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岡山県指定史跡

野崎家旧宅
一州州課愉淑祁呪秘︶

会机は︑この御成門から
入り表距倣に案内された︒

ｑ御成門

し迄暇堂
会祖は︑この泣暇唯の縁
から落ち︑野崎家にとど
まって一ヵ月余の療養生
湘を送った︒

会祖西村茂樹先生︵当時は宮中顧川官︶が︑明

治三十年十月初旬から十二月中旬にかけて︑島

根︑広島︑岡山地方へ講演旅行に赴いた際に立

寄られたのが︑この岡山地方きっての富豪野崎

家であります︒当時︑野崎家のご当主は武吉郎
いました︒

翁であり︑日本弘道会の味野支会長をつとめて

たいかどう

会祖は︑十一月六日の夕勉に野崎家へ到着し︑

別邸の造暇堂へ通されて術泊しますが︑夜中

︵明け方か︶に過って縁側から転落︑脊髄を打ち

肋骨を州めてしまいます︒思いのほかの飛傷で

す︒その後︑快気半ばの十二月十二川には野崎

あり︑一ヵ月余この野崎家で療養生活を送りま

知事をはじめ閑谷学校長ほか︑お見舞いのため

しずかだに

家を辞して帰京しますが︑その川には︑岡川鼎

︵その経紳は︑野崎家文書﹁売川日記﹂に詳しい︶な

病床を訪れる人が絶え間なかったようです︒

お︑奇遇と申しましょうか︑宮内庁御用達で有

あきら

名な大塚製靴株式会社︵刺業者大塚隊之丞翁は︑

会祖と同じく佐倉藩出身︶現社長大塚斌氏のご令

室保子夫人が野崎家のご出身であり︑川氏から

︵写真は︑・ハソフレット﹁野崎家Ⅲ宅﹂より︶

関係資料のご提供をいただきました︒多謝︒

余寒厳しき折皆様方の

ご健勝をお祈りいたします
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︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
甲号︵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

報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

の一般的関心を促すこと

教育の適正を期すること︑道義

と

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ

政治の道義性を高揚すること︑
経済の倫理性を強調すること

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
こと

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと
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大事の萌芽は小事に在り

すべて世の中の事変は︑そもそもの起りは小さなことから始まって︑最後は大事になることが多

い︒人を殺し国を亡ぼすような大事も︑そもそもの起りは嫉妬とか︑報復とか︑甚しい場合は男女

のヌレゴトから始まる例も少なくない︒しかし︑当事者が事をおこすのに事実をありのままに打ち

あけると︑人の信用を得ることができないばかりか︑人から軽蔑されるのがオチである︒そこで種

をりっぱな名目をこさえて︑それを大言壮語して大事を起こすのである︒史家はそれがわからず︑

大言壮語をそのまま信じ︑これによって人物を論じ︑時世を是非する者が多い︒それで古今の英雄

豪傑といわれる者は︑その発言はたいへんりつばであるが︑内心に立ち入ってせんさくすると︑ま

ことにきたない者が多い︒自分は幕府の末から維新時の事件を目撃して︑初めて世の中の大事の員
相がわかった︒

しかし︑世の大事を引きおこすのは人の内心に属することであるから︑外部の人の推察によって

正邪をきめることはできない︒ただ前後左右から事件を観察すれば︑人の内心を察知することはた

いていできる筈である︒が︑これは推察にとどまり︑これによって人の正邪をきめることはできな

い︒それで私は︑史を読むことはできても︑史を論ずることはできない︒できないのではない︑事
実の員相を知ることができないからである︑とそう言いたい︒
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訓
泊翁先生

︻年頭所感︼

平成四年を迎えて

鈴木勲

平成三年は︑湾岸戦争の突入で明け︑ソ連邦の消滅・独立国家共同体の

発足で暮れるという︑まさに歴史的な激動の年でありました︒湾岸戦争を

契機に︑国内では︑国際貢献や一国平和主義が論議されましたが︑一方で

は︑バブル経済の崩壊︑金融・証券界の不詳事が相次ぎ︑経済倫理がきび
しく問われた年でした︒

昨年末に就任した宮沢首相は︑施政方針演説において︑品格ある国にな

るよう全力をあげて国政に取り組むと︑国政の基本理念を示しました︒一

国の首相の口から﹁品格﹂という︑いわば忘れられていた言葉がこのような重大な意味をもって述べら

れたことに︑私は︑近来にない感動を覚え︑本年における一筋の曙光を見出したように思いました︒

まさに︑会祖西村茂樹先生がその生涯をかけて提唱された道義立国の思想に相通ずるものを感じたの
であります︒
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毎日新聞の﹁余録﹂はこれを取りあげ︑﹃日本道徳論﹂の﹁人民に品行あれば︑その国さん然として

光彩あり︒他国より仰望して尊敬せらるくし﹂の一文を引き︑政治がいったん葬った品格を百年後に政
治が再ぴよゑがえらせた︑と述べています︒

現今の政治の堕落︑経済の退廃︑金銭万能の風潮は︑すべて人心の荒廃︑道義心の欠如によるもので

あります︒西村精神の復活は︑疾風に勤草を知るのたぐいであり︑一面悲しむべきことではありますが︑

我が日本弘道会にとって︑年来の提唱である道義立国の精神を宣揚し普及すべき好機でもあると考える
こともできます︒

しかしながら︑今日までの情況をゑると︑リクルート事件の反省に基づく政治改革は棚上げされ︑共

和事件など政界汚職が続出し︑首相の﹁品格ある国﹂づくりは︑空文に終る予感があります︒その投げ

かけた言葉の意味の重さを考えれば︑宮沢首相は︑これをただ言葉だけに終らせるのでなく︑政治に︑

経済に︑国民生活に︑また教育にいかにして実現するかという覚悟を披漉し︑先ず政治家が身を正すと
いうところから始めてほしいものであります︒

同時に︑我をもまた︑﹃日本道徳論﹄を読承返し︑自らの品性を良善ならしむる努力を続けなければ

ならないと決意を新たにするものであります︒︵本会会長・日本育英会理事長︶
平成四年一月
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︻巻頭の言葉︼

品格ある国づくり

石井千明
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品格ある国づくりといっても︑国づくりは国民が造るものであるから︑国民を品格あるもの
に育てなければ︑品格ある国づくりはできない︒

一国の政治︑経済は︑その国に生きている国民への︑政治家や実業人の人格の反映である︒

従ってリクルート問題や︑証券不祥事を行ないながら︑一方において政治的︑経済的に品格を
求めるのは無理である︒

国民ひとりひとりが反省して︑人倫に外れない方途をもって道を求めなければならない︒諸

方から見て国際感覚に立ち︑自分の国はこういうことをしていいかどうか考えなければならな

い︒今︑国際的に非常に混乱しているときに︑時には一つ一つの事柄について国情を広く深く

正視し︑大局に立って事の善悪良否をきめて国の処すべき立場を決定しなければならない︒

米ソの冷戦時代が終った今日︑我が国は︑ＥＣ諸国と独立国家共同体と米国︑並びにアジア
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諸国の間に立って︑自らのことを考えるだけだけでなく︑諸外国のことを念頭において︑いわ
ば人格的な行動をとらなければならない︒

或る意味では︑品格ある国家とは︑つつし承ある国家というべきであろう︒時には自らのこ

とをあとにしても他の国の事を考え︑敢然としてそれをなしうる者が品格あるものとなるので

ある︒他の諸国から見て品格ある行為と認められなければならない︒他国に重んぜられてはじ
めて品格ある国となるのである︒

品格ある国家という場合には︑個人の人格と同意義に扱われなければならない︒自国の利害
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得失の承を考えないで︑他国の権利や義務に関与しなければならない場合も︑敢然と之を実行
しうることが︑はじめて品格ある国家を堅持するものの姿勢である︒

諸外国の間に立って節度ある国際秩序に従うことは︑云うべくして簡単に出来るものではな

い︒しかしこれをなし得てはじめて品格ある国づくりに参画したと云いうる︒

平成四年一月病中記

︵本会理事・前フェリス女学院理事長︶
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特集品格ある国づくり
剖曲Ｋ〃農霞震宮

乳ｗ肥廊濁昼匪窄曹加則北叩阻″鼠露警師Ⅶ⑲ｗ旧

会祖西村茂樹先生は︑その著﹃日本道徳論﹄にお

いて︑﹁凡そ園の政治・法律何程完全なるも︑海陸

の俊才あるも︑国民全鵠の品性良善なるにあらざれ

軍備何程強盛なるも︑教育何程普きも︑園中に一二
ぱ︑決して圃威を海外に耀かすこと能はず︑：．⁝﹂

さらに︑﹁今日の如き我国民の品性にして︑寓一財

しております︒正に︑百年後の日本はその通りの情

貨富鏡ならば︑却て国を亡す媒となるべし﹂と警告

況となりました︒本年は︑﹃日本道徳論﹄が発刊さ

れて百六年目に当ります︒そこで︑本号では︑﹁品

格ある国﹂をつくるにはいかにすべきか︑政治︑経
にいたしました︒

済︑社会︑教育︑その他全般にわたって考えること

蕊︽騨

鮒噛Ｉ
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に教育にあたっている先生達の努力を無にしていることを

有田一毒

どう考えているのか︒出版業界や書店の経営者も子供の親

﹁徳を輸出する国﹂をめざしたい

アメリカをはじめ諸外国は︑日本から電卓︑自動車︑半

相撲でも︑横綱と幕下とでは大変な差がある︒不満なら

自由社会の厳しさを教えよう

ければせっかくの日本のよい部面がなくなってしまう︒

ってはいないか︒遠慮なく引張り処罰すべきだ︒そうでな

て少なくない︒国際化という名のもとにその対応が甘くな

えられぬほど兇悪な人間がいる︒しかも︑その数はけっし

外国から日本に入ってくる人達の中には︑日本人では考

のはずｌそれをどう考えているのか．

導体などを輸入しているが︑将来は﹁日本から一番輸入し
たいものは︑それらの商品よりも日本の道徳だ﹂ｌと言
われるような国になりたいものである︒

大人社会に必要な節度
三億も四億もかけてそれを誇示する行き過ぎた芸能界に
承られる結婚式︑保険金をかけて妻を殺す冷酷さ︑とても

宗教とは思えぬ派手な宣伝と物質主義︑いじめや登校拒否
をする教師達︑銀行や証券業界の汚れた姿︑それとからむ

マドンナをつとめる人とそうでない人︑これも待遇に大変

稽古をつんで横綱になること︒音楽界でも︑オペラでプリ

の対応が出来ず︑悪いのはすべて文部省といって責任逃れ

政界ｌ金︑金︑金という金銭万能主義金には履歴書が

な差がある︒不満を言ってゑても︑客をよび収入をはかる

ついているという事を忘れた金銭観︑否︑人生観︒表現と

力は主役級が断然まさっているわけだから仕方がない︒お

茶︑お花の世界︑これは世襲制がほとんどだから不公平と

営業の自由は憲法で保証されているといって店頭であくど

大人社会の姿が︑子どもの世界に投影され︑学校で真剣

い雑誌を売る出版社や書店があとを絶たない︒
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い︒歯がゆければ自分も一派をはじめればいい︒それが出

いえば不公平︒しかし︑創始者なり先代が︑大変な努力に

は︑社会そのものが変化するからであって︑根本の理念に

ただし︑その社会の要求は時代によって変ってゆく︒それ

間を育てあげるのが︑ほんとうの教育というものであろう︒

教師は親権の被委託者だが︑直接親が委託するわけでは

ない︒

いる︒しかし︑それとて完全な自由というようなものでは

戦後は︑自由を基調とした民主主義教育が主流となって

うよりそれが自然であろう︒

おいて不変であっても外容が変わるのは仕方がない︑とい

よって基礎を固めたわけだから悪口をいってもはじまらな
来なければ黙って弟子になることである︒

スポーツ︑絵画︑陶芸︑彫刻等の実力がものをいう世界
では大変な差がある︒

自由社会では︑伸びるも自由︑伸びないのも自由で︑格

なく︑国を通して教育は行われるから︑いわば間接委託で

差がなくなることはない︒

適性を承つけ努力をかさねること︑人より多く苦労をし

●●

て実績をつむこと︑人から信頼され愛される人格をつくり

のほかに︑伝統文化を教えこむ作用がある︒義務教育︵普

ある︒教育には︑子どもの持っている可能性を引出す作用

基礎教養を教えるが︑これもそれぞれの国によって内容︑

通教育とよぶ国もある︶では︑読承︑書き︑算と称される

だい

は成功しても永続しないのが普通で︑もしその人の代で脱

あげることｌしかないのではないか︒不正な手段で一時
税や詐偽がばれずに済んだとしても︑子どもの代︑また・

の個人はいづれかの国の国民として生きているのであり︑

で必要不可欠なことである︒個人主義教育といっても︑そ

同時に︑国民一人ひとりにとっても︑社会生活を送るうえ

これは︑国家が存続してゆくために必要な事柄であり︑

程度︑方法が異っている︒

孫の代で必ず天罰をうけよう︒天知る︑地知る︑われ知る

ｌと昔の人はいいことを言ったものだ︒
個人と国家

自由主義教育というのは自由放任の教育ではない︒放任

各国とも︑個人の福祉︑人類の幸福のためとはいっても︑

と

﹁国家の向かう方向と矛盾しない教育﹂ということが前提

●●

しておいても人間は食べ物さえ摂っていれば生物学的意味
●●

の﹁人﹂にはなる︒しかし︑真の意味の人間︑つまり社会

じて世界を考えているのであって︑国家を無視して人類を

となり基本条件となっている︒つまり︑国民として国を通

●●●

ないものであって承れば︑﹁望ましい社会﹂の要求する人

的人間にはならない︒人間が社会を離れて一人で生存でき
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とこの間の事情がわかる︒戦後の日本の教育上の欠陥は︑

に熱心になってイスラエルという国をつくったかを考える

考えているわけではない︒国家を失ったユダヤ人が︑いか

死にさえ赴くというのは実に日本の国体に基く美点であ

間に︑すべての個人的なことを忘れて国家のために働き︑

なされていないが故にほかならない︒軍服をまとった瞬

等そのあとを絶たないのは︑個人としての人格の完成が

かん

個人と国家とを対置させ︑むしろ個人を重んじて国家意識

る︒しかし︑個人にかえったとき︑別人の如くなり道徳

を無視して平気でいるというのは︑たしかに日本人の美

おもむ

を排除しようとしたことではないかｌと私は思っている．

点ではない︒不完全な非道徳的な個人を集めてできあが

一人前の判断力に欠ける個人は︑ある場合には駁し易い

●●

かも分らない︒終戦にあたって︑大詔に従って即時戦闘

個人の教育が大切

終戦のとき︑復員までの間の四ヶ月間に︑ローソクの光

妾﹄よ

った全体が︑どうして真に立派な全体であり得ようか︒

の下で︑ある原稿を書きあげた︒それを持って復員し﹁廃

かりおどろいたのも無理はない︒これは︑戦闘において

を停止したのは︑世紀の驚異であり︑全世界がアシとば

ある︒しかし︑復員にあたっていまわしい事件を生承︑

勇敢であったと同じ理由でかくも整之となされたもので

ｚ やＯ

嘘に芽ぐむもの﹂として出版した︒昭和二十一年四月であ
その中で︑日本の道徳︑政治︑教育︑科学︑国民生活な

である︒つまり︑個人としての人格が陶冶されていない

世人をして再び眼を承はらせたのは他の理由によるもの

どに項目を分けて率直に書いたものだが︑五十年近くたっ
た今読んでゑても訂正しなければならない所は全然ないｌ

あたっては個人の教育に力を注ぐ必要がある﹂

という簡単な事実にもとずいている︒今後の日本再建に

とうや

ｌこれはささやかながら私の誇りである︒
その中で﹁道徳﹂の項に次のように書いてある︒

教育においても道徳の学習に力を注ぎたいものである︒そ

ことをわれわれは反省して︑学校教育はもとより生涯学習

五十年近くたって少しも道徳教育の実があがっていない

と書いてある︒

﹁戦場に立っては一身を忘れ︑国のために死ぬことに光
栄を感じたこの立派な日本の兵士が︑銃後に帰ったとぎ︑

ころもないというのはどうしたことであろうか︒私はそ

して︑﹁徳を輸出する国﹂を目標にして努力をかさねてゆ

社会道徳に反するような行為をおこなって何の恥づると

れの分野たるとをとわず︑不信︑裏切り︑疑獄︑﹁テＥ

れを個人主義教育の不足に求めたい︒日本の社会のいづ
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きたいものである︒

個人の品性の向上がなければ︑国の品格の向上など考え
られない︑というのが私の率直な見解である︒

極端な個人主義と権利思想は社会をダメにする
アメリカのような多民族国家︑人工的合成国家はいざ知
らず︑わが国のような農耕民族の伝統が色濃く残っている

もいい面が残されていると私は思っている︒

法律万能の世の中が進歩的社会と思っている人もいるよ

うだが︑法律がよく運用されるためには︑文字には書かれ

いいという考え方は︑法の抜け道をさぐることに没頭する

ていない道徳が必要で︑法律に違反しなければ何をしても

いわゆるいい意味の東洋思想に回帰してこそ︑世界の平

人間をつくってゆく︒

個人と個人︑国と国の関係も同じことで︑権利をとこと

和︑人類の福祉が可能になるのではないだろうか︒

ん主張し合うところから脱皮して︑互助の精神で真の意味

社会では︑行きすぎた個人主義や権利思想は︑せっかく長
年月の間にできあがった互譲互助を美徳とする社会をダメ

の尊敬し合い︑手を握り合う所までゆけば理想的な国際関

まる︒教育の中で道徳教育の重要さはどんなに力説しても

よい個人︑よい国︑よい世界ｌ出発点は個人からはじ

係が生れるのではないかｌと思われる．

思うが︑人権宣言があって権利が認められるようになって

代は︑たしかに暗黒時代と呼ばれるようなものであったと

じであることは誰しも説くところだが︑善悪の判断基準を

力説しすぎることはない︒知行合一であって︑実践がだい

権利が無視されて︑人権が抑圧されていた西洋の中世時

にしてしまう︒

した方がいいのではないか︒人を疑うことを基本にしてい

どこにおくかｌを考えると︑知的徳育も軽視すべきでは

既に二百年はたっている︒もう︑そろそろ権利思想を脱皮
るから︑弁護士の多いこと︑日本の数倍である︵アメリカ

あるまい︒

て取りかわさなければ安心できない︑というのは正常な人

方が反省すべきではないか︒人との約束も︑すぐ書類にし

というと﹁権利の放棄ではないか﹂︑というアメリカ人の

︵本会評議員・日本クラウン株式会社会長︶

国﹂﹁道徳を輸入したいと頼まれるような国﹂になりたい
ｌということである．

最後に再び声を大にして言いたいのは︑﹁徳を輸出する

だい

の場合︶︒これは決して健康な社会とは言えない︒﹁互譲﹂

間関係とはいえない︒日本もだいぶん影響されて︑人を信
じないような様相を呈してきているが︑まだアメリカより
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東西の保守主義について

永井道雄

東西の保守主義という表題で私自身の経験に基づいて述

るようになり︑私が旧制高校の学生であったとき︑一九四

けです︒そして︑その後︑日本はアジアの中で問題を抱え

ｌ私自身の経験からＩ

金があれば何でも買うことができる人が多数いたのです︒

食べるものも買うことができた︒つまり︑マーケットとい

べたいと思います︒もちろん︑私の人生というのは︑ごく

た︒そして︑これをきっかけに大戦が勃発いたしました︒

○年に真珠湾攻撃がなされたのです︒五○年前のことでし

国家とは何か

ごく小さなものではありますが︑それによって東洋と西洋

う公共性をもつ法的な概念と実情とが︑かけ離れていたわ

それぞれの倫理観︑哲学︑その相互関連といった問題の一

真珠湾攻撃というのは非常に大きな事件でしたが︑実際に

私は︑このような非常に複雑な状況のなかで卒業論文を

Ｔ・ホップズの契約国家論

解の範囲を超えておりました︒

何が日米の両国において生じていたかということは私の理

端についておわかりいただけるのではないかと思います︒

私は一九二三年に生まれました︒そして︑小学校︑中学
校と日本で過ごしました︒さらに旧制高校を経て京都大学
哲学科に進んだわけですが︑私がそこで学んだことは︑国
家︑さらに政治という概念でした︒私は︑当時十九歳から
にほんとうに価値があるものかどうかということを疑問に

二十歳という年齢で︑実際に当時の日本の政治観︑国家観

授であった田辺元先生は︑三つの概念︑つまり︑個人とい

書かなくてはならなくなりました︒その当時の私の指導教

う存在︑それから国民︑そして国家の概念というものの重

なるものが存在しておりました︒政府は価格の統制の重要
性ということについて云をしていましたが︑実際には︑お

思ったのです︒その当時︑いわゆるブラック・マーケット

(
2
)
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(
1
)

ります︒﹃リヴァイアサン﹄も読ゑました︒アリストテレ

来今日に至るまで︑ホップズは私に大きな影響を与えてお

ギリスの思想家︑トーマス・ホップズに決めたのです︒以

選ぶかということを一年足らず考えた結果︑十七世紀のイ

しいと思いました︒そして︑卒業論文のテーマとして何を

要性について述べておられましたが︑私は理解するのが難

彼の考えでした︒ですから︑人間がコントロールされてい

三つの要素が人間の存在を決めているものだ︑というのが

人間は支配されている︒競争︑エゴイズム︑虚栄心︑この

結局残っているものは︑人間の感性であり︑それによって︑

るのだと主張しています︒人間社会の表面を取り除いて︑

ことになる︒ゆえに︑すべての人間がすべての人間と戦う

ないとどうなるかは︑明らかである︒人間は他の者を殺す

としたのです︒

状況になってしまう︒その結果︑全員が死滅してしまう︑

スによると︑〃人間は社会的な生き物″であるとされてお
るものであり︑それが動物とは違うというのです︒私は︑

ります︒連帯︑協力というのは︑人間関係の中に自然にあ

延びようという願望があり︑それは自然の法則に基づいて︑

しかしまた︑一方では生き残らなくてはならないという

別の形をとって出てくる︒国家の母体が形成した社会が生

しかし︑アリストテレスに賛成できませんでした︒もちろ

ているのではないかと考えたのです︒動物の間には自然界

じ︑何らかの社会的な存在の関係が︑契約によって形成さ

ん︑人間は動物と違うと私も思いました︒ただ︑それは人

の共存のルールがあるのに︑人間はさまざまなルール︑規

れる︒それが国家と呼ばれるものだ︒国家とは非常に複雑

るのでしょうか︒﹁我灸には︑生まれながらにして︑生き

範︑考え方というものを生承出している︒これが問題を複

本能が作用します︒それではどのようにしてこれを達成す

雑にしているのではないか︒つまり︑その結果︑人間は動

な存在であり︑私はこれを﹃リヴァイアサン﹄と呼びたい︒

間は動物よりも優れているということでなく︑むしろ劣っ

物よりも反社会的な生き物になってしまうのではないかと

私は人間を︑奇妙な動物であり︑また非常に難しい存在だ

起きました︒そして︑いろいろな混乱があり︑さまざまな

十七世紀には︑プロテスタント革命がイギリスにおいて

と考えている︒﹂ホップズはこう言ったのです︒

思ったのです︒ホップズもそういう考えでした︒

また十七世紀当時︑デカルトは人間の概念ということに

し得るのだと言ったのです︒これに対しホップズは︑自然

ということを彼は言ったわけです︒それゆえに人間は存在

の間に結ばれたのです︒それらのことが本に書かれており︑

改革があり︑人権︑自然法則が生まれ︑契約が国家と個人

ついて述べました︒人間が考える力こそが最も重要なのだ

状態を想定すると︑感性があるからこそ人間は存在してい
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なかなか理解するのが難しく︑私は分厚い辞書を使って︑

存し︑また活用すべきだと考えたのです︒

ずつでも積極的なものがあれば︑それを︑でき得る限り保

平等︑友愛を求めて︑一挙に社会を改革しようとする方法

に保存されてきている︒フランス人たちのように︑自由︑

パークは︑イギリスにある自由の伝統は︑少数者の生活

それはイギリスに見られる保守主義に当たります︒

い︒

あれば︑それを保存し︑将来の発展に備えなければならな

と︑活用すべき点が数多くあるということでした︒そうで

私が感じていたのは︑当時の日本にも︑将来を展望する

書かれているところを理解しようとしたのでした︒そして︑
私は自分なりの論文を書いたわけです︒

Ｅ・パークの保守主義

次の十八世紀には︑エドマンド・パークがホップズの︑

めました︒歴史的に人間の願望は︑コントロールされてき

人間は悪くなり得るものだ︑という考え方をさらに推し進
ている︑ということも併せ述べたのです︒﹁保守的なアプ

よい︒長い目で承れば︑この方法こそが︑大きな改革をも

をとらず︑むしろ︑少しずつ確実に歴史を前進させる方が

たらすのではないか︑と述べています︒私は︑イギリス人

ローチは時に理想的な将来志向のアプローチよりも実り多
これまで人間の願望を抑制しようとする試承がなされてき

きた保守主義の立場と関連している点があるのではないか︒

が︑法律的にも慣習法的な考え方をとるのも︑いま述べて

いものかもしれない︒イギリスの社会の歴史を見て承ると︑

ている︒そして︑自然な権利︑自然の法則が人間の日常行

小学校から中学︑旧制高校にかけて学習した儒教的な生き

さらに私が感じたのは︑上述のような思考法は︑私が︑

そう思っています︒

動の中に包含されている︒これを十分に考え守らなければ

動と努力︑これが〃保守主義″と呼ばれているものであ

ならない︒先祖が達成してきたものを保存しようとする活
る︒﹂そのようなことが書いてあり︑なるほどと私も思い

方と類似な点があるということです︒私は儒教的な教えに

もひかれていました︒そしてイギリス流の保守主義と儒教

ました︒

つまり︑私は日本がゆきづまっていた時代︑はじめて基

の中に宿り︑しかも︑互いに強化しあっていると感じてい

のあいだには共通している点があり︑二種類の教えが︑私
ました︒

本的な問題を考えるようになったのでした︒その場合︑ひ
かし︑私の場合︑私が身辺で経験する生活のなかに︑少し

そかに革新的な思想を抱くということもあるでしょう︒し
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③

