︾

ｰ
､．
や．
．ミ
‐‐
．｡←リ'1
も．･ ‐
，"､
ス
『
岬

＝

一酔・哩

■どひ込

壹︑︑ご＃緩乏要声一〆酔＄江﹂

不凸

ｒ妙二け烏垂の．

Ｌ号
﹄
豆津伽ｒ

●

■

■

缶暫尋︸郵一︾垂戸谷一宮△︼Ｆ﹄ｐＰ

〃 4 ．

ＢＰ

｡
Ｆ

産
考層や
姑Ｐ
︑一
霞﹄
惑・
一ゆ
Ｐ︒

●

ロ

塞陰呼窓醍準

ざ

畢

争季

雲巳
圭

α︾

少

や

叩叩い︲ず先行角孝憩趣串涯臼や

昭和35年7月

垂云

◆

早

〃各

酢呼駈︲学艮Ｉ脾Ｆ博医

●

﹃

一

坐︷

︐画一

Ｉ屡陸噂．錘

型

懇話会

文

g¥

代
毒

第四号
尺

昭和三十五年六月二十日印刷︒

●
Q

r

■

●

ゅ

．､．

§

】
．

b

全面遍句ｒ︐込再

佐渡厚生農業協同組合
﹁

︾蛎陛﹄﹃・写ロｑ

E!i,f｡中興I 代 表
一

老''−，ゴーfX．．&増,字‑.,2‑浬7，固押､…●…

一

一

橘
鑑馨署喜ぶP､否.…罰 』奪鐸主,ィ

更迩㎡羊，炭一認・里，篭1巻聖をZ､.̲華菖

．我、‐亭・影読，‐五

■

−−■守

郷調

鍾競鍾捧擬麓

1

称
｜
I
ヨ

一F一一『‐

巾̲Ⅷ

両津病院
屯話・両津（代表）737

',，型,‐1,..： 思・,｣･心呂唖,,戸創｣勇一芦:r4吋11』塾無理F･ユーL令』'．

点で誤‑亀力ま』,÷'.,‑ .'‐,,j符 二二巴

、

ＩＩＬ

今−０

﹃一一︽

Ｑ︶

︾一︽

､｡9葦戸淵簔望蔑』ハ三G弾工｢い』晨肩請丙三国 語c4号rr2､津鴬吋崇莞:e尋萬｢｛吟雪で菫鴎

︒■二宮■ご字画・ロロ・甲・・・画・ロ一画・・画・画■■ロー

雨罰

軍︺謝竺︐

罰即三口田

呵函

臺軍三目﹈今曽﹂︵室頃︶ｇ畔
画勾一・戸碗画一﹂

レクｐｌＢＵｒｔ日ｒｂＰｒ８■７レトＦ１■ｒＬＢＢＥＢ■ｒししＦ１■ｒｂｂＰⅡ■ｒＬＬＬＩⅡ１４９

一﹄一一﹄凸ロロロ﹃ロ卓一再一一一画画蓉画Ｆ一口・二一・一邑画画■■早■二二Ｆ二画・画画﹄

▼ ▼ − で

宮・﹄二一・卓・・こ・・ 二画・幸一一画一・口■︼︒︒■■一一宇ロ﹄︼・﹄ロ画一画凸口宮・ロロニ﹄・一・隼一一一・・口二口・︼・・・一・二国・︼ロー︼・︻・一宇・宇凸﹄
Ⅱ匡・﹄一二﹄■二﹄・﹄﹄︼画画・一二凸・邑一﹄ロ﹄︼画一一﹄二一一口一口﹄︸﹄︼也雫画一口一言一一・﹄・一口■二一国二二︼﹄画﹄一手一一一一一二一・一一画﹄画﹄一画

６日
９６

Ｅ■
■ｑ

Ｐｇ

Ｆ﹄｜

９８

４１Ｊ

諒勢闘蔀
蛋重．・今証謹

訴淑露

ロ一一一﹄一口﹄﹄一・﹄﹄

熟N聖

ｊ

ー

ニーⅡＩＩＩＩ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ
■
■ｑ１ｑｑ４ｊ０■■■１ｑｑ靴︒■日日Ｉぐぐｑｊ■■日Ｉｑｑｑｊ■■Ｉ１ｑｄ４ｊ■■１１ｑｑ４ｊ■■Ｕ１４ｄｄｊＢ■１１くくｑｊ■■Ｉ１ｑ４ｄｊ■■Ｉ１ｑｑｑ４■■Ｉ１ｑｑく４■■■斗ｑｒ

到讓計・気窺・自園田︵副蕊︶駅琳

篭

ー
Ⅱ画一一﹄耳・︼﹃・︼﹄﹄一画﹄・﹄・・・・一口一国︼・・一口一一﹄一・︼宰・一一・一一一﹄ロ﹄・・曽・一一一一国一・﹄ロ・一・﹃・一一一一一二寸国・一ロ﹄

し

一一℃

l
l
l

畠灘燃

一宅・ＩＪＩ

目m3m印

ゃ︑ｂ

へ

じ

勢
I

ー

言壌熟爾

白

写一画寺画﹃屯甲乙ご﹃﹃壁一字画画二一口・ロ幸南・卓手・ニロ画画凸画画一一二一国一﹄口一・﹄・■・勺固・■・堂ロロロロロ固再写ご画﹃画画﹃︽ロ﹃︼弓﹃凸ご﹃﹄凸・■酉ロロロロ・画柵

扇
三亘頁

一一

霊

畢 垂 ．

｜

ロ
﹃﹈詔︾一・二／︸画静一

二︼︒︒■

嗣瀬

一

｜
↑・邑画二一一Ｆ・︼言・﹄一口一卓︒︒︼・一一軍卓

三

｜岬岬
も一Ⅱ叩
p■IllpOpphIID】ｺﾛﾛﾛﾛQ9qup

０︑﹄字一口・一画卓一﹄↓宮二国
幻・口一・・一口・旬一言一・一画

pdpqEpIpUUﾛﾛﾛﾛﾛBⅡ『UpIplg

Iﾛﾛﾛﾛ』Ⅱ

､くrl営嶢c十三 ハミ咳心:三岳，八・晨貝『 兵Fm4S罠C時計e善，丙餌汁祇､三｢やUﾌ吟鈩叫'岸

洋・三菩・濫犀・雪

弓■

Ｂが．

且 ▲ △ − ▲ . ▲ F ー 言 ▲ ユ
ー . 一

▲ a 公 一 一 ▲ 今 ﾕ − 』

UlqIIqp

堂

貿易屋

汁'三両篤壽−3言讓
三S>FI

J》僻儲侈寓二s暑只芦‑糸q端
甫昇【､『三三幸6

寄さｼ千・両二号宍 が嵩ｲｰ｛
じ

一言一

、

l
､

司詳蔚諦韻一

慾壱

ｌ掘・哩確呼限腫膠隊瞬際附叱Ｌ群居上︲織盛卜｜Ｆ︲犀．↑し断〃＄ず

耐扉

、し

剥円期剤到閲噛涌劉型謬蝿電迂湧酔輯撹灘鐙争職辮￥朧畦︲恥齢臘縢︲閥ｂｕｋ紳吟︑

〆
、

､

射 準 概 包 ロ ド 皿 異

塞圭穂

1
ノ
ハ

一一鎚諜料<E¥Qﾖこぐ偶灘二甥〈墨釦判●卜G−

当埋e浸鐸望J等等昌鞭 雲

一

畏碧寓屋

一
一

鎚薫ざ鍾e笠填

望

ﾕ鍔
T壷

ノ
f
､

震絹

I
I
W
<

−−延悟Q苦く響震揮釦÷QLj−

篭謹郵暹

竿１選
牒隅灘
蕊終姪
晨吾川

︾↑

師一︾

Ｍ捕川

4 1 1

一

一

戸一

−ー

宅

／︑

戸今

LL榊
鼻匡
榊刊扣
p
吟膚A1へ11トハ
1pE逆船｜忌
号三鼎堂
望．､f畏劃j三1

｜，
1
I

１トー

／︑

輿蝶一一

望無一

園悪霊国経
嘘畏特埋罐篝

一一一一

国一一

︾↑︾一叶一
︾謎︾
︾︾︽︾唖
旺︾

￥︾一柚荊呼
︾︾ ︾貝︾
一︾砕一９−

︾率酔一率呼︾

︾一計一

ぐ重病噸謎

三′塞亭亘釉。

−−−−−｜

ー

目

Ｃ

ョ暮曼揮巽卜G。

一塁

縄

1
1
1

０１Ｊ．茸

倒暮一降造幻

‐
４ぺ︲

毫︒製
釦畠︑畢
当理物
Ｑ三三
紅蔓へ一
無二三

滞
ﾔﾔ1

1
<
1
1
１１

津

4M鯏匝e僅伽

1』、
門当

３

一一顧︑Ｇ

ｅｅ

雲迄韓

，ﾄﾉ‑=<Q無岸Q駆婁一
詞や

骨
1
'

繩弧

1
<
判

遙膣

ﾘ
1

辿伶

1
1
1
図

騨禧…Ⅱヨ

畑留

10K

竜

詳妻工
l式事動

︷昂一

$
緋鼎三ｺI

,
負
寺
一
、

4‑1,‑号

覗亭

>
N
l
l
l

!
'
1
罫

霧

E>

溌 琳 卦 jご澪

(頁惹＝号)RIS>譽掛心､計
−

一

一

亘可一よい宮︲．

〕

，
噌
喝

謡謬

閲
鯲

ﾉ
ヲ
l
j
1
1
gpB
1
−fな
■F･里乙．■､

/，ノ

'澱……昧濯藍丹…F1ダU汽尊諭罫卜rヨ燕s奏溺

I

ノ

1

篝

し
共
患
:
：
!』灘

でN

唖

卜

︷喉﹈

１ぽ

酉害

鳥
;
1

ｊＩＪｌＩＬ吟一琴曄辱圭

稀

一一戸3汁S眉>慨三斗零京s｢¥−
61

７︲ｌド４卜円

ー ＝ ｰ

ﾛ −

群製蘇甫｢や隷蛋三今

'1計三識

静

I

課．壷醗︲字

需壷

ｉ■

W
爵

，I

>き……｜
｜ 沓
Lb・，

ｄｑｌｌｌも祁叩ｌｄ９可

〆

や１１１

一

ＩＩＪ

一

｡I；‐可

I

、
＃

蝉式

ｂ︲ＩⅡ︐佃Ｉ写１１冊！←

か

ＩＩｌｌＩｈｌ︲

一

I
蓋

︲Ｉクｆ０ｆＪ︐Ｉ上

〜 ー

"1

「ノ』

罰蕊

メ

1 1

'
1
"
､
‑
＃

雲

(
>
‑
S
片
雲
)
;寒

￨fi"￨'

I 川 .

1岬剰：

︼

滞f

〜玲寸〜へ−hG.〃…≠出一一一一鼻茸

"1

ｌ︲１ＮⅣ川抑川〃叩１１﹄

満

〜〜

内ｌ︲ ・Ｉ叫ｌｊＩｌ︲ 冊勺廉１Ｊ１１１Ｊ
剣１１１１Ｉ０１０ＩｌｉＪｌ︲ｊＩｌｊ０可１１︐Ｎやｒ肝︲ｉ

里
『 …
毒
を
窒弓

＝凸

I D U , ･ ･ ' 1

ｌ︲Ｌ仲１ｈ．

…

で辿

．︒︒

"………d割‑(wrr『｢ISe‑n,b昌寵

￨糊‑.‑落剥

０１１対４︐︲︲︲︲Ｉ

l撫茸‐昼

Ｉｌｒ１ぎゅ了甲ＬｒＱやＩ

'
'
'
0
1

一・︑

……=……………蕊譲s篤濤

︑

淫N葺掛E

I

⁝

001

︲９Ｆ・◇

……＆一……蝋S鶏

I

ｔ料︐ｉ１１判一

湫1口濁

ｌｊｌ−
ｌ０ｌｌ！︲︲１﹄

寺が縣津八(一L‑j"rr:JF
拝陣這S割

．・・﹃吾為︲０︑里ｑｏｂ・〜

HOI

l闘巽溜

●１１１１︲︒ｒ４訳

制ﾉ

琴一室雪訓訓州州酬釧認侭

)ll…｡÷言J号ご"J'f｡

S〆苛寓屏RL言器犀
S蔀渇蕊妻

︒．︲︲︲︲も■・

………汁｡濃冥妻殿S酷

ノローロー︲ｊ︐４．．︑

寺苦 罫川

■ⅡｌＪ０■０１１宮・︲︲・宮■■■日日１１０甲

l
1
1
1

ｊ志

＄

︲今

一

蕎冷

ｉ１

︵職鶚︶︶

僖辮S扇

？＜P
月

一

一口一一抑

ごきび

漁ず

隣

牽

一一

Ｌ

ミヨ
言口

三雨

一

︶一応

ー

h‑gF

一

︷一﹈

淫』ず

{
河

S

岸皀﹄

I
I
I

上下Ｐ

︷底

M
目

司沫

>'1…… 多rr宝針

L

参
￥
¥
･
睦
.
､
髪
凝
"
さ
､
.
．
:
‑
,
‑
.
．:
2
:
̲
,
里
．
。

言

'
署
‑
‑
ー
・
學
･
《
,》
÷
！
:＃
，
.
､
琴
塁
̲
…ダ

凹弓起駕躍繩鎧

︑課旺廻心もふふも渓ご図心Ｌ早い︑訳ご函へ

１州ｌｉ１ｌ刊︲ｌ叩︲△ｂ釧五０■

勢〆.､垂､＝

ア

毒

竜

I

１１１１１１１１１Ｊ洲︲Ｐｎｌｌｐ呵叩川ｌＬＩ｜△︐叩０口１１

｜

戸辛辛亘昏ｅ︲り︒Ｒ
・−ず回心・▽︲・

在幽

鞭養隈

l患

１Ｊ︲１１

歩

、

↑

I

IMll『ﾛIIB』叩

11』IEI『』I『

IIMUO』

『1II1IIB1IIOIIlI】

ロ11

I
I
p
I
I
p
I
pロ
』
R
p
I
B
p
I
l
B
I
D
B
ﾛ
ﾛ
ﾛ
U
8
M
l
U
l
『
I
I
D
I
U
l
n
I
I
U
M
ﾛ
ロ
l
B
E
I
I
Z
n
E
M
H
l
I
I
I
l
I
l
p
』
叩
I
I
1
I
I ﾛIIB叩UIl』叩叩lEpII

Hく謹e撤二､1嘔細
遇豐謂慥
b'会TI営藝s
部､0−)ﾀｲUA‑6

理藝営酎矩 ③ ＃ ゞ

榊叫穗聯

１

,
i
L
I
I
I
l
R
U
I
【
D
I
I
U
M
E
I
I
U
I
D
p
1
D
U
叩
p
U
p
1
D
p
1
0
U
l
I
l
0
p
0
M
1
I
p
1
Ⅱ
叩
I
h
I
I
D
J
l
U
』
M
I
U
p
1
B
叩
D
I
I
U
叩
I
『
ロ
『
U
q
I
U
I
】
I
v
I
U
p
T
U
8
『
U
1
I
I
1
h
叩
I
1
I
p
I
I
O
I
I
1
1
1
叩
I
】
l
I
f
I
Ⅲ
U
1
p
l
叩
卯
1
1
1
曲
Ⅲ
『
I
H
I
I
Ⅱ
BW
B
n
I
I
叩
ロ
I
D
叩
T
p
1
D
p
p
I
叩
p
T
I
8
I
Ⅱ
U
l
p
1
l
q
I
F
U
I
I
U
M
M
I
U
叩
耐
叩
I
I
I
U
n
I
B
B
n
p
叩
叩
I
叩
1
1
叩
I

・二一二二一二二一二﹄二一二一二口二﹃ここ一画己二言言筥一二画﹄一二二一呂﹄三三呂筥筥言二二呈呂﹄二言屋一二呂二二三二三一呂里舌三二二二一﹄二三呂冒二二三三二一﹄弓呂三二・峡

『

︵営倉郷︶差上熈・碓一小翼担

壷﹄﹄ロ・面一﹄二一一二一一酉二一一戸﹄二一一一一一﹄一二﹄二︾二一二一一一胃一一︼二戸一二写一一﹄一一一一二﹄・一二一一一﹄二﹄・一画一二﹄一間一一一一毒︒一一一一﹄二・﹄﹄声色・一﹃一一・一一二一﹄二﹃営一﹄﹄二﹄亘字・一一・■二画﹄一﹄︼﹄惇一﹄

6111】31111ⅡM1

−迷

℃

ー ｰ 一 一 一

グ

近 代
第 4 号

蘭
岳

千
汀

R…，

昭和35年7月
が
E

Ｆ
一

金三句

ー ○ 一 一

ノ

はじめに

琴浦部落の集団農場

Ｉ農業共同化の貴重な実験をさぐるＩ

松井

でくぼ象に吹き寄せられた落葉のように︑寄りそって息づいている

叉思想的な要因があったと言わざるを得ない︒その意味で︑まずこ

のではない︒やはりそれをうゑ出すだけの歴史的経済的な︑従って

しかしこの集団農場は指導者の頭に︑ある朝突然に思いつかれた

体として︑たとえば水利や共有山林などを共同管理の下におくこと

一︑農村の村落は今でも現実の必要から多かれ少かれ一つの共同

の要因をとり出すことからこの報告を始めたいと思う︒

耕地を部落全員の共同所有として︑そのうち開田を終えた約七町一

にとってはその生死をかけた大事業が行われている︒約十二町歩の

からの農業経営にとっては非常に貴重な実験が︑そして部落の人達

ちこちに点在する半農半漁の寒村である︒しかしいまこ上にはこれ

集団農場の背景

町大字琴浦である︒

戸数四十二戸︑総面積約四十五町歩︑正式に呼ぶならば佐渡郡小木

この部落がこ上に報告する琴浦︵ことうら︶で︑人口二六九名︑

反歩には既に徹底した共同耕作が行われているのである︒

誠

小さな部落がある︒一見したところ何の奇もない︑佐渡の海岸のあ

行くこと四キロ︑段丘と段丘の谷あいに小さな入江を抱いて︑まる

で不況にあえいでいる斜陽の町小木︑この小木から西方海岸沿いに

誇った佐渡南部の港小木︑そして今は特産の竹工業の不振もからん

かって徳川の末頃までは佐渡の表玄関として︑出船入船の盛観を

一

毎 ー
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二︑琴浦は従来から甚しい用水不足になやんでいた︒海辺にある

住居から約五十脚の高さにある段丘の上には︑広い平坦地や︑ゆる

やかな傾斜をもつ山林原野にめぐまれ︑全戸で約三十二町歩︵琴浦

っていた︒

がめずらしくない︒琴浦でも以前から漁業と山林に同様の経験をも

共有山林は約十三町歩で部落長の管理に属し︑薪炭材︑竹材等の

った︒そのために畑作一本に追いこまれたこの部落では︑いきおい

足のため部落のうち九戸が総計約二町一反歩を耕作するにすぎなか

畑作技術に精を出し︑その大根や甘藷は近郊の名声を博することは

部落外にあるものも含めて︶の畑を耕作していたが︑水田は用水不

漁業については従前から主としてヤリイカの捕獲を目的とする通

れを分配することなく部落の共同事業の経費にあてられる︒

称﹁カク網﹂と称する小型定置網の漁業権を部落が持っており︑以

あり︑従って自分の飯米を自分でつくりたいという部落の悲願は︑

出来たが︑しかし大きな消費地をもたない畑作物の換金にも限度が

売却による年間収益数十万円は多くの部落がそうであるように︑こ

前暫定的に他に賃貸したこともあるが︑現在は部落の直営になって

この近隣の同じ地形の部落で高台にあるため︑通常の縦井戸に

経済的な必要とも相まって︑久しく且激しいものであった︒

いる︒この漁業の運営方法は特徴的で︑運営責任者には部落総会で
えらばれた漁業総代二名が当り︑労力は船頭を除き部落の全戸︵た
だし教員その他土着でない者を除いた三十八戸︶から平等に提供す

︵いわゆる横井戸︶を掘り︑これによって用水を得ることに成功し

ているところがある︒琴浦でも昭和十年この方法を試みることにな

よっては︑用水を得ることが困難なので︑山腹を利用しこれに横穴

分の日当を部落に出す︒この日当額は部落で決定するが︑面白いこ

り︑一本は百間︑一本は実に二百六十間の長さまで掘りす上んだ

る︒船頭は熟練を要するので部落の経験者からえらぶ︒もし事故あ

とは開墾等の陸上労働の場合は︑男女を問わず女子の日当額に統一

脈に当ら

が遂に水

るいは女世帯等のため割当の労力を提供出来ないときは︑その日数

されているに反し︑海上労働の場合は重労働だということで男子の
の船頭手当を除いては︑全く支払わないｂ年間約三ヵ月間ぐらいの

日当額に統一されている︒労働に対する報酬は︑船頭に対する僅少

十六年と

ず︑昭和
うノ︑涙

漁携期間で︑一戸当りの労働日数は年間十数日である︒収溢は年間

をのんで
断念した

にあてる︒

この山林と漁業の経営からあがる収益と漁業の共同管理の方法が

る︒

ことがあ

御

約三十万円内外であるが︑これも配当することなく共同事業の経費

ていることは見逃せない︒

＝−．−−弓

集団農場に対し︑資金の面からも又運営方法の面からも影響を与え

島

−
−
−
−
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渡の片隅に十年一日の如く

ら帰って来た青年達は︑佐

やがて敗戦を迎え戦地か

が集団農場にも決定的にモノを言っているからである︒一つは︑こ

は著しく高まったのであるが︑この壮年団を中心とするエネルギー

ている︒一つは︑これが動機になって部落における壮年団の発言力

三︑部落に封建的な支配が残存している場合︑部落の共同事業の

ているのである︒

運営は民主的でないばかりか︑共同事業そのものが封建的支配を強

の時に予定された溜池築造が後述のように集団農場に直接つながっ

運動の中心になったのは三

ねむっている故郷の発展紫

十歳から四十二歳までの男

と真剣にとりくんだ︒この

子を以て組織されている壮

封建的支配を拒否する空気が強い︑たとえば選挙はボス支配の最も

後述する通りであるが︑ひとり事業の運営に限らず︑部落には既に

こＬの卒業運桝の突態は驚くべきほど民主的であり︑その詳細は

化する役割を果すのが多いが︑琴浦の場合はどうであろうか︒

ってもわずか七名か八名の

年団であった︒壮年団と言
人数ではあったが︑この人

この部落では耕地のある

をとる︒これは部落の大事業を控えて政治的な対立から混乱を起し

の人はその﹁推せん演説﹂を参考にして自由に投票するという方法

の席上各候補者の推せん者がおのノ︑推せんの辞を述べ合い︑部落

という︒その方法は従って一定したものがなく︑たとえば部落総会

段丘と海岸の住居とは︑傾斜の急な細いデコポコ道で結ばれている

強くあらわれる機会であるけれども︑琴浦では大体自由投票に近い

だけであった︒これを﹁車の通れる道﹂にするためには︑地形の関

たくないと言う指導者の賢明な配慮にもよるだろう︒しかしそれだ

ンネル掘さく案であった︒

係上あらたにトンネルを掘って新しい道をつくる以外に方法がなか

けではなくて︑ボスの投票支配を受け入れない空気が支配している

達がまずとりあげたのがト

ったのである︒このトンネル掘さくを第一期工事とし︑第二期工事

いるが︑この常連の大部分は琴浦の青年達であるという︒この青年

二キロも離れた隣の宿根木部落の小学校に青年学級が開設されて

からなのである︒

沿って動いた︒かくて昭和二十二年の暮から翌年春まで三ヵ月の日

習の結果が叉部落に新しい空気をとり入れる窓をひらいている︒

達の学習意慾も部落のこの民主的な空気からうまれ︑そしてこの学

このように民主的な空気が琴浦を支配し得た原因はどこにあるだ

派に通れるトンネルを含む道路が完成した︒

この計画の成功は集団農場の背景として重要な二つの意味をもつ

時を費し︑全部落民の労力によって︑長さ二十八間︑トラックも立

これらの一切の計凹は壮年団が行い︑部落はその計画された線に

としてかって失敗した横井戸に代り本格的な溜池築造が予定された

この段丘の上に平坦な農地がひろがっている

〃
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わけではないが︶したもので︑部落の独立の歴史の比較的浅いこと

ろうか︒元来この部落は明治九年に隣の元小木︵もとおぎ︶部落か

しさが︑前述の﹁冷遇意識﹂と結びついて︑共同体の崩壊を支え︑

豊かとは言えない︒バラノ︑になっていては立ちゆかないという貧

現金収入の大宗とも言うべき海草類の採取を考慮に入れても決して

のうすかった共同体であっただけに︑これをあたらしく﹁民主的団

更にはこれを強化して来たのであろう︒そして戦前既に封建的色彩

ら分村︵と言っても共有財産の分割を意味し住民の移住を伴った
も関係があると思われる︒しかし最大の原因はおそらくこの部落の

れはむしろ団結の結果であって︑その原因ではない︒この部落はか

結心を養い共同の精神をうえつけることは理解できるが︑しかしこ

にとりか上った︒築造地点

で部落では溜池の築造準備

一︑トンネル完成につい

集団農場への道

間違いないところである︒

れ育ち︑又
叉 この気風が
か 逆 に 集団農場によって強化されていることは

しいことではないが︑しかし集団農場がこの気風を背景にしてうま

民主的団結﹂の気風が支配しているその基礎を探しあてるのはやさ

ではなかろうか︒ともあれ︑この部落を﹁封建的支配﹂に代って﹁

結﹂の原則で再生させることに︑さして抵抗が感じられなかったの

富の平均化︑田畑山林を通じて圧倒的な土地所有者がいないという
ことに求められるだろう︒問題はむしろこの新しい空気が一般の戦
後の風潮とは逆に︑共同事業を弱めることなく︑かえってこれを強
この部落は由来団結心が強いと部落の人達は言う︒部落の人達は

化する方向に作用しているその理由にある︒

少年期から成年期まで少年団︑青年団︑壮年団︑婦人会等に組織さ

って元小木部落から分村した際︑財産的に極めて不利な条件を押し

れ︑生活に結びついた共同作業に動員される︒この社会的訓練が団

つけられたという沿革を持っている︒部落全体がいわば二︑三男的

は耕地から約二キロ離れた

に自然の流水と天水を集め

山間の谷間をえらび︑こ上

な冷遇された地位にあるという意識がこの部落の団結心をうんだと
いう考えもある︒たしかにそれもあながち穿ちすぎとは言えないよ

て溜池をつくることにした

もいとなまれている

うである︒しかしこの意識は対外的にいわゆる集団的エゴイズムと
してあらわれる団結心に直接むすびつくもので︑対内的な団結心に

地買収が行われていたので

当時農地解放による未墾

共有山林をなぜ分割しないのかという︑われわれの問に部落の一

は間接的な影響しかないのではないか︒

によって失われる畑地を未

この制度を利用し︑開田

墾地の開墾によって補うこ

人は﹁分けるほどたくさんないから﹂だと言下に答えた︒これを言
三士一町歩︑山林︵共有分を含め︶二十一町歩という数字は︑今は

葉通りに受取れないにしても︑しかし三十八戸で田二町一反歩︑畑

共同漁業のほかに手押船による個人漁業

−
−

−10−

区の設立認可を県に申請する運びとなった︒改良区の範囲は約三十

かくして昭和二十六年溜池築造と開田開畑を目的とする士地改良

教授の予言の通りであった︒部落の人達は学問というものＬ尊さを

水脈の地点は掘りはじめてからちょうど五十九問一尺︑まさに杉山

て喜んだという︒まるで小説を地でゆくような劇的な終幕であった

を挙行していた酒川校長は式服のま坐現場にかけつけ手をとり合っ

こんで来た︒部落総会は当然祝賀会に変った︒当日ちょうど卒業式

六町歩︑そのうち開田予定地十五町一反歩︵一部山林を含むが大部

とも併せ計画された︒

分は現況畑︶開畑予定地九町五反歩︵現況山林原野︶溜池規模六万

しゑ人︑知ったという︒

ることになった︒いよノ︑開田にとりか上るに当って部落の人達は

に農繁期が迫っていたにも拘らず︑溜池完成をまたず開田に着手す

三︑この思いがけない贈り物は部落の人達を非常に勇気づけ︑既

七千立米︑総工費一千四十五万円︵後に一千四百万円に増額︶その
うち溜池築造費用が約六百万円︑これらの費用はすべて補助金によ
らず融資によるもので︑その八割約八百万円の融資が予定された︒

この認可は種を曲折を経て昭和二十八年七月に至ってようやくな

土地改良区の設立認可および八百万円余の融資は既定の事実であっ

考えたのである︒当時まだ正式に認可にこそなっていなかったが︑

た︒これだけでも二戸当り二十余万円の負担を意味するが︑そのほ

された︒

された︒昭和二十七年春︑新潟大学理学部の杉山隆二教授がこの地

い︒その困難の中で脱落者をふせぐにはどうしたらよいか︒そこで

かにも事業完成までの現金や労力の相当の負担は覚悟せねばならな

二︑ところがこの認可に先立って部落に思いがけない福音がもたら

たま上になっている横井戸を更に六十間掘りす生めば水脈につき当

部落の人達が考えたのが事業完成までの暫定的な共同耕作であり︑

を訪れて地質の調査をした際︑かって二百六十間まで掘って中止し
ると教えたのである︒部落では早速六月から仕事にとりか坐った︒

これが共同耕作にふゑきった消極的ではあるが︑しかし最大の理

その前提としての共同開田であった︒

由であった︒尚積極的な理由として共同耕作が一般的に持っている

戸を地質の関係で爆薬を使えないため︑手掘りで掘り進んだ︒途中

部落全戸が八日に一日づつ労力を出し合い︑高さ六尺幅三尺の横井
幾度か挫折せんとしたが︑その都度杉山教授やその教授の調査のあ

下げ等も当然考慮に入ったが︑そのほかにこの部落に特殊な積極的

利点︑たとえば機械化による生産性の向上︑それによる生産費の引

な理由もあった︒それは土着の三十八戸中二十九戸が稲作の経験が

っせんをした当時の宿根木小学校長酒川哲保氏に激励されて作業を
ない︒かって二百六十間掘っても水の出なかったものが︑今になっ

益であると考えられたのである︒

なく︑従ってその技術習得のためにもこの共同耕作という形式が有

つＮけた︒翌二十八年三月予定の六十間に近づいたが水脈の気配は
て出るわけはないという部落民の不信が表面化して三月二十五日に

共同開田︑共同耕作の原則をうちたてた部落は田植えギリノ︑

開かれた部落総会では工事続行の可否について激論がかわされた︒

ちょうどその席上横井戸の工事現場から水が出たという連絡がとび
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止のため導水管を施設した︒かくしてその年︑昭和二十八年の秋︑

の流出口から開田予定地まで︑三百五十間の長さにわたって漏水防

の時期まで夜を日についで開田工事をす上め︑そのかたわら横井戸

いう古老の頑迷など︑想像も及ばぬ困難とた些かわればならなかっ

ないもの︑あるいは新しい字︵あざ︶の名前が気にくわぬなど上

が多かったのは当然だが︑そのほかにもたとえば墓地の移転を肯じ

切無視するという原則をたてたために︑土地の差等にこだわる難問

に伴って各戸が自分の畑地に建て上いた肥料農具等の置場十七棟の

た︒今も語り草になっているものに畑小屋の移転がある︒交換分合

部落の人達は一町歩の新開田から収穫をあげることが出来たのであ
る︒自分の飯米を自分がつくるという父祖以来の念願を果すことが

落の青年達はこれをそのまＬまるで﹁拳こし﹂のようにかついで︑

移転の必要がうまれた︒その中には二階建のものまであったが︑部

できた部落の人達の心情や思うくしである︒その後開田は順調にす
すみ昭和三十二年の春には合計約八町歩に達した︒

で原始的とも言うべきたくましい千不ルギーには驚くほかはない︒

先の開田の突貫工事とい上︑この﹁みこしかつぎ﹂といＬ︑まる

アッという間に移転させてしまった︒このため当初十二万円と予定

四︑しかし共同耕作が始ると共に困難な問題がその解決を迫った

の所有地がなければならない︒先に買収された未墾地は当時既に各

しかしこのエネルギーがあったからこそ困難な交換分合をなしとげ

されていた移転費用は三万円ですんだと言う︒

戸に売渡され︑その際買収規模の関係から未墾地の一部として形式

しかも部落全戸もれなく米をつくるためには︑この開田地区に全戸

的に買収された既墾地の畑も叉旧所有者個々に売渡しが完了し︑従

ることが出来たので︑その結果私有地の集団化は著しくすＬみ︑交

共同耕作を行うためには開田地区を一カ所にまとめる必要があり︑

って開田予定地の畑は何名かの個人の単独所有になっていた︒そこ

換前団地総数百八十一であったものが交換後は五十七に減り︑一戸

画立案の中心には部落でえらばれた委員七名︵内六名は壮年団員︶

開田予定地の﹁共有﹂であったのである︒交換分合を円滑におしす

ゑ出した︒難航に難航をかさねた末委員達が自然に思いついたのが

五︑だがこの交換分合はその苦悩の中からもっと高価なものをう

この交換分合は集団化促進の意味でも高く評価されているのである

平均の団地数四・八であったものが一・五にへらすことが出来た︒

で日程にのぼったのが交換分合であった︒

土地改良区の区域外にある私有の畑地と開田予定地との交換分合
を主たる目的とし︑あわせて私有畑地の集団化をもねらう総面積三

が当った︒この作業は当然のことながら難航をきわめ︑部落総会を

とに思い至ったのである︒

すめるには︑個人所有の垣根をとり払うことが一番近道だというこ

十町歩におよぶ交換分合計画が昭和二十八年暮からはじまった︒計

開くこと無盧数十回︑委員は地元農業委員会の積極的な協力を得て

落総会を通過したらしい︒﹁らしい﹂と言うのは︑われわれにとつ

この共有案は交換分合や共同耕作の提案よりもはるかに容易に部

文字通り寝食を忘れてこれにとりくゑ︑翌昭和二十九年暮ようやく
完了することが出来た︒

完了までは難関続出であったが︑交換される土地の等級の差を一

一
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にもなく又指導者の記憶からもうすれかけているからである︒この

ては﹁歴史的な瞬間﹂だと思われるこの決議の瞬間が︑部落の記録

にふみきったときも︑最初は事業終了までという期限づきの計画で

の人達は︑共有を当初から考えていたわけではない︒既に明らかな

しかなかった︒それが無期限の共有にまで発展したのは︑追いつめ

ように共同耕作も当初の予定にはなかったもので︑のちに共同耕作

大な関心事でなくなっていたことを物語る︒この一見奇妙な現象の

られた暗中模索の末に自然にｌちょうど水脈をほりあてたように

ことは共有がきわめて自然に行われたことを︑そして共有が既に重

原因は︑当時既に共同開田︑共同耕作の原則がうちたてられていた

したのは決して観念的な知識ではなく︑いわば生活の智恵とも言う

べきものがその導きの系であった︒観念は問題解決のあとから︑し

ｌそのゆく方向を探しあてたのである︒そこで案内者の役目を果

かもよほどおくれてついて来る︒だからたとえば将来の開墾地も共

ことに求めるほかないだろう︒そしてこれは︑農民の土地所有に対
のは土地に対する法律形式的な所有権ではなくて︑その耕作権であ

する執着が永久不変の本能ではないことを︑そして農民が執着する
り︑更に言うならばその収碓物に対する使用収益椎であるというこ

有とするかどうかは︑現在まだ未定であるという︒これは一見無計

的に必要とする交換分合というもの坐性質上︑法律的に許されるか

くりあげ︑共同所有の登記をも完了したのである︒︵共有地の面積

二畝歩ず上拠出して合計十一町九反七畝歩につき一団の共有地をつ

ともあれこれらの難問を解決し︑昭和二十九年暮には各戸が三反

なのであろう︒

画のようであるが︑しかしこういう場合にはかえって竪実で現実的

とを物話って余りあると言わねばならない︒

共有化に対する障害は部落の内側にではなくて︑かえってその外
側にあった︒その一つは法律技術的な問題で︑交換分合の過程で共

どうかと言う問題であった︒更に一つの問題は共有地創設に対する

ったのと︑拠出された土地の一部を農道に割いたからである︒︶

が一反九畝歩不足なのは耕地不足のため拠出の困難なものが一戸あ

有地を創設することが︑﹃失う部分﹂と﹁得る部分﹂の双方を観念

農林省の政治的見解であった︒共有地の創設に対し農地法に基く農

集団農場の現状

林大臣の許可を必要とする関係上︑農林省の役人も何度も現地に顔
を見せたが︑ある役人は部落に共産党員がいるのではないか︑と真

一︑現在七町一反歩の共有田を持つ集団農場の運営のために︑土

顔でたずねたという︒旧制中学を出たものさえ一人も住んでいない
この部落にむつかしい理くつが判るもんですかと部落の人は笑って

は総会でえらばれた理事四名が当る︒各理事は水田耕作︑肥料機械

地改良区とは別に﹁耕作組合﹂を組織している︒その運営の中心に

たとえば稲の品種の決定などは総会の決議による︵但しこの品種の

会計等の各部門の責任者となって日常の運営に当るが︑重要な問題

相手にしなかったというが︑ともかく農林省は共有をこのましから
しかしこの役人の心配ほど現地の実情から遠いものはない︒ジャ

ざるものとして政治的にも許可をしぶったフシがある︒

ーナリズムがひと頃﹁白い共産部落﹂などＬはやしたてたこの部落

I

決定を無経験者の多い総会の決議にまかすことは問題があるので検

現在耕作組合には耕転機︵中型︶二︑動力噴霧器二︑脱穀機二︑

普通で︑昼食時一時間半の休息時間がある︒

よって異るが昭和三十二年度は一戸当り純粋な耕作労働のみで三十

討中である︶耕作の労働は各戸が平等に負担する︒労働日数は年に

は昭和三十二年度は豊作の影警で反当三石三斗︑昭和三十三年度は

反当二石六斗五升であった︒尚耕作組合は法人ではなく︑いわゆる

調整機一︑除草機一○︑撒粉機︵手廻し︶一○を備えており︑収量

任意組合なので︑現在問題になっている農業法人化に伴う税金の特

五日となっている︒労賃は支払わず収穫物の配当によって行う︒

三年度はウルチ米十二俵︑モチ米五斗六升であった︒もし事故のた

配当量は毎年総会によって決定されるが︑昭和三十二年および三十

別な問題はない・

共同作業の場合労働の質の差をどう取扱うか︑労働生産性の低下

め割当の労力を提供できないときはその日数分だけ配当量から差引

I

かれる︒その際労働の難易︑労働時間の季節による長短︑性別︑年

いな
ない
い︒
︒た
たと
とえ
えば
ば中
中学
学を
を卒
卒
題とも今のところ重要な比重圭
をを
占占
めめ
てて
ははい

ということが問題の中心になるわけだが︑こＬではこの二つの問

をどうして防ぐか︑総じてエ︒コイズムとの矛盾をどう解決するか

る︒労力の毎日の割当その他始業︑終業の時間等の決定は耕作担当

齢︵但し中学卒業以上に限る︶等によって差を設けず一率に計算す
理事が行うが︑作業時間は農繁期を除き朝七時から夕方五時までが

極蠣ク業したばかりの男女をどし

那鞄睡坐駅澱鯛鯆鯉馳

垂杠禰樒ため必要だからと割りきつ

︾部碓維暉郵唖誇唇嶬津症︾触韓維

咄卦嵯壷輝蝿建年承唯癌恥莞蜘罐轆

︾岬幟稚堆峠韮唖繩轆咋健訴恥語極

価蹄稚小珪叫蔀訓鈍坪哨亟柳嶬蠅些

上中に水反当労働日数は十九日であ

皇
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正当な事由なくして辞退を認められず︽又役員の兼任は避けるのを

けでなく︑親に代って若い息子の出席が割合多いという︒当選者は

原則としている︒こうして役員選出をす．へて終る頃︑通常第一日が

るが︑労働時間が個人の経営の場合に比して短いことを考慮するな
作係も従来たとえば耕作の際の人員配置について︑老人は老人同志

して各種事業の予算決算の審議が行われる︒予算制度のあるのは土

終り︑二︑三日の間隔をおいて第二日目が開かれる︒そこでは主と

らば︑機械化労働としても︑さして生産性が低いとは言えない︒耕
婦人は婦人同志を一カ所にあつめることによって能率の低下するこ

地改良区と耕作組合だけで︑その他の部落長会計︵山林会計を含む︶

とをおそれ︑老若男女の適当な配置などを考慮しているほか︑特別

漁業会計︑精米所会計は決算制度だけである︒各会計の監査は土

地改良区が正規の監事によるほか︑す．へて﹁村議員﹂によって行わ

て五つの隣組による収穫競争が考慮されてはいるが︶

二︑この集団農場のほかこの部落の各種の共同事業において最高

なかったという︒各経理間の全体の調整は結局総会で行うわけだが

れる︒経理については今まで不注意による間違いはあっても不正は

に生産性向上のための手段に腐心してはいない︒︵将来の計画とし

の議決機関は年に一度の部落総会である︒これは叉耕作組合の総会

若い世代の発言量の多いことは近隣部落の比ではないという︒この

この二日間の総会における部落民の発言はきわめて活発で︑特に

る︒

したりして混雑したので︑今後は方法を改める必要が感ぜられてい

かった坐めに︑同一のたとえば漁業の益金などを双方が財源に予定

今まで土地改良区と耕作組合との間に予算編成のとき互の連絡がな

でもあり︑土地改良区の総会をも兼ねるわけで︑毎年大概十二月二

る︒

十日から二十五日頃までの間に開催され︑会期は通常二日間にわた
この総会はまず各種役員の選挙からはじまる︒各種役員とは部落
良区理事五名︑監事二名︑耕作組合理事四名︑漁業総代二名および

長一名︑村議員︵村会議員ではなく部落長の補佐役︶三名︑土地改
部落直営の精米所主任一名等であり︑任期は土地改良区役員および

の性格が遺憾なくあらわれている︒

民主的にして発らつたる総会運営の姿の中に集団農場をうんだ部落

三︑しかしこの集団農場の経営はいま順調に行われているわけで

耕作組合理事は二年︑他はすべて一年である︒この各種役員の選出

会の冒頭に選出方法を討議し︑その年の役員の重要度の順序に従っ

て希望の光が射しはじめてもよいはずの琴浦には︑いましかし暗い

はない︒本来ならば開田︑開畑もす呉桑︑経済的な窮境も峠を越し

方法およびその選出順序は一定しておらず︑前年の実績に鑑みて総
て選出する︒選出方法は或は直接公選の時あり︑選考委員に一任の

部落の人達が昭和二十八年の春から四ヶ年の間︑二キロに及ぶ運

影がさしているのである︒

時もあり︑或は又選考委員のえらんだ候補者の中から公選する場合

搬道路の開設をも含めて︑溜池の完成に必死の努力を傾けて来たに

もあり︑まちＩ︑でこの選出方法の討議そのものがいかにもこの部
戸一名であり原則として世帯主であるが必ずしもこれにこだわるわ

落らしい柔軟でわかわかしい生命力を感じさせる︒出席資格者は一

酵一
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漏水の危険を警告したといわれるが︑県技師がその懸念のないこと

のである︒元来この地点の選定に当っては︑杉山教授は断層による

拘らず︑完成した昭和三十二年の春に至って溜池の漏水が判明した

いるが︑その積立も困難なきざしが見え始めた︒元来乏しい現金収

かに耕作組合経費として五百円づ具合計二千五百円づょを徴収して

万円に達する償還金に充てるため部落全戸から毎月二千円づＬ︑ほ

五年を賦の償還が昭和三十一年度から始まっている︒毎年七︑八十

現在農林中金からの借入金は八百六十万円に達し．三年据置き十

入を海草類の採取や手押船による漁棚からの収入で補って来たのだ

を言明し︑部落の人も一日も早く水がほしい一念で︑調査不充分の
にあるだろうといわれているが︑いずれにしてもうちつｘく大事業

が︑それも打ちつ筥く事業の連続で限度に来た感がある︒もし更に

ま上着手してしまったものである︒漏水の原因は断層と岩質の双方
の連続のためにようやく疲労の色を見せて来た部落にとっては堪え

から得ることができ従って償還金の積立が不要となり︑経済的危機

ノ

がたい傷手であった︒

三町歩の開田が出来るならば償還金に相当するものをその田の収穫

の成否にか上っている︒部落の人達は本年の雪解けの季節を祈るよ

の峠を越すことができる︒しかしそれも一にかＬって漏水防止工事

しかしもとより放置するわけにはいかない︒部落では総工費二百
六十五万円︑三カ年計画の漏水防止工事の計画をたて︑県から昭和

四︑けれども部落の人達はこの経済的苦境の中にあってもその闘

うな気持で待っているのである︒

三十三年度ようやく九十六万円の補助金を得て工事にとりかＬた︒
工法は経費の点からセメントに代り・ヘントナイトを池の底面に塗る

魂と希望を失ったわけではない︒昭和三十三年度は小木町の﹁新農

もので︑第一期工事は昭和三十三年末を以て一応終了した︒しかし
防止工事の成否は湛水量の多いときでないと判明しない関係上︑雪

村建設計画﹂に便乗して四割の補助金を貰い︑総工費百二十六万円︑

四十八坪の共同作業場を耕地の真中に建設した︒このことだけでも

どけの季節をまたねばわからないという︒

現在この部落の共同経済からの全所得︵農業︑漁業︑林業を含め︶

判るように漏水という大きな打撃もこの部落の積極的な意慾をつぶ

この漏水事故はまず部落の開田計画に支障を来たした︒既に横井

は概算で個人経済からの全所得のほ営三分の一位にしか当らないが

戸の用水による灌澗は七町歩を以莚限度に来ているので︑開田はス

そのほかに予定外の漏水防止工事の愛用も捻出せねばならぬ︒しか

開田畑が完了すればこの比率は概ね逆転する見通しだという︒そう

は抱いていない︒

しそれでも県の補助金が三年間連続して得られ且︑漏水防止に成功

なったら個人経済の方を更に共同経済に編入したくならないだろう

すことはできなかった︒又集団農場の将来についても本質的な不安

するならば︑この経済的危機をきりぬけることは出来るであろう︒し

かという問に︑指導者の一人はそうなるかもしれないと笑った︒将

って開田計画に合わせて計画された借入金の償還にも狂いが生じ︑

かしこの前提のどちらかでも崩れるならばどんな事態を招来するか

トップしたばかりでなく既に開田終った一部は放棄されており︑従

さすが仕事の鬼のような指導者の顔もくもらざるを得ない︒

一
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来に対するゆるぎない確信がそこにうか図われる︒

集団農場の功罪を語るときその﹁罪﹂として語るものは共同化の
もつ宿命とは言えない経済的苦境が専らであるのに対し︑その﹁功﹂

かもしれない︒しかしそれがすくなくとも日本農民の生活水準の向

尚

の統一的多角的な運営という﹁現実的﹂な夢である︒

おわりに

日本資本主義の機構の中での農業共同化がもつ意味については︑

上に役立つことは言うまでもなく︑その限りにおいて農業の共同化

特に社会主義農業への展望との関係において︑いるノ︑議論はある

昭和三十三年の夏︑全島をおそった水不足は各地に深刻な水争い

目すべきことだと思われる︒

としてあげるものは共同化のもつ本質的な結果ばかりで︑これは注

を繰りひろげ︑隣部落でもあわや血の雨を見んとさえした︒このと

できるだけ教訓を学びとることが必要だ︒これがわれわれの調査の

の先進地の喜びと苦悩を知り︑その問題点に眼をすえて︑そこから

直接の動機であった︒そして私有財産を基調とする資本主義社会の

が積極的に推し進めらるべき目標であることは疑いない︒だからそ

るとぎ︑この部落ではたった一人の見廻りを除いて︑ゆうノ︑と眠

中で﹁共有﹂がｌそれも単なる私的共有ではなく人民的所有の萠

き部落の人達は集団農場のありがたさを衷心から思い知ったという

っていられたからである︒叉指導者の中には集団農場が部落の人達

農民が互にするどい猜疑心に身をすりへらす思いで夜をすごしてい

の意識をすこしづＬ変えはじめたことに気づいている︒従来旧習に

や混乱︑そういうものを︑或はまだ目立たないかも知れないがおそ

芽とも言うべき﹁共有﹂がｌうゑ出す経済的な或は心理的な紛争

かにすることによって︑これが爆発的に噴流することをふせぐこと

らくは地下水のように流れているであろうものを探し出し︑あきら

なずみ小さい利害にこだわっていた婦人達が︑共同事業を喜び︑社
でいる旧習︑特に冠婚葬祭等の改善にまでは至っていないようだし

会的意識にめざめはじめたという︒これはまだ生活一般にし象こん
又それがどこまでが戦後一般の意識の変革であり︑どこからが集団

たくしは従来のわたくしの関心が︑なにかいやしい好奇心であった

に寄与したい︒そういうことも併せ考えたのであった︒しかし現地に

かのような後ろめたさをさえ覚えたくらいである︒こ上でも依然と

農場の影響であるかはもとより区別の仕様はないが︑しかしすくな

だが部落の人達は観念におぼれて足許を見失うようなことは決し

して資本主義社会における農民の貧困ということがｌその一部は

た︒そこで問題になっているのは殆ど専ら資金的な問題である︒わ

てしない︒伝えられる中国の人民公社のすばらしさはのぞまぬにし

来てわたくしはその考えがいさ入か見当ちがいであった↑﹂とを知っ

ても︑せめて生活共同化の虹のような夢ぐらいあってもよさそうに

肉と言えば皮肉であった︒しかしこのようにわれわれの計算がちが

漏水という偶然の事故に基因するとは言えＩ問題であることは皮

導者の構えがこ＆では大事だと思う︒

思われるが︑そこまで夢は飛躍していない︒今指導者の頭にある夢

くともこれを集団農場の積極的な影響の一つとして意識している指

は開畑地に酪農や果樹園を経営し︑更には共同経営の山林︑漁業と
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経済的な重圧が共同化に伴う紛争を表面化させないほど大きいと

った原因は一体どこにあるのであろうか︒
いう見方も全く理由がないわけではないようだ︒叉前述のように︑

暹記

その後漏水防止工事は失敗であったことが判明した︒しかし不死

工費百数十万円を以て三十脚の高さの断崖の上まで揚水し︑更にこ

れを導水管によって開墾田まで運ぶという工事にとりか上り既に完

身のような部落の人達は更に断崖下にある豊富な湧水に目をつけ︑

歴史的経済的な環境が集団農場に自然に結びついたということ︑こ

成した︒この用水によって約三︑四町歩の田の灌概が可能であると

の理由になるかもしれない︒しかしわたくしはなんと言ってもその
この社会的風土が共同化を招いたのだということをあげたいと思う

らず︑いわんや畑地潅概の必要を充たすには程遠い︒

見込まれているが︑それでも開田予定の十五町歩全体の用水には足

共同経済が部落の全経済の中に占める比重が軽いということも一つ

このことはこ上の経験を直ちに一般化して考えることのできないこ

一方漏水防止工事についてはその失敗の原因がたんに工法のあや

とを意味しているが︑しかし又逆に︑環境や条件を整備することに
よって︑私有制社会の中に﹁共有﹂を自然に持ちこむことができる

まりによるものかどうかが不明であり︑近く農林省による原因調査

いが︑しかしその原因がいずれにあっても完全な再工事の費用の負

が予定されている︒その原因の判明をまって対策をたてる以外にな

ということをも示唆しているわけである︒

部落の人達が雪解けの候を待ちうけている切迫した気持がわたく

れにも拘らずこの貴重な集団農場の経験を成功させるためには万難

担に地元民が堪えられるかどうか甚だ疑問といわねばならない︒そ

しには痛いようにわかる︒この集団農場を︑それが本来持つ原因に
よってＮなく︑それ以外の外的な原因によって︑特に漏水などとい

を排してもこの漏水防止工事をやりとげる以外に方法がないのであ

う偶然によって挫折させられることがあってはならない︒その経済

る︒ｃ九五九︑一○︑二○︶

41番

的な困難を取り除き︑それによってこの離島の片隅に行われている

畑 野

に与えられた当面最大の義務である︒

中

貴重な実験を輝かしい先例たらしめねばならない︒それがわれわれ

のバン

川

附記書き終って調査の不充分︑特に現状分析の不充分さを痛感
るに当って︑煩をいとわず資料を提供して下さった琴浦の方に

するが今は他日を期するほかない︒このさ上やかな報告を草す
はもとより︑調査に同行され種々助言を頂いた加藤嘉七︑山本
︵一九五九︑一︑五︶

太一︑渡辺庚二︑その他の諸兄に深謝の意を表したいと思う︒

I

一
一
−

ヨ
‐
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佐渡牛と放牧

佐渡の放牧と金北山基地

山本忠四

て︑主として交通に利用されたらしく︑更に牛の多くなった理由は

立派な田畑になっているが︑かっては放牧に使われたものと思われ
︑︑︑︑︲
る広い土地である︒又うしこめと呼ぶ地名もある︒放牧場から飛び

かでないが︑島内でうしぱと呼ばれる地名があちこちにある︑今は

︑︑Ｕ

相川金山が奨励したからだとも言われている︒放牧のおこりは明ら
の様子を︑バスガールが情緒豊かに説明する︒仰ぐ金北山には︑鉄

出して来た牛の留地場で︑今尚どこの部落にも︑持主不明の牛を一

のように考えている人も少くない︒まだ知られないことは︑牛肉の

馬が放牧されるのを知らない者がある︒知っていても別世界のこと

る人でさえこの山々で雪どけから紅葉する秋まで︑千幾百という牛

スを夢心地で訪れては別れ︑又訪れて行く︒島民で農業についてい

﹁こんな嶮しい山が牛や馬の牧場だろうか﹂と思い乍ら新しいコー

に某は敗北に終ったと聞かされている︒要するに数百年の長い歴史

義務を免れようとしたが︑庄屋は村の制裁で賦役を命じたので︑遂

年間に︑越後の国玉川の名主某が海府地方に移住して︑大垣修理の

ある︒この大垣についてこんな話が残っている︒約二百年前の宝歴

れる︒以前は大佐渡山脈を一と廻わりし︑長さ三十里という記録が

こと︶の歴史を見ても︑余程昔から放牧していたことが思い合わさ

時預る牛込がある点で相通ずるものがある︒大佐渡の大垣︵牧柵の

を持っていることは疑う余地がない︒

本場は神戸だと思っているが︑東京でうまい肉の一つに佐渡牛が数
佐渡牛は︑約千百五十年をさかのぼる大同二年頃より繁殖し始め

えられる︒この佐渡牛は勿論島の特産物である︒

とコンクリートのぶ気味な米軍レーダー基地がある︒来島の客はお
も︑︑︑
℃︑︑︑︑︑Ⅱ︑︑

けさの島の外に︑基地の島とまきぱの島を知らされる︒

観光バスで国仲平野を走っていると︑大佐渡山脈で放牧する牛馬

郎

一

そのため土着の住民は︑農業︑水産︑或は林業等の外に︑牛馬も扱

を困難で︑これは海という自然が禍し︑避けられない宿命である︒

代りに牛の話をする︒村人の集りには︑終始牛の話で持切りになる

何処の家庭でも牛の話が出ない日はなく︑誰かと道で会えば挨拶の

ている︒一頭でも多く飼って放牧したい︒これが彼等の念願である

の多い家は︑祖父の牛︑伜の牛︑孫の牛という具合になん頭も飼っ

あるが︑要するに何処の農家も放牧せずに置けないのである︒人手

う間口の広い経営をしなければならないのが︑佐渡の場合の産業構

島は何処でも同じように︑一つの産業だけを発達させることは仲

造になっている︒昔は人口も少く︑土地も十分あったので︑多くの

くらい︑彼等は家畜と結びついている︒

昭和二十七年十月︑佐渡支庁長室へ私達数名の者が呼ばれ︑二名

金北山基地と無責任な当局

家畜を扱うことは容易であったが︑人口の増加と共に交通は発達し
・高千・金泉等の大佐渡山麓の村為に放牧は限られるようになった

士地の開墾が進むにつれて放牧地が少くなり︑次第に加茂・外海府
ものとみられている︒大佐渡山系には︑約八千町歩の放牧に適した

の県庁係員から︑金北山基地ができる場合の意見を聞かれたのであ

る︒秘密事項で︑しかも漠然と照会されたので︑一般の人に相談す

ることも許されなかったが︑放牧については︑﹁人畜の行動を束縛

いた︒基地そのものＬ可否は別として︑重要な放牧地を取られる点

せず︑発生する障害は完全に補償する﹂と言う基本的な話に落ちつ

では大きな痛手となる︒佐渡の放牧地は︑農地法の自作牧野でない

ことは勿論︑小作牧野でもなく︑慣行による入会権で使っている土

地であるため︑所有者が政府にその土地を渡す場合は︑何処迄も拒＃

やがて雪どけと共に︑北海の孤島にも春は駈け足で訪れ︑二十八

む訳に行かない状況にあった︒

事着手の了解を求めて平身低頭で走り廻わり︑十九日には私達の事

権利侵害だといって怒った︒遅れてはせ参じた仙台調達局員は︑工

に金沢村へ乗込んで来た︒島民には寝耳に水である︒地元金沢では

体にして︑現金収入は海産物や林産物︑それから家畜に頼るのであ

務局えもやって来た︒工事内容もわかったので︑主脳部は直ちに議

年三月に入ると︑何の前ぶれもなく︑秋島建設の先発隊が工事準備

る︒特に家畜は女子供でけつこう扱える貯金通帳のような存在であ

収穫は少く︑一方取った米や豆の値段には変りがない︒此処でよく

る︒放牧は山を荒すとか︑この対策をどうするとか︑色々な非難も

言われる﹁経営の合理化﹂が問題になって来るのである︒農業を主

機械力の利用はとても考えられない︒その上土地は痩せているので

放牧する農家の田畑は殆んどが傾斜地で︑平野部のように畜力や

では太ってゆくのである︒

ワビを漁っている間に︑牛馬は人里離れた野山で︑無心に草をはん

家は知らないで過ごす︒田植歌を唄っている間や︑海でワカメやア

いらず︑畜舎よりた■よう糞尿の悪臭も︑不潔な蝿も︑放牧する農

農家の納屋に帰って来る︒砿の手も欲しい農繁期に飼いぱの手数も

である︒放された牛馬は︑まるノ︑と太った愛くるしい仔をつれて

鋤繊製蕊篭溌測態諏削悪瑳
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る︒建設業者は四月から本格的な突貫工事を始めたが︑彼等は米軍

