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■￣ チェーホフの「講義」論−FI）に関連して−

村 瀬 裕 也
この春，ペレストロイカで意気軒昂たる
モスクワ芸術座の『伯父ワー・ニャ』（ェフ

登場する。その件りを引用してこみよう。
「『先生，お願いですから，どうか〔及第

レーモフ演出）を観て以来，久しく眠って

点〕をつけてくださいませんか，といいま

いたチェー・ホフへの関心が頓に目覚め，し

すのほ』おおかたの怠け老が，自分に都

ばしば暇を盗んではその作品を播いている。

合がいいようにこねまわす理屈は，いつも

もっとも彼の戯曲の上浜を観劇する機会ほ

判で捺したようにきまって−いる−一彼ら

これまで度々あったから，チェーホフとい

ほ，ほかわ科目はみんなりっばりパスした

れば何となく身近な作家のひとりと思いこ
んでいたのだが，その小説塀を読みかえす

のに，わたしの科目だけに失敗した。しか

のほ，気がついてみると実に30数年ぶりの

て，よくわかっていたというのだから，ま

ことである。

すます驚くべきである。彼らが失敗したの

すべての古典がそうであるように，彼の
作品もまた，読者の人生経験に応じて様々

も，彼らは日ごろ，それを熱心に勉強し

ほ，一種不可解な思い違いのせいなのだ。」
−わが香川大学でも，試験の結果が公表

の相貌を呈し，その都度新鮮な興味と共感

された後，同じ経験をする教員ほ少なくな

を喚起する。ここに取り上げるチェーホフ

いであろう。しかも主人公がこの学生に垂

屈指の中編『退屈な話』もまた決して例外

れる訓示ほ，私が似たような状況で学生に

ではない。死期の迫った老学名の何の変哲

垂れる訓示と，これも判で捺したように類

もない日常に漂う寂実と暗愁，−それほ

似しているのだ。

十代の頃の私に．も理解できないではなかっ

また例えば，いわゆる「専門主義」に対

未知の人生の深淵に．触れて惹起された感傷

する辛辣な風刺も見られる。槍玉にあげら
れるのほ主人公の解剖助手である。彼はお

的情感ほ，今となってほもはや取り戻すす

となしい勉強家であり，いつも働いてお

た。否むしろ，あの頃，この作品を通し，

べもないものであろう。だがその反面，日

り，多くの本を読み，読んだものはよく記

常の断面に対するチェーホフのいかにもリ

憶している。だがそのやり方ほいかにも馬

アリストらしい観察が，当時の私にどれほ

車馬的であり，いわば「学問の鈍物」であ

どの興味を以て受け止められたかほ，頗る

る。チェーホフほ主人公のロを借り，「天

怪しいものである。

才からこの男を区別している特徴」とし

例えば，試験に落第して「及第点」をね
だりに主人公の私宅まで襲ってくる学生が

て，次の二点を挙げる。第一は，絶対に噴
門に限られた限界の狭陰さ。第二ほ，科学
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の絶対性，主としてドイツ人の著作−こ

れなりの意味とリアリテを以て受け止めら

れほ今日の日本でほ別のものに置き換えて

れ得るのほ，その後に重ねた年輪と，−

想像すればよい−の絶対性に対する狂信 ヾ

そしてこの場合は多分に聴業の功であろう。

的信仰，つまりは「権威に対する奴隷的崇
拝と，独自の思想にたいする要求の欠如」。

このような鈍物である自分の弟子につい

＊

ここで取り上げるのほ，やほり年齢と職
業の功によって他の点景から浮上した一・事

て，主人公は言う，「彼の未来ほわたしに

例である。だがそれに触れる前に，一応ほ

はありありと想像される。生渡の間に彼

作品の輪郭を語っておく必要があろう。独

ほ，きわめて純良なる数百の薬剤を準備

白体の形式によるこの作品の主人公は，医

し，数々の無味乾燥な，形式どおりの報告

学上の優れた業績と人規への貢献によっ

を書き，幾十の忠実な翻訳をするであろう

て，またそれに相応しい地位と名声によっ

が，大したことほしでかさないにちがいな

て，栄光に包まれた一名誉教授である。傍

い。大したことをするとなると，空想と

目から見れば，この老学者が現に歩みつつ

か，発明力とか，洞察力とかいうものが必

ある人生も，その外的な栄光と同様に絢爛

要になってくるが，（彼）には，そういった

たる光輝に満たされたものと想像されるで

ものは薬にしたくもない。早い詔が，これ

あろう。しかし彼自身の実感する自己の実

ほ学問の主人ではなぐて，下男なのであ

存は，それとほまったく裏腹である。「わ

る。」この種の人物は往々にして自分の専
門分野の「至上主義」者である。彼もまた

たしの名まえが輝かしく美しいと同程度
に，わたし自身は陰気で醜悪だ。」冷え冷

医学至上主義老であり，彼にとってほこの

えとした家庭，索漠とした凡庸な日常。し

世に医学ほど優れた科学はなく，医者ほど

かも医学者である彼ほ，自らの生命が確実

立派な人間ほいない。このような専門主義

に終蔦に近づきつつあることを知っている。

的鈍物への批判と関連して，チェーホフは

小説の内容ほ，このような老学者による自

同時に「大学的伝統」のありかたについて
付言することをも忘れてはいない。「学名

分の生活と内面とのとめどもない描述であ

にとって，一・般に教養ある人間にとって存

ある。唯一の劇的な出来事といえば，同僚

在しうるものほ，ただ，医科とか法科とか

の造児である不可解な娘との交渉によって

り，要するに標題通り「退屈な話」なので

のいっさいの区別をはなれた，全体として

老残の身に引き起こされる微かな波紋，−

の大学的伝統にほかならない。」−一作品

一束の間の侍しい乱反射を放って消えてい

のなかではほんの余談に過ぎないこんな話

くであろう微かな波紋に過ぎない。チェー

にも，研究者であり大学人である我々に

ホフほ主人公のいかにも散文的な−−と

とって：ほ決して見過ごすわけにはいかない

いってもこれは飽くまで見せかけの技巧で

見識が含まれてこいる。

あって，実際には極めて彫りの深い，密度

事例を挙げれほ際限がないから，脇道の

の高い描写なのだが一独自を通して，人

遭遥はこの辺でやめておこう。何れにせ

生の襲の深部，決して号泣とはなり得ぬそ

よ，かって思春期の私が恐らくほ何気なく

の哀切に容赦のない照明を当てる。

読み過ごしたであろうこうした点景が，そ

ところで，この老学者の無味乾煉な生活
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失わない人間であることが必須要件である。
【二つの敵】 よき講義者は，作曲者の思

義」であち彼は次のように言い切って慣

想を伝えるのに当たって同時に多くのこと

らない。「どんなスポーツでも，どんな娯

一同時に楽譜を読み，指揮棒を振るい，

楽でも遊戯でも，ついぞ−・度もわたしに，

オーケストラの各楽器の奏者に適宜に指示

講義するときほどの蕃びを与えはしなかっ

を与え，等々−−を行うよき指揮者と同

た。ただ講義においてのみわたしは，全身

様，同時に多くのことに留意し，多くのこ

心を情熱にゆだねることができた。そして

とを行わなければならない。その際，特に

霊感なるものが詩人の創作ではなぐて，現

次の二つの敵に注意深く対処する必要があ

実に存在するものであることを理解した。」

る。第一の敵ほいうまでもなく聴衆という

ではその「講義」はどのような条件のもと

「怪蛇」である。講義の目的は何よりもこ

に，どのように進められるのか。そもそも

の怪物を征服することにある。そのために

理想的な講義とはどのようなものか。老学

は，怪物の理解力と注意力の状態について

者の言うところを幾らか分析的に了−一折角

常に明確な「推定」をもたなければならな

の文学的表現が砂を噛むようなものになる

い。第二の敵は自分自身のなかに巣くって

恐れはあるが，しかし我々の主題は文学そ

いる敵である。この敵とは，「形式，現象，

のものにではなく，まさに講義−J諭」にあ

法則の限りなき変化」及び「それらによっ

るのだから−一辿ってみよう。
【講義の心理】 講義されるべき内容ほ予

て約束された自他の思想の数々」から成る
膨大な材料であり，講義者ほそのなかから

め充分心得ているが，講義そのものの展開

講義の目的と聴衆の状態に応じて最も重要

についての準備はまったくない。ただ「前

且つ必要なものを適切に選別巨抽出・配列

講でわれわれは…で終わっていますね」

する手練を心得ていなければならぬ。

という発端の文句さえ言えば，あとは次々

【思想の配列とレトリック】 講義におい

と言草が流れでて，弥がうえにも調子は高

ては，思想ほ，講義者におけるそれの畜街

揚していく。但しこのような自在の域に達

の方法と配列とは異なった仕方で，つまり

し，巧みに講義を運ぶようになるために

講義の目的に応じて「わたしが措きたいと

は，従ってまた「聴衆にとって二退屈でない

思う構図の正しい結合のために必要な一定

よう，利益になるよう」にし得るために

の順序」に従って配列され，再構成しなけ

は，才能のほか，経験と熟練が必要である。

れはならぬ。さらにその配列は，聴衆の理

【予め把捉しておくべき観念】 講義に際

解力に適合し，その注意を喚起し得る形式

しては，①自分自身の力量，②相手である

に「潤色」される必要がある。この「潤

聴衆の状況，③題目をなすもの，について

色」にほ，なおその上，レトリックとして

の最も明確な観念を予め把握しておかなけ

の側面，つまりある種の「文学性」が要求

れはならない。但しこれらの観念を運用し

される。講義老ほ「定義が簡潔的確である

て優れた講義を展開するためにほ，なおそ

よう，文句ができるだけ単純で美しくある

の上，「抜け目ない」人間であること，つま

よう，努めなけれはならぬ。」

り行き届いた目くぼりができ，常に視界を

【注意の一新】 時間が経過し，聴衆の間
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に注意力減退の証拠が現れたら，磯を伺っ

じゃれ」を飛ばして場の雰囲気を−・新すれ

てすかさず「だじゃれ」を飛ばすとよい。

ばよい，と言っている。これは言われるま

そうすれば注意が−・新されて，そのまま講

でもなく多くの教師が意図的であると否と

義を続行し得る状態が回復する。

に拘わらず実践していることである。だが

【講義という仕事の性格】 この仕事に

同時にこれがなかなかの高等技術笹属する

は，同時に学者としての，教師としての，

ことも多くの教師の常々痛感するところで

また演説家としての側面がなければなら
ず，このうち何れかの側面が他の側面に優

あろう。
最近の学生にはユーモアが通じにくく

越し，他の側面を圧倒するようなことが

なった，という声が屡々聞かれる。もっと

あってはならぬ。

もこの種の発言は幾分割り引いて受け取っ

以上が老学者の口を借りて語られた
チェーホフの講義論である。これについて

たほうがよいかもしれない。というのは，

或いは言われるかも知れない，ここで

には何らユーモアでない場合も少なくない

チェーホフが語っているのほ一種の「講義

からである。面白くもない冗談を語り，聴

の芸術」ともいうべきもので，一般にはと

衆がシラケきっているのに，語っている当

ても真似のできるものではない，と。また

人だけがゲラゲラと勝手に面白がっている

或いは言われるかも知れない∴彗今我々が

光景ほど惨めなものはない。だがそのこと

当人がユーモアと確信していても，客観的

講義において相手にしなけれはならぬ怪物

ほ別としても，10年ほど前の学生には好評

の大半は，チェーホフが念頭に置いていた

を博した知的で洗練されたユー・モアが，T

ような並みの怪物ではなく一何しろ彼等

般に最近の「怪物」たちの征服に功を奏し

は最近の日本の教育公害による突然変異の

難くなっていることだけは紛れもない事実

結果として出現した桁外れの妖怪なのだ−

である。

−，上記のような正攻法の理念型を以てし

例えば，聴衆の注意状態と講義の適切な

てはとて−も対応しきれるものでほない，と。

コンテクストを考慮しつつ，頃合を見て∴

しかしながら，こうした反論ほ概ね運用と

私の大好きな「ピカソの微笑」という笑話

具体化の問題に係わるもので，よき講義の

を掟示したとする。
「ドイツ空軍将校の一団が，パリにあ

一般的性格と骨格に関する限り−だから
こそそれほ理念型なのだ−，これほその

るパブロ・ピカソのアトリエを訪れた。

極めて的確な要約でほないかと思われる。

一人の将校が有名な『ゲルニカ』の絵

その−々の柱についてこ教授論的考察を展開

を見て，偉大な画家に尋ねた。

するに催すると愚考し，敢えて紹介の労を
取った次第である。

『これはあなたのお仕事ですか？』
ピカソは微笑した。

＊
〔余論一茶義とユ・−モア〕

最後に少々くだけた話題を以てェ・ピロー・
クに代えよう。チェ・−ホフの描く老教授
は，聴衆の注意力が減退しだしたら「だ

『いいえ，あなたがたのお仕事で
す。』」（長橋芙美子『言葉の力で−−
ドイツの反ファシズム作家たち』所
収）

この笑話は，長橋氏も言われるように，
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まさに感動的な風刺なのだが，−わが親