そこで次に︑儒教的な教えによって︑影響を受けたこと

を︑述べておきたいと思います︒﹄

の心を説いた本ですけれども︑これを全部暗記しました︒

めなり︒﹂それほど厚い本ではなく︑西洋人でも漢字がで

﹁身体髪層これを父母に享く︑敢えて穀傷せざるは孝の始

きれば早く読めると思います︒

その他にもいろいろなことが書いてあります︒あまり将来

儒教の教え

のことばかりに目を向けず︑自分の周りのことに注目する

﹃孝経﹄というのは︑そういう親に対する恩義の本ですが︑

儒教について︑私はちょうど中学校に行っているころに

ように︒最も重要なのは自分自身であるから︑自分の身近

なところから︑遠くのほうに目を転じ︑注意深く見つめ︑

いました︒もう残念ながらお亡くなりになりましたが︑毎

生きるべきだ︒ほんとうに︑自分が思っていることを実践

勉強いたしました︒田口福司朗先生という方がいらっしゃ

れ︑皆で山に行こうとおっしゃいました︒先生は︑十五

しているのかどうかを考えよ︒また︑いたずらに抽象的な

年夏になりますと︑先生は中学の生徒に対して︑東京を離

理念を抱かず︑できるだけ具体的であれ︒神の存在という

のはあるかもしれないけれども︑そう簡単に神の存在に頼

たちがはくような履物︑それで歩こう︒ゑんなちゃんと一

らない方がよい︒鬼神あらぱこれを遠ざく︒ｌというふう

十六キロくらい歩こう︒靴ははかずに昔ながらの農家の人

なら自分としか話ができないから︒ｌとそう言っておられ

列になって行進を︒二列になると︑人と話をするが︑一列

に書いてあります︒こうした儒教の精神︑東洋哲学から︑

もう一度言いましょう︒﹃孝経﹄が説いているのは︑修

重要性を学びました︒

私は︑自分自身の在り方を具体的に検討し︑見直すことの

ました︒

この山歩きは先生による儒教の実践教育でもありました︒
うに︒慎重に注意しながら歩きなさい︒あまり将来を見ず︑

歩くときの視線は︑遠くの山にではなく︑周りに向けるよ

下を平らかにするというような抽象的︑観念的な考え方を

身・斎家・治国・平天下という生き方です︒はじめから天

とるよりも︑むしろ︑身を修めるという一番身近なことか

足元を大切に考えなさい︑とおっしゃいました︒十五キロ

もありません︒ですから石油で火を起こしたのです︒行灯

ら出発するのがよい︒それができたと思われるとぎ︑はじ

歩いた後で︑目的地である︑小さな家に着きました︒電気
のたぐいでしょうか︒そこで畳に座って︑我会が勉強した

めて︑家を斎えるという段階に進むのがよい︒その次には

ととの

のは︑﹃孝経﹄という本でした︒これは︑親に対する孝行
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(
の

国を治め︑最後に天下を平らかにすることに力を尽くすこ
とができる︒

言い換えると︑近きより遠きに及ぼすという生き方︑こ

東洋・西洋の協力

西洋には多様な考え方がありますが︑中には儒教とはか

ゑますと︑今お話ししたエドマンド・パークのように︑現

なり対立したものもあります︒しかし︑別の角度から承て

れがだいじであるという考え方です︒親孝行というのも︑

の名を表すことができたときに︑はじめて価あるものにな

こういう手順を踏んで生き︑最後に身を立て︑道を行い親

に存在しています︒このようなイギリスの保守主義と儒教

実を踏まえた上での理想︑という考え方を説いた人も確か

の類似点は注目に価します︒西洋哲学と東洋哲学のなかに

る︒だから︑人間が生きるにあたっては︑独りを慎んで身

あるこうした共通点も見逃し得ないのではないでしょうか︒

を修める︒確実で︑手が届くところを疎かにするなという
ことです︒私は上述したことを︑まず小学校の担任の川島

ります︒類似点も相違点も各国の国境を越えた形で存在し

双方の類似点︑相違点をもとに勉強することには意義があ

次郎先生から教えられたのでした︒

フランス革命について言及するときに︑一般的には︑フ

ております︒我をももっと自分自身を見つめ︑他の人を見

ランス人︑特に︑革命家は素晴らしい偉大な人間だと評価

直し︑あまり力の欲望を抱くことなく︑あるいは虚栄心を

いまや︑二十世紀も夕暮れを迎えました︒二○世紀には︑

しています︒また︑自由︑平等︑そして友愛という概念が

いくつかの思想が展開され︑これとの関連で︑多くの戦争

重視されております︒エドマンド・↓ハークは︑こうした考

かし︑同時に別の視点を示したのです︒﹁人間の中で︑ｌ

や革命がありました︒いま︑世紀の終末に近いとぎ︑二十

はないかと思うのです︒

自由・平等・友愛ｌこれを全部達成できる人はいるだろう

世紀を導いた幾つかの考え方の中には捨てざるを得ないも

求めることなく︑何とか新しい人間の存在を模索すべきで

か︒素晴らしい考え方を達成しようとする中で︑虚栄とか

のもあります︒他方︑今後も維持するに価するものもあり

え方に一石を投じました︒彼は︑これらの理想が示す基本

権力に対する欲望︑エゴ︑そういったものが︑立ちはだか

ます︒それについてはここでは立ち入りません︒しかし︑

的な重要性について︑異を唱えたわけではありません︒し

り︑それをどう自制するかということが重要になるｏ﹂ｌ

一つだけ指摘しておけば︑西洋流の保守主義と東洋の儒教

そういって︑◇ハークは立ち止まり︑問うたのでした︒
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(
5
)

二十一世紀におくり届けたい人類のメッセージが込められ

には︑二十世紀の激動の歴史の洗礼を受けてきただけに︑

育会議における永井道雄先生の講演記録を︑同財団のご

本稿は︑財団法人上庚倫理財団主催の第二回日米倫理教

︵国際文化会館理事長・元文部大臣︑国連大学学長特別顧問︶

古田紹欽

好意により本誌に収録することができたものである︒

ているように思われます︒少なくとも︑そうした貴重な文
化的伝統であるといってよいと思います︒

今こそ貧の経験を

辿り得ることはまづあり得ない︒挫折があってこそ困難に

挫折は誰にだってあり得る︒物ごとは順調な過程ばかり

ようとするいわゆる根性がなくてはならない︒

方ばかりを眺めて此方の肝心の足下がしっかりしていない

耐え得る根性が養われるのであり︑倒れたら須らく起きあ

目的は何によらず遠大でなくてはならないが︑目的の彼

を欠く︒理想と現実はそれが一つになるべく︑まづ足下か

がるべきである︒安易に他の扶けを求めてはならない︒

と︑何事も口先きや思いつき計りの話しになって︑現実性
ら固めていくことが大事なことではなかろうか︒

得ることは性急にそれを考えないで︑理想への一歩を一歩

一律にいうことは元よりむつかしいが︑一般論としてい上

らなくてはならない︒その覚悟がないと理想を描いたばか

たものは必らずしも実現とはならないことを覚悟してか上

き求めることは求めないよりはまだましであろうが︑描い

︑︑

現代人はどうかすると理想を観念の上に描き求める︒描

一歩固めることである︒たとえ挫折してその一歩一歩に後

尤もその足下を固めるには︑それぞれの固めようがあり︑

退することがあったとしても︑そこからまた立ち直って前

気力に堕する︒

りに叶えられないとなると︑絶望感に陥いる︒引いては無

こ上でい上たい︒日本の経済的繁栄は︑若い入念にその

進することを執勘にまでもすることである︒このことは考
えただけでは到底出来ることではなく︑そこにはやり遂げ
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理想を繁栄の上に努力することなく実現することが少くな

繁栄の恩恵を余りにも多く与えた︒その若い人々の描いた

らに心がうつっている筈であり︑無用になったからといっ

がる︒自分の生活に役立って使ったものには︑物は物なが

を経験していないと︑非情に物を捨てるという考えにつな

て投げ捨てるということは︑いかにも惨酷に思える︒備品

かった︒

しかし︑そうした経済的繁栄にも限りが見え初めた︒例

のには︑何等かの人情がうつる︒感謝の気持が伴う筈であ

はならないものが当然あるが︑永年役立って使って来たも

る︒ついては捨てるにもその捨てようがあるのではなかろ

としての物には︑買い換えて新しいものを具えつけなくて

件が整わないことになると︑忽ちに生気を失うことになる︒

えは適切を欠くかも知れないが︑温室のなかでぬくぬくと

経済的繁栄はそうした温室の条件のようなものである︒そ

は実際には始末が出来ないことになるが︑そのことは正し

うか︒こんなことをいうと無用になったものは捨てなくて

育った植物を見るがい上︒若し温室という恵れた気温の条

の条件にかぎりが出初めると︑その繁栄のなかにあったも

に感謝による愛情があってほしいということである︒この

くそうであろうけれども︑言いたいのは捨てようにもそこ

のは必然的にその影響を蒙る︒

こ上で思うことは︑人間は好むと好まざるとに拘わらず

らのそれである︒感謝の気持がないと︑使い捨てにつなが

愛情はもとより執着からではない︒繰返していうが感謝か

環境のなかに生かされている限りその影響は当然受ける︒

た堂こ上でい上たいことは環境のなかにあって甘えないこ

る︒この気持の大事なことは︑物に対してのことに限らず

とである︒甘えはより好ましい条件を無限に求めたがるが︑

人に対しても更にそうである︒使えるだけ使って役に立た

日本は経済大国になった︒それだけに物的には自から豊

何にも悲惨である︒

なくなったら︑使い捨てということになったとしたら︑如

好ましい条件は求めて︑もとより必らずしも叶えられるも
つくづく思うことは︑繁栄は礎くべくして礎いた結果で

のではない︒

ことを忘れてはならない︒貧乏を踏えない繁栄は︑繁栄の

あるが︑それを自負しないで常に繁栄の裏には貧乏がある

かになった︒日本のような経済的資源の乏しい国が︑よく

もう一昔も古い時代になるが︑大正の初年に私は幼年期を

もこ上までその大国に成長したものである︒大正というと

農村に過した︒貧農の山間の部落は電灯もまだなく︑生活

無駄遣いに往灸にして堕する︒消費経済は往灸にしてこの
この場合も例えば飽くまで例えでしかないが︑消費には

無駄遣いをなすことになっているように思えてならない︒

消費の仕様というものがあり︑その仕様は一度清貧の苦労
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うことを教えている︒時間を守るということは大事なこと

こ上で何んとしてもい上たいことは︑人は生きる上に貧

物資も殆んど自給自足の生活をするより外はなかった︒子

乏という経験を身に積んでほしいということである︒この

主性を欠く︒

もつましくして生きのびた︒勿体ないということを身に泌

貧乏の経験を知らない限り︑豊富ということを真に知るこ

であるが︑その時間に使われていては︑時間に対しての自

ゑて覚えた︒一粒の米も菩薩様といって尊ばなくてはなら

い知らされた︒白い紙一枚とてもなかった︒日々食べる米

ないことを︑親より教えられた︒お陰でこの八十余歳も生

て︑ものの潤沢になれている限り︑貧乏を経験することは

とはむつかしい︒今日のような経済的な繁栄のなかにあっ

供心にも物の乏しさ︑その尊さということを︑つくづく思

些細なものにも幸に感ずる︒捨てるものは捨てなくてはな

き伸びた自分の人生にあって︑勿体ないという有難さを︑

気になって享楽していると︑子供はドラ息子に成長する︒

てすれば︑それが出来ないわけはない︒繁栄ばかりをい上

今の国の繁栄に当って留意すべきは国民をドラ息子に成長

現実にむつかしいが︑金銭に使われないという気持をもっ

消費が無駄にされることは勿体ないが︑それに加えて物

るのは気持として嬉しい︒

に対する感謝の気持がいだかれないことは︑一事が万事で

ないという思いをいだく心をもつ人を育てなかったら︑豊

させてはならないということに尽きる︒一粒の米にも勿体

らないが︑感謝の気持で有難く思って捨てる思いが︑出来

も︑つながるように思えてならない︒

経済問題は修身道徳論だけでは片づかないことはわかっ

かな消費の末路はいわずと知れているように思える︒

人と人との間にあっても︑それが非情の気持に何かつけて
物が豊かになればなる程︑物を粗末にすることにどうし

はない︒

ている︒だからといって修身道徳の考えを軽視してい上筈

ても傾く︒使い捨てということに自からなる︒繰返してい
きたい︒

とかく懐具合がよくなると︑その具合さに物をいわせて

うが︑捨てるにしてもそこに感謝の情を何んとしてもいだ
消費経済はどうかすると︑人が物を消費するのでなくて︑

ない︒人は物の豊かさに溺れてはならない︒物に使わるの

振舞うことになる︒いわゆる成り上りものになってはなら

ある有名な禅僧の語に︑人は時間に使われてはならない

殊に現代にあっては︑人はそうした人でなくてはならない

ではなくして︑物の命を使い得る人でなくてはならない︒

あが

ノ︑の間に使われていることになる︒

物が人をして消費せしめているように思える︒物に知らず

のであり︑人は時間を使うものではなくてはならないとい
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ただ︑こうしたことをいうには︑現実は余りにもむつか
ある︒

してその不信の行為が時に暖昧に葬られるにをいてをやで

を鑑承る時︑甚だもって遺憾の思いがされてならない︒ま

に︑如何に現実を生くべきかを教えなくてはならないこと

しいが︑絶望してはならない︒人の一人一人が︑まづ人は

ことが望まれる︒

そうした人でなくてはならないという自省の心をもつべき
ついては具体的な一事をい上たい︒繁栄という満腹感に

るものを何処かでもつことになりはしないであろうか︒繁

れない限り︑繁栄することによって︑それが崩壊につなが

まで経済的繁栄をもたらした上は︑何等かの方策が立てら

経済の問題は複雑な機構をもっているであろうが︑こ上

ぱかりにひたらないで︑敢て自分で飢えた思いをせめても

栄をもたらした限りは︑その繁栄を意味づけるものがなく

である︒

豊さに対処するには︑こうした思いを経験すること以外に

ることより外に︑恐らく道はないのではなかろうか︒

てはならないのであり︑それを意味づけるには貧を経験す

することである︒空服の辛らさを経験すべきである︒物の

いる人々が少くない︒そうした人々を救わなくてはならな

は先づむつかしい︒繁栄のなかにも世界には食物に飢えて

り︑考えたりすることに止る︒繁栄の意味を本当に知るに

しないと︑思いや口先きばかりで尤もらしいことをいった

初めに彼方ばかりを眺めていて︑此方の足下がしっかり

剰に云わぱ堕することになりはしないであろうか︒ここに

った日本は︑このま上では飽くなき満腹感に堕し︑栄養過

してもつ飽食への欲求を自分に対して匡す︒経済大国にな

た幼かった頃の想いを改めてまたもつ︒この経験が慾望と

貧しい家に育ち︑禄に飯も腹一杯食うことの出来なかっ

は︑人は生きる原点に立って︑飢えるということが如何に

のではない︒貧乏のもつ意義を根底に踏まえて︑繁栄を繁

誤解があってはならないのは︑敢えて貧乏になれ︑という

ことなしには起ることはむつかしい︒

いという切実な心情も︑自からが飢えることの経験をもつ

重大であるかを︑自からの経験の上に切実なものとして敢

︵本会評議員︒︵財︶松ヶ岡文庫長︶

栄としながら独走させない︑ということである︒

ただ

て知らなくてはならない︒このことは次の世代を荷う若き
者に対して︑殊に教えなくてはならないことを思うにつけ︑

つけても政治の要路にある者が︑金銭の上に不信の行為が

教える立場にあるもの上その垂範が切に望まれる︒それに
あり︑屡々新聞紙上に報道されることは︑若い世代の人達
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︾ず

タカリと集団エゴをなくせ

える

一代議士になぜ収賄が起きるかＩそのモラルを考

ここ連日︑前北海道・沖縄開発庁長官阿部文男代議士の

﹁共和﹂からの収賄事件が報道され︑そして逮捕の一三−

脅藤喜

を取り巻くさまざまな仕組承が︑このような犯罪に彼らを

ひ政治改革を通してあらためて貰いたい︒が︑いくら政治

駆り立てるのかも知れない︒そういう構造的なものは︑ぜ

要は関与する人達のモラルの問題だからである︒

改革をしたところでこの種の犯罪はなくならないであろう︒

そのモラルとして私はタカリを考える︒阿部代議士の場

１タカリ根性

スが入った︒国会議員の収賄容疑逮捕は︑ロッキード事件
︵一九七六年︶以来のことと言われる︒報道によれば︑阿部

か︒阿部代議士逮捕の翌日︵一九九二︑一︑一四︶︑朝日新聞

と彼を取り巻く人達双方にこのタカリがあったのではない

では﹁たかり政治のウミを出し切れ﹂との見出しの社説を

合も︑それぞれタカル相手は異なるにしても︑代議士自身

しかし︑この種の事件︑つまり政治家の金にからむ事件

オッチをねだったという︒なんとその根性の低俗なことよ・

ではないらしい︒取り巻きは阿部代議士を自分の利益のた

掲げている︒﹁共和﹂にタカった議員は︑阿部代議士だけ

代議士は︑﹁共和﹂に金を自ら要求し︑某女優とのペァウ

は今に始まったことではない︒撚糸工連事件︑リクルート

あるまいか︒甘いミツのあるところにアリが群がるように

ところで︑このタカリ根性は日本人の誰にもあるのでは

めに利用しようとタカったのではなかったか︒

事件︑稲村利幸元環境庁長官の巨額脱税事件などは最近の
ことで︑その始末はまだ完全にはついていない︒阿部代議
に起こり︑政治倫理が叫ばれながら後が絶えないというこ

群がっていく︒それに応えるために収賄を図ったとすれば︑

士はこれらをどういう考えで見ていたのだろうか︒続け様
とは︑何か構造的なものがあるのであろう︒今日の政治家
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門

そこは︑裁判で決着がつかぬ間は法の暴力による被害

職務は無所属のまま引き続き果たすという︒選挙民の信

とりが︑反省をなすべきである︒タカるとはどうすること

者であるという意識と︑たとえ国家と国民から糾弾され

この事件︑またはこの種の事件の責任は取り巻く人達もそ

か︒わけもなく金をくれというのは乞食である︒乞食行為

任にこたえるためとのことだが︑またかの思いだ︒

もタカリだが︑そういう露骨なタカリは恥じとしてやりは

のためにあくまでも闘わねばならぬという妙な英雄心理

ても︑なおも自分を擁護してくれる選挙民への信頼︑そ

の一端を負うべきであり︑タカリ根性を持つ私達ひとりひ

しない︒私達のタカリがこの乞食行為と違うところは︑金

を出させる尤もらしい理由を持ちだす所にある︒あれも必

不幸にもこのようなことは過去に幾度もあり︑大小を

のすり替えが感ぜられる︒

問わずいずれも成功し︑次の選挙で再選され︑﹁象そぎ﹂

要︑これがよいとか︑こうすればもうかる︑これこれは社
会的に意義が大きいから寄付して欲しいなどと︑理由を付

前回の政治改革法案を廃案に追い込んだのは︑結局︑

数えきれない︒

これらの代議士と選挙民とのなれ合いによる選挙区ぐる

が終わったと︑のうのうと国会に居座っている人たちは

習だからうっかりすれば何時の間にかやってしまっている︒

けて金をせびり出す︒ちゃんとした理由があるから悪びれ

それに陥っている︒今日政治家の犯罪の殆んどは金銭に関

たか計り知れない︒⁝⁝

承の防衛で︑これが過去にどれだけ日本の政治を悪くし

ず堂食とねだる︒このタカリは私達の因習ではないか︒因

するもので︑いかに金銭が人の心を汚し政治をねじ曲げ︑

﹁なれあい﹂とは︑﹁ぐる﹂になることで︑辞書には﹁前

政治家を堕落させてきたか︒そしてその一端が私達のタカ
リの因習から来ていると考えると自己嫌悪に陥らざるを得

立場の者が取り引きをして妥協すること﹂などとある︒政

もって相談しておいて︑第三者をだますこと﹂﹁相反する

２集団︵地域︶エゴ

ても︑双方がぐるになって︑立候補しこれを当選させると

治家の﹁承そぎ﹂なるものは︑国家・国民に不利益を与え

ない ︒

阿部代議士が逮捕されて三日後の朝日新聞﹁声﹂欄に︑

行為はエゴとか利己というものである︒

ち双方に当面共通する利益があるからであろう︒そういう

いうことになろう︒それはなぜか︒他はいざ知らず自分た

寝屋川市在住の会社顧問︵六三歳︶米田博明氏による次のよ

東京地検によって逮捕された阿部文男代議士は︑宮沢

うな投書が掲載されていた︒

派を退会し︑︲自民党へ離党届けを提出したが国会議員の
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前にはタカリ根性を述べたが︑今一つ︑私達は利己・エ

るものである︒そこから考えると︑モラルの低俗とは︑ど

私は日頃国語教育に携わり︑絶えず言葉を問題にしてい

はないかと思える︒﹃弘道﹄九五四号︵３年９１︐月号︶に

のように低俗かを言葉としてきちんと捕らえていないので

﹁道徳教育を考える﹂のタイトルで四氏の座談会記事が載

は個人的なものと集団的なものとがある︒地域エゴ︑団体
エゴは集団的なものだが︑村や町︵地域︶中心に永いこと

ゴの欲望を考えて見なければならない︒この利己・エゴに

生活して来た私達日本人にはこれが強く︑殆ど性格化して

最近の教育界では﹁肌で感ずる﹂ということをたいへ

っている︒そこで尾田幸雄氏︵お茶ノ水女子大教授︶は次の

んに強く言われるわけですね︒肌で感じないでただ言葉

ようなことを述べておられる︒

陥る﹂という考えそのものがエゴかも知れない︒﹁承そぎ﹂

が︑度が過ぎると自総自縛に陥る︒いやこの﹁自純自縛に

だけの遊戯に終わるとすれば内容が空疎になります︒形

いる︒集団エゴは自然の感情として否定は出来ない︒また

を許すのは地域エゴの何物でもない︒その人が︑地域の発

集団を維持するためにある程度は必要でもあると思われる︒

展のために国の予算を取って来る︒それが他の地域と甚だ

そこで道徳教育の場合でも︑多種多様な︑深い体験を

式的なほうにだけ流れてしまいます︒

通じて人間形成をすることが大事だ︑といわれるわけで

しく不均衡を欠いても︑国の将来のためにならなくても︑

当面その地域の利益につながるなら︑強引に国の予算を割

す︒たしかに内容がなければ︑何かを肌で感じたとして

たしかにそのときは肌で感じたかもしれないけれども︑

も︑混沌とした︑要するに盲目のままです︒ですから︑

かせる︒

さて︑タカリもエゴもともに人として品格のない︑むし
ろ下品で︑愚劣な︑下卑た行為と言わなければならない︒

ます︒

本当にそれにふさわしい言葉で受け止めて︑自分の心

人格の形成に定着しない︒その場限りで終わってしまい

のなかに刻承つけるということが人格を形成するうえで

ているとなれば︑国民ひとりひとりが自分の問題としてこ

じなければならない︒代議士諸公を責めるべきことは当然

れを払拭するか︑少なくとも芽を出さないように方法を講

のように言葉を使うことをためらったり︑臆病になった

大切です︒その意味では道徳教育の場合でも︑いままで

そしてタカリ・エゴ根性が私達自身にも周囲にも満ち承ち

としても最後はひとりひとりの問題として考えなければ︑

りすることがむしろマイナスになります︒空虚な言葉に

壮大な国づくりも果たし得まい︒

３モラルを言葉で受け止め負る
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います︒

実した言葉を使うというのは︑たいへん重要な事だと思

酔うのはもってのほかですが︑内容のある︑適切な︑充

などと言われるもので︑マイナス面は下品︑粗野︑低俗︑

る︑上品だ︑高尚である︑ここでいう品格が備わっている

後三つがマイナス面である︒プラス面はいわゆる気品があ

が態度である︒そして前三つが品格としてのプラス面で︑

判を受けないようにする︒困難なことにも男性なら勇敢︑

い︑物事は手早く処理する︑勉めて乱暴︑がさつなどの批

日常の身の処し方としては︑もの静かにしとやかに行な

に励めば良い︒

のプラス面を執るように努め︑マイナス面に陥らないよう

面とマイナス面とをあげて考えて見たい︒思うに私達はそ

いわれないようになるか︒さまざまなことについてプラス

行動が出来るようになり︑反面下品︑粗野︑低俗︑きざと

ではどうすれば気品︑上品︑高尚な︑いわゆる品格ある

きざ︑もっと下がって狼雑などの言葉がこれに相当する︒

すこし長く引用してしまったが︑今自分がしていること
がどんなことか言葉にしっかり置き換えて反省して承る︑

それが大事ではないか︒そう考えて品格の内容を言葉にし
て見たい︒

二品格とは
﹁品格﹂は品位・風格・気品などと同じ言葉で︑性格・

たものであろう︒さて︑態度とはそぶり・身構えあるいは

と考える︒もし性格というなら︑態度が身に備り性格化し

どの誹りを受けないようにする︒誠実で重々しく落ちつい

勇猛にあたり︑その度が過ぎて粗暴︑凶暴あるいは卑怯な

性質に関するものであるというが︑私は態度に関する言葉

る︶に当たって︑どんな風にするか︑その時の身構え︑考

さらに掲げて見よう︒

こういうう言葉を通して反省を怠らないようにする例を

ぎざな使い方などもなるべくしない方がよい︒

卑た言葉はもちろん野卑・低俗な言葉︑流行語︑外国語の

舌よりは寡黙なことがよく︑丁寧語・敬語を適宜用い︑下

俗︑安っぽいなどとならないようにする︒物言いでは︑鏡

た︑いわゆる重厚感のある態度がよく︑軽率・浅薄とか低

考え方である︒なにか具体的な一つの行いをする︵行動す

堂灸とする・さっそうと行なう︒毅然と断わる

え方である︑例えば︑

豪然と構える︒倣慢に振る舞う︒出しやぱる

または︑

ということがある︒この

堂々と・さっそうと︒毅然と・豪然と・徹慢に・出しゃ
ばり
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○今自分のやろうとしているこの金の授受は︑りんしょ

う場合もあるかも知れないが︑自律的に進むには︑こうす

葉の遊戯に終わったのでは何もならない︒しかし︑そうい

先の尾田氏の言葉にもあったように︑内容が伴わず︑言

るよりほかないのではないか︒はっきりと言葉に出すこと

く・し承ったれ・貫欲・絞滑︒えげつないことではない

○人に対したらば︑今自分は尊大・横柄・高慢あるいは卑

と思う︒

によって︑出さないよりは自制心も沸いて来るようになる

か︑これに対して高潔・清廉があるが己の行為はどうか︒

のになっていはしないか︒これに対して謙虚・謙譲・謙

︵本会特別会員・日本体育大学客員教授︶

木屋野正勝

ぜそれほどに行き詰まっているのでしょうか︒政治の最重

今日の先進諸国の政治・経済は勝利したはずなのに︑な

たとしか言いようがありません︒

らないというのですから︑これは現代が歴史の員にかかっ

喜ぶ人灸がいるという時に︑それ自体を見直さなくてはな

民主主義議会政治・自由主義市場経済の勝利が確定したと

いる︒

することではない︒国民の私たちひとりひとりにかかって

品格ある国づくりと言っても︑何も政治家や役人だけが

屈・出しゃばり・ひけらかす︒バカにすると言われるも
遜・親切・丁寧という語があるが今はどうだろう︒

○仕事を頼まれ︑これを引き受けたからには誠実に︑責任
をもって当たる︒問題は順調に運ばないとき︑無責任・
背任などの語を思い浮かべる︒

歴史の良

社会主義が敗北した今になって新たな難問
いま日米欧の先進経済諸国は︑政治や経済の目標と︑そ
の手段について︑見直しの時期を迎えています︒

社会主義計画経済が崩壊し︑ソビエト連邦が消滅して︑

（27）

か︑分かりやすいところから点検することとします︒ているのに︑事態は改善されていません︒

要課題である市場経済がなぜ見直されなくてはならないの改めなくてはならないという内外の識者の声が何年も続い

いまの景気後退についても︑昨年の秋には終わり︑緩や

まず︑断っておきますが︑市場経済という場合︑普遍的かではあるが回復に向かったという政府や研究機関の専門

なものが存在するわけではありません︒西側先進諸国の政家の見通しが発表されていましたが︑今年になっても回復

策としては︑自由主義市場経済を目指していたのでありまの確かな見通しはたっていないのです︒債務超過の構造が

シ型とか︑あるいば︑日本型と︲いうしがないのが本当のと：復しませんし︑企業の業績も改善しないのです︒

すが︑実際の姿はアメリカ型とか︑イギリス型とか︑ドイ直っていなかったためで︑いくら金利を下げても消費は回

義も失敗したのだということの証明なのでしょうか︒

いるアメリカ経済が行き詰まっているというのは︑自由主

ころです︒世界のどこよりも︑自由主義市場経済の条件を満たして
借金漬けの米国は自由主義失敗の証明か

その中で︑個人主義の色合いが強く︑自由競争の市場メ日本や欧州諸国にも重大な構造的欠陥
カニズムを世界のどこよりも大事にしているのが米国です︒

しかし︑国全体として見た場合︑アメリカの庶民の消費生一方︑欧州諸国や日本の経済も重大な構造問題を抱えて

活は︑稼ぐだけでは足りずに借金してまで買い物をするのいます︒日欧は︑市場経済に分類されはしますが︑実はア

式︑さらには︑商慣行や企業経営に対する行政機関の介入

りも割り高の資金を借りて投資する経営が常態になってしビジネスのルール︑企業経営者や従業員の価値観や行動様

が日常になってしまいました︒また︑企業は世界のどこょメリカほどの自由な市場経済であるとは言えないのです︒
まい︑国際競争力が低下してしまいました︒

これが今日の米国なのです︒このため︑国全体として見の仕方とそれに従う企業・個人のあり方まで︑近代工業が

た場合︑政府・企業・家計︑全ての部門が債務超過︑つま登場する以前からの社会システムを引き継いだままで︑市

の結果として︑このようなことが起きてしまったのです︒は︑経済の発展段階に応じて新しくなっていくものである

り〃借金漬け″になっています︒企業や個人の自由な選択場経済を発展させているのです︒社会システムというもの
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と考えがちですが︑そうではないようです︒こんなことは︑

