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ボーイスカウト白本連盟訳
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ローノくーリング

　　　ツウ　サクセス

〔成功への遍歴〕

==若者が男らしさを身に.つける手引＝

ロード・ベーデンーパウェルー＿
　　・オプ・ギルウエル　　著

　　　　（1963年度版から）

ボーイスカウト日本連盟訳
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自分のカヌーは自分で漕げ。

この絵はこの書の指標である。

(訳者記：この絵は初版本から引用した)
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扉絵の説明

　この絵はあなたの航海の成功をあらわすもので，そこには，当然

出あ５であろういくつかり大きな岩（暗礁）が挨かれている。

　その岩や暗礁は，一見暗く見えるが，よく見ると明るい一面もあ

って，あなたがえらんでよいものがその暗さをこえて存在している

ことを忘れてはならない。だから。あなたが暗い岩角をぐるっとま

わって漕ぐことができれば，暗礁はその明るい面をもあらわすので

ある。

　あなたは，その暗礁のとりこにさえならないならば，それだけで

その明るい面を発見することになろ５が，そうなるに｡ついては，漕

ぎ方がじょうずでたくみにそこを通りすぎなければならない。

　私のこのことばはふたつのたのしさを意味している。いちばん暗

い岩にこそ明るい面があるということ。消極的になって身を亡ぼす

ことなく積極的に成功に向って進むならば，その報いがあるという

ことである。

　次々と暗礁をよけて漕ぐならば，そのたぴごとに「性格」がつく

られる。そして，最後に｡幸福というゴールに到達することになるの

だ。

（注意）　　大空の星を高くあおぎなさい！

　　　　　　君の車を空にひきあげょ

　　　　　　星を君の道案内にしなさい

　　　　　　　　　　　　－２－



訳本刊行の辞

　英国のローバー部門は1918年に発足した。翌1919年，ベーデンー

パウェルは早くも本暦初版本の原稿を執筆している。時に，62才で

あった。

　1922年９月，この“Rovering to Success¨の初版が発行された。

彼の65才の年である。

　1930年９月，本書の１部分は著者の手によって改訂された。時に

彼は，73才。その後は改訂されることなく，1941年（昭和16年）１

月８日彼が83才と10ヵ月あまりで永眠してから1％3年にいたるまで，

そのままであった。 1964年英国連盟は第２回の改訂本を出したが，

その改訂は誰の于によってなされたのかわからない。

　この初版発行の1922年（大正11年）にわが日本連盟も発足した。

日本連盟は本書を1926年（大正15年７月）「青年健児教範」という

書名で初版を出版した。この作業は当時のローバースカウトたちの

努力を奥寺竜渓氏（日連参事）がまとめたもので，今は絶版とな

り，現在これを所有している人は極めて少ない。そこで，戦後本書

の改訂版によって新訳を出してほしいという要望が少くなかったの

で，日本連盟では1957年（昭和32年）はＢ-Ｐ生誕100年にあた

り，ボーイスカウト運動創始50周年（いわゆるジュビリー）なの

で，その記念事業として５種の基本的なスカウト原典の新訳を刊行

することを全国総会で決議し，すでにその内の４種の刊行は実現さ

れだが，残る１つ，すなわち本書の新訳刊行だけが，今日までおく

　　　　　　　　　　　　　　－３－



れていたのである。

　さきに日本連盟職ｎだった小川照代さんは，退職された後，家事

の余暇に全く自発的に本書の改訂版翻訳を試み日本連盟に寄贈され

た。そこで前記の「腎年健児教範」と，これとを対照して訳稿を作

る作業にとりかかることになった。それにしても原著者は62～73才

という人生の経験に啓かな年輪をきざんだ人物であり，その内容は

スカウティングの第４楽章とでもいうべき「奥伝書」でもあるので，

翻訳者もスカウティングに明るい者がよかろうという声もあり，結

局，Ｂ－Ｐ独特の文章に多年にわたり，なじんできすこ72才の中村知

氏が，この作業にあたることになった。そのうえで吉川哲雄氏やそ

の他の人々の閲読を経て成稿するに至った。

　いま刊行にあたり，日本連盟総長としての三島通陽先生から刊行

の辞を頂けなくなったことはまことに残念なことで，先生はこの作

業中であった昭和40年４月20日この世を去られたのであった。

　本書はＢ-Ｐが斉年たちに「幸福になる道」を示したもので，彼

の「最後のメッセージ」の詳解書だと思われる。

　初版本にぱA Book of Life-Sport for Youth”（青年のための

人生スポーツの本）というサブタイトルがつけてあり，改訂本では

“A Guide for Young Manhood” （若人が男らしさを身につける案

内書）というサブタイトルに変っている。

　要するに本書はスカウティングの第４番目の部門であるローバー

リングの原理によって，青年が１人でも多く幸福になるよう説いて

いる。特に注目すべきことは，ローバーリングと宗教との関係であ

る。私はこの原理に基いてわが日本に適応する方法を見出し，それ

　　　　　　　　　　　　　　－４－



によってすぐれた世界公民が育つよう望んでやまない。

　終りに小川照代さんはじめこの刊行に協働された諸氏の労を深謝

して刊行の辞とする。

　　1967年５月

- ５－

ボーイスカウト日本連盟

　　　　総長　久留島　秀三郎
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序 文

　たに？　新版？　その通り。私はこの本がより多くの人々から要

望されるにちｶ気ヽなレことを喜ぶのである。

　私が旧版の序文で述べたように，この本が多くの人々にとって有

益だったということが証明されたことはまことに感謝にたえない。

　私はこの新版も同じように，そうあるように祈るものである。特

に，本書が最初匪にあらわれてから，ローバーリング自体に２つの

大きな発展があったことを考え，いっそうそ５思うのである。

　ぞの第１の発展とは，スカウティングにおけるこのローバー部門

がしっかりした展開をした結果，今日の健全かつ恒久的な足場が作

られたことである。このことは組織とルールについて記した最後

の章を改作する必要を余儀なくされせらだ。それはすべて，ローバ

ースカウトたちそれ自身から受けた示唆によるものである。

　ぞの第２の発展とは，このローバーリソダというものが諸外国の

スカウトたちにも採用されて，奉仕という共通な理念および友情と

理解という共通なきづなによって，若い人たちの活動に匪界兄弟仲

間とい５核心を作るところまで仲びてきたことである。

　思うに，このことはわれわれのすべてが狙った方向に向っての決

定的な歩みなのである。すなわち，この地上に平和な神の国を実現

し，そして人々の間に善意を推進するという歩みにほかならないの

である。

　　　　　　　　　　　　ベーデンーパウエル・オブ・ギルウェル

　　　　　　　　　　　　1930年９月　　　パックスヒルにて

　　　　　　　　　　　　　　－９－



緒　　　言



　この緒言は本書にどんなことを書こうとしてレるか，および「成

功レリよf‥Jか意味しているかを概説したものである。

貧富を問わず幸IDこなるにはｰ

　人牛はひとつの航海で，カ７－の旅みたいだ

　先輩1.tその水先案内に示唆を手渡さねぱならない

　真の成功とは幸福ということ

　幸福へのふたつの歩み．それはｰ

　　　生活をゲームと考える

　　　愛の心を人に施す

　ピルフ人は幸福な国民の一例である

　卓福とは単なる快楽でもなく，富裕の結果でもない

　それは消極的な快楽の満足よりか．むしろ積極的活動の果実である

　君の成功は人生の航海における君自身がする個人的努力のいかんにょって

　生まれる

　そして，必ず山あ５危険な暗礁をさけることだ

　学校で学んだことをひきつずき学ぶという自学自習が必要である

　自信をもって前進せよ

自分のカフーは自分で漕げ！

この主題についての先輩たちのことぱ

歌

一読すべき本

12一



貧富を問わず幸福になるには

これは，序論である。

人生は航海

本書の目的を説明するものである。

　私はかつてアッパー・カナダのある湖水を樺の樹皮で作ったカス

ヽ-を漕いで航行中，大風におそわれたことがあった。風がなかなか

やまないので，かなり気をもんだが，しかしそのときの経験はとて

もためになった，

　それまでは，私たちは大河や小川に沿って漕いだ。流れのゆるい

時もあったし，急流を通りぬける時もあった。けれども，たえず，

移りかわる美しい森の風景の中を漕いでいた。

　川から広々とした湖水にでたのは，これが初めてのことであった。

湖水に乗り出した時には，太陽が照っていたが，やがて空一面に暗

雲がたれこめ，大風が吹き上り海は大荒れに荒れた。

　いままで川に沿ってわれわれを遅んでくれる車のよ５にしか考え

ていなかったこのかよわいカフーが，今や唯一の生命の灯ぴとなっ

た。もしこの力７－が大波をかぶったり，暗礁（これはそこいらじ

ゅうにいっぱいあった）に乗り上げようものなら，われわれは一巻

のおわりだった。

　われわれの擢（かい）は推進器（プロペラー）とまでは考えられ

なかったものの，とにかく，それで波の攻撃をかわしたり，カヌー

　　　　　　　　　　　　　－13－



を前進させることのできる唯一の道具であった。そこで，この道具

の操作の技術いかんに，すべてがかかっていたわけである。

　スチご｡ヮート・イー・ホワイト（Stewart E. White）はその名

著森林（The Forest）に

　「４時間ひろびろとした湾を越えるあいだには，1,000以上の波

にあうだろ‰その彼のどの１つも同じではない。どれかーつの波

でもぞの対応の仕方を間遮えるなら，君はいとも簡単に波をかぶっ

てしまｙ」

　と記1.，彼はひきつづいて彼の扱い方を克明にのべている。

　「波が船首の一一方から襲う時には，風下の方の舷を漕がねばなら

ない。力７－が彼を乗引刃る時には，彼の峯が船首を海面から少し

突き上げらせ，舟が波の斜面をおりるとき，その瞬間にすばやく擢

を逆の舷側に入れて漕ぎ。進路を復元させなければいけない」

　「ごの時に遡がかたむきがちになるから，君の上体をそれにあわ

せて反対の方向にねじって平衡をとらなければならない。彼の谷間

では２漕ぎ３漕ぎして，それによって少しでも前進するようにする。

彼の峯の頂上でのこの２重の向きの変更は，すこぶる慎重にする必

要がある。さもないと，舟全体が水をかぶることになろう」

　「横波が寄せてくる時は，まっすぐ前方に漕がなければならな

い。舟の平衡は身体で釣合をとるほかにない。斜面をうまく乗り切

るには上体を一方の舷に傾むけて，カフーの転覆をふせがなければ

ならない」

　「危険なのは，もちろん，彼のてっぺんが舟の下をすりぬける瞬

間である。押しよせる波が強烈な時には，権のさきを深く水中に突

　　　　　　　　　　　　　－14－



っ込み，転覆を防ぎ，風下に十分な体重をかける。こうしてカフー

の横腹と舟底の半分を彼の激突にぶっけるのである」

　　「しかも，体のたてなおしは，てっとり早くしなければならな

い。もし１秒でも長く体重をかけすぎると，時を逸してしまう」

　全くびくびくするよ５な作業だ！

　この著者はひき続いて，真正面からくる波，ななめ横からの彼，

真後ろからくる波の処理についても，同じようにくわしく記してい

る。

　いずれの場合でも，万事は君の注意力の集中度と勇気と作業のや

り方いかんにかかっている。ほんの少しでも気をゆるめれば，おし

まいである。だが，この闘争には代償がある。「たぶん，これほど

君の肉体と知能と神経とをその末端の繊維まで効果的に緊張させる

ものは他にあるまい。君は陽気な気分でいっぱいになる。あらゆる

筋肉は緊張して，どんなわずかな刺激に対しても，即刻正確に反応

する。君は自制した精力で，からだの中がふるえる。　１つの波を無

事にやりすごしたら，君はその彼のことを思い返すいとまもなくた

だちに，粘り強い闘志をもって次の彼におどりかかる。それは一種

の陶酔である。君はそれぞれの彼を擬人化する。君は敵が人間であ

るかのように考えてそれに取っ組む。君はうちのめされ，たたきっ

ぶされて風下に逃げさっていく彼に勝ちほこる。

　『ざまあ見ろ』，『この野郎』と叫び『おう，やる気か，や

れるのかい？一一勝てるとでも思ってるのか，ど５だい？』と。

　そして風と彼が咆吼し突進してくる中で，君は防禦を固めた拳闘

選手のよ釧こ，背を丸めて強打をはずす。けれども，それでいて擢

　　　　　　　　　　　　　　－15－



をひとかき，ふたかきすることのできるわずかなすきをうかがう。

君は波をやっつけることに気をとられすぎて，舟の進み具合を考え

る余裕もない。

　　　　　　　　　　　　　　　－－こ　　　　　　　7c･･･、_＿

頭と心と体力で君の道を漕ぎとおせ

　のろのろと目的地に向って前進しているということは。目的地ま

であと２・３百ヤードのところに来て，初めて気がつくことである。

ここで力をゆるめてはいけない。最後の数百ヤードで出くわす波も，

岸から４ヽマイルはなれたところできりぬけた波も，正に同じぐらい

危険なものである」と。

　その通り。しかも，めまぐるしい人生についても，これと同じこ

とがいえる。

本書の意図

　はじめはおだやかな流れの航行，それから広い湖水にでて危険な

日にあい，次々に襲いかかる波，注意深い操舵によってのみ避けら

　　　　　　　　　　　　　－16－



れる危険な暗礁，危険を乗り切った勝利感，うまく舟をあやつって

木かげの舟着場に入り，楽しいキャンプの火を燃やし，そしてぐっ

すり眠って夜をすごす･一一というこの航行の全コースは，ちょうど

一人の男の人生航路と同様だといえる。けれども，人生の荒波にも

まれて，困難や誘惑におちいっで沈没することがあまりにもしばし

ばありすぎる。それは彼が起るべきことを警戒しなかったり，事故

に対する処理の仕方を知らないことが，主な理由である。

　スチュワート・ホワイトは，自分の経験から，水路をカスーで漕

ぎぬける実際上のヒントを以上の２．３の引用によって示したので

あるが，こんどは私自身の経験から別の話，すなわち人生の暗礁や

人生の荒波の処理について，同じようなヒントをあとのページに記

したいと思‰こういう障害は君たちが人生航路を漕ぎぬける途中

で起りそうなものばかりである。

　人生のいろいろな暗礁や波浪の中には，昔，乾杯する時に用した

隠語にある「馬，酒，女」と。「郭公」と偽善というラベルを貼

ってよい暗燃や波浪がある。そういう暗礁の大部分に諸君は将来い

つか遭遇する運命にある。私はこれから続く本書の各章において，

このよ５な暗礁には危険な点とそれと同時にそのそれぞれには美

点があるということ，そして君たちが「ローバーリング」によっ

てその危険を避け得るばかりでなく，その美点の方を利用して人

生の成功を収めるにはど５すればよいか，その方法を示したいと

思‰

忠告のひきっづき

－17－



　存命中に放蕩無頼な生活をしようと栄達を極めようとも，いずれ

にしても人は死ぬ時には，今まで修得した知識を全部持ち去って行

ってしまうのを，私は，いつも妙なことだと思っている。だから，

彼の息子たちや弟たちは学ぶという仕事の全てをまたはじめから，

めいめいの経験Ｋ基ずいてやりはじめなければならないことにな

る。　なぜ自分の得た知識を息子や弟に継承させられないのだろう

か。もし引きつがせられるならば，引きついだ知識から出発して行

ける。そうすれば能率と知識の両面で，より高度な段階へと進んで

いける。

　こういう考えが私の心にあるので，私の生涯において自分が越え

て来た苦難の２・３を記し，ど５するのが一番よいか自分が発見し

た処理方法を述ぺる次第である。私のいいたいのは，「いかに取り

組んだか」という体験談ではない。なぜなら，私は時として，まち

がった方法を追ってしまい，あとになって，あの時ああすべきであ

ったと，そのまちがいから教訓をえたこともあるからである。

　それゆえ，この書物は経験のある人に読んでもらうという意図は

ない。そういう人は立ち去ってください。私は君たちのような前途

に希望をいだき，それについて考えてみようというセンスはもって

はいるが，何を目ざして進んだらよいかと心配している者や，生涯

において何をすべきかに迷っている若い人たちのために本書を書く

のである。さらに私のいいたいことは，君たちのような新しい世代

の者は過去の先輩よりも，この方向においてもっと分別があると思

５からである。君たちはバレソタイソ（B.B.valentine）の書いた

「オーレ・フルスター」（01e Maystey）にある黒人の民謡に出て

　　　　　　　　　　　　　－18－



くるガチ。ウのひなのよ９こ，なりたいとは思うまい。

　ｌあとから，ついて進もうとする何羽かの

　　　　馬鹿なガチ。ウのひながいる

　　　先頭を行く名はどこへ行くのかJっからない

　　　父親のガチ,|ウの足あとを追って，子供らは進んでい乙

　　　そして，父親のしなかったことは

　　　　何ひとつとして決してL.ない｡1

　私は本書に｜ローバーリソダ・ツー・サクセス」といり11名をつ

けることを提案する。

　最終章を読むならぱ私の提案の趣旨はｶ４っとよくおかるであろ

う。

　ローパーリングとぱ，目的なしのさまよいだとは考えない。はっ

きりした目枇11な見つめ，愉快な道を進んで行くことだと私は意味ず

けている。そして，その道中には苦難4,あれぱ危険もあり，君たち

はそれに出会５ものと考えてのことである。

　君たちはこのような暗礁の多くを予期しているべきである。

　私自身は匿界の大部分を旅行して，人生における辛さも多少はな

めたし。甘さもたくさん味わ，た。だから，君たちにいろいろな

考え方を述べても，私が大旨壮語しているのだとは思わないでほし

い。

　人生が砂糖だったら飽きてしまう。塩はそれだけなめれば，とて

もからい。だが。何かの料理に｡ふりかければ味つけとなる。苦難は

人生における塩である。

　ゲーテの母は次のよつなことぱで人生のすばらしい原理を示した。
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「私はいばらを求めないで，ささやかなよろこびの方をとった。入

口が低いならば私は腰をかがめる。私の行く道に石があれば，それ

がとりのけられるものなら，とりのける。その石が，もしたいへん

重ければ，そのまわりをまわって通る」と。

　ことばを変えてい５ならば，彼女はでしゃばらず，面倒なことを

求めない。あるがままに物事に接し，そして万事を最善なものにさ

せたのである。

　これが成功に到達するやり方である。

真の成功とは幸福だけだ

　成功とは何だろう？

　本のてっぺんか？　尨か？　地位か？　権力か？

　いや，そんなものではない！

　このような考えやこれに一類する考え方が，君たちの心におきるの

も無理はない。世界の人々は一般的にこういうものを成功だと説き，

また仲間を出し抜くとか，何をさせても仲間よりもまさっていると

見られることが，成功であると思われている。換言すれば，他人の

損失によって，何か利益を得ることを成功といっている。

　そのようなものを私は成功とは考えない。

　私の信ずるところでは，われわれはこの驚異と美に満ちた世界に

それを観賞するために，また時には，それを増進させるために，ま

た他人を出し抜くためではなくて他人を助けるために，そうしてこ

のようなことのすべてを通して人生を楽しむために，生まれてきた

のであるｰこれが幸福となる道である。
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　私が幸福になることをもって成功だとみなすわけは，この理由か

らである。しかし，幸福とは受身的なもりではない。すなわち，じ

っと座っていて，受取り得るものではない。そんなものは幸福より

も小さいもので一一快楽である。

　われわれは進んで備くために，腕や脚や頭や抱負を授けられてい

る。真の幸福を得るには受身よりも，積極的であることの方がむし

ろ重要である。

幸福への二つの鍵

　金持ちには金持ちの限界がある。彼は部屋がたくさんある大きな

家を２・３軒持っているかもしれない。けれども彼のからだはひと

つしかないので，それらの部屋はかわるがわる唯ひとつしか使えな

い。

　そうなれば，一番貧しい人にくらべて，彼はいい生活をしている

とはいえない。彼は入り日を眺めて讃美し，日の光をよろこび，景

色をたのしむことがあろう。だが貧しい人だって，正に同じことが

じゅうぶんにできる。

　もし貧しい人が人生における２つのことをする気があるならば，

億万長者に劣らず人生をたのしむことができる。おそらく，億万長

者以上にたのしめよう。

　２つのことの第１のものはｰ

　ものごとをあまり深刻に考えず，自分の得たものに最善をつくし，

人生をゲームと考え，世間を競技場と考えることである。しかし，

シャックルトソ（Shackleton）もいったように，「人生はすべての
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ゲームのなかで最4,重大なゲームであるが，それをとるに足りない

ゲームのようＫ考えて取扱われる危険性があ乙……終j;i5の目的は尊

敬されど･よいこ，り，ぱに。勝ち抜くことにある］へ

　その第２のものはｰ

　君の行動と考え力と･を愛（Loveで目こよ｡って;gくこと。これは大文

字の¨Ｌ”がつくI,oveであって。恋愛などのloveを意味するも

のではない。君たちが他の入りこ政行をしたり，親切をつくした

り，思いやりをしたりする時に示す心のやさしい精神を意1味するの

である。また親切にしてくれた人々に刻士て．ａがあらわす感謝の

気持，これも愛である。すなわち，善意をいり。そして，この善意

こそ神のみ心である。

幸福な人々

　私の知る限りでは，ビルーマ人は一番幸福な国民である。その明朗

であり。快活であることは評判である。動物に対する親切は，彼

らの一大「弱点」のひとつである。1ビルマ＆はその苦痛を除いて

やるためにでさえ。動物を殺すこMjj｡｡ない。彼は魚も食ぺない。

一般的に動物をペットのように大切に扱５．男も女’心子供たちも

みなひとしく。自分たちの国や花や日光や絢の美Ｌさを陽気K.，

微笑と歌と供笑とな4,って。たのしんでいる。彼らはなまけ者と

いわれるかもしれないほど，金屯うけごとにはあっさりしている。

自分の必要を満たすためにじゅ５ぶんな金銭や収換物があれぱ，そ

れで満足している。そのほかは生活をたのしむためにだけ捧げて

いる。しかし。このたのしみはいいかげんな楽しみむは決してな
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い。どの若者もみなフーソギイ（Phoongyi）つまり修道僧としての

訓練をうける時抑」をすごさなければならない。どんなに金持ちであ

っても，その期間中は自発的に一文なしの貧者となる。彼は行儀の

きびしい僧院にこもって，祈祷と瞑想とに身をささげ，宗教上の知

識からなる倫理を少年たちに教える仕事に従事する。また，困って

いる人々に，最善の方法で力をかす方法をも学ぶ。それゆえ，彼が

僧院から世間へ出てくる時には，他の人々に奉仕する気持をもった

人間となっており，善い市民となる一途な心根をもった人となって

いる。

　このやさしい気持の著るしいあらわれは，この国の路上でも見る

ことができる。どこへ行っても，軒先きに水っぽがおいてあるのが

見られる。これは喉のかわいた人が喉をうるおすことができるよう

にしてあるのである。また，徒歩旅行をする人たちのために，腰か

けが設けてある。これは余裕のある人々が作ったのである。

　フイールディング・ホール（Fielding HaII）はその著「人間の

魂」（Sottl oﾀﾞa Pe(ゆle）の中にビルマ人のことをこ５書いてい

るｰ

　「個人的には成功者も失敗者もいようが，国民としてはビルマ人

は世界で一番偉大な国民であろうｰなぜかといえば一番幸福な人

だから」と。

幸　　福

　幸福というものは富める者にも貧しい者にも，だれにでも手の届

くところにある。
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　にもかかわらず。幸福な人は割合tヽに少ない。

　なぜかといえば，大多数の人々は幸福をつかみうるほどその近く

にいる時でさえ，幸福に｡気がつかないからである。

　君たちは｡4－テルリソタ（Maeterlinck）の書いた「育い鳥」を

銃んだことがあるか？

　これはミチルという名の少女とその兄のチルチルが，「幸福の青

い鳥」を採しに出かける話である。彼らは国中をさまよいあるいて，

さがＬ求めたのだが。とうとう発見できず。最後になってやっと探

がし回る必要がなかったことに気がついた一一幸福すなわち冑い鳥

は，他の人々に善いことをしよ５と選んだ場所，すなおち自分たち

の家庭の中にいたというのである。

　君たちが，もし。この物語の真意をよく考えてこれを応用するな

らば，幸福は月にＬかないと思っている時に。幸福が身近にあるこ

とに気づかせる手がかりとなるであろう。

　多くの人々は自分たちの仕事を骨の折れる仕事だと考えている。

そレC.仕事のため毎日行ったりきたりするのをおっく５に思って

いる。そして，休日をなにかほんとうに楽しいことをする時のよう

に思って，待ちもうけている。ところが休日は雨天で寒かったりす

るこことが，あまりにもしぱしばある。あるいは，かぜをひいて，

待ちに待ったせっかくの休日の野遊びが寞と消えてしま５こともあ

る。

　ほんとうのことをいえぱ，幸福というものは，さきに延ばＬたの

では何の役にもたたない。そうでなく，どんな時で4,常に生活を楽

しむところに道はある。賢い人はおぽろげな未来の空漠とした天国
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なんかをあてにしない。彼は自分のために自分の天国を現世で，今，

足もとに作り得ることを知っている。そして現在の生活が幸福であ

ればあるほど，将来の生活もそれだけ幸福に築かれていく。そうし

て最後に，彼は自分のために用意された天国に入るだろうー一一安息

と平和と感謝の休息所へ。

快楽は幸福ではない

　多くの人々は「快楽」を幸福と同じものだと思っている。これが

まちがいのわかれめである。

　快楽はただの気晴しにすぎないことが多い。

　快楽はフットポールの試合を見物したり，または自分でしたり，

おもしろい話の本を読んだり，近所の人の悪口を云ったり，腹いっ

ぱいに食べたり，酔っぱらったりしても得られるであろう。だがそ

の効果は一時的で，時間がたてば消えてしまう。ある場合，その反

動として快楽どころかｰあくる朝，頭痛となってあらわれる！

　幸福はこれとはちが５．君にくっついてはなれず，しかも一生涯

つづく。天国は空中のどこかにある空漠とした仮想のものではなく，

この地上に実際にあり君の胸の中にあり君の周囲にあることを君は

知るだろう。

　７－ノルド。ベネット（Arnold Bennett）は幸福をヽ「一生懸命ま

じめに努力した後で得られる満足感」と定義した。

　しかし，幸椙にはこれ以上のものがある。それはベネット自身の

言葉をかりれば「どんな結婚でも，結婚しないよりはましであるｊ

といっているように，夫婦同士の相愛と于供たちの熱心な親に対す

－25



る信頼感との中に強い幸福がある。

　故人となったアーネスト・カツセル卿（Sir.Ernest Cassel）は

世人の多くから「人生における成功者」とよばれた人だが，彼は結

局自分の一生は失敗だったと告白している。彼は巨万の富と権力と

地位を得，商業面でも工業面でもスポーツ界での活動でも，非常な

成功を収めた。けれども生｡涯の終りにいたり，大きなもの一一すな

わち幸福-を見失なっていたことを認めた。彼は自分でもいった

よ５に，「孤独な人」であった。

　彼はいう。「多くの人々は富は幸福をもたらす，という理論を信

じ過ぎている｡私は金持ちだから,そう云えるだけの資格があると思

うが，実はそうではないのだ。一番値打ちのある物とは金銭で買え

ない物のことである」

　とにかく，このことばは貧しい人々にとって慰めにもなるし，激

励にもなる。

　セイロンの諺にも，「幸福な人は金持ちだ。けれども，金持ちは

必ずしも幸福とは限らないjというのがある。

貧しい金持ち

　私はかつて，妻と奇妙な旅をしたことがある。われわれはサハラ

砂漠の一端を徒歩旅行した。そこはオーレス山系の石ころの多い荒

野の乾燥地帯に入るあたりであつた。われわれはキャンプ道具を運

ぶための２頭のラバと，道案内兼護衛のため武装したフラピ７人２

人をつれていた。
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　旅の途中で，砂漠の町ビスクラに通ずるフラソス人が作った道に

でた。この道にはうねうねと続くあの見慣れたラクダの隊商の代わ

りに，自動車が平野を引き裂くように走っていた。

　車の内には，ちりよけ眼鏡をかけベールをかぶった旅行者たちが

乗っていて，目的地-ピスクラの大きなホテルー－めざして突進

していた。自分の足であるく楽しさを知らず，自分の食物（ところ

どころにある小さい土の亀裂，それは松露とい５キノ=lがその地下

にあるといわれる。それさえ）も見つけることなく，そして野外で

の調理をすることもなく，星をあおいで寝ることも知らずに，突進

していた。

　われわれは彼らを見たとき，期せずして２人とも叫んだ「貧しい

お金持ちさん！」と。

　さよう，もし君たちが金持ちだったら，おどろくほど多くのおも

しろいものを見のがすことだろう。

活動的な仕市は幸福をもたらす

　しかし，家庭の幸福にして払ぞれ自体はじゅうぶんに幸福が求

めているものを満足させてはいない。なぜなら，そのような幸福は

まだ自己というものをはるかに大きく越えたところまで仲びていな

い幸福であり。利己主義になるとい５危険をもっているからである。

そしてこの利己主義こそ，不満の根なのである。

　ほんものの幸福はラジウムみたいなものである。幸福は与える量

に比例して増えていく，愛の１種である。そして，それがだれの手

－一極貧の者にさえーの届くところにあるといわれる理由である。
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　牧師のキャノソ・ミッチェル（Rev. CanonMitche11）はこう書

いている。「自分の幸福を神にたのんではならない。神にたのむの

は，あなたが合理的に役立つ人になるように，たのむのである。

一私は思うｰほんとうに思う。-そうすれば幸福は自動的に

やってくる」と。

　幸福はなかば消極的なものだが，その大部分は積極的なものだと

私には思える。

標語「スカウトは積極的に善行します。

消極的な善人になるのではありません。

　消極的とみた理由は，大

自然の美や，入日の輝きや，

山々の壮観や，動物の生活

の驚異や，キャソプファイ

ヤーの匂いを鑑賞したり，

幸福な家庭の結合のよろこ

びなどのことを考えるから

である。それが造物主への

感謝の念を生む。造物主は

感謝の念を積極的に表わす

ことにだけに満足をされる

方である。

　すなわち，他の人々のために役立とうとする努力，これがその要

求の大部分をみたすのである。積極的に善いことをするとい５こと

が大切なのである。

　他の人々に奉仕する能力をもっている楽しい家庭こそ，一番上等

な幸福をもたらすことができる。
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　―人の少年が矯正できない非行少年として，裁判官の前につれ出

された。彼は自分がそうなったのは神さまの責任であることを強調

し，「もし神さまが私を不良にしたくないのなら，私を助け，私を

よい人間にしてくれるはずだ」と弁解した。

　私はここで一人のボアの司令官のことを思い出す。彼がわが軍に

捕えられた時，自分が敗けたのは銃砲をじゅうぶんにくれなかっ

たからだと，大統領クルーガー（Kruger）の悪口を口ぎたなくいっ

た。

　彼は，自分がそのことを大統領に要求した時，大統領は「もし神

がわれわれに勝利を望み給５ならば，銃のあるなしにかかわらず，

われわれは勝つであろう」と一かつの下に片ずけようとした。

　これに対して，彼はさらに答えた。「お答えは至極ごもっともで

す。神はあなたにガチョウの焼肉をおいしくたべるよう胃を恵み給

うた。けれども，神はあなたがそのガチョウをあなたの手で，むし

って料理するものと予期し給５たのですぞ」と。

　このことばの匠には真理がある。神はわれわれがこの匪において

生をたのしむために必要なものなら，なんでも恵み給うた。　しか

し。それをじゅうぶんに利用するか，やりそこなうかは，われわれ

次第である。だが，われわれの生きている時間は短かい時間しかな

い。それゆえ，やりがいのあることをすべきであり，しかも今すく･

すべきである。そうするためには，君の人生を煉瓦やモルタルで作

った家にとじこめ，やれ商売だ，やれ政治だ，金作りだ，とい５よ

うな人間が作ったはかない下らないことに甘んじないようにすべき

である。

　　　　　　　　　　　　　　－29－



　それよりも，あたりを見まわして，できるだけ広く自然の驚異を

学び，世界と世界の様々な美と神が君に与え給うた興味ある事々と

を，できる限りすべて観察しなさい。君は有意義なものと幸福な生

活に結びつかないものとを，直ちに見分けるであろう。

　私自身の場合，過去何年間，私は自分にこう語ったものだ。「も

う３年もしたら，死ぬだろう。だから，私はあれもこれもものにし

て，始末をつけてねかなければならない。そうしないと，時期を逸

するだろう」と。

　このことは私を元気づけ，明日に延ばしてもよいことを今日な

しとげるという習慣をつけさせた。　ついでに話すが一一しかも，

はなはだ感謝すべきことなのだが一一この習慣は私をして「またの

機会」まで機会を延ばすことなく，世界各地を訪問させたのであ

る。

　ある日，私は，この世の仕事を終えて，天国の門に着いた夢を見

た。門前にセソトピーター（St.Peter）がいて，私に質問をした。

彼はていねいなことばで，私にこういった。

　「で，あなたは日本がどのくらい気に入りましたか？」

　「日本ですって。私は英国に住んでいたのですよ」

　「それではあの素晴しい世界，あなたを啓発するあの美しい景

観と興味深い事跡にみちた現世で，あなたは生涯を伺に使ってきた

のですか。　あなたは神様があなたに下し給うた時間を無駄に使

ってきたのですか」と。それで私はさっそく日本へ行ったのであ

る。

　さて，人生の晩年になって多くの人々が悩むことは，その時にな
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ってはじめて物事を正しい尺度で見ることができるようになり，無

価値なことのために時を浪費していたことに気ずき，おそすぎたと

認めざるをえないことである。

自分のカスーは（自分で）漕げ

　君のような若い人には。社会に出たら自分たちは群衆の中の一

片にすぎないと考え，だから，ほかの者と一緒に淵流していけば

万事うまくいくと考える傾向がある。　これは次にあげる婦人に似

ている。　その婦人は彼女の精神面の忠告者から，現在の生活を続

けるならあなたは地獄行きですよと忠告されたとき，次のように

抗議した。「うっちゃっといてください。ほかのみなさんだって

方針はお変えになりません。　ですから，わたくしも変えません」

と。

　これは，きわめて悪い態度である。あなたは，あなたであること

を忘れてはならない。あなたは自分の人生を生きているのだ。もし，

四-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

君白身のカスーを漕げ，前を向いて。もしも危険に背を向けて

他人に漕がすならば君は難破するだろう。
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君が成功を欲するなら，また幸福になることを望むなら，それをつ

かむのは君なのである。君に代わってつかんでくれる者はどこにも

いない。

　私が青年だった頃，流行歌に「自分のカ｀スーは（自分で）漕げ」

というのがあって，その歌の繰り返し句は次のようであった。

　　「涙を流したり，顔をしかめていてもしかたがない

　　　　　　さあ，お前のカヌーは　自分で漕ぐんだ」

　これは生涯の指針として意味がある一一しかも，まことにけっこ

うこの上ない。

　私の描いた絵を見たまえ。君は君のカフーを漕いでいる。ボート

を漕いでいるのではない。

　このカヌーとボートとのちがいは，カフーでは，君の眼はいつも

前方に向かい，自分を常に前へ前へと送っている。ところがボート

では，君は進行方向に眼を光らしていないで，船尾にいる舵とりを

信頼している。その結果，自分の位置がょくわからないから，気が

ついた時には，暗礁にのりあげるとい５ことになる。

　多くの人々はこのやり方で一生漕ごうとする。また，もっと多く

の者は，消極的に帆走する。これは好運という凧にまかせたり，偶

然とい５潮の流れにのって，走るわけである。これは漕ぐよりか楽

であるｰだが，全く運まかせだ。

　私は前を向いて自分のカフーを積極的に漕ぐ者の方をとるｰす

なわち，自分のコースを自分できめる方を。

　いいですか。自分でカ｀スーを漕ぐのだよｰほかの者に君のボー

トを漕がして，君はそれにたょるのではない。君たちは「幼児時
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代」という小川から。今や□険的な航海の旅へ出発しようとしてい

るのだ。「資春期」という河に沿って，「成人」という大洋をおた

り，自分の望む港へ到着しようとするのである。

　君たちはいろいろな苦難と危険に出あうだろう。途中では浅瀬や

嵐にもあうだろう。けれども，およそ危険の伴わない人生というも

のは，だらしがないものだ。注意周到な水先案内，公明正大な航行

と快活ながんぱりによるならば，君の船旅が完全に成功しないとい

う理由はない。君がスタートをおこした小川は，それがどんなに小

さかろうと，問題ではない。

白桃自発が必要である

　君たちは学校を出た時，まだじゅうぶんに男になる教育がされて

いなかったことを思い出したまえ。学校では。勉強の仕方を主とし

て学んだにすぎない。

　もし君が成功したいと思うならば，自分が自分を教育することに

よって，君の教育を仕上げなければならない。私はそのやり方につ

いて柱となる３つの方向を示したい。

それは一

次の責任にこたえられる自分を自分で作るｰこと。

　　○自分の職業または商売についての

　　○将来，子供の父となる者としての

　　○市民として，また他の人たちの上に立つ者としての

　私が学校を出たとき，私はまっくらな部屋にいるかのごとく感じ

た。私の受けた教育は大のともったマッチみたいなもので，その大
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にょって部屋の暗さがわかっただけである。けれども，そのマッチ