がチェーホフ描く老学者の折角の忠告も，

愛なる「怪物」たちの間には，秦の定何の

これほど安易にして低俗な手段で実現され

反応も引き起こさない。そこでいささか押 ネ、、るのでは，特に「大学的伝統」を尊重する
しつけがましいが，「怪物」のひとりに，
「君，この話は面白くないかね」と尋ねて
みる。怪物君日く，「別に・」。そこで私

「ではこの話の意味ほ判ったかね。」怪物
君日く，「はあ，いえ」一大抵こんな結

立場からすれば，情けない極みである。
折りしも，先般開催された一般教育学会
のシンポジウムにおいて，上智大学のデー
ケン教授は，教養教育の−・環として「ユー
モア教育」の重要性を訴えられた。チェー

果になる。意味も判らずに「別に…」もな

ホフの老学者ほどでほないにせよ，よき講

いものだ。この笑話がユ・−モアとして了解

義の実現にはいささかの情熱を燃やしてい

されるにほ，スペイン内戦，ゲルニカ爆

る私としても，この提案には全面的に賛成

撃，フランコとナチスとの関係，ピカソと

である。しかしこちらのほうはいかなる手

いう人物，その芸術的・政治的経歴，作品
「ゲルニカ」，それが描かれた事情，等々に

段を講じて養えばよいかと問われれば，今

ついての一定の知識が必要である。要する
に知的ユー・モアの成立にはある程度の教養

ここではただ問題の所在の指摘を以て談を
終えるほかほない。（チェーホフ『退屈な

が要求されるのだ。

話』からの引用文ほ中村白菜訳による）

ところで，かくも頑固なる「怪物」に笑
いを引き起こす簡単な手段がある。テレビ
のコマーエンヤルの真似をすることである。
勿論私ごときがやっと仕入れたコマーシャ
ルなど敵ほ先刻御承知だから，その内容が
面白いほずはない。いかにも世情に疎そう
な私が，流行遅れのコマーシャルの真似を
得々と演ずるトンチンカンなザマが可笑し
いのだろう。凌〉るいはより聡明で意地悪な
妖怪ほ，無理をしてこんなサーヴィスをす
る私の内面の悲哀を見透かして愉快がって
いるのかも知れない（ヒガミ過ぎ，と言わ
れるだろうが，しかし「笑いとは他人の不
幸を見て喜ぶことである」とは，かの倣岸
ニヒルな哲学者の至言ではないか）。何れ
にせよ，昨今では，コマーシャルの真似さ
えすれば，勤勉実直派，聡明意地悪派∴ ≡
無派・十三無派，カウチ・ポテト派，雑談
会食恐怖派の別なく，−斉に画一に笑顔や
爆笑を誘い出せるのだから世話ほない。だ

の私にほまったく解答の準備はないから，
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歴史を教えるとは？
植 松

昨年度は「歴史を教える」ということに
何かこだわりを感じた一年だった。元来，

正

老人の特権なのでしょうから。
ところで昨年度ほ非難ごうごうは覚悟の

私は教えることに格別熱心な方とは思って

上で，−・般教育での歴史学の期末試験を廃

いないのだが，自分もそろそろ年齢を重ね

止してみた。歴史に対する公式的な見方を

て，いわゆる「教育熱心先生」に転身して

改めるべきだなどと，常々教壇で言いなが

ゆくのか，これは大学教師として研究適齢

ら，いざ試験を実施してごしまうと，どうも

期を遠ざかりつつある危険な兆候なのか，

教室で私の話したことが公式と化してしま

などと自問自答したところで，何の答えが

うらしいのだ。それでなければ，学生諸君
が小生の講義ノートなどをコピーして出回

与えられるわけじゃない。大学で教えほじ
めたころ，いまほ亡き天野元之助先生から
「君，ほじめほ借り物ばかりで，自分の講

らせ，これを覚えるなんぞに無駄な精力を
費やすはずがない。毎回の講義時間の最後

義はできないだろ」と，ずばり言われたこ

10分から15分に，その日の講義内容の中か

とを思いだす。先生の前でそれを肯定しな

ら短いレポーtを書いてもらった。その際

がら，一面見透かされてこしまったようで，

できるだけ「について記せ」式を排して

自身の不甲斐なさを情けなく感じもした。

「なぜそういわれるか？」式の理由を問う

その当時，先生はすでに大阪市立大学を退

形にした。私の説明をそっくり反復するも

官されておられ，中国農業史の第一人名。

のほ多かったが，それを自分の言葉で発展

たまたまレストランでお話しした折のこと

させ，踏み越えようとする個性的な解答を

であった。今から思えば，新米教師に対し

できるだけ評価した。見当違いの解答はコ

て気を楽にしてやりなさいと激励してくだ

メントを付けて返却して再提出を求め，

さったのだなとわかるが，当時ほそんな風

時々再提出の結果も含めて，簡単な記号に

に受けとめる余裕もなかった。不惑を・過ぎ

よるクレー・ドを付けて中間発表した。自己

て，教えることにも多少ほ馴れたが，悟り

点検のためである。手間はある程度かかる

の境地にほ至りそうにないし，至りたくも

が，ワープロの導入が大分作業を助けてく

ない。自分も変わるが，学生も変わる。世

れた。

の中も変わる。いや，実際はそんなに本質
ほ変わっておらず，こちらが未熟さに開き

「歴史は覚えるものではない」などとい
うことを強調しなけれほならないのほ大変

直るずうずうしさを身に着けてきただけな

困ったことだ。実際，大学ではもう歴史を

のかもしれない。大体，若者批判なんぞほ

暗記してもらう必要などないのではないか
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と思えてくる。しかし，講義の最終回に提

するほどには実は徹底していないのだから。

出された学生の感想の中に「今回ほ暗記で
はゆかなかった」「昔習った教科書と違う

理屈が立たない」「歴史学が考える学問な

「先生の考え方からすると試験をするのは

く￣ ので混乱してしまった」などとあるのは，

ら，今の学校数青白体が聞達っている。そ

まだ受験のための歴史の軽枯から完全にほ
抜け出せていないようだ。あんまり受験や

れをなぜ改正しないのか」などは，ちと薬

暗記のための歴史を目の敵にしたせいか，

「ちょっとくどかった」などと言われたの

が効きすぎたかなとも思うが，ま，いい
じゃないですか。そして不思議なことに
は，あまりこの方法についての反発が今の

は，ちょっと耳が痛い。人に対して説得調

ところないのです。学生個々が合なら合，

になると，つい限定や「おことわり」を外

否なら否をすでに自覚しているか，あるい

して物を言いたくなるものです。私にした

ほ合否を度外視してくれているとよいので

ところで，受験のための歴史を完全に否定

すが

コアビタシオン

小 池 和 男

小説「白い巨塔」ほ，大学の持つ一つの
側面を如実に示して−いて興味深い。浪速大

昌一著「科学者と社会」（岩波書店）所収の
「研究と親織」参照），いくつかの大学の場

学医学部助教授の財前五朗は腕の立つ外科

合，それとは別の角度からメスを入れなけ

医であるが，そのことがその講座の教授に

ればならない症候群が存在するように思わ

は自分のメンツと虚栄心を傷つけられるよ

れる。もちろん，「別の角度」とほ言って

うに思われて届白くない。そうした嫉妬か

も，その本質においては前者と共通なもの

らいろいろなドラマが始まる。これはあな

がある。一，二の例な・あげよう。

がちフィクションの世界のできごとである
と決めつけてしまうことはできないことの

洛北大学（仮称）のA理学部長（現）
は，以前にほ都内の，高貴な力も入学する

ように思われる。この小説にほ現実にほ存

ことで知られるG大学に務めておられた。

在しない架空の大学名，「東都大学」，「洛

いまでこそG大学理学部ほ静々たる陣容を

北大学」「浪速大学」，「山陰大学」等がでて：

誇ることで知られているが，当時はまだ弱

くるが，その内容はそれほど現実離れして

体でありいろいろな問題をかかえていた。

いるわけではなくリアリティがある。

A氏ほ当時，東京田無の共同利用研究所

かつて，坂田昌一氏は，講座制の制度そ

「T大学架空研」（仮称）に出入りしつつ研

のもののもつ問題点を鋭く指摘し，それは

究を続けようとしたが，寄ってたかってそ

現実の改革の理論的支柱となったが（坂田

のことに干渉するいわゆる「へンな人」た
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ちがおりだいぶ苦労したとのことである。
「自分のことばかりやってこいる」，「鼠織の

ことを念頭装おいて行動してもらわなぐて
ほ困る」等々の口実を巧妙に並べる立てて
実質的には研究をやらせまいとするのであ
る。「ほじめは若しかったが研究が軌道に
乗り安定してくるとそのうちに何も言わな
くなった」と述懐しておられたという話
ほ，良く知られている。
「へンな人」に関する同様な経験は，同
じ頃「洛北大学」理学部へ移られたB教授
も話しておられた。B氏ほそれまでに二，
三の大学を経験しておられるが，同様な経

験を経てきたという。最後におられたのは
都内のR大学理学部であったが，「そこに

和 男
合には，本音ほさしおき，自分のことは棚
にあげて，適当な理由を並べて，理不尽な

干渉の限りを尽くすのである。長屋も長年
棲んでいるうちに，居心地が良くなって，
「ancientregime」を守ために，「憂き身を

やつす」ことになるのである。時によって
はその姿が，哀れにさえ見えることもある。

場合によってほそれは病的な症状を呈する
ことさえあるのかも知れないのである。
翻って考えるならば，このような脚の

引っ張りあし、ともいえる現象は人間社会に
おける一つの宿命かも知れない。紀ノ国産
文左衛門は同業老の激しい妨害を乗り越え
て事業を成功させたことは白土三平氏の
「カムイ伝」（あるいは「忍老武芸帳」で

ほいわゆる「へンな人」ほおりませんでし

あったかも知れない）等でも触れられてい

た」（還暦記念シ∵／ポジウムにおける講演

る。同様に，ある種の植物は他の植物を枯

より）。その意まれた環境で，「晶子力学に

らそうとするという。このようなことがあ

おける観測の理論」等々の多くの優れた仕

るにはせよ，大学におけるそれほ，拙劣に

事を・生み出したことで知られるW大学のC

過ぎるのでほなかろうか。「高い見識と人
格高密」も何もあったものでほない。

氏とのコンビが生まれたのである。
ところで，瀬戸内周辺のある大学でほ，

副手が仕事を手伝って論文に名前を連ねた

このような問題ほ−歩一歩改革されて行

ところ，「すべてのメンバーから等距離に

かなければならないが，根は深く簡単に改

あるほずなのに一人の人に協力するのほお
かしい」という意味の干渉をうけたことが
あるそうである。このことなどもその本質

方の弱小大学の中でいがみ合っていても何

ほ同一で，おそらくほその「へソな人」の

研究にたいする自信のなさが屈折した形で
現われたものであろう。コソプの中の嵐と
はしはしは用いられる表現であるが，これ

などほ「コップの中の須廃」と表現すべき
最たるものであろう。
このように見てくると，どうも「ヘンな

まるものでもなかろう。重要なことほ，地
も得るものはなく，もっと広い視野に立つ

ことが必要である。あぶく的な形式に実勢
が伴わなければいつかほ括り戻しがくるこ
とは，最近では「ブラック・マンデー」の

教訓が教えるところである。共存の道を探
りつつ互いに気持ちよい研究活動の場と，

ささやかながらも着実な研究を・創造して行
かなければならないのである。ミッテラン
は見事にコアビタシオンのトンネルをくく√

人」の存在ほそれほど希なことではなさそ

り抜けたが，「虚像と額廃とのコアビタシ

うである。そして，その行動様式にほ，多

オツ」の長いトンネルの先に光明が見えてこ

分に共通性があるように思われる。ある場

くるのはいつであろうか。
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「光華寮」裁判のそうてん
小 林