頭収容の替地改良と基地周辺の柵﹂を要求することになったのであ

会を招集し︑路頭に迷う牛馬の補償措置を決議した︒つまり﹁二百

は切をたる歎願書を綴って︑十二月始め組合管理者え提出するまで

遂に未解決のま些冬を迎えることになったが︑被害者二百三十名

新聞の新潟版は︑当局の無責任さを非難すると︑手の平を返えすよ

のため努力することになったのは言うまでもない︒これを知った某

事態は複雑になっていた︒議会は満場一致これを採択し︑農家擁護

﹁工事待った﹂

の請負業者であるため︑

うに反応があった︒

と仙台調達局は直ちに新潟支局長に抗議したそうであるが︑口う

﹁事実に相違した報道だ﹂

の申し入れは調達局側にするだけで何の効果もない︒金沢村では
和な島に国際色を帯びた紛争が巻きおこり︑片方では衆議院議員選

はどうにも救いようがなかった︒現地調査を矢のように督促した結

二年目の放牧も前年と同じ憂目に合い︑金北山を追出された牛馬

北村畜産協会長に懇請

と約束はしたが︑遂に翌年の夏まで引延ばして果さなかった︒

﹁直ちに仙台調達局を実情調査にやる﹂

答文は︑誠意の程が疑われるものであった︒調達庁は恐縮して

えられない︒九月十九日付﹁調達庁卜協議シタガ該当シナイ﹂の回

調達局は何等手を打たず︑地元の要求を握りつぶしていたとしか考

仙台と東京え出掛けることになり︑県も援護射撃に農林省へ走って
︑ｂ︑︑︑︑Ｅ︑︑︑︑︑︑︑︑Ｕ︑︑︑︑︑︑
呉れたが︑こ具で調達庁は佐渡の基地で放牧をしていることを知ら
︑︑砥︑
なかったと言う重大な事実が暴露したのである︒十カ月の間︑仙台

とやり返したと言う一幕もあった︒執行部は早速歎願書を携えて

様心得ろ﹂

﹁事実を報道したのが気に入らなければ︑今後も大いに発くから左

るさいジャーナリストはだまっている筈がない︒

憤慨して︑村道の橋を落して資材運搬を防害しようと計画した︒平
挙戦酎わで︑島内は沸き返っていた︒

五月になると放牧が始まり︑山頂へ集る牛馬が日毎に増した︒業
者は徹夜の工事を統け︑六月末には十二粁の道筋が金北山迄ついて
しまった︒人夫宿舎が至る所に建ち︑牛馬の水飲場は全部取り上げ
られる始末である︒方壺でダイナマイトの爆破が休翠なく行われ︑

数十台のトラックが砂塵を上げて忙しく往復する光景は︑正に戦場
さながらであった︒道路の両側は人間さえ越えられない断崖になり
工事が終って静かな山になった所で︑もはや牛馬の暮せる場所では
なくなった︒放牧を諦める者が多くなり︑中には他の山え移す者も
いたが︑面積がせまくて失敗し︑・安全に収容できる替地を農民は渇

望したのである︒こうなることは見えすいていたので︑何回も当局
え厳重な抗議をしていたが︑漸く九月十九日付で﹁調達庁ト協議シ
タガ該当シナイ﹂と替地要求が補償の対照でない旨の回答が来た︒

現地には先方の駐在員がいたが︑何を訴えても
と答えるだけで︑主客全く顛倒してしまったのである︒

﹁早速この旨を上司に伝えます﹂

﹄目

声
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牛馬のことは全く素人である︒全国でも珍らしい様式の佐渡の放牧

果︑やっとのことで七月下旬二名の技官が来島した︒驚いたことに

とは私達も研究済であったが︑この手続をとると︑仙台調達局は嫌

呼名の手続をとることに承諾させた︒併し︑法律で補償でき難いこ

による特別損失に関する法律と言う︑途中で一息つきたくなる長い

北村会長は当局だけでなく︑農林省えも働きかけてくれていたが

ら私達事務局は三項目に亘る九百万円の法的手続を急いだのである

た︒心よく引受けてくれたので︑政治工作を中央でやって貰うかたわ

表である県畜産協会長の北村参議院議員をたずね︑解決方を懇請し

そこが狙いだったのである︒この折衝を済ませた足で︑農民の利益代

でも調達庁の意見を聞き︑法に基く回答をする規定になっている︒

を︑一日や二日でわかって貰える訳がない︒
﹃日本国に駐留するアメリカ合衆国米軍隊の行為による
特別損失の補償に関する法律﹄にもとづく要求︵内容︶
一︑牛馬三百頭収容地の開発経費

金額五三○万円
面積四○○町歩

十二月になっても当局の態度ははっきりしない︒現地では工事が終

り︑米軍が警備につく既成事実が出来上ってしまった︒地元がヤキ

二︑二年間の放牧不能損害

金額三六七万円
延頭数四二七頭

と調達庁の各課と回覧板のように廻わされ︑取扱う窓口さえきまっ

牧夫︵二名︶柵二千米

大事件がこの役所にはあるまいと思う︒

会長はこう言ってすごむのである︒恐らく後にも先にも︑こんな

﹁この忙しい時に伊達や酔狂で来たんじゃない﹂

であった︒

を浮かした︒国会では吉田内閣が総辞職か解散かで上を下えの最中

調達庁三階は水を打ったように静まり︑何事が起こるかと全員腰を

と特徴のある例のドスのきいた大声を張り上げたのである︒広い

ているか﹂

﹁国民の代表が礼を厚くして三カ月も通って来ているのを何と心得

ていない︒流石に北村会長は一瞬顔色を変えたと思うとあれこれと

モキする程先方は急がず︑九月に出した部厚い書類は︑行って見る

金額一六万円

言訳をする企画課長に

三︑事故防止対策費

合計九一三万円
﹁早速回答する﹂

と語って帰ったが︑一カ月たってもなしの飛礫である︒八月中旬
には︑痩せ細った牛馬が百三十も引おろされる騒ぎになり︑已むを
﹁特殊異例なのでどの課で扱うか研究中だ﹂

得ず九月上旬仙台へ押掛けると︑

一年半も経過していながら︑まだこんな態度であった︒何とか責
任を回避しようとする主脳部と押問答すること半日︑免に角﹁特損
法﹂︑正式の戒名は︑日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為

里
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えられない難問だと思われた︒私達は肥後の彦一のような頓知は無

が百点だったと聞いている︒当局の要求は近藤日出造の漫画でも答

と大慌てで事が運ばれた︒余談になるが山内次長と話合っている

﹁長官が不在なので次長と話して欲しい﹂

時︑吉田茂は緒方に詰腹を切らされて︑内閣総辞職と言う情報を長

資料を勉めて整えることに努力していた︒北村会長からは︑直接当

ともあれ二十九年度末迄には解決するものと信じ︑先方の求める

いた︒

論ないから断る外はない︒余程欲しかったと見えて何回も催促して

官秘書が持って来た︒この事件が動機になって︑三十年に入ると急
︑︑︑︑︑︑︑℃ｖ

転直下事態は進展していった︒年度末迄に解決すると言明はしたが
︑如何にして要求額九百万を値切り倒すかが彼等の腕の見せどころ

ている様子を何度も知らせて貰っていたが︑三月十八日付で︑仙台

局へ圧力をかける外に農林省も動かして硬軟両面の政治工作を演じ

調達局か非常識な過少評価をして︑調達庁に突き返えされている内

である︒

を説得してくれ告

閣の弱体振りを露呈し︑加之に小生知事選挙に服起の話ありて兎角

部事情と︑交渉経過の次に︑ｌ本日は議長問題に端を発して現内

﹁全国初のケースであるため前例を作りたくない︒中に入って地元
と県の係に頼んで断られた事実もある︒八百万に落着くようだと

時間を取られ云々ｌの長文を最後に年度内解決の困難さが濃厚に

ラジオや新聞に報じられたが︑これは農林省が当局へ見せた案が根
拠で︑県の一部でも農林省案が通ると考えていたくらいだから︑こ

なった︒

一ナッタカラ了承サレタイ﹂

と一片の電報が二十六日に投げこまれた︒かねて覚悟はしていた

﹁新年度再調査の上処理スルコト

稼ぐ絶好の機会である︒

対抗馬として郷里見附から知事選挙に名のりを上げた︒当局が時を

果せるかな︑三月下旬北村会長は参議院議員を辞職し︑岡田氏の

んな記事が出されても不思議ではなかった︒この事を知った或人が
当局は参考資料と称し︑責任回避と値切る手段としか思えない珍

早合点した情報を漏らしたことが後でわかった︒

問愚問を三十種も要求して来た︒応ぜられるものもあれば︑不可能
わらの値段を聞いて来た︒乾草ならわかるが︑青草や牛小屋の中の

で︑了承出来る訳がない︒かといって︑いくら文句を並べても年度

が︑矢張り執行部は唖然としたのである︒全く一方的な約束破殼

なものもあり︑全てに県の証明をつけろと言うのである︒米糠や稲
糞尿の値段を照会されても︑こんな商品は世界中で取引する市場が

末まで五日間では短か過ぎる︒海を隔てた喧嘩は相当考えなければ

ならない︒直ちに部落毎に経過を伝え︑今後の方針を協議する会議

︑︑

ないから教えようがない︒特殊異例を口実に責任転嫁の巧妙な策で
ある︒これでは県が踊魔するのも当然である︒甚しい愚問は︑金北
︑Ｅ︑︑︑︑︑︑︑Ｕ︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑
山に放牧する牛馬二百頭の生活を図面に書けと言うのである︒かっ

を開いたが︑どの会場も

﹁むしろ旗を立て︑手弁当で押し掛けろ﹂

て陸軍大学の入学試験に︑日本精神を図示説明せよと言う問題が出
され︑京都の大橋で︑高山彦九郎が皇居を拝んでいる絵を書いたの

戸』

』
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と騒ぐのが相言葉のようであった︒この雲行きを心配して駈けつ

こＬで三年越のいきさつを是非知って貰う必要を感じ︑六月末執

内閣委員会における質問と︑福島長官の答弁が新聞に出された︒

党佐渡支部長らが金北山基地を視察し︑間もなく桜井奎夫代議士の

重な調査を一週間続けた︒この期間中︑いきりたつ農民代表が調査

行部は桜井代議士を国会にたずねたのである︒衆議院第二十二控室

けた︑県外事課長の裏芸で間もなく仙台調達局員三名が来島し︑慎
員を取り巻く事件もあったが︑六月中には解決するという話合でど

では︑社会党軍事基地委員会が呼びつけた調達庁不動産部長等に︑

その後院内政府委員室で︑福島長官との交渉を︑桜井︑清沢両代議

を待ち︑執行部の私達も早期解決を強く要求したのは言う迄もない

ワシントンハイツの風紀問題を抗議する婦人会の人達が退席するの

うにか事なく済んだ︒

金北山基地と新潟飛行場第四次拡張
地方選挙も終り︑第二次鳩山内閣が打ち出した防衛分担金削限の

﹁これ迄に出ている書類では四百万くらいにしかならない︒地元

4

士が一役買ってくれた︒

｜

取引に︑飛行場基地の拡張があかるみに出た︒福島調達庁長官と福

の要望を満足させるには︑県からもっと大きな額の書類を出して

スや﹂

ほしい︒飛行場のことで特別世話になるからこの問題には無理す

百万になった︒金北山の放牧は︒ハナナのた上き売りや︑つぼぜりの

と長官は語るのである︒二百万から三百万になり︑一月ほどで四

げてものではない︒眉唾ものだとは思えたが︑国会議員に政府の代

I

間仙台調達局長が新潟飛行場拡張の話に北村新知事を訪れた︒もと
より大政治家の知事がそつのある交渉をする訳がない︒金北山基地
問題で調達庁の腕前は知り尽している︒五月二十六︑七両日の各新
聞は︑﹁金北山基地も解決を迫まられる時が来た﹂と一勢に報じ︑

の話は聞く耳を持たない﹂と言うような記事が出て︑私達は大いに

更に知事談話として︑﹁未解決の問題を一切解決しない限り飛行場
溜飲を下げたのである︒当時の信頼すべき情報では︑牧野補償を百

え寄り︑不動産部次長に確かめると︑

表者が話すからには︑正気の事だろうと解釈 し た ︒ 念 の た め 調 達 庁

血

八十万か二百万に仙台調達局は計算していたようであった︒福島長

﹁長官はどんな考えで言ったか知らないが

と言う︒それでも県と連絡の上求めた書類 を 送 っ た が ︑ 矢 張 り 時

点がいかない﹂

事務屋の我為には合

官は︑これに懐金をつけたしたのか知らないが︑
﹁三百万でどうか﹂

と切り出したそうだが︑知事は即座にはねつけたと聞いている︒

この時両者の話合いで新たに書類を出すことになり︑知事は畜産課

金北山基地から追い払われた牛馬は︑三
三度 目の窮屈な放牧を外の

間稼ぎの細工に過ぎなかったと︑今にして思 い 合 わ せ て い る ︒

凡

I

、

山でさせていた︒中央の空気はその都度新聞 が 報 じ ︑ 又 桜 井 代 議 士

1

にこれを作らせて︑調達庁と折衝させたそうであるが︑どんな交渉
．六月十三日に︑群馬県出身の茜ヶ久保社会党代議士︑松井誠社会

DP

が行われたのか︑私達にはわからない︒

1
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からも知らされ︑楽観できない状況を知り乍らも︑六月末には解決

後は野となれ山となれ︒単身上京させられた私としては︑面の皮

て貰いたい﹂

﹁子供の使でないから確かな返事がほしい︒今の言葉を文書にし

逃げられていたのである︒

止めなければならないことがはっきりして来た︒温純素朴な農民に

夏の七月になると︑現地の草は日毎に不足して︑やがて放牧を取り

を千枚張りにして頑張るのが勢一杯であった︒出来る出来ないの押

すると春語った調査員の言葉をなかば頼りにしていた︒併し炎熱盛

も耐えられる限度がある︒﹁地蔵の顔も三度だ﹂と怒り出し︑事務

あったが︑後で長官秘書が一札を届けてくれた︒念には念を入れて

問答の末︑同席していた代議士諸公のとりなしで︑簡単な文句では

つてない剣悪な空気が脹り﹁これ以上の引延ばしは承知できない︒

組合幹部は少なからずあせったのである︒二十五日の大会では︑か

にして思うと︑この日の私の行動は汗顔の至りであるが︑院内はむ

記事に利用されたくらいで︑大した効果はなかったようである︒今

鳩山総理宛の決議文を渡したが︑これは某新聞の国会録音欄を塞ぐ

院内の暑さに加り乍ら︑桜井代議士の紹介で根本官房長官をたずね

︑︑︑︑︑︑︑︑

の機会を逃がしては︑秋の臨時国会迄政治的解決の道は望めない︒

局の私達えも非難の声が投げられた︒国会は七月一杯の会期で︑こ

る迄になった︒最後の直接行動に焦点を置き︑私一人この重大な任

かもしれない︒

し風呂のような若さで︑そのため頭のネジがいささか狂っていたの

直接行動に出ることを決意する﹂と敢えて廻りくどい表現で決議す

員会で︑福島長官は桜井代議士の質問に答えていた︒

心よく迎えてくれた︒福烏長官から貰った一札を示し︑尽力方を乞

八月七日来島中の北村知事を佐渡高等学校南校舎にたずねると︑

権利主張の強硬態度

務を持って︑上京することを命ぜられたのである︒翌を日の内閣委
﹁新潟県知事と飛行場拡張について取交した条件は何もないが︑
その前提として未解決の問題を処理する方針でいる﹂

自ら語ったと言う人だけに︑中々うまい答弁だと思った︒感心ば

ではないが前提だ﹂と長官が語っていたのは︑国会や我盈に対する

うたが︑恐れていた大きな壁に矢張り突き当ったのである︒﹁条件

巧な表現である︒前提も条件も紙一重だ︒鳩山内閣の保証人だと
かりもしていられないので︑委員会の終了を待って︑決議文を渡し
︑︑︑︑︑︑

た︒長官はこの青二歳めと思ったかも知れないが︑兎に角鄭重な態

多くの団体が決議している︒立入調査の公示を知事ができるどおり

引を目論んでいたようである︒飛行場拡張反対は︑県議会を始め︑

政治答弁であった︒知事には飛行場拡張条件の一つにして︑政治取

﹁飛行場で世話になるので︑知事と話し︑事務処理を急いでいる

度で応対してくれた︒

これも前提の一つだ﹂

がない︒
﹁暫く待て﹂

先月政府委員室で語ったのと少しも変らない︒末輩役人と長官の
違いだけで︑今までこれと同じ手で︑いつも結果的には土俵ぎわで

1

＝

＝
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も停電したくらいだから︑放牧地の草が枯れるのも不思議はない︒

以来の陽照り続きで︑田圃はひからび︑電力は不足して一晩に何回

と言われると︑それ以上無理なお願いはできなかった︒七月十日

事の次第を告げると︑知事は当局の不誠意を語り︑︑悲痛な表情で︑

見られたようである︒早速農民代表を案内して知事公舎をたずね︑

で基地問題では終始警察には注目され︑一般の人にも色眼鏡で大部

一旦決定したことには︑忠実に従うべき立場の一員であった︒お蔭

行で上京し︑翌朝調達庁へ行きこの時限爆弾を置いたが︑丁度この

こう語るのであった︒最後の実力行使の肯定である︒その日の夜

ないでしょう︒おやりなさい﹂

﹁農民の怒るのは尤もです︒決して好ましは事ではないが仕方が

雛寄せした放牧地からは︑毎日二頭三頭と痩牛が下げられていたの
である︒

には︑明治末期以来と言われる程︑牛の価格が暴落していた︒生後

一兆円予算のデフレの波は全国津を浦為に押寄せて︑この年の春
六十日で二三貫匁の仔豚が三千円で︑半年育てた五十貢くらいの牡

も流血の惨事が起きそうな情勢にあった︒このため福島長官は現地

犢が二千円で取引される現象がおきていた︒これでは餌代にもなら

砂川に乗出し︑留守を預る安田次長と折衝したが︑勿論物別れであ

に平行するかのように︑益々盛んになって立川基地に集注し︑今に

いたくらいである︒皆我先にと手離して不景気を嘆いたが︑放牧す

頃は全国的に持上がった基地反対運動が︑残暑の暑さを示す水銀柱

る農家は何処吹く風で︑雪どけを待って山へやり︑秋の値上がりを

たことは確かである︒

る・先方へ下駄を預けて引揚げたが︑この手段は相当き坐めのあっ

ない︒売っても二足三女だといって︑植木鉢と交換する変り者さえ

かった農民も︑金北山基地が直接自分の生活につながっていること

﹁基地を作る時買収した土地には︑附随した権利は一切無いこと

待っていた︒然し草のない山には牛は置けない︒始め余り関心のな
を漸く悟ったのである︒

的はずれの話を持ち出す心臓型を纒める司会者は︑随分骨を折っ

が三十名陳情した︒始めて代議士さんと話すので遠慮する純情型や

は都合の良い書類を作って士地を買収し︑基地を作らせて大いに点

の放牧をしらなかったことは前に述べたとおりである︒仙台調達局

これが先方の真実の告白である︒二十八年当時東京では︑金北山

になっている︒今更放牧の権利が残っているといい出せない﹂

ていたが︑時間がたつにしたがい︑先月の大会決議を真剣に語り合

﹁たか堂放牧くらいは何処でもできるだろう﹂

数を上げたと判断されても仕方のない失策であった︒

残暑尚激しい八月二十一日︑桜井代議士の来島を知った農民代表

い﹁九月末迄に誠意が認められない時は実力で権利を主張する﹂こ

政治的に地元が動き出すと︑こう言って逃げるのであった︒

﹁特殊ケースであるため︑どう取扱ってよいか研究中だ﹂

こう素人考えをしていたに違いない︒

とになった︒実力で権利云々とは︑米軍の通行を妨害することだ︒

ると思う︒私個人は︑こんな血生臭いと言っては失礼かも知れない

翌日の各新聞は︑この日の様子を報道したので︑まだ承知の人もあ
が︑正直のところ力ずくで争うことは余り好まない方である︒だが

ている﹂

が長官宛に打った親展電報の回答である︒遠からず何等かの答が出

たと︑県秘書課から無線でしらせてくれた︒これは三日前に執行部

一結論ヲ出スベク努力中﹂の電報を受取っ

真実味のある応答だが︑この苦慮や研究は︑一皮むけば農民に対

とになった︒

ることだけははっきりしたので︑県とも打合わせて一応静観するこ

十三日には﹁九月末マデ

三年も適当に扱われ︑しかもこれ以上回避できなくなると︑行きが

斯うなると鬼が出るか蛇か出るか︑もどかしいのが人情の常であ

る︒心待ちに待つ間もなく︑十月一日今も人々の記憶に生をしく残

る新潟市の大火で︑県や中央との折衝は不本意乍ら跡絶勝ちの日が

続いた︒それでも桜井代議士より当局の外︑法務省や大蔵省筋の情

た︒

報も通知されていたので︑終着駅の様子はどうにか見当がついてい

︑︑︑︑

十一月五日県庁貴賓室で︑当局側から四百万を僅かに越える補償

を発表された︒煎じ詰めればつかみ金に︑尤もらしい理由をこじつ

しこじれた末︑国会にまで持出された問題である︒その場でＯＫが

けて︑これが勢一杯だと言うだけのものにしか過ぎない︒三年越

言えるどおりがなく︑まして要求の半分を下廻る額である︒

しらせてくれた︒﹁事務作業は最終段階で三百万を越え四百万を割

九月十二日の昼過ぎ︑桜井代議士秘書が福島長官との折衝情況を

そうで︑別に不思議でもないが︑

日彼等は県庁へ来て︑この線で地元に納得させるよう協力を求めた

こう含みを残して別れた事は言うまでもない︒県側の話では︑前

﹁関係者の意向を聞いた上で⁝：．﹂

る︒飛行場が解決した時七百万にする﹂と言うのである︒わかった

なかった︒

と私達に平気な顔で挨拶していたのを思い出したら︑い上気がし

﹁今日仙台から来たばかりだ﹂

である︒しかも解決するかしないかわからない飛行場に相変らす絡

之の及ぶところではない︒六月政府委員室で語ったのと五十歩百歩

ようなわからないような話しで︑相手の出方を診察する技術は︑我

明な態度に違いないが︑執行部はそれだけに責任は重い︒

け︑慎重な政治折衝を前提とした附帯決議である︒議会としては賢

することに決定したのは言うまでもない︒然し最後手段は勉めて避

集した︒実力行使については若干異論も出たが︑農民の意志を尊重

当時の管理者大林末吉氏︵高千村長︶は︑大勢を見極めて議会を招

行部の弱腰を非難される始末であった︒既に黄泉の客となったが︑

一部落を除く外︑最悪の場合の決心は想像以上に硬く︑かえって執

八月末かう五日間︑部落毎に大会を開き︑冷静な判断を求めると

終着駅迄のコース

浮ぶ瀬がない︒

かりの駄賃で︑新潟飛行場拡張の政治取引の材料に使われたのでは

するものでなく︑彼等自身のための研究であり苦慮だったのである

﹁会計検査があるので︑理由のつかない金は出せないため苦慮し

I

四百万が多い少ないは見解の相違とは言え執行部は妄﹂のま坐飲め

Ｉ

①

I

ませている︒執行部は痛し痒しの微妙な岐路に立たされていた︒翌
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に有利に事を運ぶ見通しは困難だった︒山は既に雪化粧をし︑時限

壷で︑亦もや引伸ぱしにかふることは見えすいて居り︑三十年度内

る数字ではなかった︒さりとて︑若し突返えした場合は先方の思う

の場合は︑本当に埒のあくのがいつのことかわからない︒何回も基

ーが入っていると聞く︒いずれにしても︑こうして反対するところ

潟飛行場の場合も︑土地を高く売るために反対を叫ぶ土地ブローカ

拡張が絶対反対かと思ったら︑条件づき反対者も居ってみたり︑新

地が出来る度に︑これに関係した住民がどんなに有形無形の損害を

には︑為政者は至れり尽せりの御機嫌を取る︒静かに作らせた佐渡

なった︒﹁こまかいことは抜きにして︑十分ではないが︑出したも

は︑此処に一つの原因があるのではないだろうか？

蒙って来たかしれない︒何処の基地でも絶対反対を立君板にするの

っている︒こ上で議会代表七名が知事をたずねて腹をきめることに
のは返えすには及ばない︒知事や長官の政治的話合のいきさつもあ

爆弾のスイッチは翌年まで入れられない︒脚下照光地元民は疲れき

り︑国会議員の応援を求めて︑将来更に解決することにして取って

反対をとなえる人も多いには違いないが︑騒がなければ生活がおび

こう語り合って頑張るのではないかと思う︒基地そのものに絶対

﹁今度は編されないぞ﹂

上将来に足が坐りをつける技術で随分迂余曲折したが︑徒らに事を

題については︑内金の形で補償するなどはあり得ないことで︑事務

置く﹂ことになったのである︒併し役所が取扱う仕事︑就中この問

紛糾させるのが本来の目的ではないので︑一応三年間も承通した舞

にも今後基地が拡張されたり︑新しく出来る時は︑相当強い反対が

やかされたり︑主張が通らない政治は悲しい事である︒恐らく佐渡
出るだろうと思う︒

台の幕を閉じることになったのである︒

次回の基地騒動がいつ開幕するかは︑私ごとき末輩の預りしらな

んな姿に調達庁の役人が慢性になっているせいか︑どうも彼等の態

の関係で︑や上もすると無理な形が通される場合が少なくない︒こ

為政者が国民を甘く見る訳ではあるまいが︑安保条約や行政協定

いところであるが︑長かった先の舞台を顧ゑて︑色々感じさせられ

かわらず︑役人自身の都合で歪められた行政が︑さも当り前の様に

度に好感が持たれなかった︒政治は国民のためのものであるにもか

改めて見つめたいこと

ることがあった︒基地が良いか悪いかは別な問題で︑又これにふれ

達のいる二階にあった頃の外事々務所へ来て︑

繰返えされている︒或る時︑仙台調達局の新潟調達事務所長が︑私

る必要もないが︑只問題は基地を作る際出てくる不都合を︑如何に
かたずけるか堂当面の問題ではないかと思う︒生きる為の人権は憲

と使をよこした事がある︒相手は総理府事務官の肩書を持つ大官

﹁用事があるから一寸来い﹂

法が保証しているにもか鼻わらず︑今度のような不思議な姿の化物
が堂左と大手を振って︑しかも何年も世の中をまかり通る事がある

僚で︑同じ公務員でも私と彼ではバリカンと軍艦の違いである︒そ

世論の社会が自他共に誤解されているような気がしてならない︒大
きく騒ぎ立てる事が世論だと錯覚を起しそうになる︒立川飛行場の

外と思ったのである︒

大官僚でも︑農家に迷惑を掛け乍ら︑人を呼びつけるとはもっての

れだけに尚私の胸にガチンとこたえるものがあった︒如何に相手が

だ︒北村知事が就任第一声で

役人風という得体のしれない大小さま人︑の台風が吹いているよう

基地に関する調達庁だけでなく何処のお役所と呼ばれるお城にも

と睨みをきかし︑県民の喝釆を受けたことは私達の記憶に新しい︒

﹁公僕精神を忘れた者は絶対許さない﹂

こう返事しておいたら︑暫くしてきまり悪そうな顔でやって来た

やるのを恩に着せる︒孫のような若輩役人に米搗きバッタよろしく

僅かばかりの補助金を出すのを鼻にかけたり︑融資の手続を取って

︽
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本間ともゑ︾
︽

責の念で一杯である︒︵大佐渡林間放牧場組合主任︶

ことを思い合わせると︑不徳の罪万死に値するもので︑今更乍ら自

の任に当っていた場合は︑もっと有利な結果をもたらしたであろう

金北山基地問題は余りにも過重な荷物であって︑恐らく他の人がこ

を︑心から喜び且感謝している︒同時に︑浅学非才の私にとっては

解と強い支援を得られて︑今日の段階にたどり着くことが出来たの

むような交渉の連続であったが︑幸い県を始め各方面から︑深い理

感じさせられたのは︑私の僻みだったかもしれない︒本当に血の惨

長い間︑地味な放牧を訴え続けている途中︑時々こんなことを

いに自覚しなければならぬことだと思う︒

うけられることがある︒媚へつらう国民や住民も責任の一端を︑大

の間にか昔の役人に焼が戻り︑悪代官さながらなのが時として見

平身低頭している老村長は︑どうみても感心できない︒公僕がいつ

社会通念上︑私の方が横車を押した事になるかもしれないが︑役人

︾

︾

︾

〆

︽

︑
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︾意が合わぬ炉端の仏師親子哉︑

︽炉話にげにもノーと灸に耐え︾

︾繩を張り菊の間の小裡かな

もてなしに活けし溪孫の返り花

︾袴はき正しく坐せぱ凉しかり

︾

︾

風が気に入らなかった︒

﹁私用なら行くが︑公用なら用のある方から来て欲しい﹂

り花一
︾一返︾
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︵四︶

普選がしかれてから第一回の衆議院選挙が行われたのは︑昭和三

普選とキヤスチングボート

ずに死んだ︒

がいちばん大きな功績だろう︒好漢惜しいことに一昨年還暦を待た

家だったが︑彼のやった富民協会や義民堂建立よりもこの夏季大学

伊藤治一も何かストライキングなことをやりたがった善良の野心

部のパンフレット一部二十銭で五百部以上売れたという︒

筆記はあとで伊藤治一が︑農民大学講演集として印刷したが︑一千

以上に達し︑異状の興奮を与えて成功を収めた︒中川喜一郎の講述

後藤奥衛

１１それへの若干の資料１１

佐渡政党史

安部磯雄来る
日本大衆党支部組織準備会の結成は昭和四年九月だが︑同年八月
には︑新穂村伊藤治一主宰の佐渡農事協会が︑第一回佐渡農民大学
と銘を打って新穂小学校で夏季講座を開いた︒講師には当時社会民
衆党々首だった安部磯雄︑婦選獲得同盟の市川房枝︑愛知県碧海郡
安城町の篤農家としてしられた山崎延吉︵戦後日本社会党に入党︶
の三氏で︑安部は社会問題についてと題して︑生存競争と協同生活
性︑婦選を獲得した国とその歴史︑実施の結果︑運動の現在及び将

り︑田中内閣ができて国会が解散され︑無産政党が初めて国会に議

年︑一九二八年の二月である︒陸軍大将田中義一が政友会総裁とな

婦人参政権︒市川は婦人参政権についてと題して︑その意義と重要
来︑わが国における婦選運動といつたふうに長講四時間︒山崎は農

たのが︑安部磯雄の率いる社会民衆党から安部磯雄︑鈴木文治︑西

員を送った記念すべき年である︒当時の無産政党から国会に登場し

村経営論︑都市と農村︑都市計画と農村計画︑農村経営の目的︑農
わたって講述した︒聴講生は︑郡内青年団︑婦人会員はじめ五百名

村経営の主体︑農村振興と農村経営︑自れも得意の演題を二日間に
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本宣治︑水谷長三郎の二人︑麻生久の率いる日本労農党から河上丈

尾末広︑亀井貫一郎の四人︑大山郁夫の率いる労働農民党から︑山

商人に人気があって市会議員に当選︑新潟市会でも一言居士で名物

を建て︑自宅に革新労働党の大看板を掲げ︑日傭労働者や町の小売

当時︑新潟市西大畑町︑刑務所の煉瓦塀のそばに四︑五軒の借家

男だった井上乙吉が︑大山郁夫の率いる労働農民党公認として衆議

太郎︑地方無産党から九州民憲党の浅原健三の八名であった︒

院新潟県第一区に立候補し︑同党県連幹部の野口伝兵衛と二人で佐

当時の国会分野は︑田中義一の政友会と若槻礼次郎の民政党の差
がすれすれであった︵議席は政友二一八︑民政一二六︑小党七︑中

渡へ渡った︒

●

の嵐城治作︑民政は相川の浅香寛が幹事長で︑政民華やかな全盛時

佐渡からは︑政友山本悌二郎︑民政野沢卯市が立ち︑政友は新町

立十七︶ので︑八名の無産議員は文字通りのキャスチングポートを
にぎり︑議長選挙は棄権したので︑政友会の元田肇が当選し︑副議
長には民政の清瀬一郎を支持して当選させた︒清瀬は︑京大事件と

に薄っぺらな政治雑誌を出していた西三川出身の高野某も立候補し

代であった︒東京で新使命という尾崎行雄︑田川大吉郎等を賛助員

たが︑井上同様泡抹貧乏候補で︑佐渡の政民は歯牙にもかけなかっ

いって当時︑治安維持法にひっかかった進歩的学究たちのため︑進
田中義一は外相を兼ね︑森格が外務政務次官︑吉田茂が事務次官

た︒西蒲の田辺熊一は︑どうしたわけか南部の赤泊︑羽茂の票を相

歩的な弁護をしたのが買われたということだ︒

︑対支強硬政策が行われようとしていた状態であった︒日本共産

当獲って毎回当選していた︒

参加した後︑その組織網が特高警察によって発見され︑三月十五

を受け︑応援といってもどうしていいのか炬燵の中でと迷っていた

たまたま帰郷中だったのて︑プロ芸から井上を応援せよという指令

し︑文学部の中野重治︑鹿地亘等と共に労農党を支持していたが︑

六年秘密裡に再建され︑昭和三年二月選挙には︑非合法政党とし

正していよいよ弾圧は峻烈を極めた︒

キャスチングポートを握るというのはこの時が起源で︑府県︑市

の男が︑石田宥全の次弟だという共産青年同盟の︑ハッチをつけた生

ところへ︑井上の運動員で新潟の佐藤勘六と名のって中年の職人風

煮たり︑甘酒をわかしてねぎらった︒佐渡は小さい島国でビラ貼り

ていた︒両津から貼って来て糊が無くなったというので︑母が糊を

は紺の一反風呂敷に選挙スローガンを書いた古新聞を一荷程背負っ

に前掛︑もじり外袴の尻まくりで︑糊の入った寺ハヶッをさげ︑石田

村議会の少数無産派は大いにこの戦術をならって既成政党を悩ま

はじめて登場したことだ︒得票はわずか三十何票だったと思う︒
》一

普選最初の衆議院選挙で想い出すのは︑無産政党が佐渡の選挙戦

井上乙吉長舌四時間

た・

きのいい青年をつれて訪ねて来た︒佐藤は学校町の塗師屋で︑角帯

大量検挙が行われた︒田中内閣は緊急勅令をもって治安維持法を

僕はその頃︑東京で日本プロレタリヤ芸術家同盟というのに加盟

は︑大正十二年︑一九二三年の検挙で懐滅的な打撃を蒙り︑一九

改日てこ党で

し町

Vｰ

戸 1
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は台湾製糖の社長をして製品は民衆になめさせて太ったが︑三井の

ほをして面白がってきいてた︒彼の毒舌というのは︑たとえば山本・

番頭政治で民衆をなめているだの︑野沢は新潟の白勢家の白鼠だの

一日で終やすつもりだったが︑そうはゆきませんねという挨拶だっ
弟子で皆川為吉というのが塗師屋をしているが︑婿さんだから親御

ようということで︑佐藤と石田は両津へ引返し︑相川迄ゆくことに

新穂と昼夜二回興行で巡回した︒河原田の中沢屋に休泊していると

両津を皮切りに吉井︑金沢︑八幡︑河原田︑沢根︑相川︑畑野︑

といった調子のものだった︒

手分けした︒

ケツを提げてきたないポスターを？ヘター︑電柱に貼って歩いた︒そ

野口も新潟師範出の教員上りで︑日本農民組合県連主事だったが︑

りした肥満体で一見頼もしそうな風貌だったので大いに気強かった

で尾行をまいて乗船したといって︑のどに包帯をしていた︒どっし

ンスの兵古帯を巻きつけインバネスをひっかけて入って来た︒新潟

の古新聞のビラたるや︑候補者井上乙吉の名前はさっぱり無く︑言

なく三月十五日の検挙に弾圧され︑好漢︑惜しいことに若死したが

演説も条理のたったしっかりしたものだった︒佐渡から帰って間も

現存していたら大ものになったであろう︒芸の無い僕と萩野は︑自

い︑雪道の大強行軍で新町から先きは二人ともしゃべる元気がなか
った︒二十枚くらいしかなかったが︑本部でよこした石版二度刷︑

県会議員をやめたあと︑西式健康法の教師になり︑老いを知らぬ壮

費で二人のあとへくっついて歩いた︒井上はやがて八十歳だろうが

健ぶりで︑いま社会党県連や︑日ソ友好同盟の顧問をしているが︑

ハンマーをもった菜葉服の労働者と︑キリット鉢巻して鍬を下げた
ムの力強いポスターは実によかった︒これは貴重品だから風呂屋へ

人物は︑死んだ大山郁夫と山本宣治だけである︒

彼のイデオロギイは︑昔日の労農党時代そのま坐だ︒彼の尊敬する

日本大衆党支部準備会は︑やたらに声明書を出してァジ︑プロに

アジプロ声明書瀕発

代︑小学教員時代の身の上噺から︑新潟市会の楽屋噺︑話題は次か

ふうに書いてある︒

利用したものだが︑昭和四年十二月一日︑声明書第一号にはこんな

＼

る井上の毒舌交りの怪弁に拍手喝釆して講談でもきいてるようなか

Ｉ

ら次と枝岐がさいて止まる処を知らず︑聴衆は演舌助くいの令名あ

一人で三時間半ぶつ通しの長広舌だった︒二男三八に生れた少年時

一人で甚だ心細かつた︒井上は張り切っていて七時半から十一時迄

両津橋本座の演説会は満員の盛況だったが︑弁士は候補者の井上

貼れということだった︒

農民の︑腕を組んで立っている柳瀬正夢の描いたプロレタリヤリズ

だった︒畑野︑新町︑高崎と町毎に五銭か十銭出して糊を煮てもら

論集会出版結社の自由だの︑労働農民党万歳というふうなのぱかり

翌朝︑萩野と二人積雪の中を一反風呂敷を背負い︑糊の入ったバ

夕方︑船からかけつけた野口伝兵衛が︑久留米かすりの綿入にメリ

った︒では︑僕と田野沢の萩野次郎が︑小木までビラ貼りを引請け

の手前があって幾日も閑をつぶさせるわけにはゆかないとのことだ

た︒誰か佐渡に応援者がいるかときいたら︑両津の福浦に︑佐藤の

千１イョ︒

●

永〕

.
言
＝
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﹁普選の実施は無産階級政治的解放の門戸であり︑特権階級の凋

藤の弟子の皆川為吉を手がかりにして︑甲斐自成︑榎兼吉︑三矢千

をかついで新潟市に社民県連をこしらえたものだが︑両津では︑佐

立候補の野心をもったところえ長谷川寛等の遊説があったので即日

落を急がしむる段階であった︒されば全日本の無産階級はうつ然た

結党し︑前記三名は支部公認で立候補したが︑一名も当選しなかった

ーであった︒たまノ︑両津町会議員選挙に宇貝︑川崎︑三矢の三名が

今や彼等の欺臓政策は︑過ぐる第五十六議会に於て国民の厳正峻烈

その時まいたチラシの文句が振るっていた︒﹁乱れたる両津町と

代吉︑川崎鹿蔵︑宇貝甚七︑二宮村有田耕太郎︑笠井幸次郎等がメン・ハ

なる審判に面し︑日本資本主義安定のために︑所謂対支強硬外交の

は誰が云う︑権利を売った人が云うなり﹂．票の投票は良く町を

る勢力を擁し︑社会革新の政治運動に進出し︑既成政党は周章狼狽

ために政権を奪取し︑意識的反動そのものとして組織されたる田中

活し︑よく町を殺す︑故に謹んで投票に注意ありたし﹂﹁設計や調

その政策の塗りかえ︑新興階級の迎合に奔命疲る上の状態である︒

てブルジョア︑地主への勢力的抗争をするため︑無産政党の陣列を

主義を実現し︑大両津町を建設しよう﹂といったもの︑五大政策︑

査にかけた五六箱︑何処え送ったか行衛知りたし﹂﹁五大政策八大

反動政府は倒壊され︑浜口民政党内閣の出現となった﹂云々そし
統一し︑言論︑出版︑集会︑結社の自由︑労働者保護法の設置︑働

漁民︑小商人諸君︑わが党支部の大傘下に集れ﹂と呼びかけ︑昭和五

上ある︒斗争を通じて結党へ︑全佐渡の労働者︑農民︑俸給生活者

主義にかぶれ︑やがて金沢村中興の岩野菩一を中心に無産青年同盟

たちは議員病患者ばかりの社民党がいやになったといってマルクス

選挙までは社民党の必要も無くなり︑甲斐︑榎︑有田の純情な青年

川崎︑宇貝︑三矢の町会議員候補は枕を並べて落選するや︑次の

八大主義というのがどういうことか僕には判らない︒

く農民に土地の保証︑無産階級抑圧諸法令の撤廃︑戦争に対する一
さいの準備反対のスローガンをか上げ﹁われノ＼は既に諸車税撤廃

年一月︑全郡的町村会議員選挙を前に新潟市の弁護士長谷川寛︑小

うち自然消滅した︒

を結成し︑残るは律義者だった皆川一人となり︑立党半年も経たぬ

電灯料︑家賃値下げ運動を捲き起して全島大衆の支持と共鳴を得つ

に同党佐渡支部をこしらえて行ったが︑大衆党準備会は後藤︑河原

﹁町村会議員は︑町村民の公僕として常にその要望に聞き︑︲その

で村全戸に配布された︒即ち

は次の宣誓書に署名捺印議員行動の統制を受け︑宣誓書はプリント

昭和五年一月の町村会議員選挙に大衆党公認で当選した新穂村議

新穂村議村民に宣誓

山長三郎︑佐藤勘六等社会民衆党県連幹部が佐渡へ遊説に来て両津
が彼等の宿へ乗り込んで山川イズムの戦線統一論で大いに理論斗争
し︑温厚な紳士であった社民連会長長谷川寛を当惑させたりした︒

両津に社会民衆党支部結成さる
両津に出来た社会民衆党佐渡支部は︑曇に井上乙吉の革新労働党
にいた佐藤勘六が東道役で︑井上と離反した小山長三郎が長谷川寛

一一日

苧

｜■ザ

利益の先端に立って闘うことが本来の使命である︒特に無産階級の

昭和五年六月︑日本大衆党は全国大衆党と党名変更になり︑八月

︑

二十日︑全国大衆党新潟県連大会が高田市に開かれ︑中央から委員

大衆党支部結成浅沼等来郡

に体現して勇敢に斗うべき光栄ある歴史的使命を負わされている︒

長麻生久︑代議士浅原健三︑教宣部長浅沼稲次郎と大杉栄の秘蔵弟

村民多年の要望たる自治行政の徹底的改革を期し︑村民大衆の熱

をやろうということに一決︑八月二十二日夜・谷地に在った両津劇

はこの機会に中央闘士の大挙来島をまって景気のよい支部結成大会

場︑二十三日夜・河原田入江座︑二十四日午後一時から新穂開盛座４

子︑堺利彦の一人娘の堺真柄等が来るというので︑佐渡支部準備会

一︑議員は如何なる誘惑をも却けて力斗するは言をまたないが︑筍

水で浜口不景気内閣と称ばれた時代だったので︑麻生等の来島は︑・

浜口民政党内閣当時で︑農村は極度の窮乏化︑都会も失業者の洪

で発会式︑夜は同所で記念演説会を開催し︑入場料十銭徴収した︒

と連絡により行動すべし︒

の区画整理︑乱伐防止︑高等小学校の授業料月三十銭廃止︑特別戸

込み大正十三年新発田に青年農民学校を開き︑大正十五年木崎争議

年早大卒業後︑日本農民組合関東同盟から派遣されて新潟県へ乗り

元次郎︑賀川豐彦等と日本最初の日本農民組合を創立︑大正十二

三宅は三十二歳︑やせてどちらかというと神経質型だった︒杉山︲

山争議に三宅等と一緒に来たことがある︒

を見つけて︑日本最初の車税撤廃をやった︒佐渡へは往年の相川鉱

キャスチングポートを握って副議長になり︑地方税制通で替り財源・

尾末広等と共に鉱山︑工場の争議の指導者で鳴らし︑栃木県会では

足尾銅山の労働者上りで︑麻生久の懐中刀といわれ︑加藤勘十︑西︒︽

歳︑二十二貫の巨躯で堂々たるものであった︒石山四十歳︑栃木県Ｉ︲

たのは浅沼稲次郎︑石山寅吉︑三宅正一の三名だった︒浅沼三十二一

大へんな前人気だったが︑都合で麻生︑浅原︑堺は来なかった︒来

二︑議員は単独行動をとらず︑共同一致するはもとより︑党の統制

も村民より公明を疑われるが如き行動あるべからず︒

誓約して必死的活動を決意する︒

烈なる支持の下に健斗しなければならぬ︒されば︑蛙に村民の前に

介在し︑完全なるキャチングポート︵生殺与奪の権︶を握り得る︒

いま︑新穂村会ではわが党選出議員は︑たまたま政民両派の間に

選出による議員は︑苦悩に満てる大衆の希望と要求と不平とを全身

、

右階級的良心の命ずる処により村民の前に謹んで宣誓する︒

倉野

野田

菊池

昭和五年一月二十一日日本大衆党佐渡支部準備会
新穂村々会議員
同．

同

⑳ ④ ④

右三名の議員は︑政民議席のキャスチングポートを握り︑村有林

民峯
雄吉汎

数割︑家屋税︑地租附加税の賦課率改正をして公約を遂行したが︑
一番策士の菊池はあとで統制違反で除名された︒

A
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小作争議︑北越新報のスト︑富山︑新潟の全県にわたる電気料値下

の指導をしたのが縁で長岡に落ちつき︑王番田︑大蒲原︑高柳等の

宮︑高千︑西三川︑八幡︑河原田︑両津に分会を組織し︑党員八十

十数名によって発足して一ヶ年の間に新穂︑吉井︑金沢︑畑野︑二

準備会経過報告によると︑昭和四年九月新穂村を中心に全郡有志

査委員選挙に新穂村本間汎当選︑新穂は村政批判演説会を開き村長

開催︑町村議戦に新穂三︑吉井一︑金沢一︑計五名進出︑家屋税調

主なる斗争は︑車税撤廃の署名運動︑時局批判演説会郡内八ヶ所

余名を獲得した︒

げ運動を指導して︑ァジ演説では日本一の天才といわれた︒

三宅は前年︑十二月二十三日から五日間︑本部の遊説部長松本淳
まの県会議員小林寅次︶等と来郡︑両津︑吉井︑金沢︑河原田︑相

問題の暴露︑県議戦及び第二回衆院総選挙︑糸価補償等声明書の発

三︵詩人で島根県から代議士で出たが病残︶県連書記の長浜説︵い

の大衆には知られていた︒彼は二十五︑六歳の頃越後の農民組合に

佐︑渡電灯両社に対する料金値下げ運動を展開中であること︑教育

行︑王番田争議資金カン︒︿等︑執行委員会二十三回開催︑佐渡水力

川︑真野︑畑野︑新穂の八ヶ所で時局批判演説会を開いて既に佐渡

て弱ったと云うはなしがある︒結党記念演説会は両津︑河原田︑新

講演に行ったら︑頭髪が薄いので御老体の処遠路どうもと挨拶され

ト︑

活動として︑社会主義の基礎的理論及び時事問題解説のパンフレッ

時であった︒引続き演説会というので早含と畑野︑吉井︑金沢の隣

八月二十四日︑新穂舞台の結党式を終えたのがかれこれ夕方の六

五十銭の懇親会

一ユースの作製︑研究会︑座談会八回開催したとある︒

太郎︑菊池政治等十二名の新入党員を獲得した︒

穂の三ヶ所で聴集二千名を動員した︒この演説会で︑吉井村笠井茂
支部大会は︑河原治一開会の辞︑議長本間汎︑副議長菊池八作︑
河原︑近藤俊作︑両津名古屋猛︑役員選衡が伊藤治一︑甲斐善治︑

村から聴衆が押しかけ︑十銭の入場料をとったので木戸番は夕食抜

書記八幡の加藤末吉︑新穂の萩野次郎︑各種委員は宣言綱領が後藤

斐忠次郎︑本間進︑遠藤真一郎︑伊藤治一であった︒

士との懇親歓迎会を開いてくれとの動議が出て︑閉会後新穂川徳亭

演説会は︑超満員の盛会で十一時に終ったが︑新入党員から︑弁

きだった︒

駒形宇吉︑本間勇︑佐煮木一作︑土屋松蔵︑建議案が加藤嘉七︑甲
次いで後藤準備会経過報告︑三宅県連情勢報告︑浅沼本部報告あ
税撤廃︑河原治一乗合バス賃値下げとバス従業員組合組織︑加藤嘉

の大広間を会場に五十銭会費︑銚子一本に西瓜一きれという極めて

り︑議事に入り︑議案は本間汎の浜口内閣打倒︑伊藤治一車税︑悪
七青年婦人部確立と反動教化団体撲滅︑吉井村甲斐忠次郎農村窮乏

歳を三唱して午前二時盛会裡に散会した︒当夜の参会者は︑こんな

談論風発︑一流旗亭の大広間を占領して二時間もねばり︑党の万

質素な懇親会を開いた︒

叫ばんとするや臨監の両津警察巡査部長に中止を喰い︑後藤代って

打破︑後藤奥衛電灯料金値下げであったが︑加藤が反動団体撲滅を
説明を続行した︒

戸 一
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愉快な懇親会ははじめてだと喜んだが︑西瓜一きれの宴会も開店以

派手な活動は出来ず︑書記長の河原と支部長の後藤等が埋め合わせ

えなかった︒

いつも宿泊会合に使った新穂町丸喜旅館には二人の名儀の借金が絶

本部や県連から遊説に来ると︑党勢は目に見えて伸長するが︑通

F

来はじめてです︑と川徳の女将は笑っていた︒

電話相川一二三

電話姫津四五一五・四五五五

電話中興一三八

新潟市関屋昭和町三
電話②五三五四

1

党費や演説会入場料十銭という党の貧弱な会計はいつも赤字だらけ

相川町戸中
相川出張所
金沢営業所
新潟出張所

会 長 岩間徳太郎
社 長 渡辺俊夫

I

信︑通話︑旅費︑宿泊料︑演説会場︑借館費等がかさんで︑月十銭の

L，割
1 1 屯 ' ' 1
ｰ

■

岩間工業
株式
会社

だった︒パンフレットや機関新聞を売ったり︑わずかのカン︒︿では

［

』

℃

り︑級を織る︑その外藤布等をも織っている由︑もっとも木綿布は

で婦人達のよく働くことについては定評があったのである︒海府の

の海岸地方は昔から働き者であったことがわかる︒しかも︑その中

、

Ｌ

勿論である︒あるいは磯草等をも取り糧食にしている︒︵中略︶国

いうのがあるが︑彼女等はごわノ︑した科の腰巻をして︑脛をすり

婦人達をうたった民謡に﹁海府の姉達や科のはだそで脛こくる﹂と

といわれているが︑この働く気質は以前から養われてきた持前とい

高千の婦人の働き振りについては銅昭和三十一年十月に調査した

うことができる︒

ザ

と

仲辺の百姓は︑近年衣類︑寶髪なども相川者に見まちがうような風
は裂織︑女は山苧︑とうねを着し︑稼ぎを専らにしている︒﹂と書
いてある︒

また︑昔からの草取唄や粉すり唄などに︑よく働く海府の婦人達

むかす程激しく労働したのである︒現在でも﹁海府女﹂はよく働く

体になったが︑海府者は一途にて敢えて改ったようにも見えず︑男

海府といっても︑高千のみを指していっているわけでないが︑こ・

などがあり︑この外にもこの種の唄が沢山ある︒

屋へ﹂

﹁粉すりいやちゅうて相川の町へ出たら︑ついた貧乏ならダソゴ

﹁粉すり婆つらい︑ケシと尻との皮すりむかす﹂

﹁こわれ草取って夜は麦つきだ︑さぞや嫁どもはせつなかろ﹂

夫

農村の嫁の生活
１１高千の実態調査を中心に

も︑自然的︑社会的な環境が次第にそうさせたのであろう︒

高千村史には封建時代の高千の生活ぶりについて﹁外海府村々の

利

け

者は︑男は薪を伐り炭をたき︑女は裂織を織り︑山苧︑とうねを織

藤

＝

高千の人は昔から生活にめぐまれず評判の働き手であった︒これ

′

が苛酷な労働によく忍耐してきた様子がうかｒわれる︒例えば︑

孔
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P

労働実態調査があるから︑それによってその働く様子をみることに
する︒

より数十米登っていかねばならないことである︒田圃へ行く場合高

千では﹁ャ亘へ行くと言っているが︑正にその通りの自然的環境

例えば農道のある部落の千本と︑南片辺の婦人の農作業の時間を比

提ではない︒南片辺︑石名などはこの農道のない代表的部落である

い山道をたよりに農作業しなければならないとすると︑労苦は並大

の他四○分︑休息一時間二六分︑睡眠七時間一九分となっている︒と

較すると︑九時間二一分と一一時間八分で︑その差は一時間四七分

の下にあるのである︒特にこの﹁ャ亘へ行く場合農道がなく︑狭

ころがこれを部落別に労働時間からみていくと︑石名︵高千の最北

この調査に協力した婦人︵六三人︶の一日の生活時間からゑてい

端の部落︶が最も長く︑農作業一○時間四分︑家事四時間四○分︑

理化する上に︑まず最初に手掛けるべき問題であろう︒労働する時

も違っていることがわかったのである︒農道の整備は農業経営を合

くと︑農作業の時間が一○時間一二分︑家事四時間二三分︑育児そ

育児その他一時間三○分︑計一六時間一四分で一日の六八許は働い

睡眠時間六時間五二分というように︑それだけ休養時間が短くなら

るのである︒しかも︑多く働く石名などは反対に︑休息時間五四分

作ろうとする時の決定権をもっている者はダン達である︒しかし︑

は五時間八分も少なくなっている︒作業能率を上げるために農道を

ので︑働き手の多い石名などは嫁はよく働いても︑その夫の場合に

より知っていた璽きたい︒両図は嫁とその夫の労働時間を示したも

次に︑婦人がその中でも特に働き者であることを第一図︑第二図

間が長くとも︑このような状態では少しも自慢にはならない︒

ていることになる︒それに対して︑労働時間の短い部落は高下︵高
千の港︶で︑農作業九時間四二分︑家事四時間二六分︑育児その他

ざるをえない︒石名の話に﹁近頃の嫁はサイレンがなってもまだ寝

二二分︑計一四時間三○分である︒これでも一日の六○軒働いてい

とる﹂と姑が愚痴をこぼしたということであるが︑サイレンは農繁

な問題がひそむような気がする︒

労働の激しさを最も痛切に感じている者は嫁達である︒こ上に大き

をしたＬめ︑遂に神経衰弱になってしまったという話である︒この

は故障のない機械のように健康で︑神様のように思いやりがあって

の雑用をしなければならないのであるから︑或る婦人のように﹁嫁

婦人が主人と同じほど農作業をして︑その外に家事︑育児その他

﹂

はできないのである︒或る嫁はそのために三時半頃から起きる準備

期には四時になるのであるから︑つまり四時前に起きねば嫁づとめ

のダン達︵男衆︶はこれを話した人を﹁女に味方する﹂といって攻

事は新聞に掲載されて承知の人もいるであろうが︑それを見た石名

完全無欠なものというふうに姑も夫も思い込んでいるのではない

期の過重な労働から︑新聞を読む暇はおろか︑労働に必要な休息の

農村では︑洗濯や炊事や育児などは仕事とは見なされない︒農繁

か﹂といった厳しい発言も出てくるのである︒

撃したそうである︒

そこで︑高千の平均経営耕地面積を承ると︑わずか六反一畝にす
ぎない︒このような零細経営に拘わらず働かねばならない理由の一
つとして︑大部分の耕地は段丘地にあり︑人家のある海ぞいの平地

