず︑鈴木総理の奏請により決断を下されたので︑

あります︒また昭和五十六年八月十七日皇居における記者

抵抗したり︑拒否をすれば専政独裁政治になると思い開戦

院大の各教授となり︒開戦後︑神戸収容所に入り︑終戦後︑

会見で︑記者から開戦のときのことをきかれ︑﹁自分は戦

に同意したが︑立憲政治に拘泥しすぎて⁝⁝﹂と申され心

（58）

六歳で没︒昨年一月︑学習院大名誉教授新木正之介氏らに

学習院大に復帰︑昭和二十九年﹁禅と英文学﹂﹁俳句の英

になった学習院大をＧＨＱに働きかけて存続させた功労者

をされ︑米国のバイニング夫人を招いたり︑廃止されそう

時から昭和三十九年に亡くなる迄十九年間殿下の個人教師

の活動﹂という本は戦後天皇の全国巡幸に非常に役立った

であります︒博士が宮内庁に寄贈した﹁英国王室と戦時中

訳﹂で東大から文学博士の称号を受く︒昭和三十九年六十
より﹁回想のプライス﹂刊行︶が俳句の友人でＧＨＱ教育

といわれます︒

課長のヘンダーソン中佐と連絡し︑戦時中神格化された天
皇のイメージを拭うため﹁人間宣言﹂の案文を練り︑その

と化した国土の復興︑再建をしなければならないとの国民

天皇は戦後︑虚脱状態にある国民を慰め︑激励し︑廃虚

宮内大臣石渡荘太郎︑文相前田多聞︑首相幣原喜重郎氏︑

を思う心から昭和二十一年二月︑神奈川県を振り出しに昭

後︑日本側はプライス教授︑学習院長山梨勝之進海軍大将︑

和二十九年八月の北海道まで当時米軍の占領下にあった沖

に接し﹁あつそう﹂というお言葉に国民は親し桑を深くし

ＧＨＱはヘンダーソン中佐︑教育局長ダイク准将︑マ元帥

たのであります︒入江侍従長が下検分に行って帰ってくる

が熱心に検討し︑﹁異存なし﹂とのことで幣原首相が陛下

と﹁国民が来て呉れというところを断ったのではないだろ

わたり巡幸されたのであります︒初めて間近に陛下の音容

の御誓文に明示されているから︑それをとり入れて欲しい

新の明治元年三月十四日︑明治天皇が御自ら発布の五箇条

うね﹂といわれたこともあります︒朝八時半頃宿舎発夜九

細県を除き全国津を浦々を百六十五日間︑三万三千キロに

と申され︑マ元帥に連絡したところ︑そんなにりっぱな御

のご意向をおききしたところ︑人間宣言は二の次ぎで︑日

誓文があるなら︑ぜひ全文を宣言に入れてもらいたいとの

はじめからしまいまで極めてご熱心に全く同じ・ヘースでお

時半頃お帰りになったこともたびたびありました︒陛下は︑

本の民主主義は輸入品ではなく︑古来から存在し︑明治維

ことで昭和二十一年一月元旦発布の神格否定︑人間宣言の

はお伴をして廻られ陛下巡幸の御態度に非常に感動し巡幸

廻りになられました︒北海道知事田中敏文氏︵社会党出身︶

冒頭に︑五箇条の御誓文が示され︑次ぎに天皇と国民の紐
るものではなく︑天皇を現神とし日本民族を他民族より優

と心から感歎されたのであります︒

﹁人間天皇︑神の如し﹂

の終ったのち︑

帯は相互の信頼と敬愛によるもので単なる神話や伝説によ
越民族とし︑世界を支配する運命を有する架空観念に基づ
なおプライス博士は現在の皇太子殿下が学習院中学入学

くものではないとの宣言をされたのであります︒

（59）

前述の沖縄県は皇太子のとき訪欧の途次︑数時間訪問さ
れたことがあるだけで︑戦争中は激戦場となり多くの戦死
者をいだし︑昭和四十七年本土に復帰するまで二十七年間
米軍の占領下にあり︑現在も多くの米軍基地を抱え︑県民
の特殊事情により︑未だ訪問されておらず︑来年同県国体
にはぜひ沖細訪問が実現することを祈念してや染ません︒

戦後︑日本の復興再建には徳富蘇峯先生など百年以上か
かるといわれましたが︑三︑四十年にして達成されたのは︑

皇室の存在によるものと思います︒世界各国の元首︑大使
るといわれております︒

１１順

皇室と政府

立憲政体となりたる上は︑皇室と政府との界限を明

かにせざるべからず︑往昔は人君独裁の政体なりし

かりしかども︑巳に立憲政体となりては︑此界限最

を以て︑皇室と政府との区別を立てざるも不都合な

も必要なり︑若し此界限明白ならざるときは︑或は

閣臣の失政累を皇室に及ぼすの恐なきに非ず︑此界

限を明白にせんとするには︑先づ内閣と宮内省との

界限を明白にせざるべからず︑宮内省は直ちに皇室

に非ず︑︵今日官制を以て見れば︑外形は全く此の

に属する者なれば︑決して内閣の干渉を受くべき者

臣たる者内閣の頭使を受けて︑独立の志操なく︑宮

如しと雌ども︑其実は如何あらんか︶︑若し宮内大

内の官人の進退までも︑内閣にて指掻する様にては︑

或は皇室の威厳に関するの事なしとも言ふくからず︑

りては︑国内の平和を擾るの基となることなれば︑

然れども内閣と宮内省と互に相刺蝶するが如き事あ

是亦深く慎まざるべからず︑惟内閣をして常に宮内

︵西村茂樹﹁国家道徳論︲一より︶

省を畏憧するの意あらしめんことは︑最も皇室の為
め必要のことなり︒

（60）

国賓等が訪日するとき最大の光栄は︑陛下との御会見であ
日本弘道会綱領の第一義は︑皇室を敬愛することであり
ます︒ここに天皇御在位六十年を迎えるに当たり︑いよい
よ皇室の御繁栄をお祈り申し上げます︒
︵特別会員︑元連合艦隊参謀︶

﹁・Ｊ

Ｆ﹂

盈曹

蓉

天皇陛下にまつわる思出は数多く
あるが︑その中で︑昭和二十三年に
関西に行幸された折りのことがこと
に印象深い︒当時︑わたしは朝日新

った︒

聞大阪本社にいたので︑報道担当の
一員として︑陛下のあとをついて回

月から神奈川︑東京︑群馬︑埼玉︑

終戦後︑天皇は戦災地の視察︑慰
問を思い立たれ︑昭和二十一年の二

少しでも天皇に近づこうとする︒大
波のような大群に警備の人たちも押
しまくられ︑天皇のお姿も見えなく
なる︒ケガでもされたら大変だとハ
ラハラした︒

ついに米軍のＭＰが︑天皇のそば
で︑ピストルの空砲を空に向けて発
射︑ようやくお側の空間を少し空け

なるとはと驚いた︒

るといった騒ぎである︒歓迎は予想
していたものの︑こうまで爆発的に
このとき痛感したのだが︑集った
大群衆は︑心の支えを天皇に求めて
いたのである︒来られたからただ歓
迎するというのではなく︑祖国の悲
運を天皇とともに突き︑天皇をいた