裁判の主要な争点ほ，中華民国政府から
中華人民共和国政府へという日本国政府に

l ユ∠

尚鑑定人安藤仁介ほ外国公館のような国
家の代表機能に直接係わるものであること

よる「政府承認の切替え」をどうとらえる

以外のものほ，事実上の支配関係，用途，

か，中華民国政府の国外における財産所有

性質，取得時期を考え個別的に帰属を判断

権がどの範囲で中華人民共和国政府に承継

すべきであるとしているがそうした点を考

されるか，光華寮の性格を公的財産と認め

えても本件財産が中華人民共和国政府の支

るかどうかの諸点にしぼられるのでほない

配下に入ったという結論を変える必要ほな

かと思う。

いと考える。」としている。

一審の京都地裁判決（1977．9．16）
は，光華寮を公的財産と認め，所有権も
「政府承認の切替え」に伴って中華人民共

京都地裁判決が出る一年前の1976年2
月， 横浜地力法務局ほ横浜市の中華民国
名儀の土地につき，日中国交正常化を原因

和国に移ったと判断してこいる。「…本件土

として中華人民共和国名儀に登記変更 し

地・家屋はその資金の出所使用目的からし

ている事例もあり，京都地裁判決ほ横浜市

て中国が在日中国人留学生のため引続き寮

の例にも沿う判断であると考えられる。

施設として使用するために買受けた公有，
公共用財産といわなけれはならない。」と

しかしながら，台湾当局の控訴を受けた
大阪高裁は5年後（1982414），原判決

している。日中共同声明の発出により「政

を取消し∴京都地裁に差し戻した。大阪高

府承認の切替え」があった経線を述べた

裁判決は「政府承認の切替え」について，

後，「このようにある国家に革命が起り新

裁判所の独自の判断ということを強く主張

しい国家が成立したが旧国家もその領土の

して次のように述べている。「 L，本来，

一部を・支配して事実上併存し，承認の変更

政府や国家の承認ほ，多分に政治的な行為

があった場合外国にある公有，公共用財産

であって，承認を与える国の政府（行政

に対する支配権がどうなるかということほ

府）が承認を与えられる政府や国家との関

国際法上難しい問題であるが当裁判所はわ

係（国際関係）をどのように処理すべきか

が国が中華人民共和国政府が中国の唯一の

という見地からこれを決定するのが常であ

合法政府であることを承認している以上中

るのに対し，国内裁判所は，国内における

国の公有である本件財産に対する所有権支

法律上の紛争，とりわけ私的な法律上の紛

配権は中華人民共和国政府に移り中華民国

争をどのように合理的に解決すべきかとい

政府の支配を離れたものと解する。

う見地から判断するのが建て前であり，こ
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立

のことほ国内裁判所が私的な渉外関係上の

建物の管理をめぐってこれに居住の被控訴

紛争を判断の対象とする場合には同様であ

人らを含む中国人留学生と控訴人側責任者

る。したがって国内裁判所が私的な法律上

との間に対立が生じ，控訴人ほ，右中国人

f￣

の紛争（私的な渉外関係上の紛争を含む。

留学生に対しその本件建物内の居住を不法

じし下同じ。）の解決を図るに当って，行政

占拠として，本件訴訟となったことが認め

府の決定に基礎を置く承認の有無をそのま

られるから，右紛争ほ，控訴人が当事者と

ま判断の基礎とすることほ，必ずしも適切

なっている私的な法律上の紛争であること

でほなく，承認以外の事実を考慮して，未

は明らかというべきである。」という判断

承認ないし承認を失った事実上の政府にも

を示している。

当事老能力を認めて，私的な法律上の紛争

しかし，差戻後大阪高裁判決（1987，

の合理的な解決を図ることが必要とされる

2．26）によれば「中華人民共和国政府

場合のあることを・否定しえないのであるか

ほ，昭和47年日本との国交回復以降今日ま

ら，政府の承認と外国法延における当事竃

で六次にわたる外交按衝を通じて，日本政

能力とを直結する考え方に従うことはでき

府に対して，本件建物が中華人民共和国の

ない。」としている。そしてこまた光華棄訴

所有に帰すべき国有財産である旨の主張を

訟は「私的な法律上の紛争にすぎない」と

行ってきたうえ，昭和57年7月には，本件

認めて，ト…，控訴人ほ，わが国との国交

建物の改修工事に際して工事費用1，000万

が維持されていた時期である昭和27年12月

円を出損した。」と述べている。したがっ

8日に締結された最終的契約により，戦時

て，事態は「私的な法律上の紛争」の枠を

中から中国人留学生の宿舎として使用され

越えていると言えるのでほないかと思う。

てきた本件建物を買受けてその所有者とな
り，引き続きこれを中国人留学生の宿舎に

（参考・引用文献：「中国研究月報」1987
年9月号特集＝光華寮問題を考える）

充てていたところ，昭和40年ころから本件

日本中国米国（資料ノーり
小 林
4月2日の報道によると，包括貿易法案

立

する3年間の輸入禁止だけでなく，親会社

を審議してし、た米議会上下両院協議会ほ本

の「東芝」に対してこも3年間の米国政府と

年3月31日，主な条項について．■の調整を終

の契約禁止を科すことが盛り込まれること

え，最終案をまとめた。焦点のひとつ東芝

になった。

制裁については対共産圏輸出統制委員会
（COCOM）に違反した「東芝機械」に対

日本の通産省は，4月4日，COCOM規
制に違反してハイテク製品を輸出していた
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疑を1985年6月以降の輸出に限定したとい

告発した。翌4月5日，警視庁は外国為替

われる。また外為法48条第1項，国際的な

管理法違反p疑いで，家宅捜査と事情聴取

平和及び安全の維持を妨げることとなると
認められるものとして政令で定める特定の
地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸
出をしようとする者ほ「通商産業大臣の承
認を受ける義務を課せられることがある」

を行ったが，その後，5月17日，商社幹部
三人に任意出頭を求め，外為法違反と関税
法違反の疑いで逮捕した。中国向けの
COCOM違反事件としてほ，1986年の兵庫
県警による「東明貿易」事件摘発に次ぐ三

という規定を強化し「通商産業大臣の許可

件目であるが，逮捕老が出たのは初めての

を受けなければならない」に改定し，昨年

ケースである。
COCOMは米国の提唱で1949年11月に創
設されたCoordinating Committee for
Export Controlto Communist Areaの略称
であるが，本部はパリの米国大使館別館に

11月から施行している。他方，輸出貿易管
理令を改めて，中国をいわゆる「特定地

域」の指定から外す緩和措置もとっている。
今回，摘発された「極東商会」（東京都台

東区）ほ，1985年6月9日から86年6月3

あり，加盟国は北大西洋条約機構（NAT−

日にかけ，6回にわたり「岩崎通信機」製

0）諸国15カ国と日本（1952年加盟）。業務

のサンプリングオシロスコープ，デジタル

ほ共産圏向け輸出統制品目表（てヾリ・リス

メモリー，シクナルアナライザーrなど約30

り を作成し，東西貿易を監視し，戦略重

セットを挽帯手荷物を装って中国に持ち込

要物資の流出を防ぐことにある。

み，通産大臣の輸出承認と税関長の輸出許

米国はレーガン政権の成立以後，ソ連の
アフガニスタン侵攻なども契機となり，汎

可を受けずに輸出した疑い。「新生交易」
（東京都港区）は1986年3月12日，イ岩崎通

用高度技術の対ソ移転規制に本格的に乗り
出し，産業ロボット，セラミック，ガス

信機」製のデジタルメモリー・を中国に輸出

ター・ビン，特殊冶金生産技術，エレクトロ

が，承認が得られなかったため，86年7月

する目的で通産大臣に特別承認を申請した

ニクス関連技術，IC製造装置，シリコ

9日から11月28日にかけ，3回にわたり，

ン，コンピュータ，石油・天然ガス関連機

デジタルメモリ、・−・・など4セットを通産大臣

材など64品目について特に禁輸基準の強化

の輸出承認と税関長の輸出許可を受けずに

を加盟国に求めて来ているといわれる。

輸出した疑いによる。両社が輸出した電子

「東芝機械」事件以後，通産省は昨年7

式測定用機器はいずれもCOCOM特認物資

月COCOM違反車案を調査するための特別

で，COCOM対象国に輸出する場合，

検査チームを創設し，米国からの通報など

COCOMの承認が必要であるが，「まず，承

も得てこ厳しくチェックして釆たが，今回の

認ほされない」ハイテク製品であり，日本

商社二社とメー・カー・の告発は同チームの摘

国内の現行改正法によって，「輸出承認を

発第一号であるという。通産省は両社ほ19

求めてきても，許可できない品目だ」とい

82年秋から違法輸出を始めていたのではな
いかと見ているが，外為法の輸出承認違反

われる。
通産省は「COCOM規制ほ各国の国内法

の時効ほ三年であるため，警視庁は捜査容

で処理するのが原則。今回の告発は，貿易

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
138

小 林

立

法案の動きを考えての行動ではなく，事件

を日本と交渉中であり，また今年1月に打

の時効や，調査の進展に従ったまで。違反

ち出された沿海地域経済発展戦略では日本

事件の拍動茅，米国でも随時行われている

の協力が欠かせない。従って，「東芝事件

し，影響はない」としているが，外務省首

と違って今回程度の事件を政治問題化して

脳は，米上下両院協議会で審議中の東芝制

みたところで，中国側にメリットは何もな

裁条項を盛り込んだ包括貿易法案に与える
影響について「プラスにはなってもマイナ
スにはならないと思う。米国から嘗発が

かろう」（通産省幹部）との見方が日本側
の大勢であるといわれる。
4月5日，小渕官房長官ほ事件の摘発が

あった東芝機械事件と違い，日本が独自に

日中関係に悪影響を与えることはないとの

摘発したので，米議会は評価するのではな

見方を示すと共に，事件発生が「東芝事

いか」と述べている。

件」をきっかけに昨年9月行った外為法改

中国は「東芝機械」のCOCOM違反事件

正前であることについて「過去のケースに

により日本が輸出管理を強化し昨年夏から

ついても万一・違反が出れば処罰するという

冬にかけて輸出審査が遅れた際，厳しく批

厳格な政府の方針を貫くことにより，将来

判すると共に，「東芝機械」の行政処分に

の違反の防止を確保したい」と語り，米国

よる輸出停止物件25品目について損害賠償

などの強い要請を背景に，今後のCOCOM

を要求し，既契約分の特例輸出を靡く求め

違反取り締まりに対する日本政府の積極姿

てきた経緯がある。

勢を示すことにも摘発の重点があったこと

中国の李鵬首相ほ，竹下首相特使として
訪中した伊東自民党総務会長と4月19日会

談した際，COCOM違反の東芝機械事件

を示酸した。
〔資料：「朝日新聞」1988年4月2日，
4月6日，5月18凱「四国新聞」1988年4

と，友好商社二枚が摘発された事件を取り

月6日，5月1日，5月18日。『現代用語の

上げ「中国に経済的損害を与えた」と不満
を表明している。

基礎知識』1985年版，国民の友社。『外国為

しかし，現在，中国は第三次円借款要求

替・貿易小六法』大蔵省国際金融局監修・
昭和63年版。〕

日本中国米国（資料ノーり（二）

禁輸緩和の動き
中国向け輸出については，1985年，

府による「行政例外品目」は，現在，
COCOM規制181品目のうち39品目。昨年

COCOM加盟各国の合意により，禁輸対象

1月に1品目，同12月に3品目を追加して

品目の中に「行政例外品目」を設け，

いる。日本の通産省が1988年6月3日，明

COCOM本部の承認がなくとも各国政府の

らかにしたところによると，COCOMは，

判断で輸出を認めることになった。日本政

7月初めにパリの本部で開く，中国問題の
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が，東芝制裁条項など対日条項は含めな