でローソクに火をつけることができたので，そのお陰でその部屋の

中で次に何をしたらょいかを考えることができた。

　しかし，世界中にはたくさんの部屋があるので，それからみれば，

それはたったひとつの部屋でしかない。その火はほかの部屋を見る

のにも役立った。ほかの部屋に入ってみると，隣人を中心とした生

活の仕方や，他国の生活の仕方があり，どんな生活を人々がしてい

るかもわかった。

　たとえ君のいる部屋が暗くて陰気であるとわかっても，君がその

方法さえ選ぶならば，もっと日光を入れたり，見た目のょい部屋に

する方法がいくらでもある。

　しかし，このょうな方法で人生の成功を作りあげるうちに，君た

ちは君自身の個人的な幸福を育てながら，それ以上に，もっと大き

なことをしているのであるｰすなわち。それは国家のために何か

をしょうとすることである！

　たかが１人の青二才，ちっぽけなナソキソムシみたい者が国家の

ためになるなんてとんでもない，はんぱな考え方だと思うかもしれ

ない。けれども，やはり，それは事実なのである。

　神は男を男らしい男にするために作り給うた。

　一方，文明というものは都会生活，バス，冷暖房などとあらゆる

点で諸君の用をみたすものだから，男を弱い無気力なものにする傾

向にある。

　われわれがのがれようとするのは，そのことである。

　裕福な子供の通うパブリック・スクール(訳庄，英国独特な学校)
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の教育はよくないという声を，君たちはしばしば坏にするだろう。

けれども，そのよさは教室で教わる内容よりむしろ運動場や校外で

学ぶことにある。

　そこでは，１人の少年は，公明正大な振るまいやスポーツマソシ

ップや卒直な行為や名誉感を身につけることを彼の仲間から期待さ

れる。彼の仲間が少年を訓練するのである。少年が１人前に発占で

きる権利を得るまでは，その分限を絶対に守る。換河すれば，少年

は，こうして「一人前になってゆく」のである。この洒脱において

はかなりの辛抱がいるが，それは結局，彼のためになるのである。

　昔，ズルタ人は少年たちに堅忍不抜の硬教育を施し，それを終

えてから，一人前の男として扱った。そういう教育は，現今でも，

多くの未開な人種が行なっている。

　中央アフリカでも，南洋諸島でも，オーストラリヤの人々のあい

だでも，今もって盛んに行なわれている。私は，ズール族，スワー

ジ族およびフタベルでも，やっているのを知っている。そこでやっ

てる訓練というのは，少年をただ１大森の中に放ち，彼が青年期に

達した時に，自分の身体で一人前になったことを証明させるとい５

形をとっている。

　彼は身体を蒼鉛で白く塗られる。それは洗っても落ちないし，そ

れがはげ落ちるには何週間もかかる。

　彼は１本のアッセガイ（細身の投槍）を与えられる。これ以外の

何も与えられない。それだけでジヤングルの中に放りだされ，全力

をつくして生き仲びるのである。

　彼は食５ために換物を追跡して忍び寄り，それを殺して食べた
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り，着物を作ったり，小枝をこすって火花をおこさせて火を作った

り，人眼につかないように匿れたり，しなければならない。それ

は，白い塗料がはげるまでに，もし誰かに発見されたなら，殺され

マサイ人のライオソ狩り

活動的な健康な男のたしなみ

るというルールがあるから

である。

　こういう苦しい試練を終

えて，自分の部落へ無事帰

り着いた者は，歓呼の声を

もって迎えられ，もはや少

年ではなく，１人前の成人

としてのあつかいをうける

のである。

　残念ながら，文明国の普

通の少年には，このよ５な

ものはない。

　もしわれわれが柔弱なだ

らしない煙草のみの国民に堕落しないで，わが民族を男らしい男に

とどめておこうとするならば，われわれの若者に対しても，このよ

うな試練が必要であることを痛感する。

　私がこの本の各ページで示した成功というものに｡，諸君が自分を

備えるよう道を選ぶならば，それは君たち自身の役にたつだけでな

く，国家のためによいことをすることになるといった理由は，これ

なのである。

　「息子よ。お前は男になるんだよ」。そして，君は国のために自
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分の息子を，このようにして育てることになろう。

　そして，さらに，君のお手本は他の人たちにもひろまり，その人

たちもまた君のような男になろうとするであろう。

自信をもって前進せよ

　私は君たちが人生の航路で出あ５であろう暗礁について，そのあ

らましの話をした。暗礁は他にもある。

　だが，ここでは，君たちの気持を休めるような話をしよう。私は

過去に多くの醜い暗礁に出あった。けれども，それをうまく避けて

から考えてみると，どんな暗礁にも明るい面があることがわかった

のである。

　私は，再三再四，何か悪い予感を抱いたのであったが，思いきっ

てそれに突入してみると，その結果は予想以上によかった。

　こんなことを何度も経験したので，今では，万事は最初に考えた

以上に好転するものだという確信を持つにいたったため，あまり気

のすすまない暗い見通しの方を，むしろ歓迎するようになったので

ある。

　私は私の机に小さいトーテム像を吊りさげている。なぜそんなと

ころにさげておくのかというと，この小さい象徴が私に｡イソスピレ

ーショソを与えてくれるからである。

　なにか不快なことや難かしいことがあったとき，これが元気をつ

けてくれる。

　昔わが国が富み栄えていた頃には，ほんものの１ポソド金貨が使

われていた。その金貨にはこのトーテムと同じものが彫刻されてあ
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った。

　それは馬に｡栄った一人の男が。おそろしい竜之戦っている像であ

る。その男の名はセント・ジョージ（St.George）である。

　私はセソト・ジ。－ジを描いた絵をたくさんもっている。昔の絵

もあるし現代画もある。

　その中にひとつだけ，とくに私の気に入った絵がある。よい絵だ

から好きになったのではない。実際のところ，５まくかけていない

のだが，その絵には，セソト・ジョージと歯をむき出した悪魔が描

かれている一彼はにこにこしながら，快活そうに竜と敏，ている。

彼は勝つつもりでいる。そして，それは外見がいかにみぐるしいむ

のであっても，難敵と敏５べき態度を示している。

　それゆえ。単にわが身を安全に防衛したり，君が直面するだろう

最悪の事態をきりぬけるだけに満足することなく，必勝の信念をも

って立ち向い，有利な態勢をとるぺきことを教えている。

　主題となるこの緒論をまとめるにあた･って，私は，７－ル・ブラ

ッチフ;t－ド（R. Blatchford）が当いた「クラリオソ」（agyis）

から一文を引用するのが最適だと考えるｰ

　「私は，人間同土の思いやりと奉仕のなかに，完全にして永続す

る幸福があるといいたい。人類に対する思いやりと彼らに奉仕する

ことによって，諸君は正義を感じ。利己主義を捨てる。すぺての闘

争。すぺての罪悪，すべての圧迫。あらゆるおそろしい憎赳にみち

たいやなもの，それは利己的な人々の不正な行為から起る。これに

反して，美術，詩。文学。友情，平和，愛の歓喜と祝福に貢献する

者は，人類に奉仕し人類を愛する人たち一哲人。詩人，画家や忠
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実な友人，および愛する両親，夫，そして妻-である」と。

　　　　　　　　　　先輩たちのことば

　この世の中で成功するための最上のみちは，他の人々に忠告する

ことがらを，自分自身が実行することである。（作者不詳）

(これは,私自身にとって耳のいたい言である!)

jし

碧

1

　　　　　　　　　　　　　　　.－

男らしく「自分の荷物は自分の　ー

背に」

・　この世でたいせつなことは，どこに自分が立っているかという

　ことより4,，どの方向に向かって進んでいるかということである。

　（ホルムズ）

・　成功するかしないかは，外的援助ょりも，独立独行によること

　が大きい。（エイプラ･ヽム・リソカーソ）

・　現代の潅木とならず，杉になれ。（サー・トー-マス・ブラウソ）

・　われおれは，われわれが，それは自分だと考えるょうなわれお
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れではなくて，考えるところに，われわれはある。（作者不詳）

　この世には，いろいろのものが尚もあふれているから，皆が王

様のよ似こ幸福であるはずだと私は思う。（スティブソソソ）

　幸福な人は富んでいる。だが，富んでいる人がみな幸福だとは

かぎらない゜（セイロソの諺）

　自分の荷物は自分で背負え。（カナダ人の格旨）

　幸福というものは，その人の顔にあらわれたにやにや笑い以上

のむので，それは心の輝きである。それは，自分の体が与えられ

た機能を完全に果しているとい５自覚である。（゛－レット）

　　　　　　　自分のカフーは自分でこげ

ひとに引っぱってもらうことを，必要とするよ５な連中の仲間入り

　　　をすることは，男として，まっぴらだ

勇気をもっているなら，自分の本分を尽くして，自分のカ７－は自

　　　分で漕ぐだろう

前途の暗礁をおそれずに見つめ，酒と女と知識人ぶるお方にも気を

　　　つけて，座礁することなく，舵をとり

自分のカヌーの中でほほえむ

　〔合唱〕自分を愛するように，隣人を愛し

　　　　この世の旅の終りまで

　　　　涙や悲しみに負けずに

　　　　自分のカスーを自分で漕ぐ　　　　（もじり詩文）
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一読すべき本

Twelve Tests of Character

　　　　　　　　H.E.Hosdick（Hodder＆Stoughton）

Friendship and Happiness

　　　　　　　　Arnold Bennett（Hodder＆Stoughton）

The Pleasure of Life　　　　Lord Auebury （Macn!iUan）

The Soul of a People　　　　　Fielding Han （Macmillan）

The Forest　　　　Stewart E. White（Nelson）
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第１の暗礁

馬



　この暗礁の暗い面とは，のらくら遊んで暮らしたり，競馬やフッ

トボールの試合に賭けたり，懸賞のつく勝負ごとをすることである。

　その明るい面とは，真のスポーツと余技をたのしみ，自分の生計

をたてることである。

正しいスポーツと誤ったスポーツ

馬，その価値と弊害

ボクシングはスポーツである。これを懸賞ずきにすれば金銭投機である

フットボールは一選手にとってはすばらしいゲームだが，見物人にとっ

　ては悪影響

金銭稼ぎは真のスポーツをそこなう

新聞広告によって助成される

賭けの害毒

ゲームをすることは，ゲームに金を払うのよりもすぐれている

その代りに何をすぺきか

のらくら遊ぶな１

清潔で純粋なスポーツをせよ

余技をしなさい

好運をあてにせず自分で筒いて稼げ。君の職業を選びなさい

責任感を学ぺ

景気のよい時には節約せよ

他の人々に奉仕せよ。そうすれば，君の求める喜びのすべては得られる

馬のセソス

微笑を忘れず

ー読すべき本
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私　の　愛　馬

　ディックは気茫のよい馬だった。彼は私の大の友達で，私は彼に

多くの芸当を教えてやった。たとえば，私がじっとしておれと命ず

るならば，何時間でも動かずにじっと立っているのだった。

　私たちがイソドの北西の

国境にいたとき，このこと

が非常に役に立った。私の

騎兵中隊に属する軍馬のな

かの一頭がある夜，綱を

切ってキャンプから姿を消

した。この馬はA44とい５

馬で，連隊中でいちばんよ

い馬であり，連隊付中佐の

乗馬だった。それゆえ，一

同はその失踪に大騒ぎをし

た。特に連隊長がそ５だっ

た。

デイック

　そこで，私はディックに乗って，その捜索に出かけた。その夜は

一晩中雨が降り，雪も降っていた。私はまもなく逃げた馬の暗の跡

を見つけ，それを追った。暗跡は泥の中にも雪の中にもあった。

そして，それは山と山のあいだの荒野へ通じていた。そこには，と

ころどころに岩や石ころがあって，陪跡の追跡には骨がおれた。
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　何時間か追跡した後，それはもう何マイルもとばした時だったが，

陪跡は一つの山上をめがけてまっすぐについていて，私にとっては

徒歩で追跡する方がしやすかった。そこで，ディックから下馬して，

ディックにここで待っているようにと命令した。私は岩や崖をよじ

登った。ついに，苫労のかいあって，あのA44を発見した。馬は寒

気にふるえ，方々の傷から出血し，明らかに死の恐怖におののいて

いた。馬を再び山の下までっれておりるには長い時間がかかったが。

どうやら山の下にたどり着くことができた。ディックは，そこで静

かに私を待っていたｰので，私はすぐそれにまたがり。私の戦利

品をつれ凱歌をあげて帰営した。

　かわいそうに，A44はそれっきり回復ぜずｰもとのようなよい

馬にならず，最後は悪性の熱病にかかって死んでしまった。　しか

し，連隊員はディックと私があの馬をつれ戻したことを非常によろ

こんだ一後日，このことは私にすばらしい幸運をもたらしたのだ

った。

　幸運とはこのようなものであった。

　ディックは私の「第一軍馬」だった。つまりこの馬は私自身の所

有物ではあったが，･゛レードの時に乗るとか，静かに乗りまわすこ

と以外，その使用を許されていなかったのである。私はこの馬に馬

具をつけて駆使したり，狩りに行くときに乗ることは許されていな

かった。

　ある日，私はディックにまたがって兵営の付近を乗りまわしてい

た。私は一頭の美事な野性の野豚が野原を横ぎって疾走するのを見

た。これは私にとって見のがせないしろものだった。私は自分が使
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っているインド人の馬丁に，槍をとってこいと命じた。そして，私

は規則も命令も一切忘れて。ディックに乗ったままその豚を捕えに

かかった。ギャロップ（大駆歩）の後，私はこの野豚に接近して槍

を突き刺そうとした。すると，ディックは急に立ちどまり，後脚で

棒立ちになった。私はそのためあやうく地面にふり落されそ５にな

った。これは私がディックに教えておいた芸当のなかのひとつで，

私が誰かに向って身をかがめたら後脚で棒立ちになり，前脚で空気

をかくとい５芸であった。すなわち，私が野豚を突き刺すため体を

かがめた時，ディックは私が低頭したと思いこんで，彼の持ち役を

演じようとして棒立ちをやったわけであった。

　ディックがこんなへ７なことを演じているあいだに，豚公の方は

逃げやすくなった。ところが，この豚公は利巧者とみえて，こ５ひ

とりごとをいったらしい。「よ５し！こんどは，こっちがご両所を

やっつける番だ」と。そこで，逃げる代わりに，われわれに向って

逆襲とおいでになった。

　こやつがわれわれめがけて突進してくるや，私は拾でもって受け

るかまえをした。けれども，私が槍を身がまえるためには，私は身

を屈めねばならないので，またディックは棒立ちになった。それ

で，私は槍を突きそこねた。そのため，野豚はディックの後脚を牙

で突いて負傷させた。腹を突かれなかったのは幸いであった。２度

ほど同じことが起った。さらにもう一度野豚がかかってきた時。私

は，ディックの肋骨を拍車で一撃した。ディックは後脚で立ち上が

る代わりにジャンプした。野豚はその下をくぐりぬけた。私はその

背中を拾で突いて殺してしまった。
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　しかし，どのつらさげて遅隊長に申告したらよいものか，私の第

一軍馬が負うた後脚の傷に対してとづ説明したらよいか。これはお

そろしいことだった。

　「連隊長」私は云った。「野豚が私どもに攻撃をしかけましたの

で，私は正当防衛をいたしました！」

　「そ５か。よくやった」と連隊長はいった。「だが，貴官が第一

軍馬に乗った時どうして槍を持つ必要があったのかね？　ちょっと

待ち給え。この馬はA44が逃げた時，それをつかまえる貴官を助け

てくれた馬じやないのかね？　よし，わかった。今後，豚を追うた

め第一軍馬に果らないようにいいかね」

馬

　私は馬を愛する。私の生涯のいろいろな時代に，私が自分の愛馬

とした馬たちの表彰状が私の部屋の壁にかかっている。

　これらの馬は私にとって良い友であった。戦役にも，狩りやポロ

の試合，または競走のいずれを間わず。

　競馬は実に魅力のあるスポーツだ。あの素晴しい動物，その中で

も最上品種の馬が１分のすきもなtヽまでに調教されて，競馬乗りの

技術をｰマスタｰ-した騎手の指図のままに，勝利へ向って全力を上げ

て疾走するのを見ると胸がわくわくする。

　けれども，何事もそ５であるように，レースを見る者はいつも同

じことを繰り返えし見るために興味をなくする。それはちょうど上

等の牛肉のローストを連続して食べるようなもので，もしそれにふ

りかける食塩がなかったら，まずくなるょ５なものである。
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　そこで，多くの競馬愛好者はレースにお金を賭けることによって，

レースに面白球をつける。事実，お金を賭けずに競馬に行く人は非

常な変り者だと見なされている。

　たしかに，人のお金をふやすとかなくすか一喜一憂するのは単に

馬を賞讃するたのしみ以上の魅力をいつも変わらずに与えるもので

ある。

　実際，相当多くの競馬スポーツマソは会場に足をはこぶとい５面

倒なことはぜずに，安楽椅子に腰かけて。電話一本で賭けをたのし

んでいる。

　彼らがこのように遅不運にもてあそばれるだけで，悪いことをし

ないのであれば，それはそれでもよい。彼らは誰のー一一ただし賭付
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１例　純粋なスポーツとして行なう
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業者は除くがー一役にもたたないだけのことである。

懸賞試合が金かせぎになって行く

　「国技」とよばれる競馬とならぶものに，ボクシングがある。

　よいボクシングの試合は体調を十分に整えた，まさに絶好調の美

丈夫を見せてくれる。それは。フェアープレーと落ちついた気質と

を求める厳しい規則の下で攻防するうちに，最高の技倆と勇気と忍

耐とを発揮するものである。

　けれども，私の個人的な意見を云わせてもら５ならば，アルバー

ト・ホールで行なわれる大々的な選手権大試合よりも，ボーイ・ス

カウトのボクシング勝枝試合の方に，私はより大きな興味を感じる

のである。

　後者にはスポーツのための真のスポーツとしての努力があるが，

前者は大規模な金もうけ事業なのである。

　アルバート・ホールの方は，各選手は何分聞か鋭いパソチを応酬

して（大部分はクリソチに逃げ），巨額の報酬を受ける。見物人の

方ではそんなのを見るために，多額の観覧料を支払う。本当にうま

い汁を吸っている者はこのショーの財政面のプロモーターである。

世間では高貴な技術の再興だとかいわれているが，実はこの試合

はむしろ試合をじゅ５ぶんに広告して，大衆から金銭をとりあげ

るために不当利益者が見つけたずるがしこい金も５け法にすぎな

い。

　ところで，それを証明する歴史的な大試合の実例が今までにあっ

たかどうかということになると，それはアメリカにおいてデソプ
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シー（Dempsey）とカーペ

ソティフー（Carpentier）

のあいだで行なわれた大試

合がそれであった。この時

には，多数の人々が多額の

ドルを匝かな時間の試合の

ために支払った。試合はボ　！

クシソダそのものとして

は，たいしたものではなか

った。しかるに，そのプ・

ボクシングそのものは元来りっぱな

運動だ。現配では金もうけの名案に

用いられる。

モーターの側はそのショーを宣伝してくれた新聞社への気大な支払

を差引いても，なお巨大の富を得た。

　これは1824年にウーセスター（Worcester）でトム・スプリング

　（Tom Spring）がジャック・ラソガソ（Jack Langan）と大黄帝

国選手権を争った「古き良き時代」の語り草と比較することもでき

ないような不潔なものだ。

　この試合でラソガソは最後にノック・アウトされるまで。実に77

ラウンドを戦った。

　これこそスポーツであって，

る！

断じて金もうけではなかったのであ

フットボールはりっぱなZ､ポーツなのだがｰ

　フットボールはクリケットやボクシングと同じように，長年，特

に清潔なスポーツだと考えられていた。だが，それは職業選手によ
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るゲームが行われる以前の話だ。

　昔フットボールを愛好した者の１人として，私は今でも君たらに

まけないくらいこのゲームが大好きである。君たちも私に回意して

くれると思うが，これは世の中でいちばん素晴しいゲームのひとつ

である。健康と体力，活動と勇気，紀律と節度とを教えるものは，

これを除いて他にない。とりわけ，味方の勝利のためには利己的な

勝手な動きをしないこと，および自分が賞賛されることを考えない

ことは，このゲームの一番大きな教えである。

まことに申し分のないゲームだ！　見ている者を昂奮させる。だか

ら，これが不当利益をつかむ人の手に｡わたった次第である。

　現今では興行会社がグラウンドを経営し，選手を金で買いとった

り，新聞雑誌を通じて大衆の熱狂をかりたてたたりして，巨額の

「入場料」収入をえている。

　現代の若人たちは自分がゲ

ームをするのではなく、群衆

の中の一人として「吸収さ　ｘヽ

れ」て見物人となる。　　　　　ｘ

　見物というものは、私が競　　｀;

馬のところで述ぺたような味

つけの食塩なしでは退屈する

７，な

●●

　　　　　Ｓ　　　　　　　７

自分がする一見物人になるな

ので，賭け金というものがこのゲームの主役となる。

　諸君は場内に入って試合を見るのではなくて，門外にたむろして

いる群衆を見かけるだろう。あれは試合の経過や賭け金の変動の最

新のニユースを知ることができれば，場内にはいる面倒をしない連

　　　　　　　　　　　　　　－52－



中である。それよりももっと数の多い人々はグラウンドの近くにさ

え行かず，家庭にいて賭けをたのしむ。これがこの人たちのいうフ

ットボールなのである。

　彼らはそんなものをスポーツだという！

金銭稼ぎは真のスポーツをそこなう

　次に，トラソプあそびがある。誰もトラソプあそびをあそびのた

めにするとは，思っていないだろ‰それは金もうけのためにして

いるからである。

　ゴルフはいち早く金稼ぎの一方法に堕落した。クリケットもこれ

を追う兆侯がみえる。

　「プロのラソニングとスカール競走は資金を出しても，そんなも

のは金もうけにならないと気がついて実現しなかった」

　雑誌「サイクリング」は賭けに関し，次の所見を述べている。

「ほとんどすぺての国において，サイクリング競技会は盛んに行な

われている。その当然の結果として，このスポーツは不名誉な行為

によってけがされるようになった」と。

　このようにわが国のスポーツ界の将来の見通しは，全般的に感心

できない。

　賭けをしたり見物したりすることが大多数の人々の娯楽であると

するならば，そうさせておくとしても，それは一時的な快楽と気晴

しにはなろ５が，幸福をもたらすほどの力のないことはいうまでも

ない。それゆえ，それは時間と金銭を使うに価しない。

　なぜそ５なるのか，私にはよくわからいが，君たちが馬と交渉を

－53－



もつ時には正直というものが，他の場合と同じように通用するもの

だと思ってはならない。故に，馬に賭けるにしても馬を買５にして

もよほど気をつける必要がある。

　私は正直な馬商人から馬を買った時のことが，思い出される。彼

は私にその馬の欠点と長所をくわしく話してくれた。いくらで仕入

れたのかをも語った。そして仕入れてから，彼がその馬を調教して

完仝にしたのだから，それだけの費用をたしてあなたに請求するの

だといった。

　この人は，私の知る限りでは，最高の「調教師」だったので，そ

の調教は信頼に値した。（私は，チショルム（Chisholme）の「ジ

ヤッベル」（Jabber）大佐のことを話しているのだ。この人は，エ

ラソズラーグト（Elandslaagte）の攻撃に軍をひきいて戦死した）

彼のい５通りだったので，私は彼のいい値でその馬を買って乗っ

た。私はその馬が自分が支払った以上の値打ちがあることを知っ

た。そこで，そのおしえとして，私は彼のお手本と正直さを見習っ

て，また私は彼に｡小切手を送った。

いましめとせよ

　君たちはこういうかもしれない。「スポーツが純粋であろうとな

かろうと，それを楽しむことができさえすれば，たいした問題にな

らないじやないですか？　みんなが，やっているのですよ。かけご

とは人間の本性だから，本性を変えることはあなたにはできませ

ん。それなのに。なぜそんなに心配するのですか？」と。

　私は，それが幸運によるものであろうと，研究の結果だけであろ
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うと，勝つことに満足感があるということだけはわかる。けれども

私個人は，真のスポーツが少数の興行師の金儲けの道具に利川され，

それが多くの若者を犠牲にして行なわれていることを憎むのである。

若者たちは，おれたちは偉大なスポーツマンだと信じようとしてい

るのに，実は彼らを賭博者にしてしまうとい５ぬけめのない手ｶ巧

たれているのだ。このようなカモフラージのもとに，非常に多くの

者がその身を亡ぼしている。　私はこのよ５なペケソ師をたくさん

見た者の一人として，声を大にして君たちに警告を発するものであ

る。したがって，もし君がそれに引きこまれるような愚か者である

ならば，私の言を警告として受けとってもらいたい。

　君たちがもっと年をとったら，なすべきよいことが他にたくさん

あるのに，なぜそんな快楽を必要としたのか，もっとよく判断でき

るよ５になろ５．

　賭けごとによって金持ちになった人は多い。しかし，それは競馬

の賭付業者とか金貸をして金持になったのであって，私の知る限り

では，かけごとをして金持になった者はいない。そんな人は賭付業

者や金貸しの餌じきになっただけである。

　「儲けた」といってよろこんで，金持となり隠居した賭付業者ど

もは，馬鹿者たちを相手に取引したからそうなったのである。

　〔ここで，私は，かつて「女なら淮でも知っていること」と題し

て演説したことを思い出す。そのテーマは，彼女たちは男の90･゛－

セントは馬鹿であり。残りの男は大馬鹿だとい５ことを知っている

とい５ことを言ったものである〕

　また同じことは，二流の競馬会においてもいえる。だまされやす
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これぞ本当の勝者

い大衆の金の大半は，技術に熟達した競馬

騎手と結託している者の手に流れこむので

ある。

賭けの弊害とは何か？

　君たちはこの疑問を当然持つであろう。

話を始めるにあたって，賭け事は真のスポ

ーツの生命を蝕む病気のようなものだとい

う話は別にしても，それはほとんどいつも

金を棄てるような結果になるから，賭け手にとって馬鹿馬鹿しいゲ

ームだとい５ことになる。

　結局のところ，賭けでもうけた人はめったにない。だから，君た

ちが非常な金持でないかぎり，これは危険なゲームである。

　だれかが大金を勝ちとったのを見るとたまらなくなり，まっと５

な生き方を捨てて，自分も幸運をためして見ようとして誘感にひっ

かかる。そして，これはいっぺんに金持ちになる新手だというよう

に見えるものである。けれども，あまりにもしばしば，これは急速

に破局におちいる道だとい５ことか立証されている。ほとんどどん

な場合でも，それは君たちの性格にきたない影をー-一貧欲という影

を５えつける。自称スポーツマンは，相手をうちたおしてお金を勝

ちとりたいと思うのである。貧欲が心の中に宿ると，正直は出て行

ってしまう。他人の懐をねらうような邪悪な人に真のスポーツはま

ったく無縁である。

　多くの人たちはお金を作る手っとり早い方法だと考えて，自分で
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は，はいだせないような深みにはまってしま５．それから，もっと

悪い罪をおかすようになる。そしてついには，盗みを働いたり，臓

主の金とかその他のお金を横領して，借金の返済にあてたり，その

尻ぬぐいができなくなって，自殺をしなければならなくなる。

　以上のことは，新聞に何度も何度も繰り返えして出る悲惨な話で

あるが，そのよ５な戒めを若い愚かな人たちは断じて気づこうとは

しない。

　ここに，賭けに敗れた人々について編集された第一次大戦前12年

間の記録がある。-

　　　自殺　または　自殺未遂　　　　　　　234

　　　横領　まだは　窃盗　　　　　　　　　3,234

　　　破産　　　　　　　　　　　　　　　　　530

　芙国々内では，１年間に５千万ポソド以上の金が賭付業者とお客

のあいだで取引され，そして，その大部分は業者のふところに入っ

ている。

広告の威力

　不健全な賭けごとがこのように盛んになったことについて，その

一部は新聞などに大いに責任がある。

　新聞は世論を正しい方向に導く面もあるし，また大衆の趣味に追

従する面もある。この大衆に迎合するところに，まちがった導き方

が生ずるのである。

　不幸にも今日の新聞雑誌には，以前より大衆に追従するものｶ1殖

えている。
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　日曜紙は殺人だの情事だの恐怖や下劣な事件など俗悪な趣味を満

たそ５とするし，夕刊紙はプｐのフッﾄボールや競馬などを事々し

く書きたて。そのおおげさなことといったら，あたかも国民の福祉

に関する事柄よりも重大事であるかのごとくである。

　故人となったザ・タイムス紙の編集長，ウィッカム・スティード

氏（Wiekham Steed）が指摘したことであるが，新聞が独自の意見

を固守するためには，財政的に独立していなければならない。これ

は真実である。しかし，残念ながら，独立をするためには，彼らの

多くは懸賞試合の興行主や映画のスターたちから提供される礼金に

屈服するところとなり，その結果，大衆は新聞の短評にあおられ，

冷静に判断すれば，たいしたことではないとわかる演奏会をついふ

らふらと見に行くことになる。

　しかも，これを打ちくだくよりな于はない。大衆とは，しばしば。

カモになりやすいものである。自分自身で考えることをせず，問題

の裏と表の二面を見るようなめんど５なことはしない。もしそれを

していたら，貼付業者やフットボール会社の支配人や懸賞試合の山

師のよ５な，それを取引としている者の手に金を庄ぎこまないで，

スポーツーそれも真のスポーツーをスポーツとして，娯楽と健

康のために楽しむことであろう。

　私はキェーマ（シネマではなくキューマが正しい発音であると教

えられた）で映画を見るのが楽しみであるが，これらのドラマの中

には，俳優たちが自分の考えを同輩や演技で５まく表現をしている

全くすばらしい場面もある。

　だが，これと同時に｡いえることは，彼らの芸はりっぱではあるが｡
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舞台俳優の演技には追いつくことはできない。舞台俳優は演技4,さ

ることながら，血の通５現身で肉声で涙を流Ｌながら演技をするｶヽ

ら，その演技には生命と魂がこ4,-｡,ている。声や音楽を「缶詰め」に

した「トーキー」にしたって，画面に本当の生命を与えることはで

きない。

　モーリー・ミックボード（MOIly Mickboard）は，その可愛らし

い顔とスクりーソでの魅力的な演技によって万人に知られている。

それはチャーりー（Charlie）の名がこ，けいな道化役者とＬて知ら

れているよ５なものである。こういう俳優がある町へやってくると

いうことになると，新聞は何日も前から到着の予報をあれこれと書

きたて，その日がちかずくにつれて，次第にこのことを強烈に沸

きあがら･破る。到�一前に，その女主人公または彼女の夫からの挨

拶状が大衆へ配られ，何時にとこに着くかが十分に報道される。こ

うして。そのスターを出迫えに群衆が駅まで殺到する段になると，

この宣伝はタライｰ･ックスに達する。群衆はその俳優がどんな俳

優であろうと。俳優のためにそのような熱狂ぶりを示しているので

はない。では，なぜそんなことをするのか。それを群衆のだれかに

きいてみても。その返答ができる者は何千人もの中に一人もいな

い。

　Ｌカ４，その同じ町の同じ停車場に｡われわれのために戦い白分た

ちの国を救った兵士や水兵が。苦しい戦場から帰。て来た。それな

のに，実際。彼らに対しては，たいした注意もひかず賛辞ものぺら

れない。

　私は人々の感情と善意とをとがめるのではない。大衆があまりに
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も易々と新聞の広告に吸いこまれる事実を苦々しく思５．

真のスポーツとは

　以上すべてを読んで，君たちは私のことをスポーツをけなすひ

どいやつだと思５かもしれない。何年か前に，ブル．ｇイティング

　（訳者記bullbaiting : イ７をけしかけて牡牛をいじめる英国の競

技）に対して，多くの人々が国会に反対の請願をレC，とうとうそ

れが中止されるにいたったことがあった。

　かれらに反対の人々は，後日になって，かれらが反対する理由は，

牡牛を残酷な目にあわぜたくないということよりも，そんなものを

たのしんでいる人たちを見ることを憎むためだといった。

　さて，君たちは，これと同じことが私についても云えると思うか

もしれない。しかし，そうではない。私は真のスポーツをたのしん

だし，今でも人なみにたのしんでいる。いや，人なみ以上にたのし

んでいるとさえ思っている。

　そして，自分がスポーツをたのしむ以上に，人がスポーツをたの

しんでいるのを見るのが好きであり，楽しんでいる人の数が多けれ

ば多いほど私の喜びは大きい。

　けれども，あまりにも多くの人々がスポーツという美名のもとに，

実際は不当利得者に誘惑され，お金を不当利得者にしぼりとられて

いるのにスポーツを楽しんでいると思い込んで，間違った道を進ん

でいる。

　私だってこんな賭けごとをするくらいお金を持っていたら，この

ようなことをして，つまり賭けごとをして，莫大な金銭をなくした
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かもしれない。しかし，私はそんなお金か持っていなか｡ったに　ま

た持っていたとして転それを賭けて勝ち越す勘定ｶ;でぎるような

算数を頭脳にじゅうぶんにもっていなかった。

　それよりもっとほかに理由があるのだ。「-一度咬まれたら，２倍

臆病になる」ということわざがある。私は自分が学校の生徒だった

頃，いちど賭けをして椙をしたことが忘れられない。もし私がパッ

クス・フォア・ヂ・シティイ・アソド・サバーパソという名の馬に

賭けたといったら，私の年令かもらしてしまうのではないかとおそ

れるが，私はこの馬に18ペソス賭けた。そして，まんまとやられ

た。これが競馬場に行って賭けをした股後であった。

　これにひきかえ，私は顔なじみの馬と騎手の出るアマチュア競馬

がすきである。その上さらにすきなのは，私が自分で調教して乗り

こなした馬がレースに出る時である。これは多くの見知らぬ馬が駈

けるのを見たり，家にいて安楽椅不に腰かけて，レースに賭けたり

するのとは大ちｶ;いである。これこそ積極的なスポーツであって，

消極的な銭失ないではない。

　これと同じことが，フットボールについてもいえる。私は自分の

学校のチームに加わって試合をしたことがあるし，このゲームを昆

るのもすきであった。そして，今でもアマチュア同志のよい試合を

見るのはたのしい。しかしお金のために戦かっている試合を観戦し

たり，自分の賭け金の安否にー喜一憂してヒステリックに熱狂した

声をはり上げている大観衆を見聞するのは，アマチュアの試合とは

非常に違った喜びとしか，私には思われない。

　スポーツとは一体何だろ‰思うに，それはめいめいが積極的に
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ゲーハをすることである。もとより観衆の１人になるとか。好きな

スボーッを誰かにや。てi,らうとか，お金で雇った人の力をかりて

するとかいうものではない。例をゴルフにとるならぱ，私は自分の

クラブを運んでもらうために，キャデーを届うっもりはない。それ

は，現代の高い人件費が払えないからか4,しれない。あるいは，私

のキャデーに対する言葉づかいが彼をおどろかすことを私が知って

いるせいかもしれない。私の球の打ちそこないに対する彼の批判を

おそれるからなのか4JIIれない。結局，何の利益にもならないそん

な仕事を，少年たちにやらせることを好まないためなのかも知れな

い。けれども，反対の主なる理由は自分の手で自分のゲームをした

いこと，その方を好むからである。それはちょうど鹿に忍び密った

り，鮭を釣りあげるのと同じことである。私は自分がすべき仕事を

してくれる従者というものをほしがらないのだ。驚くかもしれない

が，私は散髪も他人の手をかりない一自分の手で散髪する一私

の顛に髪がある限り……！

正直に楽しみと金とを得るには

　君たちはこうい５であろうｰ

　「スポーツの見物についてのご批判はまことに結構です。結構で

はありますが，それではー一一一一

　ひまな時には何をしだらよいのですか？

　お金もうけは，どうするのですか？

　競馬やフットボールに行かないのなら，娯楽はどうして得るので

すか」と。
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　たしかに，あらゆる種類の青年たち適したプログラムを作るとい

うことは，少々難問題である。とい５わけは，金持ちの青年もいれ

ば貧しい青年もいる。中産階級の青年もいる。都会に住んでいる者

もあれば･^ヽんぴな田舎に住んでいる者もある。また冬に適したプ

ログラムもあるし夏に適したプログラムもある。１人でするのも，

仲間でするものもあるし，室内と戸外もある。ひるまするプログラ

ムもあるし，夜になってするプログラムもあるから……。

　君たち自分でこれに答をすることができるか。多分できないであ

ろう。しかしここでは，その助けとなるところの大ざっぱなことを

提言したい。

　次のことばを君の標語とするならば，それがこの秘密の鍵となる

ー－それは時を無駄にするなということである。

　風のない静かな海の上をのたりのたりと漂うことは少しもおもし

ろくない。けれども快いそよ風が吹いて，寄せてくる波をさぱかね

ばならなくなると事情は一変する。ひとつ波を乗り越えたと思うま

もなく，次の波が眼の前にやって来る。

　人生における君の航路を漕いで行くと，君の限前に取り組まなけ

ればならない新しい仕事とい５波や活動の波が，あとがらあとから

やってくる喜びがあろ‰

　そこで，さっきの答として一一

何をしたらよいか

という君の質問

閑な時には

　　　　(私の提言)

