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華族女学校（正門前より）

華族女学校は、明治18年（1885）に皇族・華族の女子教育機関として設立され、
明治39年学習院に併合され、廃校となっています。

会祖西村茂樹先生は、明治19年2月5日宮中顧問官に任ぜられましたが，21年
7月13日付で華族女学校長を兼務されております。以後、26年11月25日学校長の
職を辞すまでの約5年間、皇族や華族を中心とした女子（士族や一般家庭の女子
もいたという）の教育に専心なされておりますoC写真は、当時の華族女学校）

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
田︲ロ言︵個人道徳︶
世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

ること

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること︑

皇室を敬愛すること︑国法を守
信教は自由なること︑迷信は排
除すること

思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む

自然の美と恩沢を尊重するこ

こと

教養を豊かにすること︑見識を

と︑資源の保存と開発を図るこ

社会悪に対し世論を高めること

報道言論の公正を求めること︑

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

と

養うこと

財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと

健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

礼・福沢諭吉・西周・加藤

弘之・中村正直らと相図り

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生
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表紙裏華族女学校全景
︵泊翁先生訓︶

松平春獄侯⁝
︻巻頭の言葉︼

第九四四号︵平成二年一
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世界の平和と日本の役割

平成二年を迎えて

特集

二月号︶

鈴木

津英武
斎藤忠

最近の東欧情勢について⁝⁝⁝⁝
崩壊するマルクス・レーニン主義

鈴木

鈴木嘉弘

入江孝一郎

黒羽亮一

いまこそ日本道徳の自覚を
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青少年に異文化接触の機会を

︻随想︼

アイデンティティーの教育
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とりわけ重要な近隣諸国との友好
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目

迎春老老謹
︿北斗星﹀

五本足のウサギ
︿熟年からの健康﹀
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泊翁日記︵一︶
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明治三十年元旦より二月廿一日まで

弘道俳壇
有光次郎日記をめぐって
高田豊寿氏を偲ぶ
会告︵図書寄贈者芳名︑会費領収報告︑新入会員芳名︶

言葉のひろぱ︵西田春善︑伊藤裕三︑岩崎晶︶

編集後記
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松平春織侯

幕末から維新の初めに当たって︑諸侯中賢明とうたわれた者が四人あった︒松平春獄︑鍋島閑

里︑山内容堂︑伊達宗城である︒鍋島・山内の二人は私は知らない︒伊達は知っていたが︑深く

談話したことはない︒春巌侯は久しく知っていたが︑親しく談話したのは︑侯が目白堂に退隠し

た後のことである︒侯は田安家から越前家に養子に来た人で︑私と同年︑すなわち文政十一年の

生まれである︒侯は越前家を嗣ぐや︑大に藩政を改革し︑従来の箸修・遊惰の風を洗い流して︑

文学を振興し︑武芸を奨励した︒このとき横井平四郎︵小楠︶を熊本から招聴して働かせ︑また

藩医の子橋本左内を抜擢して国事を相談した︒その後︑幕府の政事総裁となり︑維新の初めには

尾張大納言といっしょに朝廷と幕府との連絡に当たり︑大に国事に苦心した︒幕府の末期︑世の

有志者は皆尊王撰夷の説を主張して一世を動かそうとした︒ところが侯だけは尊王開国を主張し

て︑一貫して変らなかった︒その智見は︑流俗より高かったというべきである︒

晩年︑日本弘道会の会員となられてから︑私はたびたび侯の邸宅を訪ねて談話した︒侯は︑世

間で言うがごとき英逼俊偉︵才智・才能がぬきんですぐれていること︶の人でなく︑逆に忠諒恭

謹︵まじめで謹しゑ深いこと︶の人である︒その家臣中根雪江がいつも侯の傍にいて内外の事を

筆記した記録が数十冊あるという︒佐倉の旧藩主堀田公の遣事も︑その内から得たものが少なく
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泊 翁

ない︒侯にはまた︑侯自身が経歴した政治上の事実を筆録したものがある︵その書名を忘れた︶︒

侯は︑一日︑私へ言われることに︑﹁自分は近頃これこれという書を筆録した︒自分が遭遇した

ことだけを記したもので︑かこつけたことは少しもない︒が︑生きているあいだは︑決して人に

見せない積りでいる﹂と︒私はその書の借覧を乞うて言った︑﹁私と閣下とは同年です︒閣下が

昇天される年は︑私の地下に入る年です︒従って私には︑その書を見る機会はないことになりま

す﹂と︒侯は笑ってその書を貸して下さった︒その書を一読するに︑多くは世人の知ることだが︑

二︑三世人の知らないことが出ている︒しかし︑この書はいつかは公表さるべきものである︒お

よそ︑幕末から維新の初めまでの間︑一番ながく政事の世界を経歴したのは︑武家で松平春獄侯︑

公家で嵯峨︵初め正親町三条︶実愛卿︑この二人を第一人者とするとされている︒私はかつて春
巌侯に書の揮墓を願った︒侯は二首を書いて贈られた︒

＊

世情多二変換﹃人事有二窮通︿男子処二斯際﹃今古惟誠忠︒

インフルエンザ

松陰茅宇隔二塵震﹃日食慕レ陶心自閑︑採二菊東簾﹃添二雅趣﹃悠然酌し酒見二南山屯

侯は︑後に久しく腎臓病にかかり︑だんだん快くなられたが︑その後流行感冒で莞去された︒私

もそのとき強い感冒にかかって床に就き︑侯の喪を吊することができなかったのは残念であった︒

＊春獄侯揮墓のこの書便現在︑日本弘道会に所蔵せられている︒前会長西村幸二郎氏の寄贈されたもので︑
幸二郎氏は︑翁先生夫人から贈られたと筆者は聞いている︒

︵﹃記憶録﹄の﹁廿七松平春獄侯﹂︶
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︻巻頭の言葉︼

平成二年を迎えて
１分かち合う精神をＩ

鈴木勲

昨年は︑年初に当り︑悲しくも昭和天皇の崩御に遭い︑長い昭和
の時代は終りを告げ︑新しい平成の時代となりました︒我々日本国
民にとって忘れることのできないこの年は︑平成の御代の願いとは
うって変り︑内外ともに曾てない激動の一年となりました︒
ここに平成二年を迎えて︑我々は︑歴史の変動の激しさに直面し
て︑この中から何を学びとればよいのか︑いかなる心構えをもって

今日を生きていくべきか︑とまどいを感じているのも事実です︒

リクルート事件は︑政治に高い道義性の必要なことを改めて教え

ました︒東欧の共産党一党独裁体制の崩壊からは︑イデオロギー時代の終馬と我が国戦後政治の選

西村会祖が提唱された道義立国の精神が︑今日の情況下において益々切実な意義をもつ

択の正しさと安定の有難さを実感させられました︒また︑独裁者の悲惨な最後を見ては︑権力は必
らず腐敗するという言の真実と為政者に高い道徳性を求めた東洋の王道政治の在り方を改めて確認
しました︒
我為は︑
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ていることに誇りをもつとともに︑現下の世界と日本の情況から︑さらに進んで︑人類的︑地球的

視野に立って︑国家として︑また個人としての在り方について︑深く考究すべき時ではないかと思
います︒

たしかに︑冷戦は終りを告げ︑イデオロギーの時代は去り︑自由化︑民主化の波が北半球を蔽い︑

世界の平和は近づきつつあるように見えます︒
しかし︑南半球の多くの第三世界の国々では︑依然として貧困と飢餓や重い債務などの重圧の下

に苦しんでおり︑世界は︑この問題の解決の方向すら見出せないでいます︒
人間が月に到達するまでの技術文明をもちながら︑一方で︑この問題に回答が与えられないとい

う大きな矛盾をどうふたらよいでしょうか︒
この回答は︑技術文明を享受する先進工業国から出されべきであり︑とりわけ︑地球のエネルギ

ーを最も多く消費して経済的繁栄を認歌している日本にこそ求められるものと思います︒

しかるに︑我が国の情況は︑一国の繁栄の承を求めて経済摩擦を惹起し︑一人の繁栄の承を求め

て財テクに狂奔し︑経済万能の利己中心の風潮が弥漫しているといっても過言ではありません︒こ

れは︑国家の理想を掲げることを避け︑個人の生き方としての理想主義を放郷してきた戦後の我が

国の在り方とも深くかかわっているのであり︑今改めて︑このことに深く思いを致すべきではない
かと思います︒

幸田露伴は︑﹃努力論﹄の﹁分福の説﹂という一文の中で︑自分の得るところの福を他人に分か

ち与えることが︑人間の動物と異なるところであり︑己を抑えて人に譲るのが︑他の動物になくし
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て人にのゑあり得るところであるとして︑福を分つことが自らの幸福にもつながる︑と説いてい唖
ます︒

この露伴の説は︑くしくも︑最近の人類学の学説と符合しており深く考えさせられます︒

︑︑︑︑︑

上智大学の北原隆教授は︑最近の人類学等の研究成果から︑ヒトを霊長類から分けるのは︑道具
︑︑

を使う動物ｌホモファーベルということではなくて︑採集した食料を運んできて仲間に分かち合う
︑︑︑︑︑

動物ｌホモ・コミニーヵンスという定義であるとし︑現在の地球上で種としての人間の存在が脅か

されているのは︑人間の出現を可能にしたこの分かち合うという根本条件を忘れているところにあ
る︑と警告しています︵﹃文化会議﹄二一五号︶︒

︵本会会長・日本育英会理事長︶岬

一国の権威が国民の道義心に立脚することを倦むことなく説いた西村会祖の精神を継承する我々︾
が︑今こそ︑このことを声を大にして主張していくべきものと信じます︒

また個人の生き方として堅持すること︒

その持てる福ｌ経済︑技術︑文化の力を︑世界の人々と分かち合うことを︑国家の理想として︑︾く

傍らに飢えた人がいるのに己一人の承飽食するを潔しとしない精神が︑日本人の生き方の中にも鋤Ｊ

たしかにあったはずです︒麺８
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特集世界の平和と日本の役割
釧可小叩心旧罰窪管〃Ⅷ八叩Ｋ〃部竪隠︒

目下︑東欧諸国に押し寄せている改革のうねりは︑一

段と国際情勢に緊迫の度を増しております︒急激な政治

としてどう受けとめるべきか︑また︑世界の平和︑人類

的変革に揺れる東欧諸国を含めた世界の動きを︑日本人

の共存を大前提として歩んでいる日本は︑どのような役

割を果すべきなのか︑考えて承ることにいたしました︒

・昌篭ロ〃剛小ｗ旧凹塁窒胃釧叩小ｗ肥〃急蚤胃削ＸＴ旧邸副誇冒釧ＸＴ恥〃ロ罰篭︒〃Ⅵ仏叩肥邸罰蔀箔雰伽Ⅷ札叩比〃品訟署〃弧⑱
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最近の東欧情勢について

英武

いう点について私なりにお話ししてゑたいと思います︒

ロッパの動きが︑余りにも目まぐるしくフォローし切れな

リカ大統領とゴルバチョフ・ソビエト連邦書記長の会談で

日と三日に行われましたマルタ島におけるプッシュ・アメ

まず︑一番最初に世界の耳目を集めたのは︑十二月の二

ヤルタ体制からマルタ体制へ

い︒一体これをどういうように解釈したら良いのか︒どう

ご紹介をいただきました津でございます︒最近の東ヨー

も筋道をつけることが難かしい︑という方が多い︒恐らく

ーナリストが押しかけました︒日本でもお祭り騒ぎで︑新

あります︒このマルタ島での会談には数千人にのぼるジャ

聞やテレビを賑わしたのでありますが︑全体的にその報道

日本人の大部分であろうと思いますが︑ソ連︑東欧︑或い
ら昨日言ったことが今日は違っている︒先の見通しがつけ

は国際経済関係を専門にしている学者ですら︑一日経った
られない︒これが一年前だったら︑割合い簡単に﹁私はこ

つと︑それから戦後の東西間の秩序を保ってきたヤルタ体

陣の見るところは︑これで冷戦が終った︒という見方が一

今は︑誰一人として﹁明日どうなるか﹂﹁明後日はどうな

た︑という点では一致していると思う︒それはその通りで

制も終って新しい秩序に入ったという歴史の転換点になっ

う思う﹂と︑断定的に言われる方もいたのでありますが︑

るか﹂と聞かれた時に︑はっきり﹁こうなります﹂と言え
る方がいない︑という状況であります︒そのぐらい︑どん

いジャーナリスト諸君は本当に知っていない︑ということ

ありますが︑﹁ヤルタ体制﹂という言葉そのものを今の若

九四五年の二月に︑黒海のヤルタで︑ルーズベルト︵アメ

ヤルタ体制というのは︑第二次世界大戦の終る直前の一

が私の気に入らない点の一つであります︒

な予想を立てても外れてしまうほど激しい動きになってお
ですから︑少し距離をおいて眺め︑その動きがどのよう

ります︒

にして起きたのか︑或いはその底流には何があるのか︑と
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淫

リカ︶とチャーチル︵イギリス︶とスターリン︵ソビエト︶

三首脳が会談して︑﹁戦後の世界﹂を話し合った︒これは
事実でありますが︑その時に現在の東西関係の枠組象を決
めた︑というものでは全くないわけであります︒結果とし
て︑東西関係の二つに対立する機構・同盟に分れたのであ
りますが︑ヤルタで話し合ったのは︑そういう戦後世界で
はなかった︒ルーズベルトやチャーチルの考えていたのと
はまるっきり違う展開になっている︑ということでありま
す︒

したがって︑ヤルタ体制をどう定義付けるかという点で
は︑安易な形で米・ソは戦後の純張りを決めたんだ︑とい
うふうにとるとすれば︑これは大変な間違いでありまして︑

若し︑ヤルタ体制で東西の縄張りを決めたんだとするなら
ば︑冷戦は起きなかったのであります︒ヤルタ体制で︑ア
メリカ・イギリスの両国が考えているのとは違う形でソ連
が進出してきたのであり︑その事によって約束が違うでは
ないか︑ということになって冷戦が初まる一番の原因にな
ったのであります︒ヤルタ体制を是認したわけではないの

でありまして︑そこの喰い違いが一番大きかったのは︑戦
後ナチス・ドイツによって占領されていた地域が解放され
た︑主として東ヨーロッパでありますが︑その東ヨーロッ

パをどのような形で戦後の政治秩序に入れるかということ
で︑アメリカとイギリスとソ連の合意は︑その新らしく解

放された地域で︑自由選挙を行い︑国民の意志によって政

治形態を決める︑ということが三者によって約束されたの

しかし︑スターリンは全くその約束を守らずに︑ソ連が

であります︒

占領した地域に共産主義を押し付け︑ただの一度も自由選

であり︑鉄のカーテンを敷いて東と西を分断してしまった

挙を行わせず︑共産党支配体制をつくりあげてしまったの

のであります︒もともと冷戦というのは︑ソ連側の約束違

反が原因であるのが歴史的事実でありますが︑米ソ合意の

うえでヤルタ体制を戦後作りあげたような印象をもって︑

今の若い記者がマルタから報道しています︒

戦後の政治秩序といっても︑体質が基本的に違っている

わけですから︑その根源にまで逆上って検証する必要があ

るのに︑それが余りなされていない︒極論を申し上げます

けれども︑今度のマルタ会談は何であったのか︑というと︑

正にゴル尋ハチョフがブッシュに膝を屈して降伏した︑とい

う見方ができると思うのであります︒テレビでご覧になっ

たものと思いますが︑ゴル今ハチョフ︑ブッシュの共同記者

しており︑今後は︑米・ソが世界平和に協力していくんだ︑

会見の様子を見ておりますと︑極めて和やかで和気藷をと

方をしていました︒たしかに︑米・ソの両首脳が同席して

対立の時代は終ったんだ︑冷戦は終ったんだ︑という言い

共同記者会見をするという事は︑前代未聞でありますから︑
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誰しもが自由世界と共産世界が手を握り合った︑という印

た︒その当時︑ソ連は出国を望むユダヤ人に可成り厳しい

クソン︑パニックの両議員が︑協定に付帯条件を付けまし

制限をしていたのであります︒そのことがアメリカの社会

だのでありますが︑米上院で異議が唱えられました︒ジャ

しかし︑プッシュ︑ゴルバチョフの会談の内容の評価と

象を強く持たれたのは当然であります︒
して︑それは正にプッシュが共産主義世界に勝利したんだ︑

している以上︑最恵国待遇を与えることはできない︑ユダ

を刺戟しまして︑人種問題でソ連がこのような抑圧政策を

ヤ人の出国を大幅に許すというような実質的な誠意を見せ

我を︵アメリカ・日本・ヨーロッ・○自由世界と共産主義イデ

社会は自由主義社会に対して敗北を認めた︑という言い方

た︒当時のブレジネフ書記長は非常に怒って︑ソ連が協定

ない限り︑通商協定を発動させないという厳しい条件でし

オロギーの戦後一貫した対立・対決の結果︑遂に共産主義

ではなく︑事実を柱げたものでもありません︒プッシュが

ン︑パニック条項を外して︑ソ連に最恵国待遇を与えよう︑

を蹴飛ばしたという事情があるわけです︒今回︑ジャクソ

を私は敢えてしたいのであります︒それは理由が無いわけ
ゴルバチョフと会った時に︑一八項目の提案をしています︒

もう一つは︑ソ連が何年も前から望んでいたガットへの

れませんが︑軍縮という面では双方が合意いたしました︒

提案というよりは︑むしろ要求と言った方が良いのかも知

加入︑すなわち︑関税貿易に関する一般協定といわれるも

であります︒

双方が軍拡競争を止めて軍縮へ向おうという点では合意し

する︑とか︑或いは通常兵力削減への合意を目指す︑とか︑

のですが︑このガットの問題についてソ連は︑オプザー・ハ

通商上有利な条件にしよう︑というのが一つのプレゼント

たのであります︒これは︑ゴルバチョフが一貫して軍縮を

来年︵一九九○年︶六月までに調印して戦略核兵器を半分に

叫び続けて来た︒これにアメリカが応じた︑という形であ

ットに加入することはできない︑その前にオプザー︒ハーと

してガットの勉強をしたい︑ということなのであります︒

ー国として認めて欲しいと要求しておりました︒一挙にガ

で合意したというもので︑我々にとっても大変嬉しい一三

それ自体は全く問題はないのですが︑もともとガットとい

りますが︑双方どちらが勝ったというよりも︑双方が軍縮
−スなのであります︒

前提としており︑ソ連はガットに入る資格はない︑と門前

うのは︑自由貿易体制︑国内に自由市場が存在することを

贈りました︒一つは︑最恵国待遇を与える︑ということ︒

払いを喰わしていたのでありますが︑ソ連をオブザーぐく１

その折︑ゴルバチョフにプッシュは二つのプレゼントを
一九七四年に米・ソが︑最恵国待遇を含む通商協定を結ん
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として入れることにアメリカは支持を与える︒これはゴル
バチョフの要望を受け入れた︑ということになるわけであ