決める。その対象は，大型コンビュー

かった。下院は同日午後，これを受けて包

ター，通停磯，電子機器のそれぞれ上級機

括貿易法秦を再採決，3分の2を超える30

種が中心となる見込みである。候補リスト

8対113の賛成多数で，大統領拒否権を覆し
た。③

として，日本と英国が12〜3品目，米国が
10品目をすでに提出している。西独も数品

目を掟案する見通しである。実施には加盟

米上院は，6月8日，包括貿易法秦の再
採決をした結果，賛成61，反対37で拒否権

16カ国すべての賛成が必要だが，米ソ間の

を覆す3分の2の賛成を得ることができな

核軍縮など東西関係の緊張緩和ムー・ドを背
景に各国とも対中国貿易の拡大を望んでお

かった。このため，大統領拒否権は成立

り，候補リスナの大半が認められる可能性

貿易法秦ほ廃案になった。東芝制裁条項や

し，3年間にわたって審議されて釆た包括

が高い。日本政府としても，日中関係強化

投資制限条項など対日関連条項もこれによ

を狙って禁輸品目を減らすよう主張すると
いう。①
COCOM規制違反の処分
6月24日，通産省はCOCOM規制に違反

り形式的には廃案とはなったが，別の法案

東芝制裁条項の削除の動きは米国政府，議

して，中国へ測定用機器を輸出⊥た中国専

会のいずれでも今のところ表面化しておら

門商社「新生交易」に対して7月1日から

ず，「第二の貿易法案」に原案通り盛り込

に組み込まれて成立する可儲性も残ってお
り，今後の展開ほ予断を許さないという。

1カ月間の全品目全地域向け輸出禁止の行

まれるか，10月から審議が始まる1989年歳

政制裁をした。通産省からの処分を受けた
ことを受けて「新生交易」は社長の減給と

出権限法（日本の予算案に相当）の中で個

担当部長の取締役解任を決めた。また，再
発防止のため，社員教育の徹底，社内管理
制度の整備，輸出業務の監督強化に取り親

別に立法化される可能性が残されている。
「新貿易法案」の提出
今後の焦点は，ホワイトハウスが望む
「第二の貿易法案」を議会が準備すること

むことにし，国内や中国のメー・カー・，ユー

ができるかどうかに移る。レーガン政権を

ザー・に対する謝罪の意を表す「おわび」の

担う共和党のドール上院院内総務ほ，新し

新聞広告を6月25日何の1部全国紙に掲載

い法案を9月5日のレー・バーデー・までに作

した。②
「包括貿易法案」廃棄

成するよう呼び掛け，共和党として民主党

COCOM規制に違反した「東芝機械」に

に対する説得工作を強化する方針を明らか
にした。④

対する3年間の輸入禁止だけでなく親会社

米下院のロステンコウスキ歳入委員長

の東芝に対しても3年間の米政府との契約

（民主党）ほ，6月16日の本会議で新貿易

禁止が盛り込まれた包括貿易法秦に対し

法案を提出した。新法案ほ下院民主党の議

て，レー・ガン米大統領は，5月24日，拒否

員集会（6月15日）の貿易法秦の年内成立

権を発動すると共に声明を発表した。その

を目指すという決定を受け，またレー・ガン

なかで大統領は工場閉鎖条項，アラスカ石

大統領が拒否権発動の主な理由にあげた2

油条項など6項目を反対条項としてあげた

条項，すなわち工場閉鎖条項とアラスカ石
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油条項を削除することで，大統領の承認の

可が遅れがちになっているため，比較的問

署名ができる法案として提出されたもので
ある。ライト下院議長は「来週中にも可

題の少ない品目と相手国についてほ手続き

t￣ 決」と見通しを述べており，短期間の審議
で下院を通過する見込みである。⑤
−・力，ベンツェン米上院財政委貞長（民

を簡素化し，来春からの実施を目指してい
る。そのため通産省は，包括認可制導入の

検討を始めた。包括認可制のモデルと見て
いるのが，米国などが実施している制度

主党）ほ，6月23日，包括貿易法案を再び

で，輸出者などが−・定の条件を満たしてい

提出した。現在，別に審議されたいる工場

れは，個別の許可を得ないで輸出できると

閉鎖予告法案に対して，レーガン大統領が

いうものである。輸出名の資格として適切

どういう対応をとるかにより貿易法実の行

な社内管理計画の策定や，1年間に最低25

方が決まるとの見方が強いというが，大統

件以上の申請があることなど4条件をつけ

領ほ工場閉鎖予告法案に対して拒否権を発

ている。また，輸入者には「再輸出はしな

動することが予想されている。（む
米下院のバネッタ議員（民主党）は7月
8日「新しい貿易法姦は数週間以内に両院

い」などの誓約書提出や，商務省による監
査を義務づけている。対象品目ほ，核関
連，高性能コンピューターなど戦略性の高

で可決され，レーガン大統領もこれに署名

いもの数品目を例外とするだけで，大半の

し，成立する」との見通しを述べた。その

品目が含まれている。対象国は，外交政策

根拠として，工場開銀法案が6月の上院本

上，輸出を禁止したり，制限している国以

会議で72対23の圧倒的多数で可決されたこ

外となっている。琴可の期間ほ2年間で延

とをあげた。上院が3分の2を上回る多数

長もできる。約500社がこの制度を利用し

で工場閉鎖法案を可決したことで，大統領

ているという。

の拒否権発動が困難となった。議会多数派
である民主党の基盤である労働観合は工場
閉鎖法案の成立を強く求めているという。
⑦
包括認可制度の導入
昨年の「東芝機械」事件以降，通産省は

日本の通産省は，米国の制度をほぼ踏襲
する考えだが，輸入者の監査ほ人員不足な
どで困難とみている。通産省貿易局は「C−
OCOM加盟16カ国で，この制度がないのは
日本だけなので，加盟国も理解してくれる
だろう。導入の際には，対象品目や相手地

認可の審査に時間がかかっている。COC−

域の線引きを慎重に考える必要がある」と
いっている。中国向け品目についてほ規制

OM対象外の地域だと1週間程度で認可が

緩和の方向にあるように，問題の少ない品

COCOM審査を強化していることもあって

出るが，対象地域の場合，平均1カ月ほか

目や地域向けの審査ほ簡単にし，その分，

かり，輸出企業などから大きな不満が出て

管理強化すべき品目の審査に集中しようと
いうところに包括認可性を導入する狙いが
あると指摘している。⑧

いたため，通産省は輸出管理に当たる担当
者を増員した。その結果，輸出審査官81
人，違反を摘発する検査官22人の計103人
となり，前年度（40人）の2．．5倍に増えた。

それでも慎重に審査をしていることから認
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① 「朝日新聞」1988年6月4日
②「朝臣新関」1988年6月25日
③ 「四国新聞」1988年5月25日
「朝日新聞」1988年5月26日

④ 「朝日新聞」1988年6月10日
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「四国新聞」1988年6月10日

⑤ 「朝日新開」1988年6月18日
「四国新聞」1988年6月18日

⑥ 「朝日新聞」1988年6月25日
⑦ 「朝日新聞」1988年7月10日
⑧ 「朝日新聞」1988年7月6日

講道館柔道，タイを往く−その11
村 田 直 樹

タイのスポーツカレッジは5月末に終わ

バンコクの人々にホアマークと呼称され

る。スポー・ツカレッジの殆どは2年制で，

るその総合運動場は広大で，陸上競技場，

わずかの学校が4年制だった。1♂レッジは

大小幾つものサッカー場，飛び込み・競泳

全国に14在り（当時。現在ほ17校），タイの

用公認プール，射撃場，自転車競技場，テ

東西南北に配置されていた。各カレッジの
カリキュラムにほ柔道が入っており（嬉し

ニスコート，各屋内競技施設，そして医務
室，スポーツ科学の実験室，レストラン，

いことだ），それ故に各カレッジにほ柔道

さらに選手やヲーチの為の宿泊施設等が完

担当の教師が居る。タイ文部省体育局がそ

備されていた。グランドほ目に青菜，なら

の教師達をバンコクに召集した。全部で14

ぬ緑の芝生が，又，熱帯地方特有とも言う

名。北から南から束から西から，肌の黒い

べき原色の明るい花がそれぞれ強烈な光を

人白い人，又，身体の細い人太い人，そし

放って目に痛く，美しく，それほ素晴らし

て私よりも背の大きい人から小さい人まで
色々な人が一堂に会した。
バンコク郊外に総理府管轄の総合運動場

いスポーツ環境だった。老若男女が毎日の
ようにそこに集い，それぞれが思い思いに

が在る。授業を始めるに．当たって色々な所

スポーツを楽しむのである。
柔道場はその中に在った。日本製のビ

の柔道場を見せて賃ったが，私はそこの柔

ニール畳が敷き詰められ，私にとり柔道を

道場が−香気に入った。故に，授業ではそ

する上で最も違和感の無い所であった。

こを使うことにした。柔道場調査の際の主
な指標は何であったか。それは，実技をす

タイのスポーツカレッジほ6月から夏休

る上での畳のよしあしだった。多くの柔道
場に見られたふかふかのマットでは進退動

から計14名の柔道担当教師をバンコクに派

作の際，足が沈みスッスッとすり足が出来

遣させ，学期終了後の夏休み期間，即ち6

ぬのだ。

月から9月迄の3ヶ月間をその柔道教師達

みに入る。タイ文部省体育局は各カレッジ
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の特別研修期間に充てたのである。現地の

直 樹
タイ王国1年間の派遣のうち，私はまず

季節ほ暑期を過ぎ，雨期にさしかかる頃で

バンコクで3ヶ月の指導を行うこととなっ

あった。私喀，あゝ暑い季節ともおさらば

た。午前9暗から正午迄，が講習の時間と

だ，雨期だもの，と心秘かに涼風を期待

なる。

し，これから始められようとしているタイ

朝は迎えが釆た。迎えは時間に正確で気

での柔道指導の仕事に思いをはせて，イ

持ち良かった。午前9時前に柔道場に着く。

ザ，と眉つり上げた。タイの雨期がどのよ

するとタイの柔道教師達は早，柔道衣に着

うなものかつゆとも知らず，そしてその雨

替え，それぞれ身体を動かしたり，談笑し

期に，後でこっぴどく痛い目に遭わされる

たり，或いは正座したりして，既に私の来

のは知る由もなく。

るのを待っていた。そこに居る受講者達ほ

写真1

スポーツカレッジの柔道担当教師のみなら
ず警察学校の教官，陸軍士官学校の教官，
さらにホアマーク総合運動場所属の柔道
コー・チ男女各1名が加わり，総勢34名と
なっていた。柔道衣に着替えて私は皆の前
に進み出る。緊張の瞬間であった。それで
も平静を装って，

「お早ようございます。じゃァ，整列し
て貰いましょうか。あ，並び方は自由で結
構です。」
私は英語でそう言って，皆を見渡した。
受講者達のどの目も私一点を凝視した。緊
張がピーンと音をたてた。この一瞬の間に
私は，彼らの体格，顔付き，そして着てい
る柔道衣等を観，強そうなヤツはどれか，
薄っペらで把みにくい柔道衣を着ているヤ
ツは屈ないか等見当をつけるのであった。
幸い雲突くような大男ほ見当たらず，少
し安心した。受講者達は多少のざわめきを
見せながら2列横隊に並び，正座する。そ
の列から少しの間を取って彼等の横に私も
座り，正面に向かって礼をした。正面に
は，タイの国王と女王の，それに柔道の創
始老嘉納治五郎の大きな肖像画が掛けられ
ていた。タイの国王と女王の肖像画や写真
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は，官公庁の建物はもとより映画館でもレ
ストランでも個人の家でも殆どの場所に掲