真のスポーツと余技
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金もうけには

幸陥になるには

スポーツ

自分に適した職業と節約

他の人々への奉仕

　真のスポーツと私がいうのは，君の役にたち，見るスポーツでな

く，自分がするものであれぱどんな種類のゲームでも活動でもょろ

しい。私は多くの都市には。遊び場がなかなか得られないこと，ま

た，あったとしても利用を希望するすべての若者を収容できるとは

かぎらないこともょく承知している。しかし，いまでも施設にはそ

れを使っている人員をはるか上廻わる人数を収容する余地が残され

ているし，また，スポーツの種頚にょってはこれまでほとんと･使用

されなかった運動場も沢山ある。だが，いずれかの条件に合致する

ゲームならたくさん例示できるが，すぺての条件にあてはまる4,の

を示すことはむずかしいと思う。

　肝心なことは，と･んなスポーツが，君のおかれている条件と環境

とにいちばん合致するかを自分で考えることである。

　だが，もし君が自分で考え出すことができないならば。私は，と

にかく，ひとつだけ示唆できる。それは上記のすぺての条件をみた

すものを，この本の最後の章の「ローパーリソダ」に書いておいた

から，君たちはそこを見ていただきたい。

真のスポーツとは

　真のスポーツの中のひとつに，だれにでもできて，あまり金のか

からないものに登山がある。

　　　　　　　　　　　　　　－64－



　「なぁーんだ，山登りか｡|「山登りなら英国中いくらでもできる

じやないか」と，君たちはいうかも知れない。

　その通り。　うんとできる。で，そのやり方をはなそうと思‰２

万フィートの山に登るとい５ことは輝かしい偉業である。といって

も，そうゆう高い山を登ることを目頭に浮べているだけでは何にも

ならない。手足の登る力をためされるよ５な困難な場面は，たまに

しかやってこない。万一君が転落したら，ドスソと地面に激突する

まで２・３干フィートは落ちるであろう。君たちは，自分の国にい

ても同じようなむずかしい岩面を登る時に，これと等しいくらい効

果的な転落を２・３百フィートすることはできる。小さい山に登っ

ても，同じぐらいの興奮を味うことができる。それは，まさに同じ

ように神経と耐久力と技術とを要するものであり。かつロープを介

して同じように友情に結ばれていることを必要とする点でも同じで

ある。

　同時にこのことは，もし君が，そのために周到な練習をやってい

なか,ったり，また君を先導してくれる経験豊富なクライマーがなか

ったら。極めて危険な行動だということになる。

　「問題なのは山の高さではなくて，ほんのわずかな征服困難な部

分である」これは，エ゛レスト遠征隊のリーダーだったブルース将

軍（General Bruce）が，英国で青年たちの岩登りが可能かどうか

を語った時，私に向っていった言葉である。ただ一つ不思議なこと

は，登山がスポーツとしてあまりよく知られておらず，実施もされ

ていないことである。これは，英国の殆んど大部分の所で実施でき

るとい５ことを皆が認識していないところからきている。
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エペレストー休みなく常に登る

にｽﾞ四知）

　もし君たちが山を探すこ

とができないならば，岩石

の岩群とか採石場または断

崖を見つけるとよい。こう

いう場所は，一本のロープ

で３人または４人を１チー

ムとする素敵な練習場を提

供するだろう。時には，私

があとのページに書いたア

ソデス山での小旅行のよう

に，単独登山の話を聞くこ

ともあろうが，単独登山は

本当はよくない。一度でよ

いからやって自信をつけたいだろうが，墜落したり捻挫したとき助

けてくれる者がいない。したがって，登山はどうしてもチームでや

らなければならない。そういう意味でよいスポーツなのである。ロ

ープで結ぱれた各人は，自分自身が有能でなければならない。さも

なければ，他の者たちの力になれないのである。そのこと自体に，

よい実際的な訓練がある。

　岩登りは，体の神経と筋肉と耐久力とを発達させるのに，最上の

スポーツである。弱虫はすぐれた登山家にはなれない。だから。す

てきなりっぱなスポーツなのである。

　そして，これには観察力を必要とする一一物をも見のがさない

眼と機略に富んだ眼を要する。
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　私は，かつて，イタリアの山岳軍隊が，アルプス高地で演習をす

るのに同行したことがある。その兵士たちは山地作業に遺憾なく訓

練されており，全員は山岳生活者から選抜された者であった。われ

われは，深さ２千フィートばかり，巾2－3マイルにも及ぶ渓谷をは

さんだ反対側にある大雪渓の上に敵を認めた。士官たちは，それに

対する一般攻撃方略を与えられた。それから士官たちは間隔をとっ

てー線上に散開し，座って反対側の斜面と崖とを凝視した。彼らは

望遠鏡で事物をたんねんに調べ，各自の分遣隊が登るそれぞれの道

筋を求め，下から上に登っていくとき目標となる地隣を見定めた。

　登山路の選定とその線を追って登るということは，山登りや岩登

りに尽きない変化と興味とを与えてくれるものであり，そして登山

を成功させる助けとなる。これは，一流の登山家にするか，二流の

登山家に終らせるかの鍵であり，これは君の観察力にかかっている

ものである。

　次にあげるものは，登山のもつ徳育面の効果である。それは，困

難に直面したとき。たとえ不可能のごとく見えたときでも，冷静な

決断力と明朗な快活さを失なわない修業をつむことである。

　このようにして，君たちは，同じ精神で人生の難事に直面してい

くようになる。そして，その精神を堅持して，別の回り道を通った

り，障害を乗り越えたりして，結局，目標に到着するのである。

　最後にあげるものは，君の魂である。これを岩登りにおいて求め

るというと，妙に思うかも知れないが，実は，正当なことなのだ。

仲間と一緒に登るが,君が光輝くある頂上に達し，地ﾋのものとも

思われない壮大な展望を見晴らす時，君は独り皆とはなれて座し。
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そして瞑想することであろう。

　君の瞑想は，万有からのインスピレーションを飲みこむ。

　再び地上におりて来た時，君は自分の身体も心も精神も別人のよ

うになったことをり‾と出すだろ‰

余技とその価値

　私は。人が自分のたのしみのために何かをするという習慣はだん

だん伸びて，その人の日常の生活のいろいろな面にまでひろがって

いくということを発見した。これは健全な習慣である。すなわち，

「やってもらいたいと思５ことは自分でやれ」とい５ことが。日常

の規則になっていくことである。

　たとえ家庭でのささいなはんぱ仕事でも，それが魅惑となり始め

ると。それは君にたくさんのこと･を･教えることになる。ほんの少し

練習すれぱ。釘を打つときに親指をたたくこ£はなくなるＬ，電灯

の差し込みを修理すると，電気の作用の知識がえられると共に｡，手

先も器用になる。

　第１次世界大戦が起った時，野菜や果物の供給がはぱまれた。そ

のため，われわれは家庭菜園で自分の食物を栽培する楽しみを味わ

った。

　配給割当制というものは，国会のどの節酒改正法案よりも，居酒

屋に大きな打撃を与えたが。このことは同時に，男性の健康と節制

とに健康衛生の改革や政治的改正法案を山積してもなしえないほど

の効果があった。君たち自身の菜園は誰にも負けないすばらしい趣

味の場であり，激しい労傭をする人にとっては，最上の保養場でも
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ある。このことは，多くの人たちにとって。戸外の楽しみ‘4り辱る最

初の機会であり，･また昆虫や幼虫の成育，植物の成長についてｰ

すなわち，自然界の教訓を学ぶ門口でもある。

　自分のT11で物を･作りたがるのは少￥の友性である。非常に多くの

大人たちは。成長するにつれて，こういつ大性を失５」：５である。

けれども，この自然の形の自ｄ表現と，何かを作り出したいという

自然な欲求とを満たそ５とする気持を持ちつづけれぱ，それは，ひ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とつの習慣となって，

　　　　W

なんか余技を持つこと

空虚な生活を多分に満

たすものになる。余技

をもっている人は時間

を無駄にしないし，時

間をもてあますことも

ない。また，舎蒲1が書

きたてているよ５な他

の娯楽に，やすやすと

引きこまれることもな

くなる。余技はその人にとって安全弁である。

　余技と手技とは技能へと通ずる。というのは，自分の思考の全部

とありあまったエネルギーとを物を作ることに庄ぎこむ人は，自分

の仕事を完全無欠なものにさせずに｡はおかないからである。そして，

心が手先にまで及ぶと創造と工夫とがそれに伴い，余技の作条をし

ている間にしばしば発明家が生れることになる。

　群が自分の部屋か事務所か仕事場を見まわしたとき，だれかが発
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明した物品を多く，そこに見出すであろう。それゆえ，もし君が余

技を楽しむ人であるならば，それは君の経済が助かるだけでなく。

君の同胞の幸福に寄与することになろう。

　余技は現在の自分の職業とはかけはなれてはいるが，実はその余

技が自分の本性に適しているということを発見することが，あまり

にもしばしばある。そして，余技の方がその人のとるべき本筋であ

り，本業とすべきものであることがわかることがある。今までの彼

は，四角い穴に丸い杭を打ちこんでいたようなものであった。彼に

適している穴は本来丸い穴たったことが，今やっとわかったことに

なる。

　けれども，余技というものは，いつもそうでないにしても，とに

もかくにも人が金を必要とするときに，それをかなえてくれること

がしばしばある。私は，金，金と金ばかり追いかけるのには賛成で

きないが，他人のふところをあてにしないで君が生活をするために

は，あるまとまった金額が必要であることは認めざるを得ない。

　昔の狩りのことを書いた本「ジョルロックス」（Jo7Tocks）に，ジ

ョッダルｇリー・クラウディイ（Jogglebury Crowdy）とい５有名

な人物がいる。この人の大好きな余技は生垣や林の中で木を切って，

散歩用のステッキを作ることであった。私はたくさんの余技を持っ

ているが，これも私の余技のひとつにしている。これは，たいして

おもしろくもなさそうに思えるが，もし君がそれをやってみるなら

ば，魅力十分で，ステッキにするよい木をとりたいばかりに，疲れ

も忘れて何マイルもあるかされてしまう。よい杖を手にいれ，それ

をまっすぐにして，上等のステッキに仕上げる満足感はとても大き
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い。たとえ，どんなに簡単な余技で，だれにでもできる余技であろ

うと，余技にはそれなりの魅力かおることを私はこの一例で示した

のである。

　しかも，これはお金にもなヽる。私の知っている少年の中にも，こ

の余技を使って正直に金も５けをしている者がたくさんいる。

　しかし，その人独特の余技を身につけている人は，余技で十分な

収入をえていることがよくある。そうすれば，賭け事をしても５け

ようという不可能なことをしなくとも，もっと堅実な方法で余技を

楽しみながらお金がえられる。賭け以上の儲けを賭けに等しい魅力

のある余技をもって追及するというわけだ。自分の労力でえたお金

は，他人をちょろまかして儲けた悪銭よりも，ずっと愉快なもので

ある。

　お金になる余技の話はさておき，君たちの趣好にかなった余技は

よりどりみどり山ほどある。音楽，絵画，彫刻，および演劇などは，

みな都市に住む人々には，たやすくとっつける余技である。従って，

美術館や博物館や音楽堂などのある土地では,のらくらと遊びすご

す必要はない。

　けれども，これらのことをただ受身的に楽しむことを私は推奨し

たくない。それらのことを通して，君が積極的に自己表現をするこ

とが肝心である。

　自己表現とは，詩を書いたり，大工仕事をしたり，バイオリソを

ひいたり，粘土細工をしたり，スケッチしたりなどの作業をするこ

とである。切手や硬貨や化石やこっと５品や昆虫あるいは鑑賞植物

を集めるのもおもしろい。
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　野鳥や植物や動物の研究をさせるため，田舎の自然をぶらぶらあ

るく。君たちは自然の中で養鶏，果実の栽培，ジャム作り，兎の飼

育，モカシソ（１種の靴）を作ったり，その他，自分のすきな昔か

らある物を作る。選ぼうと思えば何百種となく余技はある。君が引

きつけられる余技があれば，それはおそらくお金ではなく，一生つ

づく満足感で君に報いてくれるであろう。

適合した職業

　金銭の話のついでに云うが,われわれの大部分の者にとって,一定

の収入というものは，他人の厄介にならずに生活をしたり，自分の

生活を楽しんだり，他人の生活が楽しくなるような交際をするため

に必要なものである。

　それゆえ，かけごとをして，運の悪い人から金を取りあげるよ５

なことに金を使わず，正直な労働の報酬としてはいる確実な収入を

えるために時間を使おう。

　このためには，まず第一に，職業に対する準備を自分自身がして

おくことが必要である。

　私は，前に，ゴルフでキャデーを雇いたくないと述べたが，その

理由は，それが収入めあてのその場限りの仕事に少年を導くからで，

そのような仕事はその少年の将来に何の役にもたたないからである。

そんな少年は大人になったとき落伍しなければならない。そして，

その時になって始めて，彼は，自分がどんな職業にも適さないこと

に気がつくのである。このようにして，多くの場合，そういう人た

ちは，浮浪者とか浪費者に｡なるのである。
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　このように人生のスタートをあやまった例は，このキャデーだけ

に限ったことではない。大多数の少年たちは，自分からあるいは親

の云いつけにしたがって，金払いのよい仕事につくものだが，彼ら

はぞのことばかりに気をとられて，その仕事が後日に自分にとって

どのよ５な利益があるのかを吟味するのを忘れる。少年向の金払い

のよい仕事は，大多数，少年を駄目にするものだ。人生の大事な時

期に挫折をしてしま５から，一生の仕事をしはじめる時期を損なっ

てしま‰

　それから，一般によく犯す誤りがある。若い人たちは，将来性の

ある職業を選びはしたものの，自分がその職業に適しているかどう

かをじっくり考えずに，何となく，その職業が自分に適しているよ

うに思われて選ぶことがある。そして後になって，自分はこの職業

に適材でなかったことを自分で気ずいたり，雇主が気ずくことにな

る。その結果，その仕事から離れて他の仕事を探すことになる。彼

は四角い杭なので円い穴には適さないのだ。そんなことでは決して

成功しない。

　問題は，どんな種類の仕事に君はいちぱん適しているかを見出す

ことである。だから,君が最初君に適しない仕事についたなら,給料

をもらいながら，自分は何をするのが正しかったかをじっくり考え，

チャソスをとらえて，断然別の職業に赴くべきである。それと共に，

｢隣りの庭の芝生は，うちの芝生よりも宵い｣と考えたがることに

注意をする必要がある。君が四角い杭であるならば，四角い穴だけ

を見つめて，そこにあてはめるように努力することである。

　｢あなたの鉢で匂いを嗅ぎつけたら，地面に鼻をつけて，ひたす
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ら，最後まで追跡しなさい。興味は，ぞの終点にあるのでなく，そ

の途中の疾走にある」

　「私がまだ身の趾きどころもない若僧であった頃，私はまず与え

られた仕事について，もっとましなよい仕事をつかむまでは，ぞの

ままでいた。君たちはミミズでハヤを釣ることができる。そのハヤ

でスズキを釣る。そのスズキでカヮウンを釣る。そのカヮウソから

高価な毛皮をとるのだ」

　これは「立志商人がその子に与える書」（The Seぴ-Madg May-

＆,mr s Letter to His Soれ）という本に出ている忠告である。も

しこの「高価な毛皮」でだれかのために心地よいコートを作ってや

ることができたら，君の事業家としての経歴は成功の域に達したと

いえる。君は生計を立てただけでなく，他の人々に奉仕するとい５

事業の上でも，成功をしたわけである。

　そして，このことは，君が自分の生活をたのしむことをも意味し

ている。

　もし君がこの商人の示唆をとりあげて，何か有給の職業を求めた

いならば，自分の趣味に合った戸口が見つかるまで，しばらく，空

軍に｡入隊することも悪くはない。勤務期間は長くはないし，給料も

よく，業務もおもしろい。

　だが，そんな功利的なことより，それは確実に教育的だといえる

し，君が航空隊に入るならば，そこで得た精神は君が学校で受けた

訓練の仕上げに｡なるといえる。在隊中，君は性格を作りつつあるわ

けで，その「性格」なるものは，君に運がひらけてきた時，よりよ

い職業に君をつけさせてくれよう。
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　これと同じように，もＬ君が海外懐上のどこかにおいて生活しよ

５と考えるならぱ，その地力での経験を得るとか，友人を得るため

のいちぱんよい方法は，その国の警察隊にしぱらく勤務するにこし

たことはない。これもやはり教育的であり，給料もよいＬ．性格も

作られるのである。

節　約

　わが国の批評家たちは，大喰以後のわが国民は非常に質が落ちた

という。だが，私にはよくわからない。ロソドソ市のある学校の校

長の話によると。今日の少年たちは前代の少年にくらべると，ずっ

と精力的であり，日々，向上をしているという。これは，ともかく。

頼もしい兆候である。

　今日，お金をためる人が以前よりかずっとふえていることとっ

ぱを吐く人が少なくなったのは確かである。この２つの点に関連性

があるかどうかはわからないが，事実は正にそのようである。

　私は。あとのページに自制の実行によ，て性格が作られることを

示しておくが，この自制とい５ものはｰしょっちゆ５とは云えな

いまでもｰいまひとつのものを作る。それは金である。君が洒，

煙草，余分な食べ4,のをやめ，余裕もないのにぜいたくをするのを

やめれば，君はその代金を貯められるし，いいですか，長い年月に

は。それはばかに｡ならない金額となる。

　私は。自分が実行しようと思わないことは決して他人にすすめな

いことにしている。この節約についても，若い時にや。てみたから

こそ，君たちにすすめるのである。
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　私は10大家族の７番目で。父は牧師で，私が３才の時に已くなっ

た。それゆえ，私はいjっゆるぜいたくに育ったのではなかった。私

が陸軍に入った時，かなり小額だったが，私は自分がもらう給料で

何とか生計をたてていかなけれぱならなか。た。

　それは，少･々，骨がおれた。というのは，いろいろの事があった

が，食堂で朝食と昼食をたぺないとか，煙草も酒ものまぬとか軍務

のかたわら，絵を描いたり，ものを書いて，金を稼ぐことが必要で

あ，たからだ。

　しかし，私は，奮闘努力，このたたかいに負けなかった。そして

結局はFやりとげた｣。私は幸運であったが，自分でも多くの幸運

をつかんだことをつけ加えなけれぱならない。普通に幸運と呼んで

いるのは，実はたいてい。機会を見つける力ととびかかってそれを

つかむ事とを意味する。すjっったまま幸運がやって来るのを待ち５

け。幸運がやって来なかったといって不平をいう人があまりにも多

い。

　不思議なことに，私は思ったより早く･昇進した。それは異例なこ

とだった。私は別に野心があったわけでもなかったから，家族の者

の助力をかりないで，自分の生計が立てられれぱよいと思っていた。

もし私に何か家族の役K.立つことができれぱ，それに越したことは

ないと思っていた。そして，私は騎兵隊に属していたので，仕事が

楽しくてしかたなかった。私はまったく満足していた。

　ところが昇進することK.なって，前より高い地位に昇り，給料も

よくなり。将来性も大いに殯えることになったが，私はどうも気が

進まなかった。ただ。今までの地位のままでいたいと思った。私は
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この昇進は辞退で,今なt哺のか，ｙ達隊長にたずねたことかよくお

ぼえている。連隊長はにこにこ笑。て，そんなことはできないとい

った一一私は昇進せざるを得なｶヽ･った。で。昇進1.た。だが，これ

4,私が始めから節約を実行していたおかげｶ;大きｶヽった。

　私は。２・３日前，若かった頃の日誌で，旅行したことや友達を

訪問した時の記事を読んでたのしんだ。それには，まあなんときち

ょうめんにＩペンスに至るまで出費が書いてあることか！　またな

んと誇らしげに１ペソスの収入まで霧いてあることか！　私は「ペ

ソスを大吠Jにせよ。そうすれば。ポソドがその人を大切にするだろ

う」とい５格言の真理を断言することができる。これは，だれにで

もいえることだと思５が。

　このようにして，私自身のためになったぱかりでなく，私のこの

経験から忠告することもできるようになった。そして私の中隊の同

僚や兵隊を同じ方向に何人4,導くことができた。その結果，酒保の

収益は滅る一方であった。しかし。銀行の貯金残高は上る一方とな

った。兵隊たちは，より健康に，より幸福になった。兵隊たちは。

除隊の時になると，新しい事業のため，または，私生活に使う金を

貯えていた。

　本書を涜んでいる諸君に4,同じようなことができる筈である。も

し君が無一文であるなら，何とかしてｰ･作りたまえ。作るんで

すぞ。不幸がやってくるか４しれない。そのとき，君は他人の懐を

あてにしてはならない。この不幸な日のことをょく考えたまえ。あ

まりにも多くの人々はこれを忘れる4,のだから。自分の怠慢のため

に，自分が結局は苦しんでいる。
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　4,しすでに若干のお金を貯えているのなら，それを使ってしまわ

ねぱならないという理由はない。凍結して:おきなさい。どうしても

それを使わねぱならなくな，たときは，自分の悦楽のためにだけ使

うのでなく。他の人々のために使うぺきである。

　君は金持ちになるかもしれない。しかしもっと大切なことがある。

それは，君が一一-もし君がいい人間であるならのことだが一一日常

の生活が満足にやっていけない老が君の周囲にいるのに。自分の贅

沢のために金を使５ことはできない。ということである。

　けれども，考えてほしい。私のいう節約とは，「けち」のことで

はない。自分に対しては，けちであればあるほどよい。君の支出を

節減するからだ。けれども，他の人｡4へのための支出にけちをして

はならない。

　私ごとになるが，私は人生を誰れにも負けないくらいに楽しん

だ。狩りもした。ポロ（乗馬打球）もした。野豚狩りや，野獣狩り

4,楽しんだ。けれども，スポーツのために｡値段の高い馬を買うこと

はしなかった。私が買ったのは，頑丈で未調教の安物であった。こ

れを自分の手で調教する興味と楽しみこそ私のすべてであ。た。そ

れが高価だからという理由で買う人もあるし。またそ５でない人も

ある。ある人は前に買ったコートが少しよごれたり。表がすりきれ

ると，すぐ新らしいのを買うが，別の人はそのコートがいたむと裏

返えして裏の方を出して使い，２倍も長持ちをさせる。もし君が器

用さと節約とを実行するならば，少額の収入でも，多額の収入に等

しいだけの愉快な暮しをする道がある。これはスポーツ好きの人の

心に訴える力のある冒険を少４ふくんでいる。かわいそうな百万長
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老！

機会をつかむ

　4リフ私の連隊の兵十だ,｡た男が，先日。肪ねて来て。生活に困ま

っていると訴えた。彼がいうには，自分は一生のうちのいちぱんよ

い10年間を，忠実に国のために搾げた。それにもかかj･っらず，この

結構な国家は，今，自分か貧民窟に追いや。たと。彼には，これと

い５商売11の特殊技能はないが，ぞの兄弟はかjダにおり，彼がも

しカナダにや。てくるならぱ，喜んで-IU司で商売をさせてやろうと

いってきている。けれども彼の方では，自分は国のために尺したの

だからカナダヘ追っぱらわれるなんて，とんで１ないことだと考え，

また，行くからには，それだけのお金を持･っていかなけれぱという。

　そこで，私は現役中にいくらぐらい貯金したかとたずねた。彼は

皮肉な笑いをうかぺて「たかが兵卒の身分ですよ。貯金できます

か」といった。けれども，私の経験によると。除隊兵の大部分は銀

行にかなりの貯金をして退営している。それで。私はいいかえＬた。

　「お前は，食事も住居も着物4,医者4,官給され，燃料も照明も水ま

ですべてただで使わせてもらい，その上。身のままっりの費用として

少なくとも日給としてｌシリソダ６ペソス渡された一一年額にして

27ポソドになる。だから８年間にすると216ポソドになるはずだ。

お前がﾋﾞールを飲んだり煙草をすったり，娯楽につかう金をまけて

やって4,.I00ポソド以上，それに８年間の利子がついて150ポソ

ドの貯金になっていた筈である。この金でカリ･ダで立派にやってい

けるし，カナダは追っぱらわれて逃げだしていく所どころか，有望
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な，たのしい土地になるはずだ」と。けれども，彼は折角つかんだ

機会をみすみす活かさない連中の一々,だ｡,た。この話の教えるとこ

ろは「日が照｡,ているうちに，まぐ･さを作れI　F次の日照りを待つ

でない」「雲が出て駄目になったり，削の日がやってくるかもしれ

ない」-‥である。

　ジョソ・グラハム（Jolln Graham）がその息子にいったように

　「薬を飲む前に，スプーソでいたずらをしてはいけない。しやすい

仕事をのばしでおくと．Ｌにくくなる。耀かしい仕事をのばすと不

可能になる……_|。

　　「アイッタ1:いさんは，いっも仕事をのばしていた。私が最後に

彼のことを聞いたのは，彼が93才の時だった。だからもう死にかけ

ていた。それは，すでに10年も昔のことなのでｰまだ生きている

かどうか賭けをしてもいい」と。

　要は，とてもlらヽうちから貯金し納めることにある。特に，君た

ちが，若くて筋骨だくましい５ちから始めることだ。パウソド氏

　（Ｍｒ．八･f捌めが少年の給料生活者について書いているのによる

と。従来は30才を越える頃までは。給料は毎年段･をふえていた。現

在ではそれが，18才の少年がよい収入を得るようになり，25才で最

高となり｡35才から45才で急に稼ぎ高が下降するとい５．近頃の若

者は20才の時。その収入は父親が昔もらっていた収入を上まわるが，

60才では。その父の収入よりはなはだしく低い。

　なぜ貯金しなければならないのか？

　そうだな７．君が。もし将来海外へ出かけることができれぱそれ

につかえるし，あるいは。事業をおこすため少額でも資本があれぱ
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運命が開拓できるかもしれない。けれども，もっと確実なことは，

そのうち，君は結婚したくなるだろう。妻と共に家をかまえること

を考えねばならない。だが，実は，それ以上に大切なことがあるこ

とを多くの人々は忘れている。それは子供ができるということであ

る。もし子供を育てるための金をもっていなかったら，子洪をこの

世に生み出すことは卑怯な，悪戯をしたことになるからである。

貯金の仕方

　いちばん簡頃なのは郵便貯金である。郵便局の局長は，君が差出

しさえすれば，そのたびごとに金額を受舷って，預金高を記した通

帳を発行する。この預金には利子がつくから自然に殖える。

　もうひとつの方法は，郵便局かまたは銀行で国民貯蓄証券を買っ

て，毎週，貯金額だけの切手を買って貯蓄カードにそれを貼るので

ある。この貯金切手はどこの為替郵便局でも買うことができる。

　けれども，このほかに，非常に好評な方法がある。それは，２・

３人の人と組んで，国内貯蓄委員会の下郎組織である「貯蓄組合」

を作るという方法である。この制度によれば，君は毎週組合員たち

と君のを一一括して貯金をする。こうすれば「単独貯蓄」よりもずっ

と早く利息をかせぐことができる。

　集った金は16シリングごとに銀行に入れると，その時から稼ぎが

始まるのだ。協会のリーフレットがほしければ郵便局へ申し出れば

詳細のことはわかる。

　貯金高が大きくなったら，君は勿論，それを株式や公債に投資で

きる。それは多少の危険はあっても，もっと大きい収益をあげるだ
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ろう。投資すると舎は，このろ'－ムについてのある程度の知識･を必

要y.するので。専門家のアドバイスをでjけな｡けれぱならない。Ｌか

Ｌ．国民貯蓄と郵便貯金に関レでS･1，gの金1.j:絶対K.確実であり，

それに対する利息も満足すべきものがえられる。

職業に向く性格

　屈は．かつで．あるょい仕事r.-,る入,を捕薦する手紙を寅いた.゛

とがある．私は．ぞぴ)男の資質lこ……-j1ヽ･'rT短かい所県ぢ一書いた．ぞれ

を書舎あげでから，鋏んでみで，私はお.l-･ろいた．というのは，4．

しある人がその男の性格について爽い･'Cくれとたのんできたら．そ

れは今宵いたのと黛く同じ.4,のになるだろうと思ったからである．

これらの資質は，庸主の多くが求人にたいして求める点だと君たち

は考えてもらってょい．君にと･-,て肝心なのは，君自身がこれr:,の

資質を･持っているか，とい５ことである．もしもっていないなら

ぱ．いそいでもつようにし，そ･Ｌて身に.つけることである．そう

すれば，と･んな力面で4,.ょい仕乖に無事につけるＬ．自分にいち

ぱん適した仕事が発見できよう．駅が．この男について書いたこと

日,－－

　　[この男は，すこぶる有能で精力的であり，あらゆる面で信頼で

き。創意]L.たに富む。部下をリードする手腕がある　　しかも，明

朗快活である。この最後の一点だけを,いって4｡その給剌に値いす

る。それは。時として鰻大な困難j!思1,れる事態に際して4,朗らか

であり，彼の周囲の者たちの士気にlfい影響を与えるからである｣
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　さ,］:‰これは,諸君をどこに推薦するにl_て4,申l.分のないよい

性格であるといえる。「有能」という意味は仕事に熟練し能率的だ

とい５ことである。j‾精力的」とは，涜極的に瀕｡ﾔ。熱心なことを

意味L.，I信頼できる」とは，まじめで時間を守り，誠実でお金や

仕事の機密を守る。‘また，馬鹿らしいことやまちがったことをしな

い。庸主に忠誠であると同様，部下にも忠誠である。人が見ている

見ていないを問おず仕事に励む。「創意工夫に富む」とは。と･んな

に困難であろうと打開する道を見出すという意味。「部下をリード

する手腕あり」とは，思いやりがあり。人間味あり。駆使すること

なしにリードするという意味。笑いをもって快活に事をはこぴ，人

をもそうならしめるとい５ことは，彼の美点中でも，まことにすぐ

れた点である。

責　任

　私がまだ，いつもﾍｰﾏぱかりやって。思慮のない若い士官だった

頃のある日。突然連隊長は私をよんで。自分はお前を連隊副官にす

ると告げた。

　副官！　私は，ぎょっとした。

　副官というものは，連隊中の風紀と規律のすぺてがきわめて大き

くその者の双肩にかかる役である。光栄であるｰだが，失敗せず

にやれるか？

　私は引きうけることができなかった。

　けれども。連隊長は，おれはお前ならできると信頼Ｌているとた

だ一言いった。そういわれて，私はすぐ別人のようになった。私
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は１つの大きな責任を課せられたｌ人前の男であり，自分の悦楽以

上の特別な目的も持たない，無頓着な気の弱い少年ではないのであ

る。

　兵隊たちの幸福のため，および連隊の名誉をもたらすための大き

なビジョンと，新らしくまじめな見通しを持つよ５になった。私は

全身全霊をこめて私の業務に突進した。そして，決して後悔しなく

なった。あの連隊長との面接は時間的には短かかったが。私の生涯

の本当の出発点であった。

　この責任感への教訓から，私は次々とひとつずつ高度の，大きな

責任へと歩みを進めることができたのである。

　もし諸君が自分の経歴を順調に前進させよ５と思うならば，責任

をとるだげの力かもたなければなりない。

　責任をとるよ５になるには，自分に対する信頼と自分の仕事につ

いての知識および責任を果す練習とが必要である。

　海軍においては，このことは遺憾なく認識されており，その練習

を若い時分から開始している。海軍少尉候植生は，ボートとその乗

組員を管理する責任を与えられ，その成績によって。非難されたり，

賞められたりするが，そのすべては,彼が負５ことになっている。

　ボーイスカウトにおいても同じことである。班長は，自分の班の

スカウトの能力と行動に対して責任をもつ者である。ローバースカ

ウトでは，これはメートと呼ばれる者である（後章参照）。

　早期の実習によって，いったん責任をとることに君が馴らされた

ら，これは君たちを男にすることになる。これは君の性格を強め，

君り職業のより高い段階に君を適者たらしめる。
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　このことは，扨だけでなく他のん々r.も君の影響を強める力とな

るのである。

イムーララ・パソジー（lmhlala-Panzi）

　ここに。自分を成功させた大の有益な示唆がある。

　それは。第１次大歌中の偉大な将軍の１人であるフラソスの故フ

ｔッシJJL勿（MarshaI Foch）力?i･えたものである。

　彼はいう-F諸君が，なしとげなければならない仕寥を4,らっ

た時は，それについて慎厭に考えること。

　１　君にどんなことが要求されているか。または君はどのように

　　それを成就させたいと思うかを知る

　２　それから。それをり。ぱにやりとげる計画を練ること

　３　その計画に対する十分な埓｡由一｡ルlをすること

　４　手持ちの材料に適するように実施をすること

　５　とりわけ，意志，ぞれい撫固な意志をもち，立派にやりとげ

　　成功させるとい５決意をいっこと」

　この瓦帥のことばが正しいことは私にもわかっている。お恥ずか

しい話であるが，私は，どんなことで4,，たとえそれが重要でない

事柄であっても。着手する前の計画にいつも欠点があった。

　このことからして，私は，ズールー族のみんなから「イムーララ

・･゛ソジー」という名前をつけられた。これは文字上では「体を臥

せて射撃する人」とい５解釈になる。そして，その意味は，銃射す

る前に。できるだけ正確に狙うようまず第１に気をつける人という

ことである。これこそ，成功のたしかなやり方である。イムーラヲ
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　　　　　　　ねころんで注意深く困難な仕事を狙う。

　　　　　　　庄恵一水中の塊りはカバの頭をあらわす。

・パソジーを君たちの標語としなさい。

　諸君が成功を欲するならば，時には，危険をおかさなければなら

ない。危険も大いに結構。それをさけてはならないｰただし，眼

をよくひらいて危険に直面することである。

　それに関連した話だが，私はかつてマタベルラソドにおいて，も

う１人の男と一緒に敵の位置の偵察に出かけたことがあった。

　われわれは夜のうちに｡敵の前哨線をくぐりぬけ，明けがた敵の

陣地の背後に出た。われわれが敵の情況を研究するため忍び歩いて

いたとき，こともあろ５に，みごとな大きいライオソにであった。

この機会を見逃すのは，あまりにも残念だった。わたしたち２人は

馬からとびおりると，敵にさとられることもおかまいなしに発砲し

た。２人の中間にライオソは横転した。

　しかし，ライオンはすぐ立ち上がり，ものすごくふきげんにおそ

ろしい声をはりあげた。その後脚の一部は銃弾によってきかなくな
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っていた。そのため素早くにげ去ることができず，ただ，ぐるぐる

回りながら，われわれに向って吼えたりにらみまわしていた。

　われわれは，それ以上，射撃したくなかった。それは，自分たち

が敵にさとられてはならんというおそれと，ライオソの標本を作る

のに毛皮を駄目にしてはならないとい５こともあった。そこで私は

水の枯れた川におりて行った。その川の中にライオソはいたので，

とどめをさすため近ずいたのであった。そのあいだじゅう，私の友

人は彼のライフル銃をかまえてライオンに狙いをつけ，形勢逆転の

場合，私を助けようとして，川岸に立っていたのである。

　ライオソは私の近づくのを見るや，私の方に向って，口を大きく

開き，くちびるはそりかえり，両眼は激しい怒りでほとんど閉じて

いた。私はその咽喉に弾を打ちこんで殺した。

　さて次に，われわれは敵に見つかる危険を考え，注意してあたり

を見まわした。私たちは，順番にかわるがわるその毛皮を剥ぐ仕事

にとりかかった。（もし手袋をしないで大急ぎで，でっかい頑丈な

獣の皮をはぐと，またたくまに手に生きずを作ってしまう）。１人が

皮をむいているあいだ，他の１人は敵の方を監視して，敵がわれわ

れの行動を見てはいないかと，鋭い神経でにらみとおした。

　幸運にも万事進行！　私たちが皮をむき終ったとき，敵はわれわ

れを発見した。大急ぎで毛皮を巻き終えると，私たちは敵がやって

来る前にかろうじて馬に乗ってにげた。

職業への準備はどうする

かつて１つの計画が作られたことがある。それは青年が，将来の
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職業に対しての自分を教育する時に，目指すべき目標を示したもの

である。青年が狙うべき要点は前のページにある図表（第１表）の

通りである。

　私はこれを批判することをたのまれたので，別の図表（下記）を

作ってそれを第２表としてつけ加えた。

　第一表についていえば，－一線のある部分は，性格とよぱれてい

るものを形成する資質をあらわす。この性格なるものは，能率とか

熟練と同じように，君の職業の成功の助けとなるものといえる。し

かし，私は，特に，エネルギーと，いまひとつ，忍耐力とに注目を

ひきたいと思５．

　エネルギーというものは，その一部は健康な身体から発するので

あるが，君が従事している仕事に対する心からの興味から発するこ

(第２表) か
　
　
に

るき
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ

生
　
　
お

うど
　
　
幸

　より高い理想を通じて
　　　　１

　　　自然T教訓

　し二

自然の驚異　　　　自然の美
　　　　１

　造物主である神の認識

ｉ

　　　　奉仕を通じて

　　　　　　　１
　　　　　　　！

他の人々に対する自己犠牲
　　　　　　　１

　　　　　　　１
われわれの心の中に.神が授けた

愛の心の展開
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との万が多い。ある人々は，自分のしている仕事が非常に限られて