ソ連には政治犯が沢山います︒ゴルバチョフ時代になっ

という要求もしています︒

卸売市場︑つまり︑ソ連の国内経済というのは︑命令経済

場価格原理を導入すること︑というふうに言っています︒

けられているわけです︒その一つは︑ソ連は卸売過程に市

えば︑政策を批判したり︑政治を批判したり︑共産主義体

西側の基準からすれば犯罪者ではないのでありまして︑例

犯がなくなったわけではない︑ソ連の政治犯というのは︑

この努力はアメリカでは評価されておりますが︑まだ政治

幽閉されていた時に︑ゴルバチョフが釈放いたしました︒

ハロフという原子物理学者です︒この人がゴーリキー市に

てから可成り釈放されておりますけれども︑その一人がサ

とも言われておりまして︑計画経済ですね︑注文はすべて

しかし︑この提案についてはそれとなく厳しい条件が付

ります︒

国家が製品の数量︑種類を決めて各工場︑企業︑或いは省

制を批判したり︑思想・信教の自由から言っても当然人権

ったのであります︒ブッシュの考える人権違反というもの

として認められるべきものが︑ソ連では認められていなか

は︑それによって逮捕されたり抑圧を受けた人間について︑

ネルギーなどの配給を受けるわけですが︑それを担当する
のが国家資材供給委員会という別の国家機関であり︑そこ

庁に割当てる︒割当られた所は︑生産に必要な原料とかエ

に申請して配給してもらう︒正に戦時経済のような形で現

づいてソ連は解決を図らなければならない︒こういう考え

アメリカではいつでもリストを提示する︑そのリストに基

ブッシュは︑こういう形では西側の価格体系に適合でき

在までやってきているわけです︒

上西側と同じような物流を市場に基いて行うようにしなさ

す︒こんなに侮辱的なことはないわけです︒面と向って︑

ら︑ゴルバチョフは席を蹴っていたのではないかと思いま

若し︑ソ連がアメリカと対等に戦える力をもっていたな

方であり︑言い方をしているわけであります︒

い︒もっと極論いたしますと︑資本主義の自由経済にしな

独立国であり︑しかもお互いに主権国家でありながら︑経

ない︑原価計算することもできない︑ガットに加入する以

ガットには入れない︑オプザーでいる間にソ連の経済を西

済システムについて価格体系をこういうように代えなさい︑

さい︑ということなのであります︒資本主義にしない限り

言われているのです︒それから︑アメリカが問題とする人

側の体制に合わせるように努力をしなさい︑ということが

なしにやられているわけですから︒

とか︑或いは人権問題でソ連は違反している︑とか︑頭ご

権侵害のリストをソ連側に提示し︑ソ連はその解決を図る︑
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ったわけです︒もうこのあたりは︑背に腹は代えられずで︑

方がお互いに今後協力していこう︑とにこやかな会見にな

明確ではありませんが︑少なくとも共同記者会見では︑双

実際のところ︾会談の中味はどういうものであったのか

と約束しました︒

すね︑あ上いうことはもうしない︑ということをはっきり

ジネフ・ドクトリンと言われる一九六八年のチェコ介入で

っておりますが︑東ヨーロッパには手出しをしない︒ブレ

要である︑それがなかったらソ連経済はだめになってしま

内側のソ連圏では︑今まで西側が何と言おうとソ連の思い

ということに外ならないわけで︑これまで鉄のカーテンの

と位置づけるならば︑東ヨーロッ︒︿を西側に差し出した︑

この会談を︑プッシュに対するゴルバチョフの降伏会談

う︑という危機意識が優先したためであろうと思うわけで

ソ連の経済を立てなおすには何がなんでも西側の協力が必

あります︒今後のアメリカのソ連に対する投資︑経済協力

ポーランドにおける連帯の動きについても軍事的に押えた︑

の十二年前のハンガリー動乱でもそうですし︑一九八○年

押えることができたのであります︒ですから︑東ヨーロッ

通りに出来たのであります︒軍事的にもチェコの介入︑そ

々の仲間なんだ︑という感じで受けとめてもらう︑という

パをソ連圏から離脱させることは普通では考えられなかっ

を取り付ける︑そういう意味で世界のソ連に対する印象を

ことがマルタ会談におけるゴルバチョフの真のねらいであ

たことであり︑あり得ないことだったのですが︑これをそ

良くしたい︑つまり︑ソ連はもう敵対国ではないんだ︑我

ったろうと思いますし︑マスコミは正にゴルバチョフの思

いうことです︒言葉は悪いですが︑領土の割譲に等しいよ

のま上目を膜ってゴルバチョフは差し出してしまった︑と

い通りの報道をしてくれたと見るわけです︒

東欧を放棄

極論でないことは︑その後ゴルバチョフが国へ帰った一週

うな結果になってしまったのであります︒これは私だけの

ますが︑両首脳の会談が設定されたのは十月で︑まさか︑

ソ連の保守派からすごく突き上げられております︒ソ連の

間後に中央委員会の総会が開かれまして︑ゴルバチョフは︑

もう一つ︑実はブッシュの提案にも出てこないのであり

ろうことは︑プッシュもゴルバチョフも思ってもいなかっ

会談の時点において東ヨーロッパにこんな激変が起きるだ

ョフを突き上げているのであります︒

面子をすっかり潰してしまったではないか︑と︑ゴルバチ

それからゴルバチョフは︑バチカンでローマ法王に会い

た︒それだけにマルタ会談が東ヨーロッ・︿をどうするか︑

して言えることは︑ゴルバチョフがその後ではっきりと言

という緊急会談になってしまったわけであります︒結果と
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主義の立場からすると許されない事なのです︒共産主義と

バチカンへ行きローマ法王と和解した︒これは︑マルクス

オロギーをもっているわけです︒ところが︑事もあろうに

ました︒共産主義は︑もともと宗教を認めないというイデ

が増えて然るべきなのに︑むしろ欠乏してきているという

しているわけではありません︒ですから︑時代とともに物

種類や量がより少なくなっていました︒別にソ連が戦争を

十年程前にモスクワに勤務していた頃に比べると︑商品の

ますが︑彼は︑︵ソ連の経済が︶どうにもならないからペレ

ョフがペレストロイカをやったのが直接の原因なのであり

ストロイカをやったんだ︑ということにしております︒ゴ

憂慮すべき事態に陥っているわけです︒それは︑ゴルバチ

リック信者達に︑ペレストロイカに協力させようと︑つま

ルバチョフが就任した時には︑どうにもならないとは国民

キリスト教が手を握ることは本来ゴルバチョフがしてはい

り︑ゴルバチョフの命令は聞かなくともヨハネ・パウロ二

けないことなのでありますが︑彼は︑ソ連国内にいるカト

世がゴルバチョフを助けよ︑と言えば︑ソ連の中にいるカ

ロでソ連経済を把握すると︑ジリ貧どころかどうしようも

は思っていなかったのでありますが︑ゴルバチョフはマク

で初めて赤字が発表されました︒それまでは︑収支がきち

ない︑という事がわかったのでしょう︒昨年秋︑国家予算

トリック信者達は言うことを聞く︑という計算があったと
して必ずしも皆が賛成しているわけではない︒そういう際

見られています︒国内では︑ゴルバチョフのやった事に対
どい事までやってのけたのであります︒

んと合った予算が発表されてきていたのです︒昨年の予算

ーブル︑すなわち二割以上のお金は︑銀行からの借入れ︑

入は三八○○億ルーブルにとどまりました︒一二○○億ル

では五○○○億ルーブルの歳出が計上されたのですが︑歳

本来︑アメリカと対等に軍拡競争をしてきたソ連であり

担保のないルーブル紙幣の増刷︑お札を刷るだけで︑裏付

深刻な経済危機

いわけですが︑この一・二年の間のソ連経済を見ていると︑

ますから︑何もそこまでアメリカに和を乞う必要は全く無

のであります︒その当時の蔵相が言っておりました︒これ

けのないルーブルが毎年一割乃至二割ぐらいずつ出ている

は今年や昨年の話ではなく︑統計数字がインチキで︑本当

も仕方がないだろうと思います︒手段が尽きた︑という点
ほとんどの消費物資が配給制度になっております︒私は︑

については︑新聞にもよく出ておりますが︑今ソ連では︑

の前にその実態を発表したわけであります︒

にずっと前から赤字であった︑ということで︑初めて国民

本当に手段が尽きた︑という感じをゴルバチョフがもって

昨年九月にモスクワとその周辺を回ってきましたが︑その
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そのように︑実質的には︑年率一○パーセントを越すイ

ンを近代化させることを自分の力でやろうとすると︑その

あいう保守体質の国では︑新しいものをつくるということ

間一部の人間を休ませ︑ラインを休ませなければならない︒

は大変な冒険をすることになる︒ある企業が︑一つのライ

その為にノルマが達成できなくなる︒そこで去年と同じこ

ンフレになっていたわけで︑つまり貨幣価値が下って︑商

いたのであります︒そういう状況の中ですから︑ゴルバチ

ういう形をとってきたので︑国民の不満が極度に高まって

の安全の承を求め︑ぬるま湯の生活になるのであります︒

とをやっていれば最も安全だということになり︑ゑんなそ

品のないのに月給だけを上げて来たということであり︑こ

ョフは︑この一︑二年の間にカンフル注射を注入しなけれ

情報は党が所有

ない︒

ハッパをかけ加速化しろ︑もっと働けといっても仲を働か

この形が何十年も続いてきてしまったために︑急に上から

ばならないという状況に追い詰められていたわけでありま
す︒

一方︑ゴルバチョフが一九八五年の三月に書記長になっ

た時︑彼は事態を深刻に受けとめていなかったのです︒た
ていた︒停滞から脱し︑経済成長を高めるためには︑恒常

しかにアメリカやヨーロッパや日本に比べて経済が停滞し

ボットを入れ︑西側のような近代化を行えば︑経済が加速

その機械産業を自動化させ︑コンピューターを導入し︑ロ

ばならない︑その為に一番大事な分野は︑機械産業である︒

は︑国民は情報をたくさん与えられれば︑それだけ党を信

ら初めなければならない︒人間の改造について︑まず一つ

結局経済を活性化させ︑成長させる為には︑人間の改造か

ゴルバチョフは︑プレーンの入れ智恵もあったのですが︑

二年目からは︑もとのもくあ承になってしまった︒そこで

最初の一年はおつき合いで︑生産は伸びました︒しかし︑

化される︑と︑彼は信じてしまったのです︒もともと︑ソ

的に生産性を高める︑つまり経済を加速化していかなけれ

連の経済システムの中には︑競争原理がない︒企業間の競

だ︑と言ったわけです︒

しかし︑そこで︑西側の情報社会と完全に違う点に注意

頼して︑よく働く︑信頼関係には情報を与えることが必要

する必要があります︒西側では︑情報の所有者は主権者で

令だけで加速化しろ︑といっても︑また︑新しい機械を入
ロボットを設計しなければならない︒機械を設計しなけれ

れる︑といっても︑企業は機械やロボットを入れる為には︑

ある国民がもっている︒外交国防など国家機密に関わる情

争によって初めて経済が加速化されるわけですが︑上の命

ばならない︒あるいは︑機械を買わなければならない︒あ
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り立たなくなる︒そこで︑委託を受けた政府が情報の一部

報を国民に全部オープンにしてしまえば︑外交も国防も成

で︑要求ばかりを突き上げるという状態で︑マイナス要因︑

できなかったのが︑要求できるようになった︑ということ

ソ連にはないんだ︑すべての民族が対等で差別がないんだ︑

社会がソ連で実現した︒アメリカのような人種問題などは

ました︒今まで︑﹁すべての民族が平等であるという理想

ります︒これが西側の自由主義社会の原則でありますけれ

という理想社会がソビエトで実現した﹂と︑書記長が言っ

副作用の方がより強くなった︒加えて民族問題が起きてき

ど︑ソ連の場合︑情報の所有者は共産党でありますが︑今

てきたのですが︑結局は︑情報コントロールがあって︑一

を秘密にしておくことを国民が認めているわけであり︑情

まで共産党は情報を独占し過ぎたため︑疎外された国民は

般民衆︑底辺から上について異議申立てができなかったに

報の所有者は︑あくまでも主権者である国民にあるのであ

一見西側と同じような情報社会のように見えますが︑常に

きました︒

過ぎない︑ということが︑情報公開によってはっきりして

働かない︒情報をもっと国民に分け与えなければならない︒

い時にはその情報を押えることができる︒ですから西側と

主義とはかなり異っているのであり︑ゴルバチョフが民主

に申しました︒ソ連の言う民主主義とは︑西側の言う民主

前までは︑そういう発言自体が︑反ソビエトとか民族主義

うことを人民戦線が綱領に揚げております︒しかし︑数年

特に︑バルト三国では︑ソビエト連邦から離脱するとい

諸民族の反乱

情報の所有権が上にあるということは︑いつでも都合の悪
同じ言葉が使われても根本的な違いがあるのであります︒

化という言葉を使う時には︑社会主義的民主主義と言って

が︑今はできません︒法律に触れないということで︑堂々

者のレッテルをはられ︑刑法による罪状で逮補されました

もう一つは︑民主化ということをゴルバチョフがその時

っているのであります︒いずれにしても民主主義と情報の

と言っております︒そこで︑民族主義に火がついたわけで

おります︒したがって︑民主主義の解釈は常に共産党がも
公開を二本柱にしてゴルバチョフは︑二年前からペレスト

グルジアとかウクライナ︑中央アジアに一斉に火の手が上

あります︒この民族主義はバルト三国から始まりまして

ロシア人に対する反抗であります︒これは︑一九一七年の

りました︒この民族主義というのは︑突き詰めて言えば︑

ロイカを始めたのであります︒ペレストロイカによって国
かなかった︒現在でも働かないのですが︑働かないどころ

民は働いてくれる︑と︑彼は期待したのですが︑国民は働
か︑その情報公開と民主主義を逆手にとって︑今まで要求
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革命の時に当時のロシア帝国を革命政権がそのまま引き継

リー動乱がそうであり︑プラハの春のチェコでもそうです︒

の国では充分に力を持っていました︒一九六五年のハンガ

いのが普通であります︒しかし︑東ヨーロッ・︿のそれぞれ

ポーランドにおけるワルシャワの﹁連帯﹂労組の造反も︑

いう歴史的経緯がある訳でありまして︑被支配民族が進ん

これは正に革命でありますが︑革命の上にソビエトがいた

ぎました︒ロシアが征服した植民地をソビエト化した︑と

せん︒ようやく本音が言えるようになったところで︑ロシ

ので実現できなかった︒そういう例があります︒ですから︑

で︑進んでソビエト連邦に入った︑ということではありま
ア人と同じ国に一緒にいるのは嫌だ︑というのが大部分の

ソ連の軍事的な抑圧手段がないと分かった時に︑一挙に自

ってきたわけであります︒

分たちの思っていることが実現できる︑そういう時代にな

非ロシア人の心情である訳です︒

それが︑段為と今は火の手が上って強くなってきた現状

ソ連が今︑国内で支離滅裂の経済にあえぎ︑しかも軍事

であります︒そうして︑国内で経済と民族の問題でゴルバ

チョフ自身の︑個人的な権力基盤も危うい情況が続いてお

ソ連が軍事力を行使するかどうかとなると︑大変な冒険で

りますが︑そういう状況の中で東ヨーロッパの反乱が起き

ある︑というのが一つ︒それからもう一つは︑ゴルバチョ

かもあやふやな時に︑東ヨーロッパに反乱が起った場合︑

に占領した東欧に自由選挙なしに共産主義政権を打ち立て︑

フは国の経済を立て直すためには︑いますぐに西側の技術

的にもゴルバチョフ政権の基盤を軍が支えてくれるかどう

その共産主義政権によってソビエト化し︑ソビエトとの同

と資本が欲しい︑つまり経済援助ですね︑戦後の西ヨーロ

たのであります︒戦後のヤルタ会談で︑スターリンは強引

た︑ということになるわけです︒この東ヨーロッ・︿政権の

盟関係をつくりました︒防波堤を東ヨーロッパに築き上げ

ない︒しかし︑これはあくまでも上層部権力機関にたずさ

が︑ゴルバチョフも内心は︑マーシャルプランをソ連に恵

をアメリカがボンと出してヨーロッパが復興したわけです

一七○億ドル︑今でもかなりの額ですが︑それだけの大金

わっていた人登に過ぎない︒私もずいぶん東ヨーロッパ各

んで欲しいという気持であろうと思います︒その為には︑

ッパの復興の時にマーシャルプランというのがありました︒

国を回ってきましたが︑一般大衆のほとんどすべてが︑ロ

ソ連を救おう︑ゴルバチョフを助けよう︑という気持を世

れない︒ソ連との友好関係を望んでいた人もいたかも知れ

シア人嫌い︑共産主義嫌いであります︒強制された社会で

界中に広げたい︑という気持があるわけであります︒です

中にも本気で共産主義の実現を望んでいた人がいたかも知

は︑民衆のエネルギーはその政権を倒す程の力を持ち得な
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れば︑ソ連への援助も無くなってしまう可能性がある︒で