わり︑また天皇にすがるといった心
情がこもっていた︒強い一体感の発

いのに涙を流している人が多かっ

露である︒のび上っても姿は見えな

こうしたお迎え風景は訪問される

た︒

先々でつづいた︒大阪︑神戸の旅を

終えられた天皇は︑数日後︑自動車
で姫路︑岡山に向われたが︑沿道は

すき間もないほどの歓迎の列であ

かった︒

る︒中国山脈の奥からはるばるやっ
てきて︑道の両側に座っている人た
ちの姿も多かった︒天皇はたえず左
右に手を振られ︑休むおいとまもな

こうした風景を見ながら︑わたし
は同僚の記者と︑﹁日本の復興は早
いぞ﹂と話し合ったおぼえがある︒
天皇を中心にした民族の一体感とエ
ネルギーに勇気づけられ︑自信が湧
いてきたからだ︒荒涼とした焦土の

い○

上にひびいた万歳と︑まだお若かつ
た天皇のお顔を忘れることができな

（61）

愛知と回られている︒敗戦のあと
で目星しい都市はどこもＢ調の焼夷
弾攻撃で焼かれ︑窮乏と混乱がうず
巻いているような世相だったが︑そ
の中で︑天皇が慰問に来られること
は各地の人びとに大きな光明を与え
た︒

大阪に来られた時も︑食粗不足は
ひどく遅配︑欠配が続いていた︒み
んな空腹で痩せていたころだが︑天
皇がお着きになると大阪城前の広場
はお迎えする群衆でいっぱいになっ
みんなが︑ばんざいを叫びながら

た︒

焦土の上の天皇

入江徳郎

り
四食事療法の原則
なわち︑標準体重一キログラム当り
㈲三大栄養素の配分
本と軽労作で︑二五 三○キロカロリー
糖尿病の治療は食事療法が基本
と
糖質六○％︑脂質二○％︑蛋白質
に必
必︵胃巴︶︑六十歳以上の老人では二五
なります︒食事療法は日常生活に
五二○％とすると一六二○胃巴は九七

これには日本糖尿病学会による食品
交換表が有用で︑八○胃巴を一単位
として各種食品がどれだけに当るか

也を示してあります︒これを使うと先
昌の栄養素は十二単位︑四単位︑四単
浦位となります︒医師︑栄養士の指導
杉の下に食品交換表を上手に使いこなゞ

糖尿病の治療はこれに運動療法を

して下さい︒

組合せ︑十分な﹃一ントロールの得ら

昭和五八年

（62）

す︒

︑吟×唖Ｃｌ弓画Ｃ弄県一一

次式のごとくなります︒

員の場合の一日の総千不ルギー量は
は日本糖尿病学会編︑文光堂︑東京

準体重は次式で︑
スリンを使う必要がありますが︑こ
︵５つｌ﹄つつ︶×Ｐや１ｍ﹄
れらは専門医に委せることになりま
五四キロですから︑二六キロ痩せつ
る す︒
必要がありますｃ六十歳の男性会社
社＊糖尿病治療のための食品交換表︒

センチ︑体重八○キロの人では︑標
裸れない時は血糖降下薬の内服やイン

糖尿病（その二）

るこ
こ胃己︑病臥中や運動量の少ない人で
で二︑三二四︑三二四宵昌の配分とな
要な手不ルギーを最小限に与える
リン
ンはここ胃巴︑中等度労作で三五胃巴
巴ります︒しかし実際に何をどの位と
とにより︑不足しているインスリ
とで
で位とします︒例として︑身長一六○
○れぱよいのかこれでは分りません︒
需要をできるだけ少なくすること

です︒

その原則として①総エネルギー量
を制限し︑②定められた総エネルギ
ー量の範囲内で︑三大栄養素の適正
な配分を行う︒すなわち糖質五○
六○％︑脂質二○ 三○％︑蛋白質
二○％とします︒③ビタミン︑ミネ
ラルの適当な補給をすることが大切

まず標準体重を次式により算出し

㈲総エネルギー量の制限

誇景要周Ｉ︵卑崩︵目︶ＩＳＳ

ます︒

×︒︒④

この標準体重に達するため︑年齢︑

性︑体型︑運動量︑糖尿病の重症度
合併症の有無などを考慮して一日の
必要エネルギー量を算出しますｃす

党議蕊峨

泊翁百話︵十二回︶

泊翁の印章その一

日本弘道会ビル内の日本弘道会展示室に展示せられてい
る泊翁の印章は全部で四十五個を数えるが︑先年︑国会図
書館で制作した泊翁印譜には四十八個の印字が出ているの
で︑しばらくのあいだ右の三個の違いは何を意味するかが
れているのなら問題はないが︑そうではないらしいので︑

わからず︑戸惑っていた︒右の三個が国会図書館に蔵せら

は解けた︒つまり︑侭十ｓ×ｇで︑計四十八の印字に
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それで右の二つを除き︑泊翁には三十二種類の印章があっ