やがて柔道技術の指導に入る暗が来た。

げられて恕った。ホアマークの柔道場の正

受講老達は全員黒帯を着けていたから，技

面には嘉納治五郎の肖像画が中央に，その

能の方は或る程度はよいのだろう，と思っ

左右にタイの国王と女王の肖像画が掛けら

て掛かるとよく失敗をするので，まず受け

れていた。しかし，中央の嘉納の画は一腰

身をさせてみた。受け身をさせてみると，

低い位置に在ったが，その理由について遂

その人の技能程度が或る程度伺い知れるの
だ。そして受け身ほ大体上手だった。これ
でだいぶ気が楽になった。あとは彼等と乱
取り（＝自由練習。自由に攻撃し投げ合う

にタイ滞在中最後迄聞きそびれた。
「ヌン，ソング，サム，シー，ハー，ホ
ク，ジェットゥ，パ・ヅドゥ！」（＝タイ語で

こと）をし，完膚無きまでにたたき付け，

1，2，3，4ふ6，7，8と数えているところ）

しっかりとこちらの実力を認識させておけ
ばよい。ここのところは実にこの世界での

私ほ日本でやるのと全く同じように皆の
前に立ち，番号を掛け始め，ウォーミソグ
・アップを始めた。数くらいはタイ語でや

指導上，大変重要な点となっている。これ
をしておかないと，現実にほこちらの言う

ことが通り難い場合の方が多いのだ。学習

ろう，とかねてから思っていたので，その

老の間で軽んじられるのだろう，今度来た

日までに暗記したタイ語を使って数え始め

のほ大したことはない，と。

た訳である。しかし，実際皆の前に立ち，

私はそこをよく知ってこいるつもりだか

第一声を発するや，途端に私の内面を矢の

ら，彼等にほ悪いが乱取りの お近づき椿

ようにに鋭く貫き，暑く膨張し，見る見る

舌 の時，容赦無くたたき付け，抑え，そ

火の手が回るように拡がるものがあった。

して何人も絞め落とした。私と稽古する相

それほ恥ずかしい気持ちであった。
私はどのような顔でタイ語の音を出してい

手が一人，二人とたたき付けられ，抑えら
れ，そして確実に絞め落とされていくさま

たのだろうか。その昔ほ正しい音だったの

ほ，その場の雰囲気を少なからず殺気立っ

か。タイ人達はそんな私をどのような気持

たものにしたようである。その証拠に，私

ちで受け止めたのか。そんな思いが速い川

と相手するタイ人柔道教師の目は怯み，身

の流れのように私の内面を掛け巡る。それ

体は力み怖気立ち，かつ練習場は先刻より

ほ決しで快い気分のものでほなかった。し

粛として声なしの状態になっていた。私も

かし，その不快な気分に気圧されていては

ー生懸命だった。よく集中し，よく掛けた。

いけないのである。私は自ら，自身を鼓舞

そして不思議と息は左程上がらなかった。
暑くもないし。
一心頭滅却すれば火もまた掠し。あれ
ほこのことだったのか。分かった。と独り

する声を聞いた。
「ヌソ，ソング，サム，シー，ハー・，ホ
ク，ジェットゥ，パッドゥ‥。」

「ヌソ，ソング，サム，シー，ハー ，ホ
ク，ジェットゥ，パッドゥ。」

悦に入りたいところだが，しかし本当にそ

の時ほ暑さも左程感じなかった。
乱取りの終わり頃，時計を見た。11時前
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である。準備運動を始めてから2時間程経

直 樹
「カップ・。」

たことになる。汗がしたたり落ちていた。
タイ人の着る生地の蒔い柔道衣はもう汗

彼は震え，私は荒んだ。

t■

ピッショ リで色もトス黒くなっていた。生

地が薄いせいかそれほまるで濡れ雑巾のご
とく，と言ったら悪いけど，絞ったら水が
落ちてきた。

「その理屈を聞こうじゃないか，オイ！
言ってみろ！」

「カップ…。」

私ほ受講議連に，乱取りの倍古中は休ま
ずやること，と言っておいた。そのせい

頻のプクッと膨れた顔のそのタイ人ほ童

か，皆−生懸命施捜し，受け身を取り，文

顔だった。童顔の目は充血し涙ぐんでいた。

字通り密閉して見えた。

彼の息はもとより荒い。怒気溢れる私の声

と，そんな時である。たくさんの練習着
の合い間越しに，片膝立て，もう片方の脚

に彼は最早言葉無く，唯，カップ，カップ
（はい；はい）と繰り返すのみである。だ

は伸ばし，両手を後に身体を支えるように

がきちんと言明しないその姿勢に，こちら

して畳につき，腰を・下ろしている老が見え

の怒気は逆撫でされるだけである。ボル

た。よく集中し一生懸命に汗を流していた

テージは上がる一方だ。

私の目にその光景が飛び込んだ時，私は練
習の手を止めその老の所へ黙って近付いた。
近付きながら心に怒気が走っていた。

「何故黙ってるンだ，何か言え（このヤ
ロー）！理屈が有るから行動を取った
んだろう！きちんと話せ！こちらを納

「立て！オイ！」

得させぬ理屈なら，承知せぬゾ！」

「カップ。」（ほい）

罵言蕊誘とはこのことか。私ほそう叫ん
彼は驚きと恐怖の表情で立った。私の視
線が正確に彼の視線を揃えた時，恐怖の色
がサッとその顔を強ばらせた。

で先刻よりの平手打ちを拳に変え，もう幾
発食らわせただろう。彼の頼は青くなった
り赤くなったりした。そLて彼ほ泣きなが
ら柔道場を下りて行った。その勝手さが私

「何故座った！休むなって言った筈だろ
う！」

「カップ。」
「聞こえなかったのか！オイ！聞こえな
い筈はない！練習前に皆の前でハッキ
リ言ったんだから！」

「カップ。」

にほまた気に入らない。怒り心頭で身の毛
ほ総立ち。
しかし，耐えた殴られ疲れでフラフラと
歩く彼の後ろ姿にり私の闘志ほやゝ冷めた。
鼻の穴ほ膨らみっ放しだったが私の怒りも
そこまでで，再び私は練習の人々の中に
戻って行った。

「座って：ほいけないと言われていながら
座った以上，何か理屈が有るンだろ
う！」

講習の第一日日がそんなふうにして終
わった。
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指導中は英語を使い，私の言ったことを講

道の講習に参加しているということだけで

習に参加している陸軍士官学校の教官が大

私にほ充分満足だったから。

きな声でタイ語に訳す。しかし私は，どう で、

ハンドルが軽快に捌かれ，串はバンコク

も通訳の付くその方法が不満だった。その

の目抜き通りを快適に走って行く。車窓に

理由は，授業にスピード感の出ないことで

は人やバイクの群れが飛ぶように流れて。

あり，ために授業を進める上で，私のリズ

柔道の練習で快い疲労を覚えていた私は，

ム感にピタッと釆ないから。

そんな車窓の風景をボンヤリとながめてい

私は授業を進める上で，ひとつのリズム

た。

感を持っている。それは例えば技術説明の
際ならば，受講者が私の回りに集まり説明

「アチャーン（先生）。」

を聴き，説明が終わるや受講者はサッと分
かれて元の位置に戻り，そして今説明され

車を飛ばしながら彼が話し掛けてきた。

た技術に速やかに取り組み，学習し，私ほ
その受講者達の間を見て回る，というもの

「何だい？」

だ。
この流れに通訳が入るとどうなるか。説

「タイ人はねェ，プライtr高き人々です

明の後サッと分かれて，のとこ告がそうい
かなくなるのである。私の説明の後，通訳

ヨ。私の言っている意味，分かるで
しょ？」

「…。」

のタイ語が流れる。さこで，サッと分かれ
て，のリズムが死ぬのである。通訳老と受

講議連との間で遣り取りが始められたりす
るともういけない。もともとの技痴修練の
場が議論の場になって：いく。これで柔道の
授業はリズムと緊張感を失い，授業全体が

引き締まったものから緩く集中の低いもの
へとなっていく。それを私ほ最も嫌ってい
たのである。
そんな不満を覚えながら，私は車中の人

であった。
講習終了後，幾人かの受講者達と近くのレ
ストランで昼食をとり，その後また車で送

られていくのである。帰りほいつも警察学
校の教官が送ってくれた。彼は元ボクサー
であり，タイ代表で，かつてほアジア選手

権着であった。ボクサーが何故柔道の講習
に派遣されたのか私には不明であった。し
かし，そんなことはどうでもよかった。柔

私は黙っていた。彼の口調ほ穏やかだっ
た。少しの間，私ほボンヤリしたままで
あった。
「皆の前で叱るのほ駄目ですヨ。プライ
ドを傷つけますから。」
「あゝ，さっきのこと。」

「人によっては逆恨みして，ひどい時に
ほ人殺しまでしかねないンですから。
タイでは拳銃ほ簡単に手に入るし，プ
ロの殺し屋も手薬煉引いて待っている
し。」
「・・。」
「アチャー・ン。殴るのほ良くないですヨ。
彼の気持ちは本当に傷つきますヨ。」
「。」
私は静かであった。先刻のことは，実際
ず−つと残ってい，実はとても重かった。
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彼ほ柔らかく私を問責したのである。私は
聞いた。

柔道衣を着ている時，その時私は身も心
も日本人なのだった。故にである。柔道を

t￣

行う上での一切全て，私の発想の根底に

「彼は何故座っていたソだい？」

日本人 が有ったのだ。さらに言えば

「さァ？アチャーソの言ったことがよく

日本人だけ が有ったのだ。

理解出来ていなかったのかも知れない

講道館では柔道の練習を槽古と言い，修

し，或いは疲労してついて行けなかっ

行という。柔道始めその他の武道系種目も

たのかも知れないし1。」

その点については同様だ。修行中は唯々稽

「ウソ。」
「疲労して，ついて行けなかったのだと
思いますネ。そう思いますヨ。」
「バテゝいたのかなァ‥。」
「ェエL。でもねェ，もし疲労していたと

古に励み，休みを勝手にとるなどは慎むこ
ととされている。そんなことは常識ですら
ある。
そして世界に普及した柔道は言わずもが
な，講道館柔道だ。即ち日本の柔道だ。だ

してですヨ，−・体，どうして休んでは

から，と考えてきて私は，（そうじゃない

いけないソですか？」

ゼ‥）という内心の声を聞き，その瞬間か
ら少しずつ自信の消えていく己れの内側を

そりゃ−さァ，と言い掛けて私はアッと

ハッキリと感じ始めた。
一つづく−

息を呑んだ。

百人一書− わたしの読書遍歴Ⅲ
中 川 益 夫

困 青春の門より
前回，突発性腰痛で寝込む羽目となった

は，相当に手きびしい扱いを受けている。
『論語』も看益だが『荘子』の方が示唆に

桟会に，寝ていた本が立つことになった経

富むと，後者を買う人も多い。湯川博士も

緯を述べた。

中間子のアイデアは『荘子』より由来した

膏十有五而志乎学，三十而立，四十而不

といったような文章を残しておられる。

惑，とは『論語』巻第一為政第二に見える。

『論語』と『荘子』とどちらが面白いか

五十而知天命，六十而耳順，七十而従心所

というような問題の立てかたでほなく，物

欲，不倫矩，

事の表裏だとひとまず並べてみると，両方

と続く。

共にそれぞれの味がある。そういう摂りで

聖人と呼ばれる人物と自分を比べるのも
おかしいが，その大学者も『荘子』の中で

私がこれまで引用させてこいただいた本も，
これからの本も，選択の偏りについてほ，
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いであろう」
思い起せば，中学校の教科書でチラリと