時代と同じではないか︑という風に見られてしまう︒とな

なきれいごとを言っていても︑やっぱり本心はブレジネフ

はずがない︑もし手出しをすれば︑ゴルバチョフは︑あん

これまでは絶対許さないようなことをしても手出しをする

から︑東ヨーロッ・︿の連中はそこを見越している︒ソ連が

前までの経済パフォーマンスで見ますと︑年率の経済成長

ーネッカーという書記長が頑張っておりまして︑二︑三年

それから起きたのが東ドイツなのです︒東ドイツは︑ホ

産主義から共産党自身が離脱してしまったのであります︒

ことまでやっているわけです︒つまり︑ハンガリーは︑共

った時には社会党大会になっているという奇妙きてれつな

ーロッパでもやって欲しいということで︑ゴルバチョフは

ました︒ゴルバチョフがペレストロイカを始めた時︑東ヨ

東欧を行脚しました︒東ドイツへ来た時に︑ホーネッカー

率は五パーセント台を維持して高度成長をずっと続けてき

統領が民衆・連帯の力に押し切られて自由選挙に踏承切り︑

すから︑今なら何でもできる︑という気持が起きたわけで

そして︑ポーランドの共産党が惨敗したのであります︒自

でにペレストロイカをやって来たんだ︑それを必要とする

はにべもなくそれを断わりました︒我之は何年も前からす

す︒そこで今年の六月に︑ポーランドではヤルゼルスキ大

由選挙をすれば共産党が惨敗することは間違いないのであ

バチョフの面子を潰すようなことを堂灸と言ってのけまし

国は今までそれを怠って来たからだ︑ということで︑ゴル

り︑自由選挙をさせなかったからこそ︑共産党が政権をと
ってきたのであります︒その次にハンガリー共産党はポー

た︒

ランドの結果を見て︑ハンガリーは前から西欧化を進めて
きましたが︑共産党自体の力でそれを進めようとしたわけ

東ドイツはその当時︑東欧社会で群を抜いた経済成長と

リーダーなき革命

の支持は得られない︑ということで︑共産党大会を開きま

．ヘレストロイカをせせら笑っていたことは間違いではあり

生活水準を誇っていたのです︒ですから︑ゴルバチョフの

マルクス・レーニン主義などをやっていたんでは国民自身

でありますが︑ポーランドの状況を見て︑ハンガリーは今

した︒ハンガリーでは共産党という名前ではなく︑社会主

の建国四十周年の大祝賀集会を開きました︒その時にゴル

ません︒そのホーネッカーは︑今年の十月七日に東ドイツ

義労働者党と言っておりますが︑実はこれは共産党であり
ます︒社会主義労働者党大会を開きまして︑その大会中︑

バチョフがやってきて︑ホーネッカーに祝福を与えていま

その党を解体して社会党としたのであります︒つまり︑マ
ルクス︒レーニン主義から脱皮しているのです︒大会が終

（19）

ごく些細なデモがライプチヒで起きました︑ライプチヒで

すが︑その十日後にホーネッカーは解任されるわけです︒

ワレサ﹁連帯﹂議長だけで︑ほとんどが無名の集団によっ

をとってしまう︒しかし不思議なことにカリスマ性をもっ

の保守政権がこれも辞任し︑改革派があっという間に政権

て革命が引き起こされてしまった︑ということが言えると

た︑共産党に対抗するリーダーというのは︑ポーランドの

思います︒チェコにしても︑ハンガリーにしても︑主導権

です︒最初のうちは警官隊が出て取り締ったり逮捕したり

をとっている人間は民主フォーラムとか新フォーラムとい

プロテスタント教会の信者が中心になってデモをしたわけ

になり五○万人になったのでありまして︑東ベルリンです

したのですが︑これが日増しに拡大し︑最後には二○万人

う名前で︑間に合わせに作った市民クラブなんです︒それ

しまう︒その力はソ連が手出しをしないという確信があろ

が何人かでワイワイやっている間に政府を倒す力になって

になってしまった︒百万人のデモになったんです︒このデ
モが元でホーネッカーは自然崩壊という形で解任されてし

らデモが拡がって︑とうとう警官隊も手出しができない数

まい︑そのあとを継いだクレンッというホーネッカーが可

していたという状況があるのであります︒この力は何によ

ってできたのかということを考えてゑますのに︑先ず︑人

うが︑なかろうが︑そういう力が既に内在して︑じゆく成

権というものが歴史の中で根付いてきた︑この要素が一番

愛がっていた男も続いて解任されてしまう︒ということで︑

ーすべてが辞任してしまい政権不在になってしまうのであ

東ドイツは最後には共産党の政治局︑中央委員会のメンバ
ります︒そして何の抵抗もなく︑自由世界と独裁世界を物

大きいと思います︒

東ドイツが片づくとすぐにチェコに飛び火します︒チェコ

い群集の力が政権をすべてひっくり返してしまう︒やがて︑

共産党の惨敗は目に見えております︒市民という実態のな

全体主義が国民を抑圧し︑さらにその中にある違う人種を

大戦中︑ヒットラーとか︑日本も入るかも知れませんが︑

致で採択されております︒この人権宣言には︑第二次世界

一九四八年の国連第三回総会で︑世界人権宣言が満場一

底流にある人権思想

理的に隔てていた﹁ベルリンの壁﹂の崩壊︵十一月九日︶と

いう歴史の大転回を見ることになります︒そして︑かろう

は十一月十七日からデモが初まるのでありますが︑これも

いう行為についての反省と批判が込められていたのであり

差別抑圧し︑人権を践臓し︑それから外の国を制圧すると

じて今政権ができ︑来年あたりに自由選挙を行いますが︑

人︑三○万人というデモになり︑そのデモの圧力でチェコ

あっという間に拡大して最後にはプラハの真ん中で二○万
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れを普通的な原則として認めたわけであります︒つまり︑

ながらにして自由であり︑平等である︑ということで︑そ

ます︒そこから出た基本的な理念というのは人間は生まれ

る行為であり︑十八世紀であろうと︑十九世紀であろうと

がある︒一つは︑植民地主義というのは人権宣言に違反す

で人権宣言がもたらしたその後の流れは非常に大きなもの

判することができる︒これは内政干渉ではない︒というこ

ある︒しかも︑植民地の人権を守るとするならば植民地か

権宣言に照して承ると︑こういう行為は許されないことで

当然のこととして行われていたのでありますが︑それを人

にある資源を裳奪する︒こういう行為がつい半世紀前まで

とが人権宣言の中ではっきりうたわれておりまして︑その

らは収益が上らなくなるわけですね︒ただのようにして労

そこに住んでいる人間と土地を自分の支配下に置き︑そこ

基本的人権は何か︑というと︑自由に国から去ること︑出

働力を使うことは許されない︑等しく人間の権利をもつと

ある国がどのような体制をとろうとも︑そこにおける政治

国することができるし︑また︑国へ帰る自由もすべての人

が国民の基本的な人権に違反している場合には︑外から批

間が持っている︒したがって国外追放ということは︑人権

って︑ヨーロッパ諸国の植民地の放棄を促すことになるわ

けです︒これは︑人権の問題と深く関わっているのであろ

いうことになれば︑植民地経営は成りたたなくなる面もあ

うと思います︒その結果︑敢えてソビエト帝国というなら

違反の行為ということになるわけです︒それから居住の自
ほかに思想︑信条の自由︑どういう宗教を信じようが︑ど

由︑自分が住承たい所に住む自由︑職業選択の自由︑その
ういう思想を信じようがこれは自由である︒それを発表す

ソ連圏の抑圧という構造から成り立っているわけで︑これ

ば︑ソビエト帝国は︑戦後ソ連の中のロシア人による非ロ

は人権の見地からすると︑早晩手直しなり根本的に直させ

る表現の自由︑こういうものが基本的人権としてそこでは
そこで当然のことながら︑後進国といわれる第三世界で

ざるを得ないという世界的な圧力が加わってきたのであろ

シア人に対する抑圧︑或いはその外にある東ヨーロッ︒︿︑

はデモクラシーがいきわたらないために︑人権侵害が行わ

じめて宣言されたのであります︒

れておりますが︑しかし︑それが満場一致で採択されたと

うと思いますＯ

ことは人権違反である︒東ベルリンの壁が取りはらわれた

要求の一つは出国の自由︑これを国家権力によって押える

その底流にある東ヨーロッパ諸国の国民による基本的な

いうことは︑そういう問題よりももっと次元の高いという

けです︒まだ︑その当時は植民地がいっぱいあったし︑植

か︑第三世界の人灸は抑圧された被害者意識が強かったわ

民地から脱却した国が少なかったわけですが︑そういう点
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というのは︑正に人権問題そのものであろうと思います︒
東ヨーロッ︒︿で爆発的に起きたのは︑国籍を問わず一人一

うと思います︒

ったのは︑まさに人権の抑圧そのものなんですね︑その中

そこで問題になるのは中国であります︒天安門事件で起

やがて中国にも

ひずゑが充満してきたものが一挙に解き放されてきた︑そ

国も学生が中心であったのですけれども学生だからこそ︑

人もっている権利を抑圧してきた︑その抑圧された人権の

て︑東ヨーロッパが解放された現象に対してソ連は何もで

と思います︒

人権というものに非常に敏感であったと言うことが言える

れが︑今回の現象であろうと見えるわけであります︒そし

る問題は︑今︑↑ハルト三国で起きているように︑ロシア人

しかし︑中国当局は意外に楽観視しています︒農民は一

きない︑恐らく今後もできないと思います︒その次に起き

あります︒

に支配されていると感じている民族の自立を求める動きで

いう風に権力者たちは考えているようであります︒人権に

○億いて︑その農民はそんな問題には大して関心がないと

対する感覚も進んでいる国︑遅れている国が色をあります

で︑ロシア人が︑その例えばバルト民族と対等︑平等で
あると︑彼らがいかに主張しても︑バルト民族が対等とも

ことですね︒

けれども︑それは逆行することはよもやあるまい︑という

でノーベル平和賞をもらいました︒この平和賞を受けた理

今年の十二月十日︑三日ほど前にダライ・ラマがオスロ

を変えてゆかなければならないだろうと思います︒

ですから中国も︑いずれは人権という見地から政治制度

平等とも思わなければ︑これは双方の意見がくい違うわけ
ソビエトの十五の共和国を連邦として保ち続けるというこ

ですから︑不平等は存在していることになります︒現在の
との中に︑ロシア民族による他民族に対する抑圧関係が︑

由は︑やはり︑チベット民族の自立を要求したダライ・ラ

もしあるならば︑やはり︑東ヨーロッパが爆発的にソ連圏
からの支配を離脱しようという動きに転じていくのは目に

から逃れ出たように︑ソ連の中にある共和国が︑モスクワ

マが︑平和的手段で行った人権闘争ということですね︒

も考えなかったと思うんですね︒天安門事件がきっかけに

平和賞をやれなんていうことは︑オスロのノーベル委員会

しかし︑もし十年前だったら︑ダライ・ラマにノーベル

見えておるし︑今の流れは︑まさにその方向に行っている︒

て人間の権利というものを着実に高めて来た︒そういう結

従って︑基本的人権というものが世界の歴史の中で一貫し
果が現在のソビエトに大きな衝撃波をもたらしているだろ
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なったこともあるかも知れませんけれども︑世界における

以上でございます︒

︵外交評論家・元サンケイ新聞編集委員︶

どうもご静聴ありがとうございました︒

イ・ラマを見る目が︑こういう平和賞受賞をもたらしたの

その基本的人権の尊重が定着していく流れのなかで︑ダラ

て︑激動する東欧情勢についてご講話をいただいた折の記録

後︑外交評論家として現在ご活躍中の津英武先生をお招きし

本稿は︑昨年十二月十三日︵水︶に開催された理事会の終了

まあ︑だいたい一時間ほどお話しましたけれど︑もし話

ではないかという風に考える訳なんです︒

し足りないこととか︑ご質問がありましたら︑このあと雑
ます︒

斎藤

昨年中に起こった多くの事件の中でも︑最もわれわれの

心に残ったものは︑いわゆる﹁ベルリンの壁﹂の消失では

史上空前の変化ともいうべき第二次世界大戦が終って後︑

なかったか？

いだにも︑東と西の二つのドイツを分断するこの冷酷な壁

早くも半世紀に近い歳月は流れ過ぎている︒だが︑そのあ

それが︑いま︑現実において撤去されたことは︑結局︑

は︑いわゆる﹁冷たい戦争﹂の象徴として存続してきた︒
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談のような形で︑お答えできることはお答えしたいと思い

崩壊するマルクス・レーニン主義

いま音を立てて崩壊する共産主義社会
顧る一年は︑まことに激動の一年であった︒わけても︑

言えようか？

変乱の最大の中心部は東ヨーロッ︒︿共産圏諸国であったと

いま︑音を立てて崩れゆく共産主義社会︒これは︑まさ
しく歴史的敗北という他はあるまい︒

自由は︑人間が本来求めてやまぬもの︒東欧諸国民の血
の叫びは︑もはや︑力を以ては抑え得なくなったのだ︒

忠

ないであろう︒

済を導き入れることの他には在り得ぬのだ︒

産主義政策の破局を脱れる道は︑既に︑西の世界の市場経

とは言いながら︑ソヴィエト連邦のこのような歴史的転

相鍾ぐ連邦離反の動き

共産主義ドイツの崩壊への第一歩とも受け取られざるを得

ルーマニア共産主義政権の破局
事実︑東欧共産圏諸国における内部的変化は︑相次いで
起こった︒

に︑極めて重大であると言わなければならない︒それは︑

換の意味するところは︑共産主義世界の明日を考える場合

的崩壊を証示するものに他ならないからである︒

結局のところ︑ソ連自身のマルクス・レーニン主義の内部

ブルガリア人民共和国が︑その最初の事例であったと言
えよう︒この国の共産党書記長ジスコフは︑結局︑その地

更に︑これに重なる新しい危機の事態は︑ソ連内部にお

それが︑ソ連が苦しゑつつある地獄の実状なのだ︒

を輸入せざる限り︑維持しては行けぬという破局の事態︒

その国民の生活も︑巨大な量の食糧その他の生活必需品

言うべきであろう︒

わけても︑最も痛烈な打撃は︑その経済の自壊であると

位を放棄して去らざるを得なかったのである︒

それに続く東欧諸国の変化は︑まことに︑眼を疑わしめ
るばかりであった︒チャウシェスク大統領が君臨しつつあ
ったルー言一ア社会主義共和国をただ一つの例外として︑

他の東欧諸国は︑悉く︑共産主義独裁の体制を棄てている︒

それにしても︑最後に残ったそのルーマニア共産主義政
大統領チャウシェスクは︑時に七十一歳︒ルー言一アに

権崩壊の惨状こそは︑世界を衝撃した︒

ーテ︑ｌそれら︑いわゆる貝ルト三国﹂を始めとして︑

バルト海の岸に連なるエストニア︑ラトヴィア︑リトア

ける連邦構成諸国の離反の動きであらねばならない︒

連邦構成諸国に見るソ連離反の動きは︑クレムリンにとっ

君臨して二十四年目であった︒彼の妻は第一副首相︒長男
るであろう︒

このような反乱の事態は︑ひとり︑バルト三国の内部に

アゼルバイジャン共和国に見る衝撃の事態

ては︑最大の頭痛の種であらねばならない︒

は県知事︒一族挙げて政権を私物化しつつあったとも言え
これが東欧における共産主義最後の政権であった︒

経済改革に就いて言う限り︑共産主義世界のいずれの国
においても︑自由世界の市場経済の導入にいまさら跨踏を
示す者は居るまい︒国民の毎日の生活に暗い影を落とす共

（24）

ャンに送り込んで居るのだ︒

ソ連軍は︑その鎮圧のために︑既に︑部隊をアゼルバイジ

るどころではない︒首都エレバンでは︑およそ三十万の市

アルメニア共和国の内部においても︑人民の反乱は収ま

ゴルバチョフ政権に対する不信の爆発

言わなければなるまい︒

ゴルバチョフは︑まさしく︑正念場に立たされて居ると

ャズ・ムタリポフであり︑党第二書記ポリャニチコである︒

当たることになった者は︑差し当たってのところ︑首相ア

を問われて︑その地位を去って居る︒代って国政の指導に

第一書記ベジロフは︑事態悪化を防止し得なかった責任

見られるだけではない︒現在ソヴィエト社会主義共和国連
わらず見られる現象なのである︒

邦を構成しつつある十余の諸国のいずれにも︑多少にかか
最高会議議長兼共産党書記長ゴルバチョフにとっては︑
まさに︑最大の頭痛の種とこそ言うべきであろう︒
とりわけ︑現在最も衝撃的な一つの事例は︑ソ連西南部︑
コーカサス山脈とアルメニア高原に包まれた連邦構成国︑

アゼルバイジャン共和国に生起しつつある反乱の事態であ
ろう︒

争乱の本質は民族闘争
此処に見る激しい対立と争乱も︑その本質は︑結局︑民

力を以て答えよ﹂ということになろう︒この対立の本質は︑

る︒彼等の主張するところは︑﹁力による抑圧に対しては︑

民たちが︑次ぎ次ぎに集合して︑政府への抗議を続けてい

結局のところ︑民族間の死闘なのだ︒中央権力に対する生

このアゼルバイジャン共和国は︑コーカサス山脈とアル

族間の衝突である︒

メニヤ高原とに包まれた高原地帯︒その領土の中央には︑

ワルシャワ条約機構も︑また︑既に事実において名存実

その懸念を常に口にしつつあるのだ︒

という保障は無いのである︒現に︑ゴルバチョフその人が︑

ルバチョフの感情が︑或る時期において︑突然に爆発せぬ

ように高まりつつあると思わなければなるまい︒その反ゴ

ゴルバチョフ政権に対する不満と不信は︑いま︑急潮の

死を賭けての反抗なのだ︒

山波に囲まれた飛び地︑ナゴルノカラパフ自治州が在る︒

この自治州に定住する人之は︑本来︑アゼルバイジャン
の国民ではない︒アゼルバイジャンとは境を連ねるアルメ
ニャ共和国の住民なのだ︒

その本来の母国とも言うべきアルメニャヘの編入を要請
して︑激しくアゼルバイジャン共和国政府に迫りつつある︒

これは︑まことに衝撃的な内乱的事態︒対応策において
一歩を誤るならば︑ソ連内部崩壊の事態をも招き兼ねない︒
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亡の状態に在ると断言しても︑過言ではあるまい︒