いるとか，型にはまった同じことを終生つづけるので興味をおこさ

ないという人もある。

　彼らが，もし周りを見まわして，それが什1↓r全体の一部をなす

ものであるかとづかを調べるなら，もっとょい結果がえられるであ

ろ‰そして，前途を考え，工場や事務所の壁を超えて，そのエネ

ルギーを胆:の中の役に立たせる時，そのエやルギーにょって作りだ

される究極的な価値に思いをはせれば，事態は好転するであろう。

最高の労働者は，いちばん幸福な生活者と同じく，彼らの仕事をゲ

ームの一種みたいに考えている。すなわち，一生懸命やれぱやるほ

どその楽しみはますということである。エッチ・ジー・ウェルズ

　（H.G. Wells）は，ワシソトソ平和会議について書いた時に次の

ように云った。「いわゆる偉人なる者は，ぞの本心は全く少年であ

ることを私は見抜いた。つまり，彼らは少年,のように自分の任務を

楽しむことに熱中する。彼らが働くのは仕事が好きだからで，従っ

て仕事は彼らにとって全く遊びと同じである。少年というものは大

人の父であるばかりでなく。少年は大人の中に生き。そして生涯消

え去らないものである」

　ラルフ・パーレット（Ralph Parleue）は，「遊びは好きだから

するもの，仕事はしなけれぱならないからするもの」と，５まいこ

とをいった。

　世の中には，欠くことのできないことがたくさんある。私は，か

つて。君はなぜそんなに特別にイソド人の召使いをほめるのか，と

たずねられたことがある。その理由は至って簡単である。彼は主
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j･’ 人である私を第一義とし，自分を第二義とす

る。-ただし，自分という4,のを考えたこ

とがあるのかどうか，その点は疑問であるが。

絶対に忠誠で信頼に値いする。いつも私のそ

ばにいて，と･んな仕事にもまにあう。無口で

よく働く。彼はまことに重宝である。他の国

ではどうか知らないが，インドでは，こうい

う人物は例外ではない。

　本人はそぅと思ってはいなかぅたが，私に

とって，彼は欠くことのできない人物であっ

た。そこで，私は諸君に次のことをいうこと

ができる。もし君が雇主にとって欠くことの

できない人物となるならぱ。いくら諸君が高

雇主は簡単に君を手ばなすことはないということで

ある。

　いまひとつ。これは前掲の図表にもれていたが，仕事に敏捷であ

れということである。これは，ある程度エネルギーの項目に入るも

のだが，練習によってそれだけ改良できるものである。

　君が遊びでも平素の動作でも敏捷であるならば，それは習性とな

り，仕事の上でも敏捷となる。そ５なれば君は引立てをうけるよ５

になるだろう。

　この敏捷さの練習を日々の着衣のとき実行するとよい。　ぐずぐず

してはならない。なんでもちやんときまったところに置き，いざと

い５ときには，手にできるようにする。自分で所要時間をはかって，
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その記録を破るように練習にはげみなさい。

　あの図表のなかで特に注意すぺぎ点でありながらあまりにも関心

を払われないものに,勇気と快活がある｡私はこれについて詳わしく

は述べないが，ビー・ピー･パレソティソ（B.B.valentine）の作

　「年よりの黒人」（“OleMarster”）の歌をもって要約したい。

これはこの章の終りのところに引用しておく。なお，君の経歴を作

る上に有用ないまひとつの資質をあげたい。それは希望である。君

は下の方からスタートするがゆえに，上位に上るのは不可能だなど

と思ってはならない。今日，大人物となっている人たちの多くは。

梯子のいちばん下からスタートしたのである。私が前に述べたよう

に，君は自分の岩登りをしなければならない。ほかの者が足をとら

れているからといって。君も泥の中に立ちどまってはならない。君

のとぶ飛び石をさがして，それに進むべきである。いちばん下の段

に足をかけて，それから登るのである。

　私は，人々が成功に必要な装具をじゅうぷん身につけて。人生の

スタートか元気にきったことはきったが，登る途中で忍耐力の不足

のため失敗した例をたくさん見ている。事が思いに反した瞬間。何

もかもすててしまい他のことに手を出す。もし投げ出して他のこと

に手を出したりすることが習性となるならば，そしてその習性が癖

になるならば，君の一生は投げ出しの連続となり，決して向上しな

くなる。

　図表の第２表にある「ど５生きるか」とい５問題は，単なる悦楽

でなく，真の幸福となるように生をたのしむという方法であり，そ

れは「生活をどう営むか」の問題とほとんど等しい重要点をもって
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いる。かつまた。私がこれを第１表。第２表と分けたのも，相互に

大部分等しい重要性をもっからである。すなわち，高い理想，およ

び他の人々への奉仕という点で，大体等しいというわけである。し

かしながら，私は他の入･々に奉仕するとい５ことの方を，ふたつの

中でより重要だと考えている。なぜなら，他の人,4への奉仕という

4,のは，大饗，高い理想を含むものであり。そしてこれが幸福への

基本的第１歩だからである。

　したｶいて。この説明は別の章においてもっと深く述べるつもり

である。

馬のセンス

・貪慾が入ってくると正直は出て行く。

一手の申の,１ポンドは,馬上の２ポソドと同じ値うちがある。

・屯し。君が四角い杭であるならば。四角い穴を探がせ，そして，

　そこに到達するまでは満足してはならない。

・上衣は。問題と同じように，友と裏の２面がある。それを着棄て

　る前に，浚裏の両面を利用しなければならない。

・どうしたら，仕事が面白くなるか。「すきだから面白くなり。し

　なければならないからと思５と苦しい」（アール。パーレット）

・君が死んだ時。みんなが悲しんでくれるような生き方をせよｰ

　葬儀屋までが。（･マーク・トウエイソ）

・みんな自分の収入の範囲内で，幸福に暮そ５ではないか。たとえ

　借金しなければならない状態において4,。（アテマス・ワード）

・たいていの悪病は発汗をおさえることからおこる。（ドクター。
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　タヴリュー・ジェー・ドーソソ）

・自尊，自覚，自制，この３つだけが生活を最高の権力の座へと導

　びく。（テェソソ）

微笑を忘れず

　ひどい悲しみや，腹が痛むとき，そして医者が刃物をもって手術

する時，彼がお前を手術台に乗せて，そげに立つ時，彼はお前の皮

をちくり，ざくりと切るｰそのとき手をついてすわっている袋鼠

のことを思え。

　鉄砲はそれに向けられ犬はついてきた。袋鼠は狩人にと５叫ぶか。

　そして犬にも。

　“わしを殺すなら殺せｰわしは，笑っていることにしよう”

（ビー・ビー・バレソティソ作「オール・マルスター」より）
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第２の暗礁

酒



　この暗礁の暗い面は，自分のたん溺によって，人間としての真の

幸福を破滅にみちびく誘惑をさしている。

　その明るい面は，欲望を制することに｡レ,て，性格を強くし，よ

り高い人生の悦楽をかちとることである。

たん溺

　食事と食事との間で洒を欽むのは，危険な贅沢である

　いい奴になりたいとい５誘惑が酒のみになる第１泰である

　ひとりで飲む酒のみは，浪費老となる

　酒のみ1i.国家の危険物である

　性格がＬ。かりしている国民には禁酒今は不要である

　垂範の力

　蛭草のすい過ぎ4,健康上危険

　　次のものもまた，放縦からくる

　食べすぎ，眠りすぎ，働きすぎ

　　肉体の適性を考えるとき，自制力が出てくるし長命にもなる

　ひとを呪うのli性格の弱い兆候である

克己

　性格を強化（修養）することは放縦の解毒剤となる

　乃木将軍のお手本

　自性力は，性格作りの最大な要目である

　習慣と思考は統御できるものである

　自己に対する忠誠は，他人に対する忠誠と同様，性格形成の中心である

　自尊は，他人からの尊敬を生む

　不まじめは人を府にする

　自己暗示は放縦になろうとする誘惑から教う

　どのようにしてトミイ・トムキスズは死にうち勝ったか？

格言集

　誘惑剖iらいのけよ
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酒

　酒か？

　ヤーバース大佐（ColoneI Yervers）は，洒か，なにかのアルコ

ールが腹にはいっていないといけないので，それを手ばなすことが

なか｡｡た。

　あるときアルコール飲料が手にはいらなかったので。彼はある種

の家具みがき用の薬品を飲んだ。医者が「しかし，水４なかったの

ですか？」と彼に質問したとき，

　大佐は答えた。「とんで4,ない。あなたは，ほんとりにのどのか

わいたご経験がおありにならないとみえる。そんなときには手を洗

うことなんか考えないものですよ」

３杯目

　洒？　私は。よい酒を１杯だけ飲むのがすきであるｰその香り

その色，それに飲んだ後の爽快さ。

　また，その代おりに，ビールまたはサイダーを１ぱい飲むの4,同

様にすきである。とういうものか，２はいめになると，私にとって

は１ぱいめほどうまくない。それは風味に新鮮･さがないＬ．飲みた

いという欲望も失せるからである。

　これが３ぱいめになると，賢い人なら，「コップの中味は毒であ

る」ことを知っており，アルコールにふくまれている糖分や化学薬

品が，結果において健康上よくないことを知っている。思うに，た
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とえば，ポートヮイソが痛風の原因になるとか，大量のビールは皮

膚に斑点を起す原因になることを知っている人は少ないと思‰

　２はしめでやめないで-３ばレめになると，ラソニングとか，

体操をするコソディショソではなくなる。だから，若い人たちはこ

りことに生意しなければならない。

　私の連隊では，将校や下士官は命令による指導よりか，むしろ，模

範を示して兵隊どもを指導する方針をとっていた。この方針による

と，２・３の軍曹は腰まわりがふとりすぎて，兵隊たちに示さねば

ならない馬の乗り方，おり方を敏捷に｡やることができないことに私

は気ずいた。

　そこで，私はふとりすぎているため職責上動作ののろい士官や下

士官は３ヵ月以内にその任務を失なうことになるとい５こと，さも

なければ余分な組織を減らすように警告した。

　だが，私のこの忠告は同時に建設的でもあった。それは，毎日も

う少L.よけいに運動することと，黒ビールをうんと減らすという計

略がそれによって暗示されたからである。

原因一黒ビール　結果－肥満体
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　その結果は鶯くべし。そ

して全く満足すべきもので

あった。そのことは，３ぱ

いめが害をしていたとい５

ことであったのだ。だが。

この３ぱいめというものは｡

49,と蕗いことをしでかす。

４はいめとなり，５はいめ



となり，そして，［ろｰ,ペーめ］（６杯目）となる一一そうなると

厄介なこと｡が始まる。トラとなり，街灯に抱きっいて「こりや，ク

リスーマスデーなのか，ピカヅりいｰなのかい？」なんて，くだをま

くことになる。

食間の１ぱい

　私は。素晴しく有能なエソジュ’アーを知っている。彼はiEにこの

埜の天才だ，た。もし彼が［20分男］などJべりっれなかったら，今

までに有名な男にな。ているはずだと思う。というのは。彼は20分

おきに酒をのむｰ一一20分より短かくも長くもなくｰちょうど20分

おきにである。

　私の記憶に残る１人のアメリカの老提督の話。これは，私の若い

頃の話である。この人は，私がさかずきを献ずると，「いや，け。

こうです。私は。自分１人で飲む時以外は飲みませんので」といっ

た。

　このことは私に大切なことを教えてくれた。それは。食間に酒を

欽むことは害になるとい５ことである。もし食事の時だけ飲むので

あれぱ，よっぱらうようなことはないし，健康上，２倍の効果がた

しかにあると私は信じる。

　再び。私の連隊の話に4,どろり。（本爽を終りまで読みきらない

うちに，「私と私の連隊」という話が方々に出るので。君たちは多

分退屈するだろうと思うが。私のいいたいことは，自分が「暗礁」

K.直面Ｌて航行した実際の経験を蔀るにすぎないのだから，どうか

許してほしい）｡私は，連隊の規則には反したが。兵隊どもが連隊が
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支給する正餐の時と夕食の時にだけビールを飲むことを許可した。

　その結果，酒保の酒場で飲む者はごく少数になった。そのため，

１人も酒保にはいらなかった日には，酒保の結仕たちは商売になら

ないので，彼らの手袋はまっ白なことがよくあった。

酒のみの第１歩は交際から

　ある洒のみの男に対し，ある賢明な人が，その男のまちがいを気

ずかせて，4,。とよい人間に｡なら･姥ようと試みた。ところがその年

とったへそまがりの男は，その注意をさえぎ。て，「あなたはいま

まで酔っぱらったことがないようないい方をしますね」といった。

　　「酔っぱらったかって？　いや，酔っぱらったことはまるっきり

ありませんよ」

　　「そんなら，お話に｡ならないじ々ないですか７　もう，しやぺら

ないでください。いふっぺん酔っぱらってみたらど５です。そうした

ら，がまんできないこともわかるｰそして，そのたのしみもわか

るってもんだ。まあ，しやべるのはそれからのことにしてもらいて

エ！」と。

　なるほど。酒への誘惑はずいぷんあるものだ。特に，もし君がそ

の他多ぜいに引きずられるような人間なら，なお更である。私は，

酒のみの大半は友だちずきあい，いわゆるほかの連中とのつきあい

をよくしよ５として，酒の味を覚えはじめると思５．若い人ははじ

めて社会に出たとき，自分もその仲間であることを示すために，皆

の真似をしなければならないと思５-「常連の一人」に｡！

　10人中９人の少年たちは，こういうことから，煙草ものみ始める
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一大部分は虚勢からである。

　たとえぱ，少年がある牧場で成長すると仮定する。牧場の人剥1.

たまたま，蛸酒家だったとする。そこでは，煙掌もウイスキーもほ

しいと思えば，いつでも手にはいるとする。そういう場合。少年

は，彼自身の意志によって，煙草や酒をのむだろ５か？　私d!そう

は信じない。煙草も酒も初心者にとってはとてもまずいものである。

だから。これをのむとい５ことは。「みんながのむから」とい５こ

とに大部分原因がある。

　諸君が酒場で飲み仲間と一緒の時に，杯をもらったり，おごりか

えしたりしないようにするのは非常に耀かしい。そういうことから

　「ろっぺえめ」となり。ごきげんとなり，大騒ぎを起すことにな

る。

　私は｡，意気を昂揚したり，時としてあぱれることを。神かけて。

反対する4,のではない。これは７ルコールの助けをかりるまでもな

く，胃年たちの本性である。私も，ずいぶん，たのＬんだおぼえが

宙返えり兄弟

－101－

ある。これは，大人にな

ろうとしている青年の自

然な姿だと考えなかった

ら，今では恥かしいぐら

いの馬鹿な限りを演じた

ものだった。

　私は昔Fボスフォラス

の宙返えり兄弟」という

ゲームをしたことを思い



出す。このゲームを知っているか？

　それは，家中の家具をピラミッドのょ５に積みあげる。いすの脚

は上向きにひっくりかえす。そして，その前方適当な位置に，どっ

しりした机を匠く。競技者は順番に，机のところまで駈けてゆき，

机の上に｡頭をつけて，でんぐりがえりをして，そのピラミッドの上

に｡着陸する。そのとき，忘れずに，「ぼくはボスフォラスの宙返え

り兄弟」と叫ぶのである。

　いま考えてみると，なぜこんなことがおもしろいのかわからない

ｰだが，その頃は，やったね。しかし，若者というのはこんな馬

鹿げたことをするものなのである。

　この宙返えり兄弟になる楽しさは，澗をのんだ結果なる偽りの陽

気さとは異質のものである。それゆえ，泗をのむことは，若い者た

ちを愉快にさせるための必要条件ではない。酒なしでも，こμづ

馬鹿さわぎはできるし，実際，ずっと効果的にやれるのである。

独酌家は浪貧者である

　飲み友達にさそわれて飲むということ以外に，もっとよくある例

は，一人飲みである。　これは「さかずきの底にゆううつを沈ませ

る」ことによって，心の痛手や，周囲のみじめさを忘れようとする

ものである。

　君たちの仕事上のつまづき，病気とか失望からくる意気消沈，不

幸な家庭と変化のない環境，これらはすべて喉をうるおし，頭を麻

捧させるという安易な逃げ場に人々をさそいこむのである。

　しかし，これは上策ではない。大酒飲みはこういうかもしれない。
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「云ってしまえばそれまでだが，それなら，いったい人間はどうす

れぱいいのかね？　結局。いい方法がぞれ1.かないのならば，それ

が。しばらくの間にしろ満足感のようないりを￥えるならば，ある

いは。少なくとも忘却を短かい時間でも波に｡な･えるならぱ，－ぱい

飲むのがなぜ悪いのかね？｜と。

　ょろL.い。では，反対の理由をあげよう。それはあわれむべき男

を心身ｙいこ破滅させるからである。彼は自分の自制心を火ない，

エネルギーをなくす。この２点こそ「性格」の主要素なのである。

　ひとたび飲酒が習慣となるならば。または。もっと慈く一麻酔

薬常用｡むとなったら。この世で彼が幸福になれる見込みは全くなく

なる。健康を害Ｌ，仕事への能力は減退し，彼はその薄弱な性格に

ふりかかる他の誘惑にも政け，もはやこれ以上自分自身が守れなく

なって，卑劣な行為と犯罪に身を落す。

　彼はだんだん酒びたりの人間にまでなり下る。　もうそうな,｡,たら。

浪費名であり浮浪咎であって，それは死期が来てこの匪を去るまで

つづくばかりだ。

国家の危機

　性格のしっかりした堅実な頭脳をもった人々ならぱ，群衆によっ

て自分の奥底を左右されないだろう。彼はやめなければならない時

を知｡ている。群をなしたり，他の者に引きずられたり，悪い者に

引っぱられるのは，愚者である。彼は［＆悩の波に対して腕をふる

う］勇気をもたなしヽのだ。

　そういり人々のたくさんいるところー-･われわれの目にふれるス
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ラム絢の家々も。その例外ではないが　　そうい５例が方々に蔓延

して，それが大衆の病となる。それは多くの人,々の健康と稼ぐ力と

気質とを害する。そして，ぞのために国民全体の総合的な幸福と繁

栄とは衰退する。

　それは，男にとって責任のある家庭といりものをみじめなあぱら

やにする。めいめいの自尊心と男らＬさと物を考える力とをぷちこ

わすｰいうなれば，性格の破壊である。

　このことは，国家の危機を意味する。

　このように思考力のない気の弱い馬鹿4,のをたくさん4,った社会

は，大衆の旅づらをつかんでひっぱりまわす煽動家の狂暴な計画の

餌食になりやすい。

　強い国を作るには，君たちは，それを形成するにたりる性格をも

っている人４を作らなければならない。

性格がしっかりしている国民には禁酒令の必要はない

　国によっては，こういう国家の危機が認められて，アルコール類

をすべて廃止する禁酒令を出している。

　金と時間そして健康の莫大な浪費，それに飲酒があるために失な

われる繁栄とを考えあわせるならば，大酒飲みは別として，この誘

惑をなくすことに賛成しない者はほとんどない。けれども，どのよ

うにして誘惑をなくすべきかということになると意ほが･致しない。

　マホメット教の国々では，国民大衆をおさえている宗教によって

飲酒を抑制している。ある国々では法律によって粉砕した。法律に

たよる弊害は，多くの人々が，法律をごまかぞうとすることである。
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　飲酒への誘惑に｡負けない新しい世代が育ってくれば，疑いなく，

このょうなことはなくなるであヌパが，それまでの問に，もう相当

たくさんな害毒が流されてしまyCいよう。この場合の害毒とは，

禁酒令をやぶることによ｡って，他の法律を軽脱する態度が増長され

かねないという点にある。

　けれども，禁酒令は，自由な立派な人たちの意識を傷つける。彼

らは自発的に自己改善をする方がよいと考えるＬ，またたとえそれ

が善意であろ５と，改革家によって，外部から圧力をかけられてな

おされるのをいさぎょしとしないのである。

　最近。ロバート・スタウ1ヽ卿（Sir Robert Stout）が，アルコー

ル類はなくてはならないものではなく，贅沢品だと書いた時，ガウ

ソトとい５婦人はこ５答えた。「わたしたちもそう思います。ちょ

うど。ボルシェピストたちが寝間着はなくてもよいもので，贅沢品

だとい，ているようにね」と。

　改革は行なわれるだろう。それは，きっと，ますます大きな効果

をあげ，そして，多くの国々で国民の自尊心と性格を通じて，その

威力を増大していくであろ５．

　国民は子供みたいに命令されるべきではない。男らしくないとか，

仕事にとって4,遊びにとっても好ましくないことがわかれば，ま

た，そんなことよりず。と良い生活をたのしむ方法があることを知

れぱ，彼らは酒を飲みすぎるよ５な馬鹿な真似はしないだろう。

　自分の生涯を振り返り，２・３年隆のことを考えてみるならば，

そこに。とても大きなちがいがあることに気ずくだろう。

　私がはじめて軍隊にはいった頃には，祝宴があると，兵隊や将校
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たちまでもよっぱらうのが普通のことで，別に異様には感じなかっ

た。ところが，現在では，紀律正しい連隊では将校が限度をこえて

よっぱらうと，「よっぱらってはならん」とかなりきびしく戒告さ

れる。もし，それでもやめないならば，免官されるのである。

　今日の連隊は，たとえ海外派遣の軍役のため乗船する場合でも，

平常のパレードに出勤するのと同様，全員が揃って，しらふ（酒を

のまずに）であることは，諸君の知る通りである。ところが，以前

には，何名かが不参だったり，来た者もその半数はよっぱらってい

るので，列車に乗るにも，輸送船に乗るにも，かついでもらわない

までも，助けてもらわなければならなかったのだ。

　工場の多い町では，以前は土曜日の晩になると，喧嘩をして大騒

ぎをする酔ぱらいで街路はいっぱいだった。ところが今では，幸福

で愛想のよい人々の整然とした人波が見られるだけである。今でも，

まだ人々が成長するべき分野はあるにはあるが，その性格の面は改

善され，環境はよくなった。

　私は次代をにな５世代の若い市民たちを信じている。大戦という

ものが，もっと真面目な生活へと君たち若者の目を開かせるのに役

立ったと思５．

　君たちは大望をいだいている。男らしい男になりたいと思ってい

る。ゲームにせよ，人生における仕事にせよ，自分の分担が見事に

果せるように，自分を銀えておきたいと思っている。あるいは，社

会への奉仕においてもそうである。そこで，もし君たちがそれを立

派にやりとげたいならば，時間と金と健康とを浪費するよ５な飲酒

は何の利益にもならないことを知ることである。
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　鏑澗を誓うことはＩつの手段であるが，これは弱い性格の者への

助けとなるにすぎない。強い意志をもった者は，たとえ誘惑がさそ

いに来ても，それに液けず一正々堂々とそれに対決し，その横暴

な魔手から身を守りつずけるであろう。

　性格がしっかりしている国民には。禁酒今は不要である。これか

らの世代の人々は，自分で自分の改善をするだろう。

垂範の力

　私は正直で純真な外部の批評家の意見に絶大な敬意をはらう者で

ある。その意味で，アフリカや太平洋諸島に住む未開人たちが素朴

で正直なりっぱな批評家であり，性格を見抜く力がすぐれている人

々だということを発見したのである。

　これらの人たちのあいだで，まったく同じ評判がたっているのを

私は聞いたことがある。-「もしイギリスの白人が金を支払うと

いうなら，わたしは品物をわたします。彼はきっと金を支払ってく

れます。しかし，白人の全部が全部そ５とは限らない」と。

　このことぱは，われわれに対する彼らの信望である。この信望は，

ぜひ，もちつずけさせなければならない。

　けれども，「イギリスの白人」だって，いつも昨晩的であるとは

私は思わない。わが国の宣教師たちがその仕事をするにあたって，

おそろしく不利なき場におかれる理由もここにある。

　何年か前に，スワジー族の年よりの女后がわれわれに話してくれ

たことばを私は思いおこす。それは，宣教師がやってきて，彼女と

彼女の人民たちにキリストの福音を説き，その慈愛のもとではいか

－107 －



に人々が正直で，万事に曲がったことをせず，真面目で誠実で慈善

心が深く，他の人々を助けるかを説教したという話であった。

　それで，女心の人民は白人の商人や居住者がやって来るのを歓迎

して，彼らに土地を与え，そして家を建てるのを手伝ってやった。

　ところが，ぞの後に，これらの人たちが他の人々のためになった

り，役だつことをしないで，自分たちの利益ばかりをはかるのを知

った。彼らは上人の家畜をとりあげ，金を払５と約束しながら，払

ったのは１ペンスどころか，それ以上のひどい仕５ちをしたのであ

った。彼らは自分たちの飲料としてはウィスキーを，また，土人と

の堰引き用にはジソを多量に持ちこんだ。

　この老女心は，彼女の俄士たちがこれらの国をつぷす悪者を殺し

てしまうことを自分たちにまかせてほしいと彼女に歎願したこと，

　暴範のカ　スワージ族の女后

宣教師は禁酒を説教したしかるに白人

たちはいつも飲んだ私たちは宣教師を

支持する　　だけどｰ－わらわにジソ

を一箱でいいからくれませんか？

－108 －

そして彼女もその気になりか

けたことを語った。彼女は，

口でい５ことと，することが

反対なそんな宗教を今は信用

しなくなっていた。

　われわれはこの女后に同情

せざるをえなかった。けれど

も，少々同情しすぎたようで

あった。というのは，彼女が

われわれと別れて帰るとき

に，ふりかえって。われわれ

が本当に彼女に同情するか念



をおしてきた。おれわれは嘘ではなt･と断言L.た。すると，彼女

は，では，５ぞでない証拠にジソを１箱ヅレゼソトしてほしいとい

った！

　こんなのが垂範の力たい５ものだ。

喫　煙

　私はくどくどと飲酒について述べた。それは犯罪や病気や悲惨の

原因になるからであり，したがって，個人と国家の両方にとって最

も大きな危険であるし，われわれが幸福と成功を求めるなら，いち

ばん避けなければならない暗礁だといえるからである。

　しかし，その他にも別な形の自己放縦がある。ぞれもまた，青年

が幸福をうるための大きな障害になるものであるから，青年はそれ

に対して十分身を護ることが必要である。

　少年は喫煙の危険にさらされている。これについて，多くの若者

およびその親たちから，どんなにたくさんの手紙を私はもらったこ

とか。その手紙なるものは，成長期にある若者にとって，煙草が毒

になったり，わざわいになることを，析にふれ私が警告して来たこ

とに対する礼状なのであった。

　このことについて，最近の私の所感のひとつをここに記す。

　ある人が私にこうたずねた。「スカウトは喫煙してはいけないと

いう規則かおりますか？」と。これに対して，私は，そういう規則

は全然ないが，スカウトたちはたばこを吸う少年は馬鹿だというこ

とを知っているし，「スカウトは馬鹿ではない」ということをスカ

ウト運動は理解していると答えた。
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　なぜ．たぱこをすう少年はすぺからく馬鹿なのか？　それは､「ス

カウテ４ソダ・フi･7・ポーイズ」のある章に．私がその理由を･述

ぺている通りである．その理由のひとつは一一

　「まだ若者がじゅうぶんに成長Ｌきれないうちに、たぱこをすう

ならぱ．彼の心臓が弱くなることはほとんと疑いない．心臓という

ものは，人間のからだのなかでいちばん重

要な器官である。それは，肉や骨や筋肉を

作るために血液をからだ中に送るポソプで

ある。もし心臓がこのはたらきをしないな

らば，体は健康に強くなりえない。

　少年はだれでもたばこが好きですい始め

るのではない。最初は，いやがるものだ。

おしやれにすったり，大人らしく見せたい

－ｎＯ－

匹
　　　-〃

f ･ ‾ I

ために，すうのである。自分ではそう思っているが，本当は少々お

馬鹿さんにしか見えない。

　私は，この問題を労働者の立ち場から研究している人から手紙を

もらった。その人はこういう。「現在。若い労働者の側にある不平

とか，怠けとか，女女しさとかの大半は，その喫煙，とくに紙巻た

ばこの吸いすぎが原因である。

　もし彼らが20才過ぎまで煙草も酒ものまないでいられるなら，わ

れわれは今よりよい国民になるにちがいない。自分は，たばこを吸

う未成年者のほとんどの者は不平家でなまけもので，いかなる仕事

にも定着できず，興味も大望も抱かず，神経質で勇気もないことを

立証できる。



　これすなわち，現在，国家が悩んでいる問題である。そL.て。若

い労圈苫のあいだの失業はそのほとんど全部がこれに起因している。

　私のこの話からなぜ青年は禁煙しなけれぱならないかがわか｡って

いただけよう。一一彼自身のためなのである｣と。

　けれども。喫煙に反対の理由ｶ４うひとつある。これは成人にな

。ている人にもいえることであり。多くの人々が忘れていることで

ある。それは。喫煙が他の人たちにどんな影響をおよぽすかという

ことである。

　パイプに火をつけようと才るとき〔私は巻煙草に関しては意見は

ないｰそれは,紳|:がすうものではないから〕浦Ｌ君が室内とか

列]I=即)中とかそういうところにいるならば。第一に。隣席の人の迷

惑になるかならないかを確認すぺきである。

　多くの男性や，ほとんどの淑女たちは，たぱこの煙をいやがる。

とくにいやがる点は，たぱこのみとつれになったあと。その臭いが

衣服に浸入込むことである。当然，彼らはそれに抗議することを遠

盧才るか，無二1でいやな臭いを辛抱するのである。騎士道をわきま

える人は。も。と適当な機会まで，･･゛イプをくわえるのを見合わせ

るものだ。

　駄の所見では。巻煙草はせかせかした気まく●れな連中が吸い。。パ

イプ煙草はゆ。くり吸って静かに瞑想する人が吸うと思う。

　巻煙草は値が安いからのむのだというのであれぱ，安物は下等な

原料で作るというこy.を思うべきである。

　ある煙草商人がこういｰ,たことｶ;ある。

　|‾10本入りの巻煙草の代金６ペソスの内。約２ペンス半は税金と

－111－



　　　　　　　げすな男，安たぱこで車内をにおわす。

して政府に納め。約１ペソス半は小売商人のも５けです。残りの２

ペンスで，製造人はたばこの原価ときざみ料と包装代と運賃と広告

料と販売手数料などにあてなければなりませんが，それでもまだも

うけがでるのです」と。

　私は。煙草をつまりパイプたばこを少々のんだことがあった。そ

れは，レッド・イソディアソとの戦争の時,斥候をつとめていたア

メリカ人の辺境生活者たちと私が交際していた時のことであっ

た。

　彼らはひとりも煙草をのまなかった。私が自分を男らしくみせよ

うと思って煙草をのむと，彼らはそんなことは新米のすることだ，

と大目にみて笑っていた。彼らの説によると，喫煙は視覚と呼吸お

よび嗅覚にとって，悪魔の役をするとい５．そして，嗅覚は斥候の

夜間行動になくてはならない大事なものだという。それで，私はそ

れ以後は禁煙し，２度とふたたび煙草を手にしないことにした。そ
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の結果。健康4､よくなり、節約のため、ふところぐあい4､よくな。

た。ポーラソドでは、スカウターおよびスカウ1りり､喫煙と飲酒を

しないことを習。ている。

食べすぎ

　私がメーフキングで包囲されていたとき，われわれの全軍は極端

に食べる｡砥を減して生きなければならなかった。そこで，このこと

が守備隊の各人にどんな影響を与えたかを調べてみた。その影響は

人によって著しくちがっていた。ある者はそう変りはなかったが，

大部分の者ははっきりわかるほど体重がへった。驚いたことに，中

には１人２人逆に肥えた者があった。しかし，このテストは，７ヵ

月目の終りになって私が敵に対して突撃をかけるため志願者を募集

した時，その結果があらわれた。５マイルの行軍ができると思５者

は出てこいといったら，だれもかれもそれに参加したいと答えたの

だが，われわれはこんなやさしいテストでさえ耐えられることので

きる者が，ほんの少ししかないことを直ちに発見した。　しかし。こ

の要求された仕事にいちばん適する者は，平素，食事と飲酒と喫煙

を控えめにしていた者であることは明らかであった。

　これと同じ結果は，私がアフリカの西海岸でおこなった遠征のと

きにも，発見された。その遠征はアシャソティーの湿地と森林を通

過するものであったｰそこは，「白人の墓場」という名で周知の

地方だった。よく肥えて，贅沢な裕福な暮しをしていた者は，ボー

リングのピソのようにたおれた。ほどよい食事をとり，活動的な者

だけが生き残った。この旅は，肉類が人間の食料として必要不可欠
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なものでないことを硲見させたというこｙを，ついでに，記してお

く。長い期間，。ベナナとプラソティソという只ナナの１種だけ食べ

で私は生活Ｌた。そして，めったに日の光を見ることのできない瀕

い暗い森の中に身を埋め湿地で腐った櫨物から発散する臭いで，あ

たりの空気は枯れかけたキャベツの菜園のような臭いがＬた。けれ

ども，私の体は今までにないほど好調であり，腹はやせ紬って4,，

心φ,軽く１日平均20マイルの行軍をや。てのけた。

眠りすぎ

　眠りすぎもまた，ひとつの放縦である。入々はほとんどそんなふ

うには考えて4,みないが，日本人は，休息のため，また頭脳と四肢

の活力を回復するために必要な量以上の睡眠は１時間でも有害であ

り，肥満の原因になるという理論を持っている。それゆえ。もし自

分は肥満Ｌつつあると知ったなら。睡眠を毎夜１時間ずつ滅らすと

よい。その反対に｡，もＬ自分はやをすぎていると気づいたら，から

だが満足につやつやするまで２・３週間，睡眠時間を１・２時間ふ

やすことである。君が身体を休めたいならぱ，良い本を読むとよい。

心を休養させたいなら。フットボールをするか魚釣りに行くとよ

い。

罵　倒

　自己放縦のもうひとつの形で普通によくある形，それは空いばり

である。なぜなら，それは自制心の不足を示すからである。それは

１時的に感情をすっきりさせるかもしれない（私自身も，そのきき
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１

罵倒だらけの兵士

めに気づいてい

る)。　しかし，

これが弱点であ

ることには変わ

りないし，思い

のままそ５すれ

ぱするほど，ま

すます悪くなる

欠点である。そ

れは君の役にた

たないし，もし君が他人に対してそうするならぱ，それは害にな

る。ILjfの感情をそこね。どんな場合で４君の威厳を失なわすもの

である。ペット・リッジ（Pett Ridge）は，空いぱりはあまりにも

上等すぎる気晴らし法であるから無駄に使うぺきではなく。いよい

よとい５時まで大切にＬまっておけと云った。ナポレj-ソは，かつ

て，彼の部下のなかでいちぱん有望な指揮官の１人であったラソネ

将軍（General Lannes）に関して，こうい。た。「あのラソネの奴

は偉大な兵士のもつあらゆる素質を備えてはいるが。決してえらい

大将に｡はなれないだろう。というわけは，あいつはすく･感情に負け

て，彼の部下を叱りとぱすからだ。思うに。これは将軍というもの

がもっているいちぱん大きな欠点のひとつだろうな」と。

　ラソネは彼の親友でナポレオソの幕僚だ。たｰマルボ将軍〔Gene-

rsl Mafbot〕から，このことをひそｶヽに聞かされた。ラソネはな派

な将軍になりたいと熱望していたので。その日から自分自身にちか
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って短気を自制し，言葉使いを慎んだ。こうして，彼はフランスの

元帥にまでのぼった。

　実業界ではいかにたくさんのラソネが出世に失敗したことか。そ

れは，この欠点があることを人に知られたがためである。罵倒する

者は，どんなに努力をしても人の頭となる望みはない。

働きすぎ

　これ4,また，人４がよくおちいる自己放縦のひとつの形である。

　人々がよくおちいるとい５のであって，皆が皆というわけではな

い！

　この本の出版者，故,･ヽ－バード・ジェソキソス氏（Herbert Jen-

kins）はその「幾人」かの１人であ。た。私は，執筆している今も。

この人のある手紙を前にしているが，その中で，彼は１日に13時間

4,鋤いている，１晩といえどもロソドソをはなれられない，と記し

ている。私は彼を何年も前から知っているが，忙がしくない彼を見

た記憶がない。彼はいつも１日13時間慟いていた。年若くして死ん

だの4｡主に過労からであった。

　最近，ある新聞が，わが国で最も多忙な人を３名あげるとい５問

題でコソテストをしていることを聞き。これはちょっとおもＬろい

と思った。そして，自分がロイド・ジｌ－ジ氏とプリンス・オブ・

ウ=,｡－ルズと同類に扱われていることを発見した。

　私は，自分の帽子以上に，そのようなふくみのある賛辞を受ける

にたりる老ではない。（ほんとうはそれ以下なのだ。なぜなら。私

の帽子は。戦後の物価騰貴のこの頃では時間外労働をうんとやった
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からだ）。

　私は，成る程この原稿を極寒の冬の朝５時15分過ぎに，書いてい

る。けれども，もし私の全生涯を通じて早起きをしなかったら，今

まで得た悦楽の半分もそれを得る時間をもつことはできなかったに

ちがいない。

　考えてみたまえ。もし１日に１時間だけ余計にかせぐならば，そ

れは１年で365時間となる。これは君の隣人である普通人よりも３

週間余分に目覚めている時間が多いとい５ことである。

　私個人としては，１年を12ヵ月としないで，13ヵ月に計算してい

る。ある人々は，心身ともに疲れた１日の終りに余分の時間を作り

出す。しかし，仕事の能率からいえば早朝にかな５ものはない。

　自分の仕事に誇りをもっている人は仕事から莫大な楽しみをうる

ものである。

　かって，私は，ある若いエソジニアーと話をしたことがあった。

彼は。その工場がストライキをしていたのにもかかわらず備いてい

た。私は，「ど５いうことになっているのか」と質問した。すると，

彼は気どらないプライドをもって「はあ，あの仕事をよく見て下さ

い。すてきな仕事でしょう？　私はこの仕事を放ったらかしにでき

ないんですよ」と答えた。

　彼はその仕事がすきでたまらないから，こびりついているのであ

る。もし君が仕事をだいすきになって鋤いたら，どんな相違が生ま

れてくるだろうか。

　仕事塾心の人に｡とって。ただひとつの危険は，彼が仕事の奴隷と

なって適当量のレクリエーションと休養とを自分の身体に与えない
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ことである。