たとして︑そのおのおのの解説をこころみるに︑まず西村

︵ないし西郡︶茂樹については何も言うことはないが︑泊

意味する白︵百から一を引いたかたち︶に７︵水︶を付け

翁は明治十八年頃から使用された号で︑﹁泊﹂は九十九を

た文字で︑九十九里浜を指していることは渡辺正勇元主事

が説いた通りであろう︒泊翁は千葉県佐倉市の出身である

が︑九十九里浜は千葉県の中東部太平洋岸に面する一大砂

浜で︑北は行部岬から南は大東崎まで約六十キロ︑巨大な

くにべふたわ

孤を描いて続く︒千葉県山武郡成東町出身の歌人伊藤左千
夫は︑

くが

はて

わ

人の住む国辺を出でて白波が大地両分けしはてに来にけ
ｈソ

あまぐも

天雲のおほへる下の陸ひろら海広らなる涯に立つ吾れは
あめつちよもよりあひ

すえべ

天地の四方の寄合を垣にせる九十九里の浜に玉拾ひ居り

白波やいや遠白に天雲に末辺こもれり日もかす染つつ

にしひ

とらみ

た
かやまひくやまはてあま
高山も低山もなき地の果は見る目の前に天し垂れたり

春の海の西日にきらふ遥かに虎見が崎は雲となびけり

砂原と空と寄合ふ九十九里の磯行く人ら蟻のごとしも

などと詠じたが︑泊翁にも﹁九十九里浜望大洋﹂﹁九十九

里油観捕海鮒歌﹂﹁登大東碕絶態放歌﹂など漢詩の作があ

る︒﹁登大東碕絶態放歌﹂︵大東碕絶態に登り放歌す︶は

（64）

蝋闇篇

頃刻登可惰守禦頃刻もあに守禦をおこたるべけんや

けいこく

山脚崩礁角立山脚崩れ礁角立ち

平沙秒々白於雪平沙砂々雪より白し

くずしようかく

怒浪排陣去来急怒浪陣を排して去来急なり

是吾他年暴骨処これわが他年骨を暴す処

︿字解﹀山脚Ｉ山のふもと︒礁ｌかくれ岩︒石が水面下

さら

吾杖腰剣立其頭吾腰剣を杖にして其の頭に立ち
笑看陽侯誇嘘吸笑って陽侯を君嘘吸を誇る

にあって見えないもの︒陽侯Ｉ水神の名︒転じて波をい

いう︒斗は星宿の名︒抄Ｉそそぐ︒水がやく流れるさま︒

寺竿

涛頭応触星斗辺涛頭まさに触るくし星斗の辺

東望槍海高於天東槍海を望めば天よりも高く

う︒嘘吸Ｉ吐いたり吸ったりする︒呼吸︒星斗Ｉほしを

想当大陽昇空時想当す大陽昇空の時

恰似天狗張長鼻恰も似たり天狗の長鼻を張れるに

地勢南走抱濃翠地勢南に走って濃翠を抱ち

満身尚帯潮稚々満身なお潮を帯びて溌々たり

我公受命Ｉ佐倉藩が弘化元年東海岸︵両総の海岸︶黒船

鹿洲Ｉ鹿島浦のことか︒水脈Ｉ水の流れる道すじ︒水路︒

抱Ｉ柁に同じＣ柁はひく︒はなつ︒銚江１銚子をさすか︒

地勢Ｉ山︒川・平野のありかたなど︒土地のありさま︒

せんせん

昨日遊迩猶未忘昨日の遊迩なおいまだ忘れず

１じょうまえとかぎ︒門や戸のしまり︒戎差Ｉ戎はえび

防禦の命を受けたことをいう︒海門Ｉ海峡に同じ︒鎖鋪

いずこのち

脚底即是九十九里浦脚底は即ちこれ九十九里浦

銚江鹿洲応那地銚江鹿洲那地なるくし

す︒蓋は禿に同じく︑えびすの一・辺防Ｉ国境の守り︒

している︒自分は腰の剣を杖にしてそのてつぺんに立ち︑

ったところに︑さかまく波が陣を排するように寄せては返

大意は︑山のふもとが崩れ︑かくれ岩の岩かどがきり立

圭一○

辺守に同じ︒頃刻Ｉしばらく︒少しの間︒惰Ｉおこたる︒

山勢水脈冊可数山勢水脈附して数うべく
東控常陸西総房東常陸と控え西は総房

じゆうきよう

平沙Ｉ平らで広い砂原︒秒々Ｉ水のはてしなくけむるさ
さやノ︑

川哉此地足用武咽なる哉此の地武を用いるに足る
我公受命守東彊我が公命を受けて東彊を守り
海門鎖鋪鎮戎蒐海門の鎖鋪として戎売を鎮む
われ

久為国家鍛錬腸久しく国家の為に銭腸を鍛う

笑って波を見おろし︑思いきり呼吸をする︒東のほうには

吾亦五世恭国恩吾亦五世国恩を恭うし

欲因地勢論辺防地勢に因って辺防を論ぜんと欲す

今日経過非無意今日の経過意無きに非ず

天よりも海高く大海原が望まれ︑波がしらが星空にふれん

ばつこほしいまま

鳴呼欧巴妖賊窓阪雇鳴呼欧巴の妖賊賊屋を窓にす

（65）

る︒土地のありさまは南方に走ってふかみどりをはなって

の出る海にはものすごい勢いで流れる黒潮がいっぱいであ

ばかりである︒太陽が空に昇る夜明けを想像すれば︑太陽

かる号を名乗った気持ちはおのずから明白であろう︒

無辺で︑雄壮のきわ桑といえる︒泊翁が九十九里浜にあや

ている︒詩と歌との差はあっても︑共に詠じた世界は広大

辺かよくわからないが︑この岩山のふもとは九十九里浜で

自分はきのう遊んだ通を今も忘れない︒銚子や鹿島はどの

てた人︒世捨人︒と四つの意味をあげているが︑ここには

た人︒道士︒③神仙の道を得た人︒方士︒④世俗の事を捨

には①仏門に入って得道した人︒どうにん︒②道教を修め

桑︑同義である︒街も荷も道の古宇︒道人は︑﹃広辞苑﹄

どうじん

泊翁道人と泊翁街︵荷︶人は共に︿クオウドウジンと訓

ある︒山のありさまや水路は︑下を向いて数えられる︒東

そのどれも当てはまらない︒道に志す人︑道義高揚につと

おり︑ちょうど天狗が長い鼻をのばしているのに似ている︒

は防禦にもってこいの土地である︒わが佐倉侯は弘化元年︑

には常陸の国が控え︑西は房総半島であって︑これはこれ

める人ぐらいの意味に解してよい︒

やかりたいと思ったのであろう︒年譜には︑安政元年申寅

るほど力のある勇士であるから︑泊翁はそういう勇士にあ

泊翁鼎人の鼎は照の字︒鼎士といえばかなえを持ち上げ

てい︑︑

黒船防禦の命を受けて東海岸の守りに就き︑海峡の戸じま
こと五代︑国恩に浴し︑久しく国家のために画策するとこ

りをしてえびす鎮定に当たった︒自分も亦堀田家の臣たる
ろがあった︒今日も何の意図なく通過して来たのでなく︑

明治二年正月十九日︑佐倉藩江戸日ヶ窪の上邸に移住し︑

と称したとおもわれる︒

書斎を求諸己斎と名ずけたと年譜にある︒が︑その前に求

二十七歳の九月朔日鼎と改名したとある︒その頃から鼎人

にのさばっているから︑しばらくたりとも防禦をおこたる

諸己を号としたはずで︑この三字を彫った印章もある︒求

である︒鳴呼︑ヨーロッ・︿のあやしい賊どもはほしいまま

ことはできないｃはてしなく広がっている平らかな砂原は︑

土地のありさまを観察して国境の守りを論じようとしたの

雪より白い︒ここは自分がいつか骨をさらすべきところで

諸己は﹁一レヲ己レニ求ムで︑自戒自粛のたいせつなことを

ひろがる九十九里浜を見おろしているが︑左千夫は九十九

右の詩における泊翁は大東碕のてつぺんに登って眼下に

居と名ずけたとしている︒先年︑佐倉市の修静居跡にりっ

官を辞したあと︑佐倉に留まって著述に従い︑書斎を修静

年譜は︑また︑明治五年︵四十五歳︶︑印膳県権参事の

現わしているのであろう︒

ある︒

里浜のまっただなかに立って遥か西方に虎見が崎を望見し
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ぱな石碑が建った︒

印譜には物北外というのがあるが︑これも意味不明︒荻

生祖株が物祖株と称した例にならえば︑物が姓︑北外が名

ことは一般に知られていない︒祖侠学派であったとすれば︑

もしくは号ということになるが︑泊翁が祖株学派であった

求諸己と修静届の前に︑撲堂と号した時期もあった︒年
譜はそれを文久元年︵三十四歳︶ごろからとしているが︑

︑

物北外という称もわからないことはないが⁝⁝︒

撲堂外史の四字を刻した印章もある︒撲堂の僕は素撲の僕
で︑性来のままで人為の加わらないことを意味する︒また︑

むらがる︑しげる︵茂︶ことを意味し︑むらがり茂る樹の
︑︑

意味もあるので︑茂樹に代用したのであろう︒堂は大きな
当した中国の官名︒②民間で歴史をしるす者︒また︑その

家やたてものを意味するが︑外史は①外国へ出す文書を担

持ちから撲堂外史と称したのであろう︒

お知らせ

今回﹃弘道﹂誌の綴込み専用ファイルを特製し︑会

員の皆様に一部づつ無償で四月頃配付することにいた

二年分十二冊を纏めて綴り込承保存が出来ます︒ど

しました︒

うぞご期待下さい︒

なお︑追加ご希望の方には原価でお頒けします︒部

数を明記のうえお申し越し下さい︒

（67）

歴史記録をいうから︑泊翁は在野の歴史家というほどの心
泊翁印譜には︑〃庸斎陳人″〃蔭畝之印″というのもある
︑︑

が︑年譜にはこれらについての記述は欠けているので︑そ
︑︑

の使用年月を明らかにすることはできない︒庸斎は平凡な
いえ︑平凡な部屋をいい︑陳人は時代おくれの人︑陳腐無
用の人を意味すると辞書にある︒けつきよく︑〃庸斎陳人〃
を謙そんしてそのように呼んだのであろう︒