公文書から消え去る﹁東欧﹂という表現
﹁東欧﹂という表現すらも︑いま︑ヨーロッパ諸国の公
文書から消えて行きつつあるのだ︒

昨日までの﹁東欧﹂という語に代って︑いま用いられ始
めているものは︑﹁中東欧﹂という表現である︒これは︑

の後に︑いわゆる﹁鉄のカーテン﹂の東側︑ソ連国境に到

るまでの共産圏全域を意味するものであったのである︒
ー女史だ︒

ｌこの表現を初めて用いたのは︑イギリス首相サゾチャ

だが︑今は︑その﹁鉄のカーテン﹂も︑消え失せた︒い

わゆる﹁東欧﹂共産圏の諸国にしても︑既に︑マルクス・

レーニン主義勢力の独裁から解放されているのだ︒

ならば︑それは︑もはやアジア・太平洋世界の他には在り

マルクス・レーニン主義勢力が生き残る道があるとする

和国の北東部︑西ドイツとの国境近くに在る商工業都市︑

得ぬという︒その新しい突破作戦は︑すでに着たとして進

昨年十二月八日および九日の両日にわたって︑フランス共
ストラスブールで開催されたＥＣ︵ヨーロッパ共同体︶首脳

められつつある事実を知らなければならない︒

︵国際政治・軍事評論家︶

会議以後の新しい変化なのだ︒
もともと︑この﹁東欧﹂という表現は︑第二次世界大戦

１ンがあることである︒どういうパターンかというと︑周

黒羽亮一

私は国際的な仕事をしている者ではないが︑たまに海外

日本のことは余程大きな出来事がないと報道されないこと

辺諸国の報道や旧植民地の報道が極めて多い︒したがって︑

とりわけ重要な近隣諸国との友好

ヨーロッパやアメリカで新聞やテレビを見ると︑自国の報

になる︒最近アメリカでは日本の報道がかなり増えてきた

旅行するたびに感じていることから話を始めたい︒それは
道は別として︑海外報道というか国際報道には一定のパタ
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方やぶ晩承﹂をしていたような状況なのではあるまいか︒

それは長い歴史の所産で仕方がない面もあるが︑欧米諸国

が︑ヨーロッパでは殆ど旧のままである︒衛星放送などと
いう便利なものが出来たので︑この感覚を東京の茶の間で

は勿論︑その政治的︑文化的影響を強く受けているその他

に︑なにか胡散臭い国に見られる原因の一つになっている

の地域各国の指導層からまで︑日本が経済的に強力なだけ

味わうことが出来る︒ＮＨＫが編集したものでなく︑﹁ま

のかもしれない︒近隣諸国にも関心を持たない︑交際の努

るごとヨーロッ．ｃなどと︑放映時間の関係で録画である
にしても︑その国で扱われた通りのものが面白い︒毎日見

◇

しかも︑幕末・明治維新以来百三十年の近現代は国際的

いうわけである︒

力もあまりしないような国とは︑いったい何なのだろうと

ていては仕事にも差しつかえるが︑十日に一回でもたっぷ
り見れば︑その国のホテルにいるような気持ちになる︒
これに対して︑日本の外電は新聞にしてもラジオ・テレ

ピンにクーデター騒ぎがあればそればかりだったりと︑そ

この時代はざっと四十年づつの三期に分けられる︒最初の

に見れば︑近隣との関係が其軸に展開されているのである︒

ビにしても東欧が面白ければそればかりだったり︑フィリ
の時々に最大の一三−スを報道しているのだろうが︑何時

二回の戦争があった︒まだ世界が帝国主義の時代だったた

四十年の間は朝鮮や中国の満州地方の問題で日清︑日露と

も．点豪華主義﹂で統一がない︒この理由は単純であろ
う︒ヨーロッパでは自国の次に近隣の動向が気になる︒東

た︒しかし次の四十年は︑戦勝のために夜郎自大となって︑

アジア︑中近東などの諸国からも一目置かれることになっ

ことにより欧米の認識を高めたばかりか︑虐げられていた

め︑それは国際的に容認されたばかりか︑戦勝国となった

欧の扱いにしても︑西ドイツは東ドイツとの関係があるし︑

その他の諸国にも近いからもっとも詳しい︒フランスやイ
とになる︒アメリカでは近接する中米諸国の扱いが詳しい

近隣諸国との関係を過って︑遂に世界的に孤立する戦争の

ギリスでの扱いは東欧に西ドイツの動向を加えてというこ
ということになる︒旧植民地には︑今でも経済的・文化的

世界ばかりでなく日本人としても︑この戦争を﹁不正義﹂

て﹁正義﹂﹁不正義﹂を単純にいうのは禁物だとしても︑

大理由は日本軍の中国からの撤兵問題だった︒戦争に対し

道を選ばざるを得なくなった︒昭和十六年の日米断絶の最

関係があり︑関係を持っている個人も多いということだる
﹄員ノＯ

近隣諸国に関心を払い︑次に世界にというにはなっていな

ところが︑極めて多数の日本人の国際感覚は自国の次に
い︒したがって︑報道ぶりも江戸時代に長崎の出島で﹁八
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るはずだったが︑﹁東西関係﹂という言葉に集約される国

敗戦後はこの過程についての深く冷静な分析から出発す

ロガント﹂としばしば指摘されて初めて気がつくといった

を作った︒この徹慢さは︑近年欧米ジャーナリズムで﹁ア

は忘れられ︑経済発展に酔う﹁徹慢な﹂と言われる日本人

に忙殺されるということもあってや近現代史の冷静な総括

際情勢はそれを許さなかった︒無条件降伏して武装を解除

れている︒

ところにも︑﹁国内感覚﹂と﹁国際常識﹂のずれが象徴さ

と見ても許されよう︒

日本が八十年の長きに渡って悩んだ中国大陸には︑当時の

され︑占領されていて外交的発言力がない昭和二十四年に︑

◇

日本は国連軍という名の米軍の後方基地となり︑警察予備

とソ連・中共の代理戦争といってもよい動乱が勃発して︑

の日本軍の中国大陸への﹁侵略﹂を﹁進出﹂と書いたと報

の初め多くの新聞がその年の教科書検定で︑一九三○年代

人的体験も含めて︑簡単に述べさせていただきたい︒七月

に発生した﹁教科書問題﹂という不幸な事件について︑個

以上のことを八年前の昭和五十七︵一九八二︶年︑日中間

隊という形から︑なしくずしに実質再軍備を始めることが

成立した︒その翌年には一衣帯水の朝鮮半島で︑アメリカ

占領国であるアメリカに敵対する共産党による統一国家が

懲通された︒その翌年の講和条約は︑ソ連・中共とは敵対

範囲では新聞の誤報だった︒にも係わらず︑政府は直接そ

のことで︑その年に書き換えたケースは一件もなく︑この

し︑一部教科書が進出と書いたのは昭和二十六年ごろから

への復活ばかりか︑躍進のきっかけまでをつかんだ日本経

は大成功であった︒朝鮮動乱による特需景気で︑戦前水準

のことに言及したわけではないが︑今後教科書検定を﹁近

道したために︑中国政府の抗議を招いたものだった︒しか

済は︑その後ほぼ順調に伸びて︑昭和四十年代後半︵一九

隣諸国への配慮﹂の精神で善処する旨を中国政府に回答せ

関係として︑台湾の国民党政府を中国の正統政府として締

七○年代︶には︑世界の経済大国となった︒西側諸国は日

ざるを得なかった︒このため︑ある高名な評論家は﹁万犬

結せざるを得なかった︒しかし︑この政治処理は経済的に

安定した︒反面︑東は経済的には低迷した︒

本ほどではないにしても﹁バクスアメリカーナ﹂のもとに

琴ハークレイ校にいた︒この名門大学には中国人学生が多い

この経緯が一段落した九月中旬︑私はカリフォルニア大・

虚に吠えた教科書問題﹂と︑雑誌で新聞と政府を批判した︒

勉性に支えられた面も大きい︒ともかく都市化︑情報化︑

ということもあるかもしれないが︑﹁忘れるな九・一八︑

この経済成長の過程は︑客観情勢だけでなく日本人の勤
核家族化︑高学歴化などの急激な変化をもたらした︑それ
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始したが︑戦後も漸くそうなって来たということだね﹂と

経緯を説明したところ︑﹁戦前の日本外交は中国問題に終

日である︒さらに同大学のある政治学者に聞かれるままに

一九三一年九月十八日は言うまでもなく︑満州事変勃発の

教科書問題﹂といったような立看板が何本も立っていた︒

感覚の欠如を︑バークレイの立看板を見ながら痛切に感じ

教科書問題という事件を経験しなければ判らなかった国際

教育の場面にもある︒戦前の反省や近隣諸国への配慮が︑

ほど頭を垂れる稲穂かな﹂という諺を思い出した︒それは

締結のころとは全く異なった立場になった︒そこで﹁稔る

は多くの行動面で答えなければならない︑つまり講和条約

たのである︒

指摘されて︑いささか深刻に考えることになったのである︒

﹁進出﹂と書き始めた昭和二十六年は上記のような国際

◇

近隣に気配りして然るのち世界にという視点は︑近隣と

政治環境もあって︑戦前のことを一刀両断に︑感覚的に非
難することへの反省が芽生えた時期だった︒中華人民共和

にすぎないといった見方もあろう︒また︑欧州圏︑アメリ

カ圏についで︑アジア圏が大きな経済力を付けてきて︑先

相互に武力衝突もあった時代の発想で︑それが残っている

進両圏を凌ぎかねない現在では︑他の世界から危険視され

国は建国の意気に燃えて躍進中なのに対して︑日本人一般
頃に︑﹁欧米列強のアジァヘの進出﹂といった表現と平灰

は自信喪失の時期であった︒誤解を恐れずに言えば︑その
を合わせてという判断があっても当然だったかもしれない︒

かねないといったこともあろう︒

経済大国となった︒﹁経済大国でも政治大国ではない﹂と

錯誤の過程もあって極端に疲弊しているのに対し︑当方は

た︒経済的に見れば︑中国は文化大革命などという長期の

緩和されて︑日本とアメリカは相次いで中国と国交回復し

んぜられ︑世界に嫌われることになる︒

そこで︑日本人が妙な指導性を出しては︑アジアに再び疎

ないが︑欧米が指摘する強固で巨大なアジアの特性がある︒

共通の漢字文化や儒教文化など︑日本人はあまり気がつか

いる︒中国以外にも多い有力中国人︵華僑︶︑そこから来る

いずれにしても日本がたどったと同様の発展段階を踏んで

イ︑マレイシアなどはその一歩前の工業化社会に入って︑

三次産業主体の情報化社会に入り︑中国大陸の沿岸部︑タ

韓国︑台湾︑シンガポール︑香港などは我が国同様に第

なにしろ︑その数年後には戦時中の閣僚が︑軍人でなく当
時の首相に反対した人だとはいっても︑首相に就任できる
ような日本人の精神構造だったのだから︒

いうのは︑国内通用概念で︑国際的には存在しないことで

しかし︑一九七○年代の初めアジアの冷戦構造はかなり

ある︒世界中の︑とりわけ近隣諸国の警戒の目に︑我が国
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代はすぎた︒留学生︑研修生︑労働者など日本にやって来

しかし︾日本の企業が一方的にアジアに進出していた時

能になっている︒大きな話から突然細かい話になったよう

そして︑本稿全体としても︑各国の一三−ス報道の比較

なことにも通じよう︒

は積極的に呼んでいるが︑労働者の問題は難しい︒もう論

から妙な話になっているが︑これで﹁世界の平和と日本の

でもあるが︑細かいことを上手に処理できることが︑大き

ずる紙幅がないが︑行政的には消極的姿勢を持続するにし

ないかと思う︒

役割﹂という与えられた課題の一部には答えているのでは

るアジア諸国の人も急速に増えつつある︒留学生や研修生

ても︑先方だけでなく当方の労働事情もあって漸次増加し

しまった︒東欧の変革は年の瀬のマルタ島の米ソの首脳会

切れるように︑怒涛の勢が押寄せ︑ベルリンの壁も壊して

入江孝一郎

︵本会評議員・筑波大学教授︶

て行くことだろう︒当然摩擦が起こるから︑その度にそれ
を節度を持って処理しなければならない︒摩擦はあるのが
当然で︑それを回避して鎖国状態を続けることはもう不可

いまこそ日本道徳の自覚を

日本への風当たりが強い

二十一世紀まであと十年︑この九十年代は日本ばかりで
はなく人類にとっての正念場である︒平成元年の激変は︑

らマルタの道程は多くの犠牲をはらった︒ことに共産主義

談で︑東西の冷戦の時代が終った印象を与えた︒ヤルタか

何を意味するのであろうか︒

ル簿ハチョフのペレストロイカは天安門事件︑東欧諸国の急

十世紀はマルクスに始り︑その終駕で終るといわれる︒ゴ

陣営の経済は国民生活の自由と抑圧はその極に達した︒二

誰もが予想だにしなかった出来事の連続で︑この大変動は
激動の昭和史は︑ここに生きた人灸の人生のドラマ以上
のドラマであり︑それが平成元年にかわると︑昭和の壁が
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も平安でないように︑平成も平成でなく︑一つの文明が終

激な改革︑ソ連共和国にも火がついた︒平安時代は必ずし

産技術と︑国民は中流意識で︑土地以外は満足し豊かな生

物も人も日本を目指して集まり好景気がつづく︒高度の生

島での米ソ首脳会談でも︑ブッシュ米大統領は︑地球の温

化︑熱帯林の減少など世界は難問をかかえている︒マルタ

きている︒地球の温暖化︑酸性雨︑オゾン層の破壊︑砂漠

地球環境の悪化は︑国際的に対応しないと危なくなって

地球環境破壊の犯人

ながっている︒

活は逆に放漫な消費と﹁おごり﹂が︑地球環境の破壊につ

米ソの冷戦時代が終ると今度は経済大国日本への風当た

る象徴的なものを感じる︒

りが強くなる︒ここで日本の役割は首相が言うべきである
けれども︑一年間に三人の首相が代わり︑国会は消費税で
明け暮れ︑総選挙に頭が働き東欧への経済援助だけでは覚
束ない︒国家の指針なきは日本の悩承である︒しかし︑過去

に国是をもって国民を指導したときはロクな時ではなかっ
たことを思えば︑逆に考えれば︑国民一人一人の問題意識
として国際平和に日本人の役割を自覚するチャンスである︒

地球環境をめぐる国際会議がこれから活発に展開される︒

暖化防止に関する会議を提唱するなど︑ほころびの目立つ

鎖国から近代国家への変革をした明治維新は︑明治二十

地球環境問題の多角的な対策を決める︒地球環境問題は生

る︒テーマは生物種の保存︑途上国の都市スラム問題など︑

国連の環境会議は︑一九九二年六月にブラジルで開かれ

三年︵一八九○︶︑第一回総選挙で議会政治へ第一歩を踏出

物の存続も危険な状態であるといわれている︒これは国境

百年たった議会政治

してから︑今年で百年になる︒欧米文化の追従を目標にし

を越えた問題として一国だけでは解決できず︑環境の保全

求められる︒その役割をになわねばならない日本は経済大

た百年の歴史は︑いま世界経済の頂点に立つ国となったが︑

国なるがゆえに︑逆に地球環境破壊の犯人でもある︒この

と再生のためには︑人類全体の共通の認識と迅速な対策が

しかし︑日本のＧＮＰが世界一というが︑日本人の生活

地球環境と国際平和で日本の役割が問われている︒

環境からゑて実感がわかないのが実情である︒なぜ実感が

汚名は政府だけでなく︑個々の自覚が要求される問題であ

具体的に承ると︑東京都区内からでるゴミの量は︑一九

る︒

わかないのであるのか︒その一つに︑世界一に高い物価が

ある︒他国にくらべ二倍も三倍も高く︑土地は驚異的数字
に上がって天井知らずである︒物価が高いから世界の金も
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経済成長の伸び率︑何︒︿−セントを追いかける宿命がある︒

それには︑どうしても物質中心に考えることが問題である︒

め可燃ゴミの約二割︑七十万トンが埋立てにまわされる︒

日本の輸出は一九八八年︵昭和六十三年︶以来︑増勢を強

領域とする経験的に論証できる系統的な合理的認識をする︒

現在の埋立地は羽田沖と中央防波堤外側の二カ所だが︑羽

めて対外不均衡改善は鈍り︑最大の対日赤字をもつ米国の

八五年の昭和六十年度から急上昇に転じ︑平成元年度は約

田沖はほぼ完了し︑中央防波堤外側も︑平成三年度には満

いらだちは大きく︑日本封じ込め論が台頭しただけではな

四百八十万トンとなり︑四年間で百万トン増えた︒このた

杯となる恐れが出てきた︒あとの埋立地の候補も決らず︑

く︑日本を不公正な貿易慣行を持った国として指定した︒

見過ごせない重大事である︒こうした事態をふまえ︑日本

東京都は音を上げ︑ゴミに対する考えを改めてもらおうと︑

は輸入大国への道を提示しなければ信用されなくなったが︑

自由貿易を掲げ︑自由貿易の中で成長してきた日本として

日本経済は︑原料を輸入して︑それを加工し︑輸出で伸

言葉だけではなく︑食糧安全保障とコメの自給は違うなど︑

キャンペンをはじめている︒

から出る大量なゴミには無関心であり︑臭いものには蓋を

びたことは誰もが知るところである︒その反面︑加工など

実質を迫られている︒

日米間の摩擦が︑貿易から技術︑金融︑投資︑流通から

日本たたきと受けとめ方

しつづけてきた︒それに気付いたときは怪物のように膨大
なゴミが果てしなくあらわれ︑各地でゴミをめぐる最終戦
昨年度に吐き出される紙のゴミは︑百七十万トン︑立ち木

ッシング︵日本たたき︶﹂といわれるが︑敗戦の無の状態か

文化にまで拡大している︒こうした状態を﹁ジャ︒︿ン・バ

争が勃発している︒その急増したゴミの大半が紙である︒

地球環境を破壊している︒

にして三千四百万本である︒この原料は熱帯樹林を伐採し

生活をすることが約束されている︒ゴミの量が大きくなれ

それぞれの企業や機関が利益を上げ︑それによって豊かな

されたものが︑やがて︑ゴミになる︒その課程に於いて︑

米ソが対立している限り︑日本はソ連に対する反共防波堤

争を巧承に利用してきたから経済大国になったといえる︒

である︒これは米ソ対立の上に立って︑両超大国の代理戦

事保障の上に平和を維持し︑利益を上げてきたことは事実

ら今日の経済成長までになったのは︑米国の保護貿易と軍

ばなるほど︑経済水準が高くなるという仕組承にも問題が

として絶対に必要な存在で︑この構造が崩れると︑日本の

ゴミを少なくしろといっても︑生産され︑流通し︑消費

ある︒科学の発達というが︑科学は︑世界の一部分を対象
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つまり︑日本市場が開放されないなら米国も日本に対して