顔を出した「桐牛考」や「どんく魚詮議」

ない。ぜひとも列挙すべき著作で，とりあ

などは−・読しただけでも興味深く，ものの

げなかった本も多い。ましてや，私が読ま

呼び名の民間伝承を記録にとどめることの

なかったその他無数に近い本の中に，どれ

重要性，また全国的な比較調査の有意義な

だけすくいれた畜があることか，いちいち断

ことを印象づけられた。

るまでもない。

次に学問芸術の線上からほ多少ほずれる
が，中江藤樹を筆頭に貝原益軒，僧契沖，

さて，年令上では青春の門を出たけれ

池大雅などの高名無名をとりまぜて，約九

ど，めざす学問への山道の麓にも達したか

十名の奇人を描いた『近世時人伝』伴萬瑛

どうか。

著，森銑三枚註は面白かった。伝記でほな

以前，日本の民俗学の創始老の一人とし

い。エピソード集である。しかも，あらゆ

て南方熊楠をあげたが，やはり柳田国男の

る階層，職業の人々をとりあげて，女性も

存在を番かなければ，片手おちになるだろ

多数登場させているのもすこぶる魅力であ

う。
柳田国男『青年と学問』は，いわば柳田
学への入門昏である。

なって，一一層趣の深いものとなっている。

学問にほ綜合が必要であることを強調し

る。花餅の手になる挿絵と文とが一体と
例えば，尼破鏡のくだりはこうである。
破鏡ほ，膳所の土管沼外記が妻也。外

た彼が，方法的自覚という点において＜わ

記はばせを門人にて馬指堂曲翠といひて

ざ＞の修練を怠らなかったという点に，多

俳諮をもて世にしらる。（中略）外記は，

く学ぶべき点ありと感じた。岩波文庫の福
島二郎氏の解説から引用させていただこう。
「平生たえず質問を工夫して多くこれを

傍輩の曽我権大夫といへるもの寵を悼

蓄え，折りあって接触する人々からその経

を，己が家に招き入，悪事を責て殺害

て，上下のためよからぬことども重り，
人皆恵めども，せんかたなく歯を噛みし

験と知識とをめざとく引き出し，かつ，そ

し，其身も心静に腹切て失しが，主君の

の真実を見抜く 〈わざ〉を磨いていたばか

非なる名を忌て，私の争論にもてなした

りでなく，それらをきわめて要領よく要点

れば，侯怒てその子内記といえるが江戸

をとらえて簡潔にまとめ，これをカード化

に有けるも，自姦を命ぜられて家亡びぬ。

して分類保存し，さらにこれをたえずくり

されば今もかしこにほ語ったへて一息誠を・

かえし点検して分煩を改め，かつ新しい発

悲しむとぞ。かかれば妻ほ尼になりて，

想を促す用意を怠らなかった。それほきわ

堺津に隠れ住，もとより好めるうたをよ

めて方法的であり，単なる天才，単なる博

み静をならして，悶を退りける。その事

覧強記のなせる 〈わざ〉 ではなかったので

の手，今もそこに残りて，破鏡流といへ

ある。もし博覧強記というならば，南方熊

りとなん。破鏡再び照らさずという心を

楠を推した方がよいであろう。もし天才と

もて薙髪の名につきけるも，貞操の意に

いうことならば，折口信夫を挙げた方がよ

風流みゆ。実ほかくれぬ。まして妻ほ俳
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諸によらざれはその徒も知らぬ人多けれ
ば，をしくて閉ままにしるす。

益 夫
三木酒の遺稿は二百字づめの用紙にた
んねんに浄告してあった。浄書してのち

オランダ人が−種の遠眼鏡を製作したと が

も，さらに原典とよみくらぺて仕上をす

いう噂を耳にした45才のガリレイはパド

るつもりであったらしい。（中略）番い

ヴァ大学の数学教授であった。彼が望遠鏡
を地上の風景にでなく天空の光景に向けた

たというよりは，刻みつけたといひたい。
（中略）『省察』のやうな，存分にしづか

ことほ，その後の学問の進歩，とりわけ

な時間を必要とする仕事ほほとんど不可

「天動説」から「地動説」への転換にとっ
て∴ 画期的に重要な意義をもつことになっ

能といはねばならなかった。そこへ「徴

た。

で，かれは幾種もの書物を大急ぎでまと

月ほもう一つの地球にほかならないとい

用」の命令が来た。出発の日の迫るなか
めた。さうして遠く，南方へ立った。（中

うガリレイの到達した確信は，月だけでは

略）さいはひにもかれは無事に帰ること

なくすべての天体が滑らかで−・様で完全な

ができた。元気だった。その元気で，い

球体であるとする当時の世界像に其向から

きほいすさまじく勉強をはじめた。しか

背馳するものであった。月がもう−つの地

しそれも長くほゆるされなかった。つぎ

球だということほ，逆に地球がもう−つの

の不幸がかれを打ちたふした。かれは入

月にほかならない。いいかえれば，地球も

獄し，非業の死をとげた。

また一つの惑星ではないか。すでにコペル
ニクスはアリストテレス＝プトレマイオス

の天動説に対して地動説を・提出していた。
ガリレイほ地動説にむかって観察と思索を
おしすすめてこゆく。
今回，総合科学課程基礎科学コースの総
合セミナーを企画立案するにあたり，再度
『星界の報告』ガリレオ・・ガリレイ，山田

慶児・谷泰訳を読みかえしながら，静かに
突き上げてくる感動をかみしめていた。精
緻な観測による情報と天才的な想像力が結

1939年度ノーベル賞受賞竃シッランパア
『聖餐』柳沢恭雄訳は，古本屋の露台に五

十円均一で埋もれていたのを掘り出した。
著名の経歴にも惹かれた。
フィンランドの貧しい農家の子として生
れた著者が，全く暗い孤独の生活のなかに
ありながらもまわりの篤志家のおかげで中
学へ入れてもらい，更に．ヘルシンキ大学へ
入学した。大学では自然科学，とりわけ化
学と生物学を修めたが，彼の気持ほ芸術の

びつくことの意義を，三百数十年経た今

道に．惹きつけられ，大学を中途退学して故

日，なおも新鮮に伝えてくれている。私達

郷へ帰った。以後，士の香と耕作の汗の中

ほここから多くを学びうるし，学ばなけれ

に生命の息吹きを感ずる，真の意味の農民

ばならないだろう。

作家に成長してゆく。

デカルトの著作では，最初に読んだ『方

彼の描く人物は，はかない運命にじっと

法叙説』が印象深いが，ここで敢えて『省

身をさらし，そして運命を理解しようと努

察』をとりあげるのは，訳者三木洒のため

力する。彼にとって個人は過去と未来をむ

である。岩波文庫，落合太郎氏の後記にほ

すぶ，無意識的な環であり，本来的にその

こうある。

任務を果すものであるらしい。私ほ本書に
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啓発されて土にへばりついて生きる，父を

わずにはいられない思いに誘われる。早熟

山，母を川になぞらえて長編農民物語の構

型より，主人公ファデットのような 発展

想を思い立った。ただ構想のま、時の経つ 佑

変貌 の可能性を内に秘めた女の子のもつ

こと久しい。長塚節『土』の場合も，パー

魅力を描いて巧みである。娘の誕生日のプ

ル・バック『大地』のあともそうであった

レゼントに，或る年，この書を娘の机の上

が，あまり先人の名作の印象が強烈である

に置いておいた（わが家では例年，私が選

間は，筆が抑制されるのもこれまた事実の

んだ本を贈ることにしている。）

ようである。
魯迅作，竹内好訳『阿Q正伝』は，もう
ずい分前に読み，詳しい中味も忘れたので

毎日接する自然の姿を味わいつつ，人間
の生き方について考えをめぐらす，徳富鹿
花の『自然と人生』ほ，いかにも日本人的

今回また読みかえしてみたが，初めてこれ

な，消極的なようでいてどうしてなかなか

を読んだ時は驚いた。というのは，自分の

積極的な生き方というものを示してくれ

内面が描き出されているのではないかと

芦，詩集のような味わいのある本であった。

思ったからである。中国でも新聞に連載の

農民文学の中にこういう詩情をも盛り込

形で出た当時やはりめいめい阿Qが自分を

めたらという思いもつのる。が，言うはや

モデルにして密かれたような気がして，一

すく行うは難しで，並大抵の努力でほ，本

種恐慌状態になったということヂある。魯

書のような真珠の光沢にも似た輝きほ出せ

迅の『狂人日記』も，その内容・型式両面

るものでほないであろう。『銀の匙』を少

にわたって，狂人の手記という着想ほ−・種

年編，『土』を壮年編，そして『自然と人

ショックであった。

生』を老年編として：シリーズに連ねるよう

こういうアイデアほ充分計算ずくで企ら
まれたものか，それとも自然こういう形を

な作品ほ，将来誰かが完成するに違いない
と思ってみたりもしている。

とったものか。いずれにしても，中国近代
文学の出発点であり代表作と言われる作品

何という餞吉，何という見識。シュベン

だけに，折りにふれて読みかえしてこみたい

ダラ、−，村松正俊訳『西洋の没落』第一巻。

と思っている。

この歴史的に有名な本にたどりついてか
ら仁筋肉質の，疲れを知らない論調に，文

著名自身の少女時代をモデルにしたと言
われけるジョルジュ・サンド，宮崎嶺雄訳
『愛の妖精』には文体にも魅せられた。方

字通り圧倒される思いであった。こういう
経験は，本書がほじめてではない。例え
ば，かの菊名なヴァソ・デ・ヴュルデ『完

言をうまくこなし，みがきのかかった艶の

全なる結婚』もそうであったし，後出の

ある，まれにみる名訳だと思った。

ペーペル『婦人論』など，西洋の著述家，

あまり周閃からほめられることもない目
立たない少女が，まるで妖精のように生彩
のある女性に変貌してゆく様子は，情緒味

とりわけゲルマン人に共通している特性で
もあろうか。
文化というものが一つの生物体であって

豊かな農村風景と合わせて，読んでいて気

生まれ，生長し，壮年となってついに老い

持ちよく自分の娘もかくあってほしいと願

てゆくという思想を展開した本台は，「歴
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史を前もって定めようという試みのなされ
たのほ本書がほじめでである」という冒頭
の書き出しから，ありとあらゆる知見を投 イ￣