資産価格が急騰して通貨価値を下落させてしまったのは︑

弱い産業は途上国にまかせて︑国際分業のメリットを享受

なりました︒国際経済の拡大と安定のためには︑競争力の

が進んだのですが︑この時︑日本経済の構造調整が課題に

一九八五年の春から始まったドル高の是正︑つまり円高

﹁見える手﹂の重大な失敗でした︒

しているうちに︑封建時代のシステムのまま︑生きている

学者は分かり切っていたのでしょうが︑目先の分析に注力
ことをコロッと忘れてしまったというところでしょうか︒

市場の失敗を回避する﹁見える手﹂の無能化

かという事態になってしまいました︒構造調整は倒産を伴

です︒しかし︑急激な円高で︑倒産が続発するのではない

できる構造になるという考えが国民的合意となっていたの

うものだと︑抽象的には理解できていても︑現実になって

ところで︑市場経済とは︑企業や個人の利益を最大化し
い手﹂の調整機能が働いて︑経済全体の発展が可能になる

ようとするバラバラの経済行為も沢山集まれば︑﹁見えな

金融を緩和することになりました︒しかし︑悲しいかな︑

です︒政策としては︑財政措置はとれないということで︑

貿易黒字が増えていて︑円高が進行していたために︑当局

承ると︑倒産回避が政策課題になってしまったというわけ

法律などの﹁見える手﹂が介入することで︑市場経済の失

の予想を上回ってお金がジャプジャブになってしまったの

は社会的不平等とか︑思いもかけない摩擦が発生するため︑

敗を避けることが一般的になっています︒日本株式会社論

です︒もちろん︑過剰流動性を吸収しなくてはならないと

という原理なのです︒しかし︑市場原理にまかせておいて

手﹂が極めて巧妙に働いて︑先進諸国の中で最大の成功を

でした︒

いう意見もありましたが︑当局を動かすことは出来ません

が言われたこともありましたが︑日本では行政の﹁見える

合︑この﹁見える手﹂というのは︑当事者にしか見えない

ドイツやスイスでは︑過剰なお金を吸収する引き締めが

達成したと言われるまでになっています︒しかし日本の場

﹁不透明な市場﹂と警告されています︒

という点で︑官民癒着と国内的にも批判され︑海外からは

策を実施すべきであるという意見があったのですから︑出

なくても︑通貨価値の安定を維持するために︑引き締め政

実行されていたし︑日本国内でも︑物価指数が上昇してい

になると︑経済が不安定化してしまうのですが︑手近なと

来ないことではなかったのですが︑通貨の番人としての当

しかも︑この肝心の﹁見える手﹂が無能を暴露するよう
ころでは一九八○年代後半の日本がその典型的な例です︒
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局はそう判断しなかったのです︒

この誉めは︑今日にも及んでいるのですから︑失敗のつ

しての信用収縮がエコノミストの予想を超えて景気の落ち

けは大きかったのです︒一つは︑異常なカネ余りの反動と

とですから︑経済基盤の最たるものなのです︒現実は︑経

済基盤を不安定にしてしまう政策選択をしてしまったので

政策選択の間違いはそれだけにとどまりませんでした︒

す︒

ないのに︑不況を恐れる余り︑この課題にもブレーキをか

けてしまったのです︒一九七○年代からの課題であった対

競争力の弱い分野は途上国などに譲っていかなくてはなら

外不均衡解消が先に延ばされてしまったのです︒残念と言

込承をもたらしていることです︒もう一つは︑カネ余りの
ると一転して必要でもないときには︑勝手に溢れだし︑必

時に海外に溢れ出した﹁ジャパンマネー﹂が︑不景気にな
要とするときには役立たないということで︑金融面でも︑

このように︑内外での日本経済の評価にギャップが生じ

しょう︒

と恨承をかうほど豊かにはなっていません︒それが実感で

世から消えれば国際経済摩擦の大半は無くなってしまう﹂

ているのですが︑妬まれ︑嫉まれ︑さらには﹁日本がこの

上昇が続いて高額消費が賑わうなど︑確かに豊かにはなっ

こうした混乱のなかではありましたが︑それなりに景気

うしかありません︒

ことになります︒

日本経済は︑世界経済の不安定要因であることを証明した
この過程では︑日本の証券市場も︑金融市場も︑信頼で
きないことを世界に印象づけてしまったのです︒
﹁経済・金融大国論﹂から﹁生活大国論﹂まで
この間︑﹁金融大国﹂とか﹁経済大国﹂とかの言い方で︑

すと︑それはまた︑改めて考える必要があります︒

かし︑生活大国論が政策目標として適当かどうかとなりま

こうした状況で出てきたのが﹁生活大国論﹂ですが︑し

たままでは︑日本の経済基盤が空中分解しかねません︒

しなくてはならなかったのです︒しかし︑そこに思い及ば

割を果たすためには経済の安定と拡大のための基盤を強化

増大する日本の国際的役割が話題になりましたが︑その役

ない雰囲気で浮ついていたのが実情でした︒﹁いざなぎ景
たりして︑反省させられます︒通貨価値を安定させるとい

る産業が無くなったとの判断から︑経済は低成長をよぎな

実は︑一九八○年代に入って︑画期的な成長が期待でき

気を超える空前の好景気の可能性をさぐる経済評論があっ
うのは︑経済の尺度を信頼できるものに維持するというこ
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なくてはならないということで︑各国の政策当局が合意し

めには︑先進諸国が﹁インフレなき持続的成長﹂を達成し

代に悪化した途上国の対外債務の問題を破局に導かないた

くされるとの見方が一般化しました︒しかし︑一九七○年

証明されてしまいました︒アメリカの過剰消費を改善する

思う向きもありましたが︑結局︑泡でしかなかったことが

モノへの欲望がぷたされることで︑内需拡大が実現したと

んでした︒カネ余りの中で浮かれ出た高額消費によって︑

いう言葉でこのことを表現しましたが︑これも果たせませ

同時に︑国際経済を危機に陥れる貿易不均衡を解消する

ました︒

です︒折角の国際的経済貢献が出来る機会を逃してしまっ

ような投資機会が︑日本経済の中から出ては来なかったの

とも︑進めようとしていました︒

ため︑問題になる日本やアメリカの経済構造を調整するこ

日本の国際貢献の残された機会は︑世界のために︑日本

たということになります︒

のために︑いま市場経済が直面している﹁歴史の民﹂を解

しかし︑こうした課題を達成するうえで大事なことは︑

経済基盤を損なわないということでしたが︑それを日米両

消すること︑要するに︑新しい経済システムを生承出すこ

何が価値あることなのか︑それを実現する手段は何か︑

選択であったということになります︒

て︑生活大国を目指すと判断したのであれば︑的確な政策

応しいものに再構築することであり︑その方法の一つとし

そのためには︑国内的には︑経済基盤を新しい事態に相

とだと思います︒

国とも破ってしまったのです︒

依然残る日本の課題は﹁投資機会の開発﹂

日本については︑果たせなかった重要な課題がまだあり

ます︒八○年代から増大する貿易黒字を背景に︑膨大な貯

答えが期待できないのは当然ですが︑それに挑戦する政治

価値観が多様化している今日の政治状況で︑はかばかしい

蓄が累積するようになっていました︒このため︑新しいビ
になったのです︒しかし︑ここでも残念なことですが︑冒

かありません︒

家と︑そういう政治家を選ぶ国民と︑両者の健闘を祈るし

ジネス機会・投資機会を開発することが日本の戦略的課題

を還流させるということで終わってしまい︑折角の課題を

︵本会特別会員・読売新聞社調査研究部主任研究員︶

頭に紹介したようなアメリカの資金不足を補うためにドル

日本の課題を提示した﹁前川リポート﹂は︑内需拡大と

達成することが出来ませんでした︒
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︻特別講演会講演要旨︼

日本の文化と農業の将来︵一︶

︿紳輔嘩冊岬伽舵僻計海淵糾雌納胤鋤砿紳剛馴髄隙脈誹帆階︶

今日︑私にいただいた演題は﹁日本の文化と農業の将
来﹂となっていますが︑いまご挨拶にありましたように︑

農業問題︑コメ問題が国際的に︑大変やかましい問題にな

武田新農政研究所所長

武田邦太

うことは︑よく分かっていないのですが︑農業を考える場

いることをお聞きいただくことにしたいと思います︒

合の文化的視点というようなことについて︑日ごろ考えて

｜︑農業基本法について

て共存共栄するという本来の建て前をふりかざして︑日本

ガットは︑自由貿易主義で︑世界のマーケットを拡大し

それと並んで池本博士を所長とする新農政研究所なるもの

館のすぐ前の短波放送会館に宏池会の事務所がありますが︑

人を︑池田さんの農政顧問として︑いまでもアメリカ大使

昭和三十五年︑第一次池田内閣の時に池本喜三夫という

最初に︑私どもの研究所のオリジンを申し上げます︒

の農業にも︑コメ市場を開放しろ︑それをやるかやらんか

っております︒

が︑このたびのウルグアイ・ラウンドの成否を決定する︒

を作りました︒

池田さんとしては︑国民経済の高度成長に自信を持って

このように非常に重い論理を持って迫っていますので︑今

り前のようになっていますが︑当時︑経済学者としては下

総理になったわけです︒いまでは高度成長というのは当た

日のお話の前半で差し迫った問題についての私どもの研究
農業の関係に触れたいと思います︒

村治博士が高度成長の理論を打ち立てておられたばかりの

所の考え方をお聞きいただきまして︑後半で日本の文化と
何分ずっと農業専門でやって参りまして︑文化などとい
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から出発して︑根本から建て直さなければならぬ︑という

中国との戦争は負けるに決まっている︑日本は農村の改新

話で︑びっくりもしましたが︑大変感銘したのであります︒

いう農村・︿イロットを作って︑一千年来の文化的な恩恵を

鐘紡が︑日本の資本と技術によって中国の要所に︑今日で

受けた日本人として︑中国に農業面から恩返しをしようと

したのであります︒

そういう体験の中でわかったことですが︑当時の指導者

石原将軍が言われたように︑日本は完全に戦争に負けま

ます︒

代の石原さんのご尽力によるところが大きかったのであり

で︑圧倒的に異民族から尊敬され信頼されていたのが︑満
農村におっても石原さんの声望は圧倒的に高い︒それで

いう仕事をやるようになったのも︑参謀本部の作戦課長時

れぞれ七千ヘクタールばかりの農牧場の建設と経営に参加

だいたい十年ぐらい︑前半は河北省︑後半が吉林省の︑そ

石原将軍がいわれるのに︑今のままでは日本は駄目だ︑

たＯ

行って︑これからの日本のあり方をいろいろうかがいまし

翻
。

ときで︑ほかの経済学者はほとんど賛成するものがいなか
った︒そういう状況の中で︑池田さんが下村さんのすぐれ
た経済学的提言を現実の政治に取り込むことに英知と勇断
をもって対処したことは︑ひとつの歴史的壮観であったと
ただし︑国民経済が高度成長する中で農業をどう位置づ

思います︒

ていなかった︒

けるかということは︑下村さんの考え方も充分はっきりし
ずいぶんたくさんの人の意見を聴いたけれども︑どうも
池田さんが安心できる農政の論理ができない︒とうとう神
あります︒

戸で病気静養していた池本博士を引っ張り出してきたので

十字

責任者でありました︒私は中国の現場を志望いたしまして︑

池本さんは私が大学を出てまもなく入った鐘紡農林部の

:
．
.
熟

州事変や満州建国をやった石原莞爾将軍でありました︒

の紹介で︑京都の師団長をやっていた石原さんのところに

日本に帰った機会に︑昭和十四年十月でしたが︑池本博士
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幹brr−−I.

は山形県鳥海山麓の西山開拓地に入られたばかりでしたが︑

た︒それからすぐ︑石原先生のところに参りました︒先生

からしばらく勉強したいと言って退社を許してもらいまし

てくれました︒しかし私は︑中国の仕事がなくなったのだ

帰ってくると鐘紡は︑九州の農場長に就任しないかといっ

努力をしておらない︒これから死にもの狂いになって努力

という農業基本法の中心的課題については︑ほとんどその

生産性なり︑従事者所得がバランスする農業を作っていく

たが︑高度に成長した国民経済の中で︑二次︑三次産業と

たといわれています︒確かにいろいろな点で古くなりまし

以後三十年たって︑農業基本法はもう古くなってしまっ

いる農業基本法であります︒

これから日本はどうなりますか︑という私の問に︑日本は

すべき課題として残っているのであります︒

した︒私は一年ばかり向こうにとめられていたんですが︑

これからよくなる︒軍隊はなくなるし︑実に身軽になった︒

ら︑農業と平和の関係を︑農業をしながらいろいろ考えて

確かに日本国憲法は押しつけられた憲法です︒今日の実情

しい時代に合わない︑という考え方が強くなっています︒

私は若い頃から歴史を勉強して︑平和なるもの︑それか

さんはこれからどうするのか︑と質ねられ︑ここに来て一

国の秘密なるものもないからせいせいする︒あんたたちは
大いに頑張ってほしい︑というお話でした︒それでおまえ

参りました︒いま戦争放棄の日本国憲法は古くなった︑新

のであります︒それが先ほど古川先生が言われた︑山形県

緒に開拓をやらんかと言われて︑大喜びでお言葉に従った

あります︒天皇を平和の象徴に仰いで︑日本を世界平和の

の戦争放棄の理想だけは︑これは高灸と掲げておくべきで

に合わないところもあります︒しかし︑少なくとも第九条

基地にする︒そして︑世界のすべての国ぐにに︑戦争放棄

石原先生はそれから三年ぐらいして亡くなられたのです

遊佐町の西山開拓地であります︒

ていた池本博士が池田総理に迎えられ︑新農政研究所長に

が︑私の開拓生活十五年目のころ︑鐘紡農林部の仕事をし

の憲法を制定するように勧奨すべきであります︒

れた農業基本法の自民党の案というか︑池田総理の案とい

る近代的農業を実現するため︑農業近代化の憲法と期待さ

のが︑私どもの変わらざる主張であります︒

ず日本で実現し︑諸外国でも実現してもらうべきだという

農業を必ず実現すべきだし︑それは可能である︒それをま

ころがかなりありますが︑二次︑三次産業と均衡調和した

同じように︑農業基本法もまた今日の時代に合わないと

就任して︑私に出てこいという要求が参りました︒新農政

うか︑原案を作りまして︑それを参考にしながら農水省が

研究所では︑高成長する二次︑三次産業と均衡し︑調和す

東畑精一先生の指導下で作ったのが︑いまわれわれの見て
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二︑農業後継者の激減︑規模拡大の歴史的必然

とにつきましては︑いろいろ学者の間で議論がありますが︑

私どもは︑後継者は︑一年間に百五十日以上自家農業に従

える場合には︑男子が経営の主体になりますので︑女子は

子を軽く見るわけではありません︒農業の規模の拡大を考

事する三十歳未満の男子︑というように考えています︒女

女子として男子の及ばない農業経営の役割があるわけです

昭和三十年代の中頃からの経済成長のプロセスを申し上
酒々として農業から離反しつつある状況はご存じのことと

げることは時間がありませんが︑いま︑農村の若い世代が

三十歳未満というのは︑三十歳ぐらいになるとそろそろ

す︒

が︑一応後継者という場合は男子をとりあげるのでありま

であります︒これに対して後継者はどれくらいいるか︒後

平成二年二月の統計で︑農家戸数は三百八十三万五千戸

思います︒

継者をどういう定義で把握するのが適当であるかというこ

任せてくれと︑こういう要求を持ち出すのが︑各地を歩い

親父の命令で動くのはおもしろくない︒おれに農業経営を

てゑますと︑だいたい三十歳ぐらいからです︒ですから︑

それより若い年齢層を後継者と考えていいだろう︑と︑こ

いまは農業事情が混乱していますから︑四十歳になって

う考えるわけであります︒

もお嫁さんがもらえない︒こういう人がたくさんおりまし

もまだ財布の紐は親父さんが握っている︒四十歳を越えて

て︑こういう人たちを後継者に加える学者もおります︒そ

れは実質上後継者といっても間違いではないでしょう︒し

かし日本農業の将来性を考えて︑後継者とは何かという場

合には︑三十歳未満居を後継者とするのが適当だろうと︑

次に︑今日の日本人は平均して年間千五十時間ぐらい側

私は思います︒
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いているということになっていますから︑およそ二百五十

が七十二・四倍になる方向に傾いているということは︑一

これを米国と比べますと︑米国には︑田畑・果樹園が一

斜していることを意味します︒

億九千万ヘクタールあります︒農家戸数は二百十万戸です

戸あたり一○一ヘクタール強になる方向に農業構造が急傾

わけで︑しかし︑それでも日本の農業関係の統計では︑こ

日働いていることになります︒百五十日ぐらい農作業に従

れを﹃基幹的農業従事者﹄という名前をつけ︑別には﹃農

になります︒つまり︑日本の農業構造は農家一戸あたり現

から︑一戸あたりに算術計算すれば︑平均九十ヘクタール

事しても︑まだ百日ぐらいは農業以外の仕事をやっている

けやって他のことは全然やらないという人は少ない︒まれ

業専従者﹄ともいっています︒専従者といっても︑農業だ

いるのであります︒

こういうことは︑政治家︑行政官︑学者︑研究者︑マス

在のアメリカの平均面積より大きくなる方向に急傾斜して

コミ関係の人たち︑あるいは経済界の人たちと研究会をや

に︑畜産をやるとか施設園芸をやるような人には農業だけ

の仕事もするが︑農業を主体にしている︒そういう人を

やってる人もおりますが︑きわめて例外的であります︒他
﹃基幹的農業従事者﹄といい︑﹃農業専従者﹄ともいうので

立論に反対する人はおりません︒おらないのに︑こういう

り︑農業者とはもちろんやりますが︑だれ一人としてこの

そういう︑年間百五十日以上自家農業に従事する三十歳

あります︒

ご承知のように︑日本の農業は規模が小さいから︑外国

取り組むことはほとんどありません︒

の農業とは競争できない︒あるいは世界のトップレベルに

状況に対して︑政治も世論もどう対処すべきかを真面目に

の一環として︑五年ごとに一回日本もやりますが︑その

の﹃農業センサス﹄︑これは︑全世界的な﹃農業センサス﹄

﹃農業センサス﹄によりますと︑後継者は五万三千人とな

配的であります︒しかも︑世界を驚かす経済成長の結果︑

ある都会の産業にかなうわけがない︒こういう考え方が支

未満の男子を後継者といたしますと︑去年の二月一日現在

二・四戸に一人の後継者というかたちであります︒

ります︒これは三百八十三万五千戸の農家に対して七十

を確認しようともしていないのであります︒これは日本の

農業がいかに駄目産業で︑将来とも駄目なんだという考え

農業は︑規模拡大をせざるを得ない状況になっていること

方が迷信的に固定化しているか︑ということの証明ではな

七十二・四戸に一人の後継者ということは︑現在︑五百
て︑農業戸数は三百八十三万五千戸ですから︑平均すれば

二十四万三千ヘクタールぐらいの田畑・果樹園がありまし
一戸あたり一・四ヘクタールになります︒ですから︑これ
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いかと思うのであります︒

二人いるような人なら日当二万円ということはありえない︑

二万五千円或いはそれ以上になる人が少なくないでしょう︒

ところが米を作れば六千円にならない︒しかも今後︑米

価は上がる可能性がないとすれば︑若いジェネレーション

が農業から離反して都会に行くのは当たり前の話です︒更

三︑農業の低生産性︑低所得

農家七十二・四戸に一人の後継者というのは︑調査時点

万円にはなりましょう︒そして︑奥さんが子供の成長後︑

の瞬間風速でありまして︑このままでは風速はいよいよ加

手がかからなくなれば大抵︑パートか何かの仕事をおやり

ントずつ成長すれば︑十年後の年間所得は︑まず七百五十

が現れたかと申しますと︑それは︑農業の生産性が低い︒

になる︒とくに能力が高くて専門職ということでなくても︑

に︑二次︑三次産業は毎年平均三パーセントから四パーセ

従事者所得が少ない︒だから︑若い人たちは農業をやるの

旦那さんの半分ぐらい稼ぐということになれば︑現在の物

速するのであります︒それでは︑なぜこういうような状況

ん出ていく︒これは歴史的に︑あるいは経済法則的に︑当

的な一世帯あたりの所得ということになります︒

価の計算で︑ご夫婦で年間千二百万円が日本の国民の標準

が馬鹿馬鹿しいから︑所得の多い二次︑三次産業にどんど
然の話です︒川の流れが谷川を流れて︑平野部を流れて︑

米の問題の喧ましい時ですから米の例を取りますと︑平

も作れないような状況です︒とくに建設関係で︑単純な作

けですが︑外国の労働者を受け入れなければ︑自動車も鉄

かあるいは中国とか︑中国からは正式には採用出来ないわ

一方で︑いま日本では労働力が不足して︑フィリピンと

海に進むのが必然であるように︑人間は産業の発展につれ
て︑所得の低いほうから高いほうに流れる︒政治権力とい

成二年産米で︑米を作った人の所得を日当で表しますと全

が多い︒それにいくら払っているか︒約一万円です︒ごく

業︑危険な作業︑汚い作業は外国の人にやってもらうこと

えども︑これを遮ることはできないわけであります︒

二次︑三次産業ではどうであるかと申しますと︑現在︑賞

国平均一日あたり五千八百二十一円です︒これに対して︑

ころは予算としては一万五千円払っている︒途中でピンは

最近建設関係の会社の役員の方と話してゑますと︑私のと

ねされても一万円ぐらいにはなっているだろう︑こういう

す︒さっき申し上げたように年間二百五十日働くとします
と︑日当平均ではおよそ二万円になります︒年齢三十歳代

ことでありました︒これもずいぶんひどい話ですが︑とも

与を含めて男子の標準的な年間所得はだいたい五百万円で

の中ごろから四十歳前後で家庭を持ち︑子供さんが一人か

（37）

ことをやってもらいたくない︒自民党から共産党にいたる

の牙城は農協です︒農協は︑できる限り農家が減るような

先ほど申しましたように︑現在︑七十二・四戸に一人し

かくそういう状況の中で農業はこれからどうなるのか︒
か後継者がいないんですが︑さらにこれを分析しますと︑

のであります︒

まで︑選挙において農協が握っている影響力を恐れている

ちばん儲からない︒一般の常識では︑米は自民党政府が保

それでは規模拡大をやるとして︑どこまで規模拡大をす

四︑規模拡大の目標

米どころほど後継者がおりません︒当然の話です︒米がい

いるように思われています︒また事実︑保護を一生懸命や

護しようと思って必死になっている︒非常に恩恵を受けて

たとえば︑宮城県はササニシキの本場です︒ところが︑

っているのですが︑現実の生産性は米がいちばん低い︒

毎年の農業白書を見ますと︑従事者一人あたりの年間純

ればいいか︒

出したアキタコマチはササニシキよりいいと言われるほど

農家百一・三戸に一人しか後継者がおりません︒最近売り

生産が︑農業を一とすれば︑二次︑三次産業はその三・五

生産が出ています︒これは要するに付加価値です︒その純

一人です︒古い銘柄ながら依然として横綱はコシヒカリで

は年間百五十三万六千八百円の純生産を生糸出したのに︑

倍ぐらいに統計されています︒平成二年度白書では︑農業

の新品種ですが︑その本場の秋田県では百三十九・二戸に

す︒ところがコシヒカリの本場の新潟県は百五十三・八戸

出したとされています︒ところが農業は︑この﹁一﹂を得

二次︑三次産業は五百四十二万二千六百円の純生産を生承

るために︑輸入価格の何倍かで売るわけです︒お米はだい

に一人しか後継者がいないのであります︒

新潟県などは農業外の仕事にわりあい就職しやすい条件

たい四

けどだいたい計算して承ると︑米国の米で六十キロ︵一俵︶

で日本に輸入される実績がありません︒理論計算です︒だ

五倍も高く売っている︒現在は外国の米がウルチ

ないです︒新潟県はすでに一戸あたり耕地面積が米国の平

もありますが︑お米を作って儲かればこんなに減るはずは

りません︒こういう状況を政治がまともに取り上げようと

ます︒

あたり輸入価格は四千円ぐらいだろうと理論計算されてい

均の二倍半以上になる方向に傾いていると言わなければな
しないというのは誠に不可解です︒なぜこういう問題に大

日本の生産者米価︑つまり政府の買い入れ価格は六十キ

きなメスを振おうとしないのか︒それは農政が保守勢力に
よって決定的に支配されているからであります︒保守勢力
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ロあたり一万六千五百円ですが︑自主流通米は二万円以上