自由貿易といった考え方は通用しない︒異質の国に対して

米国の弟分だと信じてきたが︑日本は全く異質の国であり︑

論議されている︒米国人は︑日本を同じ価値観を共有した

では︑これまでの日本観を修正すべきだという声が活発に

に入ってくる日本のわずらわしい面が目立ってくる︒米国

必要度が低下する︒米国にとって︑巨大な黒字で米国市場

性労働者を﹁ジャパゆきさん﹂︑男性を﹁ジャパゆきくん﹂

から逃れるために日本に出稼ぎに来る労働者︑とりわけ女

規定に基づき正規に就労する外国人︑特に母国の貧困事情

ない低賃金︑劣悪労働が多いことである︒日本で入管法の

働の質ではなく︑彼らに与えられる仕事が︑熟練を要求し

育︑熟練の水準は︑必ずしも低いものではない︒問題は労

されている︒これらの外国人労働者の中には︑本国での教

ス産業などの一部で外国人が働き︑その不法就労が問題と

の関係の象徴的存在である︒

と呼ぶが︑経済大国日本と貧困と人口過剰に悩む第三世界

は︑異質の政策をとるべきだ︑という立場が出てきている︒
は同様のレベルまで市場を閉鎖すべしという主張である︒

日本での労働不足は深刻になっている︒人出不足による

これらの声に日本側は﹁日本たたき﹂に聞えるが︑彼等に
かもしれない︒日本の岐路である︒

すれば︑﹁バッシングされているアメリカの方だ﹂という

た日本は︑内側からの要求とに迫られている︒明治以来︑

企業の倒産などが懸念され︑外国人就労に閉鎖性の強かっ

移民政策をした日本は︑外国人が日本に働きに来るという

現象にとまどっている︒しかもブラジルへ移民した日系人

増えてきた外国労働者
国際化の現象ではないが︑東京だけではなく国内の何処

国際社会への日本の役割を考える場合︑外国人に対して︑

ている︒ことを痛感している︒

大和民族の単一性が日本人の意識に壁になっていることが

が母国に出稼ぎに来ているのをぷて︑想像以上の事態にき

仕事にありつけると思って稼ぎにくる人たちで︑なかには

はなく働いている外国人である︒日本に来れば賃金も高く︑

難民を装うものもいる︒日本人が外国で働くのは自由だが︑

多い︒これは鎖国から近代国家を目指したとき国家意識を

に行っても外国人の姿を多く見かける︒しかも︑旅行者で

求めて何とか来日している外人労働者たちは︑単純労働し

外国人労働の受入れについての壁は厚い︒それでも︑職を

第二次世界大戦までを振り返ると︑日本の植民地から強制

強くもつことの裏付ではなかろうか︒日清・日露戦争から

移住による人種差別が根にある︒明治以前は︑国といえば

か職がない︒

好景気の中で日本人が嫌う土木建築︑中小企業︑サーピ
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とを考える必要がある︒

る︒むしろ渡来民族の文化が大きな役割を果したのである︒

て国が形成されたので︑単一民族でなく複合民族なのであ

でいたものから︑海を越えて渡来した人びとにより︑やが

藩がそれぞれの国であった︒日本の古代は︑この島に住ん

う古代から継承された祭祁である︒このため天皇は一カ月

場で︑その年の自然の恵承の新穀を天皇が神に捧げるとい

われる︒大嘗祭は天皇即位後︑東西二カ所に設られけた祭

ればならない︒この秋は︑天皇の即位の大典と大嘗祭が行

日本古来の伝統の上に︑精神的高さから発した知恵でなけ

今度は日本が役割を果す番である︒それは金ではなく︑

懸念が大きく相手に恐怖を与えている︒今までアメリカの

一︑わが身を善くし︑第二︑わが家を善くし︑第三︑わが

ときがきたのである︒西村茂樹先生の﹃日本道徳論﹄で﹁第

は︑自然に祈るように謙虚な心で国際平和への役割を担う

このように古代から今日の繁栄までを支えてきた日本人

である︒

十二回になる伝統に基づいた儀式で︑世界の文化財的存在

の斎戒をされる︒これは天武・持統朝に始まり今度で第七

日本の風土に溶け込承今日の日本の文化をきずいてきたこ

忘れてはいけない道徳日本
国際平和と日本の役割はへ他国に言われる前に日本が決

ご機嫌を伺がってきた︒これから弓ＮＯ﹄と言える日本﹂

郷里を善くし︑第四︑わが国を善くし︑第五︑他国の人民
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める問題である︒それなのに日米︑日本とＥＣ間の経済的

になれば良いかと言うと︑そう問題は単純ではなく︑アメ

︵本会特別会員・社団法人日本移動教室協会理事長︶

を善くし﹂を個灸が実践することである︒

リカの感情もある︒

日米貿易交渉で︑日本はアン・フェアーだと言われてい
る︒要するに﹁ずるい﹂と言われている︒かつて日本は道
義の国として︑人から﹁ずるい﹂と言われれば恥じとした
合ばかりの主張ではなく︑相手に対して﹁思いやりの心﹂

ものである︒米国は赤字︑こちらは黒字である︒日本の都

しかたがない︒戦後の混乱から日本が経済的に立直れたの

を失っては伝統ある歴史が泣く︒ご都合主義といわれても
は︑アメリカの力に負うところが大きく︑その恩を忘れる
ようではならない︒

驚総

青少年に異文化接触の機会を

鈴木嘉弘

とが︑他国を知る最も手近かで具体的な方法であり︑しか

Ｉ静岡県青年の船に乗船してＩ

日本の近・現代史をひもとく時︑そこから日本が世界の

も︑今や日本の若者たちも︑諸外国を訪問する時間的経済

固有の文化・歴史があることを実感として知ってもらうこ
平和にどれほど貢献したかを見い出すことは甚だ難しく︑

的な余裕を持っているからである︒

学︶を運航し︑訪問国の青年諸君との友好促進と心身とも

静岡県では昭和四十三年より青年の船︵当初は海上青年大

私にはむしろ︑紐泥たる思いに駆られることの方が多い︒

ついて︑世界各国からの批判や要望には極めて強いものが

そして︑今︑また︑﹁経済大国﹂になった日本のあり方に

にたくましいリーダーの育成とを行っている︒

私は幸いに副学長として乗船する体験を得たが︑この青

ノ︑ｏ

しかも︑毎年四百人前後の参加者があるのも珍らしいと聞

るが︑本県のように︑青年団協議会の自主運営で実施し︑

青年の船は︑本県だけでなく︑国でも他県でも行ってい

ある︒その根底にあるものは︑﹁日本が相変らず︑他国の

状況に思いをいたさず︑ただ自分の国の利益のことしか考
えていない﹂ということに尽きるような気がする︒

日本が世界の平和にどう貢献するかについては︑すでに
日本人が他国の立場を考えられる人間になることが第一で

会となるばかりでなく︑乗船期間を通じての団体生活の中

年の船の事業こそが︑私の考えている異文化接触の良い機

いろいろな場で多くの方々が提言なさっているが︑私は︑

えるので︑青少年に異文化接触の機会をぜひ持たせたいと

ものと考えている︒

家の一員﹂である日本人のあり方を考える絶好の場となる

で集団の一員としての訓練がなされ︑正に﹁地球という国

あり︑しかも︑その基礎を青少年の時代に培うべきだと考

極めて当り前のことだが︑この地球の上には様灸な国家

思っている︒

・民族があり︑そこには様々な風土の中で築き上げられた
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そこで︑静岡県青年の船の乗船記をご紹介して参考に供
したいと思う︒

女のあり方︑国際経済のなかの日本︑チームワークやリー

ダー︑日本と中国︑レクリエーションなどについて︑青年

がある︒これは﹁仲間づくりと人づくり﹂﹁仕事と生き甲

一方︑青年の手による集会には︑まず青年問題研究集会

達の視野を広げ︑奥の深いところで思考を求める︒

﹁私達は常に︑静岡県の青年として責任ある行動をしま

一一

す︒﹂﹁私達は常に︑研修目標にそった行動をします︒﹂﹁私

トを中心に話しあうもの︒職住分離︑会社人間化の中で家

斐﹂など十二のテーマ別に二十五班に分かれ︑事前レポー

なすべきか︑生き甲斐のある青年の生活を築くために︑ま

庭や地元は憩いの場になっているが︑その中で青年は何を

力強い声がデッキの上にひびく︒
第十九回静岡県青年の船は︑十二日間︵内現地研修五日間︶

達は常に真実を承つめ考えながら行動します︒﹂青年達の

の日程で︑学長野沢達夫副知事以下四十四名の講師︑本部

帯を図りたい︑等とかなり突っ込んだ討議が行なわれ︑テ

た明るく住承良い平和な町を作るために︑同世代の者の連

本県の青年の船は︑洋上での研修や集団活動の中で︑現

ようだ︒

ーマについてだけでなく︑青年同志の理解も随分深まった

役員と三百六十二名の研修生を乗せて青島に向かう︒

代に生きる青年としてのあり方を探求するとともに︑訪問

一一一

践的活動について話し合った︒

じて拍手喝采︒さらに最終日の地域別集会では下船後の実

講師団も学長以下全員で﹁現代版ジャックと豆の木﹂を演

ので︑ブロック︑班の連帯感が一層強固になったようだ︒

物を発表︑脚本から役づくりまで各ブロックの責任でやる

また﹁青春まつり﹂は各ブロックが工夫を凝らした催し

力があり︑あちこちで涙を拭う姿が見られた︒

分科会で討議とまとめをする︒映画はアニメだが非常に迫

次の﹁平和の集い﹂は︑映画﹁はだしのゲン﹂を鑑賞後

国との理解・友好を促進し︑視野が広く︑心身ともにたく
ましい地域・職域でのリーダー養成をねらいとして︑毎年
年末から年頭にかけての厳しい季節に行なわれている︒

本県の青年の船の特色は︑青年自らの手での企画・運営
とその内容の厳しさにあり︑静岡方式として他県ばかりか︑

以下︑船内での研修︑現地での研修と交流︑船内生活な

総理府の青年の船の参考にまでなったほどである︒
どに分けてご紹介したい︒

船内研修は︑学長︑船長︑講師による講演・講義と青年
自身の手による問題別集会等とに分かれる︒

講師の先生によって︑それぞれ自分の専門分野で青年男
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も研修生の中の教師達から質問が続出︑熱心に応答が行な

万冊あり︑生徒閲覧室では雑誌百余種が目についた︒何れ

交流・交歓会では︑北京から中華全国青年連合会の王副

元日の朝を青島で迎えた一行は︑市長ら市幹部職員や小

午後は中国青年との交流︑交歓会︑夜は民族歌舞などを鑑

秘書長がわざわざ来青︑市の幹部職員と百人あまりの中国

学生の鼓笛隊などの﹁熱烈歓迎﹂を受けた後︑折りから降

賞︑二日は二十センチも積った二十年来の雪を解放軍兵士

って一同すっかり魅了される︒青年同志の交歓には時間は

青年が参加した︒数々の出し物には芸術大学生のものもあ

われた︒

達が除雪してくれるのを待って︑ピールエ場︑刺繍工場の

り始めた雪の中を魯迅公園︑小魚山公園などをまわって︑

見学︑友誼商店などでの買い物︑夜はレセプション︑終わ

いらない︒学校のこと︑仕事のこと︑日本と中国のこと︑

日中青年が混然となったチャチャチャの踊りで頂点に達し

話は次々に発展し尽きることがなかった︒そして︑交歓は

た︒学長も講師の先生も引っ張り出され︑殆ど全員のもの

って二十階建ての黄海ホテルに宿泊︑三日は幼稚園︑小中
青島は全市の人口六百二十万の︑紡績と重化学工業の都

学校を参観した︒

市だが︑赤屋根のヨーロッパ風の建物が多い海浜リゾート

が席を立って手をつなぎ腕を組んでの交歓だ︒中国の青年

おり︑日本への関心の高さが窺われた︒研修生達は中国の

達は日本語が上手だ︒しかも︑日本のことをよく勉強して

青年の純粋さ︑真剣さとともに心のこもった歓迎と節度の

している︒

参観先はどこでも大歓迎で︑機械工業局幼稚園の児童の

ある応接に︑国際社会に生きる青年のあり方を考えさせら

地区でもある︒港は中国屈指の良港で清水港と姉妹縁組を

んまで︑あでやかな民族衣裳とともに顔や指先の表情も豊

民族楽器演奏︑舞踊︑武術︑日本舞踊の花笠音頭や一体さ

会長らも出席して︑韓国青年とのレセプションがあった︒

参観後︑釜山市商工会︑観光協会や日本総領事在留日本人

それは韓国でも同じだった︒慶州で古墳公園︑仏国寺を

れたようだ︒

徳育︑体育︑知育を柱に︑五つ︵祖国︑人民︑労働︑科学︑公

中国同様伝統芸能専攻の芸術大学生が民族芸能を披露︑そ

︵二十％が寄宿生︶に工作員五十人︵内教師十六︑医師三︶で︑

かで︑全員ただただ驚嘆する︒この園は三百六十人の園児

十七中学︵日本の中学と高校を合わせたもの︶では三階建ての

の前はカメラを構えた日本青年の輪が重なった︒

の巧承なばちざぱき︑リズミカルで躍動的な踊りに︑舞台

共財物を愛する︶の教育を推進しているとのことだった︒第

り力を入れている様子が窺われた︒図書室には教師用が六

実験棟を見学︑理科︑ＬＬなど生徒用の実験・実習にかな
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紙屑も︑空缶も︑煙草の吸殻も︑何一つ全くない︒法律で

言い︑仲間と抱き合い︑涙を流しながら別れを惜しゑ︑今

パーティは感動的だった︒青年達は船長︑講師等にお礼を

分のあり方︑日本のあり方を模索した︒最後の夜のお別れ

船酔いや風邪と闘いながら研修を深め︑国際交流の中で自

厳しく規制されているのだそうだが︑罰則だけの問題では

また韓国の見学先では塵一つないことに感服させられた︒

あるまい︒国連軍基地における祖国愛護の説明とともに張

後を誓い合った︒十日あまりの船の生活がこれ程までに人

間を結びつけるものか︑人間が裸になってつきあうとはこ

りつめたような空気が感じられた︒
四

せられた︒青年達は様をな思いを胸に帰国した︒帰着式で

大沢浩子代表は︑﹁私達の顔を見て下さい︒私達の眼を見

ういうことなのか︑と改めて青年の船の大きな力を感じさ

て下さい︒人生という大きな航海に新しい希望を持って出

ところで︑研修生は三十六班に分かれ︑三班で一ブロッ
を持ち︑その後にブロック・班での集会もある︒班では全

航します︒私達は揺られても︑大きな波をかぶ︑っても︑自

ク︑三ブロックで一組を構成し︑朝夕の集いの後は組集会

規律ある行動︑生活だった︒その陰には︑連日のように︑

分の目指す目的地に向かって頑張って行こうと思います︒﹂

員が係を分担︑現地での研修を含め︑すべて集団としての
夜を徹して綿密な打ち合わせをした本部役員諸君の︑熱意

と決意を述べた︒それは︑恐らく研修生全員の偽らざる心
底からの決意であろう︒

と献身的な行動があったのを忘れてはなるまい︒

﹁青年の船﹂には︑応募者数や青年団員の比率の減少傾

船内の生活は快適そのもので︑室温は平均二十度︑クリ
ーニングやグリル︑売店はもちろんのこと︑毎日の主なニ

に充実したよい研修だった︒そこには﹁しらけ﹂はなかっ

ど今後検討︑改善すべき点もあるが︑全体を通してゑて誠

た︒純粋で仲間を思い︑講師に問いかける真剣な姿があっ

向への対応︑訪問地での参観やレセプション時のマナーな

お好承ランチなど変化に富んだ多彩なもので︑しかもテー

た︒正に二十一世紀を託するに足る青年達だった︒私達講

ュースも共同通信一三１スとして掲示される︒食事は洋食

ブルマナーや豪華な船長招待．ハーティなどまであり︑乗務

師陣も︑この静岡県の青年の船のよき伝統を適切に継承発

が主だが︑適宜和食をまじえ︑年越し蕎麦や雑煮︑赤飯︑

員の方灸の行き届いたサービスはこちらが恐縮するくらい

った︒︵静岡県高等学校長協会長・静岡県立静岡高等学校長︶

展させるために︑今後とも力を尽くそうと誓いあったのだ

だった︒

研修生達は十二日間︑本音を出そう︑自分の殻を破ろう︑
他人のために何ができるか考えようと仲間づくりに努め︑
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︾アイデンティティーの教育
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昨年の六月︑久しぶりにヨーロッパを駆け足で回ってき
た︒ストックホルムでは︑夏至祭りの踊りを見たり︑革命
二百年を控えたパリでは︑コンコルド広場でパレードのた
めの桟敷が造られるのを見た︒特に印象的であったのは︑
して風にはためている情景であった︒

ホテルや銀行にまで掲げられているその国灸の国旗の林立
ヨーロッパのように多くの国家が境を接しているところ
では︑国旗の示すその国のアイデンティティーが痛いほど
に実感されるのである︒