気にしないだけの気持ちを彼女ほもって

入して，この論証にぶち当っている。壮観

めの人たちじゃないの？」といったとい

である。第一・章数の意味について，第二車

う。この「人民のため」という言葉は，

上∴観相学と体系学と，第三章大宇宙，
l，世界像の象徴的意義と空間問題と，I
アポルロン的，ファウスト的，マギ的精

いた。その後，或る質問に対する答えの
なかでコミュニストについて「人民のた

リンカー・ソがデモクラシーに定義を与え

たといわれるゲティスバーグの演説中の

神…云々。広範な分野にまたがる類比あ

言葉を正確に用いたものである」（亀井
俊介著『マリリン・モンロー』岩波新藷

り，概観あり，批評あり…・。第二巻に進

版より引用）

むのに，しばらく呼吸をととのえてかから

なけれはならない。
以上九書で，すでにお気付きのことと思
うが，青春の門を・くぐって以後，「セイ」を

表題につけた書を連ねてきた。『リンカー

もちろん，ほかにも理由があるが，詳細
はM・Mのこと，ミニマム・ミステリーな
らぬ・モこ／ロー・主義，つまり相互不〒渉とい

うことで，ここでほ割愛させてこいただく。
尚，五人よりまだ少し食み出してもよけ

ン演説集』高木八尺・斉藤光訳に来て，表

れば，ベンジャミ ン・フランクリン，発明

題からセイの字ほ消えたが，偉大な政治家

王エジソン ，自動車壬フォード，ヘレン・

リンカーンの政治演説集であることから，

ケラー女史など。チャップリンも加えたい

もくろみを断念した積りはない。

が残念ながらアメリカ生れでない。

余興の力はともかく，以前に，科学者で

完全無欠の例としてニパスツー・ルを挙げた
が，大政治家でまず異論のないところほリ

因 婦人の解放
M・M崇拝から女性解放の問題に移るの

ンカーンであろう。たヾ，私はこのことを

は，幾分付け焼刃の印象を与えかねない

言いたいために本書を選んだわけでほない。
意図は他にもあった。
今仮りに「アメリカが産んだ人物の中

が，私としては「セイ」の特集の中で扱け

で，あなたがマークする（噂敬ないしは敬

来である。

ていた「性」の問題を，まとめてとりあげ
る必要性を感じていた。やっとチャンス到

愛する）人物を五名あげてみよ」と言われ
たら，私はパール‖バック，スタインペッ

まずほじめに，或る女性の生涯をみてみ

ンとマリリン／れ・モンローを選ぶだろう。リ

よう。それにほ何といってこも古今東西の名
作の−つ，そ・−バッサン『女の一生』杉捷

ンカーンまではいいとして，何故モンロー・

夫訳を思い出す。「ささやかな真実」とい

ク，ヘミングウェイ，それにこのリンカー

なのか，説明がいる。まじめに答えよう。

う副題がまた意味深長である。高校時代の

（M・Mは）政治に直接関係すること

先輩友人の多くが読んでいて，学校図磐館

はまったくなかった。ただ，たとえば

の本の中でも−番いたみのはげしい本の部

「アクターズ・スタジオ・」を運営するの
が左翼系の人だと知ってもそんなことを

煩に属していたが，例によって おぐてニ，，
の私が読了したのはずっとずっとのちのこ
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とであった。
長府としての構成に多少統一がとれてい
ない欠点モミあるという専門家の評もある

の1869年の彼の作『青年同盟』に現れてい

が，モーバッサンの長篇としての処女作

チュアート・ミル『女性の解放』が出た。

『人形の家』の着想は，それより十年前
るといわれる。その1869年に，ジョン・ス

で，しかもこれだけ不朽の作品を残した力

日本語訳ほ大内兵衛・大内節子による。経

盟にまず驚く。前半，特に音と匂いの効果

済学者ミルによる，合理主義の理論から女

が大きな役割を果たしているのが印象的だ

性解放の必要と必然性を説いた論説であ

し，風物，とりわけ海の存在が大きな位置

り，冒頭に，本文を約十分の−ほどに縮小

を占めているのもわかる。

した要旨がついている。内容は今更くり返

主人公ジャーヌが夫の袈切りによって，

す必要もないと思うので省略するが，内容

更にほ息子との絆まで断ち切られてゆく侍

以外でちょっと気になることを鵬つ書きと

しい「女」の一・生。訳者の解説では，「人間

どめよう。

の魂の絶対的な孤独，これこそモー・バッサ

訳者の仙人大内兵衛氏が，今回の訳業の

ンが到底隠すことの出来なかった激しい感

四十年ほど前，単独でミルの翻訳を『婦人

慨である。ジャー・ヌは恋しあって−・緒に

解放論』と題して出版した，が関東大震災

なった夫と，真実の夫婦愛を体験する直

に見舞われて僅少の部数のほかは消失して

前，『二人の人間が決して魂までは，心の

しまったそうである。それから三十数年

奥底までは互いにほいりこむものでほない

後，大内節子氏が改訳を申し出，「その訳

ということを生れて初めて，気がつく』」

稿を見てやろうと約束した。…文章ほそ

と述べている。この点でほ男性女憮の区別

う流暢でないうらみほあるが，時代のちが

なく成り立つ問題かもしれないが，すでに

いを思い，なるたけ朱筆を省いた。一応の

端初は見えているように思われる。
イブセン『人形の家』島村抱月訳にほ，

正面から婦人問題が扱われている′。婦人の

できばえであると信じている」（大内兵衛
氏自身の解説による。）それならば，訳者
はなぜ大内節子，大内兵衛という順序にな

解放，婦人の自覚，男女対等の個人として

らないのか。女性の解放を扱う訳老の，こ

の結婚，恋愛を基礎とした結婚というよう

んなちょっとした序列に多少こだわる私で

な問題を，論文としてではなく芸術の力に

ある。

訴えて表現した。
妻として∴夫を棄てて家を出る法はない，

ことに子供を棄てて出られるものでほな

それと比べて，ペーペル『婦人論』伊藤

い，出ていったあとのノラはどう生きてゆ

勉，土屋保男共訳は，取扱う問題の広範徹
底性といい，論述の実証性といい，圧巻で

けるのかといった非難に．対して，連作『幽

ある。

霊』『海の夫人』で答えているが，問題提起

第一章の原始社会における婦人の地位の

はもちろんのこと，イプセンの解答の一つ

冒頭密き出しからして意表をつく。「婦人

一つが社／会に関心を呼び起さざるを得な

と労幼者は，被圧迫着であるという点では

かった。日本でほ演劇での松井須磨子の強
烈な印象のカが有名であるかも知れない。

過にともない，また国の異なるにしたがっ

同じである。この圧迫の形態ほ，時代の経
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さて，詔は−転して，百ペ⊥ジ弱の戯曲

て存続した。（中略）だが，婦人と労イカ者と

アリストバネース『女の平和』高津春繁訳

の地位につ㌧‡てどんなに多くの類似点が指

は，発想といい描写といい痛快である。き

摘されようとも，婦人ほ次め一点において

わどいとさえ言える。戦争をやめようとし

労働者にさきんじている。すなわち，

ない男どもに，ギリシャの女達ほ同盟を結

婦人は奴隷の状態におちた最初の人間であ

んで性的ストライキを宣言する。滑倍であ

ったという点，これである」
『人形の家』が女性解放の（社会）文学

であるとするなら，『婦人論』は女性解節
の（社会）科学であるといってこよいであろ

うか。
家庭に縛られた母たちの矛盾という副題
のついた『要は囚われているか』ハンナ・

り深刻であり，勇剛であり妖艶である。訳
文のいいまわしが気分・情泉をいっそう助
長していて面白い。
地球上から核兵器を−・掃させるために何
かこういった奇抜なアイデアもほしいとこ
ろである。
次に，時代はギリシャから明治へ飛ぶ。

ギャブロン，尾上孝子訳の著名ハンナは，

福田英子『妾の半生涯』の名は，日本の女

1936年生れで王立演劇学校，フランス語学

性解放史上になぐてほならない存在である。

校，秘書専門学校などで教育を受け，大学

古くからの男尊女卑の旧道徳に反抗し，男

で社会学を学んだのちロンドン大ぎポスト

女同権，婦人の経済的自立，婦人の参政権

・グラデュエート奨学生となった。65年3

のためにたたかった近代女性の先覚者的存

月（29才）で学位論文のための研究が完成。

在として。

すでにこ児の母となっていたハンナは母と
しての役割と研究者としての多忙の中に学

借りて−熟読し，ほげしい感動を覚えて東洋

位論文に手を加えて文書を畜き上げ，11月

のジャンヌダークになりたいという決意を

英子13才の頃，『ジャンヌダーク伝』を

序文を書くところまできて12月，本書の出

もったという。彼女ほ，女性の独立にほ，

版を見ずに二児を残してこの世を去ったと

まず経済的独立がなけれはならないという

いう。何と早い，短い女の一生であったこ

主張で−質して：いるが，それと同時に，高

とか。

く非戦論の旗をかかげて，挙国主戦論に熱

インタビューrによる実態調査にもとづい

ている本書ほ，資金も調査協力者もなかっ
たが，かえってそのため著者の問題意識と

情熱が末端まで行き渡っていると言われて

中している中央にのり出して公然と運動を
展開したのも偉いと思う。
本書とは別に，平塚らいてう女史の主宰
する雑誌『青踏』に「婦人問題の解決」な

いる。母親の育児の役割を重視し，婦人の

る論文をよせ，自由民法時代にとりあげら

社会的役割の実現と両立するような方法を
絶えず求めながら分析している。調査研究

れた婦人解放ということばは，女を男に対

の−つのあり方を示して強烈に燃えつきた

が，本当の意味の婦人の解放とは，男女と

著名に胸があつくなるのを禁ずることがで
きない。

体制のもとでしかおこなわれないと論じた

して解放するという意味でしかなかった
もども資本主義の制約から解放された社会
（1912年）。ペーペル『婦人論』の進歩的思
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想が脈々とここに受け継がれているといえ

が第一回多毒二・百合子質受賞の名作であ

よう。

ることもさることながら，岸和田来演の桟

同じ乳ポ農産者階級運動の波にふれる桟

会に松田民夫妻を熊取は京大原子炉実験所

会のない生活環境の中で一人の作家が育っ

に案内したことが桟縁で，文学に少し手を

ていた。

染めはじめていた自分が過分の激励をいた

宮本百合子『伸子』には，作者自身によ
るあとがきにこう記されている。
日本のそういう中流的環境にある一人

だいたことである。
「私も科学の勉強はずい分やりました。
科学者が正確な知識とその観点から小説を

の若い女性が，女として人間として生長

書くということは，とても大切なことです。

してゆきたいはげしい欲求をもって結婚

これから必要です。今はまだなかなかその

し，やがて結頗と家庭生活の安定につい

価値を容易には認めてもらえないでしょう

て常識とされている生活態度濫うちかち

けれど。」この言葉に，秋田県荒川鉱山に

がたい疑いと苦しみを抱くようになって

生れ，そこで仇き，鉱山の小学校に勤務の

結婚に破れてゆく家庭が描かれている。

のち上京して作家としての地位を築いて

結婚，家庭生活について日本の社会通念

いった松田女史の，文学の将来を見通す確

が枠づけている息ぐるしい家族制度のし

かな見識があることを感じた。率直に鞭撞

がらみ，娘，妻としての女がJ人間らし

を受けたとも感じた−私自身の資質・力

いひろやかさと発展をもって生きたい女

塵の問題を度外視しての詣であるが。老令

性にとって，どんなに窒息的なものであ

に鞭うって，第一線で活躍されている女史

るかを夫婦の性格的な相剋の姿とともに

に活字を通じて接するたびに，私ほあの時

描き出そうとしている。作名ほおばろげ

の避退を大切に大切にしたいと思う。

ながらこれらの葛藤が社会的な本質を
もっている問題であることを感じながら

結びとしてニ『紅と紺と』一日本女性史
一林屋辰三郎篇ほト織物一糸一にっ

書いている。・」

ながる多くの貴重な

このテー・マがのち，『二つの庭』『道標』

たユニークな女性史である。1965年（昭和

へと発展し展開されてゆくことは，既に読
者も知るところであろうと思う。

史実 を含めて綴っ

40年）5月10日より翌年3月11日まで207
回にわたって朝日新聞女性欄に連載された。
当時，断片的に読んだ覚えがあるが，やは

鉱山に生きる明治の女性のひたむきな生

り古本屋でみつけた一冊の本で通読して，

涯を鮮烈に描いた，松田解子の『おりん口

さわやかな感動を覚えたものである。つま

伝』は，1984年6月，岸和田市で開催され
た文学講演会で話を聞いてから読んだ。こ

とのない女性史を，歴史を民衆のものとし

り，襟を正さずに日頃改まって勉強するこ

の会は，貝塚市に住む佐藤栄作氏が詩集
『白い雲と鉄条網』で壷井繁治賞に輝いた

てこえがきだす工夫を味わいながら勉強させ

のと，日本プロレタリア文学集発刊記念を

苦手な私にも，こういう趣向を凝らした本

合わせて開催されたものであった。

は有難くうれしい。

特に忘れられないのほ，『おりん口伝』

ていただいたという充実感である。歴史の

ただし，そこにとどまっていてはいけな
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ればならない。すごいとうなった。正直，