票しねえよ︑と言いそうなものですが︑そう言わない︒こ

先ほど古川先生が言われたように︑私は大学でフランス

んなのを旧制度的脳味噌というのでしょうか︒

ります︒しかし︑小麦は五倍以上︑大豆は六倍︑こういう

の農政史を勉強しました︒とくにフランス革命の前と後の

五倍ということにな

ふうに高い価格を政治に保証してもらって﹁一﹂です︒全

いう優れた経済学者兼政治家がどういうふうに旧制度の農

農業の状態︑農政のあり方を研究しました︒チュルゴーと

になっている︒だから輸入価格の四

一対十七・五の生産性格差があることになります︒農業基

を持って勉強したのですが︑革命前の制度が旧制度ですね︒

業︑農村を変革しようとしたかということにいちばん興味

体的に国内の生産者価格が輸入価格の五倍だと平均すれば︑

とになっていましたが︑基本法制定以来三十年怠けに怠け

ームであります︒現在は農業の歴史でいえば︑明治維新以

日本でいえば明治維新前の制度が旧制度︑アンシャンレジ

本法では︑二次︑三次産業並象の農業生産性を実現するこ
て︑生産性を向上させることをやらなかったものですから︑

るでしょう︒一対十七・五の生産性格差は放っておいたら︑

どんなに急いでも十年はかかります︒あるいは十五年かか

寄与し得なくなっている︒かつて自作農の創設︑維持を使

ない︒農協もまたそうです︒日本の農業の発展にまったく

見れば旧制度です︒完全に拭い去ってしまわなければなら

る︒食管制度も国民経済が顕著に高度成長した現時点から

たまって︑いま農業の成長をがんじがらめに縛りつけてい

上の変革期です︒しかるにアンシャンレジームがたまりに

農業基本法ができた頃は大したことはなかったんですが︑
いまや一対十七・五倍の開きができてしまった︒

まだまだ拡がります︒そして農業する人がいなくなって︑

これほどの開きを︑一挙に解消することはできません︒

田も畑も雑草だらけになることは間違いありません︒間違

ってしまった︒

命として前向きの役割を果たした農地法もまた旧制度にな

このようなもろもろの旧制度の代表的なひとつ︑食管制

いありませんのに︑そういう危機感が政治の表面に出てこ

度は戦争中東条内閣の時に食べ物が足りない中で公平に消

ない︒現に麦や大豆はとっくの昔に放棄されています︒麦
や大豆はほとんど日本では生産されないといって差し支え

費者に分けるために作られた制度です︒ところが戦後には

消費者のためではなくて︑むしろ生産者のために︑食糧増

いる︒しかるに米によって立っている農協さえ騒がない︒

産のバネとして食管制度が使われました︒そしてどんどん

ありません︒いままさに米がそういう状況になろうとして

です︒なんとかしてくれなければ︑われわれは自民党に投

本当は農協がワイワイ騒いで自民党に働きかけるべきなの
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の主張には︑基本法の制定以来︑賛成者が少ないまま三十

路線において前向きに整理されなければならない︒私ども

しかし今日では生産者米価は下げられる︑減反は強制さ

年を経過し︑その間に後継者は激減に激減を重ね︑現在に

米価の吊り上げをやるようになりました︒

の発展はあり得ない︒また︑食管制度は消費者のためにも

れる︑こういう状態ですから︑もう食管制度の下では農業

革する政治の意志がどうもはっきり提示されないのであり

農協と農地法によって構築されている︒しかるにこれを改

由主義経済においてあるまじき農業の状態が︑食管制度と

力が押さえて自由な経済活動が許されない︒このように自

なってしまった︒生産から価格︑流通まで︑ことごとく権

に買えない︒このように生産者にも消費者にも自由がなく

成長するとすれば︑十年後には農業者一人あたり現在の二

せん︒二次︑三次産業が︑今後三

うということになりますと︑これは十七・五倍では足りま

いましたように︑仮に農業全体を十年かかって何とかしよ

志望する︒これは間違いがありません︒しかしさっきも言

産物価格が五分の一になっても︑若者はどんどんと農業を

一人あたり生産性を現時点で十七・五倍以上にすれば︑農

経済論理としては極めて簡単なことであります︒農業者

のであります︒

いたって︑外からはウルグァイ・ラウンドに迫られている

ます︒自民党から共産党に至るまで︑アンシャンレジーム

十六︑七倍ぐらいを目標にしなければならないことになり

よろしくない︒消費者は本当に自分が食べたいお米を自由

の農業体制を堅く守ろうと主張する農協に対して︑正当な

です︒こういうのは最もいけないことです︒農協がどう主

票を獲得するために︑農協の主張に妥協しようという姿勢

どの政党も選挙の時に農業側から︑ちょっとでも選挙の

全にすれば十五倍でもいい︑こういうことになります︒当

れば︑面積としては二十倍前後になればいい︑二毛作を完

セント強︑麦類で二倍に︑大豆で三倍に向上することにな

ます︒この間︑あとで申しますように単収が米で四十パー

四︒ハーセントの年率で

指導力を持ち得ないのであります︒

張しようと︑農業者は消費者のため︑国民のために食糧生

然それだけ農家戸数は減少せざるを得ないのであります︒

三次産業並承の生産性と従事者所得が得られるべきである︒

ほとんど絶望的とも思われるこのような目標をどうして

五︑イノベーション︵技術革新︶の意義

産をするんだ︑まともに食糧生産に努力すれば都会の二次︑

これはだれが考えたって議論の余地のない農政の基調でな
ければならない︒これを阻害する諸制度は︑旧制度として
整理されなければならない︒農協のあり方も︑いまやこの
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う言葉は技術革新と訳されています︒しかし技術革新では︑

ョンが先駆的な模範を示しています︒イノベーションとい

動車がそのチャンピオンですが︑その製造業のイノベーシ

達成するのか︒それは︑池田内閣の頃の製造業︑製鉄と自

従業員が勤勉であっても︑工場の設備がその技術を生かす

ば工場の設備です︒いかに技術のすぐれた技師がいても︑

の︑実現するものは高水準の設備投資です︒製造業でいえ

スピードが最も早い︒このイノベーションを具体化するも

か︒そのための研究にしのぎを削るのです︒年間出荷額の

だけの水準の高い設備でなければイノベーションを実現で

何パーセントを価値ある設備投資のための研究に使うか︑

きません︒その設備投資をいかにハイクラスのものにする

はそれ以上にすること︑製鉄業や自動車工業は広大な裾野

一に従事者一人あたり年間生産量を数倍︑十数倍︑あるい
産業をもつとはいえ︑三十倍生産するようになりました︒

そこに企業の運命をかけるのであります︒

イノベーションの内容をよく表現できません︒それは︑第

しかし粗雑なものは作らない︒高品質で︑しかもコストが

で︑血液の中の塩分がなくなる︑それで塩をなめながら働

く分かります︒昔は熱いところで汗を流して重労働するの

働から頭脳労働にシフトしました︒製鉄をご覧になればよ

す︒楽になる︒そして安全になりました︒作業を肉体的労

それでは従業員が大変苦しい労働をするかというと︑逆で

ると思います︒私などは下手な百姓ですから実際に農業を

大豆は三倍ぐらい︑単収四百キロくらいになる可能性があ

ロくらい︒麦は二倍ぐらい︑単収六百キロから七百キロ︒

じ面積で米は四十パーセントぐらい増収する︒単収七百キ

業者一人あたり生産性を二十六︑七倍にする︒ただし︑同

ません︒私どもの考え方が正しいとすれば︑十年計画で農

これに対して︑農業はまったくそういう努力をやってい

いた︒しかし︑今はもうまったくそういうことはありませ

やってぷて︑篤農といわれる人びとに指導していただいた

安い︒これがイノ尋ヘーションの第二の性格です︒第三は︑

ンベアで運びます︒こういうようなことがイノベーション

ん︒気温は調整されているし︑重いもの︑危険なものはコ

二倍︑麦類で五倍です︒大豆は各地の県試験場に五百キロ︑

わけですが︑そういう人たちは単収どれだけ取るか︒米で

の具体的意味であります︒

には七百八十キロの記録がありますし︑長野県の篤農は九

六百キロの実績がある︒古い記録ですが︑宮崎県の試験場

百キロの実績をあげています︒ともかく米で七百キロ︑麦

二次︑三次産業はこのような製造業の切り開いたイノベ

類六百

ーションのレールの上をイノ尋ヘーション︑またイノベーシ

ョンと進んでいる︒これが日本の二次︑三次産業が世界に

七百キロ︑大豆四百キロの単収が一般化すれば︑

冠たるゆえんであります︒外国もやりますが︑日本がこの

（41）

二十七倍の生産性向上のためには二十倍︑二毛作なら十五

倍の面積をこなせばいいことになります︒さっきも言いま

ル強になる方向に傾いているんですから︑現在の平均を一

したように後継者の激減で一戸あたり耕地が百一ヘクター

・四ヘクタールとすれば︑二十ヘクタールから二十八ヘク

タールにすることは当然できます︒それで十年後の二次︑
なります︒

三次産業の平均水準にバランスする生産性が上がることに

六︑イノベーションを具体化するものは

高水準の設備投資

それでは現在の十五倍から二十倍の面積をこなすのに︑

さっきも申しましたように肉体労働を楽に︑頭脳労働をア

クティブにして︑悠為と現在の三十倍近い生産を上げるこ

とができるか︑もちろんできます︒ただし︑そのためには

私どもの理想から言えば︑大学や試験場に︑十年後︑十

お金が要る︒設備投資が必要であります︒

五年後を目指して︑日本の農業はかくあるべきだという設

計によりましてパイロット農場をもってほしい︒北海道以

外は原則として裏作ができます︒現在は裏作するよりも出

稼ぎをしたほうがずっと儲かりますから︑裏作をやらない︒

冬の季節に飛行機で日本の国士をご覧になればまったく索
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裏作の状況が展開しているはずです︒二次︑三次産業の仕

になれば麦の緑と菜種の黄色︑レンゲの赤など︑絢欄たる

漢たるもので︑ほとんど何も作っていません︒本当は春先

わけがない︑また︑外国農業にかなうわけがない︑という

す︒それでは︑農業という産業は二次︑三次産業にかなう

スト実験をやって承せる研究はどこにもないようでありま

事に負けないくらい儲かりさえすればです︒儲からないか

縛しているからではないか︒また︑政治家がそういう問題

伝統的な迷信が︑知らず知らずのうちに研究者の活動を束

そういう研究を︑大学や試験場でやってほしい︒試験場

らごらんの通りであります︒

お米の話ばかり申し上げて申し訳ありませんが︑平成二

はないかと思うのであります︒

を研究者に提起し︑所要の予算や設備を用意しないからで

い︒大学はここを卒業したら︑よし︑おれは故郷に帰って

年産米でいいますと︑十アールあたり︑つまり一反あたり

はどっちかといえば基本的な問題を研究し︑展示してほし
こういう農業をやろう︑という確信と能力がつくような．︿

ったことになっています︒その玄米を白米にすると九十パ

平均四十三・八時間の労働力で五百三十三キロの玄米を取

やって見せる︒それを教授や学生が観察し︑研究し︑注文

ロから十一キロのお米を生産したことになります︒これが

ーセントに減りますから︑だいたい労働一時間あたり十キ

は︑その地区の一流の農業者が模範的な︑先駆的な経営を
をつけて更に前進させるかたちにしたらどうかと思います︒

イロット農場を持たなければなりません︒大学・付属農場

大学の先生が月給で働く作業員に作業させて実験農場をや

米国の農業も家族経営が主体ですが︑稲作などアクティ

ブにやっている農家などは余り自分で作業しない︒たとえ

昨年の日本の稲作の平均的な実力ということになります︒

の生活をかけてやらなければならない︒そういうパイロッ

っても︑経営の先駆的実験にはなりません︒経営は自分ら
ト農場が各大学になければ本当の研究はできないと思いま

らまいてくれる︒肥料や農薬も飛行機でまいてもらう︒収

ば種をまく時には種まき業者に頼めば飛行機でバーツとば

す︒

もちろんこれまでも︑試験場や大学での技術的研究には

れらの作業委託を設計したり︑水の見回りくらいです︒で

穫もコンバインを持った業者が来てやる︒農家の仕事はそ

の経済成長︑その歴史段階の食糧マーケットはかくのごと

立派な研究がずいぶんあります︒けれども十年︑十五年後

とは無理がありますが︑だいたい頭脳労働を含む労働時間

すから厳格にいえば日本の家族経営のかたちと比較するこ

をあえて通計しますと︑十アールあたり二時間から三時間

くであろうから︑これに対応する農業生産︑農業経営はか
くのごとくあるべきだ︒そういう見地からの経営実験︑．
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いうことになります︒それでも労働一時間あたり百キロか

ば︑米国では十アールあたり白米の収量は三百キロ前後と

ら百五十キロぐらい︒日本の一時間あたり十キロ程度とい

見当でしょう︒日本の四十三・八時間はこれに比べると全
次に単収をゑますと︑国際連合の統計は収量をモミで発

のも当然であります︒

作と相撲をとるなど問題にならない︑こういうことになる

くお話になりません︒

表します︒モミで国際比較すると日本よりもアメリカやオ
ーストラリアの単収が割高な数字になります︒しかし︑私

ある意味では企業意識でしている人たちを見ますと︑たと

の稲作はおれたちがやる︑と言って︑ある意味の使命感︑

ところが私どもの研究仲間だけではありませんが︑日本

うのは︑これもまたお話になりませんね︒だから米国の稲

どもの若い研究員が︑三︑四年前米国に行って調べたとこ
ろによりますと︑米国では七つの州で米を作っていますが︑

えば熊本県竜北町の優秀農家は︑十アールあたり労働力四

モミを玄米にし精米して白米にした場合の歩留まりは四十

七

四十八パーセントにすぎない︒これは七つの州が全部

そうだというのです︒日本ではモミから白米への歩留まり

やはり六百キロ取っているから堂々たるものです︒一時間

あたり百三十三キロとっている︒それから最近たびたび新

時間半で玄米六百キロとります︒これは裏に小麦を作って

低いのか︑その原因を調べてゑますと︑大型農機で極めて

の優秀農家は三時間で玄米九俵半︑五百七十キロとってい

聞やテレビに出る秋田県の大潟村︑八郎潟ですね︒あそこ

は通常七十パーセント強であります︒あまり違うので︑米

ラフな作業をやるため︑モミの中に稲藁の屑や雑草の屑︑

国のような技術の進んだところでなぜこんなに歩留まりが

それに土砂なんかが混じっている︒それを全部取り除いて

すから︑米国に優るとも劣らぬ生産性です︒

ます︒一時間あたり百九十キロ︑精米にして百七十キロで
四十八パーセントにな

ゑてモミすり︑精米すると四十七

それから千葉県の佐倉市︑印膳沼土地改良区に私どもの

るというのであります︒モミすり︑精米のプロセスも︑調

査者の報告によれば︑日本と違ってクズ米がたくさんでき

こういう調査は私どもの研究所以外でやっていないよう

ういうふうに設計するのがいちばん労働力がかからないで

相当するものが︑米つくりでは田んぽですが︑田んぽをど

大変に懇意な研究仲間がおります︒製造業でいえば工場に

ですから︑ほかの研究者が同じような調査をすればどうい

では今年は三時間で六百キロとったそうで︑そうすると︑

生産が上がるか︑という研究を盛んにやっています︒ここ

四十八パーセントになる︑こういう理屈になっています︒

る︒だから白米として売るに値するものは︑モミの四十七

う数字が出るか分かりません︒しかし私どもの調査によれ
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す︒こうなりますと︑いま米国に負けているのは︑日本人

労働一時間あたり玄米二百キロ︑白米にして百八十キロで

用型農業のやれるところです︒傾斜地が多い︑土地が狭い

によって︑いわば米つくりのいい工場ができさえすれば米

い全農地の十七パーセントあります︒それ以上の傾斜地が

分の一から二十分の一までが緩傾斜地です︒これがだいた

から十五度までを緩傾斜地といいます︒田んぽでいえば百

次に︑緩傾斜地について申します︒畑でいえば傾斜八度

というのは完全な錯覚であり︑誤解であります︒

国に負けない︒もっとも米国でも腕つぶしのいい人は一般

急傾斜地で︑十三パーセントということになっています︒

の能力が劣っているためではないわけです︒田んぽの設型

ですから︑これでも安心はできませんが︑日本の米産業は

クタールの耕地をこなしていますが︑農業者一人あたりに

ィブにバリバリやっている農家は三百ヘクタール︑五百ヘ

て一戸あたり平均耕地面積は九十ヘクタールです︒アクテ

だから日本の国士が狭いからといっても︑アメリカだっ

統計よりもつととっている︒こちらは日本のチャンピオン
絶対外国にはかなわないというのは全くの迷信である︒
七︑農業危機の実態

きるのであります︒外国より水準の高い農地基盤整備によ

整備の設計いかんで︑いくらでも外国農業に勝つことがで

やっていない︒

四十数名で︑やはり一人あたり五十ヘクタールぐらいしか

田農場でも二千ヘクタール以上の田んぽですが︑従業員が

皆さんがよく新聞などでご覧になるカリフォルニアの国府

すれば米つくりで五十ヘクタールか七十ヘクタールです︒

って︑農業イノベーションを遂行するかしないか︑そこに

高水準の設備投資︑土地利用型農業でいえば︑農地基盤

勝敗の鍵があるのであります︒日本は土地が狭い︑傾斜地

しかし︑日本では︑さっき申し上げたように後継者が激

三万ヘクター

日本には五百二十四万ヘクタールの田畑・果樹園があり

面積をこなすようにしなければ日本の田んぼや畑は雑草だ

して規模を拡大し︑一人の農業者がこれまでの何十倍かの

減しているんですから︑思い切ったイノベーションをめざ

ます︵平成二年八月一日現在︶︒これは毎年二

ではありません︒米を作る人が激減して︑外国から米を売

らけになる︒そうなったら︑米は一粒も輸入しないどころ

す︒

が多いというのも︑これまた現実を無視した迷信でありま

ルぐらいずつ減っていますが︑このうちの七十パーセント

ってもらわなければならない︒これが農業の直面している

近くは平坦地︑あるいは準平坦地です︒まず四百万ヘクタ
ール近くは二次︑三次産業に均衡し︑外国に勝てる士地利
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ります︒頑張れば米国とでも相撲がとれる︒眼前に実例も

そういう意味で︑今日の農政は危険極まりない状態にあ

あります︒本当は︑この種の難局には政治家が身を挺して

ているのではなく︑農水省がやっているんだと感じたので

ずる思いがしたのです︒そして日本の農政は政治家がやっ

って活路を模索している姿に接して︑私はむしろ心が安ん

に農政を担当している農水省の幹部が︑そういう憂いを持

ある︒しかるにそういう方向に農政は進んでいない︒この

危機の実態であります︒

ままで行けば田畑は草だらけにならないとは絶対に言えな

当たるべきであります︒とくに旧制度を改めて新しい時代

を切り開いていくのは︑政治家の仕事であります︒革命は

いのであります︒

農水省の後ろ盾は農政審議会ですが︑農政審議会の会長

は行政官の仕事ではないんですが︑政治家が選挙の票にと

よく運営するのが行政官の仕事であって︑制度の変革など

らわれて有権者たる農業者に迎合し︑アンシャンレジーム

行政官の仕事ではありません︒現在の秩序を正しく︑効率

究会で話をしてほしいと言われ︑雑草危機の話をしました

の改革をやらないものですから︑行政官がやむにやまれぬ

をこの間までやっておられたのは︑皆さんご承知でしょう

ら︑川野先生が言われるのに︑私も日本の田んぽや畑がま

憂いを持って模索しているのが現状であります︒

が東大名誉教授川野重任先生です︒先生が主催している研

もなく雑草だらけになることを深く憂えているということ

だらけになって処置ないというようになった場合に経済界

を信ずれば︑日本の農業が若い世代から見放されるような

負けをくらったのに︑かくのごとく立ち直った民族の能力

しかし私は太平洋戦争のような間違った戦争をやって大

八︑日本農業の未来像

でありました︒

また別に経団連の研究会がありまして︑これも質の高い

研究会です︒農水省の幹部の方が招かれて来て当面の農政

が農業に乗り出す可能性があるかどうか︒これは農水省と

問題についていろいろ話された中で︑もし︑田んぼが雑草

して言うのじやない︑個人の質問として聞いてもらいたい

と仮定しても大丈夫再建できると確信します︒何よりもま

破局的状況にはなってほしくないんですが︑万が一なった

備︑高水準の田んぽの設計から出発すればよい︒

ず耕地の七十パーセント近くを占める平野部の農地基盤整

が︑という慎重な言い方でしたが︑農水省も川野先生と同
私はそれを聞いて︑農水省の真剣な姿勢を感じたのであ

じような深刻な憂いを持っていることを思わせる話でした︒

ります︒この方のような人は例外かもしれませんが︑現実
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とっています︒

印膳沼は二・五ヘクタールから七・五ヘクタールの区画を

広さですね︒それから八郎潟は二・五ヘクタールの区画︑

て竜北町は二ヘクタールです︒一般の七倍ないし二十倍の

つまり一反から三反の区画が混在しています︒これに対し

現状では田んぽの圃場区画が十アールから三十アール︑

な機械化作業を進めるのが今日要求される最高の農機具で

来の伝統的農業技術に立ち返り︑稲の本性に即して高能率

てだいぶ乱れておりますが︑私どもの理想から言えば︑本

系として存在している︒今は外国式の農業技術が入ってき

分に発揮させるような技術の体系が日本の伝統的な技術体

考え方︑いわば稲の本質と言いますか︑そういうものを十

ップクラスにあるわけですから︑農業側からそれを要求す

ある︒そういう農機具をフルに活用させるような圃場区画︑

れば︑農機具工業は注文どおりのものを作る能力を持って

農作業の能率は区画によって左右されますし︑同じ人が

機械が痛承︑油が余計要ります︒だから大きいほど能率が

いる︒しかるに農業側はそれを注文しない︒これが現在の

つまり周密な作物観察と高能率な農機具活動を両立させる

上がることは︑だれが考えたってすぐ分かることです︒し

状況であります︒ともかく︑このような考え方から三ヘク

ような圃場区画が必要です︒日本の農機具工業は世界のト

かし︑あまり区画が大きくなり過ぎると︑今度は作物の観

がり角が少ない︒曲がり角で時間がかかり︑人間が疲れ︑

察に支障が生まれる︒農業は生き物を育てる産業です︒周

タール前後︑長辺が短辺の三倍くらいの区画が現在のとこ

同じ機械を使って同じ作業をするのに区画が大きければ曲

ことですが︑日本の農業技術の性格は︑生きものを生きも

到︑精級な観察を要求する︒これは日本の文化と関係する

第二の問題は水管理システム︑つまり用水と排水のやり

ろ適当であろう︑私どもはこのように考えております︒

のの身になって育てる︒稲をして稲たらしめる︒これが︑

日本のすぐれた農業技術の︑根本的な姿勢であります︒

本流になっているようだ︒これに対し︑稲の身になって︑

いいように︑人手のかからないようにすることが近代化の

作や麦作はどうも︑人間中心であるらしい︒人間の都合の

センチ以上のスピードで水を流せば︑パイプの中に藁クズ

排水のパイプは二十センチから六十センチです︒秒速六十

ようにします︒用水のパイプは十五センチから三十センチ︑

方式を採用いたしまして︑水のかけ引きを遠隔操作できる

例を提示しております︒用排水ともに地下のパイプライン

方の改革であります︒これも印膳沼土地改良区が先駆的実

麦の身になって︑ベストのコンディションにおいて育てれ

や泥のたまる心配はありません︒

ところがヨーロッパ︑アメリカ︑オーストラリア等の稲

ばこういうかたちになり︑こういう実りを実らせるという
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しかも田畑転換が自由にできまして︑稲作省力化の最大
のキメ手である乾田不耕起直播栽培が可能になります︒麦

また︑農道の高さ五十センチですと︑両側に計一メート

が全くなくなります︒

っても︑実際に使える道路は三メートルになります︒十五

ルの法︵のり︶が必要ですから︑幅四メートルの敷地をと

センチなら四メートル幅もほとんど完全に使えるし︑下層

の刈跡に耕起しないまま︑選りすぐったいいモミを一粒播
から水を入れます︒地下に埋設した︒ハイプから用水が惨承

路盤を砕石で強化し︑舗装すれば︑十五センチでも充分に

きする方法です︒発芽して苗が十五センチくらいに伸びて
上がってくる仕掛けになっています︒水の深さが五センチ

農機やトラックの通行に堪えるのであります︒

きれば五ヘクタール以上に設計したいと思います︒地勢上︑

畑は水田より大きな区画を設定すべきでありまして︑で

くらいになるとひとりでに水がとまり︑ゼロになるとまた
稲作が終わって畑作がはじまると︑そのためには地下三

ひとりでに水が惨承上がってきます︒

べきであります︒また︑できる限り水管理システムを必要

多少の困難があっても百年の大計として思い切って施工す

とします︒日本は年間を合計すれば千八百ミリもの降水が

が入っています︒こういう田んぽになれば︑十アールあた

ありますが︑梅雨どきや時雨どきに偏っています︒関東地

十センチに水位を保てるように排水用の地下パイプライン

せる︒現在の十数倍ないし二十倍前後の能率であります︒

り稲作は二時間以下︑麦作なら一時間程度の労働力でこな

方でいえば春先の乾燥期に潅水すれば︑それだけで麦類は

もたないからであります︒ところが印膳沼土地改良区では

田んぽに水をはったとき︑農機や自動車が通るのに農道が

果物の相当部分を輸出したらいいと思います︒日本の高級

ますと︑私は緩傾斜地は原則として果樹園にして︑高級な

方になるはずであります︒次に傾斜地はどうするかと申し

作が外国と競争するとき︑水管理システムがその強力な味

三十パーセント増収するといわれるくらいです︒日本の畑

第三の問題は農道であります︒これまでの農道は幹線で

高さ十五センチで︑下層路盤を砕石強化し︑すべて舗装し

五十センチ︑支線で三十センチの高さがあります︒これは

ています︒高さ三十センチ以上の農道では︑農機が田んぽ

な果物は国際的な逸品としてもてはやされるでしょう︒

本人の労働力は︑年間七百万円︑八百万円︑労働時間千八

間かけるような果樹栽培はいけません︒何しろ十年後の日

しかし︑貴重な労働力を十アールあたり百時間︑二百時

に降り︑上がりするのが危険です︒圃場の隅に昇降口をつ
こちらの田んぽからあちらの田んぼに農道を越えて行ける︒

くらなければなりません︒十五センチなら自由に︑安全に︑

また農道を枕にターンして作業すれば︑いわゆる鋤き残し
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道路をつけ︑全果樹園に自動車が通行できるようにします︒

から︒緩傾斜地に五︑六メートル間隔に︑等高線の自動車

百時間としても︑一時間四千円以上の価値ある労働力です

かと申しますと︑現実の農村は水田地帯もあれば畑地帯も

れた農業が一般化した場合︑農家戸数はどれくらいになる

それではこのようにして︑規模拡大︑イノベーションさ

単作です︒これらを大観いたしまして︑私どもは︑米︑麦︑

大豆などの普通作物農家は十数万戸ないし二十数万戸弱︑

あるし︑都府県は原則として二毛作できますが︑北海道は

普通作物の半分以下の面積で同等の所得の得られる野菜︑

そして斜面の部分にミカンなり︑リンゴなりを植えれば︑

ールぐらいは半日かからない︒現在の果樹園なら二︑三日

んどん作業できる︒最少限の農薬が必要なとぎ︑十ヘクタ

園芸に特化する農家が約十万戸︑計三十数万戸の専業農家

果樹農家が約十万戸︑たいして土地の要らない畜産や施設

摘果や収穫など脚立をつかわなくても︑自動車の上からど

かかる︒平野部で米︑麦︑大豆作イノベーションの二十な

を予想しています︒あまり減りすぎるのではないかと考え

いし三十ヘクタールやって儲かる所得と︑半分以下の面積

られるかもしれませんが︑現在でも十六歳から六十四歳ま

をもつ果樹園の所得と同じようなものであります︒

それでは急傾斜地はどうするか︒現在の状態では︑こん

いのです︒米国でも二百十万戸の農家のうち︑二次︑三次

での生産年齢の男子のいる専業農家は三十一万戸しかいな

に耕地を貸した賃貸料と農外所得で生活し︑小面積を残し

なところでも米を作っている︒こういうところではたとえ

た耕地で楽しみ農業をする人びとで︑経済成長とともにこ

ばハンとかトゲナシァカシャなどマメ科の︑葉っぱに蛋白

ます︒しかも乳の質は人間の乳に近い︒牛ほど濃厚ではあ

の楽しゑ農業が増加しています︒日本の農村には約一千万

万戸いません︒しかも半分以上の農家は︑これら大型農家

りませんが︑脂肪球が小さい︒飲料として︑あるいは加工

戸の非農家が居住しており︑現在の農家のうち三百五十万

産業と同等︑あるいはそれ以上の所得をあげる農家は三十

原料としてもレベルの高いものです︒また種類によっては

の多い飼料木を作る︒その下に牧草を作って︑そこに肉牛

毛もいいし︑肉もいい︒日本向きの畜産であります︒それ

は一戸あたり○・五アール見当の︑千数百万戸分の自家菜

戸見当は大型プロ農家に耕地を貸すわけですから︑私ども

とか︑山羊を放牧するといいです︒山羊は急傾斜ほど好ゑ

から急傾斜地は︑輸送システムを設計すれば︑標高が高く

︵以下次号へ続く︶

園用農地を基盤整備すべきことを提唱しております︒

夏の気温の涼しさを活用する高級な施設園芸など大変いい
です︒このように土地の状況に応じて︑ここだからいいと
いう作目を比較優位作目といいます︒
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︿特別稿﹀