　休養ということは。私の解釈では，なまけることではなくて。気

分の転換である。私の気分転換法はずいぷん多方面にある。例をあ

げるならば，かつて，泥４の小川の中に入って。そこに生えている

草を抜いてきれいにしたことがある。この仕事は私にとっでおもし
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ろかったが，私ょりもおもしろがったのは橋のてすりに腰をかけ

て，パイプをふかＬながら，私の労傭を熱心に興味をもって見物し

ていた浮浪者であった。

　君たちにはこの面白さがわかろう。それは，ロソドソの人通りの

多い街路で大ぜいの群集が立ちどまって，にえくりかえったチョコ

レート状のものを流して道路の修理をしている人夫を見物している

のと同じである。彼もまあこうい５ふ５だったのである。

　にうとう。彼は黙って見物することだけでは満足できずに，好奇

心から，「お見５けするところ，きたねえ仕事だね」とつぶやくょ

うに云った。私は。うなずいた。私は頭から足まで泥だらけになっ

ていたので，他に答えようがなかった。

　　「ょう，あんちやん。それで，いくらぐれえのも５けになるんけ

え？」

　　「とんでもない。１文にもならない」と私は返事した。

　　「これは。これは！　おれだったら見むきもしねえ！」

　私はこの浮浪人のことぱをもっともだと思，た。

健康は自制力を助ける

　私は，かつて，兵隊の規定された装備の１部分をとりはずさせた

部隊の指揮をとったことがあるｰはっきりいうと，それは水筒な

のだ。

　考えてみれば，それは残酷のようである。兵士たちも，最初は，

そう思ったのだ。けれども，そういう条件に馴れてしまうと，彼ら

は水を必要乏しないことを発見したのである。そのよ５な重い物を
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腰にぶらさげずに済ませたし，他の部隊の３倍も行軍ができた。

　そのうえ，彼らは他の隊のように下痢や腸チフスにかからなかっ

た。その理由は，兵隊は，水筒をもっていると，行軍して１時間も

たたない内にそれをからっぽに飲みつくすからである。

　このようにして，体に水分がいっぱいつまっていると，以前より

も渇をおぼえ，途中の小川や庖の水を水筒に｡入れる。これによって

病気にかかるわけだ。

　どんな液体でも，特にフルコールは，食間にこれを用いると「コ

ソディショソ」を悪くする。だから，ランニングやボクシングのト

レーニングをする人たちは，アルコールを飲むと調子が狂ってしま

５．ただし，食事のとき，少量を飲むのは例外である。それでも，

なおたいした効能はない。

　喉の渇きを感じないとい５ことは，君の体の「調子がよい」しる

しである。フットボールとかその他の運動のためには，体調を整え

ておかなければならないことを知っておりながら，給料や昇進がか

かっている仕事をする場合には，このことを忘れるようである。も

し君がいつも自分の身体のコソディショソを保っているならば，君

は仕事もひとの２倍できるし，余暇も人の２倍もたのしむことがで

きよう。

　食事と食事のあいだには澗を飲まないように気をつけなさい。そ

うすれば百才まで生きられるだろう。

７ソクル・ジョソ・シェル

「昨年，ジョソ・シェル爺さん（Uncle’ John shen）は，家に.
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帰って来て妻が死んでしまったのを知｡った。亡蚕の親類の老たちが

葬式のめんどうをみ，また，７才になるシェルの息子は親類の者た

ちが引き坂ることに決まった。ジョソ爺さんは強硬に反対したが。

親類の者たちは息子をつれ去ってしまった。そこで，ジョソ爺さん

は家の中にかけこみ，白’年柘前に彼が手製で作った自分の古い火打

石銃をもち出し。ら馬に乗って追跡した。彼は家へ帰る途中の義父

に追いつき。銃をつきつけて，その少年をとりかえした｡」

　「132才一正に頑健そのものだ！」

　さよう。これは誤植ではない。1920年に出版された「ラソドマー

タ」（Landmark）に出ている信頼のおける記事によると，ジョソ

・シ。ル老は1788年９月３日にノッタスヴィルで生まれ，その当時

はまだ生きていて元気だった。ここに出ている息子はたった７才で

あったが。彼の長男は90才を越えており，この長男とこの７才の末

っ子とのあいだには27人の子供がいた。シ･1.ル老は農夫であったが，

長寿の秘訣を次のように云ったｰ

　「うんと働きなさいよ。だが，働きすぎてはいけません。働きす

ぎるということは。働かなすぎるのと同様，いけないことです。あ

なたの身体が要求するだけの食物と睡眠とをとり，その上に毎日，

少々，生活をたのしむことです」と。

　しかし。彼は決して水以外の飲み物は飲まなか，た。

娯　楽

　事務所とか委員会の仕事で長い時間をすごした日には，時々，私

はあるささやかな「楽しみ」を求めることがあるｰこれはだれに

　　　　　　　　　　　　　－121 －



もいわないでほしいｰミュージックホールとか映画館に行くので

ある。

　あまり感心したことではないねと上品な人々からいわれそうだが，

まあ私としてはやむをえないと思っている。人間だれしも完璧では

ありえない。

　私は，レクリエーションのためにいちばんよい方法として，積極

的な気分転換をはかることを強調してきた。それゆえ，このように

他人によって楽しませてもらい，こ５して消極的に時間をつぷすこ

とに対しては，なんとも申し開きができない。

　映画館では，目の前に展開する画面を見ながら，私は安らいだ半

分眠ったよ５な気分になれる。そして，話の筋がくだらなければ，

しかもそういうのが多いが，ほんとうに寝てしま５，新らしいタイ

プの映画（訳者注，トーキーのこと）ではこれはなかなか難かしい。

画面がしやぺりすぎるので，眠らしてくれないのだ。

　ミュージックホールのショウでは，私は，自転車曲乗りとか，皿

割りのチャソピオソとか，ネクタイをとび出させる手品師などの芸

が好きである。　おもしろい笑いの１服は頭脳の洗濯みたいなもの

だ。

　これと同時に，ショウの３分の２には全くうんざりさせられてし

まう。弓のように疫せた半裸体の婦人が甲高い声でうたう歌，魚の

臭気みたいな昔のお話をしてジソ酒を飲む姑だの。－モリストと

しての真価を発揮して観客を笑わせることもできないよ５な役者に。

よって語られる，時としては下品にきこえることばにはまったくう

んざりする。
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　4に出･-ﾉ［での催物がす･･tてす｡1きりど剔い4,のであれば，観

客は皆4,っと楽しめるｔ，経営孕陥もっともうかるだろうと私は信

じる。

　現今では，婦人たち4･バ，－･タックホールに行くようにな･ったが，

２・３年前までは行くこλができなか｡った。それは歌が下品であり，

使われることぱが下卑ていたからだった。

　今日の男性の心は詐の男性より･いず，｡しが1潔であろ。ぞＬて，こ

れを向_卜させていくのは。ひとえに君たち若い既代の冴年た｀哨こか

か。ており，君たちが自丿吟一心を持てぱできることである。

　私はここにあほなかｰ,たが，このほかにもたくさんの弱点や自己

放縦がある。そおは君たちが注意深く自分の性格や習性を吟味して

みれば，自分でぶおを発見できよう。その弱点の多くは今まで見の

がされてきたか4,しれないが，君たちがひとから教えられずとも自

分でそれを発見するならば，ぞれを改善する道はすぐに見つかるも

のだ。

　私は。最後の扇:にこの弱点のいくつかを指摘Ｌ，その改善策を視

いておいた。

この暗礁を回避するには

　君たちの若い人生にあらわれるこの「酒」とい５レッテルが貼ら

れた暗礁は，「自己放縦」の結果であることを諸君は見ぬいたと思

う。自己放縦とは，それが泗の飲みすぎであろうと，煙草ののみす

ぎであろうと。食べすぎであろうと，その他の形のぜいたくであろ

５と，君たちが欲望のままに流されてしまうという意味である。自

　　　　　　　　　　　　　　－123－



己放縦は個人の自滅のもとｙなるし，また社会に害毒を及ぼすもの

である。それは君が周囲の大衆と一緒に流され危険に｡背を向ける結

果，もたらされることが多い。けれども，前方をよく偵察して君の

カ７－を自分で自制しながら漕ぐならば，それを回避して安全に暗

礁の明るい側にこぎぬけることができる。そうすることによって，

君は君の弱点につけこむ他の誘惑に対しても自分を守れるだけの強

固な性格を作られよう。

　そうして，これは君の人生を成功に導びく助けになるであろ５．

自　制

　性格を形成する要素はいろいろある。私がここで云５性格とは男

を男らしくすること，もっとよいことばでいえば，紳士にする性格

のことである。

　いろいろの要素の中で第１にとりあげるべきものは，自制である。

自分自身，自分の怒り，おそれ，欲望一一事実，良心と「恥」を除

いたあらゆるものｰ一一を制御できる人は紳士への道を進んでいる人

である。

　「紳士」とは，短かいゲートルをつけたり，眼鏡をかけたり，お

金持のおしゃれのことをいうのではなく，「清廉潔白な入」つま

り不正をせず，騎士的であり，人の助けになり，どんなことにも

信頼するにたりる名誉心をも･っている男をさすのである。

　自制はイギリス人が等しくもっている美点だといわれている。た

しかに，われわれに｡は自分の感情をあまりにもかくす傾向があるの

で。外国人はわれわれのことを注意力散慢な情に動かされない人間

　　　　　　　　　　　　　－124－



のように考えがちであるが，彼らにしても，われわれが危急な場合

には冷静で信頼が置けることを認めている。

　なるほど。何れにして払　これはたいしたことである。けれども，

私は自刺刀を通してもっと沢山のことができると信ずる。この自制

力によってわれわれは誘惑に｡立派に｡打ち勝てるのである。

　この力は開発できるものであり，人格者たらんと思うものは，す

べて，これ則崩発すべきである。

　世人は，往々，「困難や危険または苦痛な目にあった時，微笑を

うかべ口笛を吹きなさい。そうすれば，ただちに，その事情は一変

して見えるだろう」というスカウトのおきてを冷笑するようである。

　けれども，私は冷笑した人自身がいっぺんでもこれをやってみて，

それでもなおかつ，この考え力に贅成しなかったとい５例を知らな

い。

　これは，疑いもなく，願。た通りの効果をあげた。そして，これ

を実行すればするほど，自制心は発達し習性となり，したがって，

性格の１部分となる。

　かつて私がライオソ狩りをした時に，ライオンを追いかけて深い

いばらの茂みの中に入りこまなければならなくなったことがあった。

私は死ぬか生きるかの恐怖におそわれど５しだったのだが，私のつ

れで行ったズールー人の案内人は私の恐怖を察して，もしもライオ

ンが叫っててきたら，彼の楯で私を守っくれると云ってくれた。私

はライオソを恐れていたけれど。それ以上にこのズールー人にけい

べつされるのを怖れた。そこで，私は腹ばいで入りこんだ。--‥一こ

こだけの話だが，いっときあたりを捜索した後，ライオンが別の道

－125－



の方へ逃げて行ったことがわかり，私はほんとにほっと１た。

　こんなこＭよ。後日，イソト'て哺あった。肌は野豚狩りでこんな

演技を繰り返したというj.,けだ。われわれは馬に｡癩り。槍41･時って

野豚狩りなしていた。舒豚は深手を負ってジャソダルの深い茂みの

中に.aげこみ，追手は野豚を追いだすことができなかった。

　追=fどもは大茜こおめいて藪の中にもぐりこんだが。向５のはじ

に出てきた鴎'，野豚の姿は4y･λ'こにも見当らないと云った。

　だが，われわれはあらゆる出口を見守っていたので。まだいると

私は思った。

　この禰のゲームでは割合簡単に高い評価を得ていた私は,そこで

馬からおりて，次の攻撃なしかけるために，追手をつれて藪の中に

４ぐった。

　あんのじ.lyl，野豚は腿つかぶ.r.－一一｡リ｡ヽ･5よりも。野豚の方が

･-、一一､ぎ
111･liは●め-t嘔純な4いjりシｊた一一ｊ ｒ ４･ﾝ‘相手の場合，剪4･こ

そ５だった
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私を待ちうけていたといえる。ジャングルの中でも一番茂みの深い

所で茂みを鳴らしうなり声をあげながら，この大きな獣はかくれ場

所から私に向っておぞいかかってきた。私は槍を水平にかまえ野豚

が突進してきたら，まともに槍にあたり，その胸倉を深く突きさせ

るように身構えた。ところが，彼の突進はものすごい勢であったの

で，私はぺったり尻もちをついてしまった。槍を手にしっかり握っ

て，私は野豚との距りを十分にとり，その矛でチョッキが引き裂か

れないように頑張った。

　野豚はしつように攻撃し，死にものぐるいであばれ，私か突きと

ばそうとした。しかし，私は槍の根もとを背後の地面にっきたてて，

野豚の攻撃を懸命におさえた。

　追手は屈強な者どもであったが，先をあらそってジャングルから

とびだし，私がいかにむごたらしく殺されたかを，ほかの狩人に話

した！　ただちに狩人たちは槍をもって飛びこんできて，野豚穀に

とどめをさし，私の窮地を救ってくれた。

　最初は，こんな殺し方はけがらわしいと思っていたが一一しばら

くたつと，われわれはこんな風にとどめを差す昂奮的なやり方がむ

しろすきになった。そして，いつでも野豚にひどい傷を負わせると，

馬からおりて，徒歩で攻撃をしかけるようになった　　君たちにわ

かってもらえるとは思うが。

　もしセント・ジョージ（St. George）の時代にもっとたくさん竜

がいたなら，彼は最初の経験で竜に対する恐怖心を克服してしまっ

たから，その後はおそらく日常茶飯事のように，竜を退治しえただ

ろうと私は思う。
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　さよう。もし君がじゅ５ぶん用意し。進んで危険と思われる困難

な仕事に向っていくならば，一瞬のうちに事態はもっと安易に見え

てくるであろ５．

　自制とい５ものは，ただ悪い習慣をコソトロールするだけでなく，

深い思慮を君に与えるものである。

　これは君の幸福にとって絶対に重要な要素である。

　いつも黒雲の背後にある明るい裏側を見るよう自分をしむけなさ

い。そうすれば，事態が暗黒に見えょ５と払十分な自信をもって

それに向っていくことができる。

　心配は人間を小心にするものだ。この心配を明るい希望におき替

える法を会得したならば，消で空元気をつけたり，忘れ去るために

酒に走るようなことは断じてする必要がなくなる。

　自分を制御することから生まれる大きな利益は，君の考えを不快

な問題から切り離して，意欲湧きでる楽しいことに考えを切り替え

させてくれるとい５ことである。

　何か面倒なことがあったら，よくない考えを生みだす脳細胞から，

君は，よい考えを蔵している新鮮な細胞へとスイッチを切り替える

とょい。

　こうしたやり方にょって，君は新しい自分を作るのである。

乃木将軍の修養

　日本の有名な将軍乃木大将は，かつて私と会見した時，どのよう

にして彼が自制力と勇気との訓練を自分にしたかについて説明した

ことがある。要は，自己訓練の問題であった。彼ははじめ神経質な

　　　　　　　　　　　　　　－128－



気質かもつ虚弱な昔者だった。けれども，彼は意志が強かったので，

その弱点を自覚しそれを克服することを決意した。

　きらいなことや，おそろしい，きびしい試練に直面しなけれぱな

らなし時は，いつでも，彼はがむしやらにそれをのりこ見る方針を

貫き，機会あるごとにそれを繰り巡見し，ついに自分の弱点を征服

するにいたった。

　その結果，彼は恐怖という暴君から開放された。彼はその時代に

おける殼も大胆な指導者となり，最高の軍人となった。

　彼の息子が戦死した時，彼は自分の悲しみのために全軍の志気を

蛸沈させないよう悲嘆の色を顔に表わさなかった。けれども，いち

ばん，深い打撃をうけたのは余人ではなくて彼であったのだ。

　天皇（訳者注，明治天皇）が崩御された時その忠誠なる臣民とし

ての気持から，彼は自分の死ぬ時が来たと思い，自分の手で割腹し

たのであった。恐怖と汲痛とを克服した自制の素晴しい模範である。

自制力は紳士をつくる

　　「ロソドソの群集は。人並み外れて，行儀力;よろしい。大きな金

庫が高いピルディソダの頂上に引き揚げられるのを，だまって何時

（訳者庄。乃木大将がロンドンでＢ一Ｐと会見したのは1911年，明治44年である。

乃木大将はＢ一Ｐから乞われてロｙドソのスカウトたちに自分の修笑談を路った。

その内容は「少年団研究」第１巻第２号に出ている。翌1912年４月，Ｂ一Ｐは日本

に来たが，その時乃木大将と再会しただろうと推察されるがその証明となる文献は

見あたらない。同年９月13日。乃木大将は殉死した。翌1913年，Ｂ－Ｐは日本見聞

録を書いたが，特に将軍乃木について長文をのせている。雑誌「スカウティング」

昭和38年２月号参照。なお，原本に息子が戦死とあるが，乃木大将には２人の息子

があり。長男勝典は南山で次男保典は旅順で戦死した｡）
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間も立ちつくして見ていることがある。

　だまって　　とい５ことに注意されたい。それは作業中の労働者

にお節介なことを云わないのだ！　これは，自制のよいお手本であ

る」

　この言葉は，ペット・リッジ（Pett Ridge）が自制についてその

本質を看破し，これがよい作法に｡いかに貢献するものであるかを説

いたものである。

　ウィッケハムのウィリアム老（Old William of Wykeham）は，

昔，「作法は人間を作る」と宣言した。その通りである。真の人間

は礼儀正しいものである。すなわち，彼は敬意をあらわし，思いや

りがあり，そしてどんなことがあっても愛想がよい。

　こうゆう人が紳士である。そして，紳士になることは，公爵にと

っても煉瓦工にとっても等しくむずかしいと云われているのは，誠

に至言であると私は思う。

　私が，よく，ポロの試合をしたあるチームに技術のすぐれた黒人

がいた。しかし，その黒人には欠点があった。彼は紳士でなかった

ので，よく腹をたてたのであった。

　それゆえ，だれかが彼につきあたったり，彼がまさにボールを打

とうとするときその打棒をつかんだりすると（これは両方ともゲー

ムでは許されている）,彼はむかっ腹をたてそれからゲームが終るま

で，そのために落着きを失ない。彼の味方にとって完全に無用な人

間になった。そんなことは，討議や討論においても，よくあるもの

だ。もし相手が感情を制御できないなら，相手は君の思いのままに

なる。一一一一ただし，それは君自身が感情を自制できるならばのこと
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である。

　同じこ,01.，新聞紙ﾄ｡に掲載ｙれた1.Z,らつな投阿にも目f1.ぱ

見られる。それは一般に小心のぶ,らおれであり，腹をたてた人が･祉

っかちに「liりNに潜いてやるぞ」とやるのである。こういう人は，

　「おまえんちには，4い遊ぴにいかないよ。おかあさんに，いいつ

けてやるからね」というような子供じみた精神をあらわしている。

　　「もし君がiEしいなら。腹をたてる必要はない。4八｡君がまちが

っているならば，君は怒る権利はない」　ということをよく覚えて

おきたまえ。

　こういう考えで前進しなさい一礼儀i臼。く，自答らをも，,て，

紳士のごとく行動しなさい。そうすれぱ，君の対抗者がこういう資

質を欠いている場合，君はいつで4,勝利を収めるだろう。

忠　誠

　性格（これは飲酒への最上の解毒剤）をつくる4,5ひとつの要点

は，他の人々に対する忠誠心であるが．特に重要なのは自分に対す

る忠誠心である．

　野外活動のベテラソで少年の心の理解者であ．た７メリカ入ダソ

．ぺ７－ド（Dan Beard）は．「パックスキソ・マソ」（Buckskin

Man）という団体を設立した．このパックスキソｰマソとは，どんな

困難な時にも助けにきてくれる絶体に信頼のできる人．勇気にみち

一 一 一 一

‥ ・ 一 一 一 一 一 一

〔訳者記〕Dan Beard は、本名ダェエル・カーター・べ７－ド、米国ボーイスカ

ウlヽ連匿の初期に理事長として、初代総長トムソゾ・1;･－トソを助けた。Ｂ－Ｐと

も親交があり、今日の「ボーイズライフ」誌を創刊し、そのさし絵も画いた。
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た人，創意工夫にあふれる人，なかんずく，忠誠な人という意味で

ある。

　忠誠心は，性格のなかでも，いちばんきわだつものである。アー

ネスト・シャックルトソ卿（Sir Ernest Shackleton）は自分の般後

の探険に出航する前に，児童新聞社のアーサー･ミー（Arthur Mee）

に次のように語った。すなわち，南極において事態が絶望的にな

り，徐々に来る飢餓のため死が確定的になった時に，シャックルト

ソは彼の部下のなかの２人が次のよ５な会話をしているのを耳にし

たｰ

　　「おれたち，生きて帰れるとは思えないね」と１人の声。

　　「隊長もそ５考えてるだろ５」　といり答。

　彼はこの会話を聞いて，指揮官の責任だけでなく，その孤独感を

まざまざと思い知らされた。

　彼はいう。「リーダーシップをとることは，実にすばらしいこと

だ。だが。それには罰点がある。そして，ぞの罰点の駁大のものは

孤独感だ」

　　「あなたは部下になにもかも話してはならないと思う！」

　　「あなたは，物事の真相だけでなく，その真相に関してのあなた

の感情をも部下に内密にしておかなければならない。あなたは事態

が全く不利であっても，その事実を語ってはならない。南極におけ

るリーダーシップを可能にさせるものはたったひとつ，忠誠心だけ

です。あなたの部下の忠誠心は，あなたに｡対するもっとも神聖な信

頼であります。この信頼は決して裏切ってはならないものであり，

あなたが守らなければならないものです」
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　「どんなことばでも，彼らの勇気と快活とを正しく言いあらわす

ことはできない。快活で勇敢で喜んで苦痛にたえ，笑顔と歌うこと

によって渇の苦悶をおさえ，生死の間を何カ月間もさまよいなが

ら，決して悲しまない一勇気に本当の価値を与えるのは，こうい

う精神なのであります。私は自分の部下を愛しました」と。

　自分がメーフキングで経験したことから，私には，このシャック

ルトソの一言一句を，しみじみとわかることができる。メーフキン

グでの経験は，シャックルトソの経験にくらべれば小さい試錬では

あったが，部下にとってはやはり危険と苦難の長い連続だった。

　シャックルトソの場合と全く同じように，部下たちが快活に心か

らの忠誠心を尽してくれたことが，わが軍が勝利を収められた秘訣

であった。同様に，どんな困難な仕事においても，その仕事が商売

であろうと国家を維持する大仕事であろうと，忠誠心はそれを成功

させる鍵である。

　忠誠は非常に責重な資質である。それは真の名誉感を持っている

人が啓培し，万難を排して強力に保持しなければならないものであ

る。

　それと同時に。忠誠心にはシャツクルトンはそれを高度に行なっ

てはいたが特に指摘しなかったものがある。それはリーダーの「孤

独感」と重い責任感とに関連の大きいものである。

　リーダーは，その部下に対して忠誠を要求する。けれども，それ

とひとしく，リーダー自身もまた部下に忠誠でなければならない。

この点はスカウトのおぎてに強調されている。つまり，「スカウト

は彼の雇主および彼の目下の人々に忠誠である」
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　忠誠心のこの側面は。しばしぱリーダーを苦しい立場に立たせる

ことがある。それはシャックルトソも述べたように，最悪の情況を

部下には知らせずK.部下をあざむかなければならない場合に起るこ

とである。私に4,経験のあることだ。

　また，次に，リーダーは自分がぞのために慟く主義に対して4,忠

畝でなけれぱならない。このことはリーダーの任務の中の最も難か

しい点でふ,る。

　たとえば。１人の将軍が戦場に臨んだ時には，おそるべき大責任

を持たされているのをわかってくれる人はあまりない。将軍はその

部’ﾄﾞ全員の忠誠心を一身に集めながら，部下の生命を今日限りのも

のにするか，それとも，将来のためK.戦闘の結果を最重要視するか

とい５事実をはかりにかけねばならないのである。そのうえで，彼

が愛している部下，彼を信頼している部下を。国家の安全と福祉の

ためという大義のために，危険にさらさねぱならないのである。

　これらのことは，君たちが，忠誠とはどんなものか，また，自分

自身をリーダーとして訓練するにはど５したらよいかという問題に

とりくむとき，じゅうぶんに考究すぺき点である。

　しかし，また，自分が自分に対する忠誠とい５ものもある。誘惑

にあった場合，良心は「ノー」と叫び，迷いの心は［イエス］とい

う。

　そのと･ちらに従うかによって。君の浮沈は決まるのである。もし

君が自分K.忠誠であるならば，浮く方をとる。もし君が臆病で誘惑

に敗けるならば，沈む。そして。自分自身が自分の品位を低-ﾄﾞさせ

るのである。
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誠　実

　かつて。ある期間，スパイを検問し，それを見やぶることが私の

任務であった。疑1っしい者の国籍を発見する普通のやり方は，もち

ろん，その者の足の指を踏みつけて，何語で悲鳴をあげるかを聞く

という方法である。ところが，ある外国のスパイ狩りが私にこんな

話をしてくれた。変装はしているが，どうもイギリスの士官くさい

とにらんだ場合，絶対確実なテストのやり方を自分は知っていると

いうのである。それはｰその怪しい男を会話に誘いこみ，潮時を

見はからって，その男を嘘つきよばわりする。そうすると，その士

官はすぱらしくじよ５ずにその正体をかくしていても，嘘つきだと

言われると。その海港に激怒して，その結果われを忘れてしま５と

いう話だった。

　さよう，その通りである。この「うそつき」ということばは。名

誉を重んじる人間にとっては，我慢できないものだ。これはしぱし

ばつかわれることぱだが，私は聞くのがいやである。子供でも大人

でも，日常の問題でいい争５場合，なにげなしに「うそつき野郎」

というｰあれだ。

　しぱしぱこの言葉を耳にするので，彼らはそれになれてしまって

いるのだうと私は想像するのだが，名誉を尊ぷ人なら，そんな習慣

には断じて染まらない。こういう人にとって，この言葉は最悪の侮

厚なのである。

自　尊
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　自作ということは，性格K.と･,て，重要な要素である。自分が自

分を吟敬できない名は（大酒飲みJ!か，なまけ者とか，乞食にはで

きない），他人から尊敬されることを期待できない。

　ここに通常おこなわれている小さな誤り。つまりチップの問題が

起る。スカウトは。親切と善意から他の人々に対して善行･をするが，

報酬は貰わないものである。

　づップを受取る者は自分自身を卑下し。ほどこしを受ける乞食の

高さに自分をおとす者である。

　近年，チップ制度がタクシーの運転手,!=か，ホテルのポーターや

ウエーター。その他の者の開にも浸透し，彼らがお客から何ペソス

かの金を貰お５としている姿が見られるのは，ほんとうに残念なこ

とである。

　それにしても。ひいきの人を作｡って施しを５けることは，人間と

して恥ずかしいことである。チップの習慣は。これが発展すると，

地位の高い.S･にはいわゆる「やくとく」となり，更に高い地位の者

には収賄，汚職となるのである。

　今日まで，わが国民はあまりにも男らしく，そして自尊心をもっ

ていたので。わが身をここまで’ド落させることはなかった。「英国

人は贈賄できない」という真理が末長く続くよう祈る。

　サムライとい５のは，1500年の歴史を持つ日本の騎士のことであ

る。わが中ttの騎士とよく似たものであ･,｡た。彼らの指導理念は武

士道といい，その中で武士は次のことを奨励される。

　　富の代りに貧

　　虚飾の代りに,謙虚

　　　　　　　　　　　　　　－136－



　　広言の代りに慎み

　　利己の代りに無私

　　個人の利益の代りに国の利益

　それに加えて，個人の勇気，剛毅，忠誠，自紘および純潔を重

んじた。

　もし武士が自分の面目を汚がしたならば，切腹させられたｰこ

れは人々の面前で厳粛な儀式により，自分が自分の腹を切りひらく

のである。これらの騎士たちは自分の名誉と権威に対してすこぶる

敏感だった。昔，権五郎とい５者は，戦いの最中に敵の矢を限にう

けた。それでも，彼は戦をやめず，奮戦し，その部下を指揮して戦

闘の終るまで戦い抜いた。それから仲間の武士がその矢を抜いてや

ろうとし，そのために権五郎を上向けに地上にねかせた。けれども

普通の抜き方では抜けなかったので，その武士は自分の足で権五郎

の顛を踏み，テコの作用で抜くことにした。とうとう矢が限から抜

き出されたとき，権五郎は，それに感謝するどころか，飛び起きる

と，自分の顔が足げにされ面目をつぶされたために必殺の果し合い

をその武士に挑んだのであった。

（訳者付記，これは後三年合戦記などにょると，鎌倉の住人権五郎景政が敵矢で右

眼を射たれた。峨い終って三浦の平太郎為次なる者が権五郎景政の顛を足でふんで

矢を抜いた。景政いうに「弓矢にあたりて死するは，つわものの望むところなり。

いかでか，生きながら足にて，つらをふまるることやあらん。しかし，汝をかたき

としてわれここに死なんという。為次舌をまきていうことなし。膝をかがめ顔をお

さえて矢をぬきつ。多くの人々これを見聞き景政が功名いよいよならびなしjとあ

る。前太平記にも詳述あり。源簑家り軍に瓢し，後三年役の時の出来事である。鎌

倉鶴岡ハ幡宮に向って右手に権五郎神社がある。
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恥辱は人間をだめにする

　このltの中でいちばん悲劇的な光景は何であるか，諸君は知，ｃ

いるか？

　それは恥じている人に会うことである。それを見る力の人もほと

んど同じように，恥ずかしい気分にさせられるものだ。

　だいぶん以前のこと，私はほんのちょっと見たにすぎないのだが，

その時以来，しきりにあの時のことが思い出される。それはｰ

　私は海外の遠く離れたジャソダルの中を走るある鉄道の支線で旅

行していた。われわれの列車はある地点でとまった。そこには，１

人の白人の工夫艮と現地の工夫たちが楯いていた。こういう時には，

汽車を見つけると大よろこびでとんで来て，ほんの備かな時間でも，

白人から最近の俗界のニュースを聞いたり，話しあったりするのが

普通なのであるが。その白人の工夫長は脇に退いて，われわれに背

を向けて，列車が出て行き乗っている白人どもが自分から離れるの

をただ待っていた。

　私はこの男に｡ついて問合せたところ。彼は以前騎兵将校であり，

快活なスポーツーマソとして，また人気者としてロソドソで有名なの

はもとより，国中に知れ渡っていた人物だということがわかった。

　ところが，消に親しみ，だんだんそのとりことなって没落した。

その結果。われわれが見てきたような人間。つまり社会の落伍者。

恥じいる人となり果てた。

｢若者は猪突猛進で思慮皆無｣
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　「若者は猪突猛進で思慮皆無」

　これは，だれかが，君たちの仲間のこy.をいったことばである。

この言葉は，私が南アフ1リカぴ軽騎兵第７連隊の１怒と偵察に行き。

水のない朗詠を横断する|馴こラ1･ j･ソに出会ったときのことを思い

出させる。

　兵の１人がこのライオソを射撃して。深手を負わした。けれども

ライオソは。芦と灯心草の密生した茂みに逃げこんでしまった。そ

の茂みの中に｡入って，追跡することは不可能だし，とにかく危険で

あった。ライオソはそこに身を匿すことができるし，音や匂いで匿

れ場所に人の近づくことがわかるからであった。

　そこで，われわれはその周囲の要所要所にいそいで腿張りの兵を

配置し，もしライオソが出て来たら|肖ちに知らせるようにした。わ

れわれの計略は，準備が全部完了し，鋏を持ったＲたちが各部腎に

りいたら。草に火をっけてライオソを駆り出すとい５ものであ。

た。

　ところが，風上の芦は青｡々としていて燃えなかったので，かなり

時間がかかってしま，た。

　私はライオソが出てきたらどこから出たかがわかるような好条件

の岩の上に登り，両眼を見はって芦の中にライオソの姿を捕えよう

とにらんでいた。突如として，私の警戒は報いられた。私は芦のあ

いだで伺かが動くのを見つけた。芦が左右に波うつ様子から。私は

動物が私の方にやってきつつあるのを感知した。私の心臓は昂奮で

たか鳴った。私は弾薬筒につぱをつけて幸運を祈り，銃をかまえて，

彼があらわれた瞬間引金をひいてその鼻面に一発「お見舞申す」よ
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う待ち５けていた。

吻ら

　それが，だんだん近づき，私から２・３ヤードのところまで来た。

しめた，も５こうなれば，こっちのものだと思った。この距離なら

撃ち損じるはずはないと思ったからだ。

　芦の茂みはふたつに分れた。発砲しようとしたとき，そこにあら

われたのはライオソではなくて，蹄鉄係の軍曹だった！

　この軍曹の軍務のひとつに，もし軍馬が重傷を負ったら，その苦

痛をなくすため，連発ピストルで射殺することがあった。それゆえ，

この男はライオソが重傷を負ったのを知って，茂みに入り，それを

射殺するのは自分の任務だと想像したのだ。
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　彼は自分の連発ピストルが豆鉄砲ぐらいの威力しかライオソには

ないこと払また片付けられるのはライオソではなくて，蹄鉄係の

自分であることをも考えなかったのである。

　そういうわけであったから，彼はもう少しのところで私にとどめ

をさされるところであった。しかし，彼はライオンの習性について

は青二才だった。ライオンとい５ものは，角笛をぶーぶーならして

も出てくるものではない。軍曹はまことに勇敢であったが，全く思

慮がなかった。若い者たちはこのよ５に準備もなく，警戒心もなく

むこう見ずに，人生のライオソに立ち向うものだ。

自己暗示

　自制あるいは自己支配は現在科学的な研究課題となっており，多

くの医者たちが，病人の心理作用を通じて，苦痛や疾病を治療し，

素晴しい成果を収めている。

　悪魔が体から出ていくと患者に信じさせることによって治療する

「信仰治療」が，いろいろな病気にいちじるしく効果をあげた例を，

いろいろな方面において，君たちは聞いたことがあろう。

　われわれの大部分の者は，時にはある程度それを使ったことがあ

ると私は想像する。

　仮りに，君が脚を怪我したとする。その苦痛は足全体にひろがり，

ほとんど気絶しそうである。君は足を地面につけることもできない。

痛い！　やりきれん！

　しばらく座らせるか，横に寝かせ，うならしておく。

　さよ‰これもひとつの方法だが，も５ひとつの手当法があるの
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だ。

　　「なに，けがをした？　どれどれ。やあ，ほんのちっぽけな傷穴

だよ。痛みは傷のまわりだけだ。脚全体が痛むのじゃない。そりあ，

気のせいだよ。痛くなんかあるものか。本当のところはね，とても

傷は小さくて，そこのとこだけが痛むんだよ。しっかりしなさい。

歩いたり，脚を動かしたりして，脚の緊張をほぐしなさい。温澗布

をしておけば，痛みはなくなる。よしよし，それでよろしい。どう

だい，なおってきただろう？」

　このアイデアは，病気をなおすためには，君が意志よりもむしろ

想像力を働らかさねばならないという点にある。

　コウエ博士（Dr.Coul）は，かつて，このちがいを次のように

説明した。-「もし地面の上に普通の板をおいたなら，君がその

板の上を渡ることはいともやさしくできる」

　　「その同じ板を街路から100フィートも高い二軒の家の屋根の上

に嶋のよ５にわたすならば，君はその上を渡ることはできない。君

の意志は向う側に渡りつこ５として進ませようと思うのだが，君の

想像力は落ちたらということを君に考えさせるから，君の意志はそ

れに敗けてしまう。意志と想像，このふたつの関係は常にこうした

ものである。想像力の方が勝つのである。

　そこで，もし君が傷病を５けたなら，君の頭をしぼって，どんな

救いを得たいのかを想像し，その次に，君はその想像通りだんだん

うまく進行中だと想像する。このようにするならば，君は本気でそ

５なったと思いこむことであろう。

　100人中99人は自分でそう信じているが故に，苦悩や病気や絶望
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にうもれているのである。それは彼らの想像である。ところが，も

し君が彼らに反対のことを想像させ，彼らが恢復しているし，つい

には全恢すると想像させられるならば，ほとんどの患者は快復す

る。

　コウエ博士は，彼の学理の正しいことか毎日彼の所へたどたどし

くやって来ては，喜んで帰って行く大ぜいの患者についての結果か

ら証明した。

　彼はお金も５けや，報いを求めるためにそうしたのではなかっ

た。

　ところが，驚くべきことは，この自己暗示は病気や苦痛をなおす

ばかりでなく，それとひとしく，記憶力のよくない人，神経的恐怖

症の人およびもっと特記すべきはｰこれは青年にとって重要なの

だがｰアルコールとか，煙軋性的な誘惑，その他の放縦からく

る悪癖をもなおすことができるとい５点である。

どんな方法でトミー・トムキソスは死にうち勝ったか

　イソドの恐るべき天罰であるコレラがわが連隊に発生した。わが

中隊の頑健な年寄りの兵隊トミー・トムキソスがそれにかかった。

たった２・３時間のうちに彼の容体は悪化した。

　「かわいそうに，トミーはやられた」と病院の軍医は診断した。

　次の48時間，彼は生と死のあいだを彷徨したが。結局，彼は峠を

越え，みんなをびっくりさせた。

　その後，私が病院に彼の快復を見舞に行った時，彼はどのように

して死にうち勝ったか，その秘訣を私に語ってくれた。
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　彼は自分が死にかかっているのを知っていた。医者は匙を投げか