とは平凡な書斎に住む陳腐無用の人を意味し︑泊翁は自分
蔭畝はインホもしくはインポと訓むが︑意味はよくわか
らない︒蔭には﹁しげる︵茂︶﹂という意味もあるから︑茂

樹の茂かも知れない︒しかし︑畝には樹の意味はない︒畝
は国訓ではセで︑約一アールの田地の面積である︒して承
ると︑よく繁茂する田の意味に解せられないこともない︒

i
f

千葉県石橋香峰

︵評︶山長者の庭にある外同を借りたときの一句と思

う︒風流とまでは言えぬとしても︑祥を脱ぎ捨

て赤裸為に詠みなしたのがほ上えましく︑旦つ

句の品位を保ち得ているのは流石である︒

○浮世にも程よき風の菊日和

母と子の語りつつゆくおぼろ月

○春雨に草鮭したたる道祖神

四辻の掃きだめに咲く鳳仙花

○鈴生りの大役果たし柿落葉

○写経して身心浄む夜長の灯

千葉県山田町飯田崩堤

する︒従って遠くにきこえた銃声は椋鳥を撃っ

○余生の身大事毛布につつむ夜を

新酒酌む天保血を吐く酒剣豪

大津古事皇位敗るる秋さびし

︐秋風や大津の皇子の文字出土

○片目入れ識運托す福達磨

○冬帽を罪ある如く真深にす

○透き間風心のすき間固く閉ず

○印刻に一刀入魂秋灯下

市原市加藤刀水

てぱっと群れ立ったのである︒そこに目を当て

声はやかましいが︑昆虫を食するので益鳥に属

︵評︶むくの木に群集するといわれている椋鳥は鳴く

︑椋鳥や銃声遠く群れ立ちい

篠塚しげる選
た音ではなくほかの烏を狙った音に椋鳥が驚い
たこの句は面白い︒

○新装の千葉駅広し年の暮

○救急車の警笛遠く寒夜かな

○拝領の古鎧出す秋土用

○語りこむ苦のお薮道迷う

︑山栗を見つつ跨ぐや外側

（68）

弘道 俳 壇

隆郁

千葉県山田町鈴木とよ女
○厄年も蒜がなくす象札納む
○雑炊や無病に老いて一人の蝕
○初孫を毛布に抱きて手かろ手へ

○小買物終えて夜寒の灯に帰る

田村

大田原市渡辺清香

千葉県高木とゑえ

千葉県山田町

やぶ枯しかって名家の門も壊え

○雑炊や男が炊けばやＬ硬し
帰り花昨日は一つ今朝は二つ

○房総の海を傾げて星のとぶ

○逝きし子を探すみ空に星流る
亡夫書きし漢詩の軸や秋彼岸

○弱き日の葉裏にとまり冬の蝶

○なす事のある幸せや菊日和
○わかち合う蜜柑心もゆたかなり
立冬やそびえつらなる那須五峰

選者近詠
えが

か

夢描く心は老いず初暦

う

虎描いて猫に似るとも筆始

初詣先づ寅毘沙の威を請けに

ベカ船の擢に輪飾三ヶ日

万両や常は使はい上岡
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古川哲史選

つま

虫の音を聞きつつ庭に落葉焼く月影情しクリス↓︑ス・イ
尋フ

亡き夫が教えてくれし南十字星夜更けて出でぬわが庭の
上に
すずどり

山峡を車で行けば白き雨窓をたたきて日射し明るし

山峡に暗く鈴鳥の声涼しマウント・ニポーの新緑の谷
を

母たちに遅れし孫はわが手取り駈けて行くなり雨林の道

千葉県山田町宇津木一直

ケガありてこそ精進も積糸たりと琴風関の言すがすがし

げん

若きらに伍して競ひ校正す見馴れぬ漢字ときに説きつつ

わが父祖の墓は城跡にあり要害墓と人は呼ぶなり

千葉県石橋佐寿

冬を越すつもりの蛇か門屋根の梁上にゐてじっと動かず

立像と坐像二体の観音像わが家を守り古びておわす

り

オーストラリア・ブリス零ヘーン市西宮照子

すれ

うし

音たかき鈴木の大人の二十八字杜甫の詩を読む心地こそ

ふ

天明の飢えの惨めさ読翠了へて積粟山ほどあらばやと思

しぞく

千葉県干潟町伊藤修郎

裏山にのぼれば遠く利根が見えいつしか寒き冬景色なり

夕栄の紅うつりきて沼の波燃えんばかりになりにけるか

き

岩崩えに生えし大独活いただきて今宵のむ酒ちと甘かり

夕顔の花ほの白くたそがれて背戸山紅く月のぼりたり

も

絞るごと汗かきおれば夕暮の風も出できて鯛の鳴く

に聞く

蕗の葉の丸きに当たる雨のおと老妻の留守居にひとり炉

う

稲田吹く黄色き波に吹かれいて婚期の吾娘の支度など思

あこ

鯛の声に夕づくわが里に秋の夕日の紅く輝よう

市原市加藤己之

蝉

落葉焼く真夏の庭に虫すだき木の間洩る月いとさやかな

（70）

弘道歌壇

クロス︶があざやか︒わたしは十一月末南太平洋の船上
へ閃巴員○局①胃どの訳語︒

でこの星に親しんだ︒第六首目に﹁雨林﹂とあるのは︑

選者詠
しじまに

イギリスのあきない人が建てし碑をあほぎ読みたり朝の

て知る

ケン︒ヘルが謙譲︑勤勉︑敦厚とたたへしことぱこの碑に
エリザベス女王陛下のみことばに引用されしケン・ヘルの

語ぞこれ
ケン︒ヘルにたたへられたるわが祖国さらに尊く美しくあ
れ

二日目は晴れて芦の湖まな下に遠く光れり窓辺に寄れば

はじゅうぶんにあるのに．．⁝・という嘆きと願いがこめら

寸感

れているらしい︒第二首目は九一八号の裏表紙に紹介し

宇津木氏の第一首目の原作は﹁若きらに伍して競ひて
＃
枝正す珍ら漢字をときに説きつつ﹂とあったが︑﹁伍し
て競ひて﹂では﹁て﹂がかさなるのでなおした︒﹁珍ら
漢字﹂は珍妙なことば︒﹁珍らしき漢字﹂とすればよい
が︑字余りになるので﹁見馴れぬ漢字﹂にした︒
石橋氏の第一首目は﹁代々の祖先の墓は城跡で⁝⁝﹂
とあったが︑﹁城跡で﹂では物足りないので﹁にあり﹂
として上の句もなおした︒第二首目も﹁立像と坐像二体
は観音で⁝⁝﹂とあったのを︑同じ理由でなおした︒
伊藤氏の第一首目の﹁粟﹂は﹁籾﹂で︑その籾を貯蔵
する農家の蔵は今は空になっている︒米を収穫する余裕