村晴朗

には︑きわめて有益な内容であった︒道徳教育の現状と問

という座談会の記事はわが国の道徳教育に関心をもつもの

本誌九五四号︵平成三年十月発行︶の﹁道徳教育を考える﹂

ある︒そして公民科は︑実質上は﹁倫理﹂二単位プラス﹁政

ルームであり︑もう一つは新たに設けられた公民科なので

してその焦点は二つあって︑一つは特別活動とくにホーム

﹁道徳教育を考える﹂によせて

題点が広い範囲にわたって的確に指摘され︑さらに多くの

規定の前提となる考え方は︑﹁人間としての在り方︑生き

かを選択するように定められている︒ところでこのような

しかし道徳教育の全体から言えば︑この座談会はその第

方﹂に関する教育は︑必ずしも﹁倫理﹂の授業によらない

治・経済﹂二単位の組合せか﹁現代社会﹂四単位かのどれ

一部のように思われた︒そこに指摘された問題点の解決の

でも︑ホームルームを中心とする指導や﹁政治・経済﹂と

示唆を含んでいたからである︒

ための方策について︑すぐれた事例などとともに︑語って

か﹁現代社会﹂の授業︑さらにはその他の教科目の授業に

この座談の記事内容からはいろいろな感想が触発された

いただく第二部の企画をお願いしたいものである︒

は︑たてまえとしては立派かも知れないが︑そこには多く

の暖昧さがあり︑疑問が生じるのである︒まず問われるの

よっても十分に達成できるということである︒この考え方

は︑﹁人間としての在り方・生き方﹂とはどんな意味内容

が︑ここではその中の一つを申し述べて有志の方をの教示
になったことは︑倫理的価値に目ざめ︑自覚的な自己形成

をいただきたいと思うのである︒あの記事を読んでまず気

をもつものであるかということである︒

そのあるがままの姿とあるべき姿とを区別し︑現象として

言うまでもないが︑人間というものを考えるときには︑

期にある高校生に対する道徳教育の問題点であった︒その
道徳教育は︑﹁人間としての在り方︑生き方﹂の教育であ
り︑各教科と﹁特別活動﹂とで行われるものとされる︒そ
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北

の人間と理想としての人間とを分けて象なければならない︒

択科目となっているので︑それらを学ぶものは少数に過ぎ

の社会は道徳的規準から承れば︑その規準に達した人々と︑

かできわめて有力なのは︑道徳的規準である︒現実の普通

その人が指導教授や先輩からの道徳的感化をうけたとか︑

分な力を啓培しうるとは思われない︒それができるのは︑

て教師として︑個之の教科授業を通して道徳を教えるに十

までに形成できるかは明かでないが︑彼等に対して︑やが

四単位の﹁倫理学講義﹂が学生の道徳的背骨をどれほど

ないのである︒

それに達しない人々とが混在する社会であり︑その規準を

自ら道徳的自己形成につとめた場合に限られるのではある

にはつねにそのあるべき姿が規準とされる︒その規準のな

われわれが︑他の人びとを評価したり︑自分を省承るとき

それだけ少数になる︒

る︒希望としては︑日本人と日本文化にとって長い伝統の

おける道徳的品性の開発修練に期待せざるを得ないのであ

したがって現状では︑教員採用後の初任者研修の段階に

まいか︒

きびしくし︑理想を高くすれば︑それに叶う人々の比率は
そこで︑そういう雑多な人灸が形成する﹁政治・経済﹂

に道徳教育をほどこしたことになるのかどうか︑はなはだ

や﹁社会﹂の仕組承やあり方を教えることによってただち

疑わしく思われるのである︒法学部の教育やさらに教育学

えてほしいのである︒﹁倫理学講義﹂は普通西洋倫理学の

ある﹁東洋倫理学﹂を高校教師に必修の教職単位として加

ので︑倫理道徳について重要な知識を与えるものである︒

講義である︒それは︑倫理学の理論的方面を明らかにする

いからである︒これらの教科教育が道徳教育の機能をもつ
ためには︑教師の道徳的判断や確信や態度が大きい役割を

部の教育さえもそのまま道徳教育の意味をもつものではな

演じなければならない︒ホームルームを通じて道徳教育を

道徳的な師表というべき人灸の背骨を形成しているもので

これに対して東洋倫理はむしろ実践に力をおくもので︑道

ある︒道徳的な教育では古典の教養が中核となるが︑青年

徳的品性の陶冶の道を示すものであり︑今日でもわが国の

このように考えると︑教師にどれだけの道徳的品性が身

的なのである︒

についているか︑また教師に対する道徳教育はどのように

期の古典の教養はながく学習者の心の道徳的源泉となるも

ほどこすというときにも︑同じように教師のあり方が決定

行われているかが問われる︒高校教師については︑﹁倫理

世間には︑道徳や倫理は人間社会のおきてであって︑教

のである︒

であった﹁道徳教育の研究﹂とさらに﹁東洋倫理学﹂は選

学の講義﹂四単位は必修であるが︑中学校の教師では必修
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ているとする意見もないではない︒たしかに人間にはもと

受けなくても︑生徒指導に必要な道徳的批判力は身につい

員資格を取得するほどのものは︑とくにそのための授業を

の感化である︒こうした意味において︑高等学校の道徳教

な発達にとって決定的なのは︑青年が心服する生きた人物

要であることを見のがしてはならない︒また青年の道徳的

以上不十分な私の感想を終るにあたってとくに二つのこ

が望まれると考えるのである︒

とをつけ加えたい︒一つは︑人間を道徳的に向上させるた

育にあたる人灸の道徳性の形成にはさらに高い水準の教育

ゆるぎない道徳的品性を形成することはけっして容易では

めには︑個人の場合でも民族・国民の場合でも︑その欠点

もと孟子の﹁四端﹂のような道徳心の萌芽があってそれが

ないのである︒善も悪も︑清も濁も混在する社会に生活す

や悪いところを強く指摘するのでなく︑美点やよいところ

道徳的品性の基盤でもある︒しかしその萌芽を育成して︑

るだけで︑確固たる道徳的な背骨をもつ人間が育つことは

﹁もののあはれ﹂を感じ知る心︑﹁思無邪﹂という詩心の喚

を助成する指導が大切であることである︒もう一つは︑

あり得ないであろう︒

それだけではなく︑道徳的に発達途上の段階では︑身近
な人々や社会を道徳的にきびしく批判しさばくことによっ

である︒

起と育成がおのずから道徳的良心を助長させるということ

エマーソンは︑正しい自己信頼のなかにあらゆる美徳が

て自分を道徳的であるかのように思いこむことが多いので

ある︑と語ったが︑人間および自分の本性が善・美である

あるＱこれに近いものに︑怨恨︵ルサンチマ乙による言行
に対する嫉妬︑うらゑがましい心から生じた敵意や悪意の

がある︒それは︑人間的な力の乏しい人が他の豊かな人間

という自己観を酒養することは︑道徳教育の中心であると

の移り変りのうちに見えかくれする真や善美に感動する心

思われる︒また︑自然現象や人間世界の諸事象の姿や︑そ

が︑そのまま﹁貴く生きん﹂という心の態度を養い育てる

れたもの︑立派なもの︑偉大なもの︑幸福なものなどに対
して︑反感をもち︑正義の名において非難し︑悪声を放ち︑

感情的態度である︒ルサンチマンをもつ人はしばしば︑優

それで自分を道徳的なものと思いこむことにより自己満足

ものなのである︒この意味でまた︑道徳教育には︑貴い生

︵東北大学名誉教授︶

き方をした人物の伝記︑物語を欠いてはならないのである︒

を得ようとするのである︒

こうした態度や言行は青年にしばしば見られ︑一般社会
にも著しい傾向であり︑ともに未成熟な道徳的態度である

が︑この段階を超すためには︑きびしい道徳的な修練が必
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﹁ウィーンからの手紙﹂

以下の書簡は︑オーストリアのウィーンにある国連パレスチ
レスチナ難民の子どもの教育に東奔西走している︑私の友人の

ナ難民救済事業機関︵通称ＵＮＲＷＡ︶の教育局長として︑パ

佐藤園雄氏からの近況報告である︒ＵＮＲＷＡは︑ヨルダンや
イスラエル占領地に．ハレスチナ難民のための学校を建て︑教科

書を配って教育を実施しているが︑その苦労は想像を絶するも
のがある︒私は︑昭和六十四年六月︑ウィーンの事務所に同行
の家内とともに佐藤氏を訪ね︑地図を示されながら︑彼の仕事
の概略の説明を受けたが︑日本人として︑いろいろな民族出身
のスタッフを指揮して困難な事業を推進している姿に感銘を覚

佐藤園雄

昨年八月︑イラクはクウェートに侵攻しました︒この戦

た︒皆様にはお変わりございせんか︒

ル占領地へいつ拡大してくるか心配しながら一九九一年を

火が︑ＵＮＲＷＡが責任を持っているヨルダンやイスラエ

れたまま忙しく過ぎていきました︒

迎えました︒今年はまさに湾岸戦争とその後遺症に悩まさ

一月一二日と一四日に分けて︑ヨルダン在住のユネスコ

職員及びその家族︑それにＵＮＲＷＡの現地職員で他国か

設置︒そして︑一七日に戦争が始まりました︒脱出した大

ナカヘ脱出︒一六日にはキプロスに教育局の臨時事務所を

ら移った者総勢約一○○名が︑国連機でキプロス島のラー

湾岸戦争の蔭にあって︑このような地道な活動を続けている

えた︒

日本人のあることを︑いかに多くの不幸な子どもたちが悲劇的

トに分散して生活することになりました︒終わってふれば

半の職員と家族は︑キプロスのいくつかのホテルやアパー

この間ずいぶん気を遣いました︒勿論中東地域全域で一月

以上がヨルダンに残って仕事を続けていたわけですから︑

れるか分からないし︑私の直接の部下の大半である四○名

なんでもないことですが︑いつヨルダンが戦火に巻き込ま

な情況の中で教育を受けていることかということを︑また︑教
育というものの切実な意味合いを知って頂くための貴重な資料

として︑転載させて頂いた︒︵鈴木勲記︶
ご無沙汰している間に今年も大晦日になってしまいまし
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あえずの落ち着き先の決定が第一で︑仕事の方は手につか

の出張も全面的に中止︒一月中は特にユネスコ職員のとり

一二日頃からほとんど民間機が飛ばなくなり︑私たち職員

ンを離れて暖かい地中海の風土と美味しい魚貝類を味わい

などにあたりました︒それでも︑忙中閑有り︑寒いウィー

語で行う臨時学校の設置︑現地学校の教室の借り入れ交渉

机やタイプライターの購入︑職員の子供のためのアラビア

三月五日に一三−ヨークの国連本部から︑それぞれの任

ました︒

ない状態でした︒一人はモスクワへ︑学齢の子供を持つ二
人の職員はキプロスの首都であるニコシァヘ︑仮の住居を
求めて発ちました︒エジプト︑フィリピン︑ユーゴスラビ

の職場に一戻りました︒

地への帰国命令が出る︒そして一八日迄に︑全職員がもと

︵三月一九日父が急逝し︑一時帰国︶

アでクリスマスー正月の休暇を過ごしていた同僚には︑電

違いもあり︑フィリピンのゴンザレス氏からは︑すでに国

話や電報で現地に滞留するよう連絡しました︒しかし行き
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隈職，獅剛

フセイン大統領とイラク政府を支

占領地やヨルダンでは︑サダム・

的に閉鎖されました︒イスラエル

の学校は他の学校と同じく︑全面

戦争の開始と共に︑ＵＮＲＷＡ

六○○○人の子供が転入しました︒ヨルダン政府立の学校

月︑一九九○／九一学年度が終わったところで︑全体で約

の子どもたちがＵＮＲＷＡの学校へも入ってきました︒六

されたパレスチナ人がヨルダンなどへ流出してきて︑彼ら

が三六万人であったのを見ればこれはかなり大きな数字で

への転入生の数は一万人に上りました︒それまで子供の数

の新学期が始まったときには︑湾岸諸国からＵＮＲＷＡ校
ンでは︑間もなく学校が再開され

況が続きました︒それでもヨルダ

らないままキプロスに出張し︑仮

つかの学校では今迄二人の子供が座っていたベンチに四！

宅を借りて仮校舎にする以外には方法がありません︒いく

から︑既存の教室にぎりぎりまで詰め込み︑あとは民間住

す︒もともと八○％以上の学校が午前・午後の二部制です

事務所のオフィス借り入れ︑事務

二月一二日︑戦争の行方が分か

ました︒

持する動きが活発になり不穏な状

には七万人の子供が移ってきたと言われます︒九一年九月

たが︑この頃からクウェートその他の湾岸諸国から追い出

三月下旬占領地にあるＵＮＲＷＡの学校も再開されまし

K,S1fo
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を出てロサンゼルスに来ているとの連絡を受け︑また自国

テノ。'7bkyo

へ帰るように指示を出す︑という一幕もありました︒

謡
…&装菖声…磯求誕将

旬S4釦
s4

…

に応えてアメリカ︑西ドイツ等の国灸が拠出をしてくれ︑

ものになりました︒一二月に至って︑われわれのアピール

五人が座るという状況で︑教室の中は人いきれで堪え難い

やったら子供がそのセンターまで歩いていって利用できる

材の配布は容易ではありません︒そして︑どのようにして

教材センター設置︑また︑そこへのビデオ・モニターと教

ようになるか︑これが何よりも大きな課題です︒

ればいい﹂という感情で動いてきた︒ハレスチナ人の︑日頃

ら︑イスラエルを常に援助してきたアメリカを叩いてくれ

イラクが完敗した結果︑それまで﹁どこの国でもいいか

実施されました︒一年のうち半分以上の授業が実施されな

は全部のカリキュラムが授業で終了したことを前提として

語﹂の試験を中止するという事態となりました︒この試験

は︑大規模な不正が発覚し︑ヨルダン政府が三日目の﹁英

七月に占領地の西岸地区で行われた大学入学資格試験で

学校建設計画が少しずつ進象始めましたが︑九二年秋学期

の不満が爆発し︑占領地はどこも不穏な状態に陥り︑ＵＮ

ていないことは当然です︒エジプト政府の管轄になるガザ

かった高等学校が大半となると︑カリキニフムが消化され

には間に合わないでしょう︒

ＲＷＡの公用車も石をぶつけられるような目に遭いました︒

ですから成績は想像できるところです︒厳しい政治情勢の

地区のある高等学校は︑三○数日しか開校できていないの

経済的困難の増す中で︑ＵＮＲＷＡは難民以外のパレスチ
ナ人にも緊急食料援助を実施しました︒ガザ地区には未だ

語と数学で特に影響が大きく出てきています︒

残しました︒低学年からの積象上げを必要とするアラビア

の抵抗運動は︑この世代に消し去ることのできない傷跡を

いう悲劇でしょう︒一九八七年一二月に始まった占領地で

う学生の気持ちが分からないわけではありません︒なんと

もとで︑事情を酌量してくれてもいいのではないか︑とい

に国連職員の家族は一戻ることができません︒

六月に終わった今学年の占領地の教育は︑惨憎たる有様
でした︒約四○％の開校日が失われました︒西岸地区のト
ゥルカレム地区五校では︑三五日しか授業ができませんで
した︒理由は戒厳令︑軍による閉鎖命令︑パレスチナ人に
よるストライキ等によるものです︒今年度も昨年度と同じ

一○月から三月初めにかけてパリの第二六回ユネスコ

く自習教材を大量に作成して配布しましたが︑効果は思っ
た程上がりませんでした︒特に低学年では︑アラビア語の

議を行ってきました︒今年はマドリッドの中東和平会議が

総会に参加しながら︑人事︑予算︑フェローシップ等の協

開催されるということで︑いつものイスラエルに対するァ

基礎が習得されておらず︑問題が読承取れないのです︒こ

四○箇所の学習

のため︑徐々にビデオ教材の作成・配布に力を入れる方向

で計画を作っていますが︑占領地の三○
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承認前からすでに実行予算としてはさらに二○％削減も止

かれました︒ゼロ成長といわれる九二／九三年度予算も︑

に十分な問題意識があるのだろうか︑という意見が多く聞

界のリーダーシップをとれる状況にあるとは思えず︑幹部

議でした︒しかし残念なことに︑ユネスコは︑全般的に世

ラブ諸国からの激烈な攻撃は姿をひそめ︑極めて静かな会

ら︑右だ左だと振り回されても腹を立ててはいけない︑と

向こうは十分考えた上で判断しているわけではないのだか

張を変えたり︑昨日の反対が今日の賛成という具合です︒

されながらまた一年を過ごしました︒幹部の多くが突然主

くてはというべきか︶勤められない︑とつくづく思い知ら

いうところは︑神経が太くなくては︵あるいは無神経でな

のシナリオ作りを始めました︒それにつけても国際機関と

自分に言いきかせてはいますが難しいことです︒定家のよ

むを得ずといわれているのですから︑職員のモラルに影響

二月には︑外務省・ＪＩＣＡから通常いただいている

が出るのも当然でしょう︒

ンはなかなかの賑わいでした︒日本も大変な騒ぎのようで

今年はモーツァルト没後二○○年ということで︑ウィー

うに﹁紅旗征戎吾が事に非ず﹂と堂灸と言い切ってゑたい
と思い悩んだ一年でした︒

したね︒私達も便乗して五月にはオ︒ヘラ﹁魔笛﹂を観まし

田教授他三名の先生方にヨルダンと占領地に来ていただき︑

援助のほかに︑文部省の協力で放送教育開発センター・藤

だきました︒また︑文部省ＯＢである公文教育研究会の中

視聴覚教育の機器及びソフト・ウェアについて御助言いた

た︒ゥイーン人は⑦の日葺言寡鼻︵くつろいだ楽しい雰囲

気︶の好きな人達ですが︑ユーゴスラビアの内戦の煽りで

Ａの自習教材による学習と公文式学習とを結び付け一層の

多数の難民が流入している昨今︑どうもそんな気分にはな

島常務取締役のご援助で専門家の派遣がかない︑ＵＮＲＷ

二月マドリッドで始まった中東和平会議への期待が高

できました︒有り難うございました︒

皆様の直接・間接のご支援で今年も無事に過ごすことが

れないのではないでしょうか︒

効果が上げられないか︑という検討もしていただきました︒

いだけに素早い成果が得られない場合には︑その反動が心
配されます︒三○○○年に亘るこの紛争が容易なことで解
決されるとは思えませんが︑それでも︑かつてなかった程︑

佐藤国雄

国連パレスチナ難民救済事業機関教育局長

一九九一年一二月三一日

チナ側には見えます︒新しい年が少しでもその方向づけを

ロｚ宛雪少弔︑○・国︒ｘ雪つぐ門シ︲医ｇ雲苛Ｐシロの目雪少

長く辛い道のりを辿ろうという意図が︑少なくともパレス
するものになることを祈ります︒ＵＮＲＷＡ内でも移行期
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︻随想︼

イギリスの汽車旅行

鈴木

昨年秋︑文部省の委嘱で︑ヨーロッ・︿の日本人補習授業

何年後かには日本に帰国するので︑日本の社会や学校の生

る日本人の子どもたち

まい︑日本人としてのアイデンティティを保持させたいと

これらの父母の要望は︑子どもたちに︑日本語を忘れさせ

ており︑学校によっては半数をこえるところも出てきた︒

活に適応できるような国語教育が目的であるが︑最近では︑

補習授業校とは︑現

校を視察した︒

永住者や国際結婚で片親が日本人である子どもたちが増え

が土曜日だけ国語等を

地の学校に通学してい

学習するために通学す

このような補習授業枝は︑世界中に一四六校あり︑その

いう切実な感情がある︒

る学校である︒日本人
学校は︑日本の学校と

ーの小野教授︑文部省の秋山専門官と私の三人が廻ったの

うち三九校がヨーロッ・︿にある︒私たちｌ大学入試センタ

ン︑ジ﹃一ツセルドルフの四か国の五つの学校であった︒

は︑ロンドン︑テルフォード︑マドリッド︑．・ヘンハーゲ

フルタイム

同じカリキュラムで教
校であるのに対し︑こ

ロンドンは︑ジャ・ハンフェスティバルの最中で︑私たちの

育を受ける全日制の学
パートタイム

おり︑小錦や若花田の人気力士が乗客の注目を集めていた︒

日航機には︑大相撲ロンドン公演に行く力士一行が乗って
現地校に通学してい

ところで︑テルフィードであるが︑日本の地図にも殆ど

の学校である︒

ちらは︑いわば定時制

る子どもたちの大半は︑
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勲

ウン政策によって開発を指定された新しい町である︒エプ
ソン︑リコー︑ＮＥＣなどの日本企業も進出して︑一九八

五○キロの位置にあり︑一九六八年に英国政府のニュータ

かった︒ロンドンから北西二四○キロ︑バーミンガムから

出ていないし︑私自身もそれまでは名前をきいたことがな

スに向う︒揺か

てあきらめてバ

怒る気持も消え

くと︑はるか向うに見える二階建のバスに乗るのだそうだ︒

その時も何の案内もないので︑ホームを歩いている人にき

って乗っていると︑今度はコベントリ駅で止ってしまった︒

いるが︑乗客は

る婦人が困って

入れて抱えてい

ごに赤ちゃんを

四年に補習授業校が設けられ︑一○○人位の子どもたちが
このテルフォードまでは︑鉄道が通じているので︑今度

通っている︒

の旅行で唯一の汽車旅行を試象ることにした︒
ロンドンのユーストン駅から特急で約二時間半でハーミ

で黙って乗って

文句もいわない
いる︒バスは一

ンガム・インターナショナル駅に着くというので︑インター

時間半ほどおく

ナショナル・シティという特急に乗った︒あまりきれいと
はいえないが︑ファーストクラスは︑我皇二人と一組の老夫

ショナル駅につ

婦だけで︑テーブルのついた背の高い座席にもたれて︑窓

いた︒補習授業

ム・インターナ

る農地︒これがイギリスの田園風景なのだね︑と語り合っ

れてバーミンガ

ているうちに︑ミルトンヶインズ駅をすぎて一三−トンと

の三村さんが迎

校の運営委員長

外に目をやる︒サッカーをしている少年達︑乗馬を楽しむ

いう駅で︑この特急が何の前触れもなく止ってしまった︒

人達︑とにかく馬が多い︒ポプラの並木︑多少の起伏のあ

車掌はどこに行ったか分らない︒ぞろぞろ降りている人に

れ︑この国では

えに来ておら
日曜日などには

きくと向うの普通列車にのるのだという︒ともかく息せき
クラスどころかガタピシの車輔だ︒それでもまあまあとい

切って階段をかけ上り︑普通列車に乗りこむと︑ファースト
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よくあることで︑多分運転手のサボタージュでしょうとい
シ﹂

で働くイギリス人の勤勉さを見て驚嘆しているのである︒

ロンドンの市中を足早に歩く人々の姿に︑時間を惜しん

こういうわけで︑楽しゑにしていたイギリスの汽車旅行

う︒汽車はあまり当てにならないのだそうだ︒

蒸気汽関車をはじめて走らせた文明国は︑一体どうなって

る︒浩宮様も見学に訪れたという︒この産業革命を起こし︑

たら日本はどうなるであろうか︒他人事ではないように思

内外から高まっている︒しかし︑勤勉のエートスを失なっ

勤勉を美徳とする我国民に対して︑働きすぎとの非難が

のは誤りであろうか︒

の一世紀の間に起った国民性の変貌に︑文明病の影を見る

いわゆるイギリス病の一つの現われのような気がする︒こ

イギリスの鉄道の従業員は︑例外なのかもしれないが︑

もらった︒

は︑散々な結果になった︒帰路はロンドンまで車で送って

アイアンプリッジ

このテルフォードの町は︑産業革命発祥の地にちなんで

いるのだろうか︒日本のＪＲはストもするけれど︑これほ

名付けられたが︑付近には世界で最初という鉄の橋もあ

どの出鱈目はない︒三村氏は︑イギリス人気質としてきめ

また︑使節団はこれに続けて︑もし一日六時間を与えた

ったのである︒

られたことしかやらないのが問題だという︒だとしても︑

あの列車の運行はどうきめられていたのだろうか︒

四国ノ人二︑一日六時ノ時ヲ与ヘテ︑事業ヲ課スレハ︑米

﹁欧州ニテ英︑仏︑独逸︑米利堅ノ人ヲ歴評セル語二︑此

ている︒

とき︑英︑仏︑独︑米の人左がこれをどう使うかを比較し

て承ようと思って︑一冊の岩波文庫を持参していた︒明治

私は︑たまたま︑昔のロンドンと今のロンドンを比較し
初期の岩倉使節団が米欧を見聞した記録︑﹃米欧回覧実記﹄

補ヒテ︑猶其余刻二勉強スルト︑此職へ四国人ヲ善ク評セ

ヲ勉ム︑独逸人︿勉強スル︑六時ニテ未タ終ラス︑夜間ニ

リ︑酒ヲ飲ミ歌舞ス︑英人︿五時ニテ終り︑一時間︿別業

人︿四時ニテ終り︑其余︿遁遥遊術ス︑仏人︿四時ニテ了

一八七二年夏ロンドンを訪れた使節団は︑ロンドン市民

︵二︶で︑ロンドンに帰ったホテルで読承直してふた︒

﹁スヘテ府中ノ人︿︑其往来︑常二勿忙トシテ︑足跡地

について私の印象とは対照的な観察を誌している︒

リ卜云へシ﹂

モ地二留メスト云︑英人ノ通語二︑時刻︿金ト云︑此等ニ

︵本会会長・日本育英会理事長︶

やはり︑イギリス人を勤勉な国民とみているのである︒

二著カスシテ走ル︑英人ノ気象ヲ自評シテ︑足跡シハラク

テ一般ノ人民︑職業二勉強シ︑粋励風ヲナシタルヲ知ルヘ
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腎症を有する糖尿病の食事療法