か，家永三郎『日本の歴史』全十巻を一・気

これを読んでから，世の中のあれこれの恋

に読んだのもその前後で，といっても，正

愛小説をあまり読む必要ほないとさえ感じ

直に言うならばほんの数年前のことである。

たほどである。

国 名作いろいろの味
はなはだレベルの低い雑駁な話を書き進

いるような軍服と僧衣の象徴ではないと思

めている間に，ついに十の段まで来てし

から思っていた通り，しかも今回確信した

まった。もともとごくささやかな読畜遍歴

通り，赤と黒は情熱と信仰，要するに愛と
罪のシンボルだと考える。ドストエフスキ

たヾ，表題の赤と黒は，一般に言われて

の帯もりであったのが，長時間に亙って読

う。種々の論考もあることと思うが，以前

者を束縛する以上，さそい水として読者諸

イの『罪と罰』に匹敵する純文学の双壁の

賢から種々引き出そうとの意図も盛り込ん
できたことほ否定しない。
人類の遺産としての古典的名著と言われ

一風と位置づけたいが，専門家の意見も聞

るものはすべてそうだが，そういった著作
の中にほ必ずあっと驚くような，あるいは

ずしんとくるような感動をもたらす要因が
内蔵されている。それとの出会いたは個人
個人千差万別にちがいないが，共通してい

る点もある筈である。そこでさし当り共通
点を・「肴」に学問芸術を語り，人生を語
り，未来を語り合いたいと兼い続けている。

きたいところである。
推理小説を長い間読まず嫌いであった私
もホームズ物語の第一作，コナンドイル
『緋色の研究』延原謙訳でかぶとをぬいだ。
一冊20円で古本屋の店先から手に入ったの
がきっかけだった。表題も面白いし，物語
にひき込んでゆく作品の魅力というものも
確かにある。
原稿がほじめ，あちこちの出版社へ送っ
てほ返されていたというのも興味深い。し

中学・高校の図書館ですりきれていた本
の例としてあげた『女の一生』の他に，同

様に手あかがついてよく読まれていたの
ほ，スタンダー・ル『赤と黒』だった。私は
大久保和郎訳で読んだ。

最初の2〜30貫の暗い谷底の道を過ぎる
と，明るい尾根道に出て，何とすごい迫力

をもった恋愛小説であることよと感嘆させ
られる。スタンダールは物語をうしろから
番いたのでほないかと思わせる程，ストー
リーrに必然性をもたせるための緻密な配慮

をほどこしている。時折仕掛けられる 心
理的決断 （カケ）だけが，「必然性」の枠

外でドラマに起伏を与えてこゆく。しかもこ
の仕掛けが，やはり天才の産物と言わなけ

かも，作者に相当自信のあるこの作が世に
出たのに反響は全くなかったというから，
またもびっくりである。ドイルは失望し
て，もうホームズ物ほ書くまいと思ってい
たのが，捨てる神あれば拾う神ありで，つ
いに認められるようになったということも
推理小説を地でゆくような話でほないか。
本書の結末部で，作老の地の声が出てい
るところがある。「しかし，ある一つの結
果だけ与えられて，果たしてどんな順序を
へてそういう結果にたち至ったかというこ
とを考えてすらすらといい中て得るもの
ほ，ほとんどいない。これを考えるのが僕
のいう逆推理，すなわち分析的推理なん
だ」
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構成のなかで渾然たる統一・体に昇華されて

せて作品に仕立て上げてゆくから，そこに

いる，という専門家の分析は解りにくい

も面白さ轡泉の￣つがあるのであろう。

が，実にたわいもない物語の奥に，さまざ
まの暗喩（メタファー）があることは感じ

岡村覚三『茶の本』村岡博訳。この小冊
子でもって天心は茶の人生哲学を説く。−・

とることが出来る。 闘争をくぐりぬけて
の創造 が著者の主張の根幹であるようだ。

椀の茶を前にして，これこそ人生に美と中
和と和楽とを授ける秘法であるという。
茶はたてるごとに，それぞれ個性を備

ハドスン『緑の館』村山勇三訳ほ，博物
学老の描いた珍らしい小説である。南米

え，水と熱に対する特別の親和力を持

ダニネズェラの奥地ギャナ大荒原の−角を

ち，世々相伝の追憶を伴ない，それ独特

舞台に，森の妖女リーマとの不思議な出会

の話ぶりがある。其の実は必ず常にここ

いが展開されてゆく。ほれぼれ，どきどき

に存するのである。芸術と人生のこの単

させられる名作である。鮮やかな色と，そ

純な根本的法則を社会が認めないため

れにもまして，苦の効果のすごさ美しさ。

に．，われわれはなんという損失をこう

密林の上から（膵の声のように？）降りそ

むっていることであろう。宗の詩人李仲

そいでくる 音 。それほいったい何なの

光は，世に最も悲しむべきこ、ょが三つあ

か。博物学老の描く熱帯林ロマンスほ神秘
のユートピアに読者を誘い込む。

ると嘆じた。すなわち誤れる教育のため
に立派な青年をそこなうもの，鑑賞の俗

たヾ一点，『線の館』という表題の訳語

悪なために名画の価値を滅ぼするもの，

はすっかり走者してしまったようだが，い

手ぎわの悪いために立派なお茶を全く浪

ただけない。イメー・ジダウンもはなほだし

費するものこれである。

い。『線の住処』あるいほうんと意訳して

実際，私共教育畑の者にとっても耳の痛

『緑の妖精』。これでだめというなら原題

い詔が，こんなところにチラッと顔を出し

のま、『グリーンハマ∵／ションズ』の方がま

ている。全くもって心にくいばかりである。

だましだろう。

たかが茶の本などといっちゃあいられない。

オードリー・・ヘップバーン主演の映画は

残念ながら見逃している。あの降りそそぐ
ホフマン『黄金の壷』神品芳夫訳はホフ
マンの代表作であり，芸術的完成度も高い

なぞの昔がどんなであるか，ずっと以前か
ら疑問の解ける日を楽しみにしている。

と言われている。
主人公の大学生アンゼルムスが金緑色の

さて，青春の門ほ既に肉体的には抜け出

蛇ゼルペンティーナへの愛によってこ不思議

ている筈なのに，精神的にはいっこう出て

な黄金の壷を手に入れる。黄金の壷とほ，

いるようでもない。良く言えば若々しいと

自然との闘争と創造のいとなみに人間が調

いうことだが，実際ほいつまでも青くさく

和的に融合している状態を象徴したもので

未熟であるということだろう。ヘルマン

あるという。この中編の作品の中に多くの

ヘッセ『青春彷径』関泰祐訳の状態に相当

芸術的要素を含み，しかもそれらが立体的

しようか。
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トーマス・マンおよびカロッサと共に二

益 美
あり色読であり身証でなければなるまい」

十世紀前半のドイツ文学界三つ星の一つと

と著者は説く。ちなみに，色託とは経典を

ランクされ歓ッセの，ノーベル賞受賞対

あたまで理解するだけでなく実践する読み

象となった作品は，十年の歳月を費やして

方，身証とほ信仰によって得たちからをみ

完成された大作『ガラス玉演戯』でまだ入

ずからが実際に発揮していくことと脚注に

手できず読んでいないが，初期の青春もの

みえる。

は，いわゆる教養小説の部類で比較的よく

佐藤春夫氏が法然上人に傾倒されていた

読んだ。美しい抒情が快いひびきをたてる

ことは，今回「紫」の表題の本を探す必要

ヘリセ独特の基調に加うるに，厳しい強靭

から，いわば偶然知るに及んだ。

な特性，つまりは一種哲学が全体を貫いて

『紫式部‥』は『源氏物語』を既に上

いることが，日本の同種の作品とほまたち

げた以上，ダブるにちがいないし1『修紫

がった生命をもっているゆえんであろうと

田舎源氏』（柳亭種彦作）や『紫の履歴台』

思う。

（美輪明宏作）を読むほどには，私の趣味
も広くほない。色づくしの窮地を『紫の

読老は既にお気付きのことと思うが，こ
の第十段（最終章）ほ赤と黒からほじまっ
て，表題色づくしで連ねてきた．実際，
「藍」のつく本はさはど多くはなく，次の
紫に至っては探すのに．苦労した。幸い，山

雲』で救っていただいたのである。
尚ついでに書くと，「橙」の字が表層に
くる書物ほ見出せなかった。「彗」もすく
ない。将来，誰かが書くにはちがいないけ
れど。

田太一『藍より青く』はNHⅨテレビドラ

色は七色で尽きるわけではないけれど，

マ（1972年4月から73年3月）で記憶の力

種明かしをしてしまった以上，多少変わっ

もあると思う。これはシナリオと並行して

た光沢も出したい。

書かれたというだけに−風変わった小説と

尾崎紅葉『金色夜叉』は，貫Tお宮であ

いう印象を与える。会話が中心で動輪であ

まりにも菊名だが，今回改めて読みなおし

る。会話に伴う動作とその背後にある個々

てみた。『赤と黒』や『罪と罰』の日本版と

の動きが必然性をもってこまやかに描写さ

して読むのも面白い。或いは『即興詩人』

れていく。リアリティに配慮が行きとどい

と対比するのも興味深いかも知れない。未

ているのが特色である。

完の部分から先がもし書き継がれたら，日
本版『女の−生』に位置づけることが出来

佐藤春夫『紫の雲』を読んで浄土真宗の
本義をはじめて勉強する機会にめく√りあっ

たかも。
それはともかく，新聞連載の途中∴熟読

た。「紫」の表題の本を心探ししていて，高

していた或る若い女性が臨終の床で，「私

松は松島町の古本屋で偶然見つけた。私の

が亡くなったあとも，物語の続きの記事を

生家も浄土真宗の系統だったが，法然上人

お墓にもってきて：ほしい」と言い残したと

速離の地，讃岐国との関連も思いがけず学

いうェ㌧ピソードもあるそうである。ここま

び知って感慨深いものがあった。

で熱中させる作品だけあって，時代が経過

「仏教の学問は本来了解でほなく自得で

しても，文は色あせない。作家冥利につき
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赤と黒からほじめて，白でしめくくるこ

ととなった。 アンドレ・ジッド『未完の告
自』新庄憲章訳がアンカーをつとめてくれ
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話 窒
も，これだけの例から−・般化することほ問
題であろうが，いずれ専門家が，訳者がち

がう場合の味わいの差違については解説し

■−

てくれるであろうと期待している。

る。

今回の百人一層のそもそもの出発ほ，か

くれんばとみかんからであった。蜜柑から
出て未完に終わる結果となった。『未完の

まとめとして，古今東西の書籍の中から
翻訳書50冊，和書50冊を（これは意識し
て）とりあげ，私の読書遍歴という流れの

告白』ほ立派に完成した名作だが，こちら

中に十冊ずつ十に分撰して配列してみた。

ほ文字通り未完であることを告白しなけれ
ばならない。

小説が多いほかは自然科学系の分野に偏っ
ている点，止むを得ないとしても，筆者の

アンドレ・ジッドはジードかジッドかそ

趣味，嗜好，力品等の限界がしからしめた

れともジイドか。さまざまに訳されている。

わけで，各方面の読者にとって面白くない

1947年度ノーベル賞に輝くほどの高名の人

選択等多々あるにちがいなかったことにつ

にしてこうである。高名だからこそ，幾つ

いては，何分にもお許しを願いたい。

もの呼びカがあるのかも知れない。それは

尚また，アインシュタインの場合のよう

ともかく，人間の誠実と偽善を主題とする

に著者と著昏で二度出てくるような例外も

三部作『女の学校』（1929年）『ロベール』

あって，列挙の内部則に多少乱れのあるこ

（1930年）『未完の告白』（1936年）ほ連作

として味わい深い。36年が私の生れた年で
あることも，なぜか『未完の告白』にこと

のほか愛着を抱かせる。
訳者がちがうと，どれだけ嫌が変わるか
をこの本で試してみたが，「私は」が堀口

大学訳で「凌〉たくしほ」になっている以
外，大差ないとわかり安心もした。もっと

とも，ついでに大日に見ていただかねほな
らない。
終りに．あたり，読者の長時間に亘るおっ
きあいに対し，心から感謝の意を申しのべ
て，ひとまず未熟未完の百人一書をしめく
くらせていただくことにする。
燐首敬白