ったのに少し手を入れた︒﹁今宵の酒も﹂の﹁も﹂が生き

加藤さんの旺盛な作歌力には︑いつも乍ら感心する︒
今回は投稿歌の半数ほどから選んだ︒第七首目は﹁岩崩
えに生えし大独活頂きて今宵の酒もちと甘かりし﹂とあ

てある鈴木一理事の詩に対する感懐︒

たい︒

とも出ている︒箱根に遊ばれたら︑ぜひ訪ねていただき

エリザベス女王陛下が宮中の夕食会の席で引用されたこ

たたえた言葉が紹介されている︒このケン・ヘルの言葉を

が建てた碑が建っており︑その碑文にケン・ヘルが日本を

の作品︒箱根の芦の湖畔にある関所跡付近に英国の商人

選者一詠の五首は九一八号に出した選者詠につづく一連

ていないと思ったからである︒大独活も甘かったが酒も
⁝⁝というのかも知れないが︑それならば舌足らずであ
ろう︒

ブリスベーンの西宮さんは久々の登場︒ブリスベーン
の夏は十一月頃にはじまり︑三月頃に終わる︒クリスマ
スは熱夏の最中︒わたしの経験した五年前のクリスマス
当日は四十度近くあった︒しかし︑空気が乾燥している
ので東京の夏よりは凌ぎやすい︒夜は南十字星︵サザン
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″近藤与士夫

〃三間三郎
″浅井良策
千葉中村喜司
〃鈴木仲秋

石 服 鈴 片

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ｌ

中村
村庄司︵帥︶
風戸初太郎︵帥︶中

馬淵順子︵帥︶

︹宮城県︺

︹福島県︺

佐藤崇子︵帥︶牛込ヨネ子︵田︶
佐々木トク︵団︶尾形タキ︵団︶

千葉路野照雄
″八重尾等
〃山田衛喜

″積田坦

″田中基雄
″三橋一郎

峰 三 勲 一

△云生ロ
︑会費領収報告書
︵季蹄押鋤蓉函朋皿申︶

１この報告を以て領収書に代えさせてい

丹治幸吉︵帥︶

堀直市︵舵︶

ただきます︒

２○印は新入会員です︒
３お名前の下の数字は会費最終年度です︒
︹長野県︺

″林資郎

〃辻村喜一郎

″香取成明
〃藤森大作
″関益太郎

″寺本彬

″野平栄次
〃町田忠康
〃鶴田綾子

″増田浩

〃鈴木政一

〃今井光男
〃平山裕康
〃成毛武夫

〃猿田巌

″千葉清治
″平野雅己

清

忠

香

︹山形県︺

︹支会関係︺

・東部支会︵四一五名分︶︵帥︶

︹山梨県︺

○石井清次郎︵田︶○塩沢久延︵田︶
○関谷一郎︵田︶

○池田太郎︵田︶○上条豊︵田︶

清水安則︵帥︶

︹東京都︺

○小沢秀吉︵田︶○三間三郎︵団︶

︹愛知県︺

︹島根県︺

村木長昌︵帥︶

○堀井丈男︵田︶原子徳治︵帥︶

○浅 井 良 策 ︵ 団 ︶ 中 村 宣 也 ︵ 弱 ︶

中根一夫︵帥︶藤田博︵帥︶
沼田貞治︵帥︶
︹埼玉県︺

○小玉光郎︵田︶
椛田信吾︵鑓︶

︹大分県︺

五月女善一︵帥︶市村繁幸︵帥︶

市村犬︵帥︶

″小沢秀吉渡辺薫

〃上条豊〃

東京池田太郎石井千明

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

昭和帥年ｎ月ｌ哩月

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︹神奈川県︺

市村サト︵鑓︶塩谷敦夫︵帥︶
︹千葉県︺

○鈴木仲秋︵田︶○菅谷栄夫︵α︶
○中村喜司︵腿︶○近藤与士夫︵龍︶
○高木泰蔵︵田︶○高木真夫︵価︶

○畑中治︵田︶○堀江三良︵団︶

○鵜野昇︵田︶○鈴木享︵田︶

橋 部 木 山

ワ﹄
ワー

︑ｌノ

／Ｉ︑

山口泰造
小山田文雄

鈴木享
畑中治
鵜野昇

宮崎開作
″

飯田寅次郎
〃
″

上代光祐
″

″

木内三哉
石井千明

菅谷栄夫
堀江三良
高木泰蔵
高木真夫
石井清次郎

水沢利忠
吉田貞男
片山清一

″

塩沢久延
関谷一郎
小玉光郎
堀井丈男

知 根 野 葉

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

佐倉支会幹事長・青柳嘉忠

報告いたします︒
記
一︑参会者︵敬称略︶

ら四時まで本部会議室に於て千葉県下
主要支会の幹部の方々に上京願い︑本
部と合同で第一回目の支会幹事会を開
催いたしましたので左記の通り概略ご

昨六十年十一月九日︵土︶午後一時か

愛 島 長 千

会計・服部忠三
平川支会支会長・東平久雄

本部副会長・鈴木勲

編集・嵯峨敏

事務局長・渡辺蕪
総務経理・菅原哲治
会計・川村千寿子
総務・飾磨りつ子

当日急拠不参となる︒

︵注︶他に︑本会最大支会の東部支
会︵会員数四一九名︶からは
石橋支会長と監事の山田勝治
郎氏が参加する予定になって
いましたが︑石橋支会長の曾
孫が交通事故に遭遇したため

うな拶挨があった︒

二︑開会挨拶
冒頭に︑鈴木副会長から会合の目的
や今後の抱負などについて概ね次のよ
﹁この度の支会幹事会を計画いたしま
したのはご承知のように今春この日本
弘道会ビルが出来上りまして竣工式︑
落成式が滞りなく終了した訳でござい
ますが︑来年は丁度︑会が百十年を迎
えることになります︒そこでそれに向
けて会の態勢をそれに対するものにす
るため出来るだけ支会に力を入れまし
て支会活動を活発にしていこうと︑こ

す︒

のように申し合せをした訳でございま

これからは支会と本部と連絡を密に口

その手始めといたしまして︑会祖の
お生れになりました千葉県下の主要な
支会︑東部支会︑佐倉支会と平川支会
の支会長さんや幹部の方冷をお呼びい
たしまして忌陣のないご意見をお伺い
いたし︑又今後の支会活動を活発にす
るための方策などにつきまして本部に
対するご意見をうけたまわればこれか
らの支会活動を支援するため色々考え
ている点もございますけれども皆さん
からも何かいい知恵でもお借りできれ
ばと思いお集り願った訳でございます︒