﹁栄養指導﹂というと︑それは栄養士の仕事と思われが
ちです︒たしかに︑今回の診療報酬の改定では︑病院の基
礎給食の仕事は栄養士の﹁業務独占﹂となりました︒初め

神戸照雄

いだろうか︒こんな考えで以下の文章を書いてゑました︒

総論

皆さんのご参考になれば幸いです︒

寒い冬︑東京の街頭で︑主婦のＰさん︵患者︶は︑Ｍさ

﹁あら︑お久しぶりですわ︒その節は﹃糖尿病食品交換

ん︵医療従事者︶にパッタリ会ってしまいました︒

表﹄のことで︑何べんもお忙しいところをいろいろ教えて

しかし︑退院時栄養指導については︑老人診療報酬点数

てのことです︒

える場合︑一○○点︵六か月以上なら二○○点︶が算定さ

表に︑退院時指導料というのがあり︑入院期間一か月を越

﹁あら︑そうでしたかｌ﹂

で東京の勤務になって帰ってきましたの﹂

北海道︑九州︑大阪の営業所を回って︑この間︑久しぶり

﹁実は︑あれから主人が急に転勤ということになって︑

腎臓病食品交換表への戸惑い

心配してました︒でもお元気そうですね﹂

﹁しばらくお見えにならないので︑どうなすったのかと

いただいて︑本当にありがとうございました﹂

を行った場合も同様に承とめられます︒

れますが︑これは︑保険医療機関の保健婦︑看護婦が指導
糖尿病の栄養指導も多く行われますが︑現在糖尿病食品
交換表を利用して行われることが多いと思います︒
しかし︑この順は合併症の一つである﹃糖尿病性腎症﹄

が増加してきました︒この場合は糖尿病食品交換表をその
まま使うことができません︒一部変更するか︑腎臓病食品

今まで︑糖尿病食品交換表を一生懸命に勉強してきた患

交換表に切り換える必要がおこります︒

者さんに︑わかりやすくそれを説明するにはどうしたら良
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病食品交換表がすっかり身についていらっしゃいますから︑

しまえば︑それほどむずかしくないと思います﹂

腎臓病食品交換表は︑どこが違うのかという要点を覚えて

﹁それで︑早速︑病院でいつもの検査をしていただいて︑

症状がいまはないんですの︒それですっかり安心してたん

２

エネルギーがふえ蛋白質がへる理由

﹁でもあまり自信ありませんわ﹂

今日その結果を伺いにきての帰りなんですの︒私実は何も
ですけれど︑尿にほんの少し蛋白が出て︑腎機能がすこし落

ちているといわれました︒がっかりしてしまいましたわ﹂
﹁まあ﹂

﹁でも︑先生は︑腎臓がわるいといってもまだ初期だか

︑

らといわれました︒でも食事療法は︑いままでとは少し変
えたほうがよいんですって﹂

﹁じゃあ︑腎臓病食品交換表を使いなさいっていわれま
せんでしたか﹂

﹁そうなんです︑でも私はようやく糖尿病食品交換表を
覚えたのに︑また一からやり直しをしなくてはならないの

﹁そうおっしゃる方がよくいらっしゃるので︑済生会中

かしら﹂

さん︑最近では済生会中央病院の金沢良枝さんなどといっ

央病院にいた西原豊子さんや︑北里大学東病院の野口球子

う方法を発表しています﹂

た栄養士さんが︑糖尿病食品交換表を一部分だけ変えて使
﹁あら︑それなら私もぜひそのやり方を覚えたいわ﹂

﹁でも︑Ｐさんは︑この前︑とっても熱心に交換表の勉
強をなさいましたね︒腎臓病食品交換表も︑慢性腎炎など
で初めて交換表というものを勉強される方と違って︑糖尿
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５

︐

の西岡悦子さんの発表でも︑このくらいの数字の処方菱が
示されていますね︒そうするとＰさんの場合︑エネルギー
は一四○○から一八○○キロカロリーと︑四○○キロカロ

﹁この前︑糖尿病食品交換表のヨ単位八○キロカロリ

リ︲ふえ︑反対に蛋白質はｌ﹂
ー当たりの各栄養素含量の平均値﹄から計算すると︑約六
○グラムとおっしゃいました﹂

﹁そうですね︑すると蛋白質はほぼ三分の二にへるわけ
です﹂

﹁というのは ﹂
﹁私たちの食べ物のなかの蛋白質は大部分が体内で代謝
されて︑窒素化合物となって尿のなかへ排世されますが︑

腎機能が半分になると血液のなかへたまってきてしまいま

す︒それで食べ物のなかの蛋白質をへらすことが必要にな
﹁ああ︑なるほど︑わかりました︑しかし︑わからない

ってくるわけなのです﹂

のはエネルギーが四○○キロカロリーも増えたことなんで
す︒別にこの頃わたしは身体を動かすことが多くなったわ
﹁なるほど︒糖尿病では︑標準体重一キロ当たりのエネ

けでもありません⁝⁝﹂

ルギーは︑運動の量によって変わると教わったと思います︒

しかし︑今の場合はそれとは意味がちがうのです﹂
﹁すると⁝⁝﹂

いま︑蛋白質をへらすということをお話しましたが︑た

だ蛋白質をへらし呉だけでは減めなんですね﹂
﹁シえつ﹂

﹁同時に︑糖質や脂質でエネルギーを補給しないと︑た

まった窒素化合物をへらす効果がなく︑かえって増えてし

﹁あっ︑なるほど︑そういう意味なのですか﹂

まうです﹂

﹁ここのところを不思議に思う方がありますが︑もう一
したか﹂

つ︑たぶん先生に︑甘いのは食べて良いといわれませんで

﹁そうなんです︒私は甘いものは大好きで︑糖尿病とい

われる前は大の甘党だったのですけれど︑いまはがまんし

て小さじ二杯六グラムのお砂糖しか使っていませんでした︒

急に甘いものはいいとわれても︑戸惑ってしまいますわ﹂

﹁さっき︑糖質や脂質でエネルギーを補給しなくてはな

らないというお話をしましたが︑甘いものというのは︑糖
いるわけではありまん﹂

質という意味なんですね︑必ずしもお砂糖のことをいって

﹁わかりました︒そうすると結局︑私の場合は食べ物の

なかの蛋白質がいちばん問題になるわけなのですね﹂

糖尿病食品交換表と腎臓病食品交換表の違い
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﹁そうですね︒ではおなじゑの糖尿病治療のための食品

交換表︵以下Ｄと略します︶を思い出してください︒﹃食

﹁それではエネルギーのほうはどうやって計算するので

っとお話した金沢良枝さんの発表した﹃糖尿病腎不全用食

品﹄として表三と表四がのせてありますね︒さきほどちょ

かしそれでも食品によってはこれからくらべると多かった

のはじめに書いてある﹃平均エネルギー﹄を使います︒し

は同じグループのエネルギーは同一ではありません︒各表

﹁Ｄでは︑どの食品も八○キロカロリーでしたが︑Ｎで

すか﹂

品交換表︵腎症用新食品交換表︶﹄などは︑この部分をも

り少なかったりするものがあります︒そのときは備考欄に

品分類表﹄というところに﹃蛋白質を主として供給する食

う少し詳しく改変したものです︒しかしＰさんはＤがもう

出ている数字を用いるのです﹂

各論

あのように注意が必要だということですね﹂

質が多く蛋白質が少ないものは△印ががついていましたが︑

﹁Ｄでも︑同じ表のなかで︑糖質が多いものは＊印︑脂

すっかり頭のなかへ入っていると思いますから：．⁝﹂
﹁あら︑とっても：⁝．まだだめですわ﹂

﹁﹃腎臓病食品交換表︵以下Ｎと略しますこはこれとど
こが違うのかというのが︑私が少しお話しすればじぎの承
込めると思います﹂

﹁食品交換表というのは︑多くの食品をいくつかのグル

く取り扱っている県下の病院で郵送法によるアンケート調

と思われます︒私が群馬県の病院にいたとき︑糖尿病を多

Ｄは︑昭和四十年に出版されてから︑広く使われている

ープに分けて︑そのグループのなかの食品は取り替えて食

﹁なんだか︑あまり自信ありませんわ﹂

べてよしということを示した表なんですね︒ただ︑同じグ

てない病院は一か所でした︒

査を行いました︒二十数か所の病院のうちで︑Ｄを使用し

較しながら考えて承ることにしましょう︒

でした︒どちらも数年前のことです︒それでＤとＮとを比

加しましたが︑Ｄを使用してないと発言した病院は一か所

ーのセミナーには︑全国から一○○人近い栄養士さんが参

また︑私が企画の相談を受けたライフサイエンスセンタ

ループに入る理由が︑交換表によって違うのです﹂

﹁Ｄでは︑どのグループでも︑エネルギーが同一のもの
﹁そうですね﹂︑だからＤはエネルギー中心の交換表です︒

が︑同じグループに入っています﹂

しかしＮは蛋白質中心の交換表であるところがだいぶちが
っています︒同じグループの食品はゑな︑蛋白質を三グラ
ム含んでいるのです﹂
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分類について

﹁Ｄはご存知の通り︑表一から表六まで六つに分れてい
﹂以前はちがったのですか﹂

ますが︑Ｎも現在のものはやはり六つになっています﹂

﹁第一版が出たときは︑果物と野菜が同じグループに入

っていましたから五つでしたが︑まもなく改訂されまし
﹁主食と主菜についてしらべてゑましよう︒ごはん︑パ

た﹂

ンなどは表一で︑Ｄと同じです︒魚︑肉︑卵︑大豆製品は︑

牛乳と同じグループに入り︑表四です︒果物はＤと同じ表
二です﹂

﹁すると︑野菜はどうなりますか﹂

﹁Ｄのようにいろいろ分かれないで︑表三となっていま
す︒ただし︑﹃糖質の多い野菜﹄のいも類だけは別になっ
て︑表二に入っています﹂

﹁あと︑バターなど︑脂質の多い食品は表五になります
か﹂

﹁いいえ︑これらは表六です︒ここはＤとはちがいます︒

そして表五にはお砂糖やジャム︑ジュースなどが登場して
﹁Ｄでは砂糖は付録の一︑ジャムジュースは付録の二に

くるのです︒これがＮの特色の一つでもあるわけです﹂

﹁それに︑Ｄには付録というものがありましたが︑Ｎに

なっていましたが︑ずいぶん違うのですね﹂

は﹃付録﹄という名の表はありません︒その代り﹃別表﹄

と﹃参考表﹄という表があるのです﹂

実例その一チューインガムはお菓子か

﹁甘納豆︑ドロップス︑チューインガムはお菓子だと思

﹁そんなこと︑子供だってわかりますわ︒ゑんなお菓子

いますか﹂

﹁ところが︑Ｎでは︑ドロップス︑チューインガムはお

に決まっているじゃないですか﹂
菓子ではありません﹂
﹁炭えつ﹂

﹁Ｄでは︑付録二の二に甘納豆がのっていましたね﹂

﹁ドロップス︑チューインガムは︑たしかのせてなかっ
たと思いましたが﹂

﹁Ｎでは︑参考表一に甘納豆がありますが︑ドロップス︑

チューイガムは別のところにのせてあります︒だからお菓
﹁どうしてなのですか﹂

子ではありませんといったのです﹂

﹁参考表一のお菓子は︑蛋白質三グラム当たりの重量で

示してあります︒ところが︑ド・ロップスもチューインガム
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も蛋白質は○なのです︒それで表五のお砂糖のグループへ
入ってしまったのです﹂

ます﹂

﹁Ｎでは︑詳しく書いてあるのですか﹂

﹁そうです︒ＰさんはＤでは黄色い表紙の交換表を使っ

Ｎはこれからお買いになるのでしょうが︑見たことありま

﹁これは︑第四版補というのでいちばん新しいのですね︒

︑﹁シえシえ﹂

ているのでしたね﹂

﹁では︑アイスクリームはでは︑Ｄ付録の二の二だった

すか﹂

実例その二アイスクリームと乳脂肪分

いますか﹂

﹁それは︑第四版ですね︒紫色の表紙の第五版がいちば

﹁少し前︑お友達が緑色の表紙の本を持っていましたわ﹂

ことはおぼえていると思いますが︑Ｎではどこへ入ると思

﹁さあ︑お菓子ゑたいなものですから︑そうすると︑参
考表一でしょうか﹂

ん新しいものです﹂
﹁あら︑そうですか﹂

﹁ところが︑これが﹃乳製品﹄ということで表四に入っ
てしまいます︒もう少しアイスクリームのことを詳しく説

﹁昨年一月出たものですが︑今のアイスクリームですと︑

﹁ふつう誰でも︑アイスクリームという言葉を使います

﹁お願いします﹂

これは脂肪が多く︑乳脂肪分十二パーセントの﹃高脂肪﹄

ムのところには﹃普通脂肪八パーセント﹄とありますが︑

アイスミルクやラクトアイスも出ています︒アイスクリー

︵一九八八︶

明してゑましよう﹂

が︑乳等省令という法律があって︑乳脂肪分が八パーセン

イスのところには﹃普通脂肪﹄とありますが︑これは意味

というのがあるので︑それと区別するためです︒ラクトア

るのでそう書いてあるのです︒これらの点は︑今度発売さ

が別で植物性脂肪が二・ハーセントの﹃低脂肪﹄のものがあ

ント以上あるものを﹃アイスミルク﹄︑それ以下で植物性
脂肪六︒︿−セント含むものを﹃ラクトアイス﹄というので

ト以上ないとそういえないのです︒それ以下だと三パーセ

す︒市販のアイスクリームで︑それに該当するものはそう

﹁わかりました﹂

れた第五版に出ているのです﹂

﹁Ｄでは︑ただアイスクリームと書いてありましたが﹂

﹁では︑シャーベットはどこへ入ると思いますか﹂

書いてあるはずです﹂

﹁これは︑乳脂肪分八パーセント以上のものだと思われ
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﹁たしかＤでは付録二の二にもなかったと思いましたが︑

アイスクリームに似たようなものですから︑同じ表四に入
るのではないでしょうか﹂

﹁あっ︑なるほど﹂

﹁Ｄの表二は︑もちろん果実類ですが︑Ｎのほうでは蛋

と普通脂肪八パーセントのものでも一○○グラム当たり蛋

成分表﹄という本からすべて計算されたものですが︑これ

ＤでもＮでも︑ここに出ている数字は﹃四訂日本食品標準

﹁Ｎには﹃少量の蛋白質も含まれています﹄とあります︒

﹁どういうわけですか﹂

白質を含む食品になっています﹂

白質が三・九グラム含まれるのですが︑シャーベッドは一・

﹁いいえ︑表五に入ってしまいます︒アイスクリームだ

○グラムしか含まれないのです︒それで表五のほうへ入っ

をゑますと︑食品一○○グラムにつき︑蛋白質は︑たとえ

野菜類のとり方

﹁上白という砂糖では○です︒チューインガンも○です﹂

たが︑これも蛋白質ですか﹂

﹁Ｎには︑砂糖類が表のなかに入っているとのことでし

なっています﹂

さっきの本を承ると植物油は○・バターは○・六グラムと

﹁ええ︑Ｎには﹃蛋白質をほとんど含まず﹄とあります︒

しょうね﹂

﹁表五はバターなどですから︑蛋白質は含まれないんで

入ったのです﹂

でＤとは異なってＮのほうは︑蛋白質を含む食品のほうへ

一グラム︑ぶどう○・五グラムなどとなっています︒それ

ば︑すいか○・七グラム︑なし○・三グラム︑バナナ一・

７

てしまったのです﹂

一単位のグラム数について

﹁Ｄの食品分類表の﹃一単位八○キロカロリーに当たる
各栄養素含量の平均値﹄のうち蛋白質の部分を承ると︑表
一︑三︑四︑六に数字がのっています︒したがってＮのほ
うでいうと︑表一︑三︑四は︑一単位１蛋白質三グラムと
﹁主食︑主菜へ乳製品と野菜ですね﹂

いうことことになります﹂

﹁表二と表五はＤの食品分類表では﹃ｌ﹄とありますが
．・：︒︒﹂

﹁それは﹃少量含まれるが︑無視してよい量﹄という意
味と思われます︒しかしＮのほうではり﹄という記号にな
っています︒Ｎのほうで﹃ｌ﹄というのは︑未測定という
意味の記号になっていますから︑注意してください﹂
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﹁あとは何か⁝⁝﹂

﹁Ｎにあるように﹃ほとんど蛋白質を含まない﹄とあっ
ー源となる食品﹄といわれ︑﹃一○○キロカロリー当たり

たお砂糖類やバターなどは︑﹃蛋白質を含まないエネルギ
重量﹄で示されます﹂

つまり︑一単位一○○キロカロリーですね︒Ｄより二○
キロカロリー多いですね﹂

﹁Ｐさんは︑いままでＤになれていましたから︑そう考
えたほうがピンとくるかもしれませんね﹂
﹁つまりＮは︑単位が２二本立てなんですね﹂

目安量より目方を測る習慣を
︿実例の一﹀

ヨめし﹄︵Ｎでは﹁ご飯﹂︶は︑中茶碗にかるく盛って二

単位の写真がのせてありますが︑Ｎでは小茶碗に一杯盛っ

た写真がのせてあります︒これは二単位ではなく︑一単位
が多いです﹂

なのです︒おぼえやすいですね︒しかし︑分量はＮのほう

﹁シえつ﹂

﹁Ｄの二単位は二○グラムですが︑Ｎの一単位は一二
︿実例の二﹀

○グラムなのです︒注意してください﹂

﹁Ｎが日本でできるとき︑アメリカのメーョークリニッ
クという病院で使っていた交換表は︑二本立てではありま

しかしよくいうのですが︑パンの一斤の目方は製品によっ

﹁その通りですね︒Ｎでは八枚切り一枚となっています︒

﹁Ｄでは︑一斤六枚切りの約半分です﹂

﹁﹃パン﹄︵Ｎでは﹃食パン﹄︶は一単位の目安量は⁝⁝﹂

せんでした︒したがって︑Ｎは独特のものと思われます﹂

﹁あと︑野菜類ですが︑Ｄでは一日の摂取量は三○○グ

．日三○○グラムというのは︑健康な人の栄養指導で

ラムで一単位でしたが︑Ｎではどうなりますか﹂

もすすめられる量ですが︑Ｎでは蛋白質を考える必要があ

ム︑ＮのはきＩｘ×小Ｉいこいとなります︒ですから︑も

てだいぶ違います︒ＤのはぎＩ××小×叩で︑三ハ○グラ

し一斤三六○グラムのパンで八枚切りしますと︑一枚は

ります︒蛋白質が多めの野菜と少ない野菜とに分けてあり

もやし︑ブロッコリーなど多めの野菜ばかりとったら︑一

位前後とるようにして﹄とあります︒しかし︑ほうれん草︑

○グラム︑Ｎは四○グラムなのです︒ですから︑目安量だ

顎◎×小Ｉ盆胆となります︒しかし一単位の量は︑Ｄは三

ますが︑少ない野菜なら三○○グラムです︒﹃およそ一単

日で一単位一○○グラムとりまなす﹂

けでなく︑まず最初に目方を測ることが必要になります﹂
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﹁ほかに何かお話がありますか﹂

﹁各表や別表を含めて︑まだいろいろあるのですが︑Ｄ
とくらべながら︑だいたいこんな考え方でＮを勉強してく
ださい
い︒
︒わ
わか
から
らな
ない
いこ
こしとがあったら︑また病院の私のとこ

︵本会会員・元館林厚生病院医師︶

﹁ありがとうございました︒がんぱってゑます﹂

ろへいらしてください﹂

参考文献
一九七一︑第五版︑一九八八︒

Ｄ平田清文・他編：腎臓病食品交換表︑医歯薬出版︑第一版︑
の日本糖尿病学会編：糖尿病食品交換表︑第四版補︑文光堂︑
一九八三︒

二七五︑一九八六︒

の金沢良枝・他：糖尿病性腎不全患者に用いる食品交換表の検
討︑栄養学雑誌︑四四⑥：二六七

の神戸照雄：糖尿病の食事療法ｌ処方菱から献立まで︑第二版
六一︑医学書院︑一九八五︒

一二︑一

の西岡悦子：糖尿病性腎不全における食事療法の効果︑日本臨
九八八︒

床栄養協会誌︑ｚの急己再目富国冨四①：二○

八八︑六六

六七︑八四

八

①科学技術庁資源調査会：四訂日本食品標準成分表︑四六三︑

二四八︑八六

大蔵省印刷局︑一九八二︒

五○・

の同上：二四二

本稿は︑神戸照雄氏が﹃保健婦雑誌﹄四五巻第一号に寄稿

されたものを︑筆者及び医学書院の諒承を得て収載したも

のである︒

去る一月十七日︵金︶井原重之氏︵佐倉支会︶よ

り︑ご尊父故井原善一郎氏︵前佐倉支会副支会長︶が

た︒会祖が大阪の住吉大社へ参詣した折に詠んだも

所蔵されていた会祖直筆の短冊一葉が寄贈されまし
のです︒

社頭祝言
住よしの松に千とせや契けむ

かはらぬ君か代ノ︑の行すゑ

茂樹

年代は不明ですが︑明治二十二年五・六月に畿内

貴重なお品をご寄贈いただきました井原重之氏に

へ旅行した折のものと思われます︒

心から御礼を申し上げます︒
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ノ

延

一
｡

って︑たいして強くもないくせに︑

本中が大騒ぎになるだろう︒例によ

ロナと︑今年はオリンピックで︑日

冬のアル︒ヘールビル︑夏のバルセ

じていた︒

されている︑と西ドイツ週刊誌が報

のために︑成長抑止ホルモンが投与

の選手を圧倒している︒そして︑そ

利であり︑ジャンプカ︑筋力は他国

績を残すか︑まことに興味深い︒

年のオリンピックで︑どのような成

ソ連︑旧東ドイツ出身の選手が︑今

国威発揚の重荷から解放された旧

東西ドイツが統合され︑これまで

日本人も国家主義に傾いてきた︒東

従来︑ことオリンピックとなると

剤の使用はもちろんのこと︑ドーピ

めだけのスポーツのすがすがしさに

史上最年少優勝を遂げた︒自らのた

大相撲初場所で十九歳の責花田が

である︒

を競う場という原点に戻るいい機会

結椛ではないか︒個人とチームの技

が豊かになったから︑と考えれば︑

ングリー層がなくなり︑日本人全体

しかし︑メダルが減ったのは︑ハ

ちも少なくない︒

化をすべきだ︑と警鐘を鳴らす人た

獲得は下降気味だ︑組織的に選手強

京オリンピック以後︑日本のメダル

秘匿されてきた東ドイツの薬物スキ

わけである︒

選手団とマスコミの数では︑日本は
メダル獲得をオリンピックの目的

つねにトップクラスだった︒

ら参加したソ連である︒ソ連はメダ

化させたのは︑第二次世界大戦後か

ング検査にかからぬ研究までされて

もしかり︒

国民は拍手を送った︒オリンピック
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ル数を国威の序列と桑なした︒東ド
イツがこれにならった︒

英 武
淫

かつては︑モスクワで世界体操の
ソ連女子チームのメンバーを真近に

選手権大会を取材したことがある︒

見たときの印象はいまだに脳裏から

校生に相当しているのに︑全員が身

いた︒人口千六百万にすぎない東ド

十八歳と日本の高

つける大きなリボンで飾り︑可愛ら

と並ぶスポーツ大国にのし上がった

イツは︑こうして選手を育て︑米ソ

背が低いのはウルトラＣ演技に有

しさを強調していた︒

長百五十センチ以下で︑髪を幼児が

それは︑十六

消えない︒

葬哩一い−■①GFqい▲b̲■̲￥‑‑‑‑‑曲茜1−．､士■岨BB｡｡=①寺①..…..．司一.−−

ヤンダルが明るゑに出た︒筋肉増強

オリンピックの見どころ

抑うつとはうつ病の症状のことで
す︒憂うつの病的なもの︑精神的に

くう

３不安落ち着かない気持ち︑いら
つく

４心気罪責感心気的︑自責的

も肉体的にも落ち込んだ状態で︑何
事にも興味がなく︑何をするにもお

５対人関係人に会いたくない︑引
６自殺企図などであります︒

け目

っくうであるが︑気持ちはいらいら

として落ち着かない状態をいいま
す︒

一原因

誰でも憂うつになることはありま
すが︑病的な憂うつとは憂うつの他
に何もする気がせず︑且ついらいら
した状態を云うのです︒

三身体症状

比較的多いものは︑体がだるい︑

頭痛︑頭重感︑睡眠障害︑食欲不

振︑動惇等です︒

四︑診断

老人にはうつ病の誘因がとくに多

いのです︒親しい人の死︑ものの喪

失︑種々の症状は重い病気のためと

いで部屋に閉じこもりがちになれ

不安になったりします︒一日中ふさ

場合はなかなか困難です︒食欲がな

ば︑家人が気がつきますが︑軽症の

ても異常がない場合︑一般の医師は︑

い睡眠が取れない等の症状で検査し

す︒

異常なしと判定する可能性がありま

五予防と治療

うつ病を防止するには︑疲れたら

休む︑趣味に時間をさく等の気楽な

気持ちで生活することが大切です︒

治療は専門医に任せましょう︒
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原因は不明ですが︑うつになり易
い性格として凡帳面︑仕事熱心等が

あり︑そのうえに誘因として身体的
上げられ︑また心理的要因として大

蕊
驚
購
.
､
.
．
!
･
調

爵

要因として脳血管障害や風邪などが

られる︒

切な人や物を失ったことなどが上げ

二精神症状
いろいろな症状があるが︑特に多
い罰ものは

１抑うつすなわち悲観的︑憂うつ
２抑制何もする気がしない︑おっ

党

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵十一一︶

馴臓古

や訪問をくり返している︒

哲史

﹁篠約改正の義﹂について奔走した記事で︑この件で会合

として会の運営に意を用いている︒もっとも目につくのは

明治二十五年三月六日より四月三十日まで

前回で﹃泊翁日記﹄の明治三十年代が終わったので︑今
しかし︑明治二十年代は明治二十五年三月六日より始ま

回より明治二十年代にはいる︒

に一致せず︑﹁今︿内治必要の時にして外事に手を出すべ

しかし︑﹁牒約改正の義﹂については諸人の見解は容易

明治二十五年以後も︑明治二十六年と明治二十八年︑二

あったようである︒

き時にあらず﹂という意見もあり︑泊翁はむしろ少数派で

っていて︑それ以前は欠けている︒

部分は残っていない︒

一︑小野義真氏来訪︑小学修身教科書の義二付相談有之︒

三月六日日曜雨

明治二十五年六十五歳

る︒

で苦しんでいる︒泊翁も︑やはり︑人の子であったのであ

三十日になって﹁熱気大二減﹂じたが︑﹁食物猶進まず﹂

あったと見えるが︑四月二十六日頃から風邪にかかり発熱︑

丹後但馬の界にある三原峠を越えている︒かなり強行軍で

在数日ののち北陸へ足をのばし︑天の橋立を見物し︑更に

他方︑四月十八日からは関西方面の旅行に出て︑京都滞

十九年一月以降十一月三十日までがあるだけで︑その他の
右のうち分量の最も多いのは明治二十六年︑次いで明治
二十五年︑明治二十七年の順である︒

明治二十五年の分は︑三月六日から始まり︑十二月三十

十二月三十日として分載する予定である︒

七月三十一日︑第

日で終わっているが︑ここでは全体を三分して︑第一回を
三回を八月一日

四月三十日まで︑第二回目を五月一日

明治二十五年は泊翁六十五歳の一年で︑まだ体力も気力
た華族女学校へ﹁十時出校︑三時退引﹂の日が多かった︒

もじゅうぶんであったと想われる︒それで︑校長職にあっ
また︑貴族院議員として議場に出席し︑日本弘道会の会長
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川