帰国した翌日︑研究所内の研究会で︑来日した韓国の浩

いう教育界の重鎮であるが︑戦前の日本の師範学校の教育

心に残った︒浩教授は︑韓国の教育改革審議会の副会長と

るが︑以上のことを折り目正しい日本語で語ったのである︒

を受けた方である︑胸中複雑なものがあったろうと思われ

今回の文部省の教育課程の改訂では︑国際理解とわが国

の文化・伝統の尊重が︑セットで改善の重要な眼目となっ

ている︒そして学習指導要領の改正で︑特に大きく報道さ

れたのは︑国旗・国歌の明確化とか義務づけということで

あった︒﹁義務づけ﹂というのは︑改正を批判するもので

げるようにしろ︑と書いたのが今度の指導要領だ﹂と書い

あり︑中には︑﹁万国旗の中で日の丸を一まわり大きく掲

た新聞もあった︒戦前の極端なナショナリズムに反発する

あまり︑真の意味のナショナリズムの十分な解明を怠って

いかに対応すべきかが︑学校教育の大きな課題であるが︑

きて︑今﹁世界の中の日本人﹂という教育目標を与えられ︑

実は︑政治やマスコミを含めて日本社会全体の課題でもあ

き問題ではあるが︑刻灸に成長していく日本国民の育成に

国旗・国歌の問題は︑国の政治のレベルで統合されるべ

る︒

責任を負う学校教育においては︑政治の覚せいをまって手

教授の講演を聞いた︒韓国の教育改革と対比して日本の教
育改革について︑どのような人間を育てようとしているの

﹁世界の中の日本人﹂という教育の核心は︑日本人のア

を束︵つか︶ねているといったわけにはいかない︒

イデンティティの確認にあるのである︒︵本会会長︶

かという観点から的確な評価をされた︒その中で︑﹁ソゥ
日の丸は︑日本の国のアイデンティティーを表したもので

ル五輪の時の感想として日の丸の旗をじつくりと眺めた︒

あり︑それ以上でもそれ以下でもなかった﹂と述べたのが
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印︻随想︼

迎春老老謹
桑原善作一

えられた︒後々年︑絶版書﹁芳水詩集﹂の完全覆刻本を偶

然入手直後︑九州へ公務出張︑その帰途︑岡山の吉備女子

にかかれた︒持参した真新しい覆刻本に文学青年のように

短大で明治大正文学を講じておられた芳水翁に初めてお目

サインをねだり︑列車時刻を忘れる程の懐旧談に筆者は大
現在のジェロントロジー︵老人学︶では︑男女共に六十五

ても締麗だから早く″と起こしにきてくれたお蔭で︑生れ

幼童のころ︹明治の世の終り︺︑母が息急切って〃とっ

満悦︑本望の限りであった︒

歳からオールド︵老︶︑筆者なゑに所謂老齢後期の八十歳以

て初めて眺めた東天の朝焼け︒幼少年期の筆者に︑外界の
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上からはオールドオールド︵老老︶︑百寿以上となるとスー

極美と内界の詩心を深刻に感得させてくれたこの﹁朝焼

現在︑男性のスーパーオールド日本一は古くから逗子市

任︵号不知庵︶のことである︒割田主任はお仕事の上で三省

らないのは︑日本弘道会機関誌﹁弘道﹂の割田斧二編集主

ここで︑三省堂入社に関して是非附け加えて置かねばな

け﹂と﹁芳水詩集﹂は忘れ得ぬ生涯の思い出となっている︒

パーオールド︵超老︶と呼ばれる︒

にお住まいの文学博士藤原喜一︵号楚水︶翁で百九歳︒こ
の正月十一日︑厚生省の担当員によって確認された︒女性
では都城市白浜ワカ幅百十一歳︒筆者は昭和初期の大不況
時に楚水翁のご推挙で難無く株式会社三省堂︹株式会社三

会でアル︒ハイトに精を出していた︒ゑんな親切で快適に過

の折柄︑一ヵ年の契約ではあったが︑筆者は当時日本弘道

堂の藤原顧問とも識り合われ︑筆者を紹介された︒就職難

楚水翁は︑京橋に今も在る実業之日本社を定年退職され︑

ごすことができた︒この今ハイトこそが僕倖をもたらしてく

省堂書店は資本金も社長も違う姉妹社︺に入社できた︒

三省堂創刊の書道専門誌﹁書苑﹂の編集顧問として厚く迎

れたのである︒一年後の筆者を案じておられた割田主任が

年﹂誌に芳水翁は詩を載せておられたが︑判り易い叙情詩

で実日社の﹁三水﹂といわれた︒毎月待ち兼ねた﹁日本少

橋白木屋の分店横︵神田駅近くの今川橋挟にもあった︶の小路

割田主任は神楽坂を上ってまもなく︑右側にあった日本

あちらこちらと当たられて︑最終的には三省堂への就職を
働きかけておられたのである︒

実日社時代の楚水翁は︑芳水︵有本︶︑峡水︵高信︶と並ん

えられていたが︑まだオールド前のお年であった︒

で少年の日︹大正の世の半ば︺の筆者には大きな影響を与
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の﹁敷島﹂を愛煙されたが︑アンチ・アルコホールだけは

た︒度々お誘いを受けてお邪魔していた︒上等で口付き食

の閑静な邸の二階十畳間に下宿︵ただ一人だけ︶しておられ

通さぬインバネスを被て通った︒それでも構わなかった︒

て三省堂へは徒歩で通い︑寒い冬にはよく和服の上に風を

備えて入居者の好評を博していた︒筆者は開設早を入居し

イルや職業︑そして入居男女群像の交際や挿話等々︑思い

インバネスは今でも時折着用するが︑徒らに衆目を集め︑

出したら切りがない︒紙幅にも都合があるので︑ここまで

時代の変遷を肌身に感じる︒当時のアパート族の生活スタ

筆者は昭和初期から日本弘道会の正会員となり︑入会の

へ移られ︑一生独身のままここで永眠された︒

際頂いた八腿の鏡を模した高価な七宝焼の徽章を所持して

を前篇として打ち切り︑次の後篇に移ることにしたい︒

筆者には物足らなかった︒晩年には後記の西神田ア・ハート

いる︒古参の石橋香峰会員亡き今︑他にお持ちの会員がお
られるかどうか︒昔は総会その他には必ずこの会員バッジ

な年金収入に頼る︒毎日別にすることも無いので︑大して

筆者は今︑老老の身である︒病弱な荊妻と共生して僅か

弘道会アルバイトの一年間と戦前の足繁き出入を含めて︑

金にもならぬ雑文などを書く︒とにもかくにも︑二十世紀

昨年はフランス革命︹蜂起︺二百周年に当たり︑世は挙

王朝に加担して出撃したプロイセン王国の精鋭部隊が︑︒︿

げて盛大な記念行事等に明け暮れた︒その革命戦に︑ルイ

リ侵攻寸前風車の回るヴァルミーの丘︵シャン・ハーニュ地方︶

トが行人の目を捉えた︒弘道

で︑熱血革命軍に惨敗を喫したのは一七九二年九月二十日︒

会の直営で︑二○余の畳部屋
ストラン︵一般にも開放︶まで

を持ち︑共同浴室や酒落たレ
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を胸元に付けて参列していた︒

筆者が面識を得た先人達︑その中の例えば︑将軍家筋に当

の初めに現れて今世紀を生き続け︑今や極近未来の死と共

前代の十九世紀末現象は︑西欧先進国を中心に蔓延した

たる徳川達孝︑旧松江藩主松平直亮︑漢学者服部宇之吉︑

山書記︑小林使丁各位などの

病的︑退廃的︑厭世的傾向が人心を支配したといわれる︒

にその世紀末に際会している︒

風姿や言動は今猶鮮かに眼底
かつては︑旧屋舎左隣り︑

世紀末美術と称される作品群などに接するとき︑我々はそ

（七宝焼）径1 65cin

木造二階建ての西神田アパー

うしたムードの漂いを確実に追認することができる︒

耳底に蘇る︒

西村会祖長女中篠霞江・百合子母娘︑事務局広江主事︑影

昭和初期の会員（ ツジ

休心と明言していた︒筆者は現況は知らない︒とまれ︑気

その儒教の顕在を筆者は中国行の遥か以前に台北市で看

陣営にいたゲーテは敗軍に関連して〃この場所この日から

ていた︒第一回欧州行の帰途︑急に立ち寄ることになった

に掛けていた中国の儒教は行く先々のどこにもその影すら

刑︶のことともいえる︒十八世紀末をグローバリに洞察し

台北で真先に案内された要所は孔子廟︒三日間の見学では

見られなかった︒

たこの名言は︑奇しくも今世紀末の北欧情勢等にも通じる

あったが︑かつての中華民国の儒教が精神面での支柱とし

世界史の新しい時代が始まる〃と書き残した︒今年起点に

といえよう︒ルイ十六世王処刑とルーマニア大統領チャウ

て日常生活に融け込んでいる実態を垣間視る事ができた︒

逆算するならやはり二百年前︵翌九三年正月一二日仏国王処

シェスク処刑が妙にダブってくるのである︒体制が徐々に︑

五十歳がらゑ︑旧台北第二高女卒︑日本語が上手︑内地修

台湾こそが中華民国ではないかとの認識を得たのである︒

そして突如急転してしまった︒

今世紀末はポーダレス︵無境界線︶時代の幕開きといわれ

しそうな応待に心打たれた︒台湾には韓国や中国よりも親

学旅行で皇居や靖国神社まで知る女性︒彼女のいかにも懐

る︒昨年十一月撤去されたベルリンの壁に接近できたのは︑

とても痛々しく生をしかった︒筆者が目撃してから既に四

筆者は地域的バリア貧リヶード︶の他に言語的バリアを

日家が今でも多いような気がしてならない︒

構築僅か三年後の晩春︒越境犠牲者達への十字架や花輪が

十二年前の春︑板門店韓国側の望郷館楼上から望見の南

半世紀︒そして俄然撤去の報︒

せて世界の平和将来のため︑一八八七年︑国際語エスペラ

考える時がある︒言葉の違う諸民族間に相互理解を深めさ

序でに︑筆者の旅行哲学は︑逆も亦特に真なりで︑百聞

う時がある︒

ントを創案したポーランドの眼科医ザメンホフの遺業を思

北朝鮮分断の三十八度線にも亦筆者は同一民族間の悲劇を
引続いて同年夏︑二週間余の中国行で見た天安門広場に

見た︒ポーダレスの世の到来を予期し︑且つ信じている︒

は︑早朝︑逼しい若者の大群が職場目指して整然と銀輪を

無ければ一見無し︑にある︒百聞とは主として︑行く国や

走らせていた︒都市でも農村部でも様灸なスローガンの鮮
かな大垂れ幕や大横看板が嫌でも目に映った︒それらには

もよいからその国々の言葉の大要︵各小型字引は必携︶を必

土地の出来るだけ綿密な事前の研究調査と︑初歩︑速成で

ず身につけて行くことにある︒︹一月十五日稿︺︵本会会員︶

赤地に白抜きで独得な中国流大文字が躍っていた︒筆者の
も部屋の鍵が無く︑国家公務員のボーイたちは絶対安全乞

泊った何処のホテル︵ハイクラスでは上海の錦江飯店など︶に
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⁝⁝﹂と下腹に手を当てる︒
﹁なら︑押さえるな︲一

ソ連のウサギがいっせいに︑国境
を目指して逃げ出した︒その一匹を

理詰めのドイツ人気質がうまく表
現されている︒

呼び止めて︑キツネが聞いた︒
﹁いったい︑何が起こったの﹂

モスクワで評判になった映画を見

た︒共産党体制の枠も何のその︑自

﹁ソ連最高会議幹部会令が出て︑

五本足のウサギは足一本切り取ると

分の役得と別の人のそれとをやり取

﹁君は四本足じゃないか﹂

言うんだ﹂

﹁役人の連中︑先に一本切ってか

その題名だが︑たしか﹁ギブ・アン

ロシア人の友人に確かめたとこ

ニェ・ヤ・チ毛へ︵お前が私に︑私が

ろ︑言下に︑﹁違うね︒トゥイ・ム

順序が違うだけだ︒

お前に︶だよ﹂と言う︒

﹁同じことじゃないか﹂と言い返

ロシア人にとり︑先に取るか︑先

すと︑大変な違いさ﹂と答えた︒

っぱな半面︑がめつく︑せち辛いの

に出すかは大問題なのだった︒大ざ

もまたロシア人である︒

日ソ間の最大懸案︑北方領土返還

問題が再浮上している︒経済苦況に

あるソ連が︑日本の経済援助と引き

りを見せるようになった︒

換えに︑北方領土を返しそうなそぶ

しかし︑経済協力を先にした場合

には︑領土を返さないかもしれない

のだ︒交渉にはティク︒アンド・ギ

ブ﹂の姿勢を貫くように望ゑたい︒

︵外交評論家・元サンケイ新聞編集委員︶
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ら数えやがるんだから﹂

これはモスクワで聞いた小話であ
る︒ロシア人の大ざっぱさと権力の
無法性がよく出ている︒

一方︑ドイツの小話にこんなのが
ある︒

ある農夫︑どうも腹の具合がよく

とにした︒医者が出てきた︒

ド・テイク﹂を意味する﹁ャ・チェ

きざまがコミカルに画かれている︒

﹁先生︑しばらくです﹂

ベ・トゥイ・ムニェ︵私がお前に︑お

りして︑したたかに生きる庶民の生

﹁ああ︑今日は﹂

前は私に︶﹂だったが︒

ない︒しかし︑医者にかかると金を

雛

﹁ここを押えると痛むんですけど

英武
津

■̲■■出囲｡
申一…辱毎｡F坪●唾b叩nりロロエ甲即−1L■HW

取られる︒そこで医院の前で待つこ

五本足のウサギ

場合は凹むくらいです︒より強い時

です︒骨に向かって押しますと強い

分かりやすい場所は下腿の腫骨上

は足首︑さらに腿にも出ることがあ

浮腫であります︒

浮腫といえば︑心臓病︑腎臓病︑

三浮腫の出来やすい病気

ります︒また胸水は肋膜腔に︑腹水

むく承は医学用語では浮腫と云い
ことを云います︒

ますが︑身体に余分な水分が溜まる

の結果心不全となりますと︑尿を作
るに十分な量の血液を腎臓に送るこ

腫と同じです︒外からは分からなく

は腹膜腔に溜まった水分で原理は浮

一浮腫とは？

とが出来なくなり︑浮腫を生じま

︵本会評議員・都立広尾病院副院長︶

能等の検査が必要となります︒

胸部Ｘ線写真︑血液︑電解質︑肝機

することが大切です︒そのためには

は︑その原因を診断してその治療を

の処方を加えますが︑難治性の場合

原因によっては強心薬︑降圧薬など

とします︒利尿薬を中心とし︑その

です︒塩分は一日量で十グラム以下

浮腫の治療には安静︑減塩が大切

五浮腫の治療

云えましょう︒

血があり︑これも肺の組織の浮腫と

てもレントゲン写真をとると肺うっ

私達の体の七十・︿−セントは水分

す︒腎臓病は尿を作る臓器そのもの

熱蕊霞輔鍵耀§

識驚

から出来ていますが︑その水分は血

管やリンパ管の中を流れるものと細
胞の中に存在しています︒何かの理
の組織間隙に出て来るのが浮腫であ

由でこの水分が血管の外︑細胞の外

二浮腫は何故出来るのか？

ります︒

人の体を浸している水分はただの
水ではなく︑海水に近い塩分濃度を
きて行くために必要なのですＯとこ

持っています︒この濃度が細胞が生

す︒肝臓病の場合は蛋白質濃度が低

四浮腫の診断には？

の病気ですから尿を作れなくなりま

ろが︑塩分が濃過ぎますと適切な濃
度に薄める為に水分が必要になり

くなり︑浸透圧の関係で浮腫が出来

内から溢れて組織に出て来ますのが
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肝硬変などが挙げられます︒心臓病

杉浦昌也

蕊

ます︒かくして身体内に余分な水分

む く ゑ
るのです︒

⑳

量が存在する事となり︑血管や細胞

莞蕊蕪噸

︹泊翁百話︺

泊翁日
︵一︶

日本弘道会で︑泊翁日記を読む会が始まってからやがて

るまでもあるまいから︑主要な部分を選び︑その記事の背

私が代表して活字化することにする︒日録の全部を紹介す

哲史

一年になる︒その一年のあいだに日記の明治三十年代︵三

景を注釈しつつ仕事を進めたい︒私は前から泊翁日記が全

灘臓古

十年︑三十一年︑三十二年︑三十三年︑三十四年︑三十五年の六

明治三十年元旦より五月廿一日まで

年分︶が終わり︑平成元年六月から明治二十年代三十五年︑

と同じ型で一○○○ページ前後の大冊となり︑全集中もっ

集の一冊となるのを熱望している︒全部では︑現在の全集

会員は十二名ぐらいで発足したが︑現在は常時七︑八名
るが︑今は水曜日の午後二時半から始めて夕刻六時ごろに

変更したところもある︒しかし︑それは極めて稀である︒

﹁が﹂を﹁より﹂︑﹁江﹂を﹁え︵﹁へ﹂の意味︶﹂とするなど︑

写字に当たっては︑原文に忠実であるのを旨とするが︑

は︑これを経験した者でなくては味わえない醍醐味である︒

終わる習わしになっている︒いわゆる古文書を読承解く快

一月一日晴

明治三十年

のもので︑当時もそうであったかは保証しがたい︒

なお︑随所に地図を入れる予定でいるが︑鉄道など現在

はないが︑読承やすくするため付けた︒

注釈は繁雑にわたらない程度にとどめた︒句読点も原文に

が出席している︒都合のつく時間帯に合わせるのに苦労す

とも読者の多い一冊となることは確実である︒

二十六年︑二十七年の分︒他は欠く︶にはいった︒

川

あてのない理論を弄するのでなく︑逃げもかくれもしない

古文書を対象とするのであるから︑読承解いたあとには充
してゑていただきたい︒

実した壮快感がのこること必定である︒疑う人はぜひ実験

さて明治三十年代が終わった機会に︑読承合った結果を︑
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記