いと思います︒

いたしまして︑是非支会でこんなこと
をやりたいということがございますれ
ば本部としてできるだけご援助を申し
上げたいし︑又本部としてもこういう
点で支会にご参加をお願いしたいとい
うときはご協力をいただくというよう
に相提携して弘道会の体制を確立した

会員の拡充も大事ではございますけ
れど︑本当に弘道会の趣旨を体得した
方が少数でも集って︑志をひとつにし
て活動しているということが肝要であ
って︑あまりにも会勢の拡張に目を奪

以上の通り第一回目の幹事会は極め
て有意義な会合となりました︒

われて数だけ揃えるということでは︑
しも好ましいこととは思われません︒

道徳団体の永続性という観点から必ず

っていただくことが大事かと思います
のでこれを機会に私共もできるだけそ
の方針で力を入れたいと思います︒

なお︑本年度中に第二回目の会合を
予定しておりますので︑その節はよろ
しくご協力下さるようお願い申し上げ

を催した次第です︒

本当に理解のある方に入会していた
だいて︑同じ志を抱いて支会の振興に
団結してやっていこうという空気を作

なお︑当初の計画は全国主要支会の
ご参加をお願いしましたが︑島根県松
江支会と埼玉県川越支会及び千葉県野
田支会が諸種の事情により不参加とな
りましたので参加支会を考え千葉県下
主要支会幹事会と銘打って第一回会合

今日は充分時間もございますので日
頃のご苦心なり本部に対する苦情など
を卒直にお話しいただき是非私共もそ

報告といたします︒︵菅原・記︶

一︑月日３月詔日︵金曜日︶

キでお申込象下さい︒
記

三月十四日︵金︶までに電話又はハガ

い申し上げます︒
なお︑準備の都合もありますので︑

会祖・西村泊翁先生が生誕の地︑佐
倉市城跡公園の桜がほころびかける三
月二十八日︵金曜日︶城跡公園の一角
に設置の国立歴史民俗博物館を一日が
かりで見学する行事を左記の通り計画
しましたので会員多数のご参加をお願