＊

三月七日月曜雨

道家や国家主義者の攻撃を受け︑大学を非職となった︒の

でなく︑東洋の祭天の一つだと主張した︒これによって神

年史学会雑誌に﹁神道は祭天の古俗﹂を発表︑神道は宗教

ち佐賀の先輩大隈重信をたすけて早大で教えた︒︵一必読︶

一︑坂本嘉治馬氏え修身教科書返事差出候︒
＊さかもとかじま高知県の出身︒神田神保町に富山一房を創

述︒

一︑千葉際人山田音彦来り碑石募額の義依頼︒

一︑余田務来り身分の義依頼︒

一︑坂本嘉治馬来り小学修身書義猶又依頼あれども断遣す︒

一︑九時出校︑十二時退校︒

一︑貴族院議員安田定則氏病死二付吊として同人宅え罷越︒

三月十日曇夕勉より雨

一︑指原安三来ル︒弘道会会計員の紹介申来ル︒

一︑十時出校︑午後三時過退校︒

一︑中村四方吉へ会長の依頼断の手紙差出す︒

依頼承知遣ス︒

一︑茨城嬬人瀧沢熊蔵来ル︒同国人飯塚明寿翁墓碑の蒙額

三月九日晴水曜

一︑吉見精来ル︒佐倉旧藩主相談役の儀二付是造の手続申

一︑弘道会事務員会開く︒夜八時過退散︒

らんことを請求す︒明日返答の約束す︒

一︑戸塚門人中村四方吉此度会設立二付余に其会長た

︵欠字︶

一︑九時学校え出勤︑十二時退引︒

三月八日火曜晴風

設︒吉田東伍﹁大日本地名辞書﹂︑上田万年︑松井簡治﹁大
＊

日本国語辞典﹂︑大槻文彦﹁大言海﹂などを刊行︒︵一型殻︶

臣え申立候︒

一︑午前十時華族女学校え出勤す︒季休日取替の義宮内大

一︑金参拾参円五十七銭廿四年度所得税半年分︒
右今日京橋区役所え相納︒

一︑金六円七拾一銭四メ所得税附加

一︑午後三時より内山下町華族会館え出頭︑貴族院議員懇
あいす錘＊

＊まるやまさくら天保十一年江戸の島原藩邸に生︒初名正

話会二臨ム︒相済︑丸山作楽氏より国事二付き相談有之︒

の影響を受け勤王諸士と交わり国事に奔走︑一時投獄され

虎のち正路︑維新後作楽︒漢学蘭学を学んだが︑平田国学
た︒王政復古ととも許されて官途に就き︑外務大丞として
対露交渉に当たった︒征韓論に同調したため入獄したこと
もある︒伊藤博文の命により立憲帝政党を組織して保守的
政治思想を喧伝︑貴族院議員に勅選もされたが︑奇人のき
＊

こえが高かった︒︵忘狸④

天古俗といへる文章の事によれるなるべし︒

一︑大学教授久米邦武氏昨日非職を命ぜらる︒蓋し神道祭

授となり︑国史研究に近代的歴史学の方法を導入︑二十三

＊くめくにたけ佐賀出身の国史学者︒明治二十一年東大教

（72）

員の義承知遣候︒

一︑吾妻兵治来り中村敬宇翁文庫の義二付相談有之︒賛成
一︑栗林裕三郎の書状到着︑米沢地方弘道会の経校申来ル︒

一︑今夕六時より京橋区協同会出席の義申来候へ共少し風
邪気二付断遣す︒

諸教場御巡覧相成午後三時還啓︑白七子織一疋拝領候︒

一︑皇后陛下朝九時三十分御出門二て華族女学校え行啓︑

三月十六日晴

一︑弘道会役員例の通集会︑夜十一時過退散︒
一︑十時参校︑二時退校︒

出の義内談相整︑且商法の内会社法︑破産法︿預定の通

三浦安氏の発議ニ依り商法︑民法共施行延期の法律案提

一︑退引掛より内山下町華族会館え出て議員懇話会二臨む︒

一︑十時より参校︑三時退引︒

明治二十六年一月より施行の積︒

三月十一日朝雪午後晴
一︑小松宮御息所井依仁親王学校え為御参観御出有之︒

一︑九時出校︑十二時退校︒

三月十七日晴彼岸入

一︑今日内務大臣品川弥二郎子依願免本官︑枢密顧問官二

三月十二日陰夜雨

任ぜらル︒枢密院副議長副島種臣伯内務大臣二任ぜらる︒

三月十八日雨

一︑九時参校︑十二時退校︒

一︑市会議員選挙権調書区役所え差出候︒
一︑九時より向島別邸へ行︑夕刺帰宅︒

一︑佐治済来︑堀田家相談役の義申述︒愚見演述ス︒

一︑十時参校︑三時退引︒

三月廿一日薄晴

出板の義相談二及ぶ︒

一︑松平直亮氏来訪︑道徳政事異同の質問有之︒心学講義

一︑春季皇霊祭二付朝九時過参内︑参拝済十一時退出︒

三月二十日晴日曜

一︑五月二日議員召集︑開会四十日の勅令出づ︒

三月十九日朝雨

一︑大手惣彦入来︑堀田家相談役の義二付話有之候︒

三月十三日朝大雨遠雷日曜

一︑昨今処々梅邸の梅花満開の由︒

一︑湯本福住より兼て注文の報徳結社問答三部来ル︒

一︑学士会院例会二付午後一時より出席︑田中芳男︑木村

三月十四日時々雨又雪

正辞両学士の演説あり︒晩餐の饗を受け︑夕七時頃帰宅︒
一︑十時より出校︑三時退校︒

密顧問官河野敏鎌氏被任農商務大臣︒

一︑農商務大臣陸奥宗光氏依願免本官被任枢密顧問官︑枢

三月十五日晴寒
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三月廿二日薄晴
一︑九時出校︑午時退引︒
一︑三輪田高房来ル︒

人もなし︒

三月廿七日晴風日曜

三月廿八日陰

を庭中二植込む︒代価六円也︒

一︑午前より向嶋別邸え行く︒植木屋寅松二命じ桜樹四本

一︑十時参校︑三時退引︒

一︑弘道会役員会を開く︑夜九時退散︒

三月廿三日薄陰午後雨

四月一日陰夕刻より雨

一︑東京学士会院手当半年分金百五十円文部省より受取候︒

三月三十一日朝雨

一︑平尾光子来ル︒用立金の日延申出候︒

一︑夕五時過芝区新幸町より出火︑七時頃鎮火︒

へ出席の義依頼有之︒

一︑成立学校主中原貞七来ル︒来月二日同校女生徒卒業式

一︑十時出校︑三時退引︒

三月三十日晴風

一︑日本弘道会役員会を開く︒夜十一時散会︒

伯へ面会の義依頼︒依て大臣えの添書相認両人え渡す︒

一︑山梨聯人伝田孝︑木内信春の威人来問︑内務大臣副島

一︑九時出校︑十二時退引︒

三月廿九日朝雪午後薄晴

一︑朝勝三来ル︒謙吉時計の義及相談︒
一︑十時出校︑三時退引︒

一︑退引掛より東久世伯及富田東京府知事を訪問ス︒富田

三月廿四日雨

不在也︒

次郎氏よりの招二て参校︑十二時帰宅︒

一︑女子高等師範学校卒業証書授与式有之︑同校長細川潤

りたるもの些為に大阪へ慈恵女学校を開き︑現今生徒三

一︑名古屋岡無外来訪︒同人義尾濃二州震災二て孤児とな

三月廿五日晴風寒

十六人ありといふ︒同校の名誉会員依頼有之︒
一︑十時出校︑三時退引︒

三月廿六日薄晴朝寒
一︑午後一時より神田錦町斯文学会二て弘道会常集会を開
く︒三島中洲翁競争謙譲相済説の演説あり︒畢りて指原

一︑退引掛より銀座京橋辺二て買物ス︒

一︑十時出勤︑三時退引︒

一︑弘道会員山田安栄︑川瀬修三の二氏来会︒逓信省の達

安三氏の発題に係ル蓄妾の害と継嗣絶滅の害と執れか重
去すべしといふもの其次にて︑発題者に同意するもの一

きといへる討論あり︒正反対者最多数にて︑此問題を撤
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二付︑弘道会出版物配達料増加の義二付種々相談有之︒

一︑夜中小川昌子来ル︒生田目氏此度女学校設立の義二付
相談有之︒

四月二日朝風雨昼より晴風
一︑午後より出校︑松浦伯爵受持の茶湯授業一覧︑四時過
退引︒

一︑鏑木勉氏先月略血いたし引続臥病の処今夜九時頃長逝︒

四月三日朝晴午後雷雨夜風
一︑神武天皇御祭日二付朝九時四十分大礼服着用賢所参拝︒
一︑午後より鏑木氏を吊す︒

四月四日晴夜風
一︑十時参校︑二時退引︒退引掛より麻布市兵衛町神田良
邦氏の病を訪問す︒

一︑夫より華族会館二て議員懇話会二臨む︒当年撰挙干渉
＊

の義二付政府え建議書差出の内相談致す︒
＊＊

一︑副島伯の使として白井新太郎来問し︑東邦協会へ入会
の義従容せらル︒
ともに東邦協会を設立︒九四年台湾総督府の嘱託となり︑

＊しらいしんたろう会津の出身︒一八八八年福本日南らと
以後台湾で各方面に手腕を振った︒一九○六年帰国して富
士水力電気会社を創立︑一九一七年には衆議院議員となっ
た︵一必ユ毒

＊＊正確には﹁態通﹂

四月五日薄晴夕刻雨

一︑夕弧横須賀安枝来訪︒

御暇願書差出候︒

一︑十時宮内省へ出頭︑為養病但馬国城崎温泉へ三十日の

三輪田︑西︑高瀬︑太田︑指原︑寒沢の八子来会︑弘道

一︑午時二時より弘道会商議員臨時集会相開ク︒吉見︑岡︑
会叢記の義二付相談︒

一︑弘道会役員定会︑夜十時過退散︒

四月六日薄晴

一︑十時出校︑十二時退校︒

一︑堀田知性院病死二付為吊深川え罷越︒

一︑鏑木勉氏埋葬二付︑同人墓地白金松秀寺造見送る︒四
時前帰宅︒

一︑但州城崎えの御暇願の通被仰出︒

四月七日晴

一︑九時出校︑十二時退校︒

一︑手塚猛昌来ル︒教育論寄贈の約束ス︒

四月八日晴

一︑九時出校︑午後二時退校︒

支那人︿貨幣を造らず︑其理由︿知らざれども︑本邦の

一︑寺嶋伯久ミ病気二付白銀邸二参り訪問す︒同人面会ス︒

ごとき貨幣ノ為めに外国貿易二大損失したるに比すれ︿

大に勝れり︒本年選挙干渉二政府の費したる処︿十万円
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許といふ事︑外国え派出の公使常を其任二堪へざる事︒
二十ヶ年請合也︒

一︑金着と根付時計一個天賞堂より買入る︒代価試拾壷円︑

四月九日薄晴夜大風
一︑午後より向嶋別邸へ罷越︑一宿ス︒

鋼所設立案等二付き夫々内議を定む︒

一︑夜中富田啓之助氏を訪問し︑篠約改正の義二付及内談︒

四月十二日陰午後雨

述・且篠約一篠及内談︒同人一昨年の意見二替ることな

一︑出勤掛三浦安氏え立寄︑同人擁にて引込居二付見舞申
しと明言す︒

一︑午後より細川潤次郎︑曾我祐準の二氏を問ひ同事を相

四月十三日晴

談す︒何れも同案なり︒

四月十日晴大風日曜

一︑牒約改正の義二付西沢之助より相談有之︒

宅より出火︵原因ハ蝋燭の燃したるを置忘れしより︶︑西北

田一道の四氏を訪問す︒小沢︑原田︿不在にて面会せず︒

一︑朝出校︑退引掛より黒田清綱︑小沢武雄︑谷干城︑原

一︑今夜半一時十五分神田区猿楽町一番地飲食店宮本周蔵

五分一旦鎮火し︑又再燃し十一時全く鎮火す︒全焼三千

黒田・谷の両子︿全く同意見なり︒

風甚猛烈にて暫時二焼広がり神田区過半焼失︑午前九時
九百五十三戸︑物置六十棟︑土蔵四十三棟︑半焼百二戸︑

臣副嶋種臣︑濫信大臣後藤象二郎︑枢密顧問官黒田清隆︑

一︑今日枢密院議長伊藤博文︑外務大臣榎本武楊︑内務大

一︑副島内務大臣より九篠為景氏を以て内意有之ルに付︑

の約束す︒

一︑出勤掛三浦安氏を訪ひ︑来十七日同氏の邸にて一会合

意︒

一︑退引掛より安藤則余氏を訪ひ︑前同事を述ぶ︒是も同

一︑朝九時出校︑午後退引︒

四月十四日晴

員被仰付候︒

寺嶋宗則︑井上毅の七名へ於御前御直二条約改正取調委

町数二十五ヶ町︑大通り今川橋にて止ル︒焼死人二十五
人なり︒

人︑傷者二人︑機関士附属負傷四人︑消防手負傷二十八

四月十一日晴
一︑午前零時芝区西ノ久保神谷町人力車韓島田熊吉方より
出火︑全焼二百六十戸︒

一︑鈴木光成神田の大火にて類焼し︑甚難儀の趣二付金五
拾円助成す︒

一︑九時より出校︑退引掛より勘解由小路資生氏類焼の見
§舞とし寺へ罷越︒夫より華族会館え罷出︑議員懇話に臨

む︒撰挙干渉問題井鉄道買収案︑監獄費国庫支弁案︑製
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今日夕七時より同人宅え罷越面会︑九時帰宅︒

一︑去十二日夕八時芝愛宕下町出火︑四百戸程焼失︑今夕
も亦其近辺出火︒

再会の積なり︒

四日十八日雨

二と同車し︑同人が経済を談ずる︿聴くべきこと多し︒

一︑今朝八時の汽車にて出立︑従者一人召連︒車中平野富

対等牒約︿全く不同意なり︒鉄道買収︿補助二止まり︑

四月十五日晴
一︑朝九時出校︑午後退引︒

一︑今日︿兼て約束の通三浦安宅え富田鉄之助︑山川浩︑

人車を一屋ひて宝町通美川上ル田村方二投宿︒永田父子井

に替ることなし︒午後四時京都七篠停車場二着︑夫より

︿昨年大震の節の崩家其侭になる居るものあり︒途中別

一︑今朝六時十分の汽車二て浜松出立︑岐阜︑大垣辺二て

四月十九日晴

浜松二着︑花屋支店二止宿ス︒

の砲軍河崖を砲撃すべきの言を想出せり︒夕四時五十分

一︑汽車中別に替ることなし︒薩唾の下を通る時曾我中将

を見斗らひ売出スの議なり︒

貯蓄︿籾にて是を囲ひ︑三年目毎に政府にて詰替︑相場

通用貨幣増発及上米穀の売買︿政府の専売権とし︑備荒

四月十六日薄晴

一︑出立前二付夫々え書状差出候︒

一︑今朝九時出校本月分月給金試百九十五円請取候︒

一︑明後日出立二付宮内大臣え届書︑貴族院議長︑学士会
院会長︑京橋区長え案内状差出ス︒

一︑午後より向嶋別邸二罷越︑一宿ス︒今日ハ墨堤の桜花
︿︑九分の開花なり︒堤上の遊人非常二雑沓す︒

曾我祐準︑小沢武雄︑黒田清綱︑高崎五六の諸子来会︑

加藤︑川原︑林等の弘道会を員数名来訪︒

四月十七日日曜陰

して外事に手を出すべき時にあらず︑たとひ対等篠約成

牒約改正の義二付及内談の処︑到底今︿内治必要の時に

四月二十日晴

清井従者召連嵐山見物︒今日︿花候正に宜しく十分の開

一︑朝より弘道会々員其他数名来訪あり︒午後より永田直

るとも世の強弱民の賢愚甚隔絶せるを以て国害を生ずる
︿必然なりといふ説︿何れも同意なり︒しかし政府の政

の家もあり︑舟にて向岸へ渡り大悲閣︵千光寺︶に登る︒

花なり︒三軒屋︿先年と異にして美麗の家となり︑三階

暑を聴く為めに此方より却て対等牒約希望の義を申出る

方成功あるべしといふ説多数なり︒余ト山川と︿旧説を

山水の美兼尽せり︒後山の寺の前後の花盛なり︒休息数

守りて容易に今日の決議に従はず︒富田︿用向ありて早
く帰り︑細川︑谷︑安藤ハ来会せず︒猶︑本月廿六日二
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時にして帰路に赴く︒

四月廿一日雨
一︑終日無卿︒二︑三の来客あるの承︒

四月廿二日晴
一︑今朝兼て約束の通京都尋常師範学校︵校長加藤正矩︶︑高

等女学校︵校長河原一郎︶一見︑別二記すべきことなし︒

午後弘道会員の案内二て宝町通錦小路上ル宝錦舎二て弘

行甚不便なりと聞き︑左方の路を取る︒此辺丹波中の高

地にして︑是より南の水︿山城二入り︑是より北の水︿

丹後に注ぐ︒是より人車を急がし︑点燈頃生野に着ス︒

野の風あり︒併し車夫︿頗ル貧なり︒山岳多しといへど

総て丹波の山野︿大に山城に似たり︒人民の風俗︿甚村

三条大橋より樫原造二里廿五丁

も︑別に高山といふもなし︑平凡の山々林立するの承なり︒

樫原より亀岡迄三里四丁
亀岡より須知造六里十八丁

道会の為めに一場の演説を開く︒聴衆凡四︑五百人︑相
済︑当地弘道会員支会開設二付相談会を開き︑支会規則

須知より福知山迫九里廿五丁

四月廿四日晴南風日曜

七篠を議定し︑支会長を公選せしに加藤正矩其選に中れ
り︒夜中永田父子来訪︒

見送罷越︒京都七篠を西へ赴き︑樫原より老坂を上る︒

一︑朝七時京都出立︒加藤︑中村︑河原︑林︑永田父子為

常に由良川の左岸に沿ひて下る︒川寺︿福知山以北にて

一等なり︒鬼城山︿川を隔て上右に見ゆ︒是より道路︿

見る︒此辺の高山なるべし︒福知山の市街︿丹波中の第

一︑朝七時出立︑土師橋の辺にて遠く御岳の雲中にあるを

京都より丹波︑丹後の一等道路︿前年︵年月を聞漏らす︶

八田村まで由良川を東に渡り午後一時過舞鶴に達し東隆

繁華なる宿駅なり︒是を過れ︿舞鶴まで一の大村なし︒

四月廿三日晴

大に修繕を加へ道幅を広め院路を平らかにせしを以て︑

上より舞鶴の内海を眺望す︑甚佳なり︒旧城内辺︿頼敗

館に投宿ス︒主人の案内にて長久山妙法寺といふ寺の楼

往来甚便利なり︒老坂の如ぎもの︑長きこと︿一里斗あ
れども︑角度︿至て低く︑人車を通すに困難ならず︒峠

四月廿五日朝雨午前晴

川寺より舞鶴へ五里

福知山より川寺へ三里

して繕に石垣を見るの承︒

に隆道あり︒健道を出て下りる事五十町にして亀岡に至
る︒是より道路平坦なり︒十二時頃園部二至り︑大福側
の茶店にて午飯す︒園部を出て無程観音坂にか上る︒是
も老坂に同じ︒須知を過ぎ桧山に至れ︵両道あり︒右︿
舞鶴道︑左︿宮津路なり︒舞鶴道ハ草野峠の険ありて通
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一︑七時頃出立︒八田の渡まで︿昨日の道路を行く︒是よ

り北に向ひて宮津街道なり︒道路︿始終由良川に沿ひて

下る︒川下より一里許の処︑川中に島あり︒其形横堤を

築きたるがごとし︒頗る異形なり︒是より川口益広く︑

蕩々として北海に注ぐ︒由良港より道路の方向転じて西

方に向ふ︒是より一里余の間︑海岸に新道を開き山腹に

沿ひて行く︒其風景甚佳絶なり︒栗田村より山手に入り︑

栗田峠の隆道を過ぐ︒此隠︹道︺︿焼瓦を用ひず︑尽く

石を以て作る︒十一時宮津に達す︒荒井氏︵汽船問屋旅

はなはだ

店兼︶の案内にて橋立見物の小艇を買ふ︒岩瀧迫直行十

なり︒舟子二老翁なり︒先智恩寺に詣る︵舟より上る︶︒

まず

五銭︒成相寺へ廻り三十五銭︒他の物価に比すれ︵甚廉

所謂切戸の文珠なり︒殿柱多く松樹を用ふ︒五台山に登

に近き処に幅三︑四町の切口あり︒明治五年洪水の為め

る︒隠元の額あり︒宮津より此処に至る間︑橋立の南端

に切れし処なりといふ︒是より橋立の河州に上る︒道路

平坦︑橋立明神︿至て小社也︒磯清水︿頬破して汲むべ

からず︒十二︑三町行き再び舟に乗じて対岸の地︵江尻村︶

に着き︑午飯を吃し草履を買ひ成相山に上る︒険阻いふ

︿橋立の全景を尽くし︑内外の海を一目に望承快いふべ

べからず︒十町許にして傘松に至る︒是より眺望する時

からず︒蓋し橋立の景を見る︿此地に如くものなかるべ

し︒再び舟に上りて岩瀧に至る︒東方の諸山の上に由良
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1

ひとり

岳独秀出す︒四時頃岩瀧に着し︑是にて舟を捨て徒歩し
れども唯一字形に見るの承にして︑且少しく遠距離なれ

大内峠を除ゆ︒険峻甚し︒山上より橋立の眺望宜し︒然
ば成相山に及ばざること遠し︒三里三坂の諸村を過ぎ︑

四月二十六日陰時々微雨

夕六時頃大野村に宿す︒旅店随飯頗る不潔を極む︒

一︑朝七時頃出立︑半里程行き峯山えの別れ道あり︒二里
許にして試箇村に達す︒前に陽山見ゆ︑此辺の高山にて︑

海客望標とする処なりといふ︒夫より鱒留を過ぎ︑比治
なり︒午時久美浜に至る︒此地︿北海の港口にして︑小

四月二十八日陰
四月二十九日雨

一︑今日熱気漸減したれども心下つかへ食物進まず︒

憧郵

Ｆ戸湾Ｙｊ〃淵

一︑病気兎角同扇なるを以て当地の医師岩本隆準を招きて

ウガ応︑念

張惇公必砂星包

﹄／白浜掴○

四月三十日雨

贈らる︒

一︑当地学校の訓導岩本藤吉氏より産物姿藁細工の小箱を

：陵夢伊藤

達
j

︵本会理事・東京大学名誉教授︶

一︑熱気大二減ず︒食物猶進まず︒
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山峠を険え︑野中村に至る︒此辺何れも山間の晒村の象

至て険峻なり︒現時新道落成に垂んとせり︒是より又榎

繁華の地なり︒是より三原峠を踊ゆ︒丹後但馬の界にて︑

木峠を過ぎ︑二︑三村を過ぎ︑右に北海を望む︒津居山
僅に南に向ひて人家整列せり︒是より丸山川︵？︶を渡
りて四時頃湯嶋に着︑湯向屋に宿し先一浴を試む︒此鉱
泉︿其性大に修善寺に似たり︒

以て夕刻悪寒強く︑堪え難きを以て持参のキニーネ丸を

一︑昨日来風邪を確りたる処両日寒風を冒して旅行せるを
服して寝に就く︒

四月二十七日雨
一︑昨夜︿除程発汗したれども今日︿熱気減ぜず︑終日臥
募︒

言

箱根九句

東京都安井採果

篠塚しげる選

◎旧街道甘酒茶屋の古びよう

要︒

の

︵評︶原句は﹁天高く真近に仰ぐ霊峰窺然﹂とあるを加筆し
て採る︒特に富士の名を是非句の中に入れることが肝

◎霊峰富巌真近に仰ぐ天高し

︵評︶玲瀧の富士山が錦を着た山為の上に載つかる姿は天
下縦︾お景色︒君臨といふ措辞は素晴らしい︒

︑錦秋の山に君臨富士玲瀧

︵評︶秋になる湖水は紺碧に澄承︑囲む山盈の木々は紅葉し
て美しく粧ふ︒その紅葉が湖水に映るといふ美しさは
恰も一幅の絵を見る如くに美しい︒

︑紺碧の湖水囲ゑて山粧ふ

護

︵評︶甘酒は夏の季語︒箱根の旧街道沿いの古びた甘酒茶屋
に立ち寄った時の感懐がよく描かれている︒特に下五
の﹁古びよう﹂が光っている︒

︒一体承甘酒茶屋は関所脇

千葉県鈴木とよ女

︵評︶前句とは同じ季語を使っているが︑甘酒茶屋の在りか
が関所跡の脇であったといふ場所が詠まれていて︑又
味のちがった俳句の面白味がある︒

○尾根路ゆく尾花々々に迎えられ

○ゴンドラは雑木紅葉の上をゆく

○紅葉山一漢白く湯気上る

○天然の琴の調べや滝の音

︑末枯や人寄れば鳩も寄る寺の苑

︵評︶﹁人寄れば鳩も人々を慕って寄ってくる寺の苑﹂の写
生︒末枯︵うらがれ︶の頃はなんとなく淋しい︒

︑末枯の六地蔵に陽の温象

︵評︶石の六地蔵さんにちょっとふれて承ると太陽と温承が
伝った︒末枯の頃は少しでもあた上かい天気がほし
い︒地蔵尊は人間ではないが人間からゑるとやはりあ
たたかさを思召すにちがいないから⁝⁝

︑冬枯の利根の渡しの親子舟

︵評︶原句は利根の生活とあったが﹁渡し﹂にした方が具体
的となりよく判る︒そんなに大きくない渡し舟が想像
されるところがこの句の命である︒

︑木枯に身の節灸のきし承けり

ｚ︾︒

︵評︶木枯を寒いとは言はないでからだの節々が軌︵きし︶
むような痛さがしたといふ表現に換えた点は流石であ

（81）

弘道俳壇

○末枯の畦道遠ぎ廻道
○雲かくす温き陽探す冬の烏
ふいご

中七の﹁炎がたぎる﹂といふ措辞が面白い︒

︑吹子鳴くた皇らの音も雪の吸ふ

加藤茂男

師松魚

︵評︶ふいごが発する音が大雪に吸はれてよくきこえないこ
とがあるのであらう︒輪の句として新しい︒

○た入ら吹く出雲の奥の冬木立

○すぐ櫛にここだからまる木の葉髪
﹁ここだ﹂は沢山の意選者註
○末枯の土手に錆びゐる忘れ鎌

○雪つのるた生らの炎に光る村

早梅

○粉雪のた入らの屋根に積らざる

東京都堀越松明○た入ら吹く恢の川上は雪にして

○末枯や鏡の中に居る孤独

うまい

︑ちちろ鳴く老の冥利の熟寝かな
︵評︶老人にとってはまことに有難く熟睡することが出来た
といふのである︑こほろぎが鳴くこえがきこえるのは

却ってよくねむれるのは本当のことなので面白い︒◎早梅に日毎の遅速ありにけり

選者近詠

つげ

満遍に初日を頒ち親子黄楊

まんべん

○川上の冬の泉の瑠璃のいろ

︵評︶﹁停止して﹂といふ言葉はよく判りませんので﹁風や
んで﹂と誰にもわかるように加筆して採る︒

︑はるかなる野も風やんで雪つもる

︑禅堂の縁の干割れて秋深し
○駅伝に早梅の芽慌し
︵評︶禅堂の縁が木製であるので員夏から秋暑までの暑さの○早梅の山なだらかに街に入る
ひわ

ためにところどころが干割れている︒寓生の面白さ︒

○足萎えの妻持つお椀はとろろ汁
や

○菊大輪咲きて月日の寧らかに
○長者門開け放ちあり松手入

○破れ案山子力のつきて畦に伏す

○己が影つれて行く野や秋日和

○バスの旅まどろむうちに菊の宿

山本真太寒牡丹格勤の日も遠くなんい

ひたすらや不寝看護と降る雪と
＠雪の夜も炎のたぎるた生らかな
︵評︶﹁た坐ら﹂は足で踏んで空気を送る大きな輪︵ふいご︶義足にも足袋を穿かせておられけり
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に過ぎないから︵時間の関係で︶後でゆっくりと熟読して戴