けていたが，付添の召使に身体の末端を温めつずけたら，助かる見

込みはほんのちょっとあると告げた。それで，彼の両足のところに，

ただちに熱した瓶だの煉瓦が瞑かれた。

　医者が病室を出て行くと，その付添いは保温用の瓶の面倒は匯ず

に｡，水を入れてのむ煙草の道具をかくし場所からとり出し，片隅に

あぐらをかいて，悠然と煙草をのみはじめた。

　その態度は，あわれなトミーを激怒させた。彼は動くことも口を

きくこともできないが，意識ははっきりしていた。もし病気がなお

りさえすれば，ちょっとやそっとでは忘れられないような痛撃をそ

の召使に加えてやろうと心に誓った。彼は一生懸命になってどんな

罰を課したらよいか，どのくらいしたらペットからはなれられ処罰

を実行できるか，と考えた。死ぬことの方はさておいて，それより

か，この野郎に仕返えしてやろ５とい５ことばかりに考えを集中し

た。

　そうしているうちに，彼は生命をとりとめたのである。

　彼を死から救ったのは意志と想像の力であった。

　かつて，私もそのような経験をしたことがあった。私はひどい赤

痢にかかって病院にねていた。その時，もしある期日までに私がよ

くなったら，敵を追跡する１縦隊の指揮官になるだろうというニュ

ースがはいった。

　それは望めない事のように思われたが，私は希望をすてなかった。

それで，私は指揮官になったらどんなことをすればよいのか自分の

心に想像してみた。そして，プラソをたててみた。一方，それと同
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時に，私はよくなろうと一生懸命つとめた。

　私がつとめればつとめるほど，病気はよくなった。日を追って，

私は回復していった。けれども，その期日が到来した時，私は出陣

を許されるほど，じゅ５ぶんな健康ではなかった。

　２日後に，もう１人の兵が入院した。やはり重症の赤痢だった。

私のベッドはこの男のためにおけることになった。私が自分のベッ

ドを彼に渡した時，この男はもう死ぬといってうめいていた。私は

彼にいった。「馬鹿い５なー－おれがここへ来たときは，もっと重

症だったぜ。よくなって退院したら，こんどは何をしようかと考え

てみたまえ」

　次の日，私は３人の護衛兵をつれて出発した。危険な地方を80マ

イル馬で走って，やっと縦隊に追いつき，私はその指揮をとったの

である。

　他方，私のあとにベッドにつX,ヽたあの男は，死ぬことばかり想像

した。だんだん悪くなり，彼の思い通りの結果になった一彼は死

んだ。

自己治療

　いかにも，この自己療法なるものは，自己暗示の技術である。治

そうと決心さえすれば，人は自力で多くの病気やほとんどどんな弱

点でも，治すことができる。

　これに｡よって「死」にうち勝つことができるとするならば，飲酒

とかその他のどんな誘惑にも勝てることは疑いない。このことを忘

れてはならない。たとえ君にとって万事が困難に｡思われよ５と，あ
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るいは不可能にみえょうとも，成功を収めそうな方法を考え，そし

て勝利を自分の胸に描いてみるとょい。君の心がそれは不可能だと

君に告げる時には，「不可能なことがあるものか。自分にはょくわ

かっている。やってみることができるのだ。勝つこともできる。で

きる，できる。私はできるｰそして，やるのだ！」と答えなさい。

こうすれば，10中の９は成功する。

　放縦は自分の感覚的欲望に｡注意を集中するところから起る。それ

を治療するには，自分の興味を自己からほかのことや，他の人４へ

と転換することである。自分のすきな余技を持ちなさい。進んで他

の人々への思いやりを示し，役にたつょ５につとめなさい。そうす

れば，同時に，君は自分の性格を形成する新らしい美点を獲得する

であろう。

　フミヱル（Amiel）は言った。「自分の心に，逃げ場を4,たない

人は……実は，人格を全然も。ていない人である。彼は群衆の中の

１人であり，納税者の１人であり，選挙人の１人ではあるが，１人

乃人間ではない。流れのままに浮かんでいる人であり。理想もなく，

信念もない。こんな人は。家具の世界の１個の品慨にすぎないのだ

ｰそれはひとに動かされる品物であって，自分で生きたり，自分

で慟いたりする存在ではない」と。

　過度に発達した個性とい５４のは，自我の放任を意味する。そう

いうものは，われわれの求めるものとは全く反対なものである。性

格を伴った個性とは別のものである。それは自律，エネルギー，能

力，騎士精神，忠誠心，およびその他すぐれた男を作る資質をもっ

た男のことをいうのである。そして，そういう資質が社会への奉仕
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ｉ

に向けられた時，その人は善良な人物というょりもさらにすぐれた

もの。すなわち，よき市民になるのである。

格　言　集

○自啓--うぬぼれでなくｰは他人からの尊敬を産む

○品性は人生におけるこのほかのどの属性よりも貴い，

０自制は性格形成上三つの役割をもつ

○食事と食事のあいだの時間に｡酒を飲んではならない

○自分は人格者になると夢想することはできない。あなたは自分自

　身を鍛錬し，性格を形成しなければならない。（フロイド）

○ツグミの忠告に耳を傾けなさい

　　「スティック・ツー・イット，スティック・ツー・イット，ステ

　ィック・ツー・イット（固守せよ）」と啼いている。

○息千よ，郵便切手を考えてみなさい。　その価値は先方に蔚くま

　でへばりついてはなれないところにある。（ョッシュ・ビリソダ

　ソ）

　　　なにもかも思い通りにならず

　　　心をじらすよ５にみえるとき

　　　さからったり，騒いだり，そわそわせず

　　　ここだと思ってｰあなたはー－ほほ笑め！

誰かがあなたを「だます」とき

話半分にきいて

辛抱し，だまされず，そして愉快そうに
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ただ，あなたは笑いとばすだけ

けれども，あなたが気分が重くて

　(そういうことは，無論，時･4あるものだ)

微笑むことも，笑うことも，大笑いもできないなら

ただ‥一一じっとｰしていること

　　　　　　誘惑は払いのけよ

澗が君に「おーい。ぼくは君の友人だ！」と

　声をかけても，相手にするな！

消が君に「お前は人並に強いな７」と

　話しかけても，相手にするな！

つまずいてころぱぬ前に

　どぶに落っこちる仙に

パソとパターを失う前に

　それを払いのけなさい！

誘惑がやって来て「いかがですか？」と

　たずねても，相手にするな！

そして「いかがお暮しですか？」と

　いっても，相手にするな！
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どんなに優しく，甘いことぱをかけても

　こいつは．おそろしい力をもっている

悪魔の手先の人さらいだ

相手になるな！

（召．召．val㎝ti?leの“0/gMgs/�’より）

参　考　書
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第３の暗礁

女



この暗礁の暗い面は女性に払うべき敬意を忘れさせる誘惑である．

　明るい面は，騎士精神と男らしく女性とを守る力を養５ことを通

じて，誘惑K.対して自分自身を護ることである．

性的本能とその危険性

　青年期は性的本能の起こる時期である．それは．少年から大人になる時tll

　　だからである
　成人期を迎えると，若人は性的欲望を覚える．それは全く自然な原因から

　　来る．すなわち．性器官ｶ;完全に発育したことなさす

　男性と女性の腺は，新生児を作るときに，互いにその役割を果す
　君の男性としての役割りは，民族を継承する準備であるとい５点から．極

　　めて重要なものである

　性の問題をどのように扱うかを学ぶことは，それが起こったときのためKI，

　　大切である
　厄介なことは，若い人たちが．性についての諸問題を大げさに語りあうこ

　　とから起る
　性病の問題，それは乱雑な性交からおきる病気である

　病気は無智からくることが多く，大きな苦痛と悲劇をもたらす

男らしさ

　婦女に対する真の騎士精神は，これらの危難の防禦法である

　これらの困難をどう処理するかを理解し学ぷことli，君たちの課題である

　良い擬ならぱ．これらの事柄について．大きな助言をしてくれる

　これは個人としてだけでなく．民族としての問題である
　衛生に関する簡単な規則を通じて，健康と体力をつける力･法の若干例

　男となれ

結婚

　君の愛の冒険を漉純ならしめよ

　申しぶんのない娘を迦ぶには

　賂約についての肉屋の訓戒

　収入というものの重要性

　結婚にあたって．男がその妻に負うぺき義務

　子供たちの歓喜

　親として責任とその訓練法
　家庭の幸福は．社会に奉仕することによって完成される

この主題についての格i‘集

参考書
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女

　その危険は。婦人に対才る駒|ご精神を忘れる時にくる。

　その明るい面は，男らしく，異性を護る態度を発達させる点にあ

る。

峡谷の王者

性的本能とその危険

　荒野や森の中での動物の生態のなかで，君たちが目にするいちば

んすばらしい光景の１つは，生命の盛りにある成熟しきった眼底の

姿である。彼は獣群の王であり一峡谷のエ者である。それは正に

ラソドシャー（Landseer）が描いた絵が示すとおりである。

　眼鹿は勇気かおり。力があり，そして男性美を備え，彼のライバ

ルたちに向って，「さあ，こい」とうなり声をあげて挑戦する時，

まさにその通りである。

　秋，その「発情期」または交尾期になると，彼らが雌鹿を自分の

ものにしようとして，互いに叫び戸をかわしたり戦ったりするのは，

実に血を湧かせる光景である。彼らはいったん無我夢中になると，

あちらこちらと駈けまわり，落ち着かずに昂奮し，何週間も寝食を

とることができず，疲れ果ててしま５．いちぱん強く，いちばん立

派な眼鹿が顛になる。争いが起ると，枝角のかちあ５音はさおかし

く，相戦５もの同志の鼻息は荒く，弱いものは敗け，ぞれより強い
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ものに押しまくられて退き，ついには降参して敗走し，そして勝者

が獣群の王者として思いのままその妻を選ぶ。

　そして，勝利者に

は。自分の雌鹿と仔鹿

を，いつでも侵略者か

ら護る責任－および能

力－が課せられる。

　敗けた弱虫は，浮浪

者の群の間にあって，

自分の分に応じた喜び

をえるだけに甘じ，こ

そこそついてまわる。

からだの貧弱な小さい

鹿は，狩人どもからも

問題にされない。狩人

　　発情期　峡谷の王者

ラソドシアーの絵にちなんで

たちは，もっと大きい力のある元気な立派な動物の方を貴ぶからで

おる。

　これと同じよ５なことは，ジャングルにすむ他の動物にも多かれ

少なかれ行なわれている。春には鳥類が，そして魚類の間でも冬に，

同じよ５なことが起っている。

　植物だって，その樹木およびその花は同じ自然の法則に｡支配され

る。その交配期である春になると，樹液は幹（茎）,葉および蔓を通

して上昇してひろがる。それから花が開き，雌ずいは維ずいから花

粉を受けとる。それは小さい胚種であって，雌の胚種と結合する。

　　　　　　　　　　　　　　－154－



　　　　　雌ずいの中央郎（雌）

（拡大図と断面）花粉が雄ずいから子房ま

たは雌ずいの卵巣に落ちるところを示す

雌ずいには胚桂を含む。これは維の邑粉に

よって成熟する

それによって新らしい植

物の:?7い種子を合作する

のである．

　春が来ると，植物が美

しい花を咲かせるの4,.

庶や鳥が交尾期に輝くば

かりの羽毛をっける習性

り司じ習性であり．そし

て．これと同じことは，

若い人たちが派手なソッ

クスをはいたり，好みの

ネクタイをL.めたり，頭髪に匂いのよい油をつけるとい５ように。

人間のt!tWでも腿らJIる。

男らしさ

　1‘J上のことは，自然の衝動であ｡て人間にも紀る。

　けれども，獣類の大半は交尾朗がぞれぞれきまっているが，人間

の場合には，その本能はいつでも蝸いて，きまった交尾期がないと

いう点に相異がある。婦人の「月々の周期」は器官のりズムによる

のであり。これは他の動物に見られるきまった「発情」の時期と同

じ4,のではない。

　成長の過程にある青年の身体に一入前の性的本能があらわれると，

気力t転倒する日｡ど激しい情緒の穿化力４たらされる。

　こういう衝動は自然な4,のであることを忘れてはならない。そん
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なことは，だれでも経験することであるから，だれもがその扱い方

を学ばねばならない。私は，多くの若い人たちから，たくさんの手

紙を貰った。彼らは大人になりつっある時期にどんなことが起きる

のか教えてもらわなかった人々であり，その結果，それが激動する

時期であることを知って，心配している人たちである。彼らは理由

もなく神経質になったり，心がおちつかない。仕事もまともにでき

ないし，他人の顔を見るの信まずかしく，みじめさを感じ，しばし

ば頭が変になりつつあると思い込む。

　私は，彼らが苦しみの最中に，私あてに手紙を出そうと考えたこ

とを非常にうれしく思う。そのわけは，多くの場合，私は彼らを安

心させ，冷静に対処するよう助けてあげることができたからである。

心配することはひとつもない。すべては，自然的原因からくるので

ある。

　少年が成長しておとなになると，その全身はだんだん自分でもわ

かるほどはっきり変化してゆく。音声は低音となり，以前なかった

ところに毛がはえたり，筋肉はついて固まり，性器官は発達する，

等々。

性的欲望は全く自然的原因から来る

　その変化は性器官からの分泌物にょってもたられる。この分泌物

は全身の発育にも影響する。このことは樹木における樹液の流出に

たとえられるだろう。この分泌物は身体に男らしい活気を与え，そ

して気力と勇気を作りあげる。

　犀丸および隣接の腺から分泌される液体は，ザーメソ（精液）と
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呼ばれる。ザーメソとはラテソ語で種子の意味である。

生命が作り出される方法

　この精液は男性の有機体をふくんでいて，女性の有機体の卵子

　（ovum）とよばれるものに受精させる能力をもっている。θ四脚

とはラテソ語で卵ということである。動物界の全部，また柿物界の

大半もそうであるが，生命が作り出されるためには，新らしい生命

の展開の出発はこの男性有機体と女性有機体との合一によるのであ

Ｇは雌鳥の体内にできた胚種

で雄鳥によって受精させられ

る

Ｙは卵黄構造。糸状の白いゼ

リーによってバランスをとり

安定させる･

Ａは空気室，Ｂは吊り紐，

３週間た･っと雛はふ化して出

る用意をする。ロぱし，爪，

羽，眼などを備えている

　　　卵の不思議

る。男の場合，男性有機体は精子

と名づけられ，一滴の精液のなか

に何万という精子がある。自然は

卵子にたった一つの精子を受精さ

せればよいのに，そのような多数

の精子を作るというぜいたくをす

るらしい。

　君たちは，雌鶏の卵の養分と雛

鳥が卵黄をたべて大きくなる成長

の過程を，さし絵を見ることによ

って，ある程度理解することがで

きよう。「卵の白み」に実際の卵

子はふくまれており，雄鳥が雌鳥

の上に「かさなった」時，雄鳥の

精液が雌鳥の卵子に受精される。

これと同じ過程が，人類にもある。
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合同された胚種は，生命をもった呼吸をする生物を現出する。それ

は肉や血や骨を有し，視覚や，脳や，心をもっている。ぞのうえ，

外観上および性格上でも，その両親に似た点がたくさんある生物を

現出するのである。

胚種は種族を伝えるため、なくてはならないものである

　こうして生まれた若い生物は，成熟した年令に成長すると，自分

の順番として，次の子供を作り出すための胚種を自分の体内にもっ

のである。

　このような不思議な複雑な過程の全部は，造物主である神のはた

らきである。君を作った胚種は君の父親から出されたものであり，

父親はそのまた父親の胚種から生れた。それをだんだんさかのぼれ

ば，暗黒時代に戻るわけである。

　君にも胚種がある。それはやがて時がきて君たちの子供を作る時

に，君の妻の胚種と結合させるために排出するものである。

　そう考えてくると，この胚種は，君の父君，そのまた父君，そし

て造物主-すぺてのものの父祖--から君に受けつがれた神聖な

信托物である。

　時には，精液があまり早く作られることがあって，睡眠中に夢を

みながらいくらか放出されることがあろう。これはびっくりするに

およばない。自然的の排出である。もし自分でこれを行なったとき

は，その行為ぱ自慰”またぱ手淫”と呼ばれる。

自　慰
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　若い人たちは，助言されれば，それをうけ入れるだけの分別と意

志を持っている。それゆえ，前述した問題に関して彼らによく理解

してもらえば，彼らは多くの悩みや，時として彼らｶ巧ける苦闘を

回避してくれると私は確信する。自慰というものは，はなはだおそ

ろしいもので，精神異状にまで進むし，とにかく，永久的なひどい

損害を身体に与えるとい５ことはしばしぱいわれることである。こ

れははなはだ誇張したいいかたではあるが，事を軽院してはいけな

い。自慰は不自然な条件によってもたらされるという点は，いうま

でもない。もしわれわれが大自然の原始的な状況で生活しているの

であれば，少年たちは性に関する事柄について，わが友の鹿と全く

同じふるまいをするであろ‰そこでは，性交について，道徳的に

も社会的にも抑制はうけないだろ‰

　彼らは性交を道徳的社会的理由から僅まなければならないが，こ

れは彼らの欲望の底にある原始的な性的本能までを取り去るもので

はない。いや，欲望は自然なものである。君たちはこのために自分

を非難してはいけない。君たちは自分が自慰をしたからといって，

自分を責めるのは時間の無駄である。時には，性的欲望が大きく伸

張し，自慰をしてしまう者がたくさんいる。これはどういうことな

のだろう？　それは自分の快感に負けて，性的本能を満足させたと

いうことである。換言すれば，それは自愛のひとつの形であり，そ

れは明らかに求めてはならない愛である。

　さて，われわれは何らかの道徳的な法則と社会的風習とによって

治められている社会の一員である。乱雑な性交は道徳的な法則で禁

じられている。ここにジレソマがある。　これは原始的欲望対道徳
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的，社会的規範の問題である。おれわれは，欲望からのがれること

ができないことは認めた。4,しj-)れわれの狙いがわれわれ自身およ

び他の人たちのために健康でけがれない生活をすることであるなら

ぱ，このような難問はただちに調整されるだろう。性が人生のすべ

てではない。その他のエネルギーが性に代わって。その緊張をほご

す。未開の雄の動物は，ただ単にそのエネルギーの大半を性に向っ

て発するが，人類の場合はそれをあらゆる種類の他の活動に向ける。

たとえぱ芸術，科学その他無数にある。であるから，君がこういう

4,のに興味を4,てぱ4,つほど。熱心にそれを求めれぱ求めるほど，

原始的な性欲が君を悩ますことは少なくなり，時がくれぱ君の配偶

者たる婦人と性の喜びを自然的にわかちあうこととなろう。ここで，

君はローパーリソダの入りこむ余地を見つけられるであろ５．目標

のない漫然たる生活やみだらな語りあいをする代りに，ハイキング

をして。戸外の男らＬい活勤のたのしさを発見するなど。なすぺき

ことがいくら４あることに気づくだろう。知らず知らずのうちに君

は性の代わりに何物かを置きかえていく。

性　病

　若い人たちのあいだでかわされる勝手な会話から生じるきまった

結果といってもよいもののひとつは，その話題が卑擾な話になり，

ぞれが理想や思想を獣的基準にまで下落させ，後日，成人にな,,て

から思い出してみると，顔が赤くなるよ５な話となることである。

　そういう卑猿な会話は君たちを幸福への道で後戻りさせるもので

ある。なぜかといえば。君たちがおちいってしまった泥沼からぬけ
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出すのを，おくれさせるからである。しかも，その泥はある程度く

っついてとれないのが常である。

　そのうえ，若い人たちには，性病を笑いぐさにする傾向がある。

性病はおそかれ？かれ分別なく性欲にふける者たちにおそいかかる

ことは確かである。

　けれども，性病はじょうだんごとではないのだ。たとえ初めは軽

症であっても，男性にとって，それは致命的に危険なものである。

　性病には2つの主なものがある。一つは梅毒（勿y面后またはPox）

である。この病毒は，すでにこれに感染している人との交接によっ

てかかるのである。この病気は最初１つははれものができ，2・3週

間すると，いくつかのはれものができる｡それからあと１年ないし20

年のあいだに身体の一部分とか骨に及ぶ。そして，まれには，手当

がわるければ，心臓が犯される。　第２のものは淋病（Ｇｏｎひ?７ｈｏｅａ

またはClap）である。これは梅毒と同じように交接によってかか

るのが。ほとんど常といえる。器官からうみが出るし，器官そのも

のに炎症があらわれる。この炎症が進むと膀胱その他に及ぶ。

　梅毒はしばしばその患者から子供たちに遺伝し，子供は盲目とか

聾とか麻輝とか精神異状になる。幼児の頃に盲目になった人々の25

パーセントは親の梅毒からと推定される。父親の犯した罪がその子

供たちに及んだのである。

　いったん梅毒が君にとりついたなら，広告に出ているようないか

さまな薬なんかでは，君を救えない。ただひとつの方法は，ただち

によい医師のところへ行って，卒直に事情をはなすことである。も

し時機を逸せず医師の診察をうければ，医者は君を完治すことがで
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きるであろ‰

　けれども，この危険はいちどかかってぞのおそろしさを知ったら，

じようだんなど云わなくなるものである。そ５思わないか？どこか

の性病々院を訪ねてみれば，私の話よりもずっとよく君たちを納得

させる性病の実例を見ることができよう。自分の身体と精神とを守

りたいならば，君たちは街娼と交渉をもつよ５なことは避けるぺき

だ。

　愚かにもこの危険を犯すのは，だいたいは群集心理とい５弱点に

溺れる結果である。

　これは飲酒や賭博のようにｰひとつの病気である。それは，君

が思慮のない多くの若者たちと仲間になって，蝕分別に自分自身を

失ない，そのために拾う病気である。

　多くの男性たちは常習の街娼でない女と交わるなら，この病気に

感染する危険はなかろうと想像し，そして失敗し後悔している。し

かし，記録によれば，その危険は一層大きいことがわかっている。

かつて不良の男性にだまさたことのあるこういう女は，羞恥心を失

い，さそわれればよろこんで男たちと交わる者である。けれども，

性に関しては無知なので，とるぺき予防策もしないから，職業的な

売春婦よりも，よけい病気にかかりやすいのである。それ故に，哀

れにも彼女は自分自身にとってもまた彼女と交渉をもつ他の男たち

にとっても，それだけ危険な存在なのである。

　男性は禁欲的で，節制を守ろうとする。ところが，なにかのはず

みで，あるいは気心の合った友だちにすすめられて，大酒を飲み運

命の「ろっペーめ」となると，頭も感覚もぼんやりして，する気な
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ぞ丸っきりないようなたいへんなことをしてしまうのである。

　これすなわち，相当多数の好人物が後悔したり，また道徳性（そ

の性格における）だけでなく，肉体的（彼の身体の）にも自分自身

を亡ぼす原因である。

　　「駄目になった品物」という劇がある。この戯曲は性の問題をあ

けっぴろげに常識的に扱ったもので，青年向きの良い教育になる。

これは若い男性がその妻と子供とその子供の乳母に，無知なために

性病を感染させるという筋である。それに出てくるいたましい叫び

　「もしあのときぼくが，知ってさえいたら□とい５せりふは，日

々何百とい５多くの患者の口にこだまされている言葉なのである。

父親の犯した罪は子供たちを見舞う

　私がこの章を婁いていたら，一人の友人が私に．梅毒とい５もの

は．父親からその子供に遺伝されるというが，一体，それはあなた

のお説の程度にまでに真実なのかどうか．を質問してきた．

　私は，その日の朝.1922年２月21日付のザ・タイムス（7･･1 71一

朗ａ）に出ていた一文をその男に見せた．その文には．この怖るべ

き性病によ.って，生命や理性が失われ，罪のない子供に感染する

「その怖しさはひといものでがある」と婁いてあった．

男らしさ

騎士精神

　私がこの暗礁「女」にこれまで述べたことから，この暗礁は，女
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性のがわにも男性にもある危険であることを，君たちにわかっても

らえたと思う。けれども，君たちが自分の力７－を正しく漕ぐなら

ば，やはりこれにも明るい面がある。

　その作業のために使われる権が騎士精神である。

　私が正しい道として示唆した要点の主なものは，騎士精神の中に

含まれている。

　昔の騎士たちは，彼らの誓約によって，婦女子にていねいであっ

た。すなわち，婦人や子供に対してこれを敵から守ったり，力にな

ることである。

　このことは，男性の役割として婦女子に，深い敬意を表わし，や

さしい思いやりを払い，男らしい心の力と体力とを結集して彼女ら

が受ける中傷や残酷またはあざけり，そして時としては，彼女ら自

身が犯した失敗に対してでさえも，それを助けるため勇気をふるっ

て立ち向かうことを意味している。

　騎士精神をもたない男は男とはいえない。この騎士精神を持って

おり，婦女子に敬意をはらっている男性は，決して野獣のような行

動をとる程までに自分自身を低下させない。また自分と一緒にいる

女性が自尊心を失ったり，他の人たちからの敬意を失ない，自滅さ

せるようなことはしないはずである。こういうリードをするのは男

性の責任であるｰそのリードは正しいリードであるべきで，まち

がったりードであってはならない。

　私はこのような男性の側にある騎士精神が人並以上に発揮され，

堕落した女性を立ちなおらせた例を知っている。この場合，その女

性は彼を一緒に堕落の泥沼に引きずりこも５としたのだが，彼のい
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んぎんな敬意は彼女のまちがいを見逃がし彼女を女性として尊重Ｌ

たため，彼女はも５いちど自分の自尊心を思いだし，そして，終り

に，彼女は本来の自分をとり戻したのであった。

　騎4:精神は，他の性格形成と同様。思考と実行とによって伸ばさ

れるものではあるが，それをつかむと，そのことによりその男性は

新しい立場に，自分自身でも，また世の中からも一段と高い立場に

立たせる４のである。

　騎士的になるということは女性に敬意を払い。そして彼女の長所

をすべて認めることである。また。彼は弱い人たちや老人や不具者

に対しても思いやりを4,たねぱならない。そうして，幼い者たちを

愛護してやらねぱならない。

　これをするためには。彼は自制力を憧かせて，心の中のあらゆる

不純な考えを切り捨て。自分の考えが滴潔でほめられるぺきもので

あるように気をつけ。その義務感は人から笑われても，ひやかされ

ても意に介さないぐらいまで高めなければならない。

私のすべき仕事じゃない

　　「私のすべき仕察じやない」というのは，重病者が自分の騎士精

神の欠如をかくすために使５隠れ蓑である。けれども，だれかのた

めに役に立つことであれぱ。どんなことで4,，それは男にと，て彼

の仕事なのである。

　だからといって。私は他人の仕事に首をつっこみなさいとか｡

「何かしてあげまＬょうか？」とか，おせっかいを焼きなさいとか

云５のではない。
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　けれども，だらくした婦人に手をかL.てあげたり。身をiE.し訥ら

かに生き』ヅLE努力する若者に手助けかL.ﾀﾞCあげたりするならぱ，

それは彼の騎士精神からたいへんよいことをしたことになるりであ

る。それのみか，更にそれは，彼が消潔な実直な生活のよい模範を

示Ｌたとい５ことになり，またそうする勇気のあることを示1たと

いうことK-もなり，それによ，て他の人々の役に彭てたとい５こと

になる。

自分を自分で支配することは君の責任である

　忘れでならないこリ:，それは前に4,述べたようＫ．君は君がとい

りことである。そ･5Lﾆ（，君が幸福4づるつもりなら。君は自分の

道は自分で切り開かねぱならない。群衆の中からぬけ出Ｌて，自然

の成り行きとして君の上にもたらされる欲望を処理するために，君

自身が実際的な手段をとりなさい。

　男女の別を問おず，だらしのない連中からは遠ざかりなさい。そ

レC，多くの仕事やボクシングとか，散歩とか，ハイクやソットボ

ーノ1とか，ボート漕ぎなどのような健康な運動･を･Ｌなさい。余暇に

は余技をしたり，良書を銃んだりして。それによって君の思考をみ

だらな:ことから切り離しなさい。淵。煙草ののみすぎ。食べすぎ。

やわらかすぎ。あたたかすぎるベッドで寝ること，こういうことは

すぺてよからぬ誘惑4じ育てる１のであるから。避けなさい。

　また。競技も自然的な精力のよいはけぐちである。それに｡は体力

による闘争および勝利とい５戦いにつきものの要素がある。けれど

4｡そのあり方をよく考え少年たちを［闘争心の餌食］にさ-1tない
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よう訓練することはできる。

　君たちはみんなスカウティングのことは知っているし，その無限

の価値についてもわかっているから，この話はあえてする必要はな

かろ‰

　話題かかえて，寛容とい５ことについて一片しておきたい　　わ

れわれは，各人みな呉なっている。それ故に｡，他の人々がわれわれ

ょりも劣っているからといって，彼らを軽べつしてはならない。

　たとえば，れは競技が上手であるが，スミス君は下手かもしれな

い。けれども，本のことについては，彼はなかなかすぐれているか

もしれない。だから，彼をげいべつしてはいけない。[世の中はも

ちつもたれつ]である。

　われわれは，少年期におきる性に関する諸問題について，今まで

にかなり考えてきた。私は諸君がこの問題をより一層幸福なものに

するよう望むものである。人生は平穏無事に送るべきであり，健康

な生活をｰすればするほど，そのょうな開題が起ることは少なくなり，

君たちをこまらすことも減ってくる。君たちを心配させるょ５な問

題が起ったならば，年上の人-もし話しやすいならば，君の神父，

または話のょくわかる医者，または先生に相談するのがいちばんょ

い方法だということを忘れないこと。

　あまりくよくよ考え過ぎることは，決して問題の解決にはならな

い。

　スカウトの規範を生活の信条とすれば悪くなることはない。

　この話をまとめるのにょいラテソ語の古い格言がある一一

　　“M㎝s sa}lai?l co呻ore Sa剔)｡
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　　｢健全な精神は健全な身体に宿る｣

　　うまいことをいっている！

　君の身体の内外を毎日洗って清潔にしなさい。できれば水泳する

こと。便秘をしたり，日々，性器官の清潔を忘れたりすると，それ

はトラブルに導く昂奮の原因になりやすい。

　とりわけ，藪医者どもが君に示すところのはなはだしいとがめに

驚かされてはいげない。彼らは下らない薬を買わせようとして，ひ

どいことをいうのである。それは彼らの商売のためのトリックでし

かない。だから，君は自分を信じて，明るい希望を失なわず悲むが

ょい。

　君にとって，それはひとつの峨いであろう。けれども，それにう

ち勝とうと決心するならば，その経験のために自分をょりょいもの

にすることができょう。すなわち，君の性格を強くし，自制力は強

化されるだろ‰そして，君の五体は男らしい力であふれたくまし

くなるであろう。

　これは君ひとりのためばかりでなく，国民として民族としてなす

べき務めであるから，そうするのだということを忘れてはならない。

すなわち，将来君の番がきた時，君が強い健康な子供を作るためで

ある。そのためには自分の身体を純潔に｡しておかねばならない。

　ある人々は，時々そんなことをしておかなかったら，あとで結婚

した時に，５まくやれないと思うらしい。これは全くナソセソスで

ある。禁欲は君の体力を弱めるものではない。

　私はこのことについて若い人たちからたくさんの手紙をもらった。

私が彼らに送った返事の中の一つを引用しておこ５．これはほかの

　　　　　　　　　　　　　　－168－



人たちの心配にお答えでぎるだろうからｰ

　　｢君が誘惑の続出にも拘わらず，君自身を正しく保とうとする努

力をしているのを聞いて私はうれしく思います。で，君からの質問

に答えましょ‰君が今している通りにやっておれば，結婚できる

かどうか心配する必要はないと思います。私の知っている限り，若

い時に自慰にふけったため不能者になるのではないかと考えて，結

婚に不安を持っている人がたくさんありました。けれども，彼らは

結局なにごとも起らずにすんだことを知ったのです。それで君の場

合も，その通りにいくように望み，期待します｣

自己暗 一不

　想像というものは。白日夢に脱線するものである。そして脱線す

るとそれは誘惑への暗示になりかねない。

　けれども，想像力という4,のは，自己暗示または自己治療とい５

要素を持っている。であるから，空想に身を入れる若人たちは私が

示唆したような方向にその方向をあわせさえすれば，自分を治療す

る最上の力をもっている人とほんとうにいわれることができる。

両親の影響

　世界的に有名になった人々の大部分の者は，その性格の形成およ

び成功は，その母親の影響に負うところ大であることを認めている。

　これは当然なことである。というのは，どんな例においても，母

親は幼児の頃からその世話をやき，その成長を見守りつづけてきた

からである。彼女は自分の最善の努力を息子に対してささげたわけ

　　　　　　　　　　　　　　－169－



である。

　人間は一一生かかってもとうてい返済できないような債務をそのほ

親に負うている。けれども，これに対して彼のできうる殼上の返済

は感謝の念をあらわし，そして自分が立派な人物となり，母の努力

が実ったことを立証して見せることである。

　母親は自分の息子が世の中にでて，どんな役に立つかに大きな夢

をいだいている。だから，息子がやくざ者になったり，落伍者にな

ったりすると，悲しみは胸のうちに秘めてあらわさないが，その失

望落胆は大きい。

　息子の方はそんなことはあまり考えない。彼らはその積りではな

いが，残酷な仕打をする。彼女が彼のためどれほど尽してくれたか

を忘れ，またどんなに小さな恩返しに対しても彼女がどんなに喜ぶ

かも忘れがちである。

　私はトーマス・リプトソ卿（Sir Thomas Lipton）が彼の身の上

ばなしを私に｡語ったことを思い出す。彼がある店の小僧になって，

はじめてもらった週給を母親にわたしたとき，母親がどんなに喜こ

んだか，私にはその有様がよくわかった。「おやおや，トー-マス。

この次には２頭だての馬車をわたしに｡買っておくれなのかい？」と

彼女はいったのである！

　このちょっとしたことばが，彼の想像力をとらえた。その想像力

は彼に大望をおこさせた。それからというものは，彼の努力のすぺ

ては，２頭だての馬車が買えるだけの金を作って，母をびっくりさ

せよ５というひとつの目的に向けられた。

　彼の一生にはいろいろと昂奮すべき出来事がたくさんあったが。
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その中でもっとも誇らしい，もっとも幸福だった瞬間は，彼が母の

ために于にいれた贈物をほにわたしたその時だった，と私に語った。

　それゆえ，君が成功か収める上に忘れてならないことは，自分が

進歩すると，それは単に自分だけの満足になるのではなく，いちば

ん報いを受けるに値いする場所－-一君の母君の胸--にも本当の幸

福をもたらすことになることである。

　そこで，私が今まで述べた困難や誘惑のうちに，もし君をわずら

わすものがあるならば，その時には君は自分の母のことを考えなさ

い。お母さんはどんなとを願っていられるだろうか，と考えてみる

のだ。それにもとずいて行動するならば，君は困難を無事に乗り切

るであろ‰

　もし自力では処理できないような難問題が起ったなら，君の父親

に相談しなさい。父親は君と同じ困難を通り抜けてこられたので，

助言して下さるだろう。何かの事情で父親に相談できいならば，信

頼できる誰か年上の男性を見つけなさい6

自身を守って民族の保存につくす

　さて，私がこれまで述べたことと同じように，次の考え方を君に

与えるのは，君たちが幸福をつかむことができるように助言したい

からである。

　幸福とい５ものは，その大部分は健康にかかっている。勿論それ

は君自身の幸福を考えると同時に，国家の全般的福祉に役立とうと

する目的を知っての上でのことである。君が体格も健康も十分でな

く，健康な子供を作ることができないならば，君は結婚をしても何
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の役にもたたないし，ある場合には，罪悪になることさえ事実であ

る。君の親としての責任の一部は君の子供たちにどうすれば健康に

成長できるかということを，教えることである。

　さて，病気のために幸福が失われた例は，わが国においておそろ

しくたくさんある。そして，その病気の大部分は，めいめいが自分

の身体に合理的な心づかいさえしていたら防ぐことができたもので

ある。

　君たちは３人の中１人だけがまともな健康であり，10人につき１

人は役にたたないということを君は知っているか？

　800万人の青年が一青年ですよ，年をとった疲れはてた老人で

はない一大戦中に兵役に召集されたが，その中の100万人以上は

医学上，兵役に不合格だった！

　これらの人々の大部分は，生まれたときは健康であった。けれど

も，その両親または自分自身が自分の身体を虚弱にしてしまったの

である。

　更に，その他にも生まれながらの欠陥者があった。それは父親か

母親かの欠陥からくるものでｰその大部分は性病である。

　もし君たちが大英国において，毎年，病気のために失なわれる労

働時間数を合算するならば，それは1,400万週となるだろう。この

ことが，商売や給料の上でどういうことに｡なるか考えてみたまえ。

しかも，この損失はみんなが自分の身体をとづ注意したらよいかを

知り，それを実行する気持さえあれば，防げるものなのである。

　もし君が機関車または自動車の運転手であるならば，機械に正し

く油をさしたり，適当量の蒸気またはガソリンを与えたり，レバー
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をおだやかに操作したり，全部品を掃除したりするのに，どんなに