れを役立てたいと思います︒

最後に︑日頃の支会におきますご貢
献に対し心から感謝を申し上げる次第
です︒﹂

三︑申し合せ事項
目今回の会合を契機として今後各支
会との連携を密にする︒

ロ本部は支会幹部の論説を会誌﹃弘
道﹄に多く掲載すべく積極的に投
稿を要請する︒

白各支会幹部は﹃弘道﹄﹁言葉のひ
ろぱ﹂欄に支会員の声を投稿して
貰うよう配慮する︒

る︒

四休眠支会の掘り起しに努力する︒
㈲今後定例的に支会幹事会を開催す

二︑目的国立歴史民俗博物館見学

バス︶

三︑参加費無料ｃ昼食の用意あり︒
四︑乗物貸切識ハス︵⑩名乗サロン

五︑集合場所
帥新宿駅西口︑安田生命ビル富士
銀行西口支店前⁝⁝午前九時まで
㈲東京駅前丸ビル明治屋横
⁝⁝九時半まで

六︑解散

㈲新宿駅西口午后六時半・⁝：予定

④東京駅前午后六時⁝⁝予定

伍年１／２月号から︑会員の氏名︑

住所︑職業︵職業は判明している範囲︶

といたしました︒

を順次掲載し全会員をご紹介すること

先ず︑はじめに会祖・西村茂樹先生

ご生誕の地である佐倉支会所属の百三

︵Ｐ・両ｌ釦ご参照下さい︶

十名から掲載させていただきました︒
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言葉の
ひろ
くＪ

ぱ

I

えまして︑弘道会の皆々様には益々お
元気にご活躍のことＬ存じ上げます︒

さて︑今年はハレー誉星が地球に最
も接近する年であります︒英国の天文
学者︹両竺目巨且国邑の己オックスフォ

ード大学教授がパリにて大琴星を観測
し︑これが彼によって楕円軌道をもつ
︑︑︑︑

ことが証明され再出現を予言したので

○○○○︑︑

ある︒長い尾を引いて﹁ほうき星﹂と
も云われ︑古来わざわいを商らす不吉

依って人々は皆恐怖のどん底に堕入っ

地球を粉々にすると云う巷間の流言に

の星と目され︑嘗ては地球と衝突して︑

︑︑

へ 〆

能でありましょう︒

恐らく現在の弘道会員の我々は存命中

があることを熟を感じて歩を移すこと

がら︑西郷南洲の詩境に相通ずるもの

と訓まれようか︒私は此の詩を読みな

獄に在っては天意を知り
官に居っては道心を失う

例えば︑南洲の詩句

を忘れていた︒

再びハレー誉星と相遇することは不可
ハレー蓉星の尾の輝きを皆様が望見

︵特別会員︶

如し能く天意を識らぱ

量敢えて自ら安きを謀らんや

千秋動かず一声の仁

藤田東湖の正気歌に於ける

更らには︑南洲の崇敬しておかざりし

正気天地の間に在り

て只々圧倒される憶いである︒

などなど︑達人の葬倫正に換を一にし

島︑元第六師団第四野戦病院戦友会︑

昭和六十年六月十五日︑ソロモン群

人知豆よりも小なり︒
階を下りて蟻斗を看る︒

道人世変を観ず︒

興廃天意に有り︒

ある︒

してある︑泊翁西村茂樹先生の条幅で

右の漢詩は︑常陽明治記念館に展示

道人観世変︒下階看蟻闘︒

興廃有天意︒人知小於豆︒

八重尾等

西村泊翁と西郷南洲

上げます︒

会員皆様の今年のご多幸をお祈り申し

出来ますことを希望しつ上︑偏に弘道

灘
；

世田谷区岩崎晶

I

ここに昭和六十一年寅年の新春を迎

I

たこともあり︑七十六年の周期を持ち︑
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又

又

I

一

一

、 一一

水戸集会の際︑この常陽明治記念館を

明治聖像殿に襟を正し

拝観した︒

返事した︒

以来︑西村泊翁︑依田学海両翁のこ

の交流を想うに︑一は討幕派︑一は佐

生国の先覚者達と︑殊郷の偉人達と

とは常に念頭からはなれずにいる︒

田中光顕︵土佐の人︑元宮内大臣︶創

幕派と︑血腫い維新を経て︑森有礼は︑

明治大帝の等身大御尊像を仰謄し︑

立に成る別館展示場へ歩を移し霧しい

泊翁先生に問い意見の一致をゑて﹁明
六社﹂の創立をなした︒

著名士の遺墨や遺品等を丹念に鑑賞し
た︒

しかし︑遺憾ながら︑当時征韓論

福沢諭吉︑中村敬宇他も同調した︒
︵俗称︶に破れて郷里に去った西郷南

そしてこの泊翁先生の条幅の前に立

洲との出会は遂になかったようである︒

って︑筆勢とともにその人が眼前に躍

た︒私が泊翁先生のことを知ったのは

動するのを覚え立去り難いものがあっ

先生から︑年賀状に添えて﹁佐倉の名

木下周南志詳畦鍵蛎榊鯉踏﹂謹解者一

見るの機を天が与えたならば激動の変

郷南洲︵泊翁より一歳の兄︶と早く相

僚としては了られたようだが︑若し西

泊翁先生は︑文部大書記官で文部官

士︑西村泊翁︑依田学海の旧跡は今如

革期に藩閥を超越して共に尚為す処が

七八年前のことであった︒

何﹂とのお尋ねを頂いた︒私はその頃

あったのではなかろうか︒

これも又︑天意か︒︵本会会員︶

ひたっている︒

実に惜しいことをしたと追思の念に

天はその機を与えなかった︒

生地鹿児島から移住して間がないので
佐倉のことはまだよく知らなかった︒
つてをもとめて郷士史家の青柳嘉忠
氏に頼って﹁修静居跡﹂をおしえられ︑

その旧宅跡に立つ碑石を訪ねた︒依田
学海のことは不明のまま︑右のことを

鯵第九一八号に﹁教育改革への提言﹂

を特集し︑全国各地の教育関係者にも

贈呈し︑理解を深めていただきました

がお礼のおたよりをいただきましたの

で紹介させていたいきます︒

近藤与士夫様より

この度弘道を御恵送賜わり有難うござ
いました︒私もおかげ様で教育委員とし

す︒

てささやかな教育活動を続けておりま

原よし江様より

農村地域ですので問題はほとんどあり
ませんが教育界の諸問題について心しな
がらの毎日です︒弘道は大きな指針にな
ると信じまして早速入会の手続きを致し

たいと存じます︒

時を訪れる孫達やご近所のお子様を承
て現代の教育事情や社会に不安をいだく
ことが度々です︒弘道を拝読いたしまし
て大変感動し︑私の考えていたことと一
致する先生方のお述べなっていらっしや