｜

，
I
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オ2図:夫の労働日寺閻(農作業家畜の世話その他）
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時間さえも削減し︑遂には絶対とらねばならぬ睡眠の時間さえも減
らすことになるのである︒このような過労から解放するには︑一家
の支配権をもった夫や︑更に舅や姑の理解が必要であろう︒
一一

封建時代には︑農民統制の必要から﹁耕作に専ら精を出し︑農業
のあいまには︑稼ぎの品を油断なく整え︑すべて分限に過ぎること﹂

などとやかましく農民の生活を規制していた︒しかし︑現今では
こんな制約は全くない︒ところが︑帰人達の愚痴に﹁何も仕事に能

ｌ︐一

うのをきく︒永年農民が働くこと

率を上げなくとも︑働いていれば舅や姑は何も言わない﹂などとい

反．︒・

国９９８

全α３︲一總旙眺灘蠅瀕鯉耀睡
３︲

狙明まれているだろう︒

面七５８３｜日日っていけない経済的な逼迫感も含

積県
７

反・

押司州一反２釧叩一稗︾ま縞言帷準埜睡恥鈍桝性癖︾鉦認

と︑みよう︒

８−軸搾そこで︑高千の土地所有関係を

戸新８２︲一蝿蝿恵まれていないが故に︑よそと較
一
四 １１

．︒佐６︲

家＊渡６７３−県県べて働かざるをえないのである︒
農
反．．

表

のである︒更に第２表によって階層別農家戸数の比率をみると︑殆

ないことは判然とする︒六反歩あまりの田畑をたよりに生きている

んどが一町未満で︑五反未満が半数近いのである︒耕地が少いのに

加えて︑これらの耕地はあちこちに散在し︑しかもその夫々の田圃

は高低がはげしく︑田渡りの時間が非常にか坐るから︑益をその零

細性は甚だしくなってくる︒

昭和三十一年十二月に千本部落を対象にして耕地の分散調査を行

これによると田一枚当三二坪という小さな田が︑五ヶ所以上にも

ったその結果︵高千村史にも掲載︶を第３表にまとめてみた︒

分散していることである︒極端な農家になると田圃総面積が六反七

のがある︒このように狭い耕地を駆け廻るようにして分散した田圃

畝で一三一枚あり︑所在数は一三ヶ所で︑一枚当約一五歩といった

の現状である︒しかし︑不都合な耕地の所有形態をなしていても︑

を相手に大勢の働き手が折り重なるようにして働いているのが高千

高千の生活はこればかりに頼っているのではない︒高千の土地の構

成をみると︑耕地が二一軒︑林野が実に八七静に及び︑宅地その他

新潟県や全国に比して圧倒的に林野の占める割合が大きいのであ

がわずか一昔となっている︒

る︒林野を更に所有別割合についてみると︑県有林が三八計︑村有

林二一軒︑民有林五○計で︑民有林が半ばを占めている︒ところが

家が︑一部山林地主に独占されてあまり山林資源の恩恵を受けてい

な山林所有者は全農家の八六薪であった︒山に恵まれている筈の農

千本部落などは︑全く山林をもたない農家が一割︑一町以下の零細

高６︲６全高第−表は農家一戸当りの耕地面

ないのである︒結局︑零細経営の農家は狭い耕地にたよって生活の

詞︾千反
１．
０．
︲．
︽国千

が︑これによって高千の耕地の少

一ＪＩ積を他地域と比較したものである
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54カ所'52枚｜，6枚'6反5畝32歩

糧を作ろうと懸命に

農繁期になると婦人︵特に嫁︶達が激しい労働をしなければ農業経

が多い︒このように高千の農家は零細な農家が多いにも拘わらず︑

の留守をあずかって農事仕事全般を引受けていかねばならない農家

る労働の山に︑婦人達の果す役割を無視しては高千の農業は考えら

営が成り立っていかないのである︒農繁期になって一度にやってく

である︒しかし︑こ
の承ではとても生計

高千は耕地の立地条件が悪いからとあきらめてしまうのでは勿論

れないのである︒

ないのであるが︑この自然的条件の劣悪さが︑高千の農業改良の面

における悪循環をなしているように思われる︒耕地の分散が甚だし

のスキ︑クワの手労働にあまんじなければならず︑た堂︑肉体を消

く︑狭小であることが農業経営の合理化をなしえないで︑昔ながら

耗するような非能率な農法が続けられ︑この中からは経済的なゆと

昭和三十三年八月
農業基本調査﹂によ

の手でするようになるのである︒だからこのような﹁家族労作経

りなどは生じえないから︑勢い他人を雇うことをさしひかえて家族

営﹂では婦人に対する労働の比重は重くなってくる一方であり︑こ

ると農家総数の七七

第一種兼業農家がそ

﹁働きもの﹂の性格を形作ってきたものと思われる︒た堂︑婦人達

のような中に生活している婦人達の人間のタイプも労をおしまない

はこの現状に甘んじているのではないのであって︑﹁働いていれば

の中六三・二荷︑第
・○軒であった︒農

二種兼業農家が一四

・二計が兼業農家で

一日調査の﹁新潟県

になる︒

灸の兼業に就くこと

ができないから︑種

を維持していくこと

れらの農家は︑農業

ならざるをえないの

0

れらの人達の殆んどは出稼ぎで家をあけるのであり︑婦人が夫や舅

一二・○計の順である︒賃労働者では大工が半数をしめている︒こ

計をしめ︑次に自営兼業一五・七計︑事務職員・技術者・教員など

農村は家族主義的社会であるといわれる︒零細な小経営の行われ

一一一

舅や姑は何もいわない︒﹂といった愚痴の中に︑昔流の考え方はも

鴎5反以上の｜ ｜，012'71Ⅲ，

業一本では農家経営が成り立たないことを物語っている︒こＬに︑

1
0
3
‑
'
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3
1

な問題を解決するには意識の改造にも関連性があるのである︒

8
8
，

う古いといった意味が外にこもっているような気がする︒このよう

1町未満の農家

1町より1町5反
までの農家

'5．7

43.1％

昭和三十一年調査の千本部落兼業種類別従事者割合があるから紹介

第2表：階層別農家戸数の比率

すると︑賃労働者が圧倒的に多く︑一︑二種兼業合わせて七二・三

第3表：千本郎落の耕地分散状態
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る農村社会の特徴は︑その構成する単位が個人でなく︑家族である
と考えられる︒そして︑その家族は男女両性の結婚によってひとつ

﹁実家に行って金をもらうのが困る﹂

いた葺き︑楽しいやすみも親元へお金の注文にいくようなものだ﹂

﹁毎日働いていながら日常品さえ︵子供に︶十分与えてやれない﹂

﹁金にこまる︒嫁にも時を金もうけがほしい﹂

﹁子供が大きくなると親元から身のまわりのものを年をもらうの

の家族がつくられるという形の夫婦中心の家族とはならないで︑親
人が独立せず︑その家族が単位となって動いている農村社会には︑特

子関係を中心とする家長権のつよい家族となりやすい︒家族から個

中にこれでは困るという真剣な願いがこめられているようであった

などの回答があった︒鉛筆をなめなめ書いた︑たど入︑しい文の

が遠慮になります﹂

の婦人のうち︑自分で結婚の相手を選んだ者は五人しかおらず︑殆

にその中に複雑な人間関係を宿している︒高千もその例外ではない︒

んど親に決めて貰って結婚している︒﹁家﹂中心の家族社会関係に

家の中心になって働いている婦人が︑嫁にきて数十年になるのにま

﹁小遣いにこまる﹂

あって︑女が他家へ嫁ぐのは︑個人の資質や能力に関係なしに︑嫁

だ自分のつかう小遣いにこまるとは不合理な話であるが︑事実婦人

一昨年の高千の婦人の生活実態調査︵その三︶によると︑八八人

即ち﹁家の女﹂として嫁いでいることを物語るものである︒嫁は結

のは︑この回答の中にもある通り︑﹁要るものは実家から持ってく

る﹂のである︒こんな関係があるからであろう︒高千では四︑五十

が自分の計画通りに金が使える自由はほとんどない︒嫁の必要なも

また︑このような立場の嫁は周囲の家族の目を感じながら﹁気兼

歳の一家の主婦になっても︑実家を﹁オレェ﹂︵私の家の意味︶と

に対して面と向って意見を述べることなどは考えられないのである
ねの山を登り下り﹂しているといってよい︒一昨年の同調査による

のである︒いつまでたっても嫁は﹁他人﹂である︒

いって︑決して自分の家である婚家先の家をそう言わない人もいる

婚の最初から家の﹁家風﹂に適応することを強いられている︒舅︑姑

と︑舅や姑に対する気兼ねが全くないもの八七人中五人に過ぎず︑

過ぎなかった︒この事からしても︑自由にお金を催促する事の気兼

五人︵一八昔︶で財布をにぎっていると答えた者は三人︵四静︶に

四人の中︑舅が三八人︵四五許︶︑姑が二八人︵三三軒︶︑夫が一

﹁家のお金は誰がもっているか﹂を調査したところが︑回答者八

その人から自由に貰えないからであろう︒

自由になる金がない事は︑家で財布をにぎっている誰か堂いて︑

自分の夫や子供達にさえ気兼ねをしているものが八割以上も占めて
しかし︑このような嫁の不自由さ以上に︑婦人達の最も希求して

いた︒

いることは︑自分が自由に使えるカネが欲しいということである︒

﹁少しは親にしたしみをもって︵したしみがあって︶ほしい︑自分

ねな舅や姑からもらうよりも実家へ行ってお金を無心した方がよい

この問題の実態調査の中から婦人達の切実な願いを披瀝しよう︒
の小づかいまでもとは思わないが︑子供の床屋のお金や︑日々につか

ｲ

う石鹸のお金はいたＮきたいと思う︒いつも親元にいってはお金を

＝

画

と思うのである︒しかし︑実家を離れて何年たっても︑嫁の小遣い

農繁期が終ってから数日間︑農繁期の疲労を洗い落すために実家へ

制度を説明しないと判りずらいと思うから説明をすると︑春︑秋の

味ではないのである︒実家へ帰ってからは昔の娘時代にかえったよ

や身廻り品︑更には子供の衣類まで実家に依存するのでは娘の多い

うな気分になり︑婚家で感ずるような気兼ねなしに大いに羽根をの

である︒せんたくといっても︑実家へ洗濯物をもって洗いに帰る意

といった苦衷も訴えられるのである︒全くこのような婦人の立場は

行って野良着をつ■くったり︑作ったりしながら休養することなの

どちらにも拠所のない浮き上った存在になっている︒朝から晩まで

である︒自分の娘がせんたくに帰ると母の歓迎ぶりは大変なもので

とを﹁ジンノビ﹂と言っているが︑この時とばかりジンノピするの

ある︒母も自分の経験から娘のつらい気持が分るからだろう︒家族

ばすわけである︒高千ではのびノ︑と気兼ねなしに自由を味わうこ

行って働けるだけ働いてその揚句病気にでもなった場合は大変であ

また︑嫁が体が丈夫で働くことができる間はい上のであるが︑嫁に
る︒こんな時は殆んど実家に帰され療養しなくてはならないのであ

族の中で一番よく働いても︑ゆっくり自由に休むことが出来ない環

のである︒従って︑せんたく制度は実家へ帰って食いだめ︑寝だめ

制度の重圧のもとで︑窮屈な気兼ねの多い生活を送り︑しかも︑家

る︒実家では時には子供まで引取って面倒を承なくてはならなくな
走るから大散財である︒婚家で療養できる場合でも︑嫁の方で気兼ね

境の中では︑このような欲求を満してくれるのは実家より他にない

をし︑姑との軋礫を緩和するために生れたとも考えられる︒

せんたくに帰る嫁が多いが︑この習慣は悪いから早く改善しなく

てはならないと端的には考えられないほど︑嫁の生活実態そのもの

すか﹂という問のところに︑﹁部屋に入っても電気節約でこまる︒

うな事を書いてよこした︒﹁夫婦二人きりで話し合う時間がありま

或る高千の婦人はアンケート用紙の余白部分にこま人︑と次のよ

の中に︑せんたくに帰らざるを得ない必要性が存している︒

象といっても色をあるのであって︑中でも高千で最も特徴的と思わ
℃℃Ⅱｎ︑︑︑

れるせんたくやすゑがある︒休糸と答えた者の大部分がこのせんた

﹁今朝風邪引き気分で気持が悪いが親には中をいえない︒こんな

﹁両親にたいする気がねがありますか﹂という問のところには︑

親のいないとき︑電気消してから︵夫と︶ゆっくり話をする﹂

が五五人で六三計に達していた︒こ上で︑この高千特有のせんたく

くにかえるかどうかの調査によると︑回答者八七人の中︑かえる人

くやすゑがたのし承だということを意味しているのである︒せんた

致が楽しみだと答えた者が四二人︵五八計︶もいたことである︒休

して七三人の婦人からの回答をもらったが︑その中で仕事のない休

﹁現在いちばんたのしみにおもうことは何ですか﹂という問に対

から︑抜華してみると︑

して婦人の楽しみに思うことは何であろうか︒実態調査によるもの

以上のように婦人の不満や苦痛は色々あるであろうが︑これに対

認．が多くて療養しにくくって実家に帰っていくことが多い︒

働くことだけに終始して経済的に報いられることがないのである︒

ってもらうのも遠慮だしそうかといって婚家ではくれないし︒⁝．．︶

､

家は大変な事であろう︒だから︑婦人の口から﹁お金を実家へ行

Ⅱ

L
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酷な取扱いが生じてくるのである︒農村社会における人間関係は︑

のような人間関係の中から︑差別意識や過重な労働を強いられる苛

自然的経済的社会的諸条件の結果として生れたものであろうが︑家

時だいたい親達も嫁の︵気分の悪いのは︶知りながら︑たまの朝寝
﹁夫が出かせぎからお金をもってかえると︑嫁に百円でもくれる

が一年中のように言う﹂

によって︑逆にそれらの諸条件を新しくつくっていき︑よりよい人

間関係を形成していくことに︑問題解決のいとぐちがあるのではな

庭内の人々の意識を改造することや︑嫁の経済や地位を高めること

いだろうか︒︵相川高校高千分校教諭︶

かと心配する︒親達の心︑二人は何のための夫婦であるかわからな
ついの象︵お汁のみ︶は大すぎで︑菜を食ぺないのでこまる︒体が

い﹂また﹁魚や卵を食べることがありますか﹂の問のところに﹁お
悪くなれば親元だし︑働くときも親達と一緒で一日中でも無口で︑

両ｂ５ｑ５５宙︑ｂ５５吋も︑︑ｈｑｑ宮宜吋︑︑︑町ｂｑｑｂ︑５５︑画自画時ｑｈｈ５ｑ吋耳吋暗吋吋画甘画画５百圃圃５５５ｑ５Ｈ

""″ﾉ〆げダｸ〃ｸ"一−−ダｰｰｰｰ一三…"ケ"夕"""",〃〆"",〆I

︑︑Ｅ︑

浮

そして気をはって働き︑一生懸命働くときにかぎって忙しいので︑

q

おかずはこうこうで︑叉体にむりをして休めば家にはいらない人間

︵た︒

I

とかたづけます︒だから嫁はいや︑農業もいやになる﹂と書いてあ

このような家庭は極端かも知れない︒しかし︑大なり小なり︑農
近代化されない人間関係と︑人間の労力を湯水のように使って何と

村の家庭を支配しているものはこのような非合理的な経済観念と︑

塚は︑朝は家族の誰よりも早く起き︑夜は誰よりもおそく床につ

も思わない意識ではないだろうか︒

かねばならない︒寝ること以外は働きづくめの生活である︒好きな
食事をつくることもできずへ家族が食べおわった後にその残りもの
正に﹁生きた耕転機﹂の如く働きっぱなしの生活である︒嫁はこ

を食べねばならない︒

のように働くことによって︑婚家の家族としての地位を次第に確定

事務局・両津市夷・本間林三方

、

的なものへと安定させていくのだとも考えられるであろう︒

佐渡演 劇 連盟
田

農村にはまだノ︑家族制度的関係は強く残っている︒嫁は外来異
分子の人間と承られ︑家族内においてその地位を低くしている︒こ

K
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金北山頂の基地

江波光一

■ＵＧＧも■Ｇ合︑日訴

夕ひかりしばらくにして昏れゆけば宿病の痛むご︽

ときやまなみ︾

稚な瞳にのこされる山はわれの山神聖にして犯さ
る生なノミ

ふるさとのやまの宿痂をなげくがに昏れてなを啼銭
︲︾
く寒蝉のこゑ

を侍まむ

今

は拒まざりしか

山頂の米軍基地ににらまる︲拳ふるさとぴとになに︾

稚な瞳にのこれる山も基地となりいふるさとびと

久にして帰るわれをも憤るげに山頂の基地不敵の
貌す

陣営はふたつながらに声あげて堵列にまどふ意志︽

たびびとＬなる八らせん同人Ｖ︾

ふるさとを去りゆく船の窓あけてむなしく閉ぢて︾

弱き国︑︾

山頂の米軍基地の大ドーム憤悪のまなこして空を
蔵る

夜に移るあかれの空にもだえねど腫瘍のごとし山
頂の基地

■PP々●■FDq巳〆

あり守町

叩畠〃口も■■々込凸ｃＦ９や■■＠℃●■写合や自牙心司＆■々ＧＢ■写々乱凸■ｂ●も■■の■Ｑ■心心︑■口日■■々匂い■旬〃■も■与台●も■々■も日々Ｑ○■■●■白■Ｕ心毛■■●■も■●凸も預回々■●■ヰタや■■夕厚い■々●︑■■●■や■々々︑Ｆ■々︒や
■

p町Q■〃
●

基地道路懐旧

︾調達庁村有林を侵奪す宥すまじぎぞ基地への
︾道路
むらおさの尊厳をもてわが説ける戦争反対基地反
対野党もうべなふ

片上行三

村長のレヂスタンスも村議会の支援崩れゆき提供︾
派勝つ

絶対に基地に売らずと決めし村有林地価の魅力に
議員は屈す

老いらくわれも

金北山の背に生ふる樹は枝を無承されてのこれり

ぺブ︒

金北山ゆ真下の海の断涯に人栖みつきて海府とよ

戦力のゞハランス崩れ火を噴かぱあら野とならむ山

頂も平も．

総理大臣吉田茂は不法なり白昼強盗なりときほひ
訴ふ

ダレスの使徒内閣総理大臣と村議会議事録にのこ
す激憤

基地道路立入禁ずの立札を肯き喜ぶ稲村順三
︵故社会党代議士稲村順三︑内閣委員長たり︶

ヂ■︒；︑巳︒ｒご・・・口々■●■今ｕｏｏｏと■ｃｏｅｐｐ︒・句■も口々︒︒℃ｏｒ・もｑｏ５も勺ｂ■ｑ巳●︒

も︒︒□︒︑︒

Ｄも々●ロロも︒■■もｂ々ｑｏも︒ご■も︒●■・もの︒■も︒︒■︒︑◆

■︒■

︒︒３町■・ロロ︒︒︒◆■■︒■々■ｐｏ々︒︒

︽り越ゆるかも︵一九六○年元日一︶

︾村長の尊厳さもて掲示せし立入禁止の棚人夫ら乗冷戦の雪解けの兆うれしみて金北の山頂うち看つ︾
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︾

陣

口①町■ザ勺々■かり々心■ず

○ゆ●句
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教育の底を掘り下げる
教育の底を掘ったら何が出るか

掘り出された実例
処 女 地 を 掘 る

１２３４

（座談会）

後 書 き

羽茂小学校

坂口春吉
高橋金一郎
中川幸作
佐々木越江
羽茂小学校

酒川哲保

西三川中学校

松ケ崎中学校

靜山小学校

一︑教育の底を掘ったら何が出るか

のです︒副題として︑僻地の先生の話︑ということになっていま

酒川﹁教育の底を掘り下げる︒という題でお話し合いを願いたい

す︒そこで︑先ず︑皆さんの日々御苦労なさっていることを︑あり

のままに︑希望や抱負や︑或は︑不平不満をも交えて︑十分にお話

し下さったら︑そうして︑包まず︑ゆがめず︑はばからず語る︑と
かと思います︒﹂

いうところに︑真実が出て来て︑自然と目的に適うものが産れよう

高橋﹁ありがたいことですが︑恐しいようでもありますね︒﹂︑

倉

酒川﹁出来たものの出来︑不出来や︑正しいか誤っているかは︑世

か︒﹂

間が是正してくれるでしょう︒思いきって語ってみて下さいません

高橋﹁話に方向を付けて下さい︒﹂

たい︒﹂

酒川﹁どうでしょう？⁝⁝それも皆さんで方向付けをしていただき

う底に何があるんでしょう？﹂

坂口﹁教育の底を掘る︒というのは︑一体どういうことでしょ

中川﹁僕らの教育の底を掘ると︑僻地そのものがあります︒子ども

を見れば僻地の山の子︑環境も恐しい僻地︑ところが一番問題にな

るのは︑先生が僻地の先生で︑この頃では︑全く何もわからないよ

さっぱりなくなってしまっています︒﹂

うな僻地人になってしまって︑教育に対する批判も︑革新の意欲も

坂口﹁山に入って山を見ず︒といいますが︑それが却って尊い真実

︑

ってしまったが︑それでも何とか・⁝：﹂

酒川﹁そういう自分も︑すっかりみいらにな

中川﹁なってしまいました︒﹂

らになったかな︒﹂

なるはずだったんだがな・ゑいら取りがみい

酒川﹁進んで僻地に志願して︑山の神さまに

の声ではありませんか︒﹂

して計画的に進めて行くということが欠けて

がある︒そうしたものを掘り下げて︑掘り出

がある︒それも子どもを通して出て来る教材

が︒僻地の子どもには僻地から出て来る教材

て単純な抽象的憶測に出発するものはある

来る教材や教育課程が︑計画されない極め

が︑与えられる子ども︑いや子どもから出て

教育課程の研究は随分熱心に研究されている

る︒全面的には降参したくはないのですが︑

ない︒し︒ヘルがちがうと考えられる面があ

されると︑それと比べて見ると中々追いつか

この頃︑コンクールなどの大臣賞などが発表

でも取ってくれると︑それで満足したくなる

がわからない︒考査でもして︑比較的いい点

どう生かして世間並のものに仕上げて行くか

境での経験領域に限られるでしょう︒それを

ます︒わたしなんか︑まだ何もわかりません

佐々木﹁教育の底に︑子どもそのものがあり

に油でも注いで生々した処で語ってほしいで

ィーの声を聞くことも必要ですから︑ゑいら

央の空気を吸うことも必要だし︑オーソリテ

ろ︑子どもの持っているものを先に出させて︑

えたいものとの映り合いはどうなのか︑むし

にどんなものを持っていて︑それと教師の与

来るものは余り大切にされない︒子どもが既

方は一生懸命にやるが︑子どもの中から出て

材の撰択や︑授業の方法として教師の技術の

受け取ってくれるか︑と苦心しているが︑又教

学校参観などの場合に︑教材を︑どうしたら

課題と︑教育の課題との接点で︑それを子ど

坂口﹁教育の底から掘り出すものは︑地域の

酒川﹁お願いします︒﹂

あるかということに帰りましょう︒﹂

うのですが︑そこで︑教育の底を掘ると何が

坂口﹁まあ︑そうした苦しみが尊いのだと思

失礼ですが︑すばらしい方向をすでに掘り下

が見え出した︒ということになるんですね︒

坂口﹁そう考える︑という処に︑もう子ども

るようですが⁝：︒﹂

いいのか？どうしたらいいのか？それがわか

下ってしまうと︑この子どもたちは︑これで

中川﹁ところが︑僕のように︑僻地人になり

うような気がしますが池︒﹂

む︑ということに思いきり飛びこめないとい

そこから出発したら︑非常な喜びと熱意で進

坂口﹁それはそうだが︑この際︑子どもの人

課題の中に含まれる性質のものではありませ

高橋﹁子ども達の人間形成そのものが教育の

うことにしたらどうでしょう︒﹂

もたちの人間形成の過程の上に捉える︒とい

をしても猿まねにしかならない︒﹂

りすぎる︒そんなことで気が気でない︒まね

が︑先ず︑子どもがどういうものか？という

げていられる︑といえますね︒﹂

んかＯ﹂

酒川﹁教育がややもすると一方に傾く︒教育

間形成の過程を特に重んずることにして︑と一

計画といっても与える側の計画だけですね︒

らない︒子どもの中から出るものは僻地の環

す︒﹂

ことで一番苦労というか︑突き当る問題があ

ともかく非常に低い面がある︒それも沢山あ

高橋﹁御謙遜はさておいて︑我々僻地に育っ

いるようですね︒

J

て︑僻地で働いている教師たちにとっては中
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酒川﹁高橋君の学校︵松ヶ崎中学校︶の植林

大きな財源になるだろう︒延いては︑山とい

は︑学校になるか︑或は文化的の資材として

あの木がぐんぐん大きくなっていく︒いずれ

い︒村に残っている子ども達には︑この山の

離れた子ども達には︑唯の故里の山ではな

背負った子ども達を︑世界史という市場に伴

教育が︑数回にわたって農林大臣賞や厚生大

うものから︑各自の希望を見付け出す︒生命

二︑掘り出された実例

れて行って勝手に交易させる︒としたら︑ど

出された実例ということが出来るわけです︒

では与えられないのです︒﹂

中川﹁世界史という市場が︑僻地の先生の力

高橋﹁何だかむずかしいな︒﹂

てくれませんか︒﹂

目標とか︑計画とか︑実際の経過とかを話し

坂口﹁やってゑましよう︒そこで︑高橋君︑

返して見ることにしては如何でしょう︒﹂

そこで︑僕等の︑今の立場からもう一度掘り

れるな⁝⁝﹂

坂潤﹁僕の故里でもあるが︑ほろりとさせら

のが先ず第一の目標です︒﹂

の拠り処を探し出す︒山に活路を開くという

高橋﹁次は︑植林や︑野鳥保護や︑林業林産

勺

一緒に道筋を見付け出そうじゃないですか︒

教育全般に及ぼす問題︑つまり︑植林によ

いことですから︑それはいいとして︑

的な︑教材としての実習の面は言うまでもな

って得た教育効果の：：：他の学習や生活指導

芦司ノ◎

高橋﹁恥しいことですが︑姐上に載せましょ
海にのしかかるような急傾斜の山しかない

への影響について言いたいのですが︑それが

中川﹁お願いします︒﹂

目ぶたに浮べる時︑どうしても︑それを否定的

績をあげているのです︒学力はついている︒

坂口﹁僕が代って言いますが︑すばらしい成

地域の子ども達が︑自分の郷里というものを

な山にでも︑何か肯定的な︑希望とか多少の

坂口﹁さて︑もう少し︑具体的にわかりやす
こんなふうな子ども達︵一人一人をよく見分

誇りとかを持つようにすることが出来ないだ

どうも恥しくて言えないのです︒﹂

けた子ども達︶を︑こうすれば望ましい文化

シなども恐しく強くなって︑全島の試合に優

生活指導もうまくいっている︒それでスポー

なものにしか考えられない︒その哀れな厄介

人︵国民︑国際人︶になる︒その一番確かな

ろうか：⁝・⁝そこで︑山に木を植えて︑雄神

うもはや抽象的ですね︒﹂

れは僕等が植えたのだ︒行って見るに︑よく

雌神の中腹に︑ひとところ黒い処がある︒あ

酒川﹁実例でゆきましょう︒﹂

淡々として︑実に素直に戦っているんです

一スの試合ぶりを見たんですが

ようだが︑テ

と一年一年と黒さが濃くなっていく︒郷里を

勝している︒ちょっと飛躍しすぎた言い方の

方法を掘り出す︒ということでしょうか︒ど

く言って象ましようか︒この環境に育った︑

す︒﹂

そのための座談会だ︒といってもいいので

酒川﹁それは︑これからお互いに話し合って

酒川﹁面白いです︒﹂

んなものでしょう︒﹂

臣賞を受けているのですが︑これは既に掘り

そんならこうしましょうか︑地域の課題を

いうのですがね．．：⁝：⁝

｜

肥えて︑よく伸び立っている︒遠くから見る

一同﹁賛成﹂

〆

0

｜
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ぎて困った問題が起きているのです︒成績を

のだが⁝⁝そうもいかないので⁝．：慾張りす

高橋﹁まあ︑そう賞められると図に乗りたい

う形だったな︒﹂

返しているうちに相手が負けてしまう︑とい

戦うというより︑当然のこのように球を打ち

っとも︑あせらず︑あわてず︑確実に戦う︒

ね︒人間性が相手を負かしているんです︒ち

五年目からの管理は殆ど問題にならないほど

倍くらいの時間がいる︒三年目は四倍くらい

らい植える︒二年目の下刈りは︑植付けの二

い植える︒百三十人の生徒が一日に四町歩く

高橋﹁平均一日に︑生徒一人が百二十本くら

酒川﹁たいしたものだな：︒⁝﹂

高橋﹁八年間﹂

酒川﹁何年間に﹂

高橋﹁約三十町歩︑三十ヘクタール﹂

いい仕事をすることがある︒そんな生徒でし

うもそっけない︒それでも︑気が向くと何か

とらない︒決してとらない︒対人関係が︑ど

相当よい仕事をする︒ユーモアが解せない︒

くない︒ただ︑好きなことをやった時だけ︑

酒川﹁そこで︑植林が教育全般に及ぼした影

能力を持っている︒そこで︑グループを預け

た︒処が︑植林に行って見ると︑中々優れた

冗談を言いもせず︑わかりもしない︒相撲を

りうまくいかない︒クラブ活動もどうも面白

い︒いい血筋に生れているのに学習がさっぱ

も相当の人物だが︑どうもこの子は面白くな

の大切な仕事をふり向いても見ないような︑

上げたいはよいが︑学習に熱中して︑生徒会

らくになる︒﹂

不道徳な子どもが出来て来ることです︒﹂

響について話して下さい︒﹂

あるんです︒﹂

の思いやりというか︑指揮者としての価値が

つなく気をつけていくんです︒そういう意味

ますね︒外の生徒の気の付かないことを︑そ

高橋﹁段取りがいいんです︒思いやりもあり

酒川﹁思いやりがあるのか⁝⁝﹂

す︒﹂

て指揮をさせてみると実にうまくやるんで

酒川﹁いや︒：⁝それは却って喜ぶべき一時的

の接触か︑一定の型にはめられて︑或る限度
から先は︑生徒が見えなくなってしまう︒殊

高橋﹁教室での学習の場合は︑教師と生徒と

に理数科の教師の場合︑お互いの人格が映り

段階でしょう︒やがて発展的解消する性質の
というものでしょう︒｜

もので僻地の子どもにはむしろ大切な一途さ

合うという機会が封じられたような形になり

現象でしょう︒学習意欲の向上についての一

高橋﹁中をそう思えないのです︒憎らしいく

勝ちである︒処が︑山で生徒と一緒に︑終日

酒川﹁実に研究を要する問題だな：．⁝﹂

らいです︒手に負えません︒﹂

高橋﹁動じない︑ということが考えられます

に︑生徒の行動の中に︑新しいものを見付け

出して︑生徒の理解が深まって来る︒中に

木を植えたり下刈りをしたりしているうち

は︑全く見直された実例も二︑三ある︒﹂

ね︑人の思わくを気にして︑自らひっ込んで

酒川﹁人の思わくなど気にしない方だろう

それこそ︑子どもの中から出る教材で︑大き
なエネルギーになるんだがな︒﹂

坂口﹁さあそこだ︒それを聞かせてほしい︒﹂

酒川﹁さあ︑そこが先生の肚のいる処だな︒

高橋﹁それが教えてもらいたい処です︒﹂

高橋﹁Ａという生徒がある︒この子の父も兄

︑

肚が出来ているとでもいいましょうか︒﹂

えたの？﹂

l

L

、

酒川﹁ちょっと待って⁝．一体どれくらい植
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ど考えようとしないようです︒鈍感だともい

高橋﹁そうですね⁝・・⁝︒あまり人の思わくな

しまうのが僻地人の欠点の一つだが︒﹂

んでしょう︒それを今からやろう︒といって

などとは︑私達はいいかねるが︑方策がある

すから︒ただ︑これを掘り下げる技術︑技術

気がついて︑先生方の問題になっているんで

くてもいいと考えられるんですね︒﹂

高橋﹁それにしても︑Ａの学習がもう少しよ

坂口﹁そうでしょうね︒ず星だな：．⁝﹂

思議な個性がある︒として︑かた付けてしま

れませんね︒普通︑この子には︑こうした不

り下げなければならない︑一番の要点かも知

坂口﹁こうしたことの究明が大切ですね︒掘

がるんですからね︒﹂

どりをよく指揮するんです︒本当に能率があ

ぺきごとを︑しっかりやっていくんです︒段

てからも︑大へん成績がいいそうです︒この

しい処を︑立派にパスして行きました︒行っ

して︑就職しました︒それも随分競争のはげ

高橋﹁卒業して定時制高校に入り︑中途退学

酒川﹁それで︑Ａ君は今どうしています︒﹂

高橋﹁是非やっていただきたい︒﹂

いるんですが︒﹂

外に置いイ一顧もしないのではありません

中川﹁今でも︑大ていの学級や学校では︑圏

圏外にあったかも知れないね︒﹂

掘り下げようとしている問題は教育の意識の

か︑劣っているとか︑言われずに︑今我盈が

であったかも知れない︒いや︑優れていると

とした教育などでは︑父も兄もむしろよい方

坂口﹁昔の︑戦前の型にはまった︑記憶を主

りました︒﹂

酒川﹁そこです︒このＡ君は︑その後どうな

酒川﹁どうでしょう皆さん︑中々面白い︑い

は容易ならぬことだと思います︒﹂

で︑薄給の中から︑三︑○○○円を出すこと

弟に送ってよこしたそうです︒就職半年許り

いということも認められる︒昔であったら行

われることは何処でも認められる︒そっけな

坂口﹁それでも︑Ａは学習が出来ない︒とい

達の目が変って来ました︒気をつけてゑるよ

ませんかｏ﹂

いタイプの青年じゃないですか︒それよりも

にはまってｏ﹂

も知れない︒不言実行というようような美徳

儀がよい︒とかおとなしい︒とかいわれたか

ょうね⁝⁝﹂

ぱなされたり︑奇妙な存在というタイプでし

るタイプだと思います︒笑わされたり︑つっ

る︑独立した︑言い換えれば︑勝手なお仕事

坂口﹁佐々木さんなら︑じきに変えてしまう

佐々木﹁私達であったら︑随分気をもまされ

ているんでしょう︒そうではないんですか

をしているから︑相当の人物だ︑と評価され

佐々木﹁お父さんも︑兄さんも︑Ａ君ゑたい

このＡ君の︑中学時代を分析して象て下さい

す︒﹂

酒川﹁掘り下げが足りなかったかも知れませ
んね︒﹂

ら凡そ遠い意識で教育していましたから︒﹂

高橋﹁その時分は︑全く︑こうした考え方か
酒川﹁いや︑そうでもないのでしょう︒既に

な人ではないのですか︒今は社会に個性のあ

うになり︑少しは肯定する処があったようで

かＯ﹂

かな︒ともかく先生達に認められたので︑私

高橋﹁植林以外の学習は︑少しはよくなった

う︒﹂

間三︑○○○円程度のプレゼントを︑父母と

？﹂

えましょう︒しかし︑人の上に立って︑やる

￨J
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たら叉別の方法で⁝⁝﹂

でしょう︒尤も幼いうちならね︒青年になっ

出来たら救われるんでしょう︒﹂

それを何かの形で集結していくような方法が

の生徒を思い思いに十分伸びさせておいて︑

んでいたら︒そして︑こうした殻の硬い色だ

の事例があると︑聞いたんですが︑そうする

坂口﹁もう一つ︑Ａ君の事例の外にも二︑三

もを見る技術が水準に達していないので﹂

高橋﹁分析はしなくてもね：．⁝どうも︑子ど

の態度が︑どう変ったでしょうね︒﹂

と︑外の全部の子どもを見る︑という先生方

す・・・：．︒﹂

佐々木﹁いやですよ⁝⁝﹂

酒川﹁学科担任制の中学では︑今の処それが
むずかしいかも知れませんね︒しかし︑植林
のだから︑Ａ君が特殊の能力を持っていると

のおかげで︑皆の先生が︑この事実は認めた

したことから︑見直していこう︑という気持

高橋﹁大して変ったとはいえませんが︑ああ

います︒﹂・

は育って来たようです︒そう申し合わせても

いう事実を判然と認めたのだから︑今後は大
しょうね︒﹂

坂口﹁方法を与えれば大きく変るということ

きく伸びて︑この問題もだんだん解決するで

高橋﹁少しずつ考えるようにはなりました︒﹂

ですが︑自分でも何か自信というようなもの

によって︑先生にも友達にも認められたわけ

法を産み出しているんですよ︒この間︑松ヶ

酒川﹁どちらもでしょう︒すでに中堂いい方

ことだろうか︒﹂

だろうか︒それとも方法を産み出そうという

高橋﹁どうしたらいいんです︒﹂

んですね︒圏外というより︑大分喰い違った

酒川﹁どうでしょう︑Ａ君は植林という作業

意識範囲を持って一人で行動しているんです

を感じてはいないでしょうか︒﹂

高橋﹁ううん．⁝：⁝こうなると苦しい⁝⁝︑

ね︒それが目についたかどうか⁝⁝﹂

ーブのそばへ呼んだりして近況をただねたり

まあ掛けないか︑と椅子をす上めたり︑スト

坂口﹁大いにあるでしょう︒高橋君︑どうだ

さあ⁝⁝何しろその頃は⁝⁝今からなら目に

世間話をしたりするんだそうだ︒先生方も教

ね︒そうして︑その彼独特の行動圏が案外に

たのですね︒それがしかし︑学校の学習と・い

けるような筋の通った︑背骨のあるものだっ

ついたんでしょう⁝⁝﹂︵笑声︶

高橋﹁どうぞ・：：．﹂

いくらかよくなったと︑おっしゃったのです

ん深まっていくらしい︒その上に偉いと思っ

たのは︑もう︑高橋君に一切委せてやっても

から︑その中に何か見ていられると思いま

生徒が︑用事があって校長室にはいつ来ると

うものにぴったり来ない︑固い殻を被ってい

佐々木﹁目についたのでしょう．⁝：さっき︑

崎中学校の校長からお話を聞いたんですが︑

りなかった︑失礼です高橋君・・⁝⁝・﹂

たんでしょう︒教育の方にもっと浸透性が足

務室でそうした形で生徒に親しむ風がどんど

健全というか︑円満というか︑或る育ってい

ナミックによって動く社会意識の圏外にいる

坂口﹁Ａ君は︑他人の行動やグループ︑ダイ

明がなお必要ですね︒﹂

これは失礼しました︒しかし︑これからの究

によってちゃんと見付け出したのですから︒

成の追究不足ということですね︒いや︑植林

坂口﹁それもあるが︑それより︑Ａの人間構

授というものの持つ悲劇ではないですか︒﹂

中川．斉の学習や︑講演式学習や注入式教

配

坂口﹁教育形態がもっとヴァラエティーに富

｜

らうんだ︒僕はただ先生や生徒の御機嫌を伺

す必要を感じられるようになると思う︒﹂

体性をもつようになり︑本当に子どもを見直

出来ることでない︒そうする程︑先生方は主

ましたが︑今度は︑未だ知られざる土地を開

て︑切りきざんだり︑えぐったりしてもらい

の植林教育を姐上に上げて︑随分思いきっ

酒川﹁この前は︑高橋君の学校︵松ヶ崎中学︶

三︑処女地を掘る

高橋﹁それもこうして何回かお話を繰り返し

拓してゑたいと思います︒﹂

っている隠居だ︒というんだが︑これは中灸

聞かせてもらっているうちに出て来る知恵で

高橋﹁ありがとうございました︒お陰様で︑

酒川﹁学習や生活指導上の特色は？﹂

圧倒し︑四年生をも少し負かしそうです︒﹂

中川﹁三年の女子がとても元気がよい︒男を

ープになりますか︒﹂

佐々木﹁皆で十九人ですね︒大体四つのグル

中川﹁まあそうです︒しかし男女は︑そう別

してやっているものですから︒﹂

女にはなりません︒複式で二つのグループに

佐々木﹁三年の女子が特に元気だというのは

いくことに相談がまとまったのです︒﹂

先天的な問題だけですか︒﹂

す︒今度は本気で生徒の一人一人を見直して

ところです︒﹂

た角度から考えていけるような気がしている

新しい方向を開いていただいて︑全くちがっ

酒川﹁この間︑葛原という先生が来てくれて

でしたｏ﹂

まり︑子どもを見るという角度の転換のよう

坂口﹁いいですね︑今度は学級を中心にしま

酒川﹁じゃ先ず学級をとり上げるかな︒﹂

たところでしたｏ﹂

中川﹁待ってました︒志願したいと思ってい

中川．︑二年の先生が素直に育ててくれて

りませんか︒﹂

一つ元気を出して見るというようなことはあ

複式で昨年一年威張って来たついでに︑もう

ちですね︑はじめの先生の考えと︑帰る頃と

中川﹁さあ︑人数の多いこともありますが︒﹂

色々相談を受けたのですが︑はじめ︑朝のう

坂口﹁事例と事例との関連︑いくつか捉えた

仕合せな組でした︒﹂

ありますし︑学習もよく出来る︑はじめから

飛雌的に元気になる時代ですね︒一︑二年の

行動の間にどんな繋りがあるか︑上位概念で

しょう︒それで︑児童数は？﹂

酒川﹁人数の多い組は︑元気もよい︑何か総

酒川﹁三年という時代は︑発達段階から見て

結ぶとか︑更に発展するとどうなるかを予測

四年が八人で男子三人．女子五人です︒三︑

中川﹁三年が十一人︑男子四人︑女子七人︒

てに優れているように見えることがよくあり

を掘らせてもらっては︑どうでしょう︒﹂

して変化をたしかめるとか︑そういう複雑な

四年の二部複式です︒﹂

ますね︒四年生の方には何か原因がありませ

坂口﹁今度は中川先生の学校︵静山小学校︶

考察をするということは︑羽茂の先生方は何

坂口﹁いずれも友子が多いね︒﹂

ではすっかり変られたように見えました︒つ

その角度に向ったのではないですか︒﹂

十歩も先に進んでいるのだから︑葛原先生も

です︒特に三年の女子がいいです︒﹂

中川﹁そうです︒人数も多く︑頭もいいよう

中川一︲四年はおとなしい組です︒どうも生彩

んか︒﹂・

れるぞ︑といって意気込んでいます︒﹂

、

高橋﹁喜んで帰って来ました︒今度は少しや
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がないようです︒自然三年か威張るというこ

を出来ないような時に︑ヒントを与えようと

生が負けたということにしてあるんです︒中

ん︑といってがんばる︒独りでやれると︑先

ことが出来ないのです︒﹂

も先生に力がなくて︑その方から十分に導く

た形に︑中心人物か出て来るんですが︑どう

酒川﹁ねらいどころだね︑男の子を︑その方

とになるかも知れません︒﹂

すると︑黙っていてくれ︑先生はやかましく

酒川﹁女の子は型にはまる教育では中学年ま
では非常に調子がよい︒男より少し早く論理

ではどうです︒日常経験の発表などは︒﹂

からまとまった考えにしてやる︒社会科など

が断然目立つ︒﹂

中川一：やっぱり女の子がすぐれている︒三年

て考えられない︒といって断る︒そうして大
どうにかついていく︒少し指導したり︑はげ

酒川﹁少数の子どもを複式に組み合わせた場

体は独りでどんどんやってのける︒男子は︑

出来ることがよくあるのですが︒﹂

ましたりしなければならんのですが︒﹂

合だから︑そうしたことがあるでしょうね︒

級は︑中学年では燦然とした見ごとな学級が
佐々木﹁女子が相談をしてどんどん学級の雰

佐々木﹁男の子も︑だんだん出て来るのとち

それでも男の子が目立った活躍が出来ないの

性なども分化するので︑女の子のはびこる学

囲気を作っていき︑男子はその中にポッンと

取りが遅かったり︑途中で気が散ったり︑不

ありますね︒﹂

はなぜかということを十分掘り下げる必要が

がいますか︑どうも男の子は︑文章題の読み

るようです︒﹂

用のことにこだわったりして遅れることがあ

のように中心になって大きく動いたりします
そうした組はいい組じゃないですか︒﹂

杭のように立っていて︑じゃまをしたり︑核

此川﹁その核になったり杭になったりする男

いこんでいるようなことがあり宣すね︒﹂

原因になって私は勉強出来ないものだ︑と思

坂口﹁教育の底を掘り下げる︑一番大切な仕

佐々木﹁思いがけない︑とんでもないことが
酒川﹁この前の高橋君の学校のＡ君のような

ようですがわかりませんね︒﹂

子どもは︑女の子が知恵付にまかせてどんど

事は︑そこのところではありませんか︒﹂

中川﹁今のところ素質もあまりパッとしない

のは四年男︑四年女︑三年男︑三年女という

中川﹁級長とか︑部落役員とかの目立ったも

ん進むとついていけないでしょうね︒﹂

中川﹁この頃何か︑そうしたことに気がもめ

子がないんです︒﹂

順序に誘導してきめさせたのですがね︒だか

坂口﹁そこで︑学習形態のもう一段の研究が

佐々木﹁学級の役割りなどは﹂

ら表面では︑何とかやっているのですが︑学

が見えないのですね︒﹂

るので苦しんでいるのですが︑やはり子ども

坂ｕ﹁子どもを見ていて︑Ａの行動と︑Ｂの

必要になりそうですね︒今聞いていると︑自

子達をどうするかという問題がひそんでい

行動とどういう関連があるか︑更にＣの行動

主学習がとてもよく行っている︒しかし男の

坂口﹁学習の状態はどうなんです︒﹂

る︒まだ十分聞かせてもらってないのだが︒﹂

とはどう繋がるか︑というように︑普通事例

ます︒﹂

中川﹁算数の時間などでは︑三年生女子は先

中川﹁芸能科や︑体育などになると叉ちがっ

習になると全皇哩った雰囲気になってしまい

生が殆どいらない︒先生に負けてはなら

︼
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中川﹁山の中の資料だけを︑でっち上げてい

が︑そうした見方が不足のようですね︒﹂

の資料を考え合わせるというのがいいと思う

度から見ることが大切で︑それにテストから

もあるが︑それより一人一人を︑あらゆる角

にあてはめようとする︒これは大切なことで

酒川﹁テストなどやると︑すぐ統計的に数量

ろから進めるのがいいでしょう︒﹂

いいんですが︑まあ一人一人見るというとこ

雰囲気の中に見る︒あらゆる角度から見ると

坂口﹁別左にも見る︑グループとしても見る︒

中川．人ずつ︑別灸に見るんですか？﹂

て︑一人の子どもの人間形成を見て行く︒﹂

とまでいえないような行動までを考え合わせ

から︑

一ユースバリューは少なくても︑決し

中川君の方法は︑更に正常な方法でいくのだ

やや少ないが正常なものだといえるでしょう

している︒それだけに︑︸言１スバリューは

情に喰い込んで︑正常な方法で気ながに優勝

ているが︑学校全体の全職員がよく地域の実

絶対性に喰入ったことは︑山彦学校によく似

のでしょう︒高橋君の学校になると︑地域の

間そのものとして唯一の方法をうまく捉えた

りした︒といっても無着さんの指導力が︑人

品になどは︑全く異った巧妙な角度から深入

ておきましょう︒そこえいくと山彦学校の作

た指導されて充実した学級から出るものとし

品が入賞するようですが︑あれはまあ恵まれ

でしょう︒﹂

いているからの所産だとみたいですが︑どう

ないで︑地域に喰い込んだ村造りの誠意が働

坂口﹁こうした言動を︑へらず口だなどいわ

て喜んでいましたｏ﹂

中川﹁この頃の子どもにやかなわん︒といっ

題だな︒父親も喜んでいるんだろ︒﹂

坂口﹁恰度いい金額で︑生活に即したいい問

中川﹁そうです︑三年女子です︒﹂

坂口﹁やっぱり三年生？﹂

そうです︒﹂

分の勉強のお金だ︑やすいもんだ︒といった

父さんには半月分の煙草銭だが︑おいら半年

分の煙草銭になるぞ︑といった︒すると︑お

いと父に云うと︑教科書も高いものだ︑半月

後期の教科書を買う時︑子どもがお金を下さ

高橋﹁そう思います︒実に気持よく元気で勉

思う︒﹂

中川﹁前にも云ったように考査などやって見

と算数を生かしている︑逆にその生活から算

強する子どもが︑生活事実の中にも︑ちゃん

てし︑ヘルが低いなどと断定してはいけないと

ると︑相当よかったり︑中学に入学してから

ても︑しょうがないような気がするんです︒
図画の成績を見ると︑どうもし＄ヘルが低くて

他の大きな小学校から来た子どもと比べて︑

この頃︑コンクールなどに発表される作文や

気がするんです︒﹂

とても追いつけない︒手も足も出ないような

坂口﹁そうでしょう︒﹂

数も生きているのでしょう︒﹂

かをもう少し掘り下げて下さい︒﹂

酒川﹁それはそうとして︑四年生をどうする

るんです︒﹂

坂口﹁うまくいっていそうだね︒何か地域や

負けなかったりすると︑胸を撫で下ろしてい

環境に繋がるような事例がないですか︒﹂

ん優れた学級の中から更によく出来た作品と
いうものが選ばれたり︑やはりそうした中か

中川﹁そう⁝︒：こんなのがあります︒この間

酒川﹁大臣賞といわれるようなものは︑大へ

ら思いがけなく面白い作品がヒョコンと出た

坂口﹁四年は卒直で︑素直で︑思いたったら
りする︒この頃では如何にも正常な美しい作
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れないが︒﹂

案外素直に受けとって︑感心しているかも知

三年女子に突き上げられたらどうなるかね︒

待っていられないという時代だと思われるが

いきり我侭を許す︒今から思えば自主的学習

自説を尊重する︒尊重しても中々平和に行か

級︵そう銘打ったわけではないが︶︑各人の

たようでした︒それからもう一つは︑我侭学

合っています︒これは小学四年で基礎が出来

るが︑勿論その要素も働いてはいるが︑お前

手柄じゃないとか︑偶然だとか︑いう人があ

れは素質がよかったのだ︑とか︑お前一人の

ばらしい子どもを育て上げたのに対して︑そ

果が上ります︒序にいっておきたいことはす

手の打ちようが有効適切になって︑非常に成

一人の力が︑随分大きく働く可能性があると

なくて始終トラブルがありました︒しかし思
の程度なんですが︑戦時中のものだから我儘

る︒決して失敗しない︒純粋な努力の長期の

確信して︑努力すると︑予想外の成果が上

中川﹁そうしたことは︑これから考えながら
に申しましたように︑先生そのものが僻地人

と考えられたのです︒これは激しい切嵯琢磨

見直すことにします︒どうも今までは︑最初
になってしまって︑わからないのです︒﹂

に近いものでした︒いずれにしても︑子ども

ら見れば民主的方法であったのです︒新教育

ている︒事業家もやがて出るでしょう︒今か

四︑後書き

す︒﹂

熱誠は決して失敗しない︒と考えたいもので

で︑すばらしい学者や芸術家がもう二︑三出

り︑子どもの工夫で学習形態を決定するとい

きすぎて︑子どもから出て来る力を利用した

の一人一人を伸ばすということと︑学級の雰

坂口﹁教えよう教えようという意識が強く働

生はもうそれが出来ている︒そこへ︑一人一

うことは︑中を出来ないね︒中川先生の三年

以上は︑三回にわたる座談を︑テープコー

だから︑先生は常に動いている全体の意識を

学級という一つのまとまった力を構成するの

囲気を高めるということは車の両輪のような

です︒あれを少しお話し下さいませんか︒﹂

適当に刺戟して健全なものにするという技術

人の立場を知りつくした先生の指導が加わる

ダーに取って︑それを酒川が繋がりのよいよ

酒川﹁それは本当です︒四十年に近い間に見

がいるのです︒何処にバランスの重心がある

まだまだ︑あり来たりの方法を反省もなく正

もので︑学級の中で一人一人は伸びるのだし

て来た実例ですからね︒その実例として言っ

か︒どの子達が︑そのバランスを傾けたり廻

常なものとしてやり続けるという弊が︑禰満

うに編集し直したものです︒そこで︑参加し

て拳ましようか︒戦前でも︑仲よし学級とい

したりするか︑一人一人はそのバランスの何

その一人一人が各々意義のある位置を占めて

う︑相譲るというところに子ども達の深まり

処に︑プラスかマイナスか或いは平均値かに

いては校長さん︵酒川︶がいっていられるん

を工夫させた方法の組も成功しています︒絶

していると考えられます︒一見するところは

とや全く桁違いの成果が上る︒このことにつ

対平和を念願していたのですが︑その子ども

働いているか︑ということを知っていると︑

なことは︑非常にうれしいことです︒しかし

教育が伝統を破って新しい方面に乗り出し

重灸おわび申します︒

というようなところがあるかも知れません︒

た先生方が読朶直されると︑少をおかしいぞ

達が三十八歳になる今日でもよく全部が助け

−
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同じような教育形態でも︑勘所の利いたもの

られていかねばならず︑世界史と現場との理

す︒教育はもっと真の教育者の手によって守

を左右しようとするのに引きずられることで

います︒少を時代に抗しても︑正しい道は死

と︑はずれたものとでは大へんな開きが出る

守すべきだと思います︒長い目︑広い目で見

と思います︒どうも教育課程の細目的な割り
すぎ︑子どもの方の条件を軽視する傾がある

通して︑この眼前の事実に即して唯一の手を

論によって創造されて行かねばならないと思

子どもの自然の動きや︑家庭又は社会に傷つ
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いい悪い人にな潟と困ると思ってそれが心配