＊＊

一︑旧蝋より少々風邪二付年始拝賀欠勤︒

一月五日晴
一︑新年宴会も同様二付欠勤︒
＊

一月六日晴
一︑風邪快気二付麟祥院墓参井曾家へ為挨拶罷越︒
号は天沢山︒一六二四年︵寛永一︶春日局︵麟祥院︶の創建︒

＊西村家の菩提寺︒東京都文京区にあり︑臨済宗に属する︒山

一月十日晴日曜

＊＊旧佐倉藩主堀田家︒
＊

一︑午後より事務所へ参り︑夫より伏見宮御殿へ参上︑弘

かからせられ

道会名誉会員の義相願︑夫より四谷鮫ヶ橋松平伯爵邸え
為挨拶罷越︒
＊日本弘道会事務所︒

一月十一日晴
今暁宮内書記官より案内有之候二付今朝青山御所え参上︑

一︑皇太后陛下去八日より肺炎の御病に被為確御危篤の趣︑

一月十二日陰

御機嫌相伺︒

夕弧通諜有之︒

一︑皇太后陛下昨十一日午後四時崩御の旨︑宮内大臣より

一月十三日薄晴
両陛下へ天機奉伺︒

一︑右二付今朝宮城へ参内︒

一月十四日昨夜より雪

皇太后陛下崩御二付奉伺天機︒

一︑弘道会惣代として宮内省へ出頭︒

一月十五日曇時々微雨

一︑下村象来ル︒四谷堀田家の義二付相談有之︒

一月十六日曇午後晴
一月十七日晴

一︑夜半一時頃地震有之︑頗る強し︒
＊

＊佐倉在住の弘道会員︒

一︑倉次亨来ル︒

一月廿三日晴

一︑青山御所へ参候︑当直二付夜十二時より夜明造相詰る︒

一月三十日晴

一︑皇太后殿下︿英照皇太后と称し奉る︒

二月一日雨

一︑今夜も青山御所へ当直参候・

殿へ参候・

一︑英照皇太后御棺拝として午前十時大礼服着用︑青山御

二月二日朝雨無程晴

一︑英照皇太后御葬送二付大礼服着︑青山仮停車場え参候︑

二月六日晴風

御出棺御見送申上︒
＊

一︑西周氏長病の処遂二去ルー日致死去︑今日愛宕下青松
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寺二て葬礼二付為会葬罷越︒
＊にしあまね︒石見津和野の出身︒オランダに留学後︑開成所
教授として万国公法の翻訳を大成︒森有礼らと明六社を設立︑
西洋哲学を紹介︒著﹁百一新論﹂﹁致治啓蒙﹂﹁利学﹂など︒
︵一皿準錘︶

二月八日晴風
＊

一︑於澄去冬中より脚気二て兎角不快二付︑転地療養とし
＊＊

て於千賀差添︑今日熱海へ遣す︒
＊泊翁三女澄江︑のち神戸寅二郎に嫁す︒

二月九日晴

＊＊泊翁夫人︒

一︑英照皇太后御三十日祭二付大礼服着用︑青山御所え罷
出奉拝ス○

二月十四日晴
一︑学士会院例会二付出席︒

二月十五日晴
一︑国民訓出板相成︑事務所より五十部受取・

二月二十日陰
二月廿三日陰

一︑今朝六時地震︑余程強くして長し︒

＊

一︑此度︿宮城一郎氏の世話にて米沢人中篠政恒の長子同
苗精一郎へ霞江縁組内談相整︑今日両家結納為相交相済︒
＊泊翁二女︑長女が作家となった宮本百合子︒

二月廿八日晴

＊

一︑朝事務所え出︑午後より弘道会婦人部常集会二出席︑

一場の演説をなす︒内藤恥皇氏も出席ありたり︒

＊ないとうちそう︒水戸の出身︒会沢正志斎︑藤田東湖に学び

一︑今日於ちか︑於すみ︑湯河原より帰る︒

弘道館教授︑中学校長︑陸軍教授などを経て一八八六年東大

史﹂など︒︵寂堅一︶

教授となり︑歴史学を講じた︒著﹁安政紀事﹂﹁徳川十五代

三月一日晴

＊

一︑英照皇太后五十日祭二付︑大礼服着用青山御所え参殿︒

三月五日晴風

一︑母上様御三回忌逮夜ニ付勝三︑龍之助︑綾部素︑野口

六弥来ル︒於のふ︑謙吉ハ旅行中︑荒井宗道︑金子文蔵︑

近藤弘三及上信郎︿差支二て断︒

＊勝三は泊翁の次弟︒謙吉は泊翁の四男︒一時伯父勝三の養子

の当主で︑泊翁の妹雪の夫︒おのふは小泉信︑勝三夫人︒綾

となったが︑のち離縁︒荒井宗道は泊翁の母楽の実家荒井家

部家は泊翁の弟平輔が養子となった家で旧糸魚川藩士︒

三月六日晴

＊

勝三︑於でん子供試人︑及野口︑繍線参詣︒御法事料金

一︑御当日二付墓参︒於ちか風邪二付不参︒霞江と同行す︒
五円寄進す︒

一︑御法事二付一彰出入を允許す︒
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遍芳⁝
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震蚕

＊泊翁の二男︑廃嫡となった︒昭和七年死去︑七十三歳︒

三月十七日陰

一︑聖上皇后両陛下へ弘道叢記の御覧を願ふ︒皇后宮よ

三月廿一日雨

り御菓子井白七子一疋下賜す︒

一︑弘道会商議員井委員を集めて来月三日惣集会の用向を

三月廿六日雨

議す︒

一︑兼て約束二付千葉県尋常中学校生徒卒業式二臨席︒夜

四月三日朝雨午後晴

中帰宅︒

演説会を開く︒朝九時より開会︒谷干城︑三島毅︑富田

一︑今日︿弘道会第二惣集会の初日二て︑大学講義室二て

あり︒聴衆七百人許あり︒

誠之助︑井上哲二郎︑南摩綱紀︑内藤耽里及び余の演説

四月四日陰時々雨

一︑惣集会の第二日にて︑華族会館にて協議会を開く︒朝

表人出席︒其他一個の資格二て数十人出席︒

九時より開会︒点燈前に至りて止む︒四十二支会より代

四月五日晴

部を議す︒午後一時過畢り︑夫より一同︿懇親会の為メ

一︑惣集会の第三日二付︑坂本町医会本部にて協議会の残

上野精養軒に赴く︒余ハ宮内省の申合二て英照皇太后御
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百ヶ日まで︿宴会席二出席せざる事に成居るを以て其席
に臨まず︒

四月六日陰時々雨夜風雨
一︑地方より上京会員の為︑帝国大学参観を乞ひ︑今日是
に赴く︒余は少し不快二付不出席︒

四月七日大風晴
一︑今日︿地方会員二四谷植物御苑を拝観せしむ︒

四月廿二日大雨風
＊

一︑今日霞江中篠氏え引移︒根岸岡野にて婚儀相整︑余夫
人芹沢政温来ル︒

婦参ル︒先方より中繰夫婦︑老母井伴精一郎︑外に同国

部出身の建築家︒最初文部省の役人となり︑札幌へ赴任した

＊ちゆうじょうせいいちろう作家宮本百合子の父︒東大工学

四月廿三日曇

りしたことが本日記から知られる︒

人ありしといふ︒

一︑昨夕八王子大火あり︒三千六百余戸焼失︑死者四十余

五月五日晴

＊

はじめ

と重りあわせ

一︑朝安倍井磐根翁初会員追々来訪︒日下部三之介も両三

日前岩手教育会二出張︑昨夕当地に泊合来訪︒午後三時

過より同所二本松小学校二於て講話を為す︒郡長︑警察

＊あくいいわれ明治三十三年の日本弘道会員名簿には︑特別

署長以下誌百余名の聴衆あり︒伊藤武寿福嶋より来る︒

会員福島県安達郡二本松町東篠安部井磐根として出ている︒

て生まれ︑二本松城落城後は藩主丹波氏の旧領回復に奔走し︑

翁は天保三年︵一八三二︶二本松藩士安部井又之丞の子とし

志を達してのち町奉行に任ぜられ︑参事ともなった︒明治に

なってからは十年福島県会議員︑ついで同議長︑十一年安達

郡長となる︒明治二十三年第一回衆議院選挙に出馬して当選︑

後副議長に選ばれた︒

同二十六年︑第二次伊藤内閣のとき︑衆議院議長星亨の除名

五月七日朝陰午後雨

一︑朝成田氏へ頼ミ小松一本買求め︑当地小学校庭前へ為
記念植置く︒

晩餐の饗を受く︒夜十時解散︒

一︑午後当地支会員十数名来会︑夕弧会員中の尽力者より

中例の通︑別二記すべきことなし︒昨年二比すれ︿野州

下十数名停車場迄送り︑成田︑槙の二会員福嶋造送り︑

一︑八時廿六分の汽車二て二本松発車︒郡長及安倍井翁以

五月八日晴

にて長窪の駅を廃し︑岡本・氏家の二駅を新置せしを異

一︑午前十一時汽車にて上野出立︑夕八時頃二本松着︒途

なりとす︒二本松二て諸氏出迎ひ︑大和屋に投宿す︒

同車二て福嶋︲赴く︒

福嶋より全昨日伊藤氏為出迎二本松造来り居り︑今日

五月六日晴
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米沢
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杉ノ平飯坂
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位牌あり︒又化人あり︒

た﹃東鑑﹄の記事は﹁是鎮守府将軍秀衡近親者也﹂としてい

とあって常信の名は出て来ない︒忠信の京都での自刃に触れ

まれて自刃した︒﹃東鑑﹄には﹁継信忠信兄弟之勇士﹂など

た際︑自ら義経と称して奮戦︒翌年京都に入り糟屋有季に囲

忠信は四郎ともいい︑義経が吉野山に隠れ︑山僧に攻められ

の戦に義経の身代りとなり︑平教経の矢に射られて死んだ︒

＊源義経の忠臣兄弟︒次信はふつう継信︒三郎ともいい︑屋島

面話して帰宿︒夜中坂田︑綱島の両人来話︒

許︒畢て県社上杉神社参拝︒上杉伯爵の邸を訪ひ︑暫時

一︑午後より公園内松岬館二於て講話を為す︒聴衆百五十

＊

〔
5
.
'
0
〕
栗
子
山

一︑福嶋の会員数名停車場二待受︑其案内二て福陽館とい

上山

へる旅舎二投宿︒書記官桧垣︑判事勅使河原以下追々来

〔
5
.
1
4
〕

訪︒午後三時より師範学校の楼上二て演説ス︒聴衆三百

五月九日陰夕刻より雨

山形

藤公園一見す︒常信庵一天佐藤常信︑次信︑忠信三人の

二本松

人許︒夜中書記官︑判事︑警部長等来談︒

一︑午前九時の汽車二て書記官同道︑伊達郡役所某所ニ赴
ただちに

き︑同地に開ける教育会二臨む︒同郡長木本貞︿昨年来
に赴く︒華水館二投宿︒

の会員也︒一場の教育演説を為し︑直退席︑飯坂の温泉

五月十日朝陰午後より晴
一︑六時半敵人挽の人車二て出立︒道路石高にて甚悪し︒
＊

杉ノ平といふ処より道路益悪し︒蓋し久しく修膳をなさ
ず︑且荷馬車の往復を以て道路を破壊したるものなり︒

有名なる栗子の隆道︿前後合せて四ヶ所あり︒其最後の
もの最長し︒隆道の前一里程の処あり︒路傍雪多し︒米
沢支会長綱島哲外威人四里程出迎ひ︑四時過米沢着︒柳
町餅惣といへる旅店二宿す︒

一︑昨夜より風邪を感じ︑又山路険悪に依りて胃部を激動
し︑甚不快なり︒臨寝アンチヘプリンを服す︒
＊五月八日以降の記事に見える二本松︑福島︑飯坂︑杉ノ平︑

栗子山︑米沢などを地図で辿れば下図の通りである︒

五月十一日陰
一︑午前綱島及中学校長坂田伝蔵氏の案内二て常信庵井佐
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五月十二日陰

る︒

五月十五日簿陰午後雨

一︑朝小学教員の案内二て当地温泉の泉源及び旧城祉を一

なりたるを︑此度公園にせんとて桜木植付最中なり︒此

見す︒温泉︿市外薬師堂の前より出︑城祉︿一旦畠地と

地に沢庵和尚流請の遣迩あり︒又当地の入金子与三郎氏

より製糸会社を一見す︒

一︑朝諸人来訪︒七時頃常磐組二至り通風機を一見し︑夫
一︑午後一時中学校二至り︑生徒に告諭す︒

一︑岩崎直穂氏此地の判事として在留︑昨日面会︒

人許︒

一︑午後三時より小学校講堂二て講話会を開く︒聴衆試百

一︑午前吉川善了氏の案内二て県庁︑学校及び旧城跡見物︒

五月十七日晴風

一︑書記官︑市長︑学校長其外追々来訪︒

後藤又兵衛方二止宿︒

領地農佐藤友吉同行二て山形に赴き︑十一時頃山形に着︒

一︑朝九時上山出立︒高橋氏途中道送り︑小池氏及旧佐倉

五月十六日朝雨午後晴

を開く︒山形師範校長小池荘輔出迎として来ル︒

時相済︒午後三時より旅宿二て郡長初十数名二て懇親会

一︑九時過県会議事堂二て講話を開く︒聴衆試百人許︒午

の為に建碑の下組あり︒

会を開く︒

一︑午後三時より旅宿の坐敷二て支会員其他集会し︑懇親

五月十三日晴
一︑会員の望に応じて朝両三紙揮皇す︒十時頃より芳泉町
二至り︑午後同地の小学校楼上にて講話をなす︒夕刻帰

宿︒同地の支会ハ甚衰退を極めたれども︑今日の講話に
て再興の模様あり︒

五月十四日晴
一︑中学校長の望に依り中学興譲館へ書迩一葉を納付す︒

一︑後年記念の為メ県社上杉神社境内へ縦樹の若木五尺許
ただちに

なるを寄附し︑今朝移植す︒

一︑夫より直出立︑綱島︑坂田外散人市外造送る︒小野三

一︑安部彦四郎氏小田嶋より来訪︒

之助︿幸便あるに付き上ノ山造送る︒赤湯にて午飯す︒

其家を石岡といふ︒村外に八幡神社あり︒十年前の建築

一︑県社揚屋山神社祭典二て市中賑ふ︒

五月十八日薄晴

一︑安倍氏同道二て七日町長源寺二て堀田家正扇君の二子

ゆる︒猶雪あり︒上ノ山町長横沢弥太郎︑会員高橋洋橘

といふ︒石階百余級︑皆新規なり︒川口辺より蔵王岳見

郡長以下追々来訪︒

途中造出迎ふ︒夕五時頃上ノ山二着し︑亀やに投宿す︒
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の墳墓二謁す︒夫より寺町辺俳個す︒

て見えず︒本合海︿最上川に臨む随駅なり︒此村外にて

望甚宜し︒下り坂二て鳥海嶺を可望の処︑今日雲に隠れ

最上川を渡り︑是より川に沿いて下り︑古口に至る︒是

又貧駅なり︒此村に午飯す︒此より両山相迫り︑道路甚

講話を為す︒

一︑午後一時より中学校二於て師範生徒︑中学生徒の為に
一︑夕弧書記官︑参事官︑警部長︑学校長其他十数名二て

八郎の出生地にて︑其家猶あり︒是より両山開諮︑風景

悪し︒中途に短き隠道あり︒清川︿家屋や上宜し︒清川

数駅に比すれ︿や上簡なり︒旅店沼野茂二泊︒夜中風雨

大に改まる︒道路も亦平坦なり︒三時頃狩川に着す︒前

＊

席︒夜十時過帰宿︒

晩餐会を千歳楼といへる割烹店に開き︑其招に応じて出

部︿此地中原蝶子ありて三︑四名の入会者あり︒

一︑弘道会の義二付小浜宗介其余の面ミに依頼し置・婦人

四郎同道︑午後二時頃同人宅小田島村に着す︒同人︿土

一︑朝旅館主人の為に額面を揮墓し︑九時頃出発︒安部彦

＊きよかわはちろう勤皇家︒羽前東田川郡清川村の郷士︒地

二て承り居れり︒蓋し其故ならん︒

候様申置候得共︑書状不参居︑同人此節上京の趣︑山形

一︑兼て於嶺︑土方恕平に文通し︑当駅造書面差出置くれ

起る︒

地の旧家にして︑本ハ最上義光の家臣のよし︒五代以前

名をとって清川八郎と称す︒十八歳のとき江戸に出て︑儒学

五月十九日晴

二篤志の慈善家出て︑同人の父も亦篤行家なりしといふ︒

︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶

廻組のために暗殺された︒︵双窄翌

した︒尊撰討幕の挙兵をはかったりもしたが︑最後は幕府見

を安積艮斉に︑武術を千葉周作に学び︑また塾を開いて教授

其家屋︿数百年前のものなりといふ︒今夜は同家二宿す︒

五月廿日晴風
ふ︒十時頃同家出立︒途中二て細梅寛六に逢ひ︑又小田

一︑朝安部氏の需に応じて新築の楼の名を命し︑是を書与

長本田龍介氏来訪す︒一時同地を出発し︑三時頃尾花沢

島村長高橋氏も同行して楯岡二至り︑髪二て午飯す︒郡
二着し︑人力車を乗替へ︑猿羽根峠を越え︑四時過舟形
に着し︑伊藤氏に
に宿
宿す
す︒
︒頗
頗ル
ル晒
随巨
屋なり︒

五月廿一日晴風夕勉雨
一︑七時頃出発︑四谷坂︑丸山等︑ 共に坂あり︒山上の眺
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篠塚しげる選