一る御意見に賛成・同感の面が沢山ござい一

一ました︒本当に有難く感謝申上げます︒
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住所

職業一

小学校長
″

二二の三三

佐倉支会

住所

八街ほ

八街町八街四丁目

八千代市大和田新田七六の三○

千葉市加曾利町一二三

″弥勅町九三の二三

中学校長

″木野子二五六

佐倉市城内町Ｋ三号

″岩富二六五
″鏑木町三九

″寺崎三○○一

″上志津一七六六

佐倉市上志津一六九四

元中学校長
元小学校長

″飯田一五九の二

″本町三八

高校教論
会社社長

″〃二七五八

四街道市四街道一五四○

県議会議員

″鏑木町五一

″高崎七○五

″新町七八

佐倉市大佐倉一四四九

会員名簿︵１︶

職業

名誉会長

顧問

佐倉市長
前佐倉市長

会長
副会長

副会長

幹事長

病院理事長
″内田二二

教育委員
団体役員
会社社長

″岩富七五七

、イイノ

市史編纂委員
″井野五七○

元小学校長

″宮小路町二三

″〃六八

″並木町二四三

″飯塚一○五

木村医院院長

″角来一五三

″並木町二一七

″角来二三九

前佐倉市収入役

／ 庁 庁 ､

幹事印脈

傷痩軍人会長

幹事
幹事

元小学校長
幹事
前佐倉市教育長
会計
市役所厚生課長
監査貝

監査員

元中学校長

佐倉高校教諭

″並木町一四○

公民館長

元中．学校長

″鏑木町九三五

″並木町二○九

麻賀多神社宮司

高校教諭

″青菅九八

″坂戸二九六
″鏑木町一の一○の七
八街町八街に一八二の三

称念寺住職

小学校長
″

〃

佐倉市上勝田二八

沼沢義久

大野陽三

会社役員

元教論

″角来七四

瓜生武徳

文化財審議委員

兼坂祐 団体役貝
″宮小路町一二五

松裏 善 亮
松崎和一

″

佐藤又雄 会社社・長

順天堂医院長

二

石渡洋一

高 橋 将 高校教論
高 瀬 修 信用組合支店長

都市部長

小学校長

高野顕彦

山武郡山武町椎崎二八六の一

森田信行

″江原九○

佐倉市八木三○七

元市議会議員

″並木町二

″野狐台町三三

佐倉市宮小路町八四

佐藤強

社会福祉
協議会長

元小学校長
理髪店店長

会社員

四街道市四街道一五二三

栗山 照 夫
佐治洋之助

倉次重一

小出 行 雄

野本情
長谷川淳士

佐倉市収入役

円道寺茂

神村敏

円城寺信夫

″山崎三七○

″新町五七

植松正義

″助役

安川政好 市議会議員

″鍋山九五

福田 次 郎
千葉銀行
野田支店長

民生委員

医師

内田 敏 郎

″

中村温行 市 議 会 議 員

山村春二

総務部長

″山崎二八四
″大蛇町六五八

佐藤一道

川辺医院院長

佐倉市教育長

″飯田一六四三

川辺敏
野口信幸

福祉部長
福祉課長

印藤郡八街町八街に二八の九

″吉見六七三

杉浦末広

小路隆生 千葉県職員
〃井野二○九の八○

佐倉市新町七三

横橋弥寿夫

市議会副議長

高山 孝 雄
神崎 勝 己

市役所市民課長

会社社長

平野 昭 雄
北詰 栄 男

社会保険労務士

立 石 貞 雄 市議会議員

川越 源 蔵

｜〃神門四六四

千葉市春日一の二の五

″高州三の四の一○の三○七

佐倉市本町八一

″弥勤町二○○

〃本町二五

″〃一○三

″弥勤町九三

″中志津一の一七の一八

八街町八街に一○四

佐倉市上勝田五四

″〃一七九の二

″田町三八

″〃七二

″坂戸八九五

″新臼井田二番二号

成田市幸町九九二

習志野市泉町三の三の三

佐倉市城一八八の六六

″野狐台町四七
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山崎 直 男

高石惣一郎

社会教育課長

士木部長

健康管理課長

志田善明

岩井勤

佐倉市新川四二

″飯野九五一

石井秀昌
仲田規荘二

〃城四○六の二
″本町七○の三

″八木二四七
″江原九三

教

育次
社役
〃″

″

務

桜井洋子

蒲 原 貢 民生委貝

山崎 紀 夫 元 民 生 委 員

″鏑木町三七九

″弥勅町一八

″上志津一六四三

関ひろみ

芦谷妙子

塩野いち代

中学校長

公務員

単ちしばの園

高木 裕 史 市 民 税 課 長

″大佐倉一三六五

東城宗市
″大佐倉一三六

難波里吉

田辺正雄

民生委貝

都市計画課長

″

藤崎蕪 保護司会長

″弥勤町一五二

宍倉米

″

″

″

貝二厘jlIIIj

ロ 巨 ニ ズ ヱ

貝

児童家庭課長

石渡進
蓑毛至
選管委員会
岡本功 事
務局長
業務課長
串田 多 康
″城六七七

太田勲
庭田孜

″八幡台二の八の二四

小出操 民生委貝
″

″下勝田七八二

幼稚園長

下村雅一郎
″

小倉政男

山本一允三

長竿弘
園
長
保謹司

財政課長

″新町一二二

志田京子

大川徹夫

選管委員長

″

伊藤伝一

倉田 彰 夫 市 議 会 議 員

″石川一五六

長沢催次

見尾 一 作

会社員

本田タミ子

総務課長

″

″新町二九

高橋きく江

寺田 辰 夫

″中志津四の一四

和田明子

秘書課長
薬局店長

″上座五五八の三二の二

松戸 光 男

佐倉市角来二三八の八

″上座一○六四

″臼井台一二六三の二

″王子台一の二四の二八

″臼井一五五七の一

市原市若宮六の一四の五

″野狐台町五九

佐倉市千成三の一三の一

″井野二一八の四

″鏑町四八九

″角来二七

″大蛇町四二の二○

村上団地１１

八千代市村上二一三の一

佐倉市本町九

″中志津二の一六の二

″宮前三の三○の七

″六崎二六六

″〃七八三

″城一九○の五七

ｌ池

〃石川五七二の二県営９１川

（79）

会 教 元

公

秋田喜美子

岩井 忠 則
柳田 国 夫
新井六三郎

中村 吉 勝
三須一雄

村上 甲 子
大川 義 雄

″臼井田二七○一六

三橋一郎

八重尾等

″中志津三の二の四

交通防災課長佐倉市天辺一五七

″本町四七

積田畑一

団体役貝〃臼井一五一
会社社長〃稲荷台一のこの六
民生委員〃飯田一三の八

路野照雄

″井野一六○八の八

山田衛喜

会社部長〃最上町一○一の二

佐倉市城二○四の八五

〃上志津一○七七

田中基雄

生委貝

″

″西御門一七二

″

″

″南臼井台二○の一三

校教頭
生委員

″

″将門町三八の三

︵昭和六十一年一月末日現在︶

以上百三十名

″
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民

民高

○特集号を発行するにあたり︑各支会

有難く感謝しております︒

適切なおことばをいただき︑本当に

生に︑更に具体的にわかりやすく御説

坂本太郎︑村尾次郎︑半藤一利の諸先
明をおねがいしました︒

や会員の岩崎晶︑関田健二︑寺崎隆治
の諸先生より貴重な原稿をお寄せいた

編集後記
それぞれ御多用なところをまげて玉
稿をお寄せいた堂きましたこと感謝に

これからも支会や会員の御意見を数
多く掲載して参りたいと考えておりま

だきました︒

○天皇陛下には︑昭和六十年十二月二
十五日︑昭和元年︵一九二六年︶十二
月二十五日の御即位から数えて︑御在
位六十年目に入られました︒

天皇陛下の御労苦のほどを深く読象

つてないこの御慶事をお祝いして︑﹁天

ころです︒

○これからの皇室と国民の関係はどう
あったらよいのか︑大変関心のあると

四三一七
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昭和六十一年二月霊日発行年会費一︑五○○円

昭和六十一年二月十日印刷実価二五○円

だきます︒︵嵯峨敏︶

がいです︒おわびして訂正させていた

﹁今更申す迄もございません﹂のまち

︑

の﹁今更申も迄もございません﹂は︑

す︒

とっていただければ幸いです︒

皇陛下在位六十年奉祝特集号﹂を計画

︑

○第九一九号三十五・ヘージ上段五行目

ますが︑日常陛下のおそばに奉仕され
た方々より︑具体的な御姿をとれがい︑
入江相政元侍従長︑野口明第七代会長
の御遺稿をおねがいいたしました︒
また元侍従次長鈴木一及び元宮内官
の寛素彦の皆様や陛下の生物学御研究
にお伴をなさいました北村四郎先生に

○天皇陛下のお人柄については︑私た
ちはマスコミを介して知るの象であり

たえません︒

宮内庁によると︑陛下の御在位日数
は︑六十年十二月二十五日まで︑二万
千五百五十五日となり︑歴代天皇の中
で最長の御在位であるといいます︒
また︑御長寿の記録でもナンバーワ
ンで︑昭和六十年七月十二日︑江戸時
代の︑後水尾天皇の三万七百五十六日
︵八十四歳三か月︶と並び︑翌十三日
から日を記録を更新されておいでにな
るわけであります︒

いたしました︒

皇太子殿下御訪欧に同行記者として
参加された日本経済新聞社の今泉胸之
介編集委員にこの点についてお願いい

玉稿をいただきました︒

○長い日本の歴史の中で︑天皇陛下の
御立場もさまざまに変化してきたこと

たしました︒

共に大変おめでたいことで︑国民ひ
としくおよろこび申上げるところです︒
弘道１／２月号は︑日本の歴史上か

は日本史で明らかにされていますが︑

−

著者は日本弘道会第五代会長堀田正恒氏の嫡男として大正四年生︒昭和
三十四年から十六年間佐倉市長として市政に貢献︒現在︑関係各社役員の
ほか︑日本弘道会の評議員並びに佐倉支会の顧問を兼ねる︒
旧佐倉藩主・堀田家十二代目の後喬にあたる著者が︑五代将軍綱吉幕下
の大老堀田正俊の殿中での暗殺事件の謎︑その子・正仲が﹁扇の小箱﹂に
封じた秘密文書から浮かぶ堀田家の人々の無念の涙を︑切々たる愛情の念

広尾下屋敷⁝一陽来復⁝堀田家のルーツ⁝若駒たちの周辺⁝飯田の正信⁝酒井家のこ

をこめてすくいあげる〃わが家のルーツ〃︒
︻目次︼双葉の哀歓江戸城近辺⁝双児誕生⁝傾き者の登場⁝安中二万石．：渋谷

綱吉新政第二年⁝黄金の年⁝正仲の結婚⁝箸修制限令⁝世嗣徳松君発病．：妖僧亮賢の

となど⁝太平流転⁝双葉の哀歓⁝浜の中屋敷昇龍と降龍青春残照⁝下馬将軍と
正俊⁝若殿の領国入り⁝五代将軍綱吉⁝幽囚の正信天和の治延宝八年の正仲⁝

説法暗雲綱吉将軍の変貌⁝正俊の襖悩⁝天和三年逝く⁝天和四年正月⁝松眼の
死大老暗殺月見の宴⁝悲劇の日⁝秋風落莫⁝暗殺の謎：．明暗の後⁝鶴姫降嫁⁝

城将軍︑牧野邸へ⁝柳沢のクーデター⁝賜暇帰郷⁝琴女消ゆ⁝元禄文化台風の眼

羽州山形北国の春再会⁝江戸参勤⁝松の内の引越し⁝福島行き元禄の江戸

本書は上杉厩山の生涯に亘る業績とその人間性を探究した伝記であって︑
戦前﹁修身﹂に載っていた挿話のような教訓的意図を以て書かれたものでは
ない︒唯最近に於て大方の中には︑為政者としての心構えをその中から汲承

とろうとする向きも少くなく︑また彼の藩政改革を︑現にゑる行財政改革の
好範例とする声も頻りである︒そうして何よりも︑我灸の心を動かのは︑彼

が不幸な家庭を負い乍らよく老臣等の反対に耐え︑自ら率先して領民と苦難
を共にし私を捨てて藩国の窮乏を救ったそのヒュー言一ズムの精神である︒

曾て故ケネディーが︑日本人の中で最も尊敬する人物の一人として贋山の名

を挙げたと言われているが︑それはおそらく麿山の民主的政治と共にその上
ユーマニズムを評価したからであろう︒

著者は旧米沢藩領に生れ少年時より麗山について故老より聞くところが多
ある︒

かつたが︑後年自ら史実を探究して本書を成した︒大方の高読を得れば幸で

｡
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