私の青年時代
たことがなかった︒私のすることはなんでも

辛滕一鈴

私は貧乏な農家に生れ︑貧乏な中に育ち︑

て味を言わないことを誓って宥してもらった

か暇をいったのであった︒私はこれから決し

なのだと言われた︒その朝︑冗談に私がなに

が切れぬらしい︒でも兄弟が二人であったこ

祖父は私が二十三歳の時亡くなったがよい

と︑祖父や両親が今にして思えば理解があり

苦労をするようになると結構嘘をいうように

なってしまった︒祖父に申し訳けないと思っ

それから嘘を言わないようにしていたが世帯
︑ここのおじいさんはよい人であったと言っ

の中にはやくなって欲しいものである︒叉︑

ている︒嘘を言わないで立派に生活出来る世

の人が集まったような時はみんな口を揃えて
たし︑早く親父を失った親戚の一人はここの

人のようであった︒其後︑仏事その他で親戚

おじいさんを実の父親と思って頼りにしてい

りと育ったように思う︒そういう点は私は大
両親は私が三十三︑四の頃相次いで亡くな

たとしみじゑ言ったのを覚えている︒

りでは雑誌などあまり買う人がないのに︑安

言われたことがなかった︒二十歳頃八幟あた

中すきな書物を読んでいても︑ついぞ小言を

が雨の日や風の日は部屋に閉ぢこもって一日

は盗承の初めということがある︒お前が嘘を

た︒さっきお前は嘘をいったではないか︑嘘

たのと聞くと︑祖父はいや困ったことが出来

て考えこんでいたので︑おじいさんどうかし

或日祖父はいろりのそばで屈託そうな顔・をし

私が小学校の二年生の頃だと思うのだが︑

ところがこの財布は悪人が人を殺して奪った

の財布をすばやく拾ってふところへ入れた︒

た︒そのあとへ心のよくない人が通って︑そ

ゃといって見向きもしないで通ってしまっ

人が通ってこの財布を見つけたが毒じゃ毒じ

沢山はいっている財布が落ちていた︒立派な

変倖せであったと思っている︒
ったが︑軽い注意は兎も角も激しく叱られた

い雑誌など買って帰っても︑母はいつも蠅草

度々こんな話をしてくれた︒昔道路にお金が

事は一度もなかったようだ︒晴耕雨読という

愛情が深かったことから貧しい割合にのんび

ブ︵︾◎

正しいよいことだと信じこんでいたようであ

上

今尚貧乏している︒なんとしても貧乏とは縁

加
を吸うよりは安いものだといって嫌な顔をし

I

一
一

−
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をしなければならないと言い聞かされた︒ま

らない︑まじめに働いて貧乏でも立派な生活

うことがある︒金持や庄屋を羨しがってはな

ってはならない︒隣の宝を数うるが如しとい

という︒だから決して由ない金や物を欲しが

の罪まで着せられて重いお仕置きにきまった

のを落したのであったから︑拾った人は殺人

さん参りに︑三︑四人の友人と出かけたが︑

貰ったことがある︒或る時は平清水の毘沙門

後へくっついて︑漸くのことに一枚のお札を

がゆがり俺について来いと言われこの友人の

かった︒早や三枚もお札をもらった友人が歯

されていつまで経ってももらうことが出来な

私も友人と二人で戴きに行ったが︑人灸に圧

ろかも知れない︒

えば私にとって文学愛好時代とでもいうとこ

しい思いで読んだ︒まあこの時代は強いて言

ッと吾々の身近かに感ずるものがあって痛々

だ︒石川啄木全集は他の作家のとは違い︑グ

た︒全文殆ど暗記する程繰り返し読んだよう

ある︒長田幹彦の珠を批つは名作だと思っ

の青年前期頃は別に思想などという︑まとま

兎に角こんな環境で育った私は二十歳前後

うな説教をしているのを終いまで真面目に聞

なし忠孝をもって人道の大本となすというよ

に日蓮宗の坊さんか堂天に二日なく国に二君

でお参りしたこともあった︒彼岸市か祗園市

といって友人達が︑先頭になり︑自分は後ろ

困って加藤は後になれ︑これでは仕様がない

ら︑なかなか進むことが出来ない︒友人達が

逢うごとに片足を雪に入れて道を譲っていた

細い雪道の先頭にいた私は︑先方からの人に

に魅了されて︑自分の恋愛も高貴であるし︑

端にいえば人間社会の全部であるとなす論調

ば恋愛の高貴に競べて問題にならならない︒

中国の万里の長城も人間社会の価値から言え

高貴なものである︒エジプトのピラミットも

の木蔭で恋人を待つ乙女の恋心は清純にして

至上最高なものであるというのである︒耶子

に酔った事がある︒恋愛は人間社会に於ける

其後有島武郎の影響を受けて恋愛至上主義

た多少でも自由民権時代の影響をうけたのか

った考えはなかったが︑人道主義的な至極お

いていたものである︒教育勅語型の無力な忠

他の人達の恋愛も尊重すべしとなす恋愛至上

れたものである︒ある時︑真野町四日町の大

暮しには向かないかも知れないと︑よく言わ

かった︒父親がこの子はおとなしすぎて貧乏

解は出来ないが︑菊地寛︑長田幹彦︑吉屋信

か出ないので学力が足りないから︑十分な理

興味を持つようになった︒なにしろ小学校し

などの雑誌を読むようになって少しは文学に

其頃から新聞の小説を読んだり時たま若草

う雑誌も若草などから︑経済往来や改造に代

二十三︑四頃から政治に興味を持ち初め︑買

言っていたようである︒

れた︒板垣さんは今の日蓮さんであるとよく

板垣さんは俺達にも判るように演説をしてく

常に板垣︵退助︶はえらい立派な人であった

い争いや喧嘩などした覚えもないし︑祖父や

だやかなたちであったようである︒友人と言

良の臣民であったようである︒

恋愛こそは人間社会の最高のものであり︑極

両親やその他の人達からも叱られたこともな

願寺に遊行上人が来られてお札を大勢の人達

子︑直木三十五等の作品を読み耽ったもので

る・

のだがその頃は大真面目であったものであ

でいたものである︒今から思えば他愛ないも

に手渡しされたことがある︒このお札を戴く

論を︑友人の集りなどで一席ぶってよろこん

ために大勢の男女が門内にひしめいていた︒

̲ 貝 ○ 一
耳 〃

るようになり︑新聞も特に一面を注意して読

ものがあった︒殊に昭和になってから世界的

田︑木崎等に小作争議がおきて物情騒然たる

では死物である︒よろしく街頭に出て斗うべ

たものであった︒最後はマルクス主義は室内

って本間慶二郎氏等が集まって研究し論争し

きであるというにあった︒間もなく新穂村の

むようになった︒当時普通選挙法と言われた

ようになり︑この人達の騏尾に附して電灯料

後藤奥衛氏︑河原治一氏︑本間広氏等を知る

大恐慌で農村は疲弊し農民労働者共に生活に
二︑三年二十五︑六歳頃から私は改造文芸戦

あえぐ有様であった︒こうした世相の昭和
線等を通じて急角度で社会主義に走ったが︑

亘って大改革したのを︑手に汗して見まもっ
ていたものである︒この改正論を中心に尾崎

私に決定的な決意を促したのは人では猪股津

選挙改正論が︑政友憲政の両政党間で数年に

行雄が河原田の入江座で演説した時は︑入場

南雄であり︑書物では河上肇博士の第二貧乏

の政党に分かれていたのが昭和五年かに︑所

分裂で︑社会民衆党︑日本大衆等七つか八つ

当時無産政党は離合集散常なく分裂に次ぐ

値下問題などで走り廻ったものである︒

る︒山本二柔後援会に関係して村川九一郎︑

料五十銭を払っていの一番に入ったものであ

村内では年齢の点で後輩であったが計良範

物語であった︒

に泊めてもらって議会を傍聴した事もあった

豐出俊介︑大地雅夫の各氏等と共に目黒の邸

六年八月に三宅正一氏︑浅沼稲次郎氏︑栃木

県の県会議員の石山寅吉氏等が来島して新穂

謂七党合同して社会大衆党となった︒翌昭和

村の開盛座で佐渡支部を結成して支部長に後

亮氏︑石井貫一氏の二人からも若干の影響を

った︒激しい気性であったが間もなく結核で

いつけられて官製青年団打倒のスローガンの

藤奥衛氏が就いた︒この結成式に後藤氏に言

が︑山本悌二郎の目黒に大邸宅を構えての豪

死んでしまった︒石井は京都大学時代学生連

説明をしたが︑俄かなので何を言ったか覚え

となり病気と追放で八幡に帰って療養中であ

いでしまった︒いつかの総選挙に自分の家を

盟に拠って活動していたとの事で︑吾々も将

受けた︒計良は智山大学かにいて社会主義者

二峯後援会の選挙事務所に使い︑山本︑か田中

来勝れた指導者になるだろうと期待していた

引き下されてしまった︒

がないが︑臨官に中止を命ぜられて演壇から

の買収等︑既成政党への関心はだんノ︑薄ら

義一内閣に︑第一回目の農林大臣として入閣

のに︑卒業後満洲国の官吏になってから右旋

箸な生活や︑選挙毎に一票一円宛の公定相場

した時︑祝電を打ったのを機会に︑心の中で山

回してしまったらしい︒今は自由民主党の本
部員か大島秀一の秘書になっているそうであ

その頃だと思うのだが百度解散︑百度結党︒︽

た︒

本の恩義を謝し既成政党と挟別してしまっ
第一世界戦争が終った大正九年頃から大正

んで︑輝ける委員長として労農党を率いて斗

った大山郁夫氏はどれだけ吾灸を勇気づけた

吾が行先きは斗争か然らずんぱ墓場なりと叫

か判らない︒その後弾圧が激しくなって大山

のため一役買ったとの話があった︒

その昭和二︑三年頃からいつも私の家へ加

る︒この前の総選挙の時は八幡へ帰って大島

藤末吉氏︑遠藤真一郎氏︑矢田春蔵氏︑後にな

題が喧しくなった︒都市では八幡製鉄︑川崎
造船︑東京市電︑野田醤油等の大ストライキ

末期昭和の初年にわたって労働問題や農村問

が相続いて起きるし農村でも新潟県では王番

一
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郁夫氏はアメリカに亡命し︑終戦後帰って佐

確りした組織で佐渡解放史に特記すべき団体

は凄惨な気か漂うているように思えた︒新潟

大暴動になるか︑いずれかの道を選ぶもので

へ渡る旅費がないからと五十銭宛出し合って

あるというにあった︒話する江口氏の而上に

旅費に当てた︒終戦後江口氏は共産党から立

六つ若かったが勝れた指導者であったと思っ
ている︒今尚彼を偲び尊敬している︒先年岩

候補して参議院議員に当選したが︑今議腓が

であったと思う︒岩野氏は年は私より五つか

野氏のお寺で追悼法要があって参加したが感

したことがあるが︑委員長当時京都駅で警官
と労農党員との操め合いで帽子をとばされて
慨深いものがあった︒

渡へも来て河原田のやま六旅館で夕食を共に

畦にはっておいたものである︒

堀爽として駅を出る新聞の写真を切り抜いて
何しろ今から二十五︑六年も昔で治安維持

たことがあった︒メーデーは全国的に弾圧で

昭和何年かのメーデーに同盟が記念集会し

の事務所が大阪町の佐高下にあった時︑或晩

冬の最中で順燵のある頃だった︒青年同盟

あるかどうかは知らない︒三年も前の改造に

法などいう世界に類例のない悪法で厳しく取

ごやというそば屋でもたれた︒集まった同盟

波されでた時である︒この集会は河原田のの

りでは過激派と言われ︑殊に保守的な人達か

は国賊よぱわりされたものである︒八幡あた

デー歌を口ずさんで静かに散会した情景は荘

議を終え最後に室内から洩れない程度にメー

員は十人くらいであったかと思う︒真剣な討

人張り込んでいて︑岩野や有田の姿も見えな

ら︑同朋員が五︑六人いたが私服の稗官が二

り少しおくれて出かけ事務所の二階へ上った

窮乏打破座談会を開いた︒私は都合で時間よ

彼の創作が一︑二篇載っていたようである︒

しく攻撃した時代だから︑社会大衆党員など

締り︑新聞なども社会主義者や無嘩政党を烈

らは聞くにたえない堤脇倒されたものだ︒

厳のように思われた︒

員以米今尚農業委員として部落の人達の支持

野の中川嘉一氏は操守曜固で第一回の農地委

川氏位で他の人達の消息は殆ど知らない︒畑

は金井の安田氏︑佐和田の有田氏︑畑野の中

自然解散になった︒同盟員で今知っている者

た︒岩野氏は昭和十年頃かに自殺して同棚は

の岩聯慧一氏と相知り佐渡青年同州に加川し

日本農民の貧困は世界で一番ひどいものであ

激しいことは東西古今に類例がない︒従って

を搾取したもので︑この搾取の無慈悲にして

競べるほど資本を蓄積したのは徹頭徹尾農民

す軍備を持ち︑資本家は米国の資本家と肩を

本資本主義が急速に発達し極東の平和許一脅か

七︑八人と会った︒江口氏の説くところは日

渡へ来たことがある︒これものご犀で同照員

年月は覚えてないが江口洩氏がこっそり佐

なんにもならぬ︒かえってお前達のような危

人や二十人集って不景気について相談しても

共に対策を練っているのである︒お前達が十

ていて︑不況打破は国家の大問題で財界政府

ひっぱられたようであった︒署長が待ち受け

理にひっぱられて警察へ行った︒十人くらい

らいたい︒岩野も有田も警察にいるからと無

がって帰さない︒その内警察まで一寸来ても

おいノ︑帰ってはならないと階段に立ちふさ

い︒今夜は駄Ｈだと思って帰ろうとすると︑

と信頼を受けている︒私も同開以来交友して

る︒現行の小作制度は︑小作人が餓死するか

其後私は社会大衆党員であると同時に中興

いる︒尊敬する友人の一人である︒

この青年同照は期間こそ短かかったが実に
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がいて事務所の炬燵も放って来たしランプも

帰さない︒その時︑誰だったか機転のきく奴

警察まで様子をききに行って来ますからと慰

るなと気付いたのである︒それでは今晩私が

いるから︑その問題で警察へひっぱられてい

枚のビラを私の家の風呂にくくたのを知って

県に住んでいるはずである︒

の訳だ︒萩原は長野の人と結婚して今は長野

らいの時だから今の一万五千円くらしの罰金

円を言い渡された︒当時は米が一石二十円く

近く帰った︒この事件は起訴されて罰金三十

へ寄って丼を食べ熱いお茶をもらって十二時

先ず萩原を連れて帰れ︒ということで平身低

その侭にして来たが大丈夫かしらと言ったら

めて父親を帰した︒私は慌てて夕飯をすます

と謄写版ですった半紙四つ折りくらいのビラ

署長が慌てＬそれは大変だ今夜はこれで帰す

と警察へ出かけた︒加藤という巡脊部長に合

険な分子が集まると︑ろくな相談をしないこ

からランプを消し︑炬燵を仕末して火の用心

昭和六︑七年頃から日本資本主義は国粋主

なっていたが吹く風は寒かった︒二人で中堀

をしたら各自家へまつすぐに帰れ︑決して相

ってどんな事情なんですかと伺いをしたら暫

いられ中国攻略の決意を固めたようであっ

義的軍事偏向教育で分別力を失った軍閥に率

頭して留蔵君を連れて外へ出た︒外は星空に

談事をしてはならないという事で警察を出た

くは待っておれとのことで一時間あまりも神

を︑青年同盟の行動隊が電柱に貼って廻った

途中でうまくいったと手を打って笑った︒

が入って来た︒署長は署長の威厳を損わない

妙に待っていたら︑署長に連れられて留蔵君

が危険で仕方がないから焼いてしまうと十数

それから十一月の末頃で時々垂の降る寒い

と上手な方法がありそうなものだが︑初めか

た︒侵略でなくて攻略である︒侵略ならもっ

い不届千万であると︑叱りとばしてなかノ︑

日であった︒私は畑へ出て働いて夕方薄階く

よう努める態度で︑今度の事件は亜大である︒

とは瞭かだ︒それに第一集会の届けもしてな

なって家へ帰ったら︑青年同盟員の萩原留藏

であった︒従って言論統制︑与論指導は勿論

のこと︑社会主義者︑無産政党支持者への弾

ら軍部による作戦本位の侵略で当に攻略態勢
際で而かも思慮浅いお前等青年が戦争に反対

圧︑取締りは気狂いじみたものがあった︒

の一御心にましますのである︒然るに国民の分

だの︑賛成だのとは何事であるか︑実に不忠不

宣戦︑講話は大詔の発するところでｔ御一人

寄りの人だった・私の顔を見るなり︑兄

臣の至りで恐催に堪えない次第である︒今後

という男の父親が土間に立って私を待ってい

さん留蔵のこと・を知っているでしょうか

の危機を呼号して昭和十二年の支那事変に国

た︒留蔵君は末子で父親は七十五︑六歳の年

と聞くので留蔵君がどうかしましたかと

再びこのような事件を起したら苛惜なく処罰

民を追いこんだのであった︒

永い窒息時代であった︒

吾灸にとって終戦まで十数年︑思えば実に

昭和十年頃から準戦時態勢を唱え一触即発

言うと︑三日前から響察へひっぱられてまだ

うだから危険な指導はしてならぬ︒もし今度
のような大事件を起したら犯人は誰であろう

する︒殊に加藤はお前達の仲間では年長のよ

と先ず加滕お前を逮捕するから左様心得て一

帰らないので心配でたまらず聞きに来たので
し様子が判った︒それは三︑四日前これも同

すと気せはしく言うのであった︒私はあらま
盟員の若林という男が帝国主義戦争絶対反対

I
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の思
冒︾

われたので︑余り日数はか上らなかった︒

既に事実は調べられて解っているように思

袴も裂かれた︒

罵言を浴びされ︑果てはさかさにつるされ︑

は︑刑事達によって︑野次馬のような下卑な

て︑沼垂警察の保護室へ留置された︒取調べ

一寸来いと言って︑二人の刑事につれられ

かと思う︒そこへポリ︵特高警察︶が来て︑

羽織︑袴で登校していた︒体操の時間だった

山本は学期末の休承も済んで︑風邪気味か

組合の委員長に選ばれた︒

り︑今は亡き石田喜四治君であった︒山本は

結成した︒それの準備に当ったのが山本であ

ルを借りて︑同志の先生方十七名が集まって

組合が始めて組織された︒イタリヤ軒のホー

昭和四年四月であった︒新潟県教育労働者

︑．

岳

獄

出

察法違反の理由で起訴された︒公判の斗争に

山本は︑教育者もプロレタリアートであるこ

と︑勤労者の立場に立つ教育こそ真の教育で

あることを陳述した︒布施辰治氏の弁護の下

結果︑禁銅六カ月の判決となった︒

に堂々と斗った︒

教育労働者組合を組織した為に︑一夜にし

る日に入獄した︒裸にされて赤い綿入れの囚

昭和五年の春まだ浅く︑粉雪のチラチラ降

て禁銅六カ月になったのだ︒

県の学務課や視学はあわてた︒関係した

後調査所に行って調査時報のプリントをした

帰ると床の中に入り晩方まで一睡して︑夕食

る農村問題調査所に関係していた︒学校から

それよりさき︑山本は︑柄沢利清の主宰す

洗面したり食器を洗ったりする所と︑便所に

居なかった︒六畳位の広さで︑房の奥の方が

居房であったけれど︑思想犯のため同居人は

をかけられた︒山本の入れられた監房は︑雑

監房の中へ押し込まれて︑ガチャンと重い錠

衣に着更えされた︒指紋と写真をとられて︑

り︑原稿を書いたりした︒北風の吹く寒い夜

って︑便器が入れてあった︒夏になると暑さ

なっていた︒便所は隅の板がとれるようにな

一冊借りられる︒入獄者心得によると必要以

は宗教言か修養害のようなものが︑一週間に

いうような単調な生活が毎日毎日続いた︒本

起きて点呼︑朝食︑夕食︑点呼︑七時就寝と

禁銅生活は退屈そのものだった︒朝六時に

にむれて室の中に臭気がむ１つと龍った︒

更け︑オーバーの衿を立て上︑万代橋のコンク

やがて教員組合を組織したことが︑治安警

って新発田竹町の北蒲原事務所に住居した︒

教員を免職されると︑農民組合の書記とな

部の委員長をしていた本間忠吾君を知った︒

まで帰った︒そこで︑当時全国農民組合青年

落しながら︑コッコッと沓の音を立て些沼垂

リートの舗装道路を︑凍った電灯の光に影を

た︒

先生は皆休職となり︑山本は懲戒免職となっ

山本五一

い
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り︑立ったりしてはいけないのだ︒

外は座っていなければならない︒寝ころんだ

ても︑二︑三十年位の松の適当に生えた丘で

向うに︑行成亭の築山が見えた︒築山といっ

除をする︒掃除をしている間だけが自由に動

が問題であった︒ゴソゴソ長い間か坐って掃

けるのであった︒入口の重い戸など毎日のよ

或日︑築山を覗くと︑明るい服を着た︑一

抜けるような思いで︑立ったり座ったりする

あった︒

見付かって︑コラコラと注意される︒看守は

見ブルジョアと見える立派な紳士が︑芸者と

のも難儀になった︒身体を鍛えるということ

立って房内で運動していると︑時を看守に
コンクリートの廊下を︑フエルトの草履をは

丘の上を散歩していた︒紳士は煙草をくゆら

三人も四人も一度に運動出来るように三坪か

開いて板で囲ってある︒その中を︑一人ずつ

外の運動場は︑看守台を中心にして扇形に

の屋外の運動が待たれた︒

が真剣な問題となった︒お天気の日の十分間

夏になると身体中がだるくなった︒手足が

うに丁寧にふいた︒

いて猫のように足音を忍ばせて廻って来て︑

している︒芸者は淡い藤紫色の着物を着て少
し離れた所にいた︒長いたもとをゆらゆらな

覗き穴からのぞくのだ︒ピグリとして中から
見ると︑目皿のような︑のぞき穴の向うに看
守の眼玉だけがキラキラ光って見えた︒

季飾をさえぎられ︑季節を忘れていた山本も

びかせている彼女の姿が天女のように思えた
そのすがすがしい初夏の装いにしばし見とれ

それでも︑看守の気配を伺いながら︑ラジ
オ体操をやったり︑口の中で赤旗の歌やどん

ていた︒

を浴びることが出来た︒山本は十分間の時間

運動場の中で編笠をとると始めて太陽の光

四坪くらいに仕切ってあった︒

夏はまだ薄明るい中に床の中に入らなけれ

した︒

を惜しむように︑ぐるぐる廻ったり走ったり

昇っていた︒始めて自由な社会に出たのだ︒

空気の中に︑刑務所の官舎の朝げの煙が立ち

のく型り門の外へ出た︒しっとりとした朝の

服に着更えて︑看守のあける刑務所の鉄の扉

遂に出獄の日が来た︒朝早く︑入った時の

先が見えている︒

単調な長い獄中生活も︑六ヵ月と云えば︑

ばならなかった︒ふと夜中に眼覚めて眠られ

長い一日を如何にして暮らすかということ

が気にか入って眠れぬこともあった︒

ふと教員時代に新調した背広の夏服のこと

のだ︒

大畑の小路一つ隔て上刑務所と行成亭がある

新潟の人は地獄と極楽は道一つと言う︒西

えて来た︒三味や太鼓の音も聞える︒

ぬ夜︑隣の行成亭から金属的な鵺の鳴声が聞

のが楽しみになった︒

それからは︑看守の眼を盗んで築山を見る

底の歌を唄いながら︑音を立てないようにグ
ルグル廻った︒﹁自由の足かせ︑鉄の鎖よ︑
今に見るズタズタに引きさきちぎる︒﹂

ゴーリキの﹁どん底﹂の牧を口ずさ翠なが
らグルグル廻った︒

刑務所の窓は商かつた︒日は僅かに日中の
うな窓の青空をよぎって︑烏が軽快に飛んで

光線が射し込むだけであった︒その額縁のよ
行く︒山本は空飛ぶ烏がうらやましかった︒
自由が欲しかった︒

偶然であった︒山本は退屈のあまり︑鉄の
にして外を見たのだ︒刑務所の高い煉瓦屏の

格子につかまり︑便所の一尺位の衝立を足場

−
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一名は住居してもらう︒子供の家庭生活を観

この共同住宅には小︑中学の先生︑役場吏員

業専門雑誌が︑単行本が買えるではないか︒

連合会の第一回大会が新潟市に開かれた︒そ

察指導し︑両親と学校との連絡はうまく行

二︑三日後︑全国農民組合全国会議派新潟県

ていた・

ず煙草を貰って一服吸いこんだ︒頭がくらく

の書記席にやつれてはいるが元気な山本の姿

二︑三の同志が迎えに来てくれていた︒ま

これで自分が自分のものになった︒

らつとした︒

一方︑新聞配達︑郵便配りがどの位よろこ

すれば過労もなく愉快に毎日を送れるはずで

体力と能力と年齢︑性別に応じて働くことに

で︑稲の刈取りから俵詰まで流れ作業にして

産が著しく商められる︒春の耕地から楠付ま

の等に分化し︑その専門家の指揮によって生

するもの︑農薬と病虫害の予防を研究するも

る︒肥料を研究するもの︑水柵︑水量を研究

に裏付けられた高い水準のものとなってい

は高度に機械化され︑農業技術は科学的理論

二十町歩︑いずれも集団化されている︒農作業

この集団部落の耕作地は田地は百町歩︑畑

町村政治が直接部落民につながる︒

く︒役場吏員が居れば連絡員の必要はない︑

繁雄

が見られた︒︵新穂村・正明寺︶

水原の柄沢利清君の宅で静養した︒

もう秋風が立って黄色い木の葉が庭に散っ

私の夢
一一一

趣味別等で各々がグループで自由に好打もの

ぶか知れない︒又炊事は専門化し栄養のある

ある︒

がきける︒

新鮮なものが食べられる外衛生的である︒一

一個の大作業所でまに合い︑百の稲こぎ機

に集めて︒

般女の人達がどの位助かるかわからない︒

映画設備が完備しているから良い文芸映画

階建の共同住宅を作る︒附近に倉庫︑蓄舎︑

は一つの倉庫で間にあうし︑輸送も大型トラ

は︑数個の粘能の高いものですむ︒百の土蔵

生れてすぐ集団生活する子供達は︑勤労の

ックによることができる︒

ることができる︒視聴覚教育は理想的に行わ
れる︒百の世帯が各自新聞︑雑誌を購入する

教育映画︑科学映画を共同住宅の大広間で見

農家をァ︒︿Ｉト風にすれば電灯は二本の線

代りと共同で色々の種類の新聞雑誌︑又は農

作業場など農業経営に必要な建物も建てるこ

ですむ︑電話は一台ですむ︒ラジオは年齢別

とは勿論である︒

共同作業になれば百の小作業場︵納屋︶が

私の構想はこうだ︒

島振興とか︑新農村建設とかいう補助を一つ

浦

約百世帯を収容できる鉄筋コンクリート卯

つの理想的な農村部落を雄設してみたい︒離

佐渡は詩の国︑夢の烏︑その﹁佐渡﹂に一

＝

ることは誰もが認識している︒

歩前進して来る高度の科学技術に迫られてい

農業は悠久の大自然を相手としているので民

る︒さてこの夢を吾々の世界に実現する鍵は
何であろうか︒それは進歩とは変化すること

族個性の力が強くこびりついてなかなかはか

界の中にはこのゆめを現実化している所があ

である︑古いもの︑昔のしきたりを塁守するは

習性は知らずノ︑の間に培われる︒社会性︑

おくれることであると自覚することである︒

面のゑの研究で今後はこぞって地下部の研究

どらない場合がある︒現在の農業技術は地表

道徳性は共同生活から自然に啓示されるであ

吾々の理想をｌ即ち夢をｌ実現することから

が必要で︑即ち原子力の平和利用が各方面で

次が天候を思うように変える研究をすること

る︾フ︒

て映画にしてみたいと考えていた︒このゆめ

な哲理を悟ることだと私は考えている︒

吾為をさまたげる総ては悪であるという大き

きつ型けていた︒一つのユートピアだ︒そし

私はこんな空想図を三︑四ヵ年心の中に描

は火星の大地を買って︑別荘を建てるゆめよ

りよく多く生朧されることが期待しそうに思

も原子力利用で台風もなく安定した反収がよ

日ではないだろう︒従って先年のような台風

話題となっているが農業への適用もそう遠い

り人間によって達成される可能性は多い︒世

稲の収量里
ははい
いつ
つ
どうして決まるか

を解明し︑稲の収量はどうしたら一ばん効果

われてくる︒しかし現実の課程における技術

的に増大することができるかということを検

討することが重要で︑それにはまず収量の本

安部吾
され
れ︑
︑今
今ま
まで
でる︒日本の水田農業はゆきづまっているとい
気象庁の長期予報は今年も発表さ

点について稲の生理生態から少しく吟味して

質をつかむことが先決である︒これからこの

筆をす上めてみよう︒

けれど︑これは天候と技術の進歩
歩が
がう
うま
まく
く重
重る︒技術が如何に前進しても農業部門がよく

であらわすことができる︒

水稲の容量と重量という面からみると次の式

▽収量の成立のあらまし

しか
かし
し長
長期
期予
予こなせなければ意味がない︒だが現実の日本
なってもたらしたものである︑し
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報はマュッバものかもしれないが︑
︑充
充分
分取
取り
りの農家はおいそれとまだ新技術に飛びつけな

して
て云
云わ
われ
れた
たよってヵ︑ハーするのが近代農業の姿でもあ
和三十年ば神武以来の大豊作とし

って
てい
いる
る︒︒
し幼穂形成期へと生育課程を辿っ
昭昭ぱしている︒天候による悪条件を技術の力に

術を
をそ
そこ
こに
に補
補われている︒然し絶えざる技術の発達は行く
その天候の歩みを静視し農業技術

、

って来た︒その結果は短桿多檗形
形の
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黄即︵佃仰︶Ⅱ討蝉×判芯ｌ謡雪嘩×噸響端

ろまでで︑その後の環境の変化は穗数にあま

︵最高分けつ後十日︶頃の処理が最も減少した

を再移植した乙区では予想通りに減数分裂期

この結果から一穗籾数の増加する力は栄養成

り影響しない︒尚本田期の生育各期に増肥処

長期の穂首分けつ期が最も強く働くと推定さ

叫×掛米弔首側×一︾ｏｇ

ておいた稲を︑所定の時期に標準濃度の液に

理︵標準の五分の一の濃度の水耕液で栽培し

れ︑穎花分化始期︵最高分けつ一寸過ぎた

▽穂数はいつ決定するか

移す︶をした場合︑穂数にどのような変化を

反対に籾数を減少させる力が強く働く時期は

頃︶ごろになるとほとんど衰微する︒これと

特に最高分けつ期以前であって︑最高分けつ

穂数の決定される主要な期間は︑生育の初期

分与えてもその効果は薄いが活着後三十日間

与えるかを調査によると︑活着期に肥料を充

が多くなるが︑その後十日以降の処理では積

から環境を良くすると︑分化生成される籾数

裂期間に最も強く働く︒つまり穂首分化期頃

穗首分化期以降の生殖生長期であり︑減数分

期七乃至十日後には穗数の生成におよぼす環

にはほとんど認めにくい︒

期をすぎると効果は不明になり︑その十日後

の増肥の効果はきわめて大きく︑最高分けつ

境の影響はほとんど認められない︒したがっ
て標準栽培で葉身を全部鋏で剪除する剪葉区
と︑稲株を引きぬいて士を洗い︑根を完全に
剪除した後に再びもと通り柿付ける剪根区な

化すべく運命づけられた籾数と籾が減少する

期との二つあって︑籾数の増大する期間に分

積極的に増加する期間と︑籾数の減少する時

極的に穎花を分化増殖さす働きがなく︑主に

▽平均一穂数はいつ決まるか

時期と推定される︒更に生育各期に栽培密度

時期に退化する籾数との差によってきまる︒

剪根剪葉試験成績から見て︑本田活着後二乃

どを設け︑同一条件で両区の試験を行った・

を異にする試験から︑生育各期に甲区の株間

一穂籾数は︑必ずしも一次枝梗数と相関を示

その他色々実験したが穂数を決定する期間は

し︑生育の各期に甲区の株間を一株直に間引

を一株おきに間引いて︑乙区の株問に移植し

さないが二次枝梗数とは常に正の相関が認め

一穂籾数の決定される時期としては︑籾数が

いて︑乙区の株間に移植し︑その両区の地上

両区の地上部ならびに地下部の環境を変化さ

られる︒従って籾数を多くするためには二次

穎花の退化防止のみに役立つものと承られる

部地下部の環境を変化させて︑どのような影

せ︑どんな影響が一穗籾数の上に現われるか

枝梗数を増加しなければならない︒穗首分化

至五日おきに剪根および剪葉試験を実施した

響が穂数の上に現われるかを調査した︒その

を調査した︒その結果︑甲区のように間引い

期から環境を良くすると続いて起こる第一次

それ以前であることがわかる︒更にこの裏付

結果によると早い時期に粗植にして環境をよ

て環境を良くした場合に一穂籾数穗首分化期

枝梗始原体分化期の環境も良くなり︑枝梗特

結果︑出穂前十五日から五日頃の減数分裂を

くしたものほど穂数は多く逆に早い時期に株

︵正常な天候では出穂前三十二日頃︶の処理

中心とする時期か一穗数を決定的に支配する

間に移植された不良環境のものは穂数が少な

に最も多くなった︒これに反し︑間引いた株

田植後十日又は二十日目から甲乙両区に二分

い︒即ち︑穗数の決定される期間は主として

けとして︑標準栽培密度で田柚をしておき︑

最高分けつ期か︑おそくもそれより十日後こ

今
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い︒生まれ出た二次枝梗数がどの程度の割合

も︑その後の環境が悪いと退化する場合が多

に二次枝梗が多くなる︒しかし分化した籾で

施肥することが合理的な場合が多いことでは

時期︑すなわち出穂前十五乃至十六日に再び

花の退化を防止するために︑最も退化し易い

の谷をもつ稔実曲線がえがかれるが︑これ

によると︑出穂後三日頃と二十三日頃に二つ

定してしまう︒ところが根を切った植換試験

最低として︑出穂後三十二日目頃になると決

め減数分裂始期頃から目立ち︑減数分裂期を

は︑出穂近くまではほとんど影響を認められ

起すのである︒また︑光をさえぎった試験で

足の場合は効果が現われることから見て時期
但し穂首分化期の施肥は︑ともすれば無効分

ないだろうか︒穂肥は出穂期の追肥でも︑不

標準肥一︑三本植とし︑更に早生︑中生︑晩

けつを増発させる原因となり失敗が多いので

ないが︑出穂後十四日頃︵乳熟期︶を中心と

にまで退化するかを次の如き区分︑早稲︑標

産に分かち︑これに各を標準肥一︑三本植︑

一般的にこの時期をずらして出穂前二十四乃

いる︒つぎに出穂後︑稔実歩合が影響を最も

して稔実障害を受け易い時期がはっきりして

は根の再生力の衰えが関係し︑稔実障害を

多肥三本植︑少肥三本柚として試験を実施し

至二十五日又は二十日前頃に施肥する方が安

的に遅過ぎる心配はないように思われる︒

退化一︑二次枝梗及び退化穎花数を調査して

全である︒以上により一穂籾数を増加させる

準植︑晩植︑之等に多肥一本杣︑少肥一本植

ふると︑穎花は何れも二次枝梗とともに退化

機構はほ堂明らかになったと思われるが︑実
くの完全粒を稔らせるかという点にある︒施

する場合が圧倒的に多く︑穎花のゑが退化す
点から考えると籾数は二次枝便によって支配

肥上注意することは︑植付時期の多肥は︑非

ない点は︑光をさえぎることによる悪影響が

リー以上の場合には特に稔実歩合は向上しな

されることもわかる︒更に早植と晩杣とを比

科学的で︑減数分裂期から出穂後の同化作用

大きな原因は日射である︒日射が三○○カロ

較すると︑退化歩合は概して早植に多く︑多

が大切でこのときに肥切れせず肥もちが良く

際の増収は︑その後にこの籾の中に如何に多

肥と少肥とをくらべると︑多肥区は退化歩合

出穂前にはほとんどゑられないということで

ることは著しく少ないことがわかった︒この

が高く︑一本植と三本植では三本植に退化歩

後効きさせるような肥料設計が肝要と思う︒

認められる︒こ上で特に注意しなければなら

の強さに比例して稔実歩合が上下することが

いが︑二○○カロリー以下に光が弱まると光

合が高い場合が多い︒また︑概して早生種に

稔実歩合とは穂についた穎花︵モミ︶がどの

生育各期の環境の変化は幼穂形成から出穂期

生育各期に栽培密度を変化させた試験では︑

合の低下を示さないのである︒

また秋落しやすい条件のものほど退化が多い

収量を決定するといわれている位︑収量要素

くらい精玄米になるかということで︑これが

は受精障害によるものでなく︑主に出穂後の

までに特に明らかに認められる︒しかもこれ

出穂前に籾が減少しているので︑特に稔実歩

晩生種や︑早植の場合のように穂首分化期が

の中で重要な事項である︒出穂前三十日ごろ

マ稔実歩合の成立と増大法

︵出穂前三十乃三十二日︶に施肥して穎花の

最高分けつ期の後にくる場合は︑穂首分化期

の第一ほう分花期頃から影響があらわれはじ

は退化少なく︑晩生種に多い傾向がみられ︑

より多い分化を促し︑更に分化生成された穎

竜 一
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化期から決定しはじめ︑正常な年の中生種で

綜合すると︑稔実歩出穂前三十二日頃ほう分

玄米の発育の停止によるものである︒以上を

大きさが出穂もしないうちにきまるかという

而しつぎに問題になるのは︑なぜ玄米の粒の

に千粒重の変化があらわれてくる︒

と籾殻が小さくなる︒要するに幼穂形成から

ある︒この時期に災害を受けたり栄養が悪い

数分裂期の栄養状態や環境を良くすることで

理機能を良くして置くこと︑い上かえると減

エイ花の生まれでる直前から稲体の栄養と生

出穂期前五日迄の環境を良くするためには籾

ことである︒光をさえぎった試験についてみ

殻の内郁のハイ乳を出来るだけ充実させるこ

は出穂後お里よそ三十三日から三十八日頃に

出穂前十五日間︑光をさえぎってみると︑こ

に碓育さすこと︑第二に出秘後の環境を良く

とである︒このためには第一に出穂期詳健全

ると︑出穂期前に籾殻の大きさに応じて玄米

二十五日頃までの間である︒︲

の結果は度合が強くなるに従って︑明らかに

に強く影響するのは減数分裂始期から出穂後

▽千粒重の成立とその増大法

籾殻が小さくなり︑玄米も小さくなることが

の高め方と同じである︒

すること︑これらの具体的な方法は稔実歩合

はほ賃決定されるとみられる︒最も稔実歩合

これまでの常識では粒の大小はほとんど開花

は︑同化生産物︵澱粉︶が籾の中に存在する

実証された︒籾殻が小さく形成された場合に

の大きさが規定されるように考えられる︒

じられていた︒ところが葉を切ったり根を切

後の環境の良否によって決定されるものと信

そこで一茎当りの風乾重を測定した場合︑籾

実歩合︑千粒重の各要素が順調にいった場合

以上の四要素つまり穂数︑平均一穂粒数︑稔

▽むすび

ったり光をさえぎった試験の結果︑千粒重に

多いことがわかった︒

に良い収量をあげることができる︒収量は幼

殻の小さいものほどワラの中に澱粉や糖分の

釉形成期まではおもに穂数に幼穂形成始期か

った︒第一の時期は出穂前十六日から十八日

以上の事実から︑疑いもなく籾殻が小さく形

ら出穂前五日頃までは一穂の粒数と︑稔実歩

強く影響するのは時期が二つあることがわか
頃︵減数分裂期の直前︶を中心とした時期で

低下に基づく炭水化物の不足に起因するもの

成される原因はエイ花分化直後の同化作用の

この二つの時期は千粒重が最も減少し易い時

おいては︑その後の良好な条件でも玄来を大

であろう︒いったんこれが決定された場合に

要するに最大収量の決定される時期は減数分

と︑千粒重に深い関係があることがわかる︒

合と︑千粒重に︑出秘前五日以降は稔実歩合

︵乳熟期︶を中心とした時期である︒

あり︑第二の時期は出釉後十日から二十五日

期であるが︑これと反対に良い条件を与えた

裂期であり︑エイ花数が最大となるときであ

はすでに穗数も決定し︑千粒重もその達し得

る︒その理由はエイ花数が最大となる時期に

で千粒重をどうしたら大きくすることができ
るかと考えてみると︑まず籾殻を大きくする

きくすることができるかと考えられる︑そこ

ことが︑それには幼穂形成期︵第二次枝梗分

の二つの時期でなく︑減数分裂の直前よりも
ちょっと早い第二次枝梗の分化期︵幼穂形成

化期︶からの環境を良くすること︑すなわち

場合に最も千粒重が増加しやすい時期は︑こ

期︶ごろである︒この試験の結果即ち幼穂形

る最大量が運命づけられているからである︒

成期に剪葉︑剪根根等をなしてゑると明らか
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今日の結核問題
ｌ医療保障と結核Ｉ

葛西嘉資

が︑私はこの際有効適切な結核対策の実行につき︑次の二つのこと

その第一は︑結核対策には︑一時的ではあるが思い切って相当額の

結核問題か問題にされだしてから久しい︑戦後ストマイ︑パスな

金を用意せねばならぬということであり︑第二は︑現在の結核対箙

であり︑どの一つを欠いても︑私は実効が期し難いと思っている︒

い︑否寧ろ社会保険の︒亦字問題や医療扶助費の激増の趨勢から︑最

が是非必要であることを指摘したい︒そしてこの二つは実は不可分

近特に重要視され︐もう放任して趾けない事情に立至︵︾た感さえあ

に関連のある各種制度の改善と結核行政機構の統合強化をせねばな

どの特効薬の出現︑結核医療技術の進歩などで近来結核死亡率は著

る︒即ち結核問題こそば︑我が国医療保障制度の基本問題であり︑

結核対錐をほんとにやろうとすれば︑柵当の経費がか上ることを

ｌ◇ｌ

らぬということである︒

結核対策については︑健康診断の徹底的実施による患者の早期発

ような諸施錐を総合的に強力に実施しさえすれば︑漸次減少するこ

とを教えている︒現に過般来厚生省が実施している結核実態調査か

覚悟しなければならぬ︑その代り現在の進歩した医学は右に述べた

不可分の関連のある保健所の強化︑医療施設の整伽などの必要性も

ら推定して︑所定の施雛を確実に実行出来たら︑結核有病者を実施

見と予防接種による発病防止︑患家対策の強化︑関係経費の公費負

極めて明白であり︑私見を以てすれば︑之等を有効適切に︑思い切

る︒この減少率の細部の検討は暫く別としても︑一時に相当の経費

後六︑七年で六○％に︑十年で五○％以下に減じ得ると言われてい

でも既に哲城雌角田町などではそのことが実証されてる由である︒

をかけて頁剣に実行さえすれば漸減し得ることは明らかで︑我が国

って実行すれば︑結核撲滅の目的は達し得られるはずである︒既に

今日結核対策を強力に推進することに異存のある人はないと思う

Ｉ◇ｌ

欧米先進国にその実証が挙っている︒

担の拡充︑回復後保護施設の整備等がつとに主張され︑又之らと密接

と思う︒

之が解決されない限り我が国医旅保障問題は解決が至難であるもの

しく減ずることが出来たが︑結核問題の亜要性は少しも減じていな

識瀞〃
湖
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元来結核は国民病としてその蔓延が全国的であり︑且つ個人の責

や各種社会保険の施策の貧困から︑こＬに溜められてしまった型と

又医療扶助給受者中の結核患者数は昭和三十年七月で四九％︑金

なっているものが多く︑又貧困と結核の悪循環が明瞭に指摘される︒

額にして六四・五％に当っており︑些細に検討すると︑結核予防法

殊に昭和二十八年の厚生省調査によると︑医療扶助受給者中三六％

任と経済の限界を超えた問題であるのみならず︑我が国の労働︑生
考えて︑この際結核に対する公的寅任の原則を確立徹底し︑現行の

産その他各方面に与えつ坐ある直接間接の国家的損失の老大さから
諸態勢に思い切った転換を行うべきだと思う︒そして国としても︑

た人であったと報じている︒説明するまでもなく︑被保護世帯が如

が同一世帯内に結核患者が居り︑その中四○％が発病まで働いてい

何に環境上病毒伝播に好都合に出来ているかを想像されて︑ゾッと

思い切った経喪を用意すべきだと私は思う︒然しその経費も結核患
中途半端な施莱や経費では︑一方患者の減少は図れても︑他方で伝

する︒これらを取扱う社会補祉主事は︑直ちに保健所なりに連絡し

者の減少と共に所要経費が漸減するのは亦当然である︒之に反して
染病などに因って新旭者がドンノ︑増して行くので︑全体的に見て

んな碓乎たる取扱が制度上確立されるべきだとも思う︒

これは今思い付いた単なる一︑二の例に過ぎない︑法律制度が異

て︑最優先的に療養所へ入所させてもらうよう取計ってほしい︑そ

ったり︑取扱機関が区均であったりするために︑色友の不都合が起

一向結核患者は減らず経費は相変らずということになることに注目
そこで何とか適当の財源を見付けて︑思い切った予算をつけてや

っていら・又こうすればよいのにと指摘出来ることでも︑実際にう

して頂きたい︒

の目的税を創設したらとも思う︒国民もこの税は目的が判然として

まく行っていないものが沢山ある︒そこで結局は結核対紫強化とい

る必要がある︑どうしても財源がないという時には︑一時的に結核
●いる訳だし﹃又結核の減少と共に漸減し得る見込が立っての上のも

う太い線で︑制度の改正にも手をつけ︑一つに纒った考え方で一切

各法律制度を改正せねばならぬと共に︑他面現在各省各局に分散さ

が同じ方向に動くことを考えねばなるまい︒そのためには一面には

のであるから︑納得してくれると思う︒

ｌ◇ｌ

の官庁の下で合理的に各部局に之を再配分し︑効率的に運行出来る

れている結核関係行政を総合して一元的に一官庁の下に集約し︑そ

私は金がウンとかＬると云ったが︑他面地方公共団体の予算措置
の不十分などから結核予防法による医療費の国庫補助の予算が使わ

現在結核予防法︑生活保護法︑健康保険法︑国民健康保険法等で

ように工夫せねばならぬと思う︒

の経費か不要だというのではなく︑結核予防法と生活保謹法と両制

なると︑いよノ︑複雑になって︑云うべくして行われ難いおそれが

夫を結核対紫が行われているが︑之を抜本的に直ちに改正しようと

国庫補助のある医療扶助の方は︑最近非常な激増振りで︑決してそ

れずに残ったという話も聞いたことがある︒そうかと思うと︑八割

解る︒

度の間の国庫補助率の違いが生んだ深刻な打算の結果であることが

f
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臨時緊急調整の構想に照らして︑この際取敢えず臨時的な調整の単

あるので︑私は終戦直後︑生活困窮者緊急生活援護要綱で体験した

現状如何ともなし難いと思うからである︒

った英断を望みたい︒というのは︑月並みの措世施餓を以てしては

保障中最重要問題の一つだと信じているが故に︑結核対縦に思い切

栄を実施に移して頂きたいと念じている︒

に︑真剣に結核対錐を検討され︑蝦近の機会に︑有効適切な結核対

政肘当局も政治家の人達も︑選挙当時の公約を紙屑にしないよう

行法で補助率や取扱機関などにつき必要な調整をしてはどうかと思
っている︒一︑二年の実施の結果を見た上で︑抜本的改正を企てる
ことがより実際的だと思うからである︒

ｌ◇ｌ

最後に私は︑結核問題の解決こそ︑現在我が国の社会保障ｌ阪凍

郷士を丘目八目する

をおろしたのはもちろん生活の便宜のためであるが︑たしかに佐渡

佐渡と目と鼻のさきにある新潟に住んで十余年になる︒ここに根

もりで住めばこれまた張り合いのある話と考えることも出来るか

五︑六万の人口だから気にする要はないといえばそれまで︑そのつ

の警戒をされているのは歴史的な那実らしい︒三十二万のうちの

本間欣爾
に住んでいる以上に郷土人との接触が密になるし︑いろいろな点で

も知れない・

土着の新潟人に真底から嫌われているという驚くべき事実だ︒新潟

しかし︑ここに住んでみて意外に感じることはわれわれ佐渡人が

ているのにたいし︑佐渡もんは肋什が二本ばかり多すぎるという意

後もんには肋骨が一本足りない︑いわゆるお人好しの響きをもたせ

後もん〃と田舎視する蔑称とはいささか違っている︑というのは越

回れば〃佐渡もん〃と蔑称する︒この〃佐渡もん〃は東京人が〃越

おもて向きには何の変哲もない交際をしている新潟シ子でも裏に

容観的に佐渡をながめ得るということで条件的に恵まれているよう

も大きくなって三十二万の人口をもつから︑その全部から毛嫌いさ

である︒

れているわけではないが︑少なくとも生粋の新潟シ子からはかなり

一
一
一
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か知っている︒最初は不思議に思えて理解できなかったのだが︑佐

佐渡生れであることをひたかくしにしている新潟在住郷土人を幾人

佐渡で生まれたことがかくれもなく聞えている人たちは別として︑

の佐渡不信から毛嫌にまで成性的発肢をしたといえそうである︒

味らしいのである︒佐渡の奴等は油断がならない︑これが新潟シ子

ともに反骨精神も養われたとみることができる︒

村にも向学の気風が満ちていた郷土はこうして早くから思想成長と

位につくことができるということに通じる︒流人文化が栄え︑へき

富の差が激しくなるということは個人的に器量あるものが支配の地

生えさせたのに︑佐渡人はそのように奴脾の礼をとらなかった︒貧

習性が︑立場をかえて孤島人をひざまづかせる思い上りの糀神を芽

で己惚れとそこから生まれる頑固さを副産物として招来したと考え

しいていえば︑そうした美点が︑地理的環境から局限された社会

渡人にたいする不信がその原因であることがわかって︑なるほど住
み易くするためにはそういう手も使われなくてはならぬのかと驚い
たり情けなく思ったりしている現在である︒

に解消した佐渡人には通用しない話なのであるが︑新潟シ子の根深

られないことはない︒しかもこのことはすでに地理的距離を時間的

い印象として消え去らないのではないかとも思われる︒今もなお郷

なぜ︑このように警戒と蔑視されるのかの原因は︑いまもって正

土出身の新潟在住者のなかに佐渡シ子をひたかくしにする人々があ

確につかみ得ない︒想像するに︑佐渡人が素ばしこぐ︑抜け目なく
しかも古い昔からの新潟シ子との取引きで︑かなり塩シ辛い思いを

の一条件となり︑他のばあいには処世上不利な条件となるのは︑い

郷土人がかなり強い反骨精神をもち︑それがあるぱあいには成功

るものがあるためだろう︒

るというのはそこに何か抜きとれぬ新潟シ子の反感を直接身に感じ

させたことに最大の拠り処があるらしい︒

新潟はもと一漁村から幕末に天領となり︑さらに五つの国際港の
航路が開けた当時は対岸の佐渡を孤島人としてくみふし易いものと

まも変りがないようである︒佐渡に特別の蔑視感をもたない大きな

一つとなった︒その歴史が余り古くないように明治初期に佐渡との

たとはいえ︑早くから開け︑新潟との交渉がもたれるようになった

れにみることができる︒少なくとも私の接し得た範囲の諸先輩には

社会では多く成功の条件となっているのは在京の諸先輩︑故人のそ

考えたにちがいない︒ところが文化は新潟からこそ導入されなかっ
ときには︑佐渡人の目には新潟こそ田舎びとに象えたのが本当だろ

共通してこの反骨精神が内に烈有と燃えさかっていたといえそうで

うと思う︒孤島人からその甘い汁を吸いあげるつもりであった新潟
人が逆に佐渡人にしてやられた怨みが警戒心とその変形たる蔑称を

ある︒山本︑有田兄弟︑本間雅哨がそれであり︑北一輝や麦催︑杏

と思う︒ただ︑そうした諸先輩に共通して反骨精神を内にかくすだ

村兄弟にも︑さかのぼって萩野由之先生にもみられたのではないか

生んだとゑたい・

して現在でも余り変りがない・越後の農民や漁民が大地主の前に平

けの人間的幅の広さをもったことがさらに諸先輩を世に傑出させた

佐渡は貧當の差が越後ほど大きくなかったのは歴史の上にも︑そ
ぐものように這いつくばい︑︒．無理ゴ尤もの生活を永く続けたその
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り条件的に制約されている︒このことはまず第一に電力の問題があ

地理的にみて遠い将来はともかく︑佐渡の発展は産業的にはかな

われ先輩の新潟シ子に与えた印象だけといいきれぬものがあるよう

れわれ郷土人が静かに反省すべき点はかならずしも五十年前のわれ

あるが︑この非難をある程度の諏脹さをもってうけ入れるなら︑わ

新潟シ子が︑佐渡もんの奴がと歯が翠をする理由は前記の通りで

り︑その地の資源の問題がある︒原子力科学の進歩によって電力不

に思う︒もし︑郷土人のゆえをもって︑非礼を許していただけるな

のではないかと想像する︒

足による制約が解決され︑輸送力の経済的採算が可能になったあか

の血をうける自分としては︑無関係者の丘目八月というわけにはい

かないし︑そこに情にからまる甘さはさけられないこともわかるが

ら︑郷里を出て郷里をながめるの辞がないでもない︒もともと郷士

生まれるものは郡内人口の飽和を郡外に求めるということだと思う

っていられないものを感じるのである︒

それであってもなお文化高き佐渡人と他をへいげいして独り悦に入

つきは別であるが︑こんにちのところ郡内に抱擁できる産業人口は

そしてその仕向け先が東京︑新潟を中心とするのは将来も余り変り

いくらも余裕を残しているとはいえない︒こうした結果︑必然的に

がなさそうである︒もしも︑この推測が間違いなければ︑郷土人が

もちろん︑それは十二万佐渡入にことごとく共通するものだとは

るし︑それが会津先堆を魅了した原因であるのだろう︒しかも強い

そうした人をもっている郷士はたしかに他に追随を許さぬものがあ

郡外に移住す為さいに処世上必要とするのは︑古い文化にきたえら
生粋の新潟人で郷士人をたたえてやまなった人に故人会津秋草道

臭気は漁村のそれにも似たものがあると存観的にいい得るようであ

いわない︒曾ってすぐれた文化人︑思想家︑芸術家を生み︑いまも

人がある︒道人は青年のころ佐渡に遊び又文藻豊かな交友を得たり

る︒この臭気を呑気とか︑嫌悪すべきものとするかが郷士人われわ

れた反骨精神をいかに巧象に生かすかということにつきるだろう︒

かなり愛着をおぼえていたらしい︒青年期に新潟を去り晩年新潟に

古い文化のいまもなお面影をとどめて一種固有の風格をもつ佐渡に

︾

︾
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れの処世上の問題であるように考えたい︒

情を抱き続けたのかも知れない︒そして道人自身が脱俗の風格者で

佐渡印象と早稲田の学園で接し得方範囲の佐渡人に五十年変らぬ愛

隠棲するまで東京にほとんどその生涯をおくった道人は︑若き日の

︾港３︾

あり︑その目を通じてのゑ信ずるという態の人柄であっただけに︑

これを新潟シ子というミソもクソも一緒くたにする一般的な考えと

Ｅ
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︾ヤマョ醤油木Ｌ︾

異ったものがあるのも肯けるのだが︑この道人の愛情を新潟シ子全
くるように思われる︒

体にもたせるためには︑新潟に住む佐渡人の謙虚さが必要になって
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死と精

ル
ー

ハイデッガーは﹃林道﹄と名づけたのだ︒そして︑畑野の町から目

に︑決して消え去ることのない永遠の憂愁を見たのである︒

第二百五十五号︶而も︑︿イデッガーは︑そのような明るさの中

ヅガーの﹃田舎道﹄の郁訳紹介は私をもって噛矢とする︒弓理想﹄

﹃野道﹄と呼んだ︒私は敢て﹃田舎道﹄と訳しておいたが︑ハイデ

黒町や三宮に通ずる田地にかこまれた道のことを︑ハイデッガーは

の山に︑薪や栗を拾いに上る︒あの小倉や猿八に通ずる道のことを

八

ろにして私はいつもやってくる︒そこがお前と出会う約束の場所だ
った︑この川のほとりに︒﹄

×

りさびしく死んで行ったと︒﹄詩人よ︑﹃しらべの絶えた笛をふとこ

臭いがする﹄と言った加茂林を左にみて︑避病院の坂を上らなけれ

いつまでも雪が消え残る︒新穂から来れば︑後藤奥衛が︑﹃硝煙の

ぱ︑畑野の町を︑北から南にさわやかな風が通りぬけ︑冬ならば︑

藤田赤二

︲Ｉその杼情詩的真理のためにＩ

刺I

詩人よ︑﹃私はおまへの死を信じる︒だれも私には告げない︒お

淵

陵地帯はいつもあかるい︒そして︑人為は畑野の町から小倉や長谷

棚

ばならず︑新町から来れば茂平次の坂を上らなければならない︒丘

鵬

にも立ち会はなかった︒それにも拘らず私は信じる︒おまへがひと

Ⅱ

まへは死んだと︑だれも私には告げない︒また私はおまへの死の床

州

詩人よ︑私は畑野の町を愛する︒畑野は丘陵地附である︒夏なら

×

−
−
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詩人よ︑私は︑今日も亦︑誰も坐る人のない椅子を相手に語ら
畑野の町のはずれに千歳座がある︒旅の役者の名もないスター達