染めもせで髪小さくし初詣

注連飾る間の供物に小鳥の目

○なじまざる手袋に怪我の指包む

○世は変り凧揚げも見ず松七日

○早寝癖やめて除夜の鐘聞きにけり

○棟上げの餅投げ待つ間の懐手

い︒

の賀状をなつかしく読んだということにした方がよ

た︒若いときにふと何かの縁で仲良くなった友達から

賀状には適当ではない︒従って﹁えにし﹂と添削し

︵評︶紳︵きずな︶という言葉は判りにくいし︑又めでたい

︑賀状読む古きえにしをたぐりつ上

千葉県鈴木とよ女

蟹

初夢やよき事ばかりなき齢

島根県小玉光

この家に嫁して住承つく水仙花

寒梅や小路にふと聞く里誹り

成人の日ゑくじ結ぶ素直な娘

◎冬支度玉葱すこし軒に吊り

︵評︶玉葱は軒に吊しておくと﹁持ち﹂がよく︑冬季には相

葉は︑﹁さび﹂があってよい︒

当永く食用にすることができる︒﹁すこし﹂という言

○あたたかき雨に明けたる今朝の冬

○送り出す客にしぐるる夕べかな

○一坪の畑の冬菜の太りけり

吊したる大根に早蝿の来て

千両の実の見えずなる日暮かな

夕空を客と見てゐる矩健かな

繕ひしあとの新たな隙間風
選者近詠

初詣お穴さまとは地下稲荷

荷初旅は国の病友問ふことに

出直して逢ふ日脚伸びにけり

出棺に日当りつ上も風冴ゆる
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あったのではなかろうか︒

華な努力のなかにも︑ことによっては意に満たないことも

﹁怒りの感情抑制力いささか減退せるを感ず︒是即ち体

力の疲労を意味す﹂の一節にふれるとき︑ここには誠実に

生きつづけようと努力する一個の人間の︑赤裸々な生きた

私の文部省勤務は戦後二十一年春からで︑有光教科書局

姿が浮かびあがってくるＯ

長︑文部次官を通じて二年半ほどしかお仕えしていないが︑

むしろそれ以後今日まで四十年にわたり︑文部省最古参の

この四十年にわたる有光先生の多彩なご活躍についてあ

先輩として公私にわたるご指導にあずかっている︒

らためて語る必要はないが︑実はこの日記にはその素地と

も基盤ともいうべき︑先生の本務以外の分野への余裕緯を
し本書の圧巻であろう︒

としたかかわりが随所にちりばめられている︒これはけだ

本書の刊行により︑﹃有光次郎日記﹄を我灸も共有する

ことができ︑昭和教育史の理解を一層深めることができる

のはまことに歓びにたえない︒︵文部省顧問︶

た書評に一部加筆したものである︒

＊本稿は﹁日本教育新聞平成元年十月二十一日号﹂に掲載され

念○三・四○四・二二五一

二○○○○円︒第一法規

ＦＤ

戸Ｄ
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高田豊寿氏を偲ぶ
１１奇禍にあい逝去１１

千葉県会員・高田豊寿氏が︑昨年十二月十四日に急逝さ

って来たタクシーにあてられて転倒︑頭部を地面に強打さ

に自力で乗車︑帰宅されたのでした︒その際の帰路の模様

れましたが︑其の場では︑気丈の先生は折から到着のバス

のことは一切不詳だそうですが︑翌二十九日正午ごろ︑独

りずまいの先生宅を︑たまたま東京から訪れた敬子さんが︑

意識不明の状態のままの先生を発見して大いに驚ろき︑直

び込んだのでした︒レントゲン検査の結果は外傷性脳内出

ちに近くの東邦鎌ヶ谷病院︵鎌ヶ谷市粟野︶に救急車で運

事務局がこのことを知らされたのは今年に入ってから

血︑側頭部打撲症とのことで︑其の後病状は一進一退を繰

れました︒亨年七十七歳︒

で︑先生の姪にあたる高田敬子さんからの葉書をいただい

去されました︒事故に遭われてから実に十七日間も精根を

りかえしながら︑遂に十二月十四日午前十一時十二分に死

てのことでした︒それが︑こともあろうに交通事故による
ものだったとは！一月七日付の︑その敬子さんの便りに

先生はご生前︑例のトレードマークの﹁やぎひげ﹂と︑

つくして頑張られたあとのことでした︒

悠揚迫らぬ物腰とで会員の皆さんに親しまれ︑総会︑講演

よると︑

﹁私の伯父高田豊寿自動車事故のため昨年十二月十

すと︑ご祖先は代々学者の家系で︑祖父︵雲氏︶の夫人は

ただす

お元気なころ︑折にふれ直接うかがったところによりま

ざいました︒

で亡くなられようとは︑かえすがえすも痛恨のかぎりでご

して下さいましたが︑よりによってこのような不測の奇禍

せて下さる常連のお−人として︑常日頃から衷心より協力

会︑研修旅行といった会の催しには必ず率先してお顔を見

四日他界いたしました︒七十七歳︒在世中はいろいろお
世話になりありがとうございました︒﹂

日ごろ︑あの重厚なお人柄だった高田先生に︑一体この

とありました︒

ようなことがあってよいものだろうか⁝⁝と一同しばし声
をのんだ次第でした︒さっそく︑都内・渋谷区にお住まい
の敬子さんにお会いして︑その時の様子を詳しくお聞きし

くから﹁周礼会﹂を主宰して多くの学生︑青年の指導に当

徳川・田安家から嫁して来られたという名家で︑先生は早

ましたが︑それによると概ねつぎのような経緯でした︒
高田先生は︑十一月二十八日所用で近くまで外出され︑

しゆうらいかい

その帰りの午前十一時ごろのこと︑バス停近くの路上で走

（56）

回

られ︑また終戦時には親交があった当時の侍従次長木下道
雄氏のもとでその国家的活動に関与︑貢献するところが少
なくなかったと自負しておられました︒特に︑終戦時に昭
和天皇と阿畔の呼吸でわが国を滅亡から救った鈴木貫太郎
大将を︑この上なく崇拝しておられたことなどが︑今更ら
先生が最後に会の事務所に見えられたのは昨年の九月二

のように畏敬の念をもって想いだされます︒

十一日のことでしたが︑筆者が先生の何時もながらのお元
気なご様子をたたえると︑
﹁来年十一月︵今では今年の十一月︶の大嘗祭がすむまでは

﹁書経︑太甲﹂より

徳惟治︑否徳風︒興し治同し道︑
周し不し興・

ひとく

象だち

興し凱同レ事︑周し不し亡・絡始慣二

こおさ

臓輿﹃惟明レ明后︒
とく

讃方徳あれば惟れ治まり︑否徳なれば凱る︒治
おこ
ならんことおなじ

みちおなじ

ほる

なをははじまそとも

と道を同うすれば興らざる周し︒乱と事を同うす

れば︑亡びざる周し︒綴りも始りも蕨の輿にする

虚を慣めぱ︑惟れは明を明かにせし后なり︒

ところつ上しこめいあきらき琢

じんくんけいじんせいとくあてんか
解程人君に敬︑仁︑誠の三徳が有れば天下が治

ちらんぷんきてんた壁ここじん錐ちおなじ

ことくな
象だこれれきしかんが
まる︒此の徳が無ければ創れる︒之を歴史に鑑ゑ
こじんちだうおなゑちとこぐかこうりゆう
るに︑古人の治道と同じ道を取れば国家が興隆す
こじんらんだうおな承ちとこぐかめっぽう
る︒古人の凱道と同じ道を取れば︑国家が滅亡す

そ承ちいかんゆえまたはじをは

る︒治凱の分岐鮎は︑只此の古人と道を同うする

ゑちあゆ

かめいとくあきら

と︑其の道の如何とによるの承︒故に叉始めも綴
そこじんおなじところちゅういえいこう
りも︑其の古人と同うする虚を注意して︑築興の
にした君である︒

き難

道を歩むべきである︒斯くするのは︑明徳を明か

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年﹂より︶
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まだまだ弱ってなどいられませんなぁ︒この祭が︑新らし
い陛下の神事として一番大事な行事なことを﹄どうも︑全
︑︑︑︑

にやならんですよ︒私には︑この大事な仕事が残まだって

く知らないものどもが多いので︑この連中をうんと教育せ
ますからなぁ︒﹂

と大変な意気ご承で︑日ごろ愛用の磨きのかかった握り太
とわ

の竹杖をしごきながら事務所おあとにされたあの時のうし
る姿が︑遠永のお別れになってしまいました︒

本当に︑かけがえない大事な会員の一人を失ってしまい
ました︒

心からご冥福をお祈りします︒
︵本会事務局長・渡辺薫︶

9

鰯図書ご寄贈者芳名
︵平成元年岨月ｌ平成２年１月肥日︶

﹃私 の 身 の 上 話 ﹄ 武 藤 山 治 ︵ 箸 ︶
武藤治太︵編︶

㈹国民会館発行
武藤治太殿︵大阪府︶

吉田得太郎①

丹治弘昌①

本田克己①

○日野七郎②

梶村昇①
羽鳥とし子①

匿津節三①
○丸山義春③
︹神奈川県︺

北原正一の

水野実①
中村

︹千葉県︺

上憲治③

鈴木

宮崎

○貝塚茂樹③

高木万司②

(
1
)

○矢崎浩之③
︹埼玉県︺

川口京子①
︹福島県︺

丹治幸吉①

○㈱喜多八⑥

︹高知県︺

井上長英④

竹内竹四郎②

︹新潟県︺

︵平成元年吻月ｌ平成２年１月肥日︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京日野七郎内田正二

″丸山義春〃

千葉矢崎浩之土田健次郎
愛知㈱喜多八佐藤志末吉

埼玉貝塚茂樹渡辺薫

訂正

平成元年一・二月号

鈴木忠氏稿

＊加頁上段終りから４行目

●●

佐倉藩の

０Ｏ

鏑木安︑仙西淳甫

鏑木仙安︑西淳甫
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鯵資料ご寄贈者芳名

弘道会会員バッジ︵昭和初期製作︶

桑原善作殿︵東京都︶

◎会費領収報告書
︷鎚秤餓玩粋唾朋皿叩︶

︹愛知県︺

石井正好④

金田近二

ただきます︒

１︑この報告を以って領収書に代えさせてい
２︑ ○ 印 は 新 入 会 員 で す ︒

砂金俊夫③伊藤健吉③

︹島根県︺

３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒

石川松太郎①

︹東京都︺

と正光
よ平伸

善

(i)COi

言窯蹴灘

今は﹁年金生活﹂の有難さを味わって

は︑一九八九年十月に次の様に発表し

ましようか︒世界保健機関︵ＷＨＯ︶

一九八七年の先進国平

界一の長寿国になったとの事でありま

均余命調査の結果︑日本が男女とも世

一九八六年

ました︒

います︒︵元愛知県教育委員会教育長︶

千葉県伊藤裕三
鈴木勲先生千葉県に関係の深い西
村茂樹先生に関する図書類ご恵送いた

②スイス七七・六歳

④日本七九・一歳

す︒即ち︑

が日本弘道会の会長と知り欣快これに

だき感激いたしております︒鈴木先生

過ぐるものはありません︒千葉三郎
︵現文部大臣︶らとご一緒の頃︑昭和二

した︒関東地方は一○○歳以上の長寿

性八二・一歳で男女共世界一となりま

日本の内分けは︑男性七五・九歳︑女

﹃弘道﹄心に銘じて拝見いたしてお

がけたいと存じます︒先生の御健勝を

茂樹先生を指標とし︑一段の精進を心

強であります︒

人︑女性四五七人で女性の方が約三倍

の順であり︑

十四年頃からですが︑ＭＲＡの提唱を

者は五九一人であり︑内︑男性一三四

愛知県西田春善

⑧アイスランド七七・四歳

た︒育英会の御仕事も今からが大切な

鈴木勲先生良い御正月をお迎えの
御事と存じます︒賀状いただきまし

いたしたこともあります︒今後︑西村

日本で普及しようとしたり︑色を試行

先生︵元代議士︶とは︑石橋一弥先生

よう期待いたしております︒

時期かと思います︒精を御活躍下さる

ります︒私の生地東宇和郡宇和町には︑

祈念申し上げお礼の言葉といたします︒

③適当に身体を動かす︵散歩・ラジオ体

八分目食べて︵暴飲暴食はいけません︶

要之︑①よく寝て︵熟睡のこと︶②腹

文部大書記官西村茂樹筆になる﹁開明

﹁長寿﹄岩崎晶

の三項目が大切かと存じます︒

学校﹂の掲額︵木︶があって︑教育文

鶴は千年︑亀は万年と云う言葉があ

一度その辺の経緯なり︑事情を文章に

古代中国の長寿伝説には︑松の実︑

操等︑七十歳以上ジョギングは少食強すぎ︶

して象たいと思います︒小生退職後は︑

りますが︑籾︑私達人間は如何であり

化の町宣言の淵源ともなっていますが︑

専ら書に親しむことを愉快にしており︑
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三

一

一

恥特別講演会開催のご案内一
岬一期日三月二十三日︵金︶︾
時まで

唖二時間午後一時三十分より三︾

州三会場本会ピル・８階講堂︾
︾四講師中村元先生︵東京大学名︾
誉教授︶

︾演題﹁東洋思想と道徳﹂︵仮︾
題︶

すもも

桃や李の花弁が良く効くとされている

長寿日本一百十三歳の大往生

追記

百十

三歳の長寿日本一︑長野県下諏訪町藤

れいし

し︑仙人は肉桂や落枝を好んだとある︒

沢承つさんが一月十七日午前十時︑老

衰のため死去されました︒藤沢さんの

妙薬とされています︒

二百歳の長寿村が

灰聞する処に依れば︑ソ連のコーカ

高麗人募や蓮の実︑桂皮も不老長寿の

サス地方には百歳

十一歳の女性︑宮崎県都城市の白浜ワ

死去に伴喚新しい長寿日本一は︑百

昨年は種々御指導御高配を賜わり厚

墓風都寺崎隆治

カさんとなりました︒

ある由である︒余り熱帯地方︑赤道直
うち

下には長寿者は勘い模様です︒
長生きも芸の中です︒．：⁝

日本弘道会の諸賢に於ては︑よく睡
︵美食は却って不可︶で毎日を楽しく働き︑

く御礼申し上げます︒内外真に多事多

眠を取り︑適度なる運動をし︑腹八分

ねがいます︒

余暇には読書や趣味生活をなされる様

︵本会評議員︶

切に御清勝︑御発展を祈ります︒

難︑日本弘道会の使命愈を重大なる時
﹁弘道会誌﹂の冒頭に掲げられてお
る﹁日本弘道会綱領﹂の甲号︑乙号を
熟読玩味折に触れ︑時に応じ︑毎日︵思
い出して一週に一回にても可︶の様に反

覆唱え︑先に記した三項目を守れば︑

長寿・長命は達せられること上思惟す

るものでございます︒以上
︵本会評議員︶
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︾右記日程により︑本年度事業の一
睡最後を飾る特別講演会を開催いた一
州します︒

伽今回は︑文化勲章の受章者であ一
岬り︑インド思想史︑比較思想学の唖
梱世界的な権威者であられる中村元一
唖先生を招請いたすことになりまし︾
岬た︒先生は︑既にご案内の通り本雪

州会の特別会員でもあり︑東方学院
恥長︑比較思想学会名誉会長等の要︾
唖職にあって︑内外の学会に重きを︾
岬なしておられます︒︵聴講ご希望者
︾は︑ハガキ又は電話でお申込承下さい︶唖
一画冒昌言言冒言昌言昌若君言昌昌胃ご昌言昌昌昌昌昌冒昌邑二昌冒冒冒呂邑昌昌旨昌昌昌画§︾

誉霧

編集後記
な情報を得るために︑津英武氏による

ました︒そこで︑まず東欧諸国の正確

二日︵月︶に︑また︑ご即位に伴う公

鯵天皇陛下の﹁即位の礼﹂が十一月十

的な皇室行事である﹁大嘗祭﹂は十一

した︒ともに古代より継承された日本

時局談話の記録を初めに収載させてい

独自の伝統的な儀式であります︒日本

鯵私どもは︑昨年末以来東欧諸国に発

ました︒おかげさまで充実した特集を

両日に挙行されるという発表がありま

組むことができました︒改めて御礼を

月二十二日︵木︶︑二十三日︵金︶の

けにはまいりません︒それら東欧の情

弘道会では︑昭和三年十一月に行われ

った視角からテーマに迫っていただき

勢を含めた世界の動きに対応して日本
申し上げます︒

た昭和天皇のご即位に際して︑﹁御大

ただき︑四人の方会に︑それぞれ異な

は何をなすべきか︑世界平和︑人類の

鯵今年は︑私どもにはちょっと耳馴れ

礼記念号﹂を特集して奉祝いたしてお

を︑対岸の火事として傍観しているわ

共存を指標する日本としては︑国際社

ない﹁国際識字年﹂︵国連の制定︶に当

生した歴史上類例を見ない急激な変革

のか︑という視座に立って特集を組み

会の中でどのような役割を果すべきな

﹁大嘗祭﹂についても特集号をもって︑

ります︒今年行われるご即位の礼﹂

四三一七
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平成二年二月一圭日印刷実価二五○円

︵藤下昌信記︶

奉祝申し上げる予定でおります︒

ります︒現在︑地球上に住んでいる五

だそうです︒日本ユネスコでは︑アジ

では二人に一人ぐらいの割合でいるの

く︑該当者は皆無ですが︑発展途上国

成人で字の読めない人を探すのは難し

ん︒私たちの身の回りを見渡しても︑

読めないというから驚くほかありませ

十億人のうち一○億人︵成人の︶が字を

敬弔
伊豆山善太郎氏ご逝去
︵本会会員・茨城大学名誉教授︶

昨年十一月二十一日︑急性心筋

梗塞のため逝去されました︒氏

ア・アフリカに向け︑全力を上げて
ことであります︒アフリカの飢餓救済

﹁世界寺小屋﹂運動を展開するという

年九十一歳︒謹んでご冥福をお祈

運動などとともに︑それが大きな輪に

は︑東洋思想史の権威であり︑享

りいたします︒

広がっていくことを願ってやゑません︒

清新会編

〒202東京都保谷市下保谷3‑18‑3

TEL(03)404‑2251

TEL(0424)22‑7920

本書は︑ご生涯を女子教育︑道徳教育のために献身

なされた故片山清一氏︵前本会理事︶の追悼文集であり︑

梓されたものである︒内容は︑﹁生涯と思想﹂﹁回想・

氏の人間性や思想︑生涯とその業績等について三十有
余年の間氏と共に歩まれた清新会諸賢の手によって上

ともに生きる追憶﹂﹁片山先生と清新会﹂の三部から成り第一部

では︑思索の跡が辿れるように学問的業績の中から代

片山清一先生の足跡を偲んで表的な論考を選び︑第二部では︑氏と交流のあった五

○名の方殉による回想と追憶を︑第三部では清新会に
Ａ５版二段組二八九頁おける教育者としての故人の姿をクローズ・アシ・うし
非売品頒価二○○○円ており︑会合の記録︑故人の手になる講義資料等を配
︵送料含む︶して本書を構成して︑いる︒

高 田 賢
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