細心な注意が必要かを知っていよう。もし君が機械を調子よくスム

ースに動かせ，能率をあげようとするならば，機械のそれぞれの特

殊な部分の性能を熟知すると共に，常時，手入れや注意を怠らない

ことが必要である。

　けれども，君自身の体内には，人造のどんな動力機関よりももっ

と素晴しい機械装置があり，君がそれを調子よくしておきたいなら

ば，もっとその手入れを密にして，もっとよく理解する必要がある。

おまけに，それを大切に扱かうことによって，君はそれを改善した

り，大きくも強くもすることができる。それは機開手がエソジソの

性能を高める以上の成果を上げることができる。

　しかしながら，体内の臓器とその不思議なメカェズムについて知

っている人の何と少ないことか。彼らは何も知らずにエソジソを運

転しようとする。まちがった扱い方ばかりしているくせに，それが

故障せずに，調子よく働くことを期待している！

健康と強壮を保つには

　かつて，私がアフリカの東海岸ならびに西海岸の熱病のはやるジ

ャングル地帯で軍務に従事していた時，毎日毎日行軍ばかりしてい

れば兵隊どもは健康であるのに，一日でも行軍をやめたり休養をと

ると，何人かが必らず熱病にかかるということがあった。

　われわれの血液は，日々の排便と体内の組織にある廃棄物を汗と

共に排泄することによって浄化され，新鮮なものにされるのだ，と

私は自分の心の中で結論した。一日休養するということは，発汗り
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人間一索晴しい協働機械

Ａ．身体の各部分と脳とのあいだの神経の電話交換台

Ｂ．思考を受けとり。身体の動作を指令する脳

Ｃ．口から警へ食物を運ぶ食道

Ｄ．鼻から肺へ空気を送る気管

Ｅ．血液を涜めて全身に送り。鵠へ戻らせる心臓

Ｆ．新鮮な空気から酸素をとり血液を浄化する肺膿

Ｇ．食道から食物を受取り。それに消化液をまぜあわ

　　･l!:て嗇にわたす胃

Ｈ．食物から栄養分を集め。不良物を排出さ･きるる働

　　きをする肝臓

Ｉ．腫｡2nフjf－lヽの長さの管。消化食物はその中を

　　通過して消化される｡これには３～４時間を要す。

　　食物中の栄養ある液をと、て血液にlったす。食物

　　のなかのすてる部分を直腸に送る。

Ｊ．血液から水と廃棄物を柚出して膀胱へ送る腎臓

Ｋ．身体から不用の水を集めて排出する膀胱

Ｌ．廃棄食物を体外に排出する直腸

Ｄ
Ｃ

量を常の日よりも少なくし，平生よりも余計に食べることを意味す

るので，体内の排泄が少なくなるわけである。

　そう考えたので。私は休みの日にはかなりの量の運動を行ない，

普通人並より少量の飲食を厳守するようにいつも努めた。

　私は一日も病気したことがなかった。ある時にはかなりじめじめ

したところを，平均一日20マイルで一週間以上も行軍したことがあ

ったが，この時以上に好調なことはまたとなかった。

　私は一人の白人の士官をつれていたが，この男は病気のため，５

回も新顔と交代しなければならなかった。

　こういうわけで，私は自分の血液をきれいに純粋に保つべしと説

破するのである。きれいな血液は，君の身体，筋肉および皮膚を発
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達させ強くする。

　また，奈身に!!IL液か圧出する心臓はｎがも。ている器官の中でい

ちぱん重要なものである。　｜スカウトペース|,すなわち20 ・30歩走

，ては，20 ・30歩あるくとい５ように，走るのと歩くのとを短かい

距離ずつかわるがわる行く方法は，長lli離走行からおきる心臓の過

労を防ぐことができる。長距離を走行することは，肉体的にだれに

でも適したスポーツとはいえないのである。

新鮮な空気

　血液を清く保つためには，沢山の酸素－-すなわち新鮮な空気一

一が必要である。新鮮な空気のない室内にいると，たちまち血液は

毒され，何故なのか理由もわからずに体はだるくなり，気分は悪く

なる。

　私は変でも冬でも室外で寝ることにしている。室内にいすぎると，

私はきまって疲れたり，気分が悪くなる。私は家の中に寝るとその

ときに限って風邪をひく。

　1922年２月号の“The BritishMedica1 Journal”（英国医療月

報）によると，ある病院の入院患者の新陳代謝（至誹！　これは食

べた食物から殼Ｌの化学的成分をとるという意味である）は，戸外

生活をしたために，平均よりも40パーセソトも向上したことが報告

されている。

清　潔

私は君の体の中を清潔にすることを説いたが，君たちが健康であ
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りたいと欲するならば，体の外を清潔にすることも重要である。

　騎兵隊の兵隊どもは清潔なことで有名である。それは彼らが馬の

手入れをしたり，少なくとも１ロに２回は馬の体を磨いてやること

から，健康といきのよさのためには，皮膚と体の各部分を清潔に｡す

ることがどんなに重要であるかを知っているからである。

　入浴は必ずしも毎日できるものではないが，安物のタオルを水で

ぬらすことはいつでもできることだから，これは怠ることなく，励

行すべきである。

呼　吸

　　「口を閉じて長生きをしなさい」これはキャッlヽリソ（Catlin）

にょって書かれたある小冊子の題名であって，彼がレッドインディ

アンとの経験からえたものである。

　レッドイソディアソは，子供がまだ赤ん坊のときから，口からで

はなく，鼻から呼吸するよう訓練している。そのわけは，いびきを

かき，そのために夜間敵に自分の在りかをさとられないょうにする

ためであるが，それとともに，大口をあけていることは男の品位に

影響すると考えているからである。

　一人のイギリス人が，あるレッドイソディアソに決闘を望んだ。

けれども，フェアープレイの観念から，彼はピストルとかあるいは

その他のレッドイソディアソがっかい慎れていない武器を使用する

ことを好まなかった。そこで，裸体になりめいめい一丁のナイフで

武装して戦うことを彼は申し入れた。イソディアソは微笑をうかべ

て，相手がとうしても戦いたいと言うなら応じてもょいが，これで
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はイギ11ス入,は勝目がたいだろうとい｡,た。

　なぜかと理由を･たずねられたｙ々，彼は自分はｆギリス入,がいつ

も口を｀iを分あけているの･を知ｙている。口をあけているような入間

はこおく4,なんと4,ないと阿一｡た。それは，性格の弱いことをあら

わしてt. ･るというのだ。

　われわれも，やはり，それはＬぱｔぱ弱い身体を作ることを知っ

ている。ぞのjっけは。口から呼吸する人は空気中の有冶な細菌を鼻

孔の内側の水分によって捕え防く･代おりに。吸いこんでしまうから

である。

　そこいr-に飛んでいる感｡冒やその他の病菌を吸いこむのは。口を

あけて呼吸するからである。

歯

　国民の不健康の半分近くは，悪い歯からくるといわれている。

　子供の時には，人々は申し分のないよい歯を4,。ているのに，25

年後になると，すべての歯が健全である人は非常に少ない。これは，

すなわち，歯の手入れが足りないことに主な原因がある。

　子供たちは，食後に，ていねいに歯をみがくことの重要性を教え

られていないＬ．成人はそんなめんど５なことはしない。病気にな

った歯や歯ぐきは。君が食物を正しくかむことを妨げるばかりでな

く，ぱい菌や微生物とい５小さい恐ろしい獣を口の中に飼うことに

なる。それが食物とｰ一緒に下降することは，君に連続的に少量づつ

毒性の服用物をとらせることになり，そのわけもわからないで，君

はだんだん体がだるくなり体力が衰える。
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　もし君が口の中のばい菌はどんなものであるか見たいならば，お

もしろい実験がある。それはコップの水に若干の過酸化水素をおと

して，その中にきれいな歯ブラシをひたす。この時は何事も起らな

い。

　その歯ブラシで歯をみがいてから，歯ブラシをもう一度そのコッ

プにつけると，水の中に無数の泡が立ちのぼるのが見えるであろう。

それは非常にたくさんのばい菌が，やっつけられたことを意味する

のである。

　すでにこの書物の他のところで，私は食物のこと，節制のこと，

煙草のこと，酒のこと，睡眠について語った。

　それで，もし君が強くなろうと思い日常の習慣を正しくよく守っ

て，身体の内外を清潔に保ち，戸外でじゆうぶん運動をし，贅沢で

ない食物を適量に食べ，煙草も酒も度をすごさず，鼻から呼吸する

ならば一一君は生きていることを神に感謝するであろう。

遅　動

　かつて，私は，教育界の権威者から各都市に体育館を建てる費用

はｰこれは巨額の経費がかかるが一一それによって人々の健康と

体力をよくするのだから，金の使い道として申し分ないと考えない

かとたずねられたことがある。

　これに対して，自分がたまたま知りえたいちぱん強くて健康な民

族はズールー族とヒマラヤの農夫であるブータソ族の２つであるが，

どちらの国にも体育館があるとは聞いていない，と私は答えた。そ

こには，神が与えた新鮮な空気が豊富にあり，それらの人たちは徒
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歩や駆け足や山登りを日常のことにしていた。思うに，こ牡づ連

動こそだれにとっても中し分のない強壮剤だと信じる。

私が参くというのは元気よ

く零くことであって，前か

がみでだらしなく刄くこと

ではない。

　この新鮮な空気と運動の２うは，

成長の最中で4,，成長した後でも，

健康にとって絶対的に必要なもので

ある。私はベッドからはね起きると

いつでも室外に出て上体の捻転運動

を少しぱかりするｰただし，これ

はほんの手はじめである。

　ある人は，肉体の教練に｡，またあ

る人は亜鈴体操やの筋肉を発達させ

るその他の運動に精をだし，写真で見ると，その筋肉がたいへん立

派に見えるようなかたまりになるまでやる。けれども，そういう運

動はすこしも実用に適さないものである。

　概して，こういう運動は室内でするものである。

　君たちは戸外の新鮮な空気の中で運動をすぺきである。いちばん

よい運動はたやすくできるし，同時に，金のかからないもの。すな

わち歩くことだ。週末の徒歩旅行とい５ものは心の健康にも身体の

健康にも最良のものである。

リュックサック

　毎週末徒歩旅行をすることほど，楽しい愉快なそして健康的なも

のはない。君の背にナップサックを背負い，全く自由に拘束されず

に歩く。ナップサックの中には必携品だけを入れ，贅沢品は持って
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行かない。長い道を歩くときは，ポソド単位ではなくて，オソス単

位の重さが，成否をきめる。リュックサックでは，ノールウェイ式

のものにまさる晶はないであろう。それは軽い木材または金物のフ

レームがついていて，肩をすりむくこともなく，背中に過度な熱を

もたらすこともなく，ぴったりと安定する。衣料のほかに，杖や木

の幹を利用して張る軽いテント，それに寝袋や防水布を加える。こ

の程度の装備で，週末･ヽイクは十分である。１年中を通じて，これ

よりもっと楽しいものが，ほかにあるだろうか？　天候？

寒い風の吹く日に，長途の徒歩旅行をする時のあのすばらしさ。こ

れに｡まさるものかおるだろうか？　もし雨が降るならば，いっそう

結構。君たちは，そんな天候の夜は居心地のよい百姓小屋か旅館に

宿をとり，火を囲んで愉快に心ゆくまで楽しみを味５．君たちは野

外の訓練によって非常に強く鍛えているから，天候のことなんか重

大に考えないでよいし，心配することもない。暑かろ５と寒かろう

　　　－--
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と，雨が降ろうと日が照ろうと，君たちは体力とバイタリティと快

活さを養う。

男となれ

　健康と体力の旺盛な清潔な若者というものは，神がこの世に作り

給うた生物の中でいちばん見事な生物である。

　私は，かつて，英国を訪れたスワジ族の尊長一行の匝丿話をしたこ

とがあった。彼らは各地の代表的名勝地を見物したが，滞在の最後

の日に，私は彼らに今まで見たものの５ちでいちばん素晴らしく思

ったものは何かとたずねてみた。

　　(ついでに言っておくが，彼らは美しい民族衣裳を着ないで，シ

ルクハットにフロックコートとい５いでたちで，彼ら自身が素晴し

い光景であった)

　彼らは異口同音に。英国でいちばん美しいものは，ロソドソの乗

合自動車だと答えた。その美しい色彩と，それがまことに楽しい乗

物であることに，彼らはそれほど心をうばわれたのであった！

　その次にりっぱなものとして彼らが上げたのは，アルダーショッ

トの体育館で見た体育教官の１団だということであった。

　彼らがその教官たちの演じる各種の運動を見た時，彼らはたいへ

んそれに満悦したのであったが，彼らはその教官たちを裸体にして，

その筋肉の発達ぶりを自分の手でさわってためしてみるまでは完全

に満足しなかった。

　私はこの体育教官たちこそ，その心も身体もともに活力に満ち，

機敏であり男性の中の男の傑出した見本であると，いわざるを得な
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白人と男

いのである。

　こ八づ人たちの多くは，もとも

と貧しい家の出身であったのが。男

らしさに誇りを持つことによって，

現在の自分を仕上げたのであった。

このことを君たちの心にとめてもら

いたい。彼らは男らしさを，女をあ

さったり，ビールのがぶ飲みをした

り，煙草をすったりすることと交換

に，手放してしまうのはあまりにも

勿体ないと判断したのであった。だ

から，スワジのひとたちがその男ら

しい体力と美しさを賞賛できたので

ある。

　文明国の女性は男らしい男，その身体だけでなく，心までも強い

騎士的な男性をいっそう賞賛するものである。

　そういう男こそ彼女に用のある男性である。彼女にとって。卑損

な話をしたり，バックボーソのない病的な心のだらしのない怠け者

なんかに用はないのである。

　神は君に身体を与えて下さったｰいや，与えたのでなく，それ

を君に貸して下さったｰそれを最も役に立つ身体にするように。

酒にひたしたり，放縦によって虚弱にするためではなく，よく気を

つけて大切にし，強くし，男性として，また，子供たちの父親とし

て申し分ない立派な体を作りあげるために与えて下さったのである。
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　君がやろうと思えばできることだ。そして，それは酉次第なので

ある。しか払何とすぱらしい力だめしではないか。

　君たちにやってみろとはいわないが，セソト・ジョージは竜と戦

った。しかし，君たちは誘惑の竜と戦ってそれを退治する。そうす

るならば，その結果として，君は自分を男らしい男，清潔で君の愛

する娘に対し騎士的である男になれるだろう。それによって，君は

いっそう幸福への歩みを進めるだろう。そのことはやり方としては

最上で。民族に尽すとい５神への奉仕に適した身体をもつことにな

るのである。

結　婚

　君がきっと経験する筈り

恋愛の冒険

　私は君がどんな困難に直面するかをよく知っている。都市や農村

での普通の生活には，ロマソとか心のおと･る昂奮などというものは

多くはないが，君たちの年令になると，女というものが新しい魅力

として考えの中に登場してくる。

　だから，若い人にとっては，自分にあった娘を探し出すことは一

大冒険である。

　ある場合には，彼は自分の男らしさのしるしとして，彼女をひと

に見せびらかしたいと思い，またある場合には，彼女のすべてを自

分だけのものにしておきたいと思う。この気持を不自然だと思って

はならない。すべてこれは自然の現象なのである。前にも述ぺたよ

５に，これは動物を支配するのと同じく，人類をも支配する法則に
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基ずいているのである。

　けれども，人類の場合には，次の相

知能が人類にはある。彼は彼の賛美と

できる相手を選ぶことに，ｐマソス

を経験するのである。賛美愛情献身

は，単なる動物的本能以上のもので

ある。これらは動物的肉欲に代わる

人類愛なるものを形成する｡そして，

彼が動物的本能から高く抜きんでれ

ば抜きんでるほど，獣性は少なくな

り，ますます人間性が多くなる。

　この方向における幸福への主要な

歩みは，まともな娘を選ぶことであ

る。女もいれば人形もいる。

うぶな恋

獄
　
と

　
゜
身

る
　
献

馮
と

心
四

女にもいろいろある

　君たちはとても若い人間であるから，女の顔や姿にひかれるのは

もっともなことだ。そうして，次から次へと新しい女と恋に陥いる

だろうｰ命をかけた恋をする。そして時として，１時に２人も３

人もの女の面影を君の心に懐くことがある。

　君はそれを最も輝かしい冒険だと思っているかと思うと，数日

後には，今まで誰にも起ったことのないよ５な不運な悲劇にあって

いると思う。この時期には，大ていの若い人たちは，恋愛の葛藤の

ために自殺したいような気持にかられる。しかし。実際は自殺なん
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かしないものだ！

　君たちは，このようなことはだれにも訪れるものであること，そ

してこれは「５ぶな恋」といわれるものであることを知れば，気持

は慰められるかもしれない。これには，別にたいした害はない。そ

んなことで恥じることも，がっかりすることもない。事実，やがて

本当の娘が眼の前にあらわれれば，こんな最初の恋愛作りなんか一

笑にふしてしま５だろ‰

　けれども，この「５ぶな恋」の期間中，君は動物ではなくて人間

だということを忘れてはならない。人間として行動したまえ。彼女

に対して，フェアーに品行を正しく交際しなさい。そして将来生れ

てくる君の子供に対する責任を忘れてはならない。

　そして，君がその嬢さんを君の家につれて行って，君の母や姉妹

に正々堂々と紹介できるのであれば，君はまちがっていないといえ

る。

　彼女がだれであろうと，彼女はだれかの姉妹であることを考える

がよい。その嬢さんの兄弟が君の姉妹に対してとってほしいと思５

よ５な態度で，その嬢さんに接することである。

申し分のない娘を得るには

　君の考えがしっかりしておればー－おそかれ早かれ，申し分のな

い娘があらわれてくる。君の「うぶな恋」は消えてしまう。君が賞

賛し，尊敬するょうな性格，君に合った趣味をもち，君がおつきあ

いをしたいと願うような娘が見つかるであろ‰君は彼女の容姿だ

けでなく，その人格にひきつけられるであろう。
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　君は新らしい静かな深味のある恋愛の形を発見するであろう。そ

の愛は君と彼女とをつなぎ結びあわすｰそれは君が賢明であるな

らば，決して衰えることのない愛である。

　そして，君は彼女が純潔のままで自分のところへ来るよう期待す

るであろう。そ５だろう？　けれども，君の方はどうなのか？　そ

のお返えしとして提供できないような君の身体を彼女に承知させる

つもりなのか？

　そんなことでは男らしくないし，不公平である。もし君が人生の

真の幸福をたのしみたいならば，そのためには。君が愛情と尊敬を

得たいと望むよ５な本当にりっぱな女性と結婚することである。

　結婚生活を嘘で始めてはならない。嘘で始めると，嘘のつき通し

で行かなければならないことになる。そ５なれば相互信頼に終止符

ｶ勁たれることになろう。

婚約に関するある豚肉屋の警告

　4,し君が「ある立志商人がその子に与える書」（j‘1＆か一回�g

j＆gゐa㎡’s£gZls･Z∂111s Ss）とい５本を読んだことがないな

らぱ，折角のご馳走に手をつけていないことになる。この本は読ん

でみると，とて4,おもしろい本であるが，それと同時に。なかなか

よい助言にみちている。

　その商人というのはフメリカ人の豚肉屋で，その手紙は彼が自分

の店の下働きをしているその息子にあてて書いたものである。彼は

自分の息子がある若い婦人を追いまわしていると聞いた。

　そこで，彼は次のように書いた。「この件について，私の判断を
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聞き入れてほしいと頼んだら，お節介を焼くといわれるかもしれな

い。なぜなら，若い者は馬を買うときには，おやじに相談するもの

だが，女房をもらう段になると，おそろしく独断的になるからだ｣

　　｢そもそも，結婚なるものは，天の采配によるものかもしれない

が，たいていの婚約は裏部屋のガス灯の５す暗い所でなされるから，

男は自分の相手がどんな人物なのかはっきりわからない。男が女と

交際している時には，その嬢の家庭のことなんかあまり考えないも

のだが，彼が獣帯をもつと，どうしても相手の家庭のことを考える

ようになる｣

　　｢お前のお母さんと私は，お前が何かの話の本で読んだような小

屋で世帯をもった。たしかに，その小屋はお前のために建てたのだ

と言ったら，さぞお前がはずかしがりそうなものであった。ポーチ

の前庭には，きれいなつるバラが生えていたが，台所には水道もな

かった。前庭には古風な花がたくさんあった。穴倉には鼠が無数に

いた。裏の方には半エーカーほどの土地があった。けれども，部屋

の中は狭く，座ると私の両足は窓の外に突き出してしまうほどであ

った。そのあたりは，ピクニックに出かけるには好適地であったが，

私の体験ではピクニックなんてものは結婚前の人たちがするもので

あると思う｣

　　｢けれども，そういう生活からでも，どうにか相当多くの満足が

得られた。それはわれわれが毎日の生活を楽しくしょうとしたから

である｣

　　｢多くの人々にとって，幸福というものは常に１日先にあるもの

である。けれども，われわれは幸福になるのを明日まで延ばしては
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ならないといいレールを作った」

　「お前が結婚したら，収入をえなければならないことは勿論のこ

とだ。このことについては時間もかかるし，顛も使わねばならない

ので，ゴルフのための時間を割り出すなんてことはできない筈だ。

私はこのことをついでに注意しておくにすぎない。というのは，た

またまシカゴの新聞でお前がゴルフ場（リンク）に２週間前の午後

多くのプレーヤーたちと一緒にいたのを見たからだ。ゴルフなんて

ものは，ごりっぱな馬鹿げたゲームで，私の知る限りにおいては，

ゴルフそのものには害はない。しかしだね，豚肉屋の主人になろう

と思っている若い男が，どんな種類の遊び場（リンク）でも，まっ

ぴるま大事な時間をふんだんに浪費できるはずはないｰただし，

ソーセージのリソク（節）はその限りにあらずだ」

　「無論，大人だって若干のあそびの時間を持たなきあならない。

それはちょうど子供が夕食の終りに，ひときれのパイをもらう権利

があるようにね。しかし，それは食事の代わりではない」

　「お前の給料は，もちろん，まだたいしたものではない。けれど

も，大蔵大臣として申し分のない女性をもつなら，週50ドルの収入

でたくさんの幸福を買い入れることができる。だからといって，小

屋の中で住むことをすすめるわけではない。その嬢さんが申し分の

ない娘さんであるならば，アパートの１室で週給50ドルの生活から

スタートできるにちがいない。彼女がそういう人でなかったらどん

なスタートをしても，特別にこれという間違いがなくとも，万事最

悪の結果へ進行するということになる」

　「結婚を考えるにあたり。金銭とい５ものは決定的な問題とすベ
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きではないが，常に一考を要するものである。もし結婚式の前に男

4,女もじゅうぷんこのこを考えなかったら，式のあと大いにこのこ

とで悩まされることになる。男の方が々方家で算盤をはじくようで

は，妻を膝の上に抱こうとする愛情を自分で具合の悪いものにして

しまう･･･…_|

　　｢１人暮らしより２人暮らＬの方が安，ぽい生活になるという話

があるが，そんなことはない。良い妻は男の幸福を倍にする。その

出費をも倍にする。けれども，もし男がその金を投資にまわすなら

ぱ，かなり有利な投資である……｣

　　｢妻帯者の給料は独身者の給料よりもよけいの値打ちがある。そ

れは彼の妻が彼をもっと僥かせるからだ。彼は独身者よりも早く寝

床にはいり。朝は早く起きる。彼は毎晩ちがった女とたのしみ。そ

のため家を留守にする男よりも。もっと勤勉で熱心に朧く｣

　　｢これぞ，お前が結婚したら。週給70ドルに昇給させてやろうと

思っている理由なのである｣

　しかし一方。君たちは魔法使いのホウヅキ(51asir's M･

Zjlfs1�妁という本で次の言葉を見出すだろうｰ

　｢男は皆都市にやって来ると，すぐ金を儲けたいと考えるらしい｣

　　｜ふーん。彼らは結婚するに違いない｣

　　｢娘が悪い女でないなら，そう多額の金はいらないものだ｣と。

定収入というものは重要なもの

　この考え方には，両方とも真理があるが，ロマソチックな点で劣

るとしても，年とった肉商人のアドバイスは健全である。だから，
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結婚する前に，君は妻や家族を養えるようにしておくことは君の務

めである。そうでなかったら，生活に追われて，自分だけでなく要

や家族を呪５ようになろう。

　事業の成功は，幸運とか恩恵とか，利害関係の問題でも，学問の

有無でもない。むしろ能力と性格の開題である。事架上の君のすぐ

れた熟達というものは，必らずあげられねばならない。けれと哺，

それをより高い段階に推進させるためには，性格－一つまり，絶対

的に信頼される性格と気転とエネルギー-が必要である。

　このことは。どのような商売にも職業にもあてはまるものである。

先日，犀は私のいう気転とはど５いう意味なのかと質問された。私

は次のような例を引用して答えておいた。それは気転のきく鉛管工

が，不注意にも鍵をかけ忘れてあった浴室にはいったところ，淑女

が湯を使っていたので，すばやくこういったj「失礼いたしました，

旦那。旦那がいらっしやるとは存じませんでした」そして，彼はぶ

らっと出て行った。

　私がローバーデソ（末章参照）に入っていった時，ちょうど１人

のローバーが結婚するので，ぞの結婚のお祝いのことばをみんなで

俗びせていた。

　「相手の女の子ってだれだい？」

　「おう。それはガールガイドなんだ」

　「すてきだ！　いい考えだね！　君としては最高じやないか」

　ところが。まもなくもう２人の男がお祝いの仲間入りをした。

によると，彼らもまた同じようにガールガイドと婚約したのだとい

ったからだ。
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　私はこのことに希望をもっている。

　君たちはこのようにしてよい仲間となる妻をめとるこ｡とができる。

それは夫妻とともにキャソピソダやぞの他の戸外活動に同じよ５な

鋭い感度をもって。必要な手jっざと創意TE火力およびそμ弓生活

からくる健康と快活をもてるからである。片たちが結婚した後に，

もし私が君の家庭を訪問したとするならぱ，たしかに，私は，そこ

に幸福だけでなく訥潔な家庭を見出すであろう。キャソパーはキャ

ソプ地を立去るにあたり，そこに着いた時と同じくらいキャソプダ

ラウソドをきれいにすることが習慣にｰな。ているから，キャソパー

の家が缶詰の空缶や屑鉄やわれわれの裏庭や空地の恥じとなるよ５

な残菜などでちらかされていることはない。

結婚する男性の義務

　かつて，ある人が私の手相を見て私の運命を占った。そうして｡

「あなたのは頭脳線の方が感情線よりか強いですね」といった。そ

の意味は私が最初K.見た美しい女性にはとぴつかないで，その美し

い女の容姿と同様にその性格をも考えるということをさしている。

私は，君の場合も，そういう選び方をするようすすめたい。女性を

選ぷにあたり，未来の妻に何を求めるかということの力を余計に考

えすぎると，彼女の見解とか彼女は君にどんな夫になってもらいた

いと思っているかを忘れがちになる。この点をよく考えなさい。

　私が結婚した時，Ｉ人の昔からの友人は，私に祝詞と共に，私の

将来について新しい夢を与えてくれた。「私の親友に一言申Ｌ上げ

たい。私はもう12年も前に結婚したのでありますが，私どもの気持
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は今でも新婚時代と変わっておりません。毎日の生活は，私どもを

日１日，より幸福にしています」と。

　今は私がいう番だが，私もやはり，このことばの真実であること

を知ったので，そういいたいのである。

　私は，本書を読む君たちの場合も，そうであることを切に里む。

けれども，それは「頭脳線」を感情線同様に用いることを意味する。

すなわち，まず中し分のない娘を得ることである。

　１人の娘に「イエス」を求めることは，ほんのちょっとしたこと

にすぎない。けれども，このイエスという１言に君たち２人の人生

の有為転変がかかっているのだ。君たち２人を幸福に導びくかｰ

それとも地獄送りにするか。このことをよく，心に銘記しなさい。

　さて，私は前に「賢明になれ」といった。すなわち，行く末が良

かろうと悪かろうと生涯の伴侶となることを結婚式で誓っていなが

ら，君はバラ色の明るい面ばかり考えたがって，最悪のことを忘れ

る傾向がある。

　暗雲はいつなんどきかかるかもしれないから，その時の用意をし

ておくこと一一これすなわち私のいう賢明であれとい５ことばの意

味である。

　君は妻に秘密を持たないこと，また君の妻も君に秘密がないこと

ｰそうすればその航海は平穏であろう。

　時としてトラブルも起きようし，最初には予見できなかったよう

なこまごまとした困難が家庭にはでてこよう。君は結婚する前は，

自分のことばかりしていればよかった。ところが結婚したからには，

自分のことはあきらめて，君の妻君のことをしてやらなければいけ
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ないし，後には，君たちの‾rヽどものことをしてやらなければならな

くなる。君は自分の癖であり些細なわがままの原因でもある自我を

とり去らなければいけない。たとえば，自分の□にあわないからと

いって，食べ物のことでぶつぶつ不平をいったり，それに類するわ

がままをやめなければならない。妻の立場から万事を見なさい。

　不平不満をならべてもなんにもならない。そのかおり，婚約時代

に与えたささやかな愛の贈り物や賛美や賞賛を与えなさい。互に譲

りあい，いつも微笑を忘れないようにしなさい。このことは，最初

の赤ん坊が生まれる直前には，たいていの婦人は平生の気分を少々

そこねるようであるから，そんなときに特に大切である。君は男ら

しさと騎士精神とを示して，その時には彼女を慰め守るべきである。

　もし彼女が少々気むずかしいならば，それは君に対する愛情のた

めそ５なるのである。君がそういうことに気づくならば,彼女はそ

れに応ずるであろう。女性とい５ものは，男性よりも感激が大きい

だけでなく，彼女の性格は夫たる男性の導きに｡よって形ち作られる

ようにできているのだ。

　もし，彼が厄介な人間であるならば，彼女は小言をいう。もし彼

が親切であるならば，彼女はそれ以上の親切をつくし，家庭は愛情

と笑いの場となる。

子　ど　も

　これまでに，君はラジャード・キプリソダ（Rudyar（IKipling）

が書いた「彼ら」（They）という話を読んだことがあるか？　私は，

結婚するずっと前に｡，アフリカの藪の中でこの本を読んだ。私の心
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に残るこの物語の要点は，イギリスの風景，昔の時代の家庭や菜園

などの楽Ｌい描写ではなか。た。それは，主人公が小さい子供たち

の指が自分の手にからみつくのを感じたと想像をめく･らした節分で

あった。その男はただそのことを想像しただけであったが，ぞれだ

けで彼は心底まで興奮したのであった。

　私も，長年のあいだ，そういう想像をこの物語にあるように生々

しく私の心に，経験したものであった。ところが，私が実際。自分

の子供の小さい手を自分の手に感じる時がやってきたとき。それは

私に興奮以上のものを感じさせたｰ一一その感じは慣れて4,決して消

え去ることのない感じ，そして今でも感じる感じである　　その喜

びは胸一杯に広がり。けっして減じることがない。

　さて。ぞこでだ！　これを君自分の家庭で試みてみたまえ。自分

でこしらえて一一-そうすれば，君は幸福とはなんであるかがわかる

であろ!j。

　このよ５な4,のは。ほかにはない　　書きあらわすことはできな

い。少なくとも私には。

　それゆえ，すでに述ぺたとおり，天国という4,のは，空中のどこ

かにある空漠たるものではないのだ。

　それは，まさにこの地上にあり，君の自分の家庭にある。それは

富とか地位とかに関係なく，君が自分の頭で自分の心で自分の手で

自分のやり方で作り出すものである。そして，君が頭や心や手を正

しく用いさえするならば，そのことだけで，できることである。

親としての責任
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　父親になるという喜びは大きな責任を伴なう。子供は主として年

長者のお手本によって学ぶものである。

　不平家でわがままな父親は将来自分の息子が彼な罵倒したり，自

分の思い通りのことをしたとしても，驚かなくてょい。なぜなら，

父親は現在自分かまいている種‾Fを後日刈るだけだからである。君

は自分の子供をおどすょりか，むしろ愛情をもって訓練するがょい。

　親切な親というものは，愛らしい娘と親参行な息子を授かるもの

である。私が前に示唆したように，君がそこに生活していたがため

に，この世が前ょりもょりょくなるということを君が目指すなら，

君はますます幸裔を深めるであろう。

　この方針への１つの歩みは，また，君が父親として成しうる範囲

内にあることだが，君の息子を自分ょりょい男性に育てることであ

る。そのためには，君は自分の知っていること全部，そして何を狙

い伺を避けるかを彼に教えることである。彼が成人期に近づく頃に

は，特に，君からの助浦をほしがるであろう。

　ここで，君は君の父親が君のためにどれだけ尺してくれたかを考

えてみなさい。そして，君の息子にはもう１歩ょい父親になってあ

げなさい。

　このことにょって，君はなおいっそう幸福になるであろう。

　だが，君はこれについての準備ができているか？　君は教育をう

けたであろうし，あるいは，結局わずかの年月であろうが，職業LI

の教育を自分の手で自分に施したことであろ‰しかし，そのほか

に君の子供たちの将来の生活を非常に左右する次の重要な点に対し

て何かの訓練を経験しているであろうか？
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　今までに，君は，少年たちの訓練や育て方に関して何かの自己,JII

練をしたことがあるか？　少年たちの生き力を知り。少年たちの気

質を判断したり。少年たちの性格を発達させたりすることに，自己

訓練をしているか？

　これはみな，君が親としての責任上，知らねばならない重要なこ

とである。

　私は本書の結論の章でこれについての２・３の実際的な示唆を述

べたいと思う。

　多くの親たちは，性の問題や性病に関する話を子供に聞かせるこ

とを好まない。話してくれなかったことに対して，人４がその鋭を

非難するのを，私は耳にしている。無知の結果起った出来ごとや，

もっと悪くいえば，少年たちが友達の話からあまりにも簡単に間違

った考えをもつことを親が見聞しているなら，親たちが息子に警告

してやるのをためら５ことはないと私個人は考えている。

幸福になる最後の秘訣

　だが，君たちの天国をいっそう完成させるために必勁ないまひと

つの要項が残っている。

　ある男が私のところへやってきた。彼は以前中央アフリカの大型

の獲物の狩人で剥製師をしたり，英領コロソビアで農業をしていた

ことも，東アフリカで煙草の栽培を始めたこともある男だった。彼

は冒険とロマソスの生活をして，この此の中をわたって米たのであ

った。今では，彼は印度洋の一角に落ちついて，自分の島をもち，

日の光の輝く天候と美しい健康な環境の下で暮し(いる。人はみな。
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彼は所々方々をさまよって苦労した末に，とうとう素晴しい安住の

地を見つけたと思っている。般初は，彼もそう思ったのである。と

ころが，彼は彼の幸福に一点のきずがあることを発吃するようにな

った。

　彼は，単に自分だけのために安楽な生活をしていることに気がっ

いたのである。この信念から，彼はこんな生活を投げすてて生きる

ことに方針なかえた　　すなわち，他の人々のために何かをしよ５

とする活勣に。

　私が軍人としての経歴を終った時，私もこれと回じ経験を味わっ

た。軍人とレう職業はかなり変化に富んだぎびしい職業で起伏のは

げしい生活であった。私はその一刻一刻を愛した。

　その結果，私の望みは，この欧界の一一隅の人里はなれたところに

ある小さい農場に落ら着くことであった。

　私はその計画を完成した。ところが，その後，別の考えが浮かん

だ。私は，わが身をなまけさせたり，放縦にさせることは幸福を意

味しないことを悟った一一－すなわち，本当の幸福とは奉仕を通じ（

得られるのみである。

　その説明のために別の章を本書に設けてある。

　要約すれば一一

　性といｊものは，すべての生物に平等無差別に存在する一人類，

　「下等」動物，鳥類，魚類，蹄虫順に。ぞれはまた，植物界および

最も原始的な生物にも発見される。性には何の罪もない。

　罪は，性が誤用される時に，起るものである。汚れのない原始人

には，性は当然のこととして考えられた。「文明」人の世界で起る
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ような問題は起きなかった。現代では性の問題には羞恥と神秘がつ

きまと｡ゾで:しまった。このことが，多くの非行や悪事へと通じるの

である。売春という問題がおこり，性病が出現する。こういうよう

な病気は未開の原始人のあいだでは知られていない。そんな病気が

出現したのは，これらの種族が「文明」に汚染されたからである。

これは宜ことに恐るべき不幸である。梅毒は，もし速やかに正しく

治療しないなら，病気にかかっている本人だけでなく，彼の子孫に

までぞれを伝えるだろう。盲目，麻ひ，精神異状は，すべて，その

余波として現われるものである。淋病も，これと同じように，永続

的な影響な残すことがある。母から伝染された嬰児は，不治の盲目

となることがある。君たちがこれらの病気について知り，そして，

でたらめな性行為のもたらす結果がどんなものであるかを認識する

ことは，正しいことである。男と一緒に暮した娘，その娘は売春婦

ではないのだが軽い梅毒に犯され，ぞれがあまりにも軽症なので性

病にかかっていることに気がつかないという例はかなりしばしば起

きている。このよ５なことが，いかに危険なことかはわかるだろう。

もし不幸にして愚行な行ない，君あるいは君の友人がなにかの性病

にかかったとするならば，心すべきことはただひとつ，すぐ医者の

ところへ行くことである。

　最近の施療をもってすれば，時を逸しない限り，この種の病気は

なおすことがで浬る

　男として狙うべき理想は結婚する娘と同じように清潔であること，

それを忘れてはならない。もしそこに結婚における性の平等がある

ならば，その結婚こそは，より幸福な態度への偉大な第１歩だとい
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えよう。けれども，これは中･々の大問題で，今日まで社会改革家や