は静かな場所だ︒﹃それは︑ある昼だった︒暑く灼けた日であった︒

私はいつものように水辺の草に身を検たえて高い空に眼をやってい

た︒水にその根をひたした草たちはザワザワとその葉を鳴らす︑そ

た冬の暗い夜にこの千歳座へ映画を見に行った︒空には粉雪がちら

るものも︑住む家もない頃︑私の妻が︑子供を背負って︑凍てつい

た︒私は不思議な感動にひたりながらいつまでも︑お前が私にはよ

Ｌぴ見た︒その底には藻草がながれに揺れていた︒水のにおいがし

の上に︑おまえの顔がじっと私を象つめてほ異えんでいるのをふた

生きていたときのようにややよそよそしく私にほ上えんだ︒私は水

れはさびしい音楽だ︒だれだろう？私の名を呼んだのは！おまえは

ついて電線か風に鳴る寒い冬の夜であった︒永い東京の生活をして

であった︒私はふＬ夢二の歌を思い出した︒ｌ夏の陽は赤く塗り

うやく見えなくなるまで︑立ちつくしていた﹄それは暑い灼けた日

が︑こ上で悲しい芝居をするところだ︒戦争中︑たべるものも︑着

いた妻が︑この北の果ての場末の小屋に子供を背負って映画を見に

たるボイラーとた箕れし彼が傷口に照滿ｌそして夢二の版画の赤

行くなどということは想像もされないことであった︒それほど︑私
達は貧しかったのだ︒そして︑戦争というものの前に︑それほど私

いボイラーの色を日にうかべていた︒夕ぐれが来た︒かなかなが︑

私にとって大きい魅力である︒土田杏村が理想主義を唱えた頃のよ

達は無力であったのだ︒戦争を遂行している恐ろしい国家権力に︑

うに思想は現代に力を持っているだろうか︒勿論︑杏村の論文その

ていない・私の魂は︑たえず過去へとかえってゆく︒過去だけが︑

うな服従本能を︑

ものは︑もはや何の力も持ってばいない︒けれども︑杏村の存在

かなかなと鳴いた︒不思議なことに︑私の魂は︑もう現代には生き

このような命令に対して反抗することが勇気であるだろうか︒その

が︑そして﹃人間なりき︑闘士なりき﹄といわれた彼の存在が︑三

それほど私達は従順であったのだ︒わけのわからない権力のこの狂

ような勇気は︑風体の悪い人間にかゑつく犬が剪気があるというよ

木清を観念論的唯物論者と断じ︑ドイッチエ・イデオロギーの正し

鬼の如き命令に対して︑私達はそれほど服従していたのだ︒このよ

うなものではないのか︒相手が狂人と思えるほどの椎方者であ為以

き理解をデポーリンに電報で問合わせようと言った彼の存在が人灸

一イチエは﹃畜類的人類﹄と呼んでいる︒しかし

に︑このような相手に対する深い軽蔑を抱いて︑た堂貧しく生きて

上︑誰がこのようなものを川手に反抗し得ようか︒私達は心の底

この千歳座の裏の畑の中に池がある︒この辺りは特に小高い地帯

ほど︑一切は無だ︒私は現代の人間を信用しない︒人間の思想は一一

それば夢としか思えない︒人生は仮空だ︒生きていれば生きている

はげしい時代︑情熱の時代を過ぎてなおも生き残った私達にとって

にあたえたような力は︑もはやどこにもない︒それは夢のようだ︒

で︑遠く金北山が見渡せる︒池の水は︑朝ならば水辺の草が朝つゆ

いたのであった︒

を宿し夕べならば︑遠く夕焼け雲の赤い色が水に映えている︒それ
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イチエまでで終りを告げる︒あとはた堂解釈があるだけだ︒

である︒様式及び流儀として︑それは一切を否定して止むことを知

らぬ本質的な自由である︒それは言葉の上の自由ではなく︑理論の

場合にも︑消極的な︑否定的な態度を示すところの自巾である︒そ

である︒それは︑価値とか義務とかいうものに対して︑どのような

よ︑君は︑あの両津の突堤を歩いたことがあるか︒あ坐︑それは遠

れは︑どのような場合にも魂の冷たさを示す自由である︒そして︑

上の自由ではない︒それは︑ダンディズムという形式をとった自由

くすぎ去った昔であるが︑暑い夏の灼けた日であった︒黄色いズボ

なのだ︒

そのような筒由は︑たぎ︑人間から人間へと承け継がれてゆくもの

詩人よ︒

ンの少女が︑あの突堤を歩いていた︒突堤の下のコンクリートの岩

﹃僕の人生は僕に価しなかった﹄とポオドレエルは言った︒詩人

の中に波がはげしく流れ込んでいた︒波は︑永遠にあの岩の中に流

ンの少女は今︑どこにいるだろう︒しかし︑私達が逢わねばならな

私が死の床に横っていた新潟の医大よ・死とは何か︒﹃死とは精神

潟へゆきたい︒恋人よ︑あ上︑その﹃きらびやかなる胸よ﹄・嘗て

て︑風のないだ暑い新潟の夏の夜の街の灯を思う︒お坐︑私は︑新

詩人よ︑私達は︑たくさんの手袋を持たないように︑私達の人生

いのは︑た■﹃美しい氷河﹄なのだ︒青春の苦痛は消えてしまっ

が肉体から離れ去ってゆく苦捕である﹄とリオナルド・ダ・ヴィン

れ込み︑そして引いて行く︒いつか海の藻が生えて︑潮の香が強く

た︒そしてたＮ悲哀の中に︑人生のバランスを保つの衆の私達に残

チは言う︒肉体から離れ去ることが如何に緒神にとって苦涌である

いつも灼けつく真夏の新潟の信濃川の風景を思う︒砂丘に陽が落ち

されたものは︑サルトルの言う﹃人間の条件に対する自覚﹄だけで

か︑そのことを精神に死が告げ知らすのだとリオナルドはいう︒死

に︑友人と名のつくものは︑ほんの数人でしかない︒詩人よ︑私は

ある︒人間は無条件に生れて来たものではなさそうだし目的をもっ

とは肉体の死であるが︑その肉体の死を︑精神は︑この地上の如何

胸にしゑる︒あ上恋人よ︑﹃私は北の国へ行きたいとおもう︑巨き

て生れて来たものでもない︒た堂︑美というものだけが︑人間の条

なる苦痛にもまして知らされねばならないというのか︒肉体は死ん

な︑美しい氷河に逢うために﹄﹃涙すな︑恋人﹄︑あの黄色いズボ

ることが出来る︒しかし美だけは否定し得ない︒そして美とは何か

件ではないのか︒それ以外のものに対しては︑つねに否定的に接す

でゆく︒この肉体の死を︑苦痛を以て自覚させられるものが精神な

のだ︒リオナルド・ダ・ヴインチー私生児として生れ︑生涯を独

身ですごしたこの伝説上の人物︒

人間が自由を守り得る時に︑人間はニイチエのいう﹃畜類的人

？美とは自由にほかならぬ︒

類﹄ではない︒自由とは︑一切の価価と義務とに対する否定的Ⅱ消

神に対する肉体の加虐を意味する︒そして︑人間は死に直面して︑

可解な人間と評せしめたこのダンディーのこのような思想は︑精

一イチエをして︑この世の最も不

ンディズムである︒それ故に︑ダンディズムは一の様式であり流儀

極的立場を意味するものであり︑これこそがポオドレエルのいうダ
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の死の床に︑﹃セ・テ・マァル﹄とつぶやいたように︒

の人生だよ﹄と詩人はつぶやいたという︒アルチエル・ランポがそ

このよな精神と肉体の相克を傍観するよりほかに道はない︒﹃最悪

ていた︒二階の小さな窓で星がきらきらと光った︒私は月の明るい

代の坂を上った浪曲師の家の二階に︑私達親子は間借りをして暮し

老婆の肉体を抱くには余りに高貴に生れついていた筈だ︒その頃何

てこの浪曲師のために︑彼の演ずる一席を聞いたのである︒そのこ

夜︑栗の江の秋の夜祭りにこの浪曲師の一座に加って行った︒そし

とが︑この若い浪曲師の老いたる妻をよろこばせるであろうと思っ

たからだ︒﹃トウ・プリーズ・ヒズ・ワイフ﹄︑これが︑人間の善意

の小さな窓辺に光っていた星は︑いまも︑私の魂に光っている︒追

というものであろう︒生活よりも芸術よりも先に︑人間がある︒こ

為は次第に彼を無視し︑誰も彼のうわさをしようとはしない︒人々

憶が重ければ亜いほど︑彼はすべての人灸から離れ︑孤立する︒人

りにやってくる﹄・私は畑野の町を愛する︒玉林寺の杉の小立ょ︒

か︒行きくれた人生よ︒ポードレエルは歌う︒

右はた旦うわさ話しにあけくれる︒而も︑そのようなうわさ話しの

んな問題を誰も考えようとはしない︒夜が明けて日のくれるまで人

は︑あけくれ唯︑うわさ話しの中に生きている︒本質的なこと︑そ
あの古い追憶が

わさ話しを好む︒なぜならばうわさは決して自分のことではないか

中で︑適当に︑学問や芸術の事柄が伝達されてゆくのだ︒人々はう

男が金をもうけてい堅顔になっているといううわさ︒人妻の不倫の

らだ︒あの黄色いズボンの少女が不良だといううわさ︒あの文盲の

うわさ︒そのようなうわさが︑次々とつたえられ︑而も︑人々はそ

一様に︑うなづき合っている︒こうして︑ハイデッガーのいうよう

のうわさを皆一様に肯定してゆく︒誰も反対するものはなくて︑皆

岩よりも重く︑

無くした

れついていた筈だ︒パリの場末の汚れたアパートで︑腐った淫売の

﹃僕の人生は僕に価しなかった﹄・そうだ︒僕はもっと高貴に牛

操作が行われているのだ︒キエルヶ・コールが︑．︒ヘン︿Ｉゲンの病

となってゆく︒こうして︑社会の中には︑無意識的に人間平均化の

に︑すべてが﹃他人でありながら而もその他人が一様に同じもの﹄

すべての人達を！

私は︑決して二度と見出せないものを

私のなつかしい追憶は

鳴っている１．

角輔の鈴の苦のように

私の精神の亡命している森の中で

江の森よ・星がきらめいて風が吹いている︒どこへ行こうというの

あ上︑何と悲しい追憶ではないか︒仙道の町よ・赤い夕日よ・栗之

詩人よ︑﹃音のない儲をたずさえて︑今日もまた私は︑川のほと

二
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﹃われわれの血にひそむ神灸は滅び︑過去は僅かな灰に︑未来はさ

もし︑現実に純粋の状態が持紘するならば︑ヴァレリのいうように

型やかな氷片と化してしまう﹄であろう︒なぜ︑そうであってはい

室で死んでも誰も知らなかった︒人友にわからないものが死んだか
だのと同じであった︒キエルヶ・コールは︑公共性というものに何の

けないのか︒

らだ︒人々には彼はわからなかった︒だからそれは一羽の蝶が死ん
か入わりも持たなかった︒うわさによる人間平均化の操作によって
はキリスト教の名に於て︒そのような義務に何のかふわりもないこ

詩人よ︑﹃あ上︑私は︑遠く北の国へ行きたいと思う︒巨いなる

暗狗裡に人間に対する義務が課せられる︒キエルヶ・コールの場合に

とがキエルヶゴールを孤独なものとした︒彼には﹃畜類的人類﹄の

とよばれているのだろうか︒真岡の街は︑すでにホルムスクとよば

愛の氷河に逢うために﹄お前が住んでいたあの留多加の街は︑今何

詩人よ︑おまへはすべてのものに対して消極的であった︒それは

となって現われて来る︒音のない笛を抱いて︑今宵も︑この部屋の

何という不思議さだろう︒お前は︑毎夜︑留多加の街から寂しい姿

れて︑もはや日本ではない︒それは︑お前の懐しいロシアなのだ︒

ねい猛さがなかったのだ︒

おまへの人生が美的な生涯であったからだ︒それは或いは敗北の人

ている︒人々よ︑リオナルド・ダ・ヴインチの﹃モナ・リザ﹄の笑

窓辺に現われる︒そして不可解な笑みをうかべて︑いつまでも立っ

いが︑死の笑いであることを︑お前達は知っているか︒﹃モナ・リ

ことなのだ︒詩人よ︑お前の精神の中には貴族が生きていたにちが
いない︒詩人よ︑お前の詩の中に﹃糀神の炎族を誇る阿呆﹄〆﹂いう

ぬ死の風土であったということを︑人々よ︑忘れてくれるな︒人々

ザ﹂の背景は︑化石の風景であり︑彼女の生きる世界は原罪を知ら

生といえるかも知れぬ︒しかし︑消極的であるということが本質的な

のなのだ︒労働者の先頭に立って働く﹃畜細的人類﹄としてのねい

して秋風が吹く︒﹃早春は恋の芽生える季節︑秋は恋の実る季節﹄

よ︑あ坐︑今日も海は白くかすゑ︑隣りの瓦屋の庭の桐の葉を鳴ら

言葉があった︒たしかに自由主義は︑その消極性に於て貴族的なも
猛なブルジョアにやがては滅ぼされるものとしての貴族の消極性が

とキエルケゴールは言った︒しかし︽私達にはもう︑そのような季

おまえの魂の中に生きていたのだ︒忘れられたものとしてお前は一

羽の蝶の如く死ぬ︒しかし︑それは決して弱いという意味ではな

った︒一切はた堂色だけだ︒﹃アーは黒の色︑ウーは白︑イーは赤の

節はない︒すでに季節は失われ︑音は聞こえない︒音は消えてしま

色﹄とアルチュル・ランボは歌ったではないか︒音のない波が白

い︒自分自身をのゑ楽しむことを知っている者として︑私達は昆虫

れは何という強さであろう︒詩人よ︑私もまたお前と共に言おう︒

町を吹く︒黒い影が町をゆく︒人生とは︑こんなものであったのか︒

く両津の突堤に砕ける︒真夏の青い海の色は消えた︒白い風が両津の

の強さを忘れてはならない︒自分自身のみを楽しむということ︑そ

ることが︑何故に︑そのようにも恐れられねばならぬことなのか︒

人間はなぜ︑あるがま坐であってはいけないのか︒あるがま上であ

I
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詩人の亡霊よ︑お前は到底︑：死の国に生きることに堪えられない

ことは︑何であろうと頭から反対していたあのピーはお前の園にい

るのか︒吉岡の高踏派本間精一はお前の園にいるのか︒松本剛はお

にぶらさげて︑何とそのスタイルの粋なことよ︑最後までねばった

前の園にいるのか︒テニスをやる時は︑いつも長いタオルを左の腰

はお前の園にいるのか︒宮はい為のか︒﹃また︑かの︑ナポレオン

は︑剣をもって︑欧洲を震がいし﹄と月の明るい夏の夜真野校の運

鈴木浄はお前の園にいるのか︒真楽寺はいるか︒雄弁学の菊池隆次

の郊外を流れる川イリソス︒﹃おとめ達のたわむれにふさわしい﹄

三クラブとの野球の試合にいつも捕手の重責を果していたコーちゃ

動場で熱弁をふるったユーヶーはお前の園にいるのか︒畑野と一二

にやって来る︒あのなつかしいイリソスの川のほとりに︒アテナイ
この川のほとりに︒ソクラテスさえもこの川のほとりをえらんだで

だろう︒お前はひとり他の亡霊とわかれて︑今日もあの川のほとり

はないか︒さわやかな川風よ・青い流れの美しい川床の石よ・しか
し︑この川のほとりで何を計画しようというのか︒死の世界に於て

﹃轍﹄が張られ︑各部紹介の新入生歓迎会に﹃なるが故に春を讃美

んはお前の園にいるのか︒あ坐︑春ともなれば佐中の雨天体操場に

った時に﹃かいた

し︑庭球部長なるが故に庭球を讃美するものではありません﹄と言

は︑﹃計画さえもが追憶﹄にすぎないではないか︒お前が何かを語
っても︑それはたＮお前自身を説き伏せるだけのことなのだ︒詩人

前の園にいるのか︒人生とは︑ことごとく︑このような細部の上に築

ん﹄という野次が飛んだ紅顔の少年関川はお

よ︑お前の住んでいるあの天国の閲では︑お前の肉体は煙となり︑

ふさふさとしたお前の髪はどこかへと熔けてしまっている︒お前は

る︒けれどもそこには美はない︒美とは自山である︒そして︑自由

きあげられたものなのだ︒詩人よ︑お前の白い楽園には永遠があ

の極致は︑人間の身体なのだ︒身体を失った永遠の中に美はない︒

今や︑いはＮ永遠の中にその影を生きている︒しかし︑お前の生き
あったか︒水遠の中によろこびがあったか︒永遠の中に楽しさがあ

象だ︒結局のところ人間は︑生を創造したと同じように死を創造し

詩人よ︑肉体を失った今となっては何があろう︒た堂悔恨があるの

ている永遠の中に美があったか︒お前の生きている永遠の中に歌が
ったか︒その昔︑新柑の人通りの絶えた夜ふけに︑一杯二十銭のラ

ているのだ︒死こそは人間の創造した唯一のものだ︒創造とは︑無

イスカレーを友はたべた︒しかし私はたべ得なかった︒その時の友
の楽しそうな笑顔︒そういうものがお前の園にあるのか︒その昔︑

の意味に於て︑死こそは人間の創造である︒ヴァレリーのいうよう

意識にすべての人間に一様に妥当するものでなければならない︒そ

である︒

に﹃大変短い言葉︑そして︑唯一語﹄それは﹃死﹄であり︑﹃美﹄

に麦ワラをかむって石丸梧平の﹃人生創造﹄を読んでいた倉内はお
前の園にいるのか︒﹃対角線︑対角線﹄と言っては幾何の時間のよ

新町の裏のやぶのしげった長い小路が続いていた頃︑暑い灼けた日

うにテ︸一スをしていたテイ公はお前の園にいるのか︒上級生の言う

』
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うものだけが本質的なものなのだ︒朝早く寺ハスに乗って勤めに出る

時に︑海岸から白い風が吹いて来る︒その時の不思議な憂愁が︑本

質的なものなのだ︒それは人間の心を時たまかすめて走ってゆく︒

詩人よ︑私は一体︑何を言おうとしているのか︒私の言うこと
が︑それほど美しいだろうか︒深い友情にとりまかれたお前の美し

の意義は︑﹃畜麺的人類﹄の集団から訣別することだ︒そして︑彼

等に対して裏切者となることだ︒﹃一体お前という人間は何という

そういうどうにもならないものが本質的なものなのだ︒本質的な生

対して消極的な定義をしたにすぎない︒そして︑人生に対する所謂

ことをしてくれたのだ！﹄こういう言葉ほど︑人間の本質を明かに

い死よりも美しいと誰が言い得よう︒しかし︑神は死んだ︒た堂杼

積極的な定義というものが︑如何に俗物的なものであるかを考えよ

ような言葉をくりかえしているであろう︒うわさ話しの中で︑人為

するものはない︒そして︑人々は︑明けくれうわさ話しの中にこの

情詩的形式に於てのみ真理はつたえられる︒私は人生というものに

うとしたにすぎない︒消極的なものだけが本質的なものなのであ

人々が面白そうに語ることが︑我慢のならないほど愚劣であること

故に︑何事に対しても︑もはや何の感興をも持たないということ︑

ってゆくという本能を︑そのボス的本能を見破るということ︑それ

のならないあの﹃畜類的人類﹄の本能を︑即ち︑たえず仲間をつく

わさしてくれたということを私はきいた︒うわさしてくれたという

丘で草の上にねころがって海を見ていた少年の敗北を︑つい先日う

努力する︒その昔︑新町の裏の︑嘉平さんの裏座敷の見える小高い

人為は︑そのような不安を︑うわさ話しの中で正しく解釈しようと

ゆく︒そこにはハイデヅガーのいう﹃刺戟と不安﹄がある︒そして

てゆくために必ず︑多かれすぐなかれこのうわさ話しの中に入って

は完全に世界に身をまかせている︒どのようなうわさが立てられよ

る︒それ故に詩人よ︑すべての人々に愛されるということは︑詩人

を意識し︑而も︑そういう人為とつき合うために︑州の自分を一つ

ことは︑その少年の生涯の不安が何とか正しくあれと祈ってくれた

としてのお前の甘さであることを知らねばならぬ︒すべての人々に

別にこしらえておくということ︑そのことだけが真理であるという

ことになるのであろう︒詩人よ︑人々は今日も︑これからお前の敗

うと︑もはや︑自分の手前には何の関係もない︒象な人のことだ︒

ことを︑詩人よ︑お前は知るがよい︒詩人として︑さまざまの愚劣

北のうわさをはじめるだろう︒永却の無の園の中で︑お前は︑その

それ故にうわさ話しほど楽しいものはないだろう︒而も人左は生き

な詩を歌うよりは︑キエルヶゴールのいうように﹃君︑何とか︑早

ようなうわさに感謝すべきではないか︒そして︑私もいつの日か︑

よろこびをも見出さないこと︑すべての人々に対して︑彼等の秒慢

くかたづかないかね﹄というほうが︑ずっとましである︒詩人の作

死すべき創造者であり︑永遠の影であるお前の草むした墓に花束を

対して︑完全に他人であること︑すべての人々に接して︑すこしの

る詩が︑すべて欺臓であることを知ることが︑ずっとましである︒

捧げに行くであろう︒

一九五七︑八東京にて
がゆを食うときにふと気づいた孤立したその不思議な憂愁︑そうい

本質的な生の意義は別のところにある︒秋風の吹く朝︑台所でお茶
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現代の形而上的精神について

本間英世

ある︒神への信仰を失った近代ヨーロッパ粘神は︑神の啓示の代り

う︒その証拠として︑科学の進歩や進化論があげられた︒人は或る

ヨーロッパに︑﹁戸口から追い出しても窓から入る﹂という諺が

信念に立つ時︑その証拠には事欠かないものである︒科学の進歩と

に﹁歴史の進歩﹂を自明的なドグマとして信奉した︒これによって

つに形而上学を数えることが出米るであろう︒弁証法的唯物論は形

相対的な存在は時間の地平において絶対的領域に連続するであろ

而上学に弁証法を対立させ︑事物を固定したもの︑孤立したもの︑

する思想に役立つであろう︒その無限に続けられる発展によってそ

科学の理論とは︑それ自身の科学性を真理の絶対的基準として信奉

て来る﹂というようであるが︑それはともかく︑こうしたものの一

たえざる運動と変化︑相互関連と発展のうちに把える弁証法を誇ら

トテレスの古典的形而上学から学んでいただくとして︑ここで私が

デアの領域は︑生成し消滅する存在の持つ相対的価値の価値性の根

て絶対的に要求される場所である︒プラトンの描いた永遠不滅なイ

形而上的な領域とは我左の経験的世界︑及びその解釈の根拠とし

の理論がたえず修正されていく一時的形態であるにも拘らずＩ︒

言いたかったのは︑形而上学を否定する立場は既に十分に形而上的

貫かれた相対的存在の中にはない事を知っていた︒永遠不滅のイデ

アの実在を説くプラトンは︑同時に﹁万物流転﹂を語ったヘラクレ

拠であった︒プラトンは︑その根拠が客観性を持つ以上︑虚無性に

イトスの思想の継承者なのである︒このイデアは感覚によっては把

は相対的︑有限的なものを絶対化せずにはおかないであろう︒

既にヘーゲルの思弁哲学が︑歴史の相対的過程を絶対精神の弁証

えられず︑矢張り相対的領域を越える力を持った理性によって把え

られるとされたが︑この事態は︑イデアを観念の所産と見倣す観念

ヘーゲルを逆転させたマルクスにおいても異った形で継承された︒

それによって非形而上的な存在は形而上的な性格を帯びて来るので

法的運動としてそれに絶対的性格を与えたのであるが︑この性格は

だということである︒絶対者や永遠の存在の否定を断言する時︑彼

的な形而上学観もあるまい︒形而上学に対する正しい知識はアリス

しくかかげるのであるが︑学問的に兄た場合︑これほど勝手で独断

静止したものと見る形而上学に対して︑存在を対立物の統一として

あるそうである︒我が国では﹁表口から追い出しても裏口から入っ

一
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一
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論的解釈を蒙る可能性をはらんでいた︒近代のドイツ観念論哲学は

時間の地平に起る過程であり︑時間は有限的存在の存在様式である

標軸は究極の未来の到達点に置かれるであろうが︑歴史そのものが

りえようか︒この理念を信奉する事が出来ず︑しかも形而上的領域

ならば︑どうして時間の延長上に相対的価値を裁く規範的尺度が在

プラトンにとっては容観的自立性を持った存在であったイデアを
﹁理念﹂として主観の中に閉じこめてしまったのである︒

も神も閉ざされた状況においては︸一ヒリズムに階らざるをえないで

しかも近代精神の実証科学的態度は︑実証的効力のない形而上的
存在領域に対して疑惑を抱き始めていた︒何故なら︑実証的科学の

スト﹂を自称する一一Ｉチエは次のように答える︒﹁最商の術価値が

一ヒリズムとは何か？︒この問いに対して﹁最初の完全な一一ヒリ

あろう︒そして一一ヒリズムは来らざるをえなかった︒

価値を失うこと﹂︒更にそれには︑﹁目標が︑﹃何故﹄に対する答

である︒中世的な教会の権威と伝統に対する信頼を失った近代の批

対象とする領域は感覚的世界︑即ち生成消滅する相対的世界だから
判的精神は︑自らの実証的行為によって確認した世界以外の領域に

人間理性の自己批判の努力であるが︑その動機は先張り近代的実証

永遠のイデア的領域には氷却回帰の宿命が支配するが︑超人はその

の欠如を﹁神の死﹂によって生じた空席をうめるために要求され︑

が欠けている﹂という言葉がつけ加えられている︒超人がこの目標

次第に疑いをはさんでいった︒

精神の当然抱く疑問に基いていた︒カントはこの解決として︑現象

目標を求める精神は︑今や存在よりも虚無に﹁真相﹂を感ずるに至

虚無性に耐え︑それを克服しなければならない・形而上的な根拠と

カントの批判哲学は︑超経験的な世界の認識の妥当性を吟味する

と物自体とを区別し︑理論理性の妥当領域を現象に限ることによっ

だが虚無の思想は︑我々日本人にとって決して異質なものではな

ったのである︒

て超越的認識を救おうとした︒だがこの﹁実践理性の要請﹂という
の実証的態度を満足させることが出来なくなってしまった︒そして

観念的解決は︑ドイツ観念論による思弁的解釈の崩壊の後では科学

の相の下に﹂ではなく︑﹁無の相の下に﹂観た精神によって形成さ

かった筈だ︒我々の粘神的伝統は︑相対的存在をイデア的な﹁永遠

れたのだが︑今日の我為の結神状況もその背最に歴史的伝統を持つ

遂に近代の科学的精神は実証科学の対象となる自然界及び歴史的社
として支配するに至るのである︒そしてこの相対的現実を越え出よ

ならば︑このイデア無き形而上的虚無の経験と無縁ではない筈であ

会的現実以外の存在の存在性を否認しその見方は殆んど自明な信念
うとする精神は︑その背後に虚無を見出すことになるのである︒世

いた無常観とは異り︑﹁神の死﹂によって生じた深淵であり︑﹁何

る︒だがヨーロッ・︿精神を襲った虚無観は︑我が国の伝統をなして

故﹂に対する答えを失った根拠なき根拠の意識であった︒そして近

されるのであるから︑超越的な領域を排除した精神は︑相対的現実
を絶対化するか︑それを避けようとすれば虚無を支点とする以外に

代精神の確立をうながされている現代の我々にとっても︑その近代

界観とは現実全体を統一的に規定する基点に立つことによって形成

はないであろう︒﹁歴史の進歩﹂を信ずる精神にとっては絶対的座
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精神が惹き起した状況は決して他処事ではないのである︒

︿イデッガーがヘルダーリンにならって﹁乏しき時代﹂と岩付け

遂には逆に下部橘造によって根拠付けられる解釈に委ねられた︒こ

らば︑有限存在は朧無性と同時に︑それと緊張的に対立する超越的

虚無は﹁存在の無き﹂ことであり︑根拠は﹁存在の根拠﹂であるな

ハイデッガーの如く︑無の深淵の中に﹁根拠の根拠﹂を見た︒だが

の﹁下への超越﹂に対して﹁上への超越﹂を求めた精神は︑嘗ての

この神の痕跡である﹁神性の輝き﹂さえも失われ︑神の欠如を欠如

た現代は︑神が欠如した事の虚無性の故に乏しいばかりではなく︑

として感ずることも出来なくなった暗い夜の時代である︒虚無に立

弁証法的緊張の中に立つものであり︑否定に曝された存在の肯定な

のだからｌ我々が肯定するものは常に存在であるｌ・たしかに

存在に支えられているのではないか︒実存とは将に存在と虚無との

我々が荻本的人権や人格の自由を信ずる時︑その相対的現実の中で

つ実存の精神は︑虚無の背後に廻ることは出来ず︑そこから投げ出
対する信頼感は処方雲を提供するであろう︒その時には形而上的な

されるであろう︒そしてその病いに対して︑歴史の弁証法的発展に
問いそのものが︑それを問う実存と共に階級意識の地平に解消され

要求される精神的価値は︑それが主観的なものでないならば︑相対

ろう︒その根拠の客観性が疑われるならば︑我左の人間的尊厳は観

的現実を越えた次元によっての象その存在性が根拠付けられるであ

て意味を失うのである︒

しかし形而上的な緒神は再び﹁裏口から入って来る﹂であろう︒

念の中に閉じこめられ︑それを否定するものの中に解消せざるをえ

時代の乏しさを知る精神は叉︑嘗て豊かなりし時を追想する精神で

された事実を知った︒神が去り︑聖なるものの痕跡さえ認め難き夜

ある︒プラトンはイデアの発見を︑魂の想起と呼び︑根源に復帰し

を齋らしたのは近代精神そのものであったのか︒﹁神の死﹂を叫ん

故に︑解放の喜びをもって登場し︑遂には懐疑と不安の中に投げ出

精神も一つの存在である以上︵サルトルの存在論はこれを認めない

だ男に︑ニーチェは﹁我々が神を殺したのだ﹂と言わせているが︑

ないであろう︒既に我々の近代的精神がその自立的批判的意識的の

であろうが︶︑又﹁意識が存在を決定するのではない﹂以上︑そこ

我々の予想を越えて惹き起されたこの事態は︑それ自体運命的な出

ようとする魂の憧恨の運動と見倣した︒これは慾意的な動きではな

に客観的構造を読み取ることは不合理ではない︒思想の歴史か示す

く︑魂に内在する本質的傾向として客観的に把えられたのである︒

であろう︒

事実は︑この形而上的な傾向が惹き起した出来事として承認される

の置かれた状況は︑我々に対して神への通路を切り開き︑再び神性

来事であったのかＩ私は答える術を知らぬ︒いずれにせよ︑我々

いるように思われる︒それこそが悲劇的実存の自己疎外を回復する

を輝かせるために︑虚無に耐え︑その彼方に越え出る事を要求して

だがこの精神が目指す超越的次元は客観的に存在するであろう
か︒存在するとすればそれは何故﹁神性の輝き﹂を失ったのであろう

︵止揚する︶唯一の道であろう︒

か︒ヨーロッ︒︿哲学の伝統は﹁根拠なしには何ものも無い﹂という

命題を残したが︑観念論哲学以来︑その根拠は主観の中に求められ

−
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ある文弥人の一生
閑楽伝Ｉ

この父は語りものが好きで︑少しは説経節のまねをし︑三味線な

佐々木義栄

このとしよりに昔の話をせいと云われますか︒そりゃ九十に近い

た︑娯楽らしいものがあるではなし︑たまたま廻ってくるごぜの口

説節だの山伏の祭文︑それにまあ説経節に文弥節︑さよう︑文弥は

殆んどめくらが語るものときまっていましての︒そのほかは人形く

しませなんだ︒だが父親は好きなもんならやらせりやい上と云うて

われ三味線を鳴らしたりしますと︑おなご親や親類の者はい些顔を

わしが文弥を好きになり始めたのは十七︑八でありましょう︒こ

らいなものでありました︒

には男の子が一人ありましたがの︑それが痘疸で死んで︑そのかわ

そこは違う︑こう読むもんだとよくなおしてくれたものであります

くれましての︑わしの語るのをそばで寝転んで聞いておりまして︑

えば父の情︑その父は震災の年︑旅参りの戻り道で亡くなりました

文弥の閑楽なぞと人様に云われるようになりましたのも︑元はと云

が︑今でもこう目にうかんでなつかしい気がいたします︒

しての︑わしの子供盛りには実語教や童子教や︑それから庭訓往来
動機ではありません︒

なども教えてくれました︒なんの︑そんなことが文弥語りになった

中川の家は代々百姓でありましたが養父は多少字も覚えておりま

りにわしが養子になったわけであります︒

二つの時に︑この中川佐治右エ門の家へ貰われてきました︒養家先

男だったと申します︒それが︑前世の約束ごとでありましょうか︒

わしの生まれたのは明治四年の九月十七日︑矢柄の磯田佐平の三

すいこと︑忘れ残りをお話しいたしましょう︒

ありません︒え︑それでもい入とおっしゃいますか︒それならおや

ども持っておりました︒その頃の海府のことですもの︑なにがあん

川

年まで生きますと︑おもしろいことも．せつないこともぎようさん

中

にありますがの︑なんせ悲しいことに何月何日という確かな覚えが

｜
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のとみえます︒こげなことがあります︒浜でひるまいかを干しとる

出とってけいこをしたり︑まあそんなことで声はおのずとできたも

と︑近所の者があんのうよんべは沖におっただろうなどと申します

その頃は海府へんの人形はふんな高幕で︑説経節にあわせて遣う
ので︑三味線に三重の手どもついておりましての︑仲を馬鹿になら

におってもすぐ知れる︒まことに︑流れる潮に舟をまかせて︑お星

どうして分ったとき上ますと︑お前の文弥が聞こえてくるさけ何処

ておりました︒それでも鷲崎の門蔵じいさんなぞは上手に語ったも
ん名人でありました︒当時国仲から廻ってきてえらい評判の艮かつ

ろから夷の銀助じやんに習うようになりましたが︑それとてもたま

だけはいくら年をとっても忘れることはありますまい︒少し話は長

初めて人形の床へ上ったのが二十三の年の旧八月十Ｎの晩︑これ

出ならどのくらいあるかしれません︒

さんを見上げながら︑舟の中でひっくりかえってけい︾§をした思い

たのは夷の九左エ門人形︑続いては半四郎人形︑少しあとになると
潟上人形が御殿を持つとるというて大評判になったものです︒

たまあえば習うという程度︑三味線の調子が合わんけも夷へはめっ

す︒

うなりますが聞いて下さいますか︒事情というのはこうでありま

そのうちにわしもだんだん文弥に深はまりをしまして︑二十歳ご

たに行かれず︑もう止めてしまおうと思うたことも二度や三度では

った︑とわけを話したところが︑わしにはいとこにあたる横尾庄助

と申します︒いや行ったの行かんのじやねい︑こうこうで逃げて戻

に十五︑六人も若い者が休んでおりまして︑昨夜人形見に行ったか

さて次の日︑炭龍を負うて山へ上ったところが︑いつもの休み場

戻りました︒

い気持よりおそんげいが先になって︑がたがたふるえながら逃げて

んのうやれちゅうて来ました︒それを聞くとわしはもう語ってゑて

衆がわしを見つけましての︑中川がきとる︑お前の方がい上さけあ

聞きにも大した語りじゃありませなんだが︑そのうちに土地の若い

三味線を肩にかけて本を見ながらぽんぽんやっておりました︒素人

わしもその晩見に行ったところが︑その折の太夫さんは竹旧流儀で

達者へ寄りましての︑そこで人形を頼んで戻った︒根がすきの道故

岩屋口のさんばが相川へ炭を積んで行った帰りに︑なぎが悪うて

ありませなんだ︒結局︑山で炭を焼きながら語ったり︑夜いか場へ

浜谷浩撮影

一 一 一 ， 一
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いことをしたと思うともうせつのうてらちあかん︒もう一ぺんこう

語り得んのも無理はねいが︑下手のそばで語れんちゅうちやなんた

が︑くそたれ︑そのんことでらちがあくか︑い坐太夫がおるんなら

鵜島︑願と一晩ずつやりました︒三味線の調子の合わん太夫ですが

と云うてきかん︒とうとうこっちが負けましての︑岩谷口︑真更川

連中は︑お前が寒念仏でもい上云うてくれりやそれに合わせて造う

れと云う︒わしやおそんげいが先にたっていやいやちゅうて断る︒

さ︑それでつとまったんだから当時の人形は今から見りや楽のもん

らざまなしだという訳です︒思い返してゑると成る程そうだ︑惜し
いうことがありやい上と自分ながら腹が立って︑その日は一日仕事

けれどもこういうことがあってからは︑やっぱり師匠とって本気

でした︒

に稽古せんとだめだと思うようになりましての︑それでまあ文慶先

ところが山から帰って黙ると女親が云うには︑岩谷口で今夜も人

に実が入りませなんだ︒

形やるさけ語ってくれちゅうて飛脚をよこしたと申します︒やれ鱸

生に教えて貰うことになった訳であります︒

文慶先生は入川の伝平の生まれで声のい上人でありました︒なや

しやとさっそくぼっこわれ三味線を持って出かけましたが︑やっぱ

すようの語り方をしましての︑なかなか頭のい上人だったとみえて

り胸がどきどきする︒そこでサブトさんの入口の石の所につくばう
て︑どうかサブト大明神様︑人怖じをせんように守って下されと立

ったように思います︒しかし︑わしがついたのは先生が夷へ出て世

帯を持ってからですさけ︑そう度を行くわけにもまいりません︒な

めくらながらもそる盤ができる︑将棋を指す︑めったにないお人だ

けい元気がつきましての︑結局その晩は姫山姥を七段語って︑はな

んせ関から相川へ出て︑それから河原田を廻っていく遠道︑バスが

願をかけました︒それからまずまる屋の三十郎とこへ行って半段ほ

を七十銭と酒一升貰いましたが︑いやその嬉しかったこと︑とても

はいて行くのですが︑わらじ一足百二十︑二十銭あると相川の一等

あるじゃなし車に乗るじゃなし︑その頃のことですもん︑わらじを

ど語ってみたところが︑それくらいやりや大丈夫だという︒さあよ

話をしましたら︑そりゃ閑楽初陣だと云うてひやかされました︒ほ

旅館の橘屋へとまれる御時世でありました︒そんな具合で三日も五

筆やことばで尽くせるものではありません︒後にさるお方に︑その
んに︑いぐさに出るのもこげん気持だも知れませんの︒

の間には師匠さんの前座を語ったこともありますしの︑ある時など

日もおって戻ることもあり︑十日も二十日もつめたこともあり︑そ

は家へ戻るに銭が無うなって︑海府の女衆から二十銭借りてもどっ

それからしばらくたった時分でしたが︑夷の九左エ門人形が潟上
めて人形をつこうて見せて︑豆だ小豆だ何だかんだと礼を貰うたは

どもが夷あたりへずっとはしん洗濯に出たもんです︒

たこともあります︒はい︑その頃はケイプさんというて︑海府の女

の太夫さんをつれて廻ってきたことがあります︒ばあさんだちを集
い坐が︑太夫さんが途中でこってい︵牛︶を買うたらとつとと戻っ

文慶先生にゃずい分かわいがってもらいました︒義太夫をけいこ

てしもうた︒さあ困ったのは人形つかいで．うちへ泣き込んで来ま
しての︑どうでもこ上のあんちゃん︑太夫さんの代りをつとめてく

"
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のことばをだいじにしもうております︒女や男を声色で出さずに腹

それから三味線のバチ数を少のうせい︑バチ数の多いのはごぜ風と

しちゃならん︒あれをやると文弥がくずれるとよう云われました︒

つきもんで︑わしらの座でよけいやりましたのは真光寺老僧であり

よばれましての︒ええ狂言でありますか︒そりゃ当時高幕人形には

したものではありませなんだが︑それでも結構あちこちの祭などに

間持ちにして歩いておりました︒高幕で模様はぼたんに唐獅子︑大

習うたわけでありませず︑ほかの太夫さん方からも出おうたんびに

ナンマミダン︒へ炉へなぞとひょうきんなことを云いましての︑そして

が出て来ます︒赤いお衣を着て珠数を持って︑鯖三くい鰺十ぴき︑

おやさんが上方参りに出かけて留守になると︑そこへ真光寺老僧

ました︒さよう︑北方人形の木の助と筋はよう似とります︒

いうておもしろうねい︑などとも云われましての︑今でもわしはそ
で語り分けいとも云われました︒わしの文弥はそんな訳で文慶先生

ひと手ふた手と教えてもらいました︒なにせ辺鄙なところにおりま

けられとるもんださけ泊められんという︒それを無理無体に入りこ

今夜一晩泊めてくれと云う︒ところが︑かあさんはおやじに云いつ

に一せき習うたことによりますが︑先申す通り三月半年をつとめて

て語って語りつめてどうやら一人前になったものと思うておりま

んで遂に蚊帳の中でひとつに寝とると︑そこへおやじが戻ってき

すこと故︑自分で一生懸命やるよりほかに法はなし︒つまりは語っ
す︒そのせいでありましょうか︑後に伊藤俊乗さんと一つに語った

い出します︒さあ老僧は困ってかんねんしてくれかんねんしてくれ

と云いながら逃げ廻って︑おしまいには揮からかの品物を出して

て︑こら何のこった︑おのれ憎い奴だというて老僧を裸にむいて追

ふり立てる︒まあこんな筋でしたの︒そのほか米馬の馬駄賃だの

時︑関さん︑あんた逐灸文弥をものにしましたのう︑と云われたこ

たまにはこの道熱心の人がおりまして︑太夫さんどうしりや上手

とがあります︒

になれます︑秘訣があったら教えてくだされ︑なぞと云う者がおり

何だのやりましたけも︑かなしいことにあらかた忘れてしまいま

この神さんに立願とったり︑こ上の仏さんに参ったりして︑じれん

か象もやかましうなりましたし︑第一床に上る太夫がそんな品のね

狂言は後に御殿場になってからも暫くやりましたが︑だんだんお

した︒

ますが︑どうしてなったの︑いつなったのというようなものではあ

といつの間にか癒るようなもんで︑わしの文弥もその通り︑あれか

いものやるのが気がひけましての︑後にはやらんようになってしま

りますまい︒ちょうど病人があの医者にかかりこの薬を呑象︑あそ

ら習いこれから習い︑しゃば中の人からおそわって少しはましの語

いました・それでも当時は上手に笑いたいと思うて︑山へ行くと萱

この高幕も暫くやるといやになりましての︑河内の吉右エ門に売っ

のかげにかくれとってひとりで笑う稽古をしたもんです︒ところが

りができるようになったもんだと思うとります︒

て︑新しう御殿人形を組象たてることになりました︒

さて︑初めて人形を組んだのはいくつの時でありましたか︑確か
と思います︒大倉の辻五郎助のを十五円で買うて︑石井小太郎と仲

な覚えはありませんが︑なんでも日清戦争がすんで間もなくだった

一

日は平松︑十九日に出て来て二十一日は鵜島︑そのうちに高千に秋

そのわけでありますか︒そりゃなんです︒わしが人形座を持つと

休みという人形があり︑それがすむと今度はおしつけの風来人形︑

日十四日と続けて歌見︑十五日は虫崎︑十六日も滞在して十七︑八

もんです︒今の一度さんなどがほんの若盛りの頃でしたがの︒さあ

矢柄︑八日は真更川︑九日︑十日と黒姫︑十一日に叉真更川︑十三

海府の者がそれを見たらおもしろうてらちあかん︒芝居を見るよう

るわけですの︒

まあこげにして勉強しましたから自然に太夫も人形遣いも腕があが

間もなく︑潟上の先代の池田宗玄さんの一座が御殿場をもってきた

た︒こんだ高幕なぞは馬鹿らしゅうて見ておれんという騒ぎです︒

それから練武館でやったことも度々あります︒そのほか二見や稲鯨

残した組もあったようです︒無論仲間で使う銭ではありますがの︒

組々でようやってくれましての︑これは入場料をとってかなり銭を

相川へもよう行きました︒お宮にお寺にお堂︑それに鉱山の衆が

だと申しましての︑まあその頃の評判と云うたら大したもんでし
そこでわしもけなるうなって遂々新しう組み立てる決心をいたしま
した︒

明治三十五年の正月︑雪の深い年でありました︒五十里の船屋か

の方へも参りました︒

畑野の下畑人形には太夫をつとめに始終行きましたし︑小倉や大川

らひと組買いましての︑小倉の新田伊作に組詮立て上貰うてこの人
相馬と︑新潟へ行っとる伜の三人です︒新田はその時三十七でした

その頃は又海府といわず国仲といわず︑行けば必ずお座敷文弥が

が指南役です︒人形遣いは小倉から貰うたわしの弟︑それから今の
が︑その頃からはや上手の名がきこえておりました︒それに器用の

祁川へ行っとった時ですが︑会津藩士で裁判所の判事をしておった

芳賀さんというだなさんのお宅へ招ばれたことがあります︒その折

ありましての︒まあとにかくぎようさんやったもんです︒ちょうど

常盤御前が幼い子供をつれて落ちていくところを語ったらぱぱさん

男で︑御殿の唐紙から烏帽子やよろいに至るまで悉皆こしらえてく
ぼつ近くの部落を廻って御無心いうて見てもらう︒そんなこんなで

が泣き出しましての︑会津の城が落ちてから︑わたしがこの子供達

れまして︑暫くの問は毎日座敷でけいこをしました︒それからぼつ
日月がたつうちには一ちょう前になる︒わしらの座はようはやった

を連れて逃げのびたが︑今浄るりで聞いた常盤御前同様だったとい

うて又泣きましたが︑今でも目に見えるように思います︒その頃の

せなんだからはやるのがあたりまえで︑その頃は国仲へ行っても映
画はおろか浪花節も無うて︑岩倉西山のうかれ節︑竹馬伊勢吉の軍

もんでした︒先にも申しました通り何しろ娯楽というものがありま

談などがはぱをきかしておりました︒

ったわけで︑そんなお客様だとこちらが叉胸にこたえて力を入れて

お客さんたちは今の者と違うて語りをきくと胸に落ちるところがあ

語ることになります︒総じて語りというものはうわのそらで語った

海府の人形は秋祭りがよけいでしたが︑今と違うてびしびしうっ
たもんです︒殊にわしの座ができてからは国仲の人形はひと頃ほど

んでは人を泣かせることができません︒わしなども人形の床で語る

ヂ

来んようになりましたし︑まあ一寸数えてゑても九月の六︑七日が
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が入るもんで︑そういう時は必ず今日の語りは良かったとほめられ

子を見い見い語ります︒お客さんが切なそうになるとひとりでに力

時は︑お客さんの中でこれはと思う人に見当つけて︑そのもんの様

濤さんにものを教わることができましての︑字の読み︑ことばのわ

浜の方へ度々人形に行ったもんですさけ︑当時の学者だった川上喚

その点ではまあわしなどはしあわせの方だったかもしれません︒

覚竜さん︑この方も坊さんだったがえらい学者でありました︒本を

け︑故事来歴などをようお尋ねしたもんです︒それから大川の伊藤

よんで何かおもしろいことや参考になることに出あうと︑わしにそ

大川へ行った時にもこんなことがありました︒わしが大川へ行く

るようですの︒

ことをきいて豊島太夫が︑関さんお前大川へ行くちゅうが市右エ門

やどう云やいいな︑どう云やいいな︑と自分でもどかしがるんです

の︒そのわけは︑ぬしはむづかしいことばで説明する︑わしにやそ

れを教えてくれるのですが︑太夫おもしろいことが出た︑あ異こり

れでは分からん︑どう説明しりや分かるだろうと苦労されたわけで

というたもんです︒さあおそんごうなってその晩は力一杯語りまし
た︒さいわいじいさんの気にいったとみえまして︑幾晩おったか長

じいさんの気に合わにや大川の飯は食えんさけ気いつけさんしや︑

逗留になり︑おまけに年よりどもが︑死んだ野城の太夫さんの語り

知り合いができたのはわしの幸わせでしたし︑ものを習ううちに人

す︒当時四角い字を読んだもんはめったになかった︒こういう方に

間生涯が勉強だと思うようになりましての︑今でも知らんことが出

たんとあります︒

しかし考えて承ると文弥を語るちゅうことは恐ろしいことです

わしが本を見ずに語り出したのはかなり若い頃からであります︒

りや人にきく︑それをちっとも恥ずかしいとは思うておりません︒

にそっくりだ︑なつかしいと云うて泣きましての︑こげな思い出も

の︒なんせわしらには学問がありませんがさ︒それで近松さんの書

然に浄瑠璃の中の人物の気持になります︒そう気が付いて始めたこ

本を見とるとどうしても字に気をとられる︒本見ずに語っとると自

いた文章を語る訳ですさけ︑どのくらい仮名まちがいがあるか分か
りません︒これは夏︑下畑人形に行っておって榎田でやった時です

とですが︑おかげで二十年前の関の大火事に本を焼いた時も︑そう

がの︑持統天皇歌軍法の蹴鞠のところを語っておりまして︑まりは
すなはち︑と語ったところがいきなりお存さんの一人が大きい声を

のかげで焼いとって︑それが風にあおられて火事になったんだと申

の︲大した火事でありました︒なんでも子供たちが節句の餅を︑家

しますが︑なんせあ生いう狭い所でありましょう︒ポンプが一台あ

困らずにすゑました︒はい︑四月の十八日とおぼえておりますが

れたわけです︒とたんに恥ずかしゅうなって着とった夏羽織の上ま

りましたが︑ひっぱり出すとはや風上に火が廻って大事なボン・フも

出して︑スナハチちゅうはちは南京鉢だかと云うんです︒すなはち

で冷汗でぴっしよりになりました︒集まつとる何十人のお客さんの

焼けてしまう︒わしは昼寝をしとりましたが︑とび起きると一緒に

をすなわちと読まんならんのに字の通りに読んだもんだから弥次ら

しい仕事だと身に沁承たもんです︒

あらましがめくらでも︑一人捌口の者がおるとこの通り︑いや恐ろ

一
一
−
一
−
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外へとび出しました︒なんと人間うろたえると馬鹿になるもんで川

たたき込もうということになりまして︑次の日は早々に田植えを

あやうち相談の上︑こやしをせずに植えて一番草をこやしの代りに

の血気盛り︑ばあさんもまだ姉さんこじれの時でしたの︒そこでま

すませてそれから出かけました︒忙しいさい中で︑手はこちこちに

の方へ走りましての︑それでも魂だけはあるもんだと見えて大事な
らとまちがわれたこともあります︒下畑人形に行っておった時で︑

なっとるし︑困ったなあと思いながらすぐ舞台へ行ったら太夫はも

三味線だけは夢中でつかんでおりました︒そらで語ったそえでめく
ひと晩小倉へよばれました︒国姓爺を語ってその晩は新田じいさん

う三味線を合わせて居りました︒舞台は相川館でありました︒

さあそんなわけで始めてゑたところが︑なんと文弥の方にはよけ

の所へ泊りました︒あしたの朝︑新田のかあさんが云うには︑今朝

い手が鳴るが説経の方はさっぱりだ︒翌晩も同様︑一度語ったら関

早う世話人衆がふえてよんべの人形はおもしろかった︒語りもうま
いもんだ︑太夫さんに宜しゅう云うてくれとことずけがあった︒そ

って︑あんたは人望がありますのう︑と云うたが︑なにわしが上手

のせいじゃ無うて︑文弥は聞き慣れとるせいですがさというて笑い

の太夫にもう一席やらせいということになった︒若太夫がせつなが

ました︒それから懇意になりましての︑三味線の糸をよう送ってく

わけをきいてゑると︑ほかの太夫は本を見るがあの太夫は天井見て
語っておった︒あったら若いい上男だがかわいそうに明きめくらだ

れましたし︑初めて放送やつた時なども会いに寄ったら大さわぎし

れはいいがお前をあきめくらだと云うとった︑とこう云うのです︒

のうと云うてせつながって帰ったという︒いや昔の連中にあうと今

放送した年でありますか︒これは昭和五年の四月︑四谷の西念寺

てかせたりしてくれました︒

ましての︑ぬしは度々放送しとるもんだからいるノ︑と心得を云う

でも一つ話になっております︒

旅の芸人と競演したことがあるかと申されますか︒そんなことは
したことはありませなんだ︒そうそう︑強いて云えば一通だけあり
ます︑説経節の若松若太夫が今の若太夫︑その頃はまだ小さい子供

真一さんとこへ手紙が来ましての︑人形の礼ははかぱかできんかも

で人形つこうた折のことです︒その頃年に一回︑地方の民謡や踊り

知れんが放送料で気をつけてやるさけ︑その会へ人形つれて来いと

でしたがの︑それを連れて相川へ来まして︑その折︑前座をやった

相川の真言宗の坊さん達が説経ちゅう名前に惚れて中身をよう知

を東京へよんで鑑賞する会があったそうで︑町田嘉章さんから曾我

らずによんでみた︒さあ来て見るとこれだけでは座が持てん︒前座

ての︑一度照造︑伊藤鉄蔵︑本間光蔵︑この三人を役者に頼んで出か

いう訳です︒そこでこりやいＬ人形にして行かんならんと思いまし

ことがあります︒そのことの起りというのはこうであります︒

に文弥をやらせようと云うことになりましての︑わしが︑山から帰

宿は駒形ホテルでありました︒西念寺で人形遣うた時は早稲田大

けました︒

ってふると葉書と手紙と電報と三通も来とる︒ゑんなその呼び使い
ですがさ・田んぼ仕事の盛りで︑こちらは大弱りです︒けれどもせ
っかく呼んでくれるのに行かんちゅうこともできん︒さよう︑わし
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せんわ︒

わけじゃなし︑佐渡で聞いたことや︑やつとることしか答えられま

形すんでから何だかんだと質問がありましたが︑わしらに学がある

神記の牛曳きを遣うたように思います︒珍しいもんだというて︑人

学の小田内さんだのいろいろ偉そうな人がおりました︒孕常盤と天

本番ですから頼みますと云いましての︑まあこうしてしゃばへ出と

思いましての︑そしたら洋服着た人が来て︑あれは仮り盤で今度は

る︒こりや東京は油断できん所だ︑はや俺の真似をする者があると

て写真を撮るようなもんですがさ︑すんだら向うで語る声が聞こえ

持って歩くのも楽しゑでしたが︑遂を人形も手離してしまいました

どうせ好きで入った道ですさけ︑文弥を語るのも面白いし︑人形

る夜討曾我ができたわけです︒

ゅうものに乗りました︒曾我さんが一緒で︑太夫さん腹はどうだや

初めに申しましたわしの弟は北海道へ行くし︑相馬も旅へ出るし︑

その翌晩放送︒放送に行く時︑生まれて初めて上等のハイヤーち
というもんだから︑卵を二つ買うてくれとたのんでそれを呑んで行

入ってもやりにくいと思いましての︑それで思い切って相川での興

伜は船乗りになってしもう︒次有にこげになったんでは新しい者が

行をさいごにして東京のもんに売ったわけですが︑そりゃせつのう

きました︒行ったら町田さんがおりましての︒こっちは初めてだか

てせつのうて暫くは子供に死なれたように力落ちしました︒さよ

ら様子がさっぱり分からん︒三味線の調子を承てもい上かと聞いた
らいＬちゅう︒あとで聞いたらスイッチを入れにゃい上んだそうで

それからあとは座敗語りを頓まれ太夫をつとめて歩きました︒こ

う︑昭和も十年頃かと思います︒

あがってしもうてできんところでしたの︒わしは田舎のおやじで芸

げなもうろくじいさんでもありがたいことに︑あそこここと口をか

すの︒すんだらその辺に居った人達が名刺をくれて︑見たら義太夫

人じゃ無い︒遊びに行かんかちゅうさけ来たんです︑と云うたら︑

よんで下さるお方があって語りましたが︑偉い人というものはどう

けてくれましての︒いつぞや本間雅晴閣下が佐渡へおいでた時にも

だの常盤津だのの名人だ︑あとで良かった︒これをやる前に見たら

れました︒さてどげなことになったもんやらと思うて心配しいしい

してこう何でも知っとるもんでしょう︒文弥のこともよう知ってお

あんたはうまいところをつきとめておりますわいというてほめてく
ホテルへ帰ったら︑相川の風岡藤作さんから︑ホウソウョロシとい

も︑大正の声をきくようになると浪花節が来る活動写真が来る︑暫

ての︑ありがたい気持でありました︒だが︑あれほど盛だった文弥

られまして︑文弥は佐渡の宝だから大事にせんならんと云われまし

い建物の中の一部屋で︑柱の鴨居のようなところにリンがあって︑

で人形見に来る者は数えるほどしかおらんようになってしまいまし

くはもう火が消えたようになってしまいまして︑第一とつつあん方

その翌日がレコード吹き込象︑これにも思い出があります︒大き

う電報が来ておって初めて安心しました︒

そばに五燭くらいの電気がついとりました︒あの電気がついて︑ヘル

た︒ところがありがたいことにこの頃は文化財ちゆうもんになる︑

が鳴ったら語ってくれというもんだからマイクの前へねまって語り
始めました︒なにが初めてのことですさけ︑それこそ田舎娘が初め
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こともない装束に冠をつけた神々しい姿でつとめてくれました︒大