た︒先生は︑今日の話はこの本に書いて有る一部分を話す

き度い︑と本を手にして講演に入られた︒最初先生は内村

古川先生の講演会を開催して
今年の冬も暖冬と言われて居りますが︑それ故か当日

表的な人物の名前を一人食を黒板に書かれて︑その中の一

鑑三先生の﹃代表的日本人﹄と言う岩波文庫本を引用︑代

人である︑西郷隆盛︑南洲翁の事と西村茂樹先生との関係

でした︒昨年末から計画して居りました待望の講演会であ

を論じられた︒﹁敬天愛人﹂と大害された南洲翁の書跡を

︵一月二十五日土曜日︶は暖かく︑室内暖房も要らない位

たが︑すべてが予定通りに運びましたので以

の賜物であると結ばれました︒私共は︑もっとお話をお聴

木鐸として今日在るは会祖西村泊翁の偉大なる思想と人物

年もの長い年月︑連綿としてその思想が継承されて国民の

の元勲と称せらる上方々と比較論評され︑弘道会が二○

西村会祖が如何に立派な人物で有ったかという事を維新

藩と南洲翁との関係等にも及び話は尽きない︒

のではないだらうか︑と申され︑南洲翁遺訓の紹介︑庄内

するもので︑むしろ南洲翁は︑泊翁からこの事は学ばれた

示され︑南洲翁の思想と西村茂樹先生の思想とは全く一致

りますので︑天候の事から聴講者の事など心配になりまし

岬古川哲史先生と藤下昌信事務局長を旭駅ま

噸ｉ０９⁝・ｉ０−下その概要を御報告申し上げます︒

︾刈嵯一脈疏胎賑融餓部洲Ⅷ峨伽騨棚糊順俳綱郎捕柵
峠だ鴨一生に御紹介申し上げて先生を囲んで楽しい昼
一贈︾一怜捨窪咋︾侭︾壁準︾岬僻躍︾霊毒砕鐸御雷

﹁会祖︑西村茂樹先生の思想と人物﹂

一演の演題は
一ｒ■呂ｇｇｇき■■■■■■ｇ篇●ｇｇ

学先生旧宅前にて記念写真を撮り足早に見学して︑旭駅発

散︒先生を我が町の誇る大原幽学先生の史蹟に案内し︑幽

五時五十分終了いたし︑先生を囲んで記念写真を撮って解

き致しかったのですが︑お帰りの時間も迫ってきたので十

必ずテキストを用意されて理解と納得を促進されたとの由

すが︶子弟に循々として教を垂れて参りました︒その際︑

日程の中で意義有る講演会が終了した︒

十六時五十二分の特急に駈け込む︑という︑あわた堂しい

古川先生は長年に亘り教壇に立たれまして︵現在もそうで

にて︑今回の講演会に当っても︑本部の藤下局長の肝入り

今回の講演会は︑過去二回の講演会と違い会員の象の講

にて︑古川哲史先生著﹃泊翁西村茂樹﹄を事前に御送付下
さったので講演が始まる前に聴講者に一冊宛貸与致しまし
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演会とした︒私達は弘道会を貝である以上︑会祖︑西村茂
樹先生の人物︑思想︑行蹟︑著書等について︑学ばなけれ
ばならない事が沢山ある︒夫々の家庭に在って自分の先祖
は何んな人物で有ったかを知り度いと同じ感情が今回の講
演会に発展したのである︒彼の大塩中斎︵平八郎︶は自分の

家系を学んで発奮した︑という事を佐藤一斎への手紙の中
に告白しているが︑自分達が師として仰ぐ会祖の思想人物

を知らずして真実の会活動は出来ないであろう︒この講演
講演会が開催出来た事は︑本部の会長先生始めとして諸先

会の成果は後日必ず顕れるであろう事を信じている︒この

当支会としては︑この講演会が平成三年度の最終行事で

生方の御指導︑御協力が有ったれぱこそである︒
ある︒会の目的信条に向って内容の充実を計ってはいるが︑

力不足︑徳至らずで成果は遅をたるものである︒泊翁西村
先生の思想人物に学んで︑駕馬に鞭打ち平成四年度の支会
活動に努力致すべく︑支会長以下役員一丸となって進む所
存である︒今後共︑会長先生始め諸先生方の御指導︑御鞭
漣を懇願して稿を閉じたい︒
︵干潟町支会菅谷栄夫︶

︵抄録︶

＊午前加時︑フォト・オフィスだげえる竹浪央氏来会︒

但月２日︵月︶

．一○年史﹂関係の複写写真納品︒
＊午後１時別分︑古川哲史理事︑．一○年史﹂原稿監
修のため来会︒

＊午後２時︑杉浦昌也理事ご令室友子夫人︵第七代会長故

野口明先生ご令嬢︶所用のため来会︒

＊午後３時別分︑加瀬正治郎氏︵会員︶︑所用のため来会︒

＊午前ｎ時︑干潟町支会菅谷栄夫氏︑支会講演会の日程

掴月５日︵木︶

等につき打合せのため来会︒

＊午前ｎ時別分︑嘱託渡辺薫氏︑﹁二○年史﹂関係史
料整理のため来会︒

＊午後岨時如分︑評議員入江孝一郎氏来会︒昭和天皇が︑
ただく︒

千代田区立番町小学校へ行幸の際のスナップ写真をい
枢月６日︵金︶
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＊午前ｎ時釦分︑嘱託渡辺薫氏︑﹁二○年史﹂関係史
料整理のため来会︒
担月９日︵月︶

＊午後３時釦分︑大塚製靴︵株︶監査役渡辺陸氏︑会祖西
村茂樹関係史料調査のため来会︒
掴月加日︵火︶

問︑﹃明六雑誌﹄１号ｌ釣号までの原本を譲り受ける︒

＊午前８時︑藤下昌信局長︑佐倉市の北詰栄男氏宅を訪

＊午後４時別分︑加瀬正治郎氏︑﹃弘道﹄編集用務のた

但月Ⅱ日︵水︶

め来会︒

値月偲日︵金︶

席者Ｉ古川哲史理事︑嘱託渡辺薫氏︑同望月兼次郎氏︑

＊午後２時より︑．一○年史﹂編集委員会を開催︒出
同古垣光一氏︑藤下昌信︑風間一彦︵事務局︶
植月胴日︵月︶

＊午後皿時帥分︑佐倉支会長倉次重一氏︑同事務局長石
渡敬氏来会︒﹁西村茂樹ミニ伝記﹂の原稿持参︒

＊午後４時別分︑加瀬正治郎氏︑﹃弘道﹄編集用務のた
め来会︒

＊午前ｎ時帥分より︑十二月次定例役員会を開催︒︵於学

但月把日︵水︶

士会館︶次の事項につき報告を行った︒

報告事項

④平成三年内の主要事業について

出席者Ｉ鈴木勲会長︑大槻文平︑寛素彦︑古川哲史︑

②その他

局長藤下昌信︑風間一彦︵事務局︶

堀田正久︑茂木啓三郎各理事︑生平幸立監事︑事務

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

但月即日︵金︶

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑福地重孝︑斎藤知

正︑望月兼次郎︑加瀬正治郎︑鈴木寛一の諸氏と藤下
昌信︒

胆月刀日︵金︶
＊仕事納め︒

平成４年︵一九九二︶

１月５日︵月︶

＊評議員荒井元吉氏︑午後如時皿分逝去︒
１月６日︵月︶
＊仕事始め︒

＊住友商事︵株︶建設不動産本部長松岡邦彦氏︑ビル事業
挨拶のため来会︒

部長伊藤克巳氏︵会員︶ほか︑関係者各位多数︑年賀
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料調査のため来会︒

＊午前ｎ時別分︑古川哲史理事︑﹁二○年史﹂原稿監＊午前ｎ時︑嘱託望月兼次郎氏︑﹁二○年史﹂関係史

１月７日︵火︶１月側日︵火︶
修のため来会︒

＊午後１時別分︑顧問税理士永田賢氏︑年賀挨拶ならび１月Ⅳ日︵金︶

令息井原重之氏来会︒会祖西村茂樹先生直筆の短冊一

に税務関係事務打合せのため来会︒＊午後１時釦分︑前佐倉支会副会長故井原善一郎氏のご
１月加日︵金︶

葉を持参︵故人生前からのご意志によるものとの由︶受贈︒

＊評議員加藤嘉三郎氏︑午後５時別分逝去︒

昇殿参拝を行う︒住友商事株式会社︑住商ビルマネー１月相日︵日︶

＊午前ｎ時︑千代田区神田三崎町の三崎神社にて恒例の
ジメント株式会社︑︵社︶日本弘道会の関係者一二名が︑

＊古川哲史理事︑﹁二○年史﹂原稿監修のため来会︒

﹁日本弘道会ビル﹂管理業務の安全祈願を行う︒本会１月別日︵月︶
より藤下昌信︑風間一彦の両名が参加︒

１月Ⅱ日︵土︶１月烈日︵火︶

＊午後吻時釦分より︑本会評議員故荒井元吉氏︵医療法＊評議員谷口現吉氏︑午前加時開分逝去︒
人心和会前理事長︶の葬儀・告別式が︑千葉市桜木町の１月迦日︵水︶

博全社葬場において執り行われた︒故荒井元吉氏は︑＊午前加時︑住友商事︵株︶小田金清課長︵会員︶︑仁木毅

会祖西村茂樹先生のご令室千賀夫人の生家荒井家の後氏︑ピル管理業務につき打合せのため来会︒

区京浜斎場において執り行われた︒

料株式会社常務取締役︶の葬儀・告別式が︑横浜市鶴見

喬である︒＊午後遡時より︑本会評議員故加藤嘉三郎氏完日清飼
＊午前加時別分︑嘱託望月兼次郎氏︑﹁二○年史﹂関

１月招日︵月︶

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

係史料調査のため来会︒１月別日︵金︶

ため来会︒出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑福地重孝︑斎藤知

＊午後２時︑古川哲史理事︑﹁二○年史﹂原稿監修の

＊午後３時︑加瀬正治郎氏︑所用のため来会︒正︑望月兼次郎︑加瀬正治郎︑鈴木寛一の諸氏と藤
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敬弔
永い間︑本会発展のために御尽力をいただい
た御三方が逝去されました︒ここに謹んで哀悼
の意を表し︑御冥福をお祈り申し上げます︒

前医療法人心和会理事長︑医師

荒井元吉殿︵評議員・千葉県︶

佐倉藩士会会長
平成四年一月五日逝去
享年八十六歳
加藤嘉三郎殿︵評議員・神奈川県︶

享年八十九歳

元日清飼料株式会社常務取締役
平成四年一月十九日逝去

谷口現吉殿︵評議員・長野県︶

日本山岳会名誉会員

第三次マナスル遠征隊副隊長
平成四年一月二十一日逝去
享年八十二歳

下昌信︒

正久理事︑古川哲史理事と懇談︒大塚製靴の創業者大

＊午後４時妬分︑大塚製靴︵株︶社長大塚斌氏来会︒堀田

とは︑とくに関係が深い︒

塚隊之丞翁は︑佐倉藩の出身で︑会祖とご舎弟勝三翁

＊午後２時より︑千葉県干潟町中央公民館を会場として︑

１月弱日︵土︶

︵本会理事・東京大学名誉教授︶で︑演題は﹁会祖西村茂樹

干潟町支会主催の講演会を開催︒講師は古川哲史氏

先生の思想と人物﹂︵本号朋頁・支会だより参照︶

１月〃日︵月︶

誉会員︶の葬儀・告別式が︑世田谷区北烏山の妙寿寺

＊午後１時より︑本会評議員故谷口現吉氏︵日本山岳会名

において執り行われた︒谷口現吉氏は︑会祖西村茂樹

先生のご舎弟勝三翁の後喬である︒
１月別日︵水︶
修のため来会︒

＊午後３時如分︑古川哲史理事︑﹁二○年史﹂原稿監

︵編集部︶

＊午前即時帥分︑嘱託望月兼次郎氏︑．一○年史﹂史料

１月訓日︵金︶

調査のため来会︒
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会告

Ｉ
︵平成４年１月Ⅳ日︶

鯵資料ご寄贈者芳名
﹁会祖直筆短冊︵住吉大社に詣でて︶﹂

井原重之殿︵千葉県︶
錨図書ご寄贈者芳名
︵平成３年岨月Ｉ平成４年１月︶

﹃平成３年度道徳年間指導計画
和歌山市立大新小学校﹄

中西包夫殿︵和歌山県︶

発行所和歌山市立大新小学校
﹃第焔回近畿小学校

道徳教育研究会和歌山大会
研究紀要﹄

発行所和歌山市立大新小学校
中西包夫殿︵和歌山県︶
﹃第略回近畿小学校

道徳教育研究会和歌山大会﹄

発行所近畿小学校道徳教育研究会
中西包夫殿︵和歌山県︶
﹃東京フィルハーモニー交響楽団

帥年史﹄

編集東京フィルハーモニー
交響楽団

発行所東京フィルハーモニー
交響楽団

鈴木勲殿︵会長︶
﹃中央工学校帥年史﹄

著者古川哲史

﹃詩集日曜の昼さがり﹄

発行所︵株︶アポロン社
古川哲史殿︵理事︶

冬翠︵冬の承どり︶﹄

﹃加藤実之吉遣歌集

著者加藤実之吉

編者古川哲史

古川哲史殿︵理事︶

発行所︵株︶アポロン社

編纂中央工学校帥年史編纂委員会

発行学校法人中央工学校

編集兼発行者

亜細亜大学経済学会

古川哲史殿︵理事︶

編者森銑三

﹃大正人物逸話辞典﹄

発行所︵株︶岩波書店

編者新村出

﹃広辞苑﹄第四版

︵平成３年廻月Ｉ平成４年１月︶

◎購求図書名

経済事紀要第９巻第１号﹄

﹃亜細亜大学

鈴木勲殿︵会長︶
藤下昌信殿︵事務局長︶

﹃西村茂樹編小学惰身訓波読巻こ

藤下昌信殿︵事務局長︶

﹃南摩綱紀編輯内国史略貞﹄
﹃時実利彦

編集人湯ノ恵正行

人間であること﹄

︵社︶国民曾館殿︵大阪府︶

発行所︵社︶国民曾館

編集人楠山春樹

﹃斯文﹄

︵財︶斯文会殿︵東京都︶

発行所︵財︶斯文会
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〃

倉

井粟山清島熊吉古松飯石上景小江原渡中奈中野岡間
原生本水田谷岡瀬本田倉田山見角野部村良奥々本田
宣

井 村

口

重 三 直 雅 正 弘 敏 孝 克 夏 敏 昭 倹 雅
恒 修 浩
之男治寛治行典禦雄光昭巳繁生茂雄久三混士夫治彬
井 石 狩 渡 池 広 鈴 目
原 渡 野 部 添 江 木 次
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旦
冨 昭 靖 朝 安
郎 敬 吉 久 児 夫 勲 茂

I
i
I
兼

仁 正 道 昌 良 一 和 明 志
一房雄数弥知彦隆泉良郎

田

永高勝岡藤岡桝荒
島橋田田井田田川

秀康三金利廻喜
雄雄男治雄功子夫

筑紫静男

″″
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安房小藤俊夫羽山精二
森山恵美子〃

ノ ヘ ー ー ､ ﾏ ー ー グ ー

〃

〃

Ⅱ

″佐伯キミ

山形県板井角也

I

ひろぱ

〉

ﾉ

″武田愛雄〃

謹啓

秋冷の候となりましたが先生には益

々ご健勝のことと思います︒

'一一一

″

′ 〃 〃 〃 〃

茂木啓三郎

〃

″

″

″

戸辺好郎

″

菅谷栄夫

伊藤

頂き衷心より厚くお礼申しあげます︒

利
雄

さて︑早速﹃弘道﹄を六部もご恵贈

熱田弘

と手ごたえを感じております︒

歯ごたえのある論文の象で読象ごたえ

つきましては︑県内の丁市に交換学

東平久雄

〃 〃

〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃

柴田毒光

勝田仁
太田博
小林進

近切切佐林斉大塚浅戸田
藤替替野藤板木井避部

〃

〃

〃 〃 〃

川

ﾉ

J二J

″

″

〃

″

″

″

I

干潟町

亘IZ
〃 〃 〃 〃

勝夫⑳

○鋸本和男側
○栗林忠男③
○松浦圭男④

○師

干潟町支会︵伽名分︶

︹千葉県︺

板橋義夫⑤
︹東京都︺

三間二郎⑥

福井透⑧
︹岐阜県︺

石井新太郎側
︹愛媛県︺

○宇都宮象一⑳

○菊池提⑳

○萩森徳一③

︵平成３年胆月ｌ平成４年１月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

″鋸本和男〃

愛媛県宇都宮象一西田春善

″菊池提宇都宮象一
″栗林忠男西田春善

″萩森徳一〃
″松浦圭男〃

東京都師勝夫鈴木勲

神奈川県原田伸之

高倉

︵平成３年４月ｌ平成４年１月︶

◎支会新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

有田秀昇深川明

″深川剛〃

″鴨打邦行〃
″秀島熊雄〃
″米原稔雄〃

″金ヶ江重綱金ヶ江三郎雅綱

島根勝部福三藤原恭一

″佐藤隆幸〃

″岡政義〃

″池添清見飯塚一雄

″藤田佳膳〃
″加納勇一〃
″飯塚隆一〃

″板持喬〃
″安達伸次松本幹彦
″石賀昇〃
″桜内志郎〃
″藤木敦〃

一

発行所︵株︶東京堂出版
﹃明治人物逸話辞典﹄上巻

編者森銑三

発行所︵株︶東京堂出版
﹃明治人物逸話辞典﹄下巻

編者森銑三

発行所︵株︶東京堂出版
﹃江戸大名家血族辞典﹄

編集人牧野洋

発行所︵株︶新人物往来社
﹃神ながらの道﹄︵復刻版︶

著者寛克彦

発行所︵株︶日本公法
◎会費領収報告
︵致秤賊蝦斡皿朋皿叩︶

ただきます︒

１この報告を以って領収書に代えさせてい

最終年度です︒

２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３お名前の下の括弧内の数字は会費納入の

︹神奈川県︺

○原田伸之仙
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弘

次のような感想を述べたそうです﹁日

生で一年を過ごした米国の高校生が︑
うか心配です︒

本の状況はどう変わっていくのでしょ

たる哲理を含んでおるのが認識され︑

表的道義団体は夫々に特色あり︑秀で

って焼却炉にはこばれてくるおにぎり

が目立ちます︒用務員のおばさんに言

に全く手をつけずに屑篭に捨てる生徒

私の学校でも︑寒くなるとおにぎり

す︒

純粋なるお気持ちが窺えるのでありま

﹁至情﹂が溢れ︑国家の前途を憂える

その創立当初に於ける発起人の方々の

本に来て約九ヶ月になりますが︑一番
どもの育て方です︒単純な言い方です

強い印象は︑今の日本の教育状況と子

を︑毎日ビニール袋に入れてもらい日

しておれば家の手伝い等全然しないし︑

感じがいたします︒子どもは勉強さえ

ると︑過保護とかわがまま︑無責任な

見せ徹底的に物を大事にすることを教

月一回の全校集会の校長講話でそれを

付をつけて校長室に並べてありますが︑

創立者広池千九郎氏は︑最高道徳につ

○一四頁所載の﹁道徳科学研究所﹂の

り啓発されたのであります︒

は﹁正に日本亡びず﹂の感有之︑心よ

その後の経営︑ご努力︑ご発展の経緯

奥底にある意気込承︑理念︑発想と

ると思います︒クラスメートを見てい

が︑日本の親は子どもをだめにしてい

何か悪いことをやったり他人に失礼な

えます︒﹁頑物喪志﹂については常々

ち︑﹁自我没却﹂﹁神﹂﹁義務先行﹂﹁伝

ぎ五つの原理を挙げておられます︒即

教えているところですが︑お米を屑篭
に捨てるという心の貧しさには落胆以

ことをしてもビシッと叱るようなこと
はないようです︒日本は豊か過ぎて︑

外ございません︒敬具

鈴木勲先生

なく︑当り前と思っているし︑目上の

何かやってもらっても︑感謝の気持が

一々肯定されるのであります︒

統﹂﹁人心開発救済﹂にまとめられ︑

﹁反響﹂

であり︑我が国青年団の育ての親︑社

○田沢義鋪氏は日本青年館の生承の親

人に対する尊敬とか︑いたわりの心も
私は今の日本は全くその通りなのに

欠けていると思いますｏ﹂

会文化の向上︑道徳国家の建設に寄せ

信︑若者への愛︑そこにたくましい道

られた方と拝察されましたが︑日本青

○第九五五号﹃弘道﹄平成三年の締め

座の詩文に日く︑﹁大いなるものへの

年館の正面玄関にある田沢氏の胸像台

東京都岩崎晶

気づいていないのか︑気づいておって

マとする特集号を年末・年始にかけて

括りとして﹁日本の道義団体﹂をテー

がく然と致しました︒こういうことに
も自己の幸福さえ追求すれば良いとい

親しく拝見しました︒我邦に於ける代

う考えなのか︑家庭でも学校でももっ
と厳しく子どもを教育しなければ︑日
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義の背骨を立てて︑田沢義鋪は果てし

○﹁龍門社﹂青淵渋沢栄一の事業とそ

戦後の国民の虚脱感や︑道徳的混乱を

○﹁日本道徳教育学会﹂第二次世界大

成を見まもるであろう﹂とあります︒

かれのつぶらな眼は︑道の国日本の完

たのであるが︑社会福祉︑教育︑国際

いう中国の故事にちなんで名付けられ

鯉が龍門の瀧を登ると龍になる︑と

師はもち論︑およそ道徳教育に関心あ

初等︑中等教育の現場にたずさわる教

り学会へと発展︑学者だけではなく︑

は旧制大学の倫理学者たちの研究会よ

︑︑︑

であります︒

の名声は今に至ってもゆるぎなきもの

実に脳をうつものがございます︒田

親善︑労使の調停など︑世の為︑国の

のことは︑まことに喜こぱしく︑その

る方だが参加して今日に至っていると

憂える人々によって生れた会で︑中心

かぎりかれの熱い心は人類の胸に生き︑

ない道を前進した︒大空に太陽のある

沢義鋪の提唱した﹁道の国日本の完
のである︒

為に役立つ様な努力を尽されつつある

翁は招かれて龍門社にて折に触れて講

因に日本弘道会の会祖たる西村茂樹

○○○○○

成﹂﹁青年教育と青年組織の拡充﹂﹁選

が直面する最重要︑緊急に対処すべき

に適うたる利は君子の行いとして恥ず

これを得ることを戒めたのであり︑義

先覚者の存在が︑日本を救ったのであ

神官︑聖僧︑国学者︑儒学者その他の

費﹄よ

戦国時代︑幕末の混沌たる時代にも︑

孔子の﹁不義にして富み︑且つ貴き

辺を支えていた清らかな人々が存在し︑

表面には現れぬが︑つつましやかに底

以上︑いつの世にも︑日本の乱世︑

隆盛に敬意を表する次第でございます︒

挙の粛正と政治改革﹂は︑今日︑日本
課題である事は明々白々たる処でござ

演をされたということでございます︒
は︑我に於て浮雲の如し﹂とは決して

トウト

います︒

○﹁大日本報徳社﹂二宮尊徳の教えで︑

富貴を賎んだのではなく︑不義にして

ものなり﹂とあり︑道徳経済一元論を

ると思考される次第でございます︒

おぽつか

しｏ﹂﹁経済ならぬ道徳は労して功なき

﹁道徳ならぬ経済は︑永遠の道覚束な

基として︑全国より教えを乞う者が多

る所ではない︑としたのは明らかであ

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

数出でて︑有力なる門弟を多数輩出し

ります︒我国に最近生じたる銀行︑証
︑︑︑

理想社会を目指して組織づくりが行わ

券界の不詳事は︑﹁利のみに目がくらん

ょう自戒すべき処であると思惟いたし

だ﹂猪突猛進型暴走の結果でありまし

︑ちよとつ

れたとあります︒

まことに現下経済大国日本の世紀末

ます︒

の社会に対する警鐘であり︑天の声と
して受取るべきでございましょう︒

（92）

長のお話によりますと︑政・財界をは

が開催されました︒出席ざれた鈴木会

両氏は︑会祖の御縁につながる方々で

ずれも本会の長い会員で︑荒井︑谷口

現吉氏︵二十一日︶の御三方であり︑い

︵五日︶︑加藤嘉三郎氏︵十九日︶︑谷口

会員の御愛読を期待しております︒

じめ各界の名士多数を前にして︑温い

あり︑悲しゑに堪えません︒在りし日

鯵昨年末米寿とダイヤモンド婚をめで

は︑国民道徳の規範ともいうべき書で

鯵会祖西村茂樹先生の﹃日本道徳論﹄

ユーモアの中にたか夫人の内助の功を

の御三方の悌を偲び心からの御冥福を

の計報が相次ぎました︒荒井元吉氏

あり︑会祖の流れをくむ先賢によって

讃えられ︑昭和三年︑三菱鉱業に入社

お祈りいたします︒

鯵本年一月に入って︑評議員の御三方

敷術され︑本会の精神的支柱となって

以来六十三年︑私を支えたのは︑〃所

人ご夫妻の主催による﹁感謝の夕べ﹂

おります︒先生の憂国の獅子乳は︑時

期奉公︑処事光明″という三菱の精神

ーマに特集いたし︑家庭教育のさまざ

鯵次号は︑﹁家庭教育のあり方﹂をテ

たく迎えられた大槻文平理事とたか夫

々の人心を捉え︑その理念は永遠の響

であり︑いかなる時も︑国家社会に奉

編集後記

きをもって現代に息づいております︒

公する精神だけは忘れなかった︑とい

こころ

⁝⁝全鵠の品性良善なるに非ざれぱ︑

﹁凡そ国の政治・法律何程完全なるも︑

は︑正に今日の我国を予想したかの如

媒となるべし﹂百余年前の先生の警告

菖一財貨富鏡ならば︑却て園を亡すの

研究所所長武田邦太郎先生を講師にお

鯵昨年十一月十五日︵金︶武田新農政

上げます︒

の上ともご夫妻の御加餐を御祈念申し
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まな問題について考えてみたいと思い
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