頃から石碑の前で式が始まりましての︑神主さんもこの辺では見た

勢の人が集まってくれとる中で︑家のととがわざわざ新潟から買う

皆さんが大さわぎして下さる︒命長ければ恥多しと昔の言葉にあり
た者には長生きして良かったとしみじみ思うことであります︒

ますけも︑わしらのように文弥が好きで︑一生をこの道にかけて来

いさんと︑先ごろ亡うなったばあさんがはきましてさ︑玉串をあげ

て拝んだ時はもうありがとうてありがとうて︑涙で石碑が見えませ

てきてくれた紅白のフエルト草履というはきなれん草履を︑このじ

した︒続いて三笠宮様が二十四年︑これは暑い頃で︑多分八月であ

なんだ︒それにもう一つ︑これで師匠の名前も世に出たと思うと︑

昭和二十二年には高松の宮様がお出でになりまして︑あれはたし

りましょうの︒やっぱり羽茂のお宿でありましたが︑二遍とも人形

思いましたの︒

重ね軍独のうれしさで︑もう死んでもいＬとその時はほんとにそう

か十月だったと思います︒羽茂のお宿へ伺うて語らせていた堂きま

は羽茂の一座でありました︒おこ方ともそうでしたが︑佐渡にはな

午後は五十油の学校で余興の文弥人形名人会︑これも海府では今

かなかいＬものが残っていて結椛だが︑あとをつぐ者がおるかとき
かれましての︑あとを絶やさんように弟子をとって教えることに心

まで見たことのないりっぱな人形でありました︒太夫は河原田の岡

この年になりますと︑嬉しかったこともせつなかったことも数え

がけよと申されました時は涙が出るほど嬉しゅう存じました︒

に︑中興の岡本文盛︑高千の梶原宗楽︑それにわしがひと手もふた

本文司︑潟上の池田宗玄︑矢柄の北村宗演︑こういう当時の名人方

の太夫さんがつとめてくれました︒人形遣いは佐渡一と云われた一

手も教えた縁で羽茂の長尾閖月︑藤井賦蔵のお二人︑なんと佐渡中

きれないほどたんとありますが︑やっぱり一番婚しかったのは石碑
いましての︑ついひと言︑以前はわしに石碑をたててくれると申し
たお方もあったがと︑事の序で申しましたところが︑それが始まり

叉当時の名人揃い︑それに地元の矢柄の若い衆が手伝うてくれまし

度照造︑それに相馬秀蔵︑浜田守太郎︑東後壮治︑川嶋信蔵︑これ

を建ててい︑ただいたことであります︒あれは田仲のさるお方に出あ

で︑死んでからの大きい石碑より生きとるうちに建てるがよかろう

いましたが大喝釆でありました︒なんとこういうことになろうとは

八十年夢にも思わなかったことですもん︒その日は気が張って︑そ

た・祝うてわしが天神記の大物が浦を一段語り︑とＬが人形をつか

しておしまいには魂がぬけたようになって︑夜うまになったら家の

と地元は元よりあちこちの衆がふんばってくれましての︑あのよう
中川閑楽翁の碑というと︑文字が時の新潟県知事岡田正平さんの

中は二階も下もお雰さんで一杯なのに︑嬉しうてばあさんと二人︑

な分に過ぎての石碑ができたわけであります︒

御手︑銅版に刻んだ文章は早稲田大学の先生の佐々木八郎さん︑そ

なんどで夜っぴて語り明かしました︒

昭和二十八年の秋は文部省の芸術祭というもんに招ばれましての

の書き手はあの頃の支庁長さんだった西芳雄さんでありました︒除
った雨が止んで︑日がかんかん照りつける日でありましたが︑十時

幕式は昭和二十七年の七月二十八日だったと思います︒夜中から降
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いは一度︑相馬︑浜田︑東後︑葛原の各座長連中でありました︒場

これも晴れがましい舞台でありました︒太夫は北村とわし︑人形遣

の命は字の通りに余生ですもん︒さびしいと云うてもよし︑淋しゅ

暮らしてきた大じなばあさんでしたがの︑今年の三月七日に年より

云いましてこの村の六助えの生れであります︒喧嘩しいしい仲よう

うねいと云うてもよし︒これからは三味線をばあさんがわりにいた

病でなくなりました︒そりゃ淋しうはありますが︑なにがもうわし

学院大学でやりました︒三日はひるま観光車で東京の町を見物させ

します︒さるお方がわしの文弥を夕陽の美と申しました︒ほんによ

所は日本青年館の舞台でお客さんも千人近うおりましたでしょう︒

てもらいまして︑夜は銀座で県人会の衆に観てもらい︑四日には早

うたとえたもの︑き坐たい人にはいくらでも聞いてもらうつもりで

十一月一日の昼夜でしたがの︑次の日は午前中明治神宮︑午後は国

稲田大学︑五日には鎌倉の．ヘンクラブというてなんでも小説書きの

ある︒

に増加させるときであり︑あとは消極的に減収を防止させるときで

以上稲の一生をゑた場合︑幼穂形成期を境として前は収量畔積極的

はもっぱら収量の減収を防止する要因のみが働く時期と鍬られる︒

結局最高収量は幼穂形成期に決定されるとみて良く︑この時期以外

︵六八頁から続く︶

その日の憂さを晴らす閑楽

あれば飲むなければ飲まぬどぶろくに

聞いて下さりませ︒

しょう︒それでは心安たてにおしまいにわしの作ったざれ歌を一つ

あれこれと愚にもつかん長噺になりまして︑さぞお疲れでありま

おります︒

は歌舞伎座へ招待されまして七日の昼間の汽車で武州︑上州︑越後

だなさん方でありましたそうな︑この衆に見てもらいまして︑六日

何たら運のい上男だと︑自分でもつくづく思うたことでした︒わ

と︑窓から珍らしい景色を見ながら帰りました︒

しの若い盛りには︑文弥の神様のように云われた沢根の常盤一さん
それに川茂の阿波一さん︑その外にも文慶先生︑深山静賀︑初代の
れたのに早う亡うなったばかりに晴れの舞台も知らずにすんだ︑そ

池田宗玄︑伊藤俊成︑岡本文楽︑中原春盛︑こういう先輩方がおら
れらをわしのようなもんが︑世の中がかわったばかりにこうして思
いもかけん様冷のありがたい目を見る︑そう思いましての︑それと
一緒に旅へ出るのもこれがさいごだ︑と思うていさ上か淋しい気も
しました︒

ところが運というものは恐ろしいもんで︑その翌年の夏︑北海道
まで行ってくることになりました︒この方は別に晴れの場所という
ではなく︑小学生や中学生を対手に見せて歩いたのですが︑それに
ばあさんでござりますか︒二つ違いでありました︒名前はトメと

してもおよそ数えて四十日︑よう廻って来たもんだと思います︒

−
＝
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︹郷土の人︺

塚原徹

塚原君はむしろ愚かな人に属する︒自ら大愚と言った

生になると︑庭球の練習と句作に熱中し︑テニスは全校の主将︑

も全焼の災厄に遭った︒吉凶ともに忘れられぬ年であった︒四年

年八月︑中学の暑中休盈で帰省中︑小木町に大火があり︑塚原家

塚原天南星と︑中山烏賊の俳名は往年中央俳壇にきこえた︒この

後藤奥衛

良寛の流れに立つ愚かな人に属する︒Ｉ青野季吉Ｉ

﹁郷土の人﹂には︑誰よりも︑佐渡近代知性人の第一人者︑故塚
原徹氏を筆頭に取り上げねばならぬ︒

酒造家だった和木の川上喚涛を︑明治期佐渡の百科辞典とすれ

俳句は同人間に一頭地を抜いて︑師匠格であったという︒この年

全焼し︑打続く二回の火災は︑その後の塚原家の財政に大障害とな

十一月に焼けた家の再建落成しようというとき︑失火のため再び

サイクロ︒ヘチァと称うべきであろう︒

ば︑喚濤没後は︑小木の醤油醸造業︑塚原天南星を近代佐渡のエン
氏は︑明治二十二年四月二十七日︑信濃屋十代塚原与右ヱ門の長

五年生頃は︑北輝次郎︑後の北一輝︶が︑東京で﹁革命評論﹂を

った︒

子として︑小木町の旧家に生れ︑佐渡中学三年生︑十六歳の少年時
代から︑寄宿舎の先輩だった相川の児玉茂十郎︑三国久氏等の指導

アジったり︑全校四百人足らずの佐中生に︑毎号百部寄贈して来た

発行し︑健筆を振い︑﹁佐渡中学生に与ふ﹂という新体詩を書いて

で俳句を作り︑﹁潮の香や松の経島烏渡る﹂外四句の秋の句が︑当
号の天南星は︑﹁まむしぐさ﹂即ち﹁こんにゃく﹂の異名である︒

時大阪で発行していた﹁くぢら﹂という雑誌に掲ったものだ︒俳
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りしたそうだ︒

してその家庭に出入して感化を受けたと語っている︒後年︑小木へ

杉森孝次郎教授の﹁物心一如﹂の道徳説に感動し︑同教授を敬慕

学を専攻した︒

も︑七十部も佐中生が購読したものだという︒﹃私は俳句を﹁ホト

招いてさざえ狩などして恩師を喜ばせたりしている︒

堺枯川︑幸徳秋水等の日刊﹁平民新聞﹂が︑読めても読めなくて
トギス﹂や地方雑誌に投ずる如く︑片山潜の﹁社会新聞﹂に投書し

塚原氏はよく︑﹁賢人政治﹂だの﹁経世家﹂という古風な言葉を

一フィキャンス︵道徳的意義︶の

つかった︒また︑﹁モラル・シグ

たことが二︑三度あった﹄と氏は﹁鹿語の一貌﹂．に語っている︒青

野季吉氏も語っているが︑その頃の句に︑﹁ふぐ汁に町政の枇を鳴

ない仕事に興味がもてぬ﹂とも言っていた︒杉森教授の高弟塚原徹

その頃は︑オイヶン・ベルグソンの哲学が漸く紹介された頃で︑

の云いそうな言葉である︒

らしけり﹂というのがある︒

同級生間に俳句を作るものが多く︑青野法馬子︵季吉︶︑児玉北

・ヘルグソンの﹁創造的進化﹂の輪講をするなど大いに勉強したらし

山︵竜太郎︶︑酒井不生︵千尋︑根津博物館長︶氏等がそれであ
る︒たしか﹁すけと会﹂か何か吟社の名をつけていた︒晩年︑僕の

い︒大正元年七月︑三十四歳で優秀の成絞で卒業した︒

ったが猪俣鹿語︵津南雄︶等と文通し︑五年生になると寄宿舎を出

すので決意して帰郷した︒大正三年五月である︒このとき︑塚原氏

長谷川如是閑等と入社する筈だったが︑国元の父が頻りに帰国を促

退社し︑大阪で大正日日新聞創刊の事があったが︑塚原氏もその時

学校を出て暫く東京にいた時︑大阪朝日主幹の鳥井素川等が連挟

俳句は﹁余技﹂だといっていた︒

て河原田町に下宿したそうだが︑下宿の部屋は︑﹁俳句と社会主義

が佐渡へ帰らず︑如是閑らと行動を共にしていたら評論家としても

同窓会雑誌の交換が機縁となり︑長岡中学の︑これまた故人とな

の道場となり⁝⁝⁝俳句と社会主義が禍をなして遂に卒業するを得

大成したであろう︒

ず﹂とある︒

翌︑明治四十年十一月︑河東碧梧桐か全国行脚の途次来遊︑河原

上京︑九月早大文科に入学した︒親友の中でも︑千尋君はレオ・ト

て外海府を廻っている︒翌年︑二十歳の四月︑酒井千尋氏を便って

蔵氏と共に画策し︑大正四年九月五日に旬刊﹁新佐渡﹂を創刊した︒

工場の丸岡東作氏等と共に連挟退社し︑新たに新聞を起そうと森守

したが︑わずか二カ月で︑森家と守蔵氏との間にいざこざを生じ︑

主幹であ︵

丸岡工場長の顔ぶれであった︒︵いずれもすでに故人となった︒︶

た同郷の森守蔵氏から︑主筆に懇請があり︑同社へ入社

ルストイの兄のような人物だと後年になっても敬愛していた︒文壇

帰郷した同年六月︑森知幾に見込まれて女婿となり︑佐渡新聞の

は自然主義の最盛期で︑﹁早稲田文学﹂はその先駆をなしている当

森主幹︑塚原主筆︑早大文科を中退した相川町の小林了俊編集長

田と相川に句会があり︑これに連座して︑青野季吉氏と共に随行し

時であったので︑外国文学に親しゑ︑学友では劇評家浜村米蔵︑中
央公論を創めた島中雄作氏等と親しく︑氏は哲学科を選んで西洋哲
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セイストらしいこぐのある︑独自で個性をもった文章であった︒氏

二十七歳の若冠主筆は大いに言論批判に健筆をふるった︒俳人エッ

家業に専念することになった︒

川喜一郎氏を招膀して主筆とし︑塚原氏は退いて同社願問になって

刊に変更︑河原田町に社をうつしたが︑その年早大英文科を出た中

﹁新佐渡﹂の当時の綴込を探してみると︑﹁第一回文芸雑談会﹂

ほど︑断筒零塁にも文章にこったものは珍らしい︒

の記事がある︒大正六年四月四日︑塚原徹︑金子不泣︑中川喜一郎

旬刊﹁新佐渡﹂は︑塚原氏の友人早稲田系の寄稿で充実し︑当時
茅原華山は東京の雑誌に︑﹁新佐渡﹂を紹介して︑日本の地方雑誌

三氏の発起で︑河原田山六旅館には渡辺湖畔︑中山烏賊︑川上操一

る︒﹁純芸術は勿論︑哲学︑宗教等広い意味での思想方面に眼を向

北脇満三︑本間五丈原︑本郷保雄等当時佐渡のインテリが集ってい

の秀逸と激賞した︒

北玲吉︑青野季吉氏をはじめ︑杉森孝次即︑北沢新次郎︑猪俣津

長く続いて佐渡の文芸復興期を形成した︒塚原氏は竹田︑常信等の

けている人の御来会を歓迎します﹂というのであった︒この催しは

南雄︑浜田米蔵等塚原氏の友人先輩の寄稿で︑特に想い出すのは︑

猪俣津南雄氏との交友である︒塚原氏が帰郷して佐渡新聞へ入った

た︒

画や︑沢庵和尚の画を持ち出して南画と洋画の比較論をやったりし

年︑猪俣氏は早大政治経済科を卒え︑独逸に留学のため︑両津の
天主教会牧師ミグダレック師について語学を勉強のため来島した︒

家業についてからは︑町の青年との友交が始まり︑推されて青年

もじっとして家業に専念出来なかったらしい︒

合にも塚原氏が仲間入りをしているのを見ると︑小木へ引き込んで

起者で︑﹁佐渡史談会﹂という会が創設された︒この古老たちの会

同じ大正六年五月には︑岩木秤陵︑中山独青︑山本静古三氏が発

彼はアメリカ留学中︑前の社会党委員長鈴木茂三郎を社会主義者に
し︑帰朝して死ぬ迄︑山川均と共に労農派の巨頭として理論的指導
者だったが︑塚原氏とは中学三年以来の莫逆の友であった︒

塚原氏が︑よしみ夫人と結婚したのは大正十年︑氏三十三歳の八
月だが︑九月には︑七カ年の米国留学を終えて帰朝する猪俣氏を︑

ル夫人と共にその後二回もやって来て︑塚原家に一ヵ月も滞在し

わざわざ横浜埠頭に出迎えている︒猪俣氏もまた︑ロシヤ生れの︒ヘ

にこれが調整に努め︑この時の交友関係があとの町政へ出てゆく土

会長に就任した︒当時小木町は町部と村部の政争激しく︑氏は熱心

中を推されて町長に就任した︒小木芸者できこえた遊女供給地から

和四年十一月︑前年父与右ヱ門氏六十九歳で亡くなられ︑家事多忙

台を築き︑大正十五年︑三十八歳で町会議員となり︑引きつ■き昭

俳人︑文人︑画人︑名士で佐渡への来遊者には︑話好きで︑物識

俳句の恩師を歓待している︒

た︒昭和二年の秋︑河東碧梧桐も再来遊し︑塚原氏はさざえ狩りで

りで︑人馴っこい︑村夫子塚原徹氏の人間像は深い印象を与えてい

の設置︑城山公園の造園︑外の澗桟橋の竣工等大いに業蹟を残した︒

産業の町へと旅や竹細工の販路拡張︑岬道路開設︑防波堤︑航路標識

さて︑﹁新佐渡﹂の旬刊誌は︑大正五年十一月︑第二十一号で日

るようだ︒

−，7−

佐渡の代表的景勝として後代に遺そうと張り込んでいた︒紅葉山人

城山公園は︑本郷高徳︑田村剛といった当代造園の泰斗を招いて

のできるものは︑よほど偉いところのあった人間でなければならな

人間像を残しつ型けるということは滅多にあるものではない︒それ

︵一九五九年九月三十日︶

い︒塚原徹君はそういう稀れな人間の一人であった︒﹂

甲

句碑も建設委員長で︑知己の文人︑名士に協力を乞い︑色紙︑半折
の設計で︑あかぬけしたいいものだった︒苛烈な戦争があれをこわし

等五百点の抽籔はん布会をやったりした︒城山の紅葉亭は本郷博士

に︑城山公園の美的創作をやらせたかった︒氏はゥルシを植えて︑

ロ叩

一一佐渡・畑野一

てしまったのは惜しいことである︒日本庭園の美しさを理解する氏

服

呉藥

だいきん

紅葉の美と︑殖産を兼ねる考えだといっていた︒

殖産といえば︑氏に﹁梅伐らぬ馬鹿の梅の木花まばら﹂の名句が
あるが︑梅林をもっていて︑梅干の瓶詰をこしらえた︒・へ１．︿Ｉの

のデザインも亦常山苦心のもの︑塚原氏生前自慢のものであった︒

意匠は親戚の四代常山三浦舜太郎氏で︑ヤマョ醤油︑ヤマョソース
昭和二十二年四月︑初の町長公選に当選︑家業を顧みず六・三制
対策︑素浜線開設︑直江津航路等高血圧を意とせず︑町政上の懸案
解決に没頭した︒

偶冬同年九月三十日佐渡支庁へ出張︑その帰途親戚の三浦常山
しまぬ者はない︒

宅を訪れ︑玄関先で脳溢血に蝿れた︒五十九歳であった︒急逝を惜
昭和二十五年七月︑酒井千軍．︑児玉竜太郎等の友人によって︑﹁
天南星句集﹂が刊行された︒酒井千尋氏が詳細綿密の年譜を添え︑

序文は青野季吉氏が書いている︒友情に充ちた文章で︑小序よく塚

ぶ︒

原氏の全貌をとらえている︒いまその冒頭の一節を借りて本稿を結
．人の人間が死後ながく︑血縁以外のものの思慕の中に︑その

一

…
ー

一

、
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ことほど左様に当時︑小山内さんの佐渡行きは異様にも思えたし

一文から得た新知識のようなことを口走っていた︒

行っているかね？﹂と甚だしく不思議だといつった表情で︑筆者の

伊藤紅二

小山内薫Ｅ佐渡再説

この間︑菊五郎︑吉右衛門︑二劇団と猪之助一座の若手連中に︑
守田勘弥があたまになって︑極めて野心的なし︒ハートリーに満都の

一体側しに行ったのであるか︑又大体︑何時頃の事であろうかとい

人気をさらっていたが︑その中で小山内薫先生の名作﹁息子﹂を久
保田万太郎氏が演出で︑この間︑だしたばかりのものを出している

中などにとっては必ずわく筈である︒その筆者の﹃小山内薫と佐渡﹂

う疑問は︑式場さんならずとも︑殊には芝居の関係︑特に新劇の連

というのは小山内先生を今だに忘れかねる自分にとって︑せめて

のは何か意味があるような気がしてならなかった︒

も遺作の上演が今となっては追憶の唯一のよすがになるところか

八月九日は大正十五年のことで真夏のあついさかりが想像さ

の一節はこうである︒

潟もさぞかし先生にはこたえたことであろうし︑それだけに印象深

れる︒上野出発も夜行の車中も︑そして叉てりつくような砂山の新

ら︑かくはくさぐさの因縁や意味つけをするわけも手伝っている︒

ところで︑たまたま中日をえらんで座頭格の勘弥後援会が総見と

宰の演劇雑誌に寄稿した頃のものにちがいない︒しかしその人的の

大正十五年といえば八田氏がまだ大学在学中と思えるが︑先生主

かったにちがいない︒

いうことで旅行先きから筆者もかけつけたところ︑本間林三氏も一

足先きにそれこそ息子さんと一緒に来ていたし︑後援会の会長式場
すこならいむすめの美杏子さん以下病院の清野婦長さんやとりまぜ

隆三郎氏も例の山下清を伴ってｌいや同伴は珍らしくも奥様にむ
無慮十何名︑御念に入っておふくろさん迄︑もっぱら視覚一天張り
式場氏は筆者の顔を見るなり︑﹁君の小山内さんの文章を読んだ

頓着なく︑月の照らす限りはところかまわずうたい狂じ︑踊りたわ

蔭︑ここの原っぱ︑いやいやこんな場所のせんさくなどには殆んど

一句によれば︑佐渡は盆踊りのま最中︑それこそあそこの松の木

つながりよりも︑短冊の十七文字が無性に興をひくのである︒

よ﹂とやにわに話しかけられ︑まだ掲載誌も︑何も承ていない自分

むれている︒満天満地これ﹁おけさ﹂一色という全島の歌絵巻を

でＩ実母さんは全くの金つんぼであるｌ来て御座った︒

がどぎまぎするのにおかまいなく﹁そうかね︑小山内さんは佐渡へ

ノ

一
一

子様もそれになぞらえておられた︒但しお子様はお一人のような気

ところの開襟シャツ風のまことに一三−ファッションのもので︑お

ほ上笑ましくなった︒本間氏の話では夏服というよりは︑今でいう

よくぞ詠じたり︑吟じたり︑僅か二句のたたみかけによって﹁おけ

がするとここでは本間氏と奥様と別な供述であるのも面白い︒Ｉ

﹁松の下︑月の下なり﹂と詠歎したものではないかと思われる︒

のたしかさにうたれるものがあるではないか︒さすがは小山内先生

さ﹂のるつぼと化した島のその風景を点出している︒ことに十七字

きりと︑即座に教えられたのは印象深かった︒

佐渡から帰ってからの一句に次のようなのがあるなども奥様ははっ

整わぬ筆ながら︑私はこの小山内先生の佐渡感懐を非常に面白く

である︒云々１．

これも︑本間林三氏の話であるが︑佐渡へ来られたのは第三回佐

つばくろや欄干古き佐渡の宿

ところが︑旧臘おしつまった二十五日に︑小山内先生の胸像除幕

みているのであるが︑世間では余り知られていない︒

式が行われた︒劇界の特に︑小山内先生にゆかりのあった方々が数

ものであったから︑講師宿舎はたしか山六であったようだとのこと

渡夏季大学の講師として︑当時の佐渡中学校を会場にして開かれた

主で趣味︑娯楽が従の催しで哲学科には北玲吉氏なども加っていた

凡てがなつかしい思い出ばかりである︒その夏季大学は文化教養が

は少なかったが︑何れも昔なつかしい面ざしで招かれて来たが︑式
た数人が感慨にみちた小山内懐古を一くさり︑その間︑始終うつむ

後︑松竹社長の城戸さんの代理に高村専務や川口松太郎氏等主だっ
き加減に弁士の話しを一言ものがすまいときいていられたのが︑未

講座以外に︑夜分︑江戸屋旅館で二十数名が集って特別の座談会を

とのこと︑ところで小山内先生だけは矢張り絶対の人気があって

る気持ちのよい座談会が持たれたとのことである︒これなども佐渡

催し︑当時︑新佐渡にいた後藤奥衛君が司会で︑稀にみる意義のあ

亡人の千代子夫人︑筆者はあとで︑ひそかに未亡人にプライ等へｌ卜
かせてもらったものである︒

いう気ばつたものであったが︑これに対して︑おつれの御子息様が

叉︑話しは逆になるが夏季大学の演題は︑﹁新古演劇論序説﹂と

の演劇文化の創生記に特筆出来る話しのような気もするのである︒

に会って︑主として佐渡行きの頃の思出話︑そのいきさつなどをき
未亡人はまるで昨日かおと上いのことのようにとてもハッキリ記
ごまと問い返えされるのには些かたじたじであった︒

憶しておられて︑しかも御自身非常になつかし気に逆に筆者にこま

か何とか小学校五︑六年くらいの子供にしてはひどくませた物のい

よ方で批評がましいい上つぶりだったことをおぼえていると本間林

皮肉った物のい上方で﹁おやじ序論の序説でごまかしたナー﹂と

三氏の追憶談であった︒︵この後に一○○字あり︶

何でも小山内先生は︑この佐渡行きを非常によろこんでおられて
であったが︑結局二人のお子様まで同伴されることになって︑新調

数日前からはしゃぎ出して︑まるで子供の遠足か何かのような塩梅

の夏服も清々しく出かけられたものだったとのこと︑Ｉこのこと
は筆者が︑佐渡の地で本間林三氏からきいた話とほ堂一致するので

一

ー
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佐渡の海獣

山本成之助

普通に﹃アザラシ﹄と称え︑北国では俗に﹃トッカリ﹄という︒体

巳甸処

母や＃

数年前︑慶大史学科の西岡秀雄教授から︑佐渡へ渡来した海獣の

じて践と化す︒北海道︵三陸地方に稀に︶には住を見られる︒

長は一・五メートル位︒形はオットセイに似て︑前後肢は椛状に変

▽﹁年代記﹂安永六年の記事︒

︑︑

とされるもの呉由であった︒当時忙しさにまぎれてそのま皇になっ

﹃二月二十七日︑赤泊漁師又助といふ者︑海豹といふものをとりて

この海豹も馬琴のいう海豹もともに前記の﹃アザラシ﹄に該当する

℃︑

ものと想像される︒

︑︑

出す﹄

文化八年に江戸の滝沢馬琴著すところの﹁烹雑之記﹂上巻﹃多湊

二︑海鱸

◎アシカ︵葦鹿・海鱸︶国口目①８凰開ｇ冨冒の９島︵アシカ科︶

状となる︒一夫多妻性が強く︑好んで島の岩上を根拠として魚類を

牡は大きく体長三メートル︑牝は小さく二メートル位︒四肢は擢

捕食する︒一年中同一個所に定住し︑夜間は陸の岩上に眠るが︑常

◎トド同匡日①８豆別旨ｇ言い陣罫ｇ閏

に見張り番があって警戒している︒これの別種とされるものに

とあるので︑その出典とも考えられる﹁佐渡年代記﹂等から次のよ

◎フイリァザラシ︵水豹︶勺冒８三８昼山縣胃３角︵アザラシ科︶

一︑海豹

うな記載が見出された︒

シカ︒北海の俗トドという︶﹄

︑Ｅ

﹃海獺︵ウミウソ︶・海豹︵カイヒョウ︒稀にあり︶・葦鹿︵ァ

資料は相川の地役人︑石井夏海が提供したもの︶の中に

︵サ︿卜︒佐渡の古名という︶ぶり﹄という佐渡関係の記事︵その

方面の二︑三の知見をこＬに記してみたい・

ていたが︑最近佐渡の生物の記録を調べる機会があったので︑その

の周期をもって暑くなったり寒くなったりした﹄という学説の傍証

.,盤,．

記録についてお訊ねがあり︑その必要されるわけは﹃世界は七百年

︽一一一︾

蓋…踊猿…
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ノ︑寝てばかりいる者を指して俗に﹃トドのようだ﹄と害えにされ

府の北端にはこれが定住した﹁トド烏﹂があり︑また佐渡では・コロ

がある︒これは北部日本・シーヘリャ沿岸に分布するが︑佐波の外海

う︶﹄であるとしている︒

断して︑それはオットセイではなくて﹃海獺︵ラッコのことであろ

それはラッコであったことが判る︒川路氏はその海献の州式から判

セイ﹄となっているが︑時の木行川路聖謨の詳細な記述によれば︑

﹃︵相川︶海士町の七郎右エ門の忰︵セガレ︶杢次郎と云ふ者︑

▽﹁年代記﹂天保十二年の記事︒

︑︑︑

ている︒これの毛皮はラッコやオットセイのように良質ではない︒
▽﹁年代記﹂寛政四年の記事︒

名を知る者なし﹄

西浜︵二見村海岸︶通りにて見馴れざる海鰍を拾ひたる胃を訴ふ

︑︑︑︑︑Ｕ︑︑

﹃胡濱︵トド︶の皮を江戸表︵幕府︶にて御入用の旨︑本多弾正

るように命じた︶に付き︑︵相川奉行所より︶役人一人︑同心︵

大弼殿より︵佐渡奉行の︶室賀図書へ仰せ聞かせられ朕︵献上す

▽左の海獣に関する川路聖謨﹁島根のすさ象﹂の記事︒

︑︑

も︑︑Ｅ

下級の役人︶一人︵を︶外海府の願村︵前記のトド烏のある村︶

エモンノジ劃ウ︶聖謨︵トシァキラ︶が︑天保十一年七月より翌十

この書物は︑幕末佐渡の名奉行として聞こえた︑川路左術門肘︵サ

︑︑

親に書き送った日記である︒

二年五月までの︑約一カ年にわたる佐渡在胎中の見聞を︑江戸の母

へ遣わし︑大小の胡摘四つを打ち留む︒出だす内二つは用立ちか
︑︑

ぬる︵役に立たぬ︶に付き引き残し︑皮二枚を江戸表へ出す﹄
ので︑佐渡奉行にそれを差し出すよう命じた︒奉行はその部下に命じ

﹃天保十二年正月十五川・

右によれば︑江戸幕府でトドの毛皮はどんなものか見たいという
て願村で︑その四頭を鉄砲で打たせた︒しかしその内の二頭の毛皮

岡三日己前なり︒漁師共催しき加湫を打ち殺し得恢て而文に売り

Ｅ︑

は役に立たないので︑残りの二頭の毛皮を江戸へ送ったのである︒

たるを︑医師の見て一分二米に頁ひたり︒足は東北加に居るオッ

あるが︑あまり当てにはなりませんとて︑江戸の母親・妻・長男に

この海湫が州えられる時に﹃オット来なせえ﹄と鳴いたという噂が

覚束なき事どもなり︒云々︒辺鄙異国近きこと思ふくぎ事なり﹄

︑︑︑︑︑

師共﹁オットキナセ﹂と申すかけ声聞こえ候由の風聞もあれど︑

きに︑はや塩波にせし山︑燗しき事なり︒右の時大騒ぎにて︑漁

︑︑Ｕ

その毛皮はラッコやオヅトセイほど良質ではないと判ったとみえ

トセィといふものの由︒生け捕りにいたし候は堂致し方もあるべ

︑Ｅ

て︑その後幕府からは佐渡奉行に対して︑トドの毛皮を﹃仰せ聞か
せられ﹄た記事は見えない・

三︑臘虎
◎ラッコ阿画ご号蔚旨目印Ｐ冒凰︶︵イタチ科︶
ある︒前肢は兎などのようであるが︑後肢鰭状となって践がある︒

えられるところからみても︑佐渡ヶ烏がいかに北辺の地でオロシア

書き送った川路奉行のユーモアや︑このような﹃怪しき海獣﹄が捕

体長の大きいものは一・五メートル︵尼は三○センチ︶のものも
歯式は︹副爵諜・汁蹄澤・到凪茜浪︸・田酷さⅡ局︺︒左に記す天保

︑︑︑︑

十二年に二兄村海岸で捕えた﹁海獣﹂は︑当時の記載には﹃オット

。
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﹃同︑正月二十日︒
︑︑︑︑
Ｂｂ︑砥

ｂ

佐渡の沿岸へ流れ寄って捕えられる鯨を﹃寄り鯨﹄と称するが︑

それに関する記録は昭和三十三年九月二十七日︑十月四日の﹁佐渡

民報﹂紙上に詳述して猫いたので︑こＬにはその要旨のみを記する

ことにする︒︒

︵一︶旧幕時代は沿岸漁民が﹃寄り鯨﹄を得た時は︑之を奉行へ届

その売上金に対して課税していた︒

出る義務があり︑奉行はその地点へ吏僚を出張させて之を確認し

︵二︶鯨が流れ寄った村は︑佐渡ヶ島沿岸各地にわたっているが︑

℃Ｅ︑︑

﹁本草綱目啓蒙﹂を見るに︑オットセイは朏胴獣にて︑和にて右

といふものオット獣に似たるものなり︒た堂獺は上下の歯一並び

度が大であった︒

特に大佐渡の北部海岸︵二見・相川より外海府に至る︶にその頻

ⅡＥ

なり︑オット獣は上歯二並びなりとあり︒此度の大サニ尺より余

は確認し得ない︒

一丈と記したもの−頭あり︶の間で︑之等からだけでは鯨の種類

はオットセイと云ふなれど︑海獺と歯並びの相違あるを知らざる
か︑書物のかた誤るか︑誰にも間ふくきものなし︒

た年は次の通り︒

︵四︶﹁佐渡年代記﹂﹁佐渡風土記﹂の中の﹃寄り鯨﹄の記録され

安永四年︒天明七年︒寛政二年︒文化十年︒文政七年︑同九年︒

明和元年︑同二年︑同五年︒

正保三年︒寛文十二年︒延宝七年︒元禄四年︒寛延三年︒

寛永十二年︑同十七年︑同十九年︑同二十年︒

今日オット獣の肉を買ひて︑家来︵ケライ︒江戸より随行してき
る︑漢法の病名︶の故あり﹄

天保二年︑同九年︑同十一年︑同十四年︑同十五年︒弘化二年︑

嘉永元年︑同二年︒

同四年︒

四︑鯨

十日後の閏正月十二日に死亡したのであった︒

に買って食べさせたのである︒しかしその心尽しも空しく庄助は二

オットセイは強精剤とされているので︑結核にか入っている部下

︑︑

た部下︶の庄助に遣わし候︒是は同人が虚労︵現今の肺結核に当

﹃同︑正月二十二日︒

﹄であると断定している︒

﹁歯並び﹂より判断するに︑この獣はオットセイではなくて﹃海獺

この川路奉行の自然科学的素養もまた並女のものではない︒その

我は用無しとて下け適し候﹄

︵三︶鯨の大きさを記してあるものを見ると︑大凡四丈より六丈︶

程大にして︑また歯一並びなり︒海獺なるべし︒松前へ行きし医

︑︑Ⅱ︑

の如くいふは鵬︵ホゾ︶を加へいふなり︒さてまた海のかはうそ

兎などに近し︒足は魚の尾に爪を附けたるが如きものなり︒

げありて手足尾あり︒かわうその毛色にて顔また相似たり︒手は

︑

今日オット獣を差し出す︒腹たち割って塩つめてあり︒耳小にひ

国に近いことが判ると感心している姿が︑文中に躍如としている︒

P
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船山さんのことども

あたえてくれた︒房をとしたオールバックの

頭髪と︑丸い顔に眼鏡をかけた氏の風貌が︑

あざやかに印象にのこっている︒しずかでひ

い方︑編集の仕方などの急所を︑愛情をこめ

くい言葉づかいで︑取材の留意点︑記事の扱

て教えていただいた︒船山さんは︑決して︑

うだった︒

校長をなやませ︑かつ適当にたのしませたよ

た︒校内に青共の細胞活動もおこって︑加治

のばしはじめたのが︑外見に目だっ変化だっ

ない新しいものがあらわれてきた︒髪の毛を

識や行動にも︑従来の形式・伝統にとらわれ

リカ式教育の流入とが交錯して︑かれらの意

合おうとのつよい欲求をもち︑それに︑アメ

師をしていた︒生徒たちは戦後の解放感を味

終戦後間もないころ︑私は︑佐渡高校で教

った︒その指導者のなかで︑われわれのため

直接指導や批判を求めたり︑なかなか熱心だ

学校新聞をとりよせて検討したり︑新聞人の

る熱意にもえていた︒日本各地から代表的な

して︑なんとかよい学校新聞をつくろうとす

りきっていた︒新聞のできばえはとにかくと

出しても気の毒なくらいだ︒しかし部員はは

たいへんな労苦をはらったわけで︑いま思い

り・印刷・配布と︑新聞部員は︑心身両面に

ついてはしろうとばかり︑取材・編集原紙切

版刷りでだしたように思う︒何しろ︑新聞に

一式を購入して︑月一回ないし二回ずつガリ

を惑じたものだ︒船山さんの人となりや︑日

ました︒しかし何かしらふくよかな香高いも

で︑地味な人であったように︑私には思われ

発というタイプでなく︑つつましくひかえ目

さんも︑ジャーナリストにありがちな談論風

氏と何かを深く語りあった記憶はない・船山

っても．私自身もともと無口で話下手のため

り︑ふとぐハスに同乗していたりすることがあ

期間にすぎない︒︑ハスの停留所で出くわした

通じてのつながりから︑きわめて一面的で短

船山さんと私との関係は︑この佐高新聞を

中村辛一

とさらに調子をあわせたりする人ではなく︑

お世辞をいったり︑ひとの気持を付度してこ

生徒会における新聞部の設置もそのひとつ

いちばん親身になって面倒をみてくれたの

自分の意見を言葉すぐなに淡なと語っていた

だった︒卒業後佐渡新報に入社した今河君や

が︑船山さんだったのだ︒

新聞創刊当初から︑氏は︑親切に助言指導を

船山さんは︑当時︑佐渡新報にいた︒佐高

く︑ともに酒をくゑかわしたこともないので

常生活をくわしく聞いたことも見たこともな

いものがあった︒

が︑そのなかに︑その人柄からくるあたたか

日大の法学部新聞学科に入学した野崎君ら
私が︑柄にもなく︑そして不本意ながら︑

が︑その創設者だったとおぼえている︒

新聞部顧問をおしつけられた︒謄写用の器具

一

は︑佐渡また日本の近代化とともに︑近代の

の場合︑いわゆる三号雑誌に終るか︑すくな

めて考え直した︒同人雑誌的刊行物は︑多く

になるのが普通である︒しかし﹁近代﹂の場

くとも︑細集責任者がいなくなると自然廃刊

超克をも志向していた人だったように思う︒

この臆測は﹁近代﹂の一号二号にのせられた

い︒

細かな印象記を書くことは︑私にはできな
私が佐渡を去って間もなく︑佐渡庶民史料
ではないような気がずる・

諸氏の論稿からうかがって︑必ずしも間違い

﹁近代﹂第二号が発刊されてのち︑第三号

い評価をささげたい︒もちろん︑﹁近代﹂の

ところに︑私は︑船山さんの人柄と遺業に高

合は︑船山さんの死後もなお続刊されている

たことがあった︒そのとき雑誌﹁近代﹂の発

調査のため渡島し︑真野新町の旅館に一泊し

がなかなかでないので︑ときどき気がかりに

近代﹂創刊の同人︑その後の若い編集員の働

画実施の中心人物が船山さんであることも川

きを看過できないわけだが︑それでもなお︑

行規約書みたようなものをもらった︒この計

誌綿集にはなかなかするどい感覚の持主だっ

たのには︑船山さんの︑あたたかく︑人にし

それだけの同人を集め︑後継者をつくりだし

続刊を︑船山さんのえらさだけに結びつけて

た︒﹂と船山さんについて諮られた言葉が︑

たわれる人柄が大きな媒介をなしていること

なった︒たまたま橘法老先生にお会いしたと

近代﹂という雑誌名そのものが︑私には新鮮

いまも耳底にのこっている︒そうだったか︑

いた︒その翌年だったか︑川米あがった﹁近

にひびいて魅力的だった︒ややもすれば︑い

それでは﹁近代﹂は二号でおしまいになるの

は否定できないようだ︒こうして船山さんの

われたことになるだろう︒船山さん以外の﹁

ささか軽薄な感じをもたせる﹁近代﹂という

死後も﹁近代﹂はつづけられ︑またかれは︑

考えるのは︑あまりに英雄史観的思考にとら

名称が︑すこしの嫌味もなく素直にうけとれ

しむとともに︑﹁近代﹂の廃刊が残念だった︒

だろう︑と私は考えて︑船山さんの他界を惜

多くの人から︑とくに私のような関係の薄か

き︑話しが雑誌﹁近代﹂におよび︑編集者

たのは︑私が︑この雑誌を船山さんと結びつ

ところが︑昨年正月ころだったが︑佐渡か

ったものからまで︑追慕されている︒

代﹂第一号を拝見し︑佐渡でこれだけ立派な

けて考えていたためかも知れない︒どなたの

ら出てきた正司君が︑﹁近代﹂三号がでたこ

船山さんの計報を知らされた︒私はおどろき

着恕でこの雑誌名が採川されたかわからない

とを教えた︒船山さんがいなくなっても刊行

近代的頭悩の卒去を惜しんだ︒橘先生が﹁雑

が︑船山さんとぴったり結びつく一一ユァンス

かれの辿業﹁近代﹂をそだてあげることだろ

どろかされた︒装釘はスマートだったし︑﹁

をもった名称だと思った︒じつに船山さん

されのかと︑半信半疑であった私に︑佐渡へ

山さんのねがいであ︑ったとすれば︑﹁近代﹂

う︒そして近代化と更には近代の克服とが船

雑誌ができるのは大したものだ︑と︑まずお

は︑近代的教養人であり︑近代的感弛の持主

てくれた︒

帰った正司君は︑早速︑第三号の現物を送っ

誌上に︑ただ頭のなかで考えた抽象前をのせ

船山さんを慕い︑その霊をなぐさめる道は

で︑近代的苦悩をもちつづけ︑佐渡の近代化

私は︑船山さんのえらさと人柄とをあらた

を熱望していた人だった︑と私には思われた

さらに私の脆測をつけ加えれば︑船山さん
●
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決に関連するものなどもとりあげるべきであ

るだけでなく︑佐渡全島民と密着した問題解

いるようだ︒︵新潟大学高田分校教授︶

鏡の船山氏の映像は︑そうわれわれに教えて

ずかに淡々と地道な歩みのなかで︒ｌ近眼

しかし︑あせらず興雷せず殺気立たず︑し

る︒あのつるりとした味党がたまらない︒

かめの根っこについているメカブが珍品であ

の感蝕は︑またかくくつだ︒そしてまた︑わ

舌の上でとろりととける一番刈りの新わかめ

る︒家族がゑんなイソナの糸そしるの暖の香

日をえらんでは︑ときどきイソナをつゑに州

ミルクのあきかんに入れて︑送ってやること

て洲のみの知人であるが︑塩をしたモゾクを

いなので︑まちがいなくよろこばれる︒

がある︒ばんしゃくのさかなには︑もってこ

酒のさかなで︑ちょっと変った風流なとこ

味をたのしませてくれるものに︑ギン︑ハソウ

ろでは︑海からとってきたばかりの︑なまの

を好むからだ︒イソナのほかに︑春の磯の風
や︑スガナがある︒イソナほど商いかおりは

うにを︑ふたつに割って︑そのままきいろい実

近よってぷると︑近くの岩かげの磯ばたで
はぎを︑青い海にひたらせながら︑さかんに

ピチッ︑ピチッと口の中でつぶしながら食べ

持ってないが︑すのものにしたギンバソウを

が食膳をにぎわす時期がくる︒二番刈り︑三

これは︑佐渡の海府のＨ校長からきいた料

うまい・

まで︑既に塩かげんもきいており︑なかなか

を︑つつきながら一杯やることだ︒自然のま

イソナをつんでいた︒少女はときどき心配

るのも︑味なものである︒

ら輝やいている︒目にしゑるような美しさ

番刈りのわかめと異なり︑あのやわらかい︑

まだ︑ちょっと早いが︑まもなく新わかめ

だ︒

海は春のやわらかい光を反射して︑きらき

えりしている︒たぶん子守りなのだろう︒

そうに男の子と女の子をふりかえり︑ふりか

長いおさげが承の少女がひとり︑白いふくら

出た︒男の子と女の子が︑よちよち歩きなが

わたしは︑よく東京の知人︑それも主とし

だ︒

のモゾクにくらべたら味もうんと落ちるよう

で︑都会の料亭などでも︑味わえるが︑なま

に︑モグサがある︒これは︑塊づけがきくの

メヵブについで︑つるりとねばる春の海鞭

たえられた稀小価値の高い味覚の王様だ︒

とうてい味わえぬ︑磯ぱたに住む人にの象あ

メカプは都会育ちや︑山国育ちの人には︑

ろう︒ときとしては︑解説・啓蒙の文章表現

夫

だけでなく︑体当りの実践新さえ出なければ
ならないかも知れない︒

磯の香
一

わたしの女房も︑波の柿かな︑洲のⅦいた

口

ら︑なぎさで貝がらをひろっていた︒

ある日曜日の朝︑わたしは︑ふらりと浜へ

浜

1
毎
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理法だ︒ふと︑わたしはそのことを思い出し

季節のせいか︑きいろい実が少なく︑おた

中国詩人選集﹂が既刊されたものを全部揃え

わたしの晩しゃくの夢は︑はかなく破れた

以て熱心に読んでいるのを知り︑更に私の浅

いたが︑二十才前後の若い人が相当の関心を

﹁漢詩ブーム﹂と騒がれていることは知って

ているのを見て︑梢を意外の感に打たれた︒

もう一つの馬のくそガゼを︑わたしは︑そっ

学の﹁唐詩選﹂程度である漢詩についての知

た︒

まじゃくしの卵に似た食えない部分が多かっ

よぶ︑馬ふんに似たやつが︑二つの岩の根っ

あった︑あった︒佐渡では︑馬のくそガゼと

とそのまま海の中へ沈めて︑口笛をふきなが

のひいた岩の狭間のあちこちを探してゑた︒

イソナをつむ少女のそばの岩にとびのり︑潮

こに︑静かにしが承ついていた︒

識より︑更に新しい感覚で﹁珠玉の如く不滅

に一時的な﹁ブーム﹂であるには余りに難し

の勉強ぶりに驚き且つ教えられた︒これが単

な境地を語るに至って︑全く近頃の若い人達

の依久な中国の詩の世界﹂に詩経国風の朴衲

ら家へ帰った︒

さっそくとって︑一つを芯で割って染た︒

漢詩についての随想

い古典への復販である︒最近の﹁漢詩ブーム﹂

と称せられるものは︑保守的な人達にも一

応喜ばれる傾向であるし︑又最も新しい意味

すま上になっている現状である︒随って洩詩

ど一顧の価も認めないのか︑あたら紙魚の荒

残っている︒近頃の若い人は︑こんな古本な

故か︑漢籍や和本など旧家にはかなり豊かに

ではない︒然し昔は栄えた和船の港であった

私の住んでいる部落は余り読書の盛んな処

位である︒ところが先日ある文学青年の書斎

して恥じにもならぬ軽い話題で納まってゆく

ているということになるし︑読めなくても大

葱く程度である︒うまく読めれば中々学問し

の座興に︑屏風の﹁漢詩﹂などが皆の関心を

れとか︑あの字は何んと読むかなどと︑ほん

の浮々した手間つぶしに﹁漢詩﹂をよんでく

のいたくったものであれば︑御馳走の出る前

﹁楓橋夜泊﹂について清談の一刻を過ごし

を見ながら︑落葉し果てた楓に蘇州寒山寺の

であった︒私はこの若い人に初冬の明るい庭

共通の話題が出来たことは非常に嬉しいこと

意味するものがたとえ遥かに距っていても︑

人は所謂﹁中国詩﹂の世界であろうが︑その

林道明

での﹁近代人﹂の﹁中国への郷愁﹂とも考え

など︑話題に上がったこともなく︑たまに﹁

られて︑二つの傾向が︑相並んでいるように

おふるまい﹂に列して土蔵から持ち出された

に遊びに行った際︑彼の蔵書の中に岩波の﹁

た︒

思われる︒私の世代は﹁漢詩﹂であり若い友

屏風などが︑難しい漢字のしかも奔放な草書
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した物見遊山の旅でなく︑きびしい戦野とし

岳州長沙の湖南地方を歩いたのは︑のんびり

のを見たら︑どんな感慨に打たれるであろう

いながらも奥深く珍蔵され︑貴重されている

して︑日本の民衆にいとしまれ︑訳はわからな

叉日常卑近の食器皿に至る迄︑風雅なものと

国の詩が︑屏風に︑掛軸に︑襖に︑色紙に︑

国籍不明の文字で﹁無責任に至るところで人

国語を使うものだから︑何処の国の文章やら

に味がなくてひからびて﹂いて︑やたらに外

べ立てて︑無学な人民共をこまらせ︑﹁言葉

るようなもので︑難しい翻訳調か外国語を並

い﹂︒しかも必ず結論は初めからわかってい

私が漢詩に現われて来る江南の地又は速く

ての思い出の地ではあったが︑かって﹁淡詩﹂

か︒私達と彼等の間のイデオロギｉや民族性

風﹂の整峨を要する所以である︒敢えて私は

をそこねる﹂こととなる︒誠に﹁文風﹂﹁学

や学校での退屈な漢文で習った学校時代の

情けない程うすぼんやりした記憶であって

ていようとも︑なつかしい伝統ではないだろ

﹁党風﹂などに及ばず︑新中国のよい一面で

又は政体はいかに大きくへだたり︑又対立し
うか︒確かに此処暫くの間は西欧的なものが

彼等の徳風は学んてもよいと思う︒あらゆる

ある民族性の豊かな︑しかも東洋的香り高い

も︑非常になつかしい曾遊の地であるような
い出の士地でもあった︒私が次々﹁唐詩選﹂

教養も生活も彼等の強烈な影響下に︑押さえ

最も近代的であると考えられて来た︒私達の

又遠い異国とも思われぬ︑血の通った温い思
に現われて来る揚州の思い出︑抗州西湖の風

社会面において弊風甚だしい現状を考えれば
ど西欧的なものへの一辺倒であり︑中国三風

日本の近代文学と称せられるものが︑殆ん

中国古典の唐詩選も私達には血肉の通う親

られ又現在も更にその感は深い・

光︑岳陽楼から眺めた悠大な洞庭湖︑瀧口︑
江︵揚子江︶の流れなどを︑戦塵にまみれなが

しいものであるが︑詩の意味するものが日本

武昌を眼下に見下す黄鵺楼や︑又遙かなる長
らべっ見した印象を物語った時︑期せずして

雅頓で排撃するところの﹁洋八股﹂のこけお

的なものとされている俳句や和歌の如く︑単

会的な制限も附せられないで︑お互いに仲良

和なへだてのない隣国として︑何等政治や社

のは誠に何時のＨであろうか︒私達庶民が平

われり﹂としていること︑即ち二言目には﹁

うお偉方の﹁きまり文句を並べたてて能事お

歩的陣営の学者就中︑講師グループなどとい

が少ない所謂総合雑誌の論文を見ても︑進

き方でなくて︑寧ろ非常に現実的な気がする

き伝説故事来歴でヌク﹂をつけるという行

てみると︑和歌の枕言葉や名所旧蹟などの如

現われ来るその土地︑その風土を思い浮かべ

なる花鳥風月の風流逸事の糸ではない︒詩に

きであろう︒

抱いた嘆声は﹁何時の日か中国の風物に接し

い西洋言葉の羅列をもって得意としている弊

どしのやっつけ主義できまり文句の︑魂のな

彼等の厳しい自己批判は謙虚に学び摂取すべ

一介の旅人として︑気易く中国を往来し得る

得られることであろう﹂という思いであった︒

くつき合って行ける日が︑近い内に実現され

反動陣営﹂とか﹁牽固なる団結を以て﹂と

若し心ある中国の文人が︑孤島の佐渡僻遠

人をおどかし﹂﹁空文を羅列して内容がな

か︑空虚な抽象的語調を以て﹁虚勢をはって

事と共に社会性にとみ︑しかも民衆の悲しゑ

例えば李白の﹁子夜呉歌﹂などを読むと︑叙

るであろうか︒

の一隅にさえも︑彼等の限りなく敬愛する中

玩 , 一

108−

秋風と共に尽きぬ想いを沁々と私達の胸に通

がよく表現され︑遠征の夫を思う妻の情愛か

すてこれをすて基背のうを軽るくしたが︑遂

砂塵をまく行乖の途中へたばっては︑あれを

河南省から湖南への京漢作戦で毎日のように

れた文庫本でどのくらい慰められたものか︒

に思っていたが︑その後の情勢をふり返って

国語を今史勉強しろとは妙なことをいうと変

であるから当然だと思って聞いていたが︑中

れた︑英語は勿論アメリカの占領下に入るの

ものは一切抜きとして︑文化的な面でのみ考

けるべきではないだろうか︒︵私は政治的な

わせて来る︒私は戦野において特にこの詩が

におけるソ連参戦ｌこれに続く混乱の中か

えている︶日本は極東であると共に極西と呼

やるせなく思い出された︒唐詩選の解説によ

ら最後の崩壊直前の耶隊としての内地への上

ゑると︑中々の卓見だと思われる︒私達には

生活よりも︑留守を守る妾や家族の悲しみを

陸Ｉ終戦

化の位置でもあるという︒極東である日本は

ばれている︒地理的条件ばかりでなく日本文

世界の変転などわかりもしないし︑又そんな

歌ったものが多いようである︒中国は歴史を

都進駐のため武装軍隊の東海道線使用禁止に

いにこれだけは肌身につけて持ち続けた思い

読んでも絶えず戦乱に悩まされている︒この

よる大阪から北陸線ｌ信越線経由の東京潜入

日本の立場を困難にしているというが︑その

古く︑極西である日本は新しい︑その矛盾が

出の本でもある︒長沙から洞庭湖周辺︑桂林

詩における﹁呉歌﹂というのは江南地方を背

ｌ軍隊の崩懐ｌ目まぐるしい敗戦後のあ

生活様式において︑日本の或る恵まれた階級

れば︑初めの﹁長安一片月万戸檮衣声﹂の二

景とする︑民謡をもと歌と︑するので﹁呉﹂に

わた型しさ︒丁度私は直江津から註かに佐渡

は︑殆んど衣食住において﹁極西﹂であり︑

句は入神の句なり︑読者能く玩味すべしとあ

﹁長安﹂が現われて来るのは李白のけたはず

を見ることを得た︒その時もやはりこの二冊

応接間に西欧的な絵をかよげ西洋人︵私達は

心やあこ︑かれを︑もっと身近かな︑隣国へ向

れのあけつぴろげの空想で人を楽しませる軽

の唐詩選は︑軍装の中にしのばせてあった︒

大きな問題は別として︑西欧的なものへの関

妙なユーモアであると小川識樹は解説してい

釜山から門司への貨物船で︑これが最後の内

小さい頃からかく呼んだ︶の作った彫刻を飾

のための要員としての予期せざる版悶︑北鮮

るが︑誠に至当な考え方であって︑従来の解

り︑所謂﹁近代生活﹂を営んでいる︒私達の

作戦へと幾夜も死地を潜り︑やがて本土決戦

説では呉歌は﹁子夜の作りし歌なり﹂では余

地への大豆輸送の便船であるという佗しい小

毎日の生活で見聞するところは甚だ﹁極東

る︒李白に限らず屡々遠征胡虜を平げる︑つ

りに簡単で何のことかわからなかった︒私の

の詩集の象であった︒長剣︑拳銃何れも内地

舟の甲板でや上人間らしい持ち物といえばこ

まり戦争の話が出て来るが︑華々しい戦地の

手元にある唐詩選は昭和十三年の岩波文庫版

での血斗を期していたが︒

八月二十八日マッカーサーの帝

である︒この上下二冊の詩集は大阪の戦友が

終戦後私に或る先輩が︑これからの勉強は

南京附近の鉄道警備を終って︑上海へ去るに

英語と中国語をうんと勉強しろと注なしてく

仰の面においても印度︑中国に源を発した仏

に矛盾なく日本化した共感を覚えている︒信

的﹂で︑中国の書画を賞玩し中国詩人の古詩

この古ぼけて︑中国の士と風でいた象つけら

際して私へ贈ってくれたものであった︒私は

〃
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改善というのもやはり何事によらず﹁極西﹂

像や仏具に親しみを感じている︒農村の生活

く理解され︑﹁杜前﹂を読むことによってシ

をよむことによって﹁トルストイ﹂はよりよ

ある︒門外漢の私には詳しいことはわからぬ

などすべて詩に托して胸中を吐露するようで

に︑自作の洪詩を自己の心境として︑又開悟

手近かな処では佐渡にも沢山の漢詩の大家が

エクスピアや︑ゲーテはよりよく理解される

あった︒新町山本家の﹁謂亭詩稿﹂を読んで

形になることらしい︒先日私も﹁東洋と西

今の日本を︑又私達の身辺を︑ふり返って見

て私達の住む同じ環境でしかも生をこの烏に

も又広田耕府の詩など︑特に郷土の詩人とし

門香語集﹂などを読んでゑると中々面白い︒

る時︑﹁テレビ﹂で疲れた眼で祖父達の親し

が﹁香語﹂﹁祝語﹂とか称されている︒﹁禅

現状をゑるとあらゆる文化面において︑﹁極

んだゴッイ木版の論語を読翠︑ロカビリーや

も︑日柑茶飯の卑近事であればあるほど更に

享け烏独自の生活の中から生まれた何れの詩

だろう﹂その逆も又真である︒中国古典の

西化﹂が更に甚だしいようである︒西欧的な

ジャズ︑歌謡曲でがんｊ︑耳鳴りの頭で洩詩

洋﹂という難しい本を読んでゑたが︑結局日

よい面を学ぶことも結構であるが︑私達の身

を洗んでふるのもたしかに心を沈締させる効

必読の書を挙げると︑﹁論語﹂と﹁杜甫﹂で

辺は庶民のしがない生活である故か︑いやで

あると教えている︒とにかく余りに狂騒な只

も東洋的にならざるを得ない︒私達が国際的

果はある︒た型し詩吟と称するものはジャズ

ているということだけはわかったが︑日本の

であるというのはやたらに西洋乞食になるこ

いるので︑日本で称するところの﹁詩吟﹂は

や歌謡曲と余りかわらぬものだと私は考えて

本は西洋と東洋とのかけ橋になる役割を持っ

とではない︒真に国際性を持つことは︑民族

︑
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行きたいものである︒

けないで︑身近かな処からだんノ︑勉強して

私達の研究もやたらに岐近の流行を追っか

興趣深く教えられる︒

性に根付いた偏向のない生き方でなければな
らぬと思う︒若い人達がこの意味で中国の古

い︒大変勇ましくて︑悲壮ではあるけれど︑
余りいた■けないしろものだと考えている︒

観光地の会津白虎隊にまかせておくとよろし

詩吟よりむしろ﹁おけさ﹂の方が上航で庶民

一覧する機を得たが︑良寛の詩は又︑中国詩

ウ

碑郵ｌＬｒグー己〃ＪＬ１〃■︑Ⅱｆ１４ウＪＬ■〃ｒⅥ

ー
︑

波

典を学ぶことは︑もっともすぐれた意味で﹁
ためには︑東洋の先生である中国や印度の蝦

近代的﹂な行き方であるし︑当然日本を知る

と違って︑唐詩に比べて如何にも日本的な俳

今春佐渡博物館における﹁良覚遺堪展﹂を

的であり情緒も深い・

国の風物を述べる考えであったものが︑﹁東

句のように軽妙で淡々としている．良寛の修

､己

ｰ国〆財一

かな文化的遺産を研究しなければならぬ︒私

洋と西洋﹂にまで論じるに至った︒誠に浅薄

行した禅宗では︑﹁偶﹂と称して事あるたび

は漢詩について思い出を語り︑なごやかな中

﹁中国古典﹂によると︑﹁論語﹂と﹁史記﹂

の感をまぬがれぬ︒中国文学の吉川幸次郎の

〆吋〆■い草P、

一
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はサッパリ気力がない︑部落の政治など見む

きもしない︑俺たちの若い頃は本当に活発に

四十代︑五十代︶にこの傾向があるのではな

やったものだ﹂など︑盛んに批判している︒

部落政治の民主化を

主として部落の支配者︑権力者︵年齢的には

たちは無気力であり︑部落政治への関心︑理

いか？果たしてそうだろうか？今の青年

想をサッパリもっていないのであろうか︑問

ちの選挙を行う︒総会で一応投票の形で避挙

あと祭に総代︑書記︑会計︑その他おもだ

は︑この昔ながらの戸主権の行使にあると思

織の面でも運営の面でも前進がゑられないの

的権利をもつ︒部落政治が旧態依然として組

主︶は家庭内だけでなく部落政治面でも絶対

士に無関心であるはずがない︒その外見上の

決して云えないのではないか︑自分の住む郷

︑青年たちは部落政治に無関心であるとは

であり︑そのように青年たちをしむけたもの

は誰かとまず問いたいのである︒またそこに

無気力︵積極性に欠ける︶は戸地青年の伝統

は青年たちののびる力︑理想をおしまげてい

つけた若い青年たち或いは戦後解放を勝ちと
さまたげ︑若い青年たちは弁論会だとか運動

る︒すべての総会は二戸に一人︑原則として

会︑演芸会あるいは青年学級とかいって︑わ

で︑現実を客観的に把握することなくして今

るなにものか堂ある︒この事実を直視しない

った婦人たちが部落政治へ関心をもつことを

問題はこの点にある︒昔からのしきたりで

ころのたぎ単に青年会内だけの活動にと堂ま

るく云えばレクリエーションを主体としたと

てすべての審議にあたる︒

一歩の前進もなく︑部落政治というものは昔

働きかけるおし広げるといったことが非常に

り︑その運動︑理想をもって外部へ積極的に

薄く弱くなってきているのではないだろう

といえよう︒戦後︑法律上は昔ながらの戸主
の絶対的権利を主体とした家族制度は廃止さ

これをもって部落の人たちは﹁いまの青年

か︒

れた︑だが現実には戸主が世帯主と名前だけ
が変っただけといえる︒

それは部落政治にも反映し︑世排主︵旧戸

現実には戸主の絶対支配はゆるがず︑その上

ると思う︑法律上は民主化されたといっても

にか︑やはりそれは昔ながらの家族制度であ

ではその青年たちの進路をは里むものはな

の青年たちを批判するのは当を得ていない︒

ながらの戸主椎を主体とした権力政治である

世帯主︵世帯主といえば男が多い︶が出席し

それは今の青年たちが無気力なのではない

するので民主的に選出されるように思うが︑

われる︒その結果は新しい時代の教養を身に

題点はこ上にある︒

一人と限定されその一人は世帯主が原則であ

よく考えて象ると︑その選挙する人は一戸に

みうらかづいち

は癖むものはなにか

、

︑
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に立って部落政治が行われている︒

やはり︑青年会︑婦人会︑部落有志者の力に

これはつきつめると︑資本主義制度︑私有

主の絶対支配樅は変らない・

総代書記︑会計は︑二十才以上すべての男

外に三名

総代︑書記︑会計

幹部会︵仮名︶の構成

︹注︺総代︑書記︑会計のこと︒

委員会には︑幹部会委員三名も参加する

部落五名

発電所一名

農青連二名︒

青年会二名
婦人会二名

委員会︵仮名︶の椛成

緊急重要議案のあるときは臨時総会︒

せる︒原則として年二回︒

総会二十才以上のすべての男女を参加さ

簡単にのべてゑたい・

次に︑部落政治機構改革についての私見を

にその財産を支配するものが現実に部落政治
の支配者︑権力者であるということ︑この事

な支配者︶にはなれない︒一家において︑真

実に目を覆うならば何事も解決されず︵家庭

またなければならないのであるが︒

ない︒一戸の世帯主として部落総会に毎度顔

内のことでも︑部落政治のことでも︶物事を

そこには青年︑婦人たちが入りこむすきが
を出している青年が果たして何人いるであろ

戸主の財産の支配ということは︑法律上は

雰観的に正しく︑ハッキリとつかむことは不

なく︑家庭内の発言もれさえつけられている

なくなっているはずであるが︵均分相続︑男

度みとめられているだろうか︑男女の交際︑

のが現状ではないだろうか︒このような家庭

女差別の撤廃︑婦人の地位の向上など︶現実

可能であろう︒

の他娯楽︑映画などで幾分まぎらわすことは

内の不満は︑青年会の活動︵民主的運営︶そ

財産制度の矛盾でありこれをなくさない限り

あるが︶の財産支配は変らない・

反映させることが果たして可能か︑そこで戸

シ︑ノ︒

それでは︑その戸主の絶対支配︵背ながら

では︑部落政治を保守から進歩へと変化さ
せる道はないのだろうか︒

委員会の委員の選出は︑青年会︑婦人会︑

の絶対支配は経済的問題と不可分の関係にあ

青年会︑婦人会の組織を通じて働きかけるの

部落選出の委員五名は︑こ上当分の間右の

農青連︑発電所の各組織の総会で選挙する︒

女が参加する総会で選挙する︒

も一つの方法であるが︑それよりも部落政治

理想を実現する道はないのだろうか︒

主である︒長男の相続は︑財産の相続と同じ

機椛の改革を断行することが先決問題であろ

青年︑婦人たちが積極的に部落政治に参与し

意味であり︑結婚して子供が四︑五人できて

る︑というのは戸主の財産の支配である︒一

もこの財産を真に支配する立場にならない限

う︒機構改革にふみきらせる力というものは

団体の委員と部落総会で選んだ詮衡委員若干

りたとえ四十を過ぎても一家の戸主︵実質的

家の財産を真に支配しているもの︑これが戸

の家族制度︶を打ち破る方法はないか︑戸主

法律上は如何に民主化されようと事実上の戸

主の絶対支配という固い畦にぶつかってしま

できると思うが︑その不満を部落政治に直接

には戸主︵戸主という言葉もなくなったので

結婚︑労働︑休息等を一つとして真の自由が

うか︒一家庭内で若いもの上自主性がどの程

ﾉ
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名とで民主的に協議して指名する︒
幹部会委員︵総代︑書記︑会計をのぞく︶
三名の選出は︑委員会の互選とする︒

形式を打破したいというのが私の念願である

史の流れは何人もこれをおさえと堂め︑その

は今更私がこ上でのべるまでもあるまい︒歴

伏︶もさけることのできない歴史的必然であ

理である︒神国日本の徹底的敗北︵無条件降

流れを変えさせることはできない︑これは真

そして部落男女の総意を反映した政治機構
これが真に実現され入ぱ︑若い青年たちの

としたい・

発言力はつよまり︑部落政治に関心をもつよ

幹部会は部落の執行機関であり︑委曲会︑

総会の決議を尊重し︑その決議事項を忠実に

袖川邪府の鋏国政箙︑明治維新︑富国強兵

った︒

政簸︑日浦・日朧戦争︑第一次大戦︑満州事

私の述べた改革案は過渡的なものであり︑

うにおのずから目覚めてくるであろう︒

熟慮したものではない︒でき得れば︑部落政

の突破卿を他国︵主として中国︶の侵略政漿

変︑第二次大戦と日本資本主義の発達は不況

以上のべたことが︑大体の構想であるが︑

執行する責任をおう︒

私案の骨子は︑先ず家本位の祁落政治を改め

いろいろ案をねり討議をかわし︑すこしでも

においた侵略政箙と軍備の拡充は切っても切

治機構改革準備委員会なるものを発足させ︑

民主的な案ができ上がればこれに勝るものは

ること︒部落内有力各団体の指導力を強め︑

ない︒︵一九五九年二月十八日︶

できない歴史的必然を臆面もなくはっきりと

配されない何人もこれをおしと堂めることの

進むべき方向といったような︑何人からも支

しい理論や哲学も︑要するにこの歴史の流れ

史的唯物論とか弁証法的唯物論とかむずか

理であり歴史的必然でもあったのだも

しないいつかは敗れるときがくる︑これは攻

そのような帝国主義的侵略政錐は長つ■き

れない関係にあった︒

部落政治に青年︑婦人︑部落進歩的分子を秋
極的に参与させること︒

要は︑一戸一人︵世榊主︶の伝統的総会の

昔の支那は変った
一一一
一一一
一一一

過去︑現在︑未来と際限なく月日は移りか

日本の歩んできた道︑世界の歴史︑現在の世

とサッ・くりわからないが私達の進んできた道

唯物論か観念論か︑むずかしい理論となる

大胆にえがきだすことではあるまいか︒

わってゆくのであるが︑歴史の研究の重要性

たち若いものばかりでなく︑日本国民全体い

小うことが当然考えられなければならず︑私

べきか︑どのようにわれわれは生くべきかと

戦前のあの悲惨な過去をふり返り︑また現

平
な世界の人☆にとって重大な関心事となる︒

和

実を直視するときこれからの社会はどうある

浦
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からこの対立する哲学の意味も︑またいずれ

界情勢などを客観的に把握するならばおのず

内に対する国民の不満を外にむけさせること

かった︒それは必然的に再軍備政策と結びつ

外部︵主として満州︑支那︶に求めるほかな

た︒白いひふが殆んど見られないくらいだっ

とい本当にそばへ寄るのも嫌なくらいだっ

風呂へなど一回も入るわけはなく︑ポロをま

リで真無になった悲惨な姿がみられた︒勿論

たからわざとす上でもぬればとにかく︑あの

き軍部の描暴をゆるす結果になった︒そして
になり国民に対する秘密政策︑弾圧政策は強

が真理か唯物論か観念論か何れを選ぶべきか
は歴史の流れは何人からも支配されないとい

ような婆は私達にはとても想像されなかっ

た︒

化されていった︒

なりゆきに任せればよいということか？

農村へ行くと小さい幼児のような足でヨチ

こと︑そしてその法則を利用する︑これはなり

である︑この社会発波の法則をつかむという

何に変っただろうか︑Ⅱ中の倒交が回復され

迫をうけて最大の苦痛をなめた中国は戦後如

それでは過去においては日本帝国主義の圧

で二等車︵一等だったかも知れなしに大威

であり︑私達は汽車に乗るときは兵隊の分際

れと対礁的に威張りくさっていたのが日本人

継足は中国婦人の妓大の恥爆だったろう︒そ

ョチ歩く婦人の姿にも驚いたものだった︒

ゆきに任せたユキアタリバッタリとは大いに

ていない現在︑中国の動向を知り一日も早く

張りで乗ったものだった︑勿論無賃乗車だっ

局に立ち至ったのである︒

は必至であり︑日本資本主義の矛盾は遂に破

わけが違う︒将米は働く者の天国であるとい

ある︒

国交を回復することが当面する重大な問題で

中国の躍進はめざましく一日が二十年に相

私達の見たような悲惨な姿をした民衆は一人

ところが現在はどうであろう︒新中国には

た︒

ないものは社会発展の法則をつかんだとはい

当するといわれるほど雌設の成果が上がって

もいないに違いない︑指導者と人民が一体と

いう重大な誤りをおかしたから自由主義国︑

︵山東省︶と点々としたが︑中国人民の貧し

る五カ月いた︑その間︑徐州︵江蘇省︶張店

国催略戦争に参加した一人だった︒中国にま

しと■めることのできない偉大な力である︒

ように人民の権力が確立し新中国の典隆はお

なって建設に励んでいる︒毛沢東が予言した

いる

世界の人民から徹底的な反繋を受けたのでは

さは想像に余るものがあった︒農村といわず

私は過去において帝国軍人の一員として中

なかったか︒内には労働者︑農民︑中小企業

都会といわず︑顔︑手足︑耳までアヵとホコ

○１１

その他国民に対する搾取政策︑低賃金政策

、

を固守する日本資本主義は国内市場の狭臘を

を軍備の拡大とすりかえ︑侵略政策をとると

的な精神主義を国民におしつけて生産の拡大

過去の日本帝国は神国日本とかいって観念

えず従ってそれを利用することもできない︒

うこと︑この歴史的必然を見抜くことができ

社会は後退するものではなく前進するもの

いやそうではない︒

そのような反人民的侵略政箙が破れること

うことはどういうことか︑た箕あきらめたり

方向は決まってくるのではあるまいか︒それ

⑨

一
−
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一
−

憂う︑へき漢字の混乱

ちである︒だが︑そのマスコミ

一ケーションとしての働きはすばら

うに人間生活には不可欠なものでありながら︑免角一般に忘却し勝

渡辺種

ｌ日本民主化の一翼を担った当用漢字を顧るＩ

新生日本は︑民主を義︑平和主義︑社会主義︑文化主義の四大原
則を基盤とする新憲法を掲げて発足し︑かつての封建性や軍国主義︑

いう内閣訓令第一号が出て︑一︑八五○字の新旧漢字が指示され︑

昭和二十四年四月二十八日︑当用漢字字体表の実施に関する件と

しい・

れ︑自衛のためなら︑核武装も違憲ではないといわれているが︑日

しかし︑実施上の不便から︑昭和二十六年五月二十五日︑内閣告示

向後︑公用官用の文書は︑一切この字を使用するよう要請された︒

易化は︑日本の民主化と文化国家形成への︑一大推進力となったこ

当用漢字の字体構成には︑相当無理もあるが︑ともあれ字体の簡

した︒

増加した︒文部省は︑そのうち八八一字を教育漢字だなどと言い出

第一号で︑追録人名用漢字の九二字が追加されて︑一︑九四二字に

い︑国際紛争は武力で解決しないとある︒当用漢字になって以来︑

る︑当用漢字の功罪について考えてみたい︒文字や言葉は空気のよ

私は︑この十余年間に︑その一翼を担って相当な実績を挙げてい

日本の民主化作業は︑着々とその巨歩を進めている︒そのうちでも

それはそうと︑終戦十余年︑一時の混迷期間はあったけれども︑

漢字の解釈はどちらにでも出来るらしく︑実に重宝になった︒

本国憲法第二章戦争の放棄第九条には︑陸海空軍の戦力は保持しな

の傷跡が残り︑外に賠倣の責も果さないで︑自衛隊は益を増強さ

王権主義から脱皮して︑世紀的な変革を遂げた︒だが︑まだ内に戦

利
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とは確かである︒

漢字が簡略になると共に︑仮名づかいも表音仮名づかいに革った︒

古典や俳句︑短歌などの文語体常用のもの以外は︑ほとんどこの新
仮名づかいが使用されて︑当用漢字と共に︑あます処なく普及した︒

せて︑新たに創作工夫したものも見られる︒いずれにせよ︑今は正

格文字となったわけで︑通行流布天下御免である︒

式に公認され︑政府が告示したのだから︑俗字も誤字も立派な有資

何という簡略化だろう︒点画の削除︑思い切った省略︑よく踏み

声︵崖︶尽︵蒜︶党︵蕊︶台︵臺︶芸︵藝︶寿︵壽︶
炉︵臆︶双︵壁︶庁︵廓︶窃︵輯︶

切ったものだ︒中には一宇で数字の音と意味を持つ︑八方美人的な

官庁文書がしかつめらしい片仮名の候文から︑﹁あります体﹂に変
﹁○○せられたい︒﹂という川法がまだ時折使われるのは︑名残の

ったことは︑特準すべき民主化のあらわれだ︒宮尊民卑のしかし︑

象︑﹁かんむり︑おののく︑たのし﹂の意味を持つ︒そして︑

当用漢字もある︒﹁弁﹂がそれだ︒弁は﹁ベン︑ヘン︑ハン﹂と読

などと︑もとｊ︑用いたものである︒尚︑本邦では辨の略字として

武弁将弁股弁

先年︑私は囲碁の初段の免状をもらったが︑免状に曰く︑

ようで︑いい感じのものではない︒

貴殿碁道執心修行無僻怠手段漸進依之

弁別︵辨別︶弁論︵群論︶弁髪︵辮髪︶

も通川した︒ところが︑当用漢字としての弁は︑

初段令免許畢猶以勉励上達之心掛可為
肝要者也乃而免状如件

と︑六つの芸をさせるのである︒これ正しく六方美人文字︑誠に

花弁︵花辨︶総弁︵総辮︶武弁︵武弁︶

芸道は伝統を重んずるものであるが︑しかし︑今以てこんな漢文
調な処に︑何となく時代のすう勢を忘却したというか︑独り孤塁を

い︒﹂以上である︒

叉︑鮫を﹁欠﹂としたが︑欠は本来あくび︒しかし︑従前畝の略

至極便利で︑序でに︑﹁弁利﹂とも書きたいくらいだ︒

守る哀れさを感ぜずにはおられない︒全く官庁の﹁○○せられた
さて．当用漢字と表音仮名づかいで平易になった文章に︑日本民

書きの多くなった日本文の︑読み難いことはおびただしい︒が当用

る菜の花畑﹂などといったものだ︒﹁芸﹂と﹁藝﹂とは昔から有っ

の虫よけなどに使い︑叉︑花の黄色な様の形容に用いて︑﹁芸をた

芸は本来艸部四画に属して︑﹁ウン﹂と読み︑初夏の香草で書物

ものだ︒

漢字は至極簡便で︑頭脳に労基法が適用されるなら︑その点では︑

た漢字で︑しかも全然別な字なのである︒それを﹁藝﹂の中央部を

字として通用していたのだからいいとして︑﹁芸﹂という字も考え

最も心理的︑合理的といえよう︒字典を引いてみると︑新当用漢字

取除いて﹁芸﹂とし︑芸と一緒にしてしまった︒﹁弁﹂といい︑﹁

にするため︑まるで電文でも読むように苦労する場合もある︒仮名

の中には︑かって︑俗字︑略字︑簡字︑通字︑訓字︑誤字などとし

主化のれい明が来たが︑漢字を制限すると︑従来の熟語を仮名書き

て排斥されたものが相当ある︒又︑国語審議会が国民的創意を働か

0
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およそ文字は︑表記されて意を生じ︑形をもって区別する︒一宇

芸﹂といい︑漢字簡略化もこれでは芸のない話ではある︒

う︒弁も芸も既成の漢字と同型にしたために︑原型は依然存在して

が六字に通じ︑両字が同字だなんて︑どこの国にこんな例があろ

なかったのだろうか︒

次に︑内閣訓令第一号の選にもれたもので︑何とも惜しい気がし

先ず︑魚類では鮮と鯨を除いて︑みな仮名書きだ︒鯨など︑その

てならないものを拾って染よう︒

にいる鮒や鯉︑海国日本の珍味︑鯛︑庶民の鰯ぐらいは残してもよ

かったのではないか︒鳥に至っては︑鶏以外全部とりそこない︑鳩

生体を見るものは抽鯨船員ぐらいだろう︒それより︑日本中到る処

を借せて母屋を取られたが︑取られ切りではなくて︑同居している

も雀も烏も御法度だ︒鶏を飼わない家庭はあっても︑この国士で︑

字典にそのまＬ残り︑全く新しい字としても再生して︑新洪字とし

有様だ︒同字異義は時にあっても︑一石二鳥︑一挙両得はおろか︑

いの字を覚えることが︑どれ程の負担になるというのだろう︒近頃︑

鳩や椎や烏を知らない者はあるまい︒その生態観察から︑これくら

ての意味と︑本来の意味とが混同する恐れが︑多分にある︒ひさし

このような一石六烏︑一挙六得をねらっては︑淡字は混川するばか
洪字を簡単なものにしようとする運動は︑漢字の剃元である中国

／ 、 へ へ

￨力尭汕

一 当 ′ 曹
'一、／‑、〆へ

紀1キ

織機

一 ' ｰ
／ ヘ ヘ

IEll;¥

へ へ

し し

劇議

の具体的あらわれとして歓迎したいが︑序でに︑これ等も取り上げ

略字や通字を公認した︑当用漢字設定の態度は︑いかにも民主を義

芸﹂より︑ずっと気が利いて混同も少ないようだ︒従来慣用された

爪︑肌がない︒膚と肌は違うし︑大事な鵬がなくてはやり切れな

脈︑膚︑脂︑があるのに︑頬︑頤︑雁︑肱︑腋︑股︑肛︑膝︑脛︑

首︑肩︑腕︑手︑指︑胸︑乳︑胴︑腹︑腰︑脚︑足︑背︑骨︑筋︑

奇異なのは︑人体に関する漢字だ︒頭︑顔︑眉︑目︑鼻︑口︑耳

がて不要になる日もあろう︒

丈︑尺︑寸︑厘︑勺などは残してあるが︑メートル法の実施で︑や

さえあれば︑年寄りは娘の数ほどいらないという意味かも分らない︒

孔子はあっても旅子がなく︑娘や嫉はあるが姥はない︒もっとも婆

が出ないし︑演物も﹁つけ物﹂では︑漬物か付物か判然としない・

い︒新潟県は新がた県だ︒春泥の俳句の季語も﹁春でい﹂では感じ

は︑虹︑蛙︑蝶︑蝉︑蟻︑峰の類がない︒湾︑湖はあるのに潟はな

いが︑それなら豚も象もいるまい︒卵があって︑卯がなく︑虫扁で

鵺もなければ︑兎も亀も︑猿も蟹もない︒狸︑狢︑狐は惜しくな

からすの鳴声も﹁アホー﹂と聞こえる︒

りでなく︑軽視すらされるだろう︒

でも︑近時盛んに実施されていると聞くが︑日本においても︑この
行われている︒

働競濁

当用洩字が設定されたに関らず︑猶︑次のような民間創作が現実に

︵カッコ内ほ当川漢字︶

歴
様職
、 ノ レ レ

右の漢字は︑民衆の創作に過ぎないが︑国語審議会の﹁弁﹂や﹁

旺祢恥
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い︒烏のように全部仮名言きというなら諦めもできようが︑漢字で

不思議なのは﹁ム﹂という字だ︒仏︑広を見て︑私は﹁とは一

峠︑榊︑︑這る︑杁めるなど︑今でも欲しい字だ︒

連想し︑広を見て贋を追想するのがいけないのであって︑﹁ム﹂は

体弗なのか黄なのかと︑いつも疑問をいだく︒いや︑仏を見て佛を

書ける部分と︑仮名にしなければならない処とあるということは︑
いことではないか︒更に︑松︑桜︑桃︑梅︑柳︑桑を残しなから︑

見るべきものなのかも知れない︒そうすれば︑そんな愚問も生じま

弗でもなく黄でもなく︑単に完成文字仏︑広の画の一部としてのゑ

公平の原則に反するなんという理くつは抜きにして︑大変ややこし

るに︑それはおいて︑杯や棋があるのは︑酒販組合や日本棋院の圧

仏︵佛︶払︵抑︶

のように︑みな統一しておきながら︑弗や黄は︑原字そのま上で︑

沢︵澤︶訳︵毒︶釈︵窪︶駅︵蝉︶

︵カッコ内ほ旧字体︶

い︒ところがだ︑﹁睾﹂は﹁尺﹂として︑

杉︑桐︑栫は勿論︑柿などは当然残すべき字ではなかったか︒しか

︵尚︑鯉︑鳩︑鶴︑鯛などは︑人名漢字として追加されたが︑人

力などと皮肉られる︒

名漢字というのもおかしいし︑一般に使われてもいないよう
だ︒︶

当用漢字中︑な＼もがなと思われるのは﹁朕﹂と﹁璽﹂と﹁勅﹂

と改正したが︑

広︵炭︶拡︵擴︶鉱︵鑛︶

横︵横︶

沸︵沸︶費︵費︶

それ以外に用途は先ずない︒中国の古代︑秦以前は︑誰でも朕を自

だ︒朕は天子の自称︑璽は帝王の印︑そして勅は皇帝の命である︒

称の代名詞として使ったらしいが︑始皇帝二十六年より天子の専用

このような例は次にもある︒

は︑旧字体のまＬにして置いたのは︑どうしたことだろう︒

となったというから︑正に二千有余年の歴史を経た日付の字だ︒万
は象徴としての地位にあり︑神聖にして侵すべからずと言った明治

民に君臨する帝王だけの自称語で︑主権在民の日本国憲法下︑天皇

︵カッコ内は旧字体︶

独︵燭︶触︵鯛︶

新型のもの旧型のまま

憲法の︑君主概念で考えてはならない︒三字とも︑今日は死字に等し

い字であって︑国会の開院式に臨んだ陛下御自身︑はっきり﹁わた

薄︵薄︶

転︵輔︶伝︵傳︶博︵陣︶緋︵縛︶

県︵縣︶懸︵懸︶

処︵虚︶拠︵嫁︶劇︵劇︶

濁︵洲︶

くし﹂と述べられている︒﹁朕惟ふに︑汝臣民○○○御名御蛎﹂の
勅語でなければ︑国民に縁もゆかりもないような︑難しい字を残し
た理由が分らない︒もう一つ︑貴族制度の廃止にあたって︑﹁侯﹂
前掲の漢字や︑中世の我々の祖先が国字として創作した︑辻︑颪︑

も﹁爵﹂も必要はないように思う︒それより︑庶民生活につながる
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なるもの︑﹁専﹂になるもの︑こう変化しては︑迷わされることお

旧型にも︑僅かな︑一︑二画︑一︑二点の改訂はある︒﹁云﹂に

寿︵壽︶Ｉ士部十一画

声︵麓︶ｌ耳部十一画

旧︵蕾︶１日部十二画

区︵勝︶ｌ酉部十一画

与︵與︶１日部九画

びただしい︒

のように﹁シ﹂で一括したのは上出来で︑序でに︑選も送とした

党︵糞︶Ｉ黒部八画

尽︵誰︶ｌ皿部九画

帰︵歸︶ｌ止部十四画

学︵學︶栄︵榮︶挙︵聖︶脳︵脳︶
かった︒

など無難だろうが︑ウ冠がワ冠になって︑少々面くらう︒与と同

台︵壹︶ｌ至部八画

点︵黙︶ｌ黒部五画

与︵典︶写︵蔦︶
じような字で﹁興﹂など︑工夫はなかったものか︒とたかく︑少な

双︵難︶ｌ住部十画

くとも扁︑労︑冠︑沓などの同型のものは︑できる限り同型に省略
すべきであった︒現在のように区友まちノ︑では︑迷わないのが却

写︵篇︶ｌ︷︐部十一画

円︵回︶ｌ貝部十画

欠︵畝︶Ｉ缶祁四画

体︵艦︶ｌ骨部十三画

って不思議だ︒

迷って字典を引いてみよう︒次は︑大人なら誰もが常識として知
っている漢字に過ぎないが︑熟語の意味調べに︑字典をこれから引

弐︵誠︶Ｉ只部五画

売︵費︶ｌ貝部八画

こうとする学生生徒の立場で御覧いた竺きたい︒
我左は︑難しい漢字に出合って字典を引く時︑先ずその字は︑何の

らざるを得ない︒部首で引けなければ︑大略二千・ヘージもある漢和

の旧漢字を手懸りとして︑部首を捜すという︑廻りくどいことにな

結局︑現行の当用漢字は何という旧漢字の変形であるかを知り︑そ

上段の字型しか知らない生徒諸君は︑部首をどう判断するだろう

部首に属する字であるかを考える︒ところが︑次の当川洩宇は︑部
首で引こうにも引けないのだ︒
︵カッコ内旧字体︑下段は索引部首とその画数︶

当︵當︶ｌ田部八画

かろう︒又︑音訓索引による手もあろうが︑それは︑とかく見落し

字典を︑一枚一枚めくってもいけまいから︑総画数で調べるよりな

斎︵齊︶ｌ齊部三画
号︵號︶ｌ戸部八画

勝ちである︒

処︵虚︶ｌ声部六画
会︵會︶１日部九画
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応︵雁︶ｌ心部十三画

生徒の書く漢字をみると︑点画は不備︑誠にろう籍至極で︑英習字

きり︶と読むくらいは平気なのがいる︒これは読み違いであるが︑

平等︵へいとう︶言術︵どんらん︶象徴︵ぞうちよう︶親切︵おや

の成績からも︑国語が案外に不振なところをぷると︑どうも︑当用

はき腿に書いても︑国語のノートは乱暴だという者もある︒テスト

広︵廣︶ｌｒ部十一画
条︵條︶ｌ木部六画

昼︵書︶１日部七画
仏︵佛︶１人部五画

は︑口の方が達者になって補いをつけているから︑帖消しとも言え

淡字にしても︑国語は難しいらしい︒もっとも︑筆記が不振なだけ

る︒考えて象れぱ︑なるほど淡字には︑読替︑同字典音︑同音異字

拠︵篠︶１才部十二画
圧︵瞳︶ｌ土部十四画

しいが︑同時にまた︑﹁文字は姓名を記すれば足る﹂という洩字蝿

異音異義などということがあって︑確かに複雑怪奇だ︒かように難

壱︵壹︶ｌ士部九画
のように︑一応その部首が残っていれば︑何とか手懸りもある︒

視の風もありはしないだろうか︒特に当用漢字の告示以降︑字体や

現在︑中学生や高校生か使川している漢和字典の多くは︑当用漢字
設定以前のものであろうと思われる︒今時発刊されている漢和字典

に対する古来の観念︑つまり︑現存洩字二万詔の造形の朧史を没却

筆順に︑克明細心の注意を払う傾向が少なくなったようだし︑漢字

し︑その民族性︑有褒性︑生命感︑災術性に対する認識もうすれ︑

を見ても︑当用漢字のために︑新たな部首を設けているものは少な
比較対雌させたのが精々である︒昭和三十四年新版︑長沢規矩也緬

くて︑単に︑字典の前か後に︑多少のス・ヘースを割いて︑旧漢字と

実用本位の道具視が強調され過ぎてはいないだろうか︒

理くつはさて措いて︑Ⅱ立つ間述いを桁ってみよう︒間迷いは学

の漢字辞典が︑私の見た新しい部首設定の辞典に過ぎない︒

生生徒だけではない︑むしろ世間一般の誤読の多いのには一難する

このような字典辞書に頼って︑新漢字から旧漢字を捜し求めねば
ならないとすると︑当用漢字を設定した所期の趣旨に副うどころか

映画の宣伝カーから美声が放送されている︒

お忘れなく○○○﹂

﹁来︵く︶る十日には︑世紀の天然映画○○○来︵く︶る十日を

むしろ二重︑三重の負担となるわけである︒だからといって︑私は︒
当用漢字を排撃するものではなく︑新時代に即応した︑合理的︑科
学的︑心理的な簡″な文字には双手を挙げて賛成するが︑索引部首

を連想した︑甘いチャーミングな美声も︑ちょっとうんざりする︒

と︑来︵き︶たるを米︵く︶ると連発されては︑声の主の美ぼう

私は国語教師の立場から︑この問題の早急な解決を望みたい︒

について何等顧憲されていないことを遺憾に思うものである︒

さっそうと︑あたりを払って盗壇した村長さん︑

﹁水防工事の気運は漸次︵ざんじ︶高まりつ坐ありまして︑我が

形象としての漢字が︑以上のように混乱しているばかりでなく︑

●

その読みに至っては︑爆笑すらすることがある︒中学生の中には︑
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村といたしましても︑郷土︵ごうど︶の発展︑農政の円滑︵え

は随分骨を折ったらしく︑難しい漢字が行列している︒さて﹁かん

になる︒ターフルアナトミアの翻訳以来︑西洋医学用語の漢字化に

椀ｌ洗いす入ぐ

ちょう﹂は﹁涜腸﹂か﹁潅腸﹂か︒字義は︑

んこつ︶なる施行︵せこう︶のため○○○﹂
ついでに︑この﹁水防﹂という語である・か︑﹁防水﹂では陳腐で

と絶叫しては︑切角の気運にもひびが入ろうというものだ︒

あり︑防水マント︑防寒着などという小規模な感じしか出ないとで

が普通に言う﹁かんちょう﹂は椛腸が正しく︑﹁いちじくかんちょ

で︑字典には︑洗腸も稚腸もある︒右の字義から察すると︑我左

ているが︑それなら︑防犯︑防火も犯防︑火防とも言えるわけだ︒

う﹂は︑いちじく潅腸でなければならぬと思う︒新聞広告の院腸を

朧ｌ水を注ぎ込む

防犯︑防火はそのま上で︑防水だけを水防と言わねばならぬ理由は︒

引き出し洗いす上ぐ薬だから︑こいつはうっかり買えもしない︒そ

も考えてか︑近頃︑築堤治水の水害対策を︑一般に水防と称え出し

ないと思う︒

も︑どちらも当用漢字ではない︒それなら正しい潅を使う方がいい

こで︑瀧は当用漢字にないためかと思って調べてみると︑沸も洗

な人は希有である︒仮りに︑国語学者が予算説明に立ったとしても

同じ﹁かん﹂でも︑洗は樅に通じないのである︒ひわいに流れて恐

今日︑﹁消耗﹂を﹁しようこう﹂と正しく読むような︑学に忠実
﹁しようこう品費﹂などとは読むまい︒しかし︑﹁耗﹂は﹁こう﹂

﹁せんてき﹂である︒外など﹁せんじょう﹂したら︑鼻つまりだ︒

縮だが︑陰茎は﹁いんこう﹂乃至﹁いんきょう﹂が正しい︒洗瀧は

歯科の口腔術生も︑﹁こうくうえいせい﹂ではなく﹁こうこう﹂で

が正しいのであって︑使いへらすことを耗損︵こうそん︶といい︑

れにも関らず︑こんなに普及したのは︑恐らく明治維新政府の藍臣

鈴耗︑消耗．何れも﹁しようもう﹂と読むは誤りと汪記がある︒そ

った方が分りがよい︒﹁やげん﹂となると︑睡院で使うものと言わ

ある︒眉毛︵びもう︶腱毛︵しようもう︶は︑まゆげ︑まつげとい

れれば︑ああ︑﹁薬研﹂かと分るが︑単に﹁薬研﹂だけ見せられて

たちの読詮達いから起ったのだろう︒今日では議会︑官庁︑学校︑
る︒そこで︑字典によると悩川音﹁もう﹂としてあるものもある︒

銀行︑会社︑ありとあらゆる処で︑﹁しようもう﹂まかり通るであ

は︑薬学研究所の略祢とも受けとれる︒その場合は﹁やげん﹂では

阪大︵大阪大学︶Ｉはんだい

職組︵職員組合︶ｌしょくそ

教組︵教員組合︶ｌきょうそ

このように︑略語略称となると︑読みが難しい︒たとえば

なく︑﹁やくけん﹂だ︒

正邪処を変え︑俗くく官を制したよい例と言えよう︒
次に︑

﹁労働組合の越年︵おつれん︶斗争﹂
﹁すっかり退色︵とんしよく︶した絵﹂

私は︑医学の知識など勿論ないが︑医学用語を見るたびに変な気

などと読んだら︑却って一言皮肉られそうだ︒

○

＝

、
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﹁きょうぐい﹂と読む御人を見る︒教員くゑ合だから﹁きょうぐ

ならいいが︑時に︑﹁きょうぐゑ﹂﹁しよくくみ﹂﹁さかだい﹂

よい時代が来るかも知れない︒いや︑現に来つつある︒万一︵まん

る︒消耗が﹁しようもう﹂のように︑今に︑﹁げんごどうだん﹂で

けれども︑言葉も︑文字も︑人間の生活と共に︑生育され発展す

る︒これが︑読象の﹁憤習﹂である︒

承﹂という積りだろうが︑この場合の重箱読皐は矢張りおかしい︒

︵りよくせん︶を﹁りきせん﹂などと︑平然と読める時代ではない

いつ︶を﹁まんいち﹂︑相殺︵そうさい︶を﹁そうさつ﹂︑力戦

京大︵京都大学︶ｌけいだい

と思うと︑東京︑横浜の二都を符略して︑東横︵とうょこ︶とも︑

死語となろうし︑政治︑経済︑産業︑学術︑文化︑思想等の発展進

造語だけでは間に合わない︒昔の活字も︑時移り星変れば︑死字や

﹁読み﹂の変遷ばかりではなく︑現代社会の発展は︑古い既成の

か︒

京浜︵けいひん︶とも言うのだからややこしい︒前述の﹁やくけん
﹂や﹁とうよこ﹂は︑耳で聞いたり︑仮名書きのままでは︑理解に
苦しむ︒叉︑工業︑興業︑鉱業︑興行︑功業Ｉいずれも﹁こうぎよ

本論に返って︑﹁憂うべき漢字の混乱﹂は一体何に起因するの

う﹂・ラジオや講演では分らない︑日に頼る以外にないようだ︒

い造語には︑新しい読朶と新しい意味の生ずる場合もあろう︒又︑

淡宇だけでは問に合わないで︑外来語をそのまま仮名書きにするこ

歩に伴った︑新しい造宇︑造語も必要になって来る︒それらの新し

ともあるし︑英語の頭文字をとった︑ＩＣＢＭ︑ＨＡＴＯなどとい

か︑再考熟慮する必要がある︒いるノ︑理巾はあろうが︑私は︑当
来の漢字軽視の傾向が︑大きく災しているのではないかと思うので

う略語も盛んに使われている︒こんな略語に至っては︑新語辞典で

用漢字設定以来の﹁温古﹂排撃﹁知新﹂追求一点張りの︑つまり旧

という当用漢存にしたとしても︑﹁ちゅうしよく﹂の音︵おん︶に

ある︒﹁書食﹂という漢字の︑難しい点画を簡易化して︑﹁昼食﹂

ても︑﹁けびよう﹂の音はそのままなのだ︒﹁獲心﹂も﹁発心﹂と

という記事を見た︒文部省国語課長の話によると︑﹁新送りがなは

議で決められ︑直ちに内閣告示と同訓令で︑各行政機関に指示した

聞に︑読ゑやすさを目標とした︑﹁送りがな﹂の新基準が︑十日閣

かてて加えて︑この原稿の執筆中︑昭和三十四年七月十一日の新

も座右に置かないことには︑新造語に我灸は追付いていかれない・

は書くが︑﹁ほっしん﹂と読むことに変りはない︒﹁言語道断﹂

いることを忘れてはならない︒従って﹁假病﹂は﹁仮病﹂と革まっ

は何等変りはないのであって︑従来の読みの恨習は︑依然存続して

を﹁げんごどうだん﹂ではない︑﹁どんどどうだん﹂だと訂正して

大まかな韮本線を示したに過ぎない︒つまり社会の慣用を重くみた

しいことは言われないけれども︑当用漢字と新仮名遣いに次いで︑

云点﹂とあるが︑まだ通則を一べつしただけでは︑何とも批判がま

やると︑言語は﹁げんご﹂ではないかと逆襲される︒それなら︑
﹁今日﹂は﹁いまひ﹂でも﹁きんにち﹂でもいいというわけだ︒単

新しい国語の混乱が起きそうだ︒受身はけけ身︑編物は編承物︑帯

独では︑個々独自の読みはあっても︑幾宇か連合して熟語となると
新しい読みが生じだり︑別な意義に変ったりすることもあるのであ

一
一
一

止が帯止め︑気持が気持ちとなる︒しかし︑手当︑係員︑織物︑消

発起ほつきｌはつき

煮沸しょふつ しやふつ
遂行すいこう１ついこう

打ち合わせ会でなく打合わせ会となるそうだ︑それは慣用が固定し

罪業ざいごうｌざいぎよう

済持きょうじｌきんじ

印は︑手当て︑係り員︑織り物︑消し印としないと言う︒打合会は
ているからという理由である︒ここらの判別の限界は難しいところ

功績ｌ効績一所懸命ｌ一生懸命
雑沓ｌ雑踏九天直下ｌ急天直下
改訂ｌ改定単刀直入ｌ短刀直入

絶対ｌ絶体交渉ｌ交捗
情勢ｌ状勢燧道ｌ墜道

２︑書き違い易い漢字︵誤記︶

正誤正誤

呼峨ひゆｌへきゆ

福音ふくいんｌふくおん

解脱げだつｌかいだつ

だ︒混乱が起きなければ幸いである︒
ともあれ︑どうしたら正しい﹁読み﹂や﹁書写﹂ができようか︒

結局︑私は︑そのような間違いやすいものを分類することが︑最も
早道であると信ずる︒そこで︑辞書から拾い出して︑次表のように
分類してゑた︒︒ヘージ数の関係で︑余計は掲げられないが︑御参考

小柳可気太

新村出

金択庄三郎

になれば幸甚である︒分顔の方法は全くの自己流であることを︑お
断りする︒

参考字典辞書
広辞林
広辞苑

服部宇之吉
小柳司気太

白衣ｌはくいびやくえ

茶話

新修漢和字典
詳解漢和大字典

長沢規知也

北村沢吉

恩愛ｌおんあいおんない
延引ｌえんいんえんにん

早急ｌそうきゅうさっきゅう
軽重ｌけいじゆうけいちよう
言上Ｉげんじようごんじよう

ちゃわさわ

飲食ｌいんしょくおんじき

標準漢和字典

３︑どちらに読んでもいい漢字︵同字異音︶

明解漢和辞典
−︑読み達い易い漢存︵誤読︶

ｌそつきょ

正読誤読
卒去しゅつきよ

口説くぜつＩこうぜっ

▲

r
一
−
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川﹃︑

生年 せいれん
精霊 せいれい

︵同字の異音異義︶

読象方によって意味が異なる漢字

行水ｌこ
こう
うす
すい
いぎ
ぎょ
よう
うず
ずい

一期ｌいっきいちご
売子ｌうりこうれっこ

変化ｌへんかへんげ
一足ｌひとあしいつそく
三月 さんがつみつき

右翼Ｉ右方の軍
左傾ｌ過激思想
細胞ｌ生物の組織球体

角力の番附

左方に傾く

左傾団体の分子

国粋主義

張出ｌ張出しの紙

︵異字異義の同音︶

６︑読みは同じが︑意味も異なり字も別な洩字

今時ｌ近時感心ｌ寒心
酔狂Ｉ粋狂萎縮ｌ畏縮
肩身Ｉ形身経疑Ｉ懐疑
違反ｌ述犯乱入ｌ閑入
ｎ群ｌ解群羨望ｌ脹望

合資会社高橋酒造場

行間ｌぎようかんこうかん

嘗

今日ｌきょうこんにち

電話両津138

輪廻ｌりんかいりんね

戸、

下手ｌへたげしゆ

（・）

う

︵同字の同音異義︶

５︑同じく読拳ながら︑意味が異なる洩字

梅 川

よん

赤線ｌ赤色の線赤線区域

手水ｌ手洗水小便

ｰ

よ よ

赤字ｌ赤色の文字支出超過
出血ｌ血の湧出経済上のぎせい

へ

うう
りね

恰好ｌ姿態似合い

家内ｌ家族妻

（・）

しし

L − 輔
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オカタの咳

︵村生活てんや︑わんや記︶

き

清子

一つ一つに︑村人の一人一人に想いを通わせて一日を湛忍している

っている女たちの労働の姿︒裸かはだしの子供たちの遊び場が︑海

う観光地として夏ともなれば︑コャシをいれた長桶を重たげに背負

て︑私の村も金泉村大字達者が︑相川町字達者に変り︑尖閣湾とい

く︑ズルズルと住みついてしまった︒敗戦後︑町村合併の波に乗っ

最もこの土地に馴染の少ない私だけが︑これという目的も計画もな

故郷の習慣にしたがって式を行い︑遺骨を祖先の墓に合葬した後︑

に帰郷したのでした︒

をもっている弟妹たちに無理をさせて︑遺骨を抱いて九月下旬早々

を故郷の土に還らせてやりたく思った︒それぞれ家庭をもち︑職場

骨灰の近くにさまよっているものであるなら︑一日も早くそのもの

生霊というものがあって︑色気のない壷の中にいれられた自分の

く私の情感をゆさぶってならなかった︒

佐渡ヶ烏を︒故郷の土を恋いこがれて死んでいった母の姿は烈し

間

ノノ

本
斗病生活は︑側でゑていていとほしくさえなるものだった︒

念仏のかわりでもなかろうが︑病床の上でオヶサを唄い︑作物の

困りさせとおしだった︒

死ぬのは佐渡で死にたいもんだ﹂と訴えつづけて医者や私たちを大

えしてくれよ﹂とか﹁こんなつめたい病院で死ぬのけいやだから︑

唯﹁佐渡に帰してくれさ﹂とか﹁畑が心配でならんしな︑村に帰

いた母は︑最後まで決して患いの苦痛を訴えなかった︒

ガンという病気がどんなものであるかを︑おぼろげながら知って

りで︑母はあっけなく六十五年の生涯をとじてしまった︒

一昨年の九月中旬︑冑とスイ臓ガンのために︑二カ月入院したき

れた村︑故郷という所に帰って来たのです︒

母が亡くなったということで︑かれこれ︑三十年ぶりに︑私は生

〃

,

1
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であり︑山であり︑道路である実態を︑観光客の何人が心にとどめ
てくれるであろうようなこの村は︑小学校卒業までの六年間を生活

わさが村中ひろがっているので驚く︒

川で洗いものしていることがわかっているけれど︑﹁洗うのんか

が何処に行こうと自分には関係のないことなのだけれど︑﹁何処に

﹂と言葉をかけたり︑目的があって道をあるいているので︑その人

私は﹁故郷﹂という言葉を﹁生れた土地﹂という限った考えはも

行くのんや﹂というぐあいに︑言葉をかけるようにしなくては︑村

した想い出の地ではあるのです︒

っていないし︑思うことが出来ない︒四十年ひと昔︒農村の労働も

生活がいきぐるしいものになってしまう︒

私はその家がどの辺にあるのやら︑どのような人右がいるのやら

なったりする︒

親戚に病人が出たり︑赤ちゃんが生れたり︑出稼ぎに行くことに

封建的だといわれる生活︑慣習も知らないで︑母の体臭が残ってい
る﹁家﹂に一年の三分の二を暮らしてしまった︒

都会での過去三十年の生活は︑党の組織の中で︑日本の政治と対

おいて︑お見群︑お祝い︑饒別をやらねばならない︒親戚という関

ともかく人間的なつながりが少しもない︒けれども家と家砕関係に

決して︑きびしく困難な斗いの明け募れであった︒

ひさびさに生れた土地に来て︑おいしい空気を呼吸し︑黒潮の暖

係は何もなくとも︑小学校時代の同級生とか︑朝晩︑顔をみ︑話し

流に洗われて美しい尖閣湾の自然に魅せられたわけでもないけれど
村人といっしょに生活してみて︑日がたつにしたがって︑自分がま

合っている近所の人々の動態の方に心がうごく︒そうすると︒

精神の営みに︑私の脳活動は︑てんや︑わんやである︒

この生れ故郷は異郷でありすぎるので︑これまでと全くちがった

いうことで村生活︑百姓仕事を安定させようとしている︒

〃家〃と〃家〃の関係において︑人間が語られ︑義理をたてると

人間対人間の関係は翠とめられない︒

てしまう︒

おるんだもん︒昔の大家さんとして義理たてんならんさ﹂と云われ

もよかろうが︑直︵弟で戸主に当る︶の代りに留守番してこの家に

オャコの世話にならんというんだろうさ﹂とか﹁姉ちゃんはそれで

﹁オヤコの者をのけものにして︑赤の他人にようしてやつとる︒

るで異邦人のような気かしてならなくなった︒

ここでは今もって︑村の住人の権利を有する〃家〃につながる
〃人間〃であって︑一人一人の人間の尊さとか能力はみとめられな
い︒

朝早く起きて一日中を唯肋きまわっているのでなければ︑﹁ショ
ウベナシ﹂﹁ナマヶモン﹂にされてしまう︒

道をあるいていて人に会う︒私はさっぱり知らない者だから︑だ
まって通りすぎる︒

川で野菜や鍋など洗っているので︑仕事している人に言葉かけて
﹁道で会っても口もきかんがさ・何を腹立っているんだかしらん

は迷惑であろうと思って挨拶しないで通りすぎそとする︒

が︑言葉もかけんがさ︑頭の高けいもんだ﹂と︑思いもよらないう

−

−

ー
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オヵタが東京からやって来た
環境ノイローゼーとでもいうのであろうか︑無茶苦茶に︑東京の
一ズムに魅力を感じてな

人間が恋しくなった︒最低と最高がひしめき︑抵抗し合って共存し
ている東京︒複雑な︑ドロ沼のようなメカ

農村生活のあれこれの咳きを手紙にして東京の友人たちに送って

らなくなった︒

いる頃の或る日︑九ハン一つぶらさげ︑ナップ帽をかぶって︒

一自分でも実はどうして東京へ帰ろうとしないのかわからないん

﹁仲間の連中は皆︑今に淋しくなったといって東京に帰るよ︒そ

だ︒更年期にきた四十女のものぐさもあるのでしょうけど﹂

の時ションボリして帰られると弱るナアと話しているんだが︑まさ

か本気で住ゑつく気でいるんではなかろうね﹂と︒田舎暮らしが出

来るものかと︑きめこんでいる顔していた︒

佐渡ヶ烏は始めてだというので︑尖閣湾を案内し︑姫津の漁港を

に女の人たちは実にたくましいものだね︒けれどもどうも楽しむ精

﹁自然は実に美しく平和だね︒そしてよくまあ働く人たちだ︒殊

に自然を相手にして︑はげしく困難であるかを味わってもらった︒

案内し︑山坂道をひっぱりまわして︑この地の農︑漁労働がどんな

この村は豊かそうじゃないか︑病人のおばちゃんが住むには良い所

神がとぼしいように思ってならん︒これは︑農村が貧乏だというこ

とばかりではないね︒だいたい日本人という奴は︑遊ぶという意味

で安心したね﹂と︑ちよいと近所だから立ち寄ったというような顔
突然の来訪者だったので︑よきはけぐちとばかりに︑堤防をやぶ

﹁故郷は遠きに在りて想うもの⁝⁝か︒住んでみれば嫌なものに

れると盛んな女の香りがせんね︒もう零︿・ハアになったということな

うという考えが変ったよ︒肝臓も悪いし︑第一更年期だなんて云わ

僕はこの平和な自然の美しさにふれて︑おばちゃんを東京に呼ぼ

なってほしいね︒

を誤解しているよ︒働くという精神と︑楽しむという精神は平等に

なるのが人情というものかな︒僕には東京よりほかに帰る故郷とい

んだから︒やれ組織だ︑やれ運動なんぞと考えないで残り少ない生

ないことはわかっているが︑肝臓病にとりつかれている最中に︑お

ちになったことが︑どうもわからんね︒六全協の反動というのでは

の日はどこにおくんだい︒足のものを︑いかにもおばちゃんらしい

あけるとすぐ部室になっていてさ︑天気の良い時はよかろうが︑雨

肌が露出していて︑玄関なんぞというものがなくて︑重々しい戸を

っと︑もっと大切にしてさ・第一この石倉がいい︒カベはおちて石

命を思いきり楽しむという気持にならんかね︒自分というものをも

ふくろさんの死に会って︑センチメンタルになったということか﹂

﹁だいたいおばちゃんが︑オヶサの佐渡ヶ島に暮そうという気も

アヘノ﹂

や．字．

力そこに住む人間を考えると︑やっぱり嫌になってしまうのだろ

うものがないから︑田舎のある友人をゑると︑うらやましく思った

ていた︒

った濁流の意気込みで︑私はしゃべった︒彼は一一ャ

一ヤ笑いで受け

して︑ロマンス︑グレーの友がひょっこりと訪ねて来た︒

﹁タイム・オブ・マネーという奴で︑ひまがないのですぐ帰るよ︒

里
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でノンピリ暮す方が良さそうだ︒実は東京につれて帰ろうと思って

住居だ︒東京なんぞという・コミ拾場を恋しがらずに︑しばらく此処

ヵタのことをお客さんだと思うとったかさ︒村中おメイの所へオカ

ということじゃないんか？﹂﹁馬鹿な子だのう︒清子はそんならオ

タが来たちゅうて大評判になつとって︑オメイがそうゆうたちゆう

かさ︒ダンナさんちゅうことだがさ﹂と︒あきれたもんだというよ

もんもおるし︑馬鹿な子だのうと笑うておったが︑オカタを知らん

来たのだがやめたよ﹂

姫津の海辺から揃みとって来たアオサの味噌汁だけの食事をまる

・コか︑オナゴに男か出来ると︑オヵタが出来たということさ﹂と︒

﹁恋人だなんかとそんなめんどくせいことわからんが︑男にオナ

﹁恋人でなくて︑友だちでも？﹂

の辺のもんはぷんなオヵタだというなあ﹂

﹁そうあてまあ︑年ごろのオナ︒．の処へ︑年ごろの男がくれやこ

ことになるの﹂

﹁そうすると女の人の所へ男の人が訪ねて来るとオカタだという

うに家中大笑いになった︒

で山海の珍味のごとく︑﹁実にうまいわ︑この青のりは﹂﹁青のり
とはちがうよ︑アオサというのだけれど︑この辺の人たちは青くさ
いといって︑たべないものよ・﹁青のりとアオサか︑同じようなも
んじゃないか︑こんなうまいものをどうしてくわんのかな︒実にう
まい﹂﹁やれ︑やれ︑六十歳になってまでタイム・オブ・マネーか
まあ元気を出して︑ひとつ田舎で恋人でもつくるんだな︑いいもん
どこまでが本気で︑どこまでがギャグなのか︑タイム・オブ・マ

だよ﹂

ネ！．．；・と一泊したきりで︑このロマンスグレーの友人は帰京して

まるであたりまえのことではないかという顔してケロリと笑ってい

た︒農村の恋愛と結婚問題か︒ちょっと親しそうに話し合っていて

た︒この時から︑すっかりオヵタとい︾う言葉が嫌いになってしまっ

しまった︒と或る時︒

も︑オヵタ同志といわれてしまうとしたら︑男女の自由な交際の場

｜︲姉ちゃん︵老人︑子供の別なく村人は私をこう呼ぶ︒名前なん

ぞは他人と区別のためにあるのだろうから︶の処へ東京からオカタ

農村という士壌の上に蕪して館二人生えの転換を試染ようとして二

これまで生きて来たいわゆる第一人生の土壌とは全く質のちがう

押し売りにされた原水協の人

方︑これもその一つであろうかと思った︒

農村の青年から希望と若さを消失させる因循の腿︒オカタ的考え

はどこにあるのだろう︒

が来たちゅうが︑どげなもんだつたえ﹂
﹁ああ先日来た人のこと？︑東京でいっしょに仕事していたこと

んのことオヵタっていうの︒面白いいい方するんだね﹂と私はすっ

がある人よ︒心配して来てくれたようですよ︒この辺の人はお群さ
かりこの言葉が好きになり︑それから会う入ごとに相手が云わない
先に自分から︑オカタが来たということにしたが︑どうもそのたび
叔母の家を訪ねた時︑﹁叔母さん︑オカタというのは︑お客さん

にひやかされているような感じがしてならない︒

−

−
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﹁忙がしい︑忙がしいといいながら︑立ち話を始めてもうかれこ

ヵ月過ぎの十二月十八川のひる頃のこと︒

れ一時間ほどになる︒どうして腰かけて話そうとしないのかな︒田

﹁そうゆうたって︑昔のアキンドなら︑買わんでも怒らんかつた

もんだがなあ︑今どきのアキンドは見とって︑買わんけりやまあ怒

﹁怒ったらよけいにカラコゥてやりやたくさんださ︑ろくな品で

っ王しまうがさ︑どんなキショクがしとるんだろうなあ﹂

も持って来るもんかなしに︑昔はいい男つぶりのもんが来たもんだ

舎の人の忙かしいというのも全くあてにならんもんだ﹂と気にしな
がら︑ものずきにも近所のカカさんたちの立ち話をながめていた私

新しい年をむかえて︵といってもこの村は旧暦の正月︶初の部落

さっさと帰宅したことです︒

この楽天的なたくましい会話ぶりを感心しながら︑用事をすまして

ていた私は︑﹁忙がしいといいながら︑またやっている﹂と思い︑

さっぱりチンプン︑カンプンだ︒原水協の人のことを忘れてしまっ

村人の言葉がよく理解出来ない上に早口でしゃべりまくられると

ゲンスイのショウメイつちやどんなもんださなあ﹂・

﹁いるんなもん売りに来るが︑今日承ていなもんは初めてだよ︒

になあ︐一

しもうたし︑オレも知らん顔しておったさ︑このコイソガシイのん

﹁オウレイのバアは︑そんなもんいらがさちゅうて︑追い出して

出すことが出来ずにいた︒

私は唯彼女たちのおしゃべりの内容にあっとうされて︑用事を云い

てくれ︑ゲンスイのショウメイをしてくれって︑ありやなんだえ﹂

うないし︑アキンド鍬ていにみえんかつたがなあ︒ショゥメイ買う

そりやそうと今日はオモシアキンドが来たがなあ︒男ぶりはそう悪

﹁ばかみていな︑アキンドとグンといっしょになるもんかなしに

﹁オウレのダンの方がよっぽどいいもんだアシ︿︿︿⁝：︒﹂

が︑このセツはろくな男つぶりのもんが来んようになったがな﹂

﹁原水協の者ですが︑原爆︑水燥に反対の平和署名をお願いにあ

が︑突然この村ではみかけない中年の紳士の来訪で︑

がりました﹂と挨拶された︒﹁朋あり︑遠方より来る︑亦楽しから
部厚な署名簿に︑心こめて自分を署名した︒わずかであったがカ

ずや﹂というわけで︑とびあがるほどうれしくなってしまった︒

ン・︿の金もそえた︒

この村では誰がしてくれたのかと気になって頁をめくってみたが
二人しか署名がなかった︒﹁中食まだでしょう︒私といっしょに中
食たべませんか︒温かいお茶でものんで行って下さい﹂と私はひき
とめて︑話したくてたまらないのだった︒
﹁お心はありがたいですが︑他の人が待っているので早く帰らん

してくれませんわね﹂・私は何かじようだんでも云ったのだろうと

けりやなりません︒どうもこの村の人は押し売りだといって相手に
さほど気にもとめないでいた︒夕方近く近所の家に用事があって訪
ねたら︑カマドのまわりで三人の女たちが盛んにおしゃべりをして
いた︒

﹁この忙がしいさなかに物売りが来てさ︑あれかえ︑これかえち
ゅうたって︑金でもあるもんかなしになあ！﹂
﹁見るもホーープクちゅうて見るぐれいのことはいいだろうがさ﹂
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常会が一月十五日に公会堂で午前八時から開催され︑私も初めて出

が︑この人達の品物は使いものにならんから買わぬように︑あまり

ておくと犯罪がおきやすいから︑街燈をつけるとか︑物売りが来る

うか︑それとも本当にわからないから質問しているのであろうかと

いったいこの人たちは駐在をサカナにして楽しんでいるのであろ

きっかけに︑愚問︑珍問で場内は大笑い︒

も︑唄ったり踊ったりしますが︑あれは押し売りになりますか﹂を

﹁駐在さん質問しますが︑正月になると春駒が来て︑たのまんで

ほど話して︑わからないことを質問してくれと席を下りた︒

しつこく押し売りしたら現場に私を呼んでもらいたいなどを三十分

席した︒

一般会計︑予算︑決算︑事業計画などが審議討論されて︑今年一

前年の部落長の挨拶で始まり︑今年度の部落長が議長席についた
年の村政をきめる常会で︑さすが公会堂は満員であった︒

女の人たちも三十名ほど出席していたが︑炭火と人いきれの温か
の多くは討議されているものえ関心が少いようだ︒大きな声で発言

さに︑居ねむりしているもの︑隣り同志で私語しているもので︑そ

をもちながら︑おおぴらに発言しようとせず私語が場内をざわめか

する人はたいがいきまっているようで︑殆んどの人は無言だ︒意見

﹁原爆︑水爆のことは︑皆さんの方がよう知ってなさるんで︑署

門者を想い出して︑心が猟くなった︒

私はハツとした︑そうか︑そうだったのかと︑十二月十八日の訪

りでしようかの﹂

る鶚名をしてくれちゅうて来た人がありますが︑こんなのは押し売

﹁この前に帳面一冊もって︑原爆だか︑水爆だかに反対してくれ

私の頭が少しおかしくなるような場面︒

せていることに︑私なりの驚きをもってみていた︒
女が発言すると﹁オナゴのザクメな．：．：﹂と云われるという︒若

い者が発言すると︑﹁ワヶイモンがナニョウ知ったかぶって︑ナマ
イキな﹂と云われるという︒

部落常会できめたという大変民主的にきこえるが︑実際には非民

いては現場の様子を見ないと︑どうとも云えない︑むずかしいこと

名運動は︑政府もみとめていることでして︑押し売りかどうかにつ

主的で︑前世紀的な会合の雰囲気である︒

中食休みを利用して駐在所の巡査が年末防犯の注意をしたいから

でして︑これはひとつ皆さんが考えてみてほしいことで︑私から〃

席を借してほしいとの申しいれに﹁そんなもん聞いてなんになる
さ﹂﹁このコイソガシイ時に巡査の話でもなかろうがさ︑あとにし

に迷惑をかけないよう心がけていて下されば︑犯罪もおきませんの

こうです〃とはいえない問題ですなあ︑まあ皆さんがふだんから人

でして︑いやお忙がしい時間をおじゃましました﹂と︑あわてて帰

てもらえさ﹂などと︑ひとしきりさわがしくなったが︑巡査が見え
いようにケロリとして﹁いや！お忙がしいのに御苦労さんです﹂と

たとたんに︑つい前に﹁巡査の話なんかなんだ﹂と言ったことがな

巡査の奴まさか︑このような質問が出るとは思わなかったのであ

ってしまった︒

自転車の二人乗りは違犯だからしないようにとか︑道路を暗くし

一

一

‑

‑

媚てさえいるような態度の豹変さをにがにがしい心で見ていた︒

I
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本当に知らなかったのであろうか？押し売りだと思いこんで・いる

ろ妄勺ノ︒

学習の会を作った子供たち

ことも知っていない︒また知ろうともしていない︒心の中では戦争

村の人たちはただ動物的に働くばかりで︑世界の動きも︑日本の

生によう聞いてこいとおこりとばしてやるばっかりだし︑たのまあ

にされてしもうし︑服がたつすけに︑学校えなんしにいつとる︑先

トとちごうて︑さっぱりわからんしな︒子供に知らん顔すりや馬鹿

も勉強ができんがさ︒オしみていなもんが本みても︑昔のハナ︑ハ

結婚式に招かれたとき︑親戚の一人の母親から﹁姉ちゃん︑子供

に反対している︒平和を望んではいるけれど︑平和とは反対の政治

人が多いのだろうか？ひとつこのことについて発言してやろうかと

にだまされていることすらわかろうとはしない︑ということを︑二

え﹂・このお母あさんは︑自分の態度か決して良いとは思っていな

に勉強教えてやってくれんか︒遊ぶことばっかりしとって︑ちっと

カ月の村生活で学んでいた私は考えた︒ちょっとまて︑腹のたつよ

私の気持はすっかりおちつきを失って︑いらいらしてしまった︒

うなことにぶつかったら︑すぐ怒ってしまわないで︑〃腹のたつこ

なって︑雨のドシヤ降りの中を︑姉は小学校三年生︑弟は一年生の

結婚式から一ヶ月過ぎて︑私自身依頼されたことなど忘れた頃に

い︒そうかといって自分の無知を恥じているようでもない︒

のではないか︒まだ二カ月というみじかい日時を暮したきりで︑何

と〃に照関をあてて︑問題の本質をさぐり出すという姿勢が大切な

二人がマントを頭からかぶって﹁おばちゃん勉強にきた﹂と元気よ

﹁おばち毒ん︑ＡさんもＢさんも勉強していちゅうし︑いいな

次の日に別の女の子三名ひきつれて︑意気揚々とやってきた︒

時間︑こくごとさんすうをみてやった︒

毎日来るということになると︑ちつと困ったなと思いながら︑二

くる﹂というので︑やっと結婚式の日のことを想い出した︒

ったもん﹂﹁じゃこれから毎日来るの﹂﹁学校がすんだらメィ︸一チ

のんでおいたから︑アソ︒ヒャガットランで勉強おそわってこいと怒

﹁おばちゃん知らんのん︑オレゲの母あちやんが︑姉ちゃんにた

といったの﹂

﹁あんたたち︑どこの子︑だれがおばちゃんの所で勉強してこい

くかけこんできた︒

も知ってはいないという知恵が︑発言をやめさせた︒

この農村という土壌の上に︑ひとつぶの新種のタネをまいて︑根
を伸ばし︑花を咲かせるという仕事は︑怒りにまかせて発言する姿
原爆詩人︑峠三吉さんの詩を階調しながら人々にまじって中食の

勢からは良き果実は実らない︒やれ発言しなくてよかった︒

ために帰った︒

ちちをかえせははをかえせ
としよりをかえせこどもをかえせ

わたしをかえせわたしにつながる
にんげんをかえせ

にんげんのにんげんのよのあるかぎり
くずれぬへいわを︒

戸
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仕事することから遊ぶことまで︑人がこう云うであろう︑ああゆ

うであろうと︑一人一人が他人に気をつかう村生活をぐちながら︑

あ﹂

﹁おばちゃんはお友達つれてこいと約束しなかった︒﹂

だ︑か自分がその中の一人であるとは思っていないで︑他人の幸をね

たみ︑他人の行動をかれこれ云っている︒

﹁今日学校でこのＩさんが︑オレなんかキンノウからおばちやの
とこで勉強しとるしオメイもいかんかちゅうたもんだし︑きた﹂﹁う

この子供たちは﹁オレはな勉強習いに行ってるんだぞ﹂という自

慢から出発したものではあろうけれど︑﹁勉強する仲間をさそって

たら父ちゃん

と母あちゃんにいう﹂︒そしてこの日も二時間みてやり帰った︒と

じってよいものだろうか︒損をしても︑自分の生活が少し荒されて

来ている﹂︒大人たちの中にはない〃自主的な行動の芽〃をふみに

ちの人知ってるの︑休まないで毎日これる﹂﹁もどっ

んたどこの子︑佃年生︑家の人知っているの﹂と︑私と子供の問答

スアがアカもりせいちゅうたもん﹂という訳で︑親たちの方に

﹁畑に草むしりに行けちゅうたもん﹂

﹁昨日はどうして休んだの﹂

が多いことであった︒

さて日がたって気がつくことは︑天気が良いと無断欠席する子供

ことを始めなかったであろう︒

親たちから依頼されたり︑月謝を出すと云われたら︑決してこんな

先生なんぞと呼ばれると︑ゾッとする私は︑この十八名の子供の

部落では始めてのことだという︒

内女か七名という勉強の会が生れてしまった︒

一年生二名︒二年生三名︒三年生十名︒四年生二名︒五年生一名

名だけで他の希望者は残念ながら︑ことわらねばならなかった︒

ッにしたりで︑新劇の群台みたいな所で︑せますぎるために︑十八

しやって︑六丈位の広さの場で食事をしたり︑炊事をしたり︑コタ

所が私の住居というのが石倉で︑中にあった道具類を片すみに押

もよい︒学習の場を解放しようと思うようになった︒

ころが次の日も次の日もと新しい顔がふえてゆく︒そのたびに﹁あ
がくりかえされた︒

最初二人が毎日来るといわれて︑困ったなと思った私なのだから
毎日二人︑三人と新顔がふえて︑すっかり考えこんでしまった︒

この農村に幕すようになって︑婦人会︑青年団︑生活部主催の料
理講習会に講師として招かれたり︑部落の常会に出たり︑村人との

った︒

朝晩の交りの中で感じたことは︑﹁自主性﹂がないということであ
わからないことを質問しようとする前に︑そんなことがわからん
かさと誰かに云われやせんかと︑それが気になって質問しないとい
う人が多かった︒

自分で考えて︑行動するというのでなくて︑父ちゃんがこう云っ
たとか︑誰さんがこんなこというからと決して自分というものを表
面に出そうとしないことが多い︒

うまい物をたべるのでも︑人に知られないようこっそりとたべ
る︒映画をみにゆくにも︑村人に知られないようにと︑バスの乗り
場をちがえるまでに︑他人を気にする村人たちである︒

−
−
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農業労働要員として︑農村では小学校一︑二年の小さい者がひっ

理由があることを知った︒

この子供たちは︑けつこう役にもたっているのであろうから︑あ

ぱり出されている︒

てにされている︒

二月という季節に︑このように小さい者をかり出さねばならぬほ

せまい部屋に︑チャブ台︑机︑ミカン箱などおいて︑毎日十二︑

おとなしくしろと云う方が無理なのだけれど︑そわ︑そわ︑ちょろ

三名の男女の子供たちが体をくっつき合わせて学習するのだから︑

ちょろと一分もじっとしていない態度︒この一分を本とか︑ノート

に心を集中させるようにするにはどうしたらよかろうか︒このこと

﹁たれさんが︑声出して本よむし︑ウルセイモン﹂

﹁たれさんがいたずらするんだもん﹂

﹁たれさんが︑オレンとこつつくもん﹂

についてオヤッをたべながら話し合ってゑた︒

と野良に出ないと気がすまない︒家の中に仕事をせんで遊んでいる

﹁たれさんがマンガもって来て︑見いちゅうたもん﹂

ど︑多忙だというのではない︒唯これまでの習慣から︑天気が良い
者がいると︑無駄めし喰いを養っているようで︑だから草の一本も

と︑たれさんがこうした︒たれさんがああしたということで︑自分

むしりとらせることをすれば︑それだけ得をしたような気になって

はこうだということが出ない︒たえず自分以外の者のことに気をと

﹁明日から︑そうだれ五分だけ隣の人のことを気にせんで︑おと

けれども改めさせねばならないと考えた︒

これは︑子供たちだけの問題ではない︒

られていることを知った︒

いる大人たちの心情︒農民の不幸さは︑経済問題の象に原因がある
親たちに問題があるからといって︑無断で集団生活の約束を無視

のだろうかと︑自分の知識に疑惑をもち始めた︒
する行動はやめさせねばならない︒

学習がすむと私はいつも子供たちとオャッをたべながら話し合う

なしく勉強出来るかな﹂﹁おばちゃん五分だの︑時計みとってくれ

ようにしている︒

この時間を利用して︑だまって休むことがどうして悪いことであ

てやるけどね︑自分に何かを聞かれなかったら︑よその人が話をし

や︑そうして五分になったら教えてくれるかのん﹂﹁ゑていて教え

ていようと︑なまけていようと︑しらん顔しておれるようになった

るかを話し合った︒これからは﹁必ずことわって休む﹂ことを約束
次の日から﹁子守をさせたいから︑今日は休ませてくれ﹂と親が

ていなかった︒

方がもっとよいことよ﹂と話してやったけれど︑たいして期待もし

させた︒子供たちが家に帰って親たちに話すことを計算にいれて︒

ことわりに来た︒﹁おばちゃん今日は遊びていから休む﹂と子供自

坊主あたりが聞いたり︑隣りをつついたり︑けし・コムかせとか︑鉛

最初のうちは二分もたたないうちに﹁おばちゃんまだか﹂と一年

身がことわりに来るという風にして実行されていった︒
﹁自分で考え︑行動する﹂ことに期待しているのだから︑﹁よく
遊んでおいで﹂﹁よくお手伝いしなさい﹂と云って声援してやる︒
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筆がおれたと云って︑さわぎ始めるのだったが︑日がたつにしたが

いこった﹂・いつもそうだが︑私は出来るだけ批判しないようにし

先生につげぐちすることは弱むしの人間だって先生がいうたし︑悪

てる︒おしゃべりしてさわぎながら︑子供なりの結論を出してゆく

って︑高学年生が︑低学年生を叱るとか︑家庭に帰ってからの話題
の影響も重なって︑五分が十分に︑十分が十五分にという風に︑一

のを楽しい気持でみつめている︒

るのんか︒この︑とても勉強のしかたがちがってきましたとほめら

机たちから﹁ＥＴＡの会で︑先生からどこかで勉強おそわってい

まう︒ＨＭとか︑雨降りは私の悪日である︒

ん勉強に来た﹂﹁おばちゃんネポコキだなあ﹂とたたき起されてし

学校が日曜で︑雨でも降ろうものなら︑朝七時頃から﹁おばちゃ

この学習の会には日曜日がない︒

ヶ年半くらいからは︑私が何も云わなくても︑三十分くらいを静か
にして学習にとりくむようになり︑私の方がびっくりしてしまった
学習ばかりでなく︑絵も書いた︒

男の子たちは︑必ずといってよいほど︑スタンドやヤヵン︑花ピ
ン︑人形などひっぱり出して来て写生するけれど︑女の子たちは少
またこれは︑学習に来る子供たちというより︑村人の中にある間

女雑誌とかマンガ本の挿絵を写す仙向が強いことに注Ⅱさせられた

オッチョコチョイだから︑うれしくなって︑悪日が苦にならなくな

れたがさ︑やっぱり先生にはわかるんだなあ﹂なぞと云われると︑

柾目二時間の学習が終ると︑オャッた・ヘながら︑子供たちとおし

とがある︒

るのだから︑よっぽど私はおめでたく出来ているとつくづく思うこ

題だと思ってならないことだけれど︒

自分を目立たせようとして︑必要以上に大袈裟な表現や行動をす

たれさんがどうした︑こうしたとつげぐちする子供が殆んどである

自分をよく思われようとして︑私におもねるような態度をした

る子供がいる︒

になってきた︒

ゃべりしたり︑唄ったりする時間は︑村生活を勉強する貴重な時間

﹁おばちゃん︑オウレイの父ちゃんがな︑オメたちや︑勉強にゆ

とが目立ってきた︒

オヤッの時間に︑ソビエトのウクライナの民話﹁おじいさんのて

いうたし︑あしたかち菓子買うなや︑母あちゃんがおばちゃんはび

くんだのうて︑菓子がくいとうて姉ちゃんとこえゆくんだろうって

り︑親の自慢だとか︑買ってもらったものをみせびらかすなどのこ

かについて︑おしゃべりさせてみた︒

﹁おばちゃん︑オウレイの父ちゃん︑母あちやんな︑キチゲイ承

など買う金がどこにあるかと噂さされているようである︒

なが賛成しているところを拳ると︑家庭で私のことが話され︑菓子

んぼうだっていうたしのう﹂﹁オウレイのもんもそういうた﹂と承

ぶくる﹂という話をしてやり︑先ず〃つげぐち〃がどうして悪いの

﹁つげぐちすると仲が悪うなるし︑悪いこった﹂﹁いいもんこう

﹁おしやゞヘリちゅうのんは︑人の悪口いうことだし︑悪いことだ﹂

てもろて︑人にケナブラカスと︑こうてもらわんもんがモウッヶネ
イなるし悪いこった﹂﹁人のことをかげにまわって悪口いうたり︑

−
−
−
一
一
一
一
−
−
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ていだぞう︒あんなもん死んでしめいやいい﹂﹁どうしてそんなこ

この学習の会は︑子供たちの自主的行動で生れたもので︑私が目

農村を特別視する教師たちの中にあるのではなかろうい︒

的意識的に作ったものではなかった︒むしろ私は勉強する場に自宅

というの︑死んでしまったらあんたたちは勉強することも︑ごはん
たべることもできなくなるのよ﹂﹁そんだって︑どっちが本当だか

を解放して︑いうなれば大きなガキ大将であったと思っている︒

一チ遊びゃがって︑ネイ勉強シンさ︑勉強シンスヶできんのん
︿Ｉだなあ﹂と頭の上で

イチャン︑アチョバンカと云って集って来るよっぽど私をひま人と

いわゆる幼児たちが︑オバチャン︑ナニョシテルノンヤとか︑ネ

六才の女児が語ってくれた〃ぐずの話〃

会歳負進挙活動のためほとんど一ヶ月間︑石倉を留守にした︒

四月から子供たちは一年上級生と進級していった︒私は四月の県

村を全く知らない私に大いなる教師の役目をしてくれた︒

一人の母親の願いをうけとめたことから始まった学習の会は︑農

わからもん︒そらかいいと〃百姓の子は勉強なんかなんにする︒勉
メイ

強しんでいいすけ畑に草むしりにゆきやがれちゅうし〃雨が降ると
だって思ってばっかしおるんだもん︒頭が
手をクルクルとまわしてみせる︒
オレイのもんもそうだ︒オウレイのもんもそうゆうて怒るぞと︑
たちまち子供たちは我が意を得たりとばかりに大さわぎになる︒
﹁おらんて︑どこかえ行ったの﹂

いていれば︑さっさと石倉の中にあがりこんでしまう︒よっぽど石

でも思っているのか︑自分たちの仲間のようにやってきて︑戸が開

﹁オレが母あちやんな︑おらんのんだぞ﹂

﹁死んですんだのんさ︒クレがな二つの時までチチのんでやった

天気さえよければ放置されている幼児たち︒遊んでくれる相手が

倉に興味があるようだ︒

のに︑死んですんだ︒ソッダシナァ北狄のバアに育てられたんだ

ほしくてたまらない幼妃たちなのだ︒まつわりつかれると迷惑なこ

ぞ﹂と︑この三年坊主は︑悪なの仲間にはいういうとして︑母の死
かなかったほど︑明るく︑のびのびして︑いつもみんなとた︒へるよ

を大いばりで語ってくれる︒私は聞くまで︑母の亡い子だと気がつ

とが多いけれど︑結椛私に︑心の散歩をさせてもくれるし︑楽しま

し〃と子供たちに思われているようである︒

ついてしまっているのでもあろうか︒どうも〃この大人くみしやす

その時につちかわれた〃子供相手のコツ〃とでもいうものが身に

したことがある︒

戦争中の或る時期の二ヶ年間を︑深川のスラム街の託児所で生活

せてもくれる︒

うにといって︑カキもちをもって来る子だ︒

歌を唄うときは︑学校の歌より﹁酒はのめのめ⁝⁝﹂とか﹁月が
﹁ナアゲの父ちゃん酒のみだもんだし︑そんな唄しかしらんのん

出た出た⁝．：﹂というものが多くとび出して来る︒そうすると︑

や﹂と子供の方から批判か出る︒

物を見︑知る子供の心に田舎と都会の区別はない︒あるとしたら
農村という集団の中に生活する大人たちにある︒

I
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に追いはらってしまう︒

供はそうわいかない︒そうかといっていつでも良い顔ばかりもして

犬やねこの仔なら︑手をふりあげて追いはらうけれど︑人間の子

モオウ︑モオンというたとさ・

オショさん︑オショさん︑オウレゲにママくいにきてくれよ︒

こんだウシがおったとさ◎

カア︑カアというたとさ︒

ママがぐずぐずばっかしいうもんだし︒

ママがぐずぐずいうたら︑ひひきよというたとさ︒

おかちやんがいってくるし︑ぐずはママテイテおれというたとさ

おかちやん︑オショさんオランかつたどというたとさ・

ぐずがさっさとイジにかえたとさ︒

おれない時がある︒そんな時は遠慮なく︑人間の子供でも動物なみ

ちがった琿境の中で︑農業でない仕事をしてきた私には︑村生活
になじむということはたやすいことではない・

私の中に遠慮なくとびこんでくる幼児とか子供という︑はなった

ママがおこったちゅうてのう︒

らしのこぎたない無法者たちの仕草や話の窓から︑村人たちの生活
の壁や︑そのかげにあるものを感受し︑学ぶことが多い︒出来るだ

オショさんゆにへったとさ︒

オンョさんゆわかすし︑へってくださいというたとさ︒

ざ︒おかちやんがオショさんヨバってきたとさ︒

ぐずがハシリにかまもってって︑かまぐちやママコ・へてしもたと

け遊び相手になってやりたいと思う︒

〃ぐずの話〃を語ってくれたのは︑村の股繁期託児所に行ってい
る六才の女児である︒

おばあちゃんたちが語り楽しんでいるのをそばで聞いていて︑子

こんなもんナンシル︑ひにくくてシメエイというたとさ・

ぐずがおかちやんに︑こらなんだときいたとさ・

供の心で作りかえ︑子供の言葉で語ってくれたのだろうと思いなが

そうしてのう︒ひにくくてしもたとさ︒

ら︑大人たちの〃ぐずの話〃を聞いてみたいものだと︑強く興味が
むかし︑むかしのう︑ぐずとおかちやがんおったとさ・

ソラオショさんのフンドシだチュウたとさ︒

おかちやんが︑ぐずやオショさんよぽってこいというたとさ︒

オショさん１からあがったら︑フンドシがネイかつたとさ︒

わいてきた︒

オショさんロンなもんさ︑ぐずがきいたとさ︒

らにもどったとさ・

オショさん︑ショウシナがって︑イチヂクのはにかかえて︑おて

むかしむかしのはなし︑これでおしまい︒

くろいおこるもぎとると︑いうたとさ・

おばちゃん︒イチヂクのはに︑チソチンかかえたんだのう︒オウ

ぐずがイジをでていったとさ︒
↑そうしたらのう︒

レイのバアがゆうとったもん︒わかつたかのん︑オリがはなし︒

からすがいつぴきおったとさ︒

からすさん︑からすさん︑オゥレゲにママくいにきてくれよ︒

13ぅ一

情死の墓
１１ある遊女の生涯ｌ︲

遊び女の名は柳川と

緑色そふ葉柳ころに

磯部欣三

相川町に﹁真情落つる松の葉﹂という音蜘があります︒水金川の

好いた同志の色情慾に

まず

遊女と︑武家の心中事件を詠んだものなのです︒この音頭が︑当時ど

辿り迫りて相対死をも

Ｈ

は︑原本らしいものが﹁萩艸文庫﹂︵佐波高校︶に保存されてあり

ういう節で詠われたのかハッキリしないのですが︑文句そのもの

なせし二人のその脈膓を

女の名は柳川︑男は︑変名を於蒐吉といったと文中にあります︒

親に着せつＬその身は裸

おのが心を蚊帳となして

とあって︑次に柳川の一身上が詠われます︒

そして心中の原因は﹁色情慾﹂と書かれてあります︒以下は︑この

晋の呉猛の孝子に晋ふ

夏の夜すがら蚊に食われたる

明です︒

ます︒表紙に﹁安政六未年水無月出来﹂とありますが︑作者は不

心中事件について考証したものなのですが︑まずこの音頭の内容か

幼な娘のその名はおきし

ら紹介していこうと思います︒全文を紹介するのはなかなかヤッカ
イなので︑事実を具体的に詠んだらしいところを︑ところどころつ
なぎ合わせて︑事件のイキサッを考えようと思うのです︒

1
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母は乳房を離れぬうちに
死んでしもうて一人の父も
たの承甲斐なき病身なれば
渡世営象家業も成らず
細き煙も絶えざる上の

親の不自由みる目もかなし

柳川の本名は﹁ぎし﹂・ごらんのような貧しい家庭だったよう
たとへこの身は浮皮竹の

です︒そこで彼女は

流れ汲むとも厭いはせじと
涙包象て語ればじつに

年に似合わぬその真心は

こんどは父親が語ります︒

われは死すとも忘れはせまじ
母がこの世に永らへあらぱ
かかる愛目はみせまじものと
身をぱ捨ててもわが子を拾つる
藪はないてふ諺あれど
これも前世の約束ごとの

出逢い因果と諦めくれよ

｜

さて︑この愁嘆のあと︑きしは七つの年に水金町へ売られていき
売られ廓へ七つの年に

まちは水金松本屋とて

千代の栄も数多のお客

主人もとより風流人で

松本屋の主人︵楼主︶は︑かなり商売人であったように思われます︒

茶の湯俳譜友交わりも

抱え女郎や多くの飼娘

誠ありつる人ともいわれ

慈意を加えて育つる中に

きしが貞実心にかけじ

師匠取りして琴三味線も

咲けなしをもわが娘の如く

一と聞いては十をも悟り

利発者よと廓の噂

めぐる歳月矢よりも早く

こうして︑彼女は一人の遊女として育てられていくのです︒

年は十八の葉月の中ぱ

眉目も形も妙なる出立ち

新造突出し名は柳川と

かねて風聞ゑな人ごとに

越の西施の絵姿ありと

われもわれもと群れくる中に

作者は最大限の誇張でこう詠います︒ここへ彼氏があらわれてき
初音争ふ鶯谷の

ます︒

色

ます︒

親を救いの浮奉公も

趨

轡

ー ,
ｰ
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空穂︵うつぼ︶竹取伊勢物語

優に育ちしやさ男にて

梅の顔︵かんぱせ︶柳の風情

恋の闇路を厭わず通い

雪の夕暮風吹く夜半も

ついにわりなき契り・を結び

交す枕の数重なれば

ひと夜ふた夜の仮寝のとこに

飽かい別れについ居つづけも

手跡学問武芸に秀でて
文武両道かねたる人と

言うに迷いてうつつの如く

誠あらわす言葉の花の

恋の情ある文をも通じ

高きその名も千里にひびき

苛き意見も聞き入れなくて

親や兄弟親狐までの

浮かれ廓を家ともなせば

宵の変名を於莵吉さんと
於兎吉にもまた最大限の形容詞が使われます︒もちろん︑二人は
ただの平凡な女と男であったろうと思うのです︒
さて︑廓で二人は知合い︑やがて哀しみの淵へ落ちていきます︒

養子さまをも不縁となれば

いまは互に身元︲も迫り

内の不首尾に宿はせかれ

途うて話もただ緒子先

柳川は主人から︑於蒐吉は親知から︑それぞれ折椛されて遠ざけ

られます︒音頭はこれから﹁二段目﹂に入り︑二人の間食の状況が

らねばならなかった運命を哀しんでいます︒ともあれ二人はやがて

綴られます︒この中で︑柳川は自分の貧しい生い立ちと︑遊女にな

二世の契りも結びし仲を

死を選ぶのです︒

ながき年月数多の客へ

一夜なりとも見聞くも哀し

触れるわが身の愛目をよそに
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ぼくもやはりある墓を探していて︑二人がそこ︑つまり本興寺墓

物色していたのです︒

この蕊には建立年代は刻んでないが︑台石に﹁施主水金町宿屋

地を歩いていた︑確かそうだったようです︒

らったものであることは間述いありません︒しかし墓は深い草にお

おわれていて︑とむらった︑またはとむらわれている︑という感じ

中﹂とあります︒施主が水金町であるからには︑遊女の心中をとむ

はせず︑久しく忘られてしまっている︑という感じが強くしたのを

させらりようかと涙に杣を

お手にかかるは本望なりと

身をばあなたにまかせた上は

あとで︑元水金町の楼主たちにこの蕊についてきいてみたのです

党えています︒ぼくはそれを︑カメラに収めて帰りました︒

いたら﹁心中の蕊だときき伝えているが︑いつ︑どんなイキサッで

が︑知っている人がありません︒本興寺の女住職である囮さんにき

をみると

十月十三日男
十月什一日男
十一月六日女

︵右側面︶

日麺﹂﹁五月朔日螺﹂とやや小さく刻んであるのです︒そして側面

央に﹁情死之墓﹂と大きな文字を刻糸︑その文字の左右に﹁五月朔

この蝋は︑高さかせいぜい一メートルくらいもあります︒正面中

がしてみたのですが︑何もありませんでした︒

でした︒寺に︑これに関した記録でもあるかと思って古い文書をさ

雄てたものかわからない︒時おり花などたむけているが﹂という話

所︑そのときの状況はこの音頭にはないのです︒︵この音頭は山本

死んだ夜は︑五月雨がしとしとと降っていたとあります︒死の場

思いきりたる女の言葉

絞るたもとにとりすがりつつ

おのが手にかけ刃の苦捕

いとし可愛いいそなたはなんと

われはとくより覚悟はあれど

も関連して文弥節がいつごろから佐渡へ来ていたのか時代考証がほ

守

とてもこの世の縁薄くもの

五 一

ぼわかるのです︒そこでＳ氏は﹁たの﹂に関する過去帳や墓などを

L蒔

啼れてつれそうえにしに非じ

.rl噛

修之助氏編﹁相川音頭本集成﹂にかな書きであるのを︑適当に漢字
を交えて引川したものです︒くわしくは同本参照︶

目

さて三︑四年前︑Ｓ氏と二人で下相川村の本與寺墓地を歩いてい
て﹁情死之墓﹂というのを承つけました︒チャンと﹁情死之基﹂と
刻んであったのです︒

Ｓ氏は佐渡に伝わる無形文化財の文弥節を調べています︒﹁文弥
法師歌の中山﹂というこれも佐渡に伝わる音頭であるが︑この中に
﹁多世市﹂と替女で﹁たの﹂という名が出てきます︒﹁たの﹂は相川

の人とあるので︑これがいつの時代の人かがわかれば﹁多世市﹂と

I

−
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二月十八日女
三月廿四日男

けです︒こういうふうに考えてくると︑この墓の建てられた直接の

では︑おそらくはなくて︑仮りにあっても︑そのために二人の墓が

はなかなか見当らぬからです︒これは︑遊女の心中がなかったから

ことがほぼハツキリしてきます︒そこで︑この二人はどんな人間で

動機というのは︑五月朔日死亡の一組の男女のためであったという

九月五日女
五月八日女
八月六日女

建てられるということは特例中の特例であったにちがいないからで

これは遊女ではないが︑享保八年四月に︑元の水金町遊女で﹁花

ぬ水金川の楼主たちなのです︒

考えられることではありません︒しかし︑この墓の施主は︑ほかなら

建てるということがあれば︑心中を奨励するようなものであって︑

す︒まして心中の事件の不利術者である楼主たちがわざわざそれを

というのは︑遊女の心中をとむらった蕊というものは︑相川町で

どういうイキサッで死んだのかが知りたくなってくるのです︒

十一月五日女

︵左側面︶

五月五日女
と刻んでいます︒この数字は妃亡したものの命日をあらわすらし
いのです︒

正面にある﹁五月朔日蝿﹂は五月一日に心中した男女とわかりま
情死なら︑男女が同じ日附で組合わされていなければならないので

世﹂という三十二歳の人妻と︑﹁佐藤兵十郎﹂という二十三歳の青

すが︑この側面の文字をいったいどう解訳したらよいであろうか︒

すが︑これは男女の別も日附もてんでバラバラで︑いっしょに死ぬ

年が︑上寺川の法久寺境内で首つり心中鳶遂げた事件があります︒

川で伝わっていますが︑それによると花世は七十五両という大金で

とが﹁兵十郎︑花世心中妹背の虫づくし﹂という音頭に詠まれて相

花世は水金川にいたころ忠兵術という男に請出されました︒このこ

という情死の意味もあらわしていません︒

り心中とは関係がないらしいのです︒女の場合は︑自殺または病死

いろいろ考えてみると︑側面に刻んだ男女に限っては情死︑つま
した遊女を刻象こんだものだろうし︑男の場合はクルワヘ遊びにき

請出されています︒かなりの売れっ子であったらしいのです︒とこ

の兵十郎に参ってしまって︑夫の留守中に兵十郎穿呼び出し︑法久

ろが彼女は︑忠兵衛の妾になってから︑家へ出入りしていた美青年

て︑不慮の死をとげた顧客をとむらったものであろうと思います︒

もしそうであるとすれば︑この墓に対する解訳の方法は一つしか
﹁情死之墓﹂と刻まれて︑この墓は建てられたのであるが︑その前後

人の墓がいまも残っています︒これはもう音頭に詠まれているだけ

法久寺という寺はすでに廃絶していますが︑その寺の近くに︑二

寺の大きな桜の木で首をつって心中を遂げてしまったのでした︒

ありません︒つまり五月朔日に死んだ二人の男女をとむらうために
に自殺または病死したものもあって︑後ほど︑あるいは同時に︑そ
れらも一緒にとむらうことになった︒これが左右側面に刻まれたわ

垂

一
̲
ー

､

−140−

‑141−

安政六未年五月二日の朝五ッ時︵今の午前八時︶本興寺にいる十

六歳の少年坊主で完是という弟子が︑ちょうど先住の忌日なので︑

悪掃除か何かに出かけたらしいのです︒そこで︑二人がノドを突い

て﹁見合書﹂という古文書の筆写した綴りを承つけました︒﹁見合

という二十四歳の青年︑女は水金町の楼主広吉︵松本屋︶の遊女で

男は当時佐渡奉行所の山方役を勤めた高野忠左エ門の下男で虎吉

で︑ハッキリはしません︒

て死んでいるのを象つけたのですが︑場所は﹁通行筋﹂とあるだけ

書﹂というのは︑佐渡奉行所の与力︑町同心が調べた事件記録︵い

公たちなのです︒

虎吉はノドに﹁長さ二寸︑深さ一寸五分﹁の疵があったが︑それで

柳川︵やながわ︶という二十歳の娘です︒つまり前掲の音頭の主人

も死にきれなかったとゑえて腹を刺し︑内部が少し露出していまし

まの警察の調書のようなもの︶であって︑烏では当時起った火災︑
のナマのままの記録としてあったものを︑大正末期に﹁佐渡国誌﹂

ね多帯をしめ﹁桐汕胴乱﹂を右腰に差し︑両肌を脱いで︑女の上に

た︒﹁木綿花色立細﹂の綿入に﹁紺木綿絞り﹂の﹁濡祥﹂を重︑博

身体をやや横向きにして伏せていました︒﹁面部並に耳の根より横

を編墓した人たち︑か︑筆写して残しておいたものです︒もちろんナ

この中に︑安政六年に︑佐渡奉行所の役人の下男と︑水金町の遊

た︒︵最初虎吉が柳川のノドを突刺し︑返す太刀で自分を刺したよ

一方の柳川は︑ノドに﹁巾一寸︑深さ一寸五分﹂の疵がありまし

腹へ掛血流着用物にも血深有之候﹂と書かれています︒

﹂が立っていると同じ本與寺墓地であるし︑そこに刻んである五月

絆﹂に﹁黒糯子半襟﹂を掛けて﹁緋縮緬﹂の袖口のついたのを重ね

膳ノ羽紋﹂の入ったカンザシを差し﹁木綿糸編﹂の綿入﹁紅絞糯

﹁緋縮緬啼布﹂をしめ︑表に﹁風織縮緬﹂裏に一︲黒糯子横筋﹂の帯

うです︶﹁嶋田髪﹂を結び﹁打出緋縮緬切レ﹂を掛け﹁銀流し九一一

朔日麺とあるのに同じ五月一日に︑この二人は死んでいます︒ぼく
は︑この二点だけでも︑二人にまちがいないと断定しても差支えな
古さも︑大体そのころのもののように推定されます︒とすれば︑基

に﹁木綿小倉﹂のヒモを結び︑片足に蕊草履をはいていました︒虎

を︑また下に﹁木綿絞り﹂の下梢をしめ︑﹁木綿茶格子﹂の前垂れ

吉の下で仰向けになって死んでいたといいます︒

が建てられて残ったのは︑心中の一方が武家の下男であったからで
定はしないでおきましょう︒二人の心中というのはこうです︒

はないか︑とも考えられるのです︒しかし︑これは﹁そうだ﹂と断

ＪＪ

いと思いました︒安政六年といえば︑今から約百年前で︑この墓の

なからず出てきました︒まず二人の死んだ場所が︑いま﹁情死之基

﹁情死之墓﹂の主人公たちであったのではないかと思われる点か少

女の心中を扱った事件記録かあります︒これを読んでいくと︑先の

マの文書の行方はもうわかりません︒

心中︑殺人などのいくつもの洲在記録がのっています︒これは当時

ぼくは昨年春︑県庁佐渡分室の古棚に古文書がないかと漁ってい

㈲

この墓の大きさや形が﹁情死之蕊﹂と似ているのです︒

あって︑相川町の古老たちで知らぬ人はないほど有名な話ですが︑

‐

死体の近くの蕊石の上には短刀の鞘が一本︑黒木綿の羽織が一枚︑

書置が二通︵この内容はわからない︶︑矢立︵筆とも︶一挺の計凹
短刀は血のついたまま︑虎吉の泊刑のところに落ちていました︒

品がのせてあったのです︒

このほか厳草履か一足半︑﹁浅黄模様﹂の手拭が一本︑近くにあっ
たといいます︒また虎吉の右の快の内から﹁孫三様﹂と書いた手紙
この事件を調べたのは︑日付役の橋本三之助︑地方掛の大久保舟

︵これは書置かどうかハッキリしない︶が一通でてきました︒
次︑海府番所役人の大塚源之進の三人ですが︑他殺の疑いはないが︑

心中の実相を一応調べなければならず︑まず柳川に関して次の十九
人が呼び出されたのでした︒

下女た

抱売女

同町広吉親類

抱売女

ま

未二十才

わ

彼

未十二才

山

未二十七才

鶴

未二十三才

未二十一才

未二十六才

未二十一才

未四十八才

未五十八才

三郎左エ門

金蔵

笹川

政の井

未三十四才

与右エ門

鍵

川町

水金町

と

若

父

未四十四才
未六十二才

ノ、

綾

〃

名主

エ

広吉

母せい
女房もよ

未三十七才

未十四才

伜松次郎

娘つれ

未十八才

右

− 1 −

〃

〃

〃

柳門
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稲主

勘兵衛

未三十五才

忠四郎

未五十九才

川中屋権左エ門

未二十四才

中使喜四郎
水金町

下相川村
名主

︽一Ｉ

Ｊ１
Ｉ
４

れるようです︒

くと︑二人が心中してゆくイキサッについて︑かなりの暗示が得ら

︵ほぼ原文のまま︶

まず広吉と与右エ門の二人がこう述べています︒

此段広吉︑与右エ門一同申上候︑広吉は抱の者並下女とも︑

義︑六右エ門町金蔵娘一一て︑去ル辰より来ル寅迄丸拾ヶ年季

家内拾壱人︑与右エ門は拾八人相幕罷仕︑然ル処広吉抱柳川

一一て召抱︑売女為致罷在候処︑昨朔日夜四シ時頃︑不計家出

いたし立帰不申候一一付︑近辺心当の場所相尋候得共︑何分行

衛相知不申候二付︑若や心得連︑出奔心掛候義一一も可有之と

頻与右エ門同道︑所々穿鑿いたし居候内︑翌二日五シ時頃︑

存︑在中えも尋の者差出候積り︑夫々手配の上︑広吉義︑親

上江︑高野忠左エ門様御家来虎吉︑横一一打重傭一一相成︑咽喉

未二十五才

この﹁見合苦﹂の中から十九人の証言を次に紹介しましょう︒征

は相知不巾峡得共︑両人とも事切レ候躰ニ付打驚︑其段早速

突キ切居破血いたし︑右肩脇一一血附候短刀有之︑其外の疵所

甲州峡一一付︑直様罷越見受候処︑抱柳川義は咽唯突切仰向の

下川川村本興寺墓所一一︑怪敷体の者見掛侯趣︑同寺弟子完是

ので︑それぞれの証人が述べた言葉のこまかい一三アンスはわかり

村役目の者は不及申︑高野忠左エ門様︑柳川親許江も為相知︑

意趣遺恨等︑被差省候義は無之や︑御糺御座候得共︑決て右

義の旨申上候処︑右両人の者変死一一付︑何そ心障の義は勿論︑

追々駈集︑一同立会︑猶篤と見受候上御訴申上︑御検使受候

役人のコトバではないが︑これは十分に﹁吟味﹂してかかる必要が

り候迄︑虎吉江馴染候義不心得付罷在候段︑如何の旨再応御

様の義は無御座段申上候処︑ゞ売上商買致居︑此段の始末二至

I

糺御座候得共︑柳川義︿平常柔和一｜て︑家内のもの始傍輩共

あります︒また二人の心中を︑心中または情死と区別して﹁相対死

､

り﹂とあるだけです︒しかしやはり︑これらの証言をよく読んでゆ

﹂としているのもおもしろいと思います︒死因も︑単に﹁情慾に迫

申合わせたように﹁知らぬ︑存じません﹂で通していることです︒

ここでまず注意をひくのは︑二人の心中の原因について︑ゑなが

ません︒

言といっても︑役人が関係者からきいたものを要約してまとめたも

㈲
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江も厚く︑親二等閑の勤方いたし候義も無之故︑安心罷在候

外々承り及候義も無御座候

柳川相対死の始末︑広吉︑与右エ門申上候通︑相違無御座︑

次に広吉方の﹁抱売女﹂三人がこう述べています︒三人は昨夜か

ら他へ出稼きしていたのでした︒

綾波︑繁山︑若鵺一同申脂候︑私共義︑昨朔日夕刻より︑綾

都て昨夜の始末︑不存義一一有之︑外︿可申上義無御座候

く馴染候より情慾二辿り︑終を相対死の始末一一至至リ候義一一

ここに与右エ門とあるのは元蔦屋︑忠左エ門とあるのは元大黒屋

二至り帰宿︑前書相対死の始末︑広吉より承り打驚候義一一て

六右エ門川金蔵の娘である柳川は︑﹁去ル辰より来ル軍迄丸拾ヶ年

のことです︒三人とも日ごろ柳川と同居している親しい仲でありな

波は与右エ門︑繁山は忠左エ門︑若鵺は桐蔵方江罷越︑今朝

季一一て召抱﹂とあるから︑三年前に十年の身売りをしてきたことか

も可有御座︑右の外何一｜ても恥心障の義一切無御座候

わかります︒音頭とは食い違っています︒そして家出︑つまりクル

す︒一方の虎吉は︑今年の二月ごろから︑ちょいちょい水金界隈に

いますが︑この二人が特に呼ばれたのは柳川の書置の中に二人の名

次ぎに与右エ門方の抱売女である政の井︑笹川の二人が証言して

す︒

が︑いたって簡単な証言で終っているのは︑少を物足りぬところで

姿をあらわしていたが︑名前を偽わっていたのか︑︵その名は音頭

があったためです︒彼女とは特別に親しい関係であったようです︒

候得共︑常食懇意一一相交候義は相違無御座︑乍去︑此度の始

にも名前有之故は︑相対死の始末有体︸一可申上旨︑御糺御座

政の井︑笹川一同申上候私共義︿平日柳川は懇意｜一て︑害置

次に柳川から﹁意趣意恨等︑被差衿候義﹂はないか︑と問われて

今朝︸一至り承および打驚候義一一て︑外に可申上義無御座候

末深く相包み居候と相見江︑珊二てち怪敷様子等︑見受不申

別変ったことは述べていないが︑柳川の本名が﹁きし﹂という名で

次に柳川の父親である金蔵の証言を紹介しましょう︒金蔵もかく

町︑下相川村の各名主︑中使らも同じような証言をしています︒

これもうまく逃げてしまいました︒このほか︑六右エ門町︑水金

そのようなことはなく︑柳川は︑平常は柔和な性格で︑同僚とも厚

せん︑もよ︑松次郎︑つれ︑たま︑とわ一同申上候︑虎吉︑

さて次に︑広吉の家族がこう証言しています︒

です︒

いつい﹁私共の目合いを忍ひ﹂心中してしまった︑と述べているの

く︑親に﹁等閑の勤方﹂もしなかったので︑安心していたのが︑つ

す・

のがなく︑二人の噂も最近になって知ったと広吉は述べているので

によって於蒐吉と変えていたことがわかります︶宿をしたというも

ちに虎吉と落ち合って心中し︑今朝みつかったということになりま

ワを逃げだしたのが昨日の一日であるから︑おそらくはその夜のう

広吉はうまく逃げてしまいました︒ところでこの証言によると︑

二ても︑宿いたし候ものも無之︑全く私共の目合を忍ひ︑深

二至り承候得共︑都度の名前を偽候義一一も候や︑私共並外々

義｜一て︑虎吉義︿当二月頃より折を当町江罷越候風声︑此節
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夫を手当いたし罷在候処︑昨朔日夕刻致家出候間︑心当りの

此段吉次申上候︑虎吉義此間中乱心の体一一付︑主家︸一おいて

柳川へ申勧めて心中に及んだらしいということも述べています︒

金蔵はての中で︑広吉やそのほかのものが柳川に対して何か非道

あったことは︑この事件に若干の現実感を与えてくれます︒

ことはないか︑と問われて︑そんなことはない︒ゑなから親切にし

なふるまいをしたことはなかったか︑死因について疑わしいと思う

相川村本光寺墓所一一変死罷在候旨為相知候二付︑私共早速駈

場所為相尋候得共︑行衛相知不申︑然ル処今朝五シ時頃︑下

り冊一一相成︑咽喉突切破Ⅲいたし居︑右川脇一一血染候短刀有

付見受候処︑柳川義は咽喉被突切仰向の上江︑虎吉横一一折重

てもらっていることを︑つれづね娘からもきいており︑深く馴染ん

之︑其処疵所は不相知候へ共︑両人共事切レ候体二付︑川忠

だ上で︑つい心中してしまったものと思われる︑と答えています︒

金蔵申上候︑私娘きし事柳川︑去ル辰より寅迄丸拾ヶ年季約

死一一付︑何そ心障りの義無之や︑有体可申上旨御糺御座候へ

左エ門より一通御届申上︑御検使受候義の旨申上候処︑右変

共︑何一一ても心当無御座︑前文も申上候通︑広吉儀近頃は兎

下相川村本光寺蕊所一一変死罷在候段︑広吉方より為相知候一一

付︑早速版付様子見受候処︑広吉一同咽喉突切相果罷在候一一

諾｜一て︑水金町広吉方江売女一一売渡候処︑今二日朝五ッ時頃

付︑御検使として各様御出役の上︑広吉其外の者共柳川江対

居候訳柄有之︑柳川汀情死の義叩勧︑終々相対死および候義

角気分不揃の体一一有之候へ共︑両人のもの共︑兼蜀深く申合

は書置一一も戦せ有之上峰︑全く虎吉江深く馴染候より情慾二

是迄手厚二いたし呉候義は︑常々私江も申聞︑既恩分受候旨

関係を事前に察知されて︑いわゆる﹁乱心﹂もの扱いにされていた

ここにある﹁乱心の体﹂であったというのは︑どうやら柳川との

一一可有之︑此上は何方江対し候ても︑Ⅲ申分無御座候

坤

はぱ︑有体可巾上旨御糺御座候へ共︑右様の義は決て無御座︑

し︑何そ非道の取斗等承及候は無之や︑何そ疑敷義も有之候

迫り︑相対死および候義︑相違無之︑然ル上ハ何方江対し候

ことを示すと思われます︒武家の下男の分際で︑賎しき遊女に近づ

て︑以上の証言そのものから﹁これが死因だ﹂と思われる個所をひ

しいのです︒しかし︑これらはいずれ恥証言を読んでの推測であっ

いろいろと苦しんだ末に︑柳川へ︑心中を﹁申勧﹂めたのであるら

くことは︑主家のメンツもあって禁じられていたでしょう︒そこで

ても︑叩申分無御座候
﹁柳川﹂に関する証言は︑これで終りました︒

㈲

き出すことは難しいといってよいのです︒ただ﹁惰慾に迫り﹂とい

虎吉については高野忠左エ門の家来で吉次︵未三十六歳︶が証言
をしています︒これを読むと︑虎吉はこの間から﹁乱心の体﹂であ

うところが︑それに該当す患くらいのものでしょう︒

柳川の場合は︑三年前に売られてきて︑虎吉とはからずも知合っ

ったと述べて︑心中前の虎吉の挙動にふれている点が注意をひきま
す︒また︑二人はかねて申合わせている﹁訳柄﹂もあって虎吉から

̲ 一 ｴ ｰ ‑ ‑
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一
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のです︒そうこう悩んでいるうちに︑相手の虎吉は自分との関係が

りません︒年季が明けても︑希望が達しられるかどうかわからない

たが︑二人が晴れて結ばれるには︑あと七年の年季を経なければな

ことになったものでしょう︒もっとも︑この事件と︑例の墓とが別

勧誘があって︑水金町の楼主らがしぶしぶこの墓を建ててとむらう

ぶん同じであろうと思います︒事件後に︑歳家の方からなんらかの

本興寺墓地で象かけた﹁情死之墓﹂と︑この二人の心中とは︑た

つきました︒というのは︑心中のあった本興寺の墓地をいま歩いて

この原稲を書いてしまってから︑ぼくは改めて︑あることに気が

であっても︑なんら差支えはないのですが︒

にいる政の井と笹川だけである︒親に知らせても売られた以上は︑

のところの︑かなり広い斜面を利用してつくられているのですが︑

みると︑そこから水金町が一望に見えるのです︒墓地は︑寺の東横

そのどの付近に立ってみても︑水金町は︑正面に︑手にとる如く見

どうなるス︑へもある筈がない︒とうとう追いつめられた二人は︑一

︵死体のそばに矢立があったことはそれを裏付ける︶ノドを差しち

持参した矢立をとり出して︑月明りをたよりにその場で迫害を書き

虎吉と柳川とが︑かって︑その墓地で心中したときも︑二人のす

んだということになるだろうと思われます︒この使い古されたコト

これを書くとすれば︑さしずめ﹁一緒になれないのを悲観して﹂死

二人がなぜその場を死ぬ場所と

と︑適当な平地に出るのですが

とでしょう︒墓地を壷
巌りつめる

』
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ぐ目の前におそらくは水金町の夜景がくっきりと浮かんで見えたこ

バには︑そのあとに﹁なぜ？﹂という疑問の文字を入れると︑問題

でなければならなかったのか︒

して選んだのか︑わざわざそこ

五月の月明りと︑三味の音が

の下男と遊女の心中に過ぎないとしないで︑遊女に対する非人間的
で過酷な取扱い︑江戸時代の遊女一般のおかれた立場︑そういった

二人にどう映ったか︑などと意

流れる水金の夜景が︑心中する

味もない考えが︑実はしたりす

加えると︑たぶんに深刻な事件になってくるのです︒しかし﹁であ
ったろう﹂ということと﹁しかわからない﹂ということとは︑やは

るのです︒

中の事実があったという事例だけを︑ここで紹介したわけです︒

ｒｒ︐

り区別しておかねばなりません︒水金町にも︑とにかくこうした心

事例を適当な文献や書物から引例して︑この事件の背景としてつけ

はいろいろと広がってくるものです︒この事件の場合も︑単に武家

推理はいろいろに成立ちます︒死因についても︑新聞記事などに

がえて相果ててしまった︒

えるのです︒距離にすれば大体百五十メートルほどのところです︒

日夕刻示し合わせて家を出て︑本興寺蕊地へ身をかくした︒そして

で自分を象るようになった︒慰めてくれるのは︑近所の与右エ門方

である広吉かち︑強い折椛を受けた︒傍輩の綾波や繁山らも白い目

知れて主家から攻められるし︑廓内でも自分のことが知れて︑楼主
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