その他の人々が永年かかって研究Ｌているにかかわらず。その成果

はあがらない。そういう大問題を君が解決できると期待するのでは

ない！　だが，君たちの１人々々が少し努力すれぱ，この状態をよ

りよいものにすることはできる。性はしばしぱ陰険なみだらな冗談

ごとであるかに扱われている。けれど4｡そんなふざけた問題では

ないのだ。これは，前に4,述ぺた通り，すぺての生物に共有なもの

であって，ただ正しい扱い方が必要なだけのである。

格　　言　　集

・男は女に対して，強大な善事をしなければならない。なぜなら，

　自然は彼らに持ち揚げさせるために大きな丸太を与え，また持ち

　揚げる力を男に授けたからだ。（エイブラルム・リソカーソ）

・頑固にならぬ心と無理をしない落ちつきと人を害しないっきあい

　とをせよ。（チャールス・ディッケソス）

・妻を得るものは，美物（よきもの）を得るなり，且つエホバより

　恩恵（めぐみ）をあたえられる。（旧約聖書　約言18章22節）

・健康は富貴よりも貴し。

・清潔は敬神に隣りする。

199



「紳士」とは足の爪をも清潔にしている人である。

・父親に対する恐怖の念は必らずしも敬意を意味せず。

・鞭は往々卑怯者を作り，嘘つきを作る。

・ひとぴとよ！　神の助けによりて真人間となれ。（パリの聖ジャ

　ーヴエ教会で聞く）

・人は健康であるべく作られたから，幸福のために作られたことに

　なる。（メーテルリソク）

・眼によって幻想を起すな。幻想によって，意志を起すな。眼と幻

　想の中間で理解を中庸にならしめよ。（エフ・クワール）

　　　　　　　　　　　　參　考　書

7jig Cgzrg Q/ ZjlgJS�y　　　F. Cuvanagh，（Methuen）

7jzaz＆吻･がy㎞y･s J.W.Barton（Hodder＆Stoughton）
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第４の暗礁

郭公といかさま師



　この暗礁の暗い面は，郭公や，へそ曲り，いかさ･ま師，または過

激論者の誘いに乗って，巻き込まれてゆく危険性である。

　明るい面は，自啓自発と社会に奉仕する力を伸ばし，郭公玉液の

誘いに対抗することである。

郭公とは

　郭公とい５鳥は，その摸遺品である大間り郭公を意味している

　政界郭公とは大衆に対し煽動力のあるリｰ-ダーのこと

　産業界のシー・ソー

　われわれは進化を必要とする

　革命を必要とするのではない

　万人に要望される教育

　野心家郭公になる危険性

　俗物郭公

　または，気性の激しい気どり鼠

自啓自発

　郭公によって難統させられたり，巻き込まれるのを防ぎ守るには，自分が

　自分を教育するほかに方法はない

　書物とその読み方

　教育としての旅行

　芸術による自己表現

　弁論による自己表現一一若11のヒソト

公共奉仕のための自啓自発の課題

　どんな公共的事業に着手するにも，奉仕を狙いとしなければならない

　公共奉什およびその準備の仕方

　わが国の政府とその構成

　わが帝国とそのニつの面

　わが帝国における国王とは

　国際的な関係

　すべての大に門戸が聞かれている市民性の特権とその機会

思考の糧

　｢田園の栄光｣(“The Glory of the Garden")

参考書
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郭公といかさま師

郭公はどのようにして自分の意志を他の鳥におしつけるか

　君たちは郭公の生態を観察したことがあるか？　それはなかば不

当利得者で，なかば共産主義者みたいである。郭公は卵を生みたく

なると，巣を作らないで，ほかの鳥の巣を探しに出かける。なるべ

く，気のいい小さいマキバヒバリの巣をねらう。巣を発見すると，

郭公は持ち主の抗議などおかまいなく，巣に入り込み，ヒバリの卵

のひとつを口ばしにはさんで舷りのぞき，自分の卵をその代わりに

生み落す。それがすむと，近くの木に飛び去り，盗んで来たヒバリ

の卵を食べる。ヒバリの方では，この指令をおとなしく引き受け，

自分の卵と一緒に郭公の卵を温める。生まれてきた大きなみにくい

雛郭公はまだ眼もあかない５ちから，巣の中の仲間をいじめ，やが

て仲間を一つずつほうり出して，ついには巣をひとりじめにして餌

など親ヒバリの奉仕を一身に５ける。おれは「ほかの鳥とちがうん

だぞ」と鳴きまわる郭公のうるさい啼き声を，われわれはみんな知

っている。

　しかし，これは鳥の世界にだけおきるものではない。人間界には

人間郭公がいる。

人間郭公
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　人間の郭公は，普通，自分の側のことばかり考え，他人の立場は

考えないおえらがたである。彼は世の中で自分の生き方しか考えな

い自己本位な人間で，自分の利益のために謙虚な人たちを利用した

り，自分のしたい事に邪魔になる者を押しのける。君たちはピソト

の狂った活動家や政治的弁士や。イソテリぷる知識人および社会的

俗物とかその他の過激論者たちのなかに，いろいもな人間郭公を見

出すであろ５．

　そのょ５な郭公には２つの危険性がある。

　その一つはそういう人たちのリードに君たちがまきこまれる危険

性である。

　も5－つの危険性は君自身が郭公になることである。

ロのうまい大衆指導者

　君たちは野性の鴨がわなにおびきよせられるのを見たことがある

か？　そのやり方は。訓練した犬を小川の岸につれ出して馬鹿げた

おかしな所作をやらせる。その小川にはトソネルの形に網を仕かけ

ておく。ほかのことならしっかりしている鳥の群れも，この珍らし

い動物のリードについ抗しきれなくなって後についていき，嬉々と

して，全く知らず知らずの５ちにわなに｡かかってしま５．

　君たちは金曜日にロソドソのカレドュアソ市場へ行ったことがあ

るか？　その道のくろうとたちが品物を売っているのを見るだろう。

この人たちは普通の商人ではなく，かけひきの先生である。彼らは

口達者にしやべったり，ハッスルしたりして，君たちの耳を次に眼

を捉え，しまいには君たちの心もとらえる。それはちょうど鴨をさ
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さあ，なんでも投げ売りだ

ｰこちらでお買い下さい

そいこむ犬と同じである。

　かつてこの繁華街をあるい

たとき，私も，一度ならず彼

らの網にかかりそうになっ

た。

　私が探していたのは，マソ

トルピースの上に置く真鐘の

燭台だった。ところが，あや

ういところで，私は第４売場

でー杯くわされるところだっ

た。それは燭台とは関係もな

い品物売場であったのにもか

かわらず，競売人のかけた催

眠術に簡単にかかってせりに

加わってしまった。この売場

には，私のほしい品物はなに

もなく，ただ古い鞍と１丁のやすり，そして中古の船舶用の支索が

１対あるだけだった。

　私はやっとのことで逃げて来たが，熱弁をふる５売手の威力はそ

れほどすごかった。ところが，私はそのコーナーをまわったところ

で，こんどはレースのカーテンを売っている別の口のうまい男に引

き寄せられてしまった。ここでも，私はあやうく陥落するところだ

った。そんな品物はちっともほしくなかったのに，その男が，やれ

やれ忙しいこった，荷造りして出て行かねばならん，だしぬけにこ
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の勢から立ちのけとはひどいもんだ，せっかく，荷解きしたもの

をた荷造りするよりは諸蒋の丁･に品物を売ったほ５がましだ，と

いふらしたから，私はついひっかかりそうになったのである。彼

は沙-･秒を争うので急いでいる，こんなチャンスは二度とない，

とまった。

　:斟こも，私はどうにかその場から逃げだせたー－１時間ばかり

たて，たまたまこの道を通りかかると，私はその男が依然として

そにいるのを見た。大急ぎにあわててまるでホットケーキのよう

に;っかして，例のカーテンを売っていた。そして，やはり，人々

が池を干にとるよ５せきたてていたｰおそらく，あとでゆっく

り七ら後悔するだろうが。

　ようー---これと同じようなことは，大声をあげる政治家弁士に

もゐ。弁舌さわやかに，ロをポカソとあけて聞きとれている若者

た｀を一方的に捕えようとする。若者たちは，弁士が浩々と弁じて

い胡題について，反対側の意見を聞こうともしない。若者たちは，

あ幼４熟した桃が落ちるように，彼らの術中に陥る。そして「赤

旗吏の「もしやるなら主戦論者となって」とかのことを，もっと

知巧ということになる。これは弁上が危険極まりない共産主義と

か,旋略的帝国主義について演説したことによるのである。彼は群

衆晦妖術をかける。けれども，彼とても，自分以外の者に左右さ

れかヽしっかりした自主性をもっている人までを動かすことはでき

なto

　j纒のたりない聴衆を捉えるのは弁士だけではない。著述家だっ

て15い５のがある。君たちは活字になったものを見るとき，とう
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いうものか，それが真実であるかのごとく思いやすい。君たちが新

聞’ひ読んだことを疑がわないのは当然なことだが，その前に調査を

して，ある人が飯のたねに書いたものか，または，ある見解を支持

するために書いたものかを了解する必要である。

　たしかに，大問題についてょく研究をし，深くつっこんで研究す

る余暇をもたない人たちのために，その問題を明快に解説してくれ

る有名な著述家もいる。

　けれども，そうい５人でもまちがいはあるし，一方的な意見を吐

くことがある。また，事実を非常に潤色することもある。それゆえ，

そのな部を盲但しないことである。もし彼らがある問題の一面を書

いているようなことがあるならば，同じようにすぐれた権威者の反

対意見も読むぺきである。

　それからまた，草むらには蛇がたくさんいるものだ。蛇とは，巧

みに機会を捉えて君たちに話かけたり，大旨壮語したり，または人

気のあるクラブの仲間だとか「同志」などというひびきの良いこと

ばで，君を誘いこも５とする人たちのことだ。そういう蛇どもがい

くらもいる。だから，少なくとも片眼だけは見ひらぎ，再拝をそば

だて，用心することだ。この種の郭公や蛇どもはみな貧たちのょ５

な若い見込みのある人々をつかも５と狙っている。時には，その狙

いが害のないこともあるが。しばしば，その底に何かよからぬたく

らみを泌めているものである。

シーソー

　シーソーの両端から人々は君たちに過激な意見を授ける。すなわ
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ち，この人たちは大声で世間を騒がせて，烏合の衆の注意をひこ５

とする郭公である。

=－-゜--Zi･4･″

シーソーの両端にいる過激論者のために

ジョンブルのゲームもおもしろくなくなった。

　けれども，国民にとって幸いなことは，両極端にいる人々の真中

に良識を備えた人々がいることだ。こういう人たちは大声でわめき

はしないが，静かにものを考える人であり，分別のある労働者であ

ったり，人間味のある艦主であったり，公共心に富んだ慈善家であ

る。換言すれば，フェアプレイに徹し全体の幸福のために互譲の精

神を持った市民である。こういうしっかりした人たちこそ，両極端

の間のバランスを保つことができるのである。

進化と革命

　正しい意味の進化というものは非常に大きな問題である。それは

公生活および私生活のあらゆる㈲に大きな影響を及ぼすし，周到な

研究を必要とするし，また不利益を蒙る人たちを慎重に扱かう必要
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もでてくる。さもないと，人民大衆の呪いの種になり祝福でなくな

る。

　年かとって人生経験が豊かで世界の動岸に通じてしる人たちであ

れば，過激論者が現在の政治形態に代わって，どんな形態を打ちた

てたいのかを質関してみたくなる。彼らは正しし進歩は静かに進行

してゆくものだとい５ことを知っている。これこそ，進化というも

のであって，自然的な展開なのである。これに反して，余りにもい

そいで作った政治機構は，安普請でしかないことを知っている。

　　　　　　両端の過激論者は落ちた。ジョソブルは元通り協

　　　　　　力と善意によって足場をかためた。

　若い血はあまりにも性急である。

　私は，かつて，酉アフリカの健康上よくない土地に１人の宣教師

と暮していた。この人はここ４年間のうちにこの土地に来た４人目

の牧師だった。彼の前任者たちはこの土地で死んだか，あるいは早

々に見切をつけて健康な土地へ移ってしまった。
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　こんな犠牲まで払って伝道したのにかかわらず，周囲を見渡した

時，キリス|･教のもたらすよい効果が,ほとんどあが.っていないよ

５だが，それでよいのかと私はこの牧師にたずねた．すると，彼は．

自分の任期中に目に見えるほどの結果が出るとは決して期待してい

ない．現世代に描いた種子はたとえ今は地下に眠っていようとも，

だんだん根をはり，次の世代には芽を出し，そして何世代かの後に

は花が咲いて実がなると思う，と答えた．

　なるほど，これこそ仕事と取り組むりっぱな精神である．もし国

をより良くしようとするわれわれの努力により，いくらかでも進歩

が見られるならぱ．その結果．最後にはさらにより以上の成功が多

分あがるだろ５．

　これに反して，一般に，過激論者は基盤を築くという地味な仕事

はやらないで，目立った仕事の力を選ぶものである．

思考の自由

　個人の自由はそれが社会全体の幸福を妨げない限り認められる。

人がだれでも自分の意見を持つのは結構なことである。しかし，そ

こにはどこかに限界がなければならない。われわれはみな正真正銘

の社会主義に賛成する一現在，たいていの国々において，文明と

い５ものから来る汚点は取り除かれようとしている。多くの国で，

人類は，彼ら自身のあやまりではなくて，組織の欠陥と条件の不備

のために，みじめな不潔な生活をする破目に追いこまれている。わ

れわれはみな，神によってこの世界におかれた人類は人間が作った

貧困によって生れながらに｡してハソディキャップをつけられること

　　　　　　　　　　　　　　－210－



なく，みな等1.く人生を楽1.ぺ有意義に送れるよ５にしたいと思っ

ている，郭公がと･んなに努力をしても，議会でどんなに法を定めて

4,｡これを止めることはできない。われJっれの兄弟のなかの生活の

貧しい者を泥沼の中から助け出そ５とすることは，すぺての階級Qﾌ

人々の善意き協力を要する問題であり，それは主として社会人とし

ての人格を築く正しい教育をこれらの人々に与えることによって達

成されるのである。

国内政府

　私はロシアに行ったこともあるし，また他の文明国に行ったこと

もある。その国が国王によって統治されていようと，大統領によっ

て統治されていようと，国民の幸福には大差があるとは思えなかっ

た。実際のところ，合衆国の大統領はイギリスの国王よりもその国

の統治に多分の独裁力をもっている。

　われわれの憲法によれば，国王は統治するのではなくて，政府が

憲法の定めた方針によって運営するのを守るのである。　国王は平

和を維持するために重い責任をもっているが，戦争を布告する権力

はもっていない。彼はいかなる特定の政党からも選出されない。世

襲によって王位につくもので。そのために若い時からその訓練を受

け，政治的な偏見も利害関係ももたない。その主な難点は君主費が

国家の負担になることである。

　各国の政府の首長についても，この点に問題がある。けれども，

イギリスにおいては，われわれの国王は彼自身の私有財産をもって

おり，それを十分に活用するから，あまり問題にはならない。

－211－



　ある弐和国においては，大統領は自分の鍼L.ている政党から選出

される。他の国では武力によ｡,,で大統領の地位4r籤得する。また多

くの国々では，彼と彼の政府は日が渕っている５ちに乾草を･作ると

い５抜目のないやり方で，檜力の座にすわ。ている間に私腹を肥や

す例がある。また。われjっれは，国内の意見がいろいろ分かれてい

るために｡，世界で召５ところの国家を人民が形成できず，独政老た

ちがその国の権力者となった例を見て来た。これらの独戴者たちが

稀れに見る傑物である場合に｡は，独裁者はその国民を１つの強固な

国家に立派に統治している。けれども，その目的を達成するために

は。彼らの人民の自由は制限されることになる。英連邦では。それ

ぞれの国は人民の意思を代表する政治家の手で民主的に自治されて

いる。

英国における労働党の位置

　大英国においては。労働党は単なる政党ではなくて，全国的な団

体として着々と堅実にぞの名声を築いて来た。それは代々の熱心な

先見の明のある人たちの業績によるものである。その党員たちは，

過激論者の手先によってがみがみ吠えられ，もっと乱暴な政策に転

換するようにけしかけられたという苫い経験をもっている。けれど

も，党員たちは英国人であり，この点が異国からやって来た手先た

ちには刃が立たなかった。

　すでに，労働組合は労働者たちを防衛するための大きな祖織とな

った。そして，商栗共同組合の組織も労働者友好協会と回じく，現

在では大きな展望と行政的能力を持つわれわれの労働者のための広
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大な事業団体になった。

　次のl:代のりj'臓冷りために。今や，教育は汽剣に奨励され要求さ

れている。なぜかとい５に。それは111,哉と同じよりこ性格が要望さ

れるからで。おが人口の大多数が幸福な生活をたのしむために当然

のことである。

　幸にして，社会党のりーダーたりよ｡，労働党の首脳と同様。この

点を1ﾆゅうぶんK.理解していた。ご｡れは彼らの国家と種族とを助け

ねばならぬと思，ている人々が等しく持っている気持である。ほか

の点ではちがっていても。この点ではだれもみな意見がｰ･激してい

るようであり。みなだれも市民性の教育を何より４重要なこととし

て扱かっている。

　それはすでに｡相互善意および協力とによって実現されっつある。

この２つの資質は，将来におけるわが国民の繁栄と平和の鍵であ

る。

　Ｌかしながら，大学教育が君たちの前にあらJっれてくるのを座し

て待。ていたり，また大学教育がやって来た時，何もか4,大学教育

がしてくれるものと期待Ｌたりしてはならない。この市民性教育と

い５ものは，その大部分は各人が吐を決めてかかれぱ，自分で自分

の教官をすることができるし，最もよくできるものである。

　私が本書において君たちに注文をつける理由は，ここにあるので

ある。

野心郭公

大きなことをい５人たちのH‘言に乗せられる危険性とは別に，こ
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れもこれまでに述べたことではあるが，自分自身が知識人ぶるとい

５危険がある。

　若い時分には，何と多くの人たちが政治家とか詩人とか，思想家

とか雄弁家とか芸術家として自分自身の素質を買いかぶっているこ

とか。かくいう私自身もまた郭公だった一熱烈な社会主義者か|献

身的な宣教師になることに熱中し，電光模様のついた緑色のネクタ

イをしめたものだった！

　　「魔法使いのほうづき」（Eudlα?lte?゛sNighlshade）-もし諸

君が愉快な徒歩旅行随筆を読みたいと思うなら，ぜひこの本を読み

なさいｰの中でジェー・ピー・モートソ（J.B.Morton）は，あ

る旅人が道中１人の旅商人と出合った話を潜いている。その旅商人

は，「私は自分の仕事に満足しています。市場で商品を売ったり，

宣伝したりしながら，それよりもっと楽しいことがあるのです。市

場だけをとっても，それは見る価値があります。私は方々を歩きま

わり，新しい土地を見たり，新しい人たちに会ったりします……。

私は自分の仕事に束縛されたり。その囚りこになったりしたくはあ

りません。私は旅行者なのです。商売のことを忘れる時もあります。

私はいつかは商売から足を洗うでしょ‰そうしたら，旅回りの一

座のピアノ弾きになるつもりです。私には野心なんかありません。

私は人生を眺め，なんとか人生を活きたいだけです」と語ったので

ある。

　すると相手の旅人はｰ

　　「野心はいろいろと有難いものですよ」

　　「あなたは野心を持ってますか？」と商人はたずねる。
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「ええ，持っていますと4,。私の友人もねえ。私たちの野心はもの

を裾いて名をなすことです」と旅人は答えた。

　商人はあたかも賢い小さい少年にその両親がほほえむような微笑

をうかべた。

　　「そういう時代はあ

るものですよ」と彼は

いった。「私にだって

経験があります。私は

パデレウスキー（Pade-

rewski）気取りでいた

ことがありました。頭

髪を長くたらし，爪は

絶対に切らず，腹をす

かせ，不健全な書物を

読み，恋愛に憧がれま

した。だが年をとるに

つれて。そんなことは

卒業しました」

　　「で，今は幸福です

か？」

　　「はい」

自己表現一時として君の

トラソペットを吹くこともあろう

　彼の言う通りである。仲間のあいだで自分を有名にしようとか，

自分を高めよ５とするよ５な安物の野心を持つ者は，自分自身を失

望させるだけである。そして，その競争で彼を追い抜いた者たちに
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対しては，ねたみ，憎悪，敵意を懐くことになる。

　正義を重んずる野心だけが意味のある野心であり，それは幸福へ

の一助となる。

　けれども，偉大であるとか，異例の人物と思われたいための個人

的野心は，気取り鼠を作るものである。

　例えば，未来派の画家になろうと思えば，むずかしいことではな

い。君はただ強烈な色の絵具を集め，カンバス上に狂気じみたタッ

チで仕上げるだけでよろしい。もし君が正常であるならば，このよ

うな絵をかいて楽しむのは一時的だけで，しまいにはいやになって

やめるだろう。

ューモフの不足

　ジー・ケー・チェスタートソ（G.K. Chesterton）は，おＬな

ぺて「郭公」は。－モアの七ソスを全くも。ていないという事実を

指摘している。

　彼はいう。「帰謬法によ。て論理的に説明をすると，途方もなく

おもしろ味がでるが，それを理解する人は少ない。例えば，ある人

が私有財産はどんなものでも認めるべきではないと言ったとする。

すなわち，人間はすべての物を互に共有すぺきであるというのであ

る。そこで君が『それなら，あなたは歯ブラシも共有にし，ズボソ

も共有にしろと主張するのですか』と言うと，その人は君は議論を

茶化しているにすぎないと答える。さてここでいいたいことは，そ

の男は途方もない馬鹿々４しいことを言ったわけである。つまり，

彼は冗談をいったのである。ただし話が妙にこじれたのは，私には
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しやれ力;わかるが，彼にはしやれがわからなかったところにある。

私がこんな例をあげたのは，政治などに見られる派閥争いをあてこ

するためと思ってもらってはこまる。これと全く同じような馬鹿々

々しい不合理なことは，保守反動派と呼ばれている連中についても

言われている。たとえば，どこにでもいるような老令の陸軍少佐ま

たはあるクラブの会員が君に向って，ちょうどあるクラブで私が霞

われたように，『わしは，いつも，敵と同じ武器で戦うことにして

いる』といったとする。私ならその人に『ジガ蜂を刺すのにはどの

くらい時間がかかりますか？』だとか，『人喰人種の味はいかがで

すか？』とか言ってやります。こういう場合，その男は君の風変り

な質問を苦々しく思うことが多いが，本当のところ，風変わりなの

はその男の方なのである」と。

敬虔の念の不足

　1922年２月18日のザ・タイムス紙に次のような記事があったｰ

　「モーレイ卿（Lord Morley）は近代民主主義社会に敬虔の念が

失なわれていることを嘆いた。プライス卿（Lord Bryce）は，彼

の最近の著書で，それは将来復活するとは信ずるが，やはり憂慮す

べきことであるといっている。われわれは，そういう復活が実現す

ることを信じる。軽薄，うぬぼれ，および皮肉主我というものは，

人々を利己的にし，また人をあなどるよ５にする。彼らは，『一体

だれが自分たちに善を示してくれるか？』を自問し，納得できる答

が併られないため，彼らは善というものを信じなくなるのである。

事態がこうなると，敬虔の念は滅びる。敬虔の念の滅びたところに
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道徳的，精神的進歩を望むことはできない」と。「郭公」は他の人

々の立哨こ刈して敬意を払わない。

　私はブライス卿のい５「敏虔り念は復活するだろう」とい５意見

に同意する。なぜかと云えば，将来頭角をあらわす若い進んだ人た

ちのあいだに必ずこれが復活すると確信するからである。そういう

復活をもたらすのは君たちにかかっている。

ここに紳士ぶる俗物あり

　階級対階級の俗物根性は，現在わが国を毒しつつある社会不安の

一因である。

　君たち若い人々に，もしそうする意志さえあれば，俗物化をやめ

させることは可能である。

　それは君たちのよ５な恵まれたｰ-よりよい教育をうける幸運に

恵まれた一者の役目である。君たちより恵まれない兄弟たちに，

友情と善意の手を差しのぺることは君たちの務めである。もし君た

ちがー一君たちがい５ように一紳士であるならば，君たちはそれ

を実行するであろう。実際，一流のパブリックスクールや大学では，

恩にぎせるよ５な態度ではなく。兄弟として同胞としてすでにこれ

が実行されていると，私は信じている。彼らの先輩は戦時中にこれ

を行なって，国を救った。彼らは共通の犠牲をはらい。士官と兵士

の別なく共に同志であった。

　君たちあまり５まくない者が，もしゲームにおいて他のチームが

自分たちを５ちまかした時に，いじわるをしたり非難したりするな

らば，君たちはそういう自分たちの態度を下劣と思わないだろうか

　　　　　　　　　　　　　　－218－



？　71たちはぞんなこリn｡たくないだろう。それはスポーツ｀マソ

らしからぬ態1加である。

　したｶし,て，ａたち｣ツl:M金持である者に対しても，スポーツマ

ソらしからぬことはするな。

　彼は君の仲間であり，同国人である。彼は心の正しい人なのであ

る。

　中世騎士のことぱにｰ

　｢彼を知」 -,てみれぱ，よい人間だとい５ことがわかる。けれと'も，

早く彼を知らねばならぬ｡｣

　もＬ君がフッ|･ボーjlを彼と一緒にし，男対男として，同じよう

な服を｡酋て，同じように泥んこにたるならぱ，彼と君との間に｡大し

たちがいはない。

　君たちの先輩は｡金持ち｀いR乏人も，よい家に生まれた省4｡下

層階級の出であろうと，この前の大戦の時には。塹壕の中で泥まみ

れになって1り乙･欧。た。彼らは恐怖と危険をわけあい，死んでから

も同じところに埋葬された。

　そこには。俗物根性はなか。た。彼らは階級･71j差異は皮相的なも

のであることを証明した。一皮めくれぱ互いに兄弟であり，心は通

じあ，ていた。

　だから，貧富の別なく互に親友としてこの友情を続けてゆくのは。

君たち新らしい1!!:代の務めである。この友情によ。てこの古い国を

維持し続ける。

　パブリック・スクールの教育を受けられなかった者たちは。そこ

で教育をうけた人たちから，昔は見さげられていた。
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　現今のパブリック・スクーノ1の生徒には，私ど4,の時代よりこの

ょうな俗物意,涼が誠一｡ているｙ私は思。ている。

　現配の･･゛プリック・スクーノ目よ恵まれないｆ弟のために，社交ク

ラブや体育クラブIな設けている。そして，彼らがぞれらのクラブの

会員と個人的な親密を深めれぼ深めるほど。貧富両階級双方のため

にも。国のためにも，ますます｣:い結果がえられるであろう。

　けれども。彼らは会費か納めるだけでは｡｡まだじゅうぷんとはい

えない。彼らは友情を差しださねばならない。この手段は，今日の

パブリック・スクーノLの教育において，先生方に｡よって。従前より

はるかに重視されるべきボ柄である。

　生徒iよみな社会への奉仕のｰ･端とＬて。ぞれを果さなけれぱなら

ない。

　富める者も貧しい名もそれぞれの分担において善意と協力を尽し

あ５ことは，私が本書の力々で述ぺているように，すべての人一々の

繁栄と国の平和への鍵なのである。

人間性の要素

　私は。かつて，あるとてもスー7－トな若い近衛兵の士官に，おれ

われの客間とかクラブとは全然かけはなれた生活を見せるため。ロ

ソドソ南東区の貧民絢へつれて行ったことがある。若い頃，私自身

4,，鉛管工としてそのような町の生活の中にはいり込んだことがあ

った。

　私はこの士官にと。てこれ亀ひとつの教育になるだろうと考え

た。
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　とこﾇ,が，これは私にとっての教育になった。

　なによりも，波が常用のスパッツもっけず，儀式ばった固苦しい

身装りでなくやって,yたのるごほて，私はりれしかった。そして，わ

れわれがそこに友｡る私のよくう3し,ているクラブに着いた時，彼はよ

ごれた古いパイプをとり出Ｌ．ビールを注文した。そして，じJりこ

彼のまわりに男たちが集まり，彼の語る話に大笑いでわめいた。

　さて，ぞのあと帰り道で。私はこみいった路地に迷t･込んで褒附

に入ってしまった。とうとう，私はウj一一ターロープリッジの方角

を見失なったこJ:を白状した。すると，彼はただちに｡先頭にたって

　「それならこちらです。この路地を行けばいい」といった。

　そこで。私はこの友人がこのあたりによく来ることを知った。こ

の男は「社交」界に多くの知人をもっていると同じように，このあ

たりにも仲間をも･ﾕ:,ていた。

　彼は着でいる衣服によ，て友達を選ぶのでなく，その人物によっ

て選んでいた。

　そのことは恩にきせるような態度ではなくて，彼のもつ人間味に

よるものであ｡9た。そして。それはレッド・イソデ.f7ソのい５

　「良い薬」でありｰ---われわれすぺてのものへの良薬なのである。

　　「おえらがた」というものは自分たちの生活とかけはなれた人間

に対して，しばしばあんなやつの心の中に人間味なんかあるものか

と思５らしい。「おえらがた」は俗物である。

感情jﾐかせの気どり屋

　ガッシュ・プリッダ（Gush Prig）というのは，感情のままにふ
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るま５者のことである。ガッシュとは，君たちが輝かしいものと思

って作り出すものだと，私は思っている。ただし。それは知識また

は経験の所産ではない。

　それは談話であるかもしれないし，詩とか散文であるかもしれな

い。自己表現は結構であるが，それが行きすぎて，“感情のほとば

しり”にまでなるとｰあまりもしばしばあることだが，興奮して，

威張りちらす。

　大部分の若い人々は22才を迎えると，知るべきことを全部知って

しまったように思うｰそして，自分たちが知っているということ

を他の人々に知ってもらいたがるものである。

　それが32才になると，まだ一つ二つ学ぱねばならないことがある

と気ずく。 42才になると，大いに勉強する。（73才の私は今でも勉

強をしつつある｡）

　政治家，それも特にはっきりした意見をもっている政治家たちは，

一般的に，年をとるにつれて初期からの後援者に失望されるように

なるのが普通である。その理由は，彼らはその間に多くのことを学

び，経験によって彼らの視野が広くなって，あるひとつの問題につ

いて考える場合，もっと別の考え方もあるのだという重大な事実が

わかったからである。

　若い頃，私はとても素晴らしい考えを打ち出すのが常であった。

それで，私はそれをイソスピレーショソ（霊感）と思いこんで，詩

的な情熱にかられて書きとめた。ところが後年それを読んでみると，

なんたるたわごとであることよ！　今日，私は正にそれと同じ段階

にいる青年から８枚にわたる長い手紙をもらった。
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　その手紙の中で彼はこういらｰだが，彼が何をいわんとしてい

るのかよくわからないのだが。「ぼくみたいな人間はみんな苦しん

でいます。なぜかといえば，スカウティングの精神の中に，みんな

は無数の結構な説教やちかいやおきてよりかも巡かにダイナミック

な宗教と詩の方を見出しているからです。そして，彼らは喜んで因

襲のとげのある谷間を越えて進み，平凡な群衆心理という岸から

岸へとうねりよせる偏狭と想像力の欠如という海を進むからです」

と。

　見事！

　これは，私に偉大な詩人ブローニング（Browning）を思わせる。

彼が彼の初期の詩のひとつについてとりいうことをいわんとしたの

かと質問された時，政はこう笞えた。「私が詩を書く時，とにかく，

私はそれが何を意味するか知っていた　　神もご存知だった」

　　「今では一一神のみがそれを知り給５」と。

　かつて，私は，１人の救世軍の士官が海外領土のある場所へ向け

て出発しようとしている移民の一団に対して，助言を与えてるのを

耳･にしたことがある。彼はい５．「みなさんは先方に着いてから数

週間もたたない５ちに，早くも，その土地の人々にこのよ５にした

らもっと仕事が５まくできると，やって見せたくなるでしょう。ま

た，故郷の人たちに，こんな神からみすてられたょうな国やこんな

に堕落している人間は今まで見たことがない，などと書き送ること

でしょう」

　　「私は手紙はぜひ書くように助言します。けれども，６ヵ月かそ

こいらはそれを投函してはなりません。そして，その後で開封して
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読んでみるのです。まあ，なんとナソセソスなことを書いたことか

と気づき，出さなかったことに感謝するでしょう」と。

　私もこれから世間に出て行く多くの青年諸君にこれと同じ助言を

したならば，きっとためになるのではないかと思‰すなわち，自

分の感情の噴出は書いておく。だが２・３ヵ年はそのまま保存して

おく。そのあとで取出して読んでみると，やれやれ誰にも見られな

いでよかったと思いながら破ってすてるだろ‰そのときの喜びは

疑いなしである。

　自分の感情をさらけ出す前に，先ず安全装置ということを学ぶべ

きである。そうすれば，正しい足場から出発することができ，後日

になってそれを取消したり破棄することはないのである。

自啓自発

　自啓自発は郭公主義に対する安全装置である。

　私はこれまでの稿で郭公の暗礁の危険性について述べてきた。す

なわち，郭公の誘いの吟声によって堕落に導かれる危険性，または

君自身が郭公になってしまう危険性を説いたのである。

　そこで，その次は，安全にこの暗礁を見送るためにはどうすれば

よいかということになる。

　教育というものはひとつの大きな安全装置である。私がここでい

う教育とは，学識を深めるよりは心と魂を教育するという意味であ

る。前者は危険を素通りすることを可能にするが，魂の教育は君を

それ以上に向上させるものである。もし旅行したり読書したり，他

人の経験に｡学んだり，自然界から学んだりして広い知識をもつこと
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にょって片が君の心を大きく広げるならば，郭公の誘惑の声をしり

ぞけで安叙を保つことになろ‰そして，より高い理想を抱いたり，

善意と親切から他の人々に｡思いやりを持つことによって君の魂を大

きく広げるならば，君自身を郭公にしたり，アメリカでい5 high-

broW　（知識人ぶる俗物）にするょ５なことは決してない。そし

て，君は自分がすぐれた人間であり，幸相人であることに気ずくで

あろっ。

　物知り顔をする気取り屋は本当は学ぶべきことがたくさんあるの

に，何でも知っていると思っているからそうなるのだ。彼は誰ょり

も自分を賢いのだと隠せびらかし，一方では人々の無知につけこむ。

昔，哲学者ベー・ソ（Bacon）はこういった。

　　「ずるい人間が賢い人間として通用するほど，国家に害を与える

ことはない」

　君が年をとって腎明になればなるほど，自分のずるさは減ってゆ

き，もっと学びたいと思う。それゆえに，知識と経験を貯えること

を始めなさい。それを吐ぎ出す時機は後日やってくるであろ‰

　君が学校を出る時には，クラスの者なみのｰまたは一般大衆な

みの訓練は終わっでいる。ところが卒業後になると，中には平均以

上の抜群の人間にのし土る者もいるが，多くの者は大衆なみの状態

で進むし，またある者は貧民窟行きに下落する。

　成功するか失敗するかは，君自身の努力次第である。学校で学ん

だ知識を土台として，自分自身をさらに教育する者は成功する。そ

れには読書や講義が君の役に立つ。

　けれども，ラルフ・パーレット（Ralph Parlette）がいったょう
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に「もし私が通りすがりの人に無料の聴講券をくれてやったなら，

私は『講演』より『天然痘』をくれてやったのと同じようにだふん

思われるだろ‰彼らは講演など気にもとめないし考えたく4,なレ。

彼らは，一生涯鼻の向くままに進みたいだけだ。-そして。一般

にだれかがその鼻を引っぱるのである。民主主義の脅威は努力しな

くともまっすぐに歩けるようになるのと同じよ５に，自分で考えな

いで，まっすぐな考えしか持たない人物がいるとい５点である」

　　「世界は民主主義によって安全を保つことが可能であるけれど哺，

心理的浮浪人が自分から救われるまでは，民主主義そのものは世界

にとって安全なものとはなり得ないだろう」と。

　世の中に肉体的破壊者がたくさんいるように，心理的浮浪人や浪

費者がたくさんいる。こういう人たちは安っぽい新聞だの，口のう

まい弁士や，下劣な書物や映画のいいなり放題にわが身をまかせて

いる連中である。

書物と読書

　旅行と読書と自然界の探究は自啓自発のすべてであると前項で私

は述べた。読書をとってみよ‰君の身のまわりにある書物によっ

て，君は不思議な力を得られる。ほかの人々が政治的な望みや絶望

にやきもきして頭が変になっている時，君は自分の持っているもの

に満足していられる。君はいつでもわれをわすれて遠くはなれた土

地を旅行したり，異った時代の歴史の中にひたったり，科学の驚異

を存分に見渡したり，おもしろい物語で楽しんだり，詩の中に美を

見出したりすることができる。
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　書物はÅ,問がもつことができる最良の友である｡,君は自分のすき

な友を選ぶ。いつで柘そ･の友にたよることができる。彼らは何の仕

事を助け。君の余暇を活かし。そして君の悲しみを救う。君はその

友を君の家に呼びよせ，身のまわりに常にはぺらしておける。

　今日では，書物は君が１つずつ買い求め。君のコレクショソを作

るようにすれば，決L.て高価な4,のではない。とにかく近所の公立

図書館に行けば，金をかけないでほとんと･どんな書物でも手にとる

ことができる。けれども，自分の書物というものはなんとい･って伝

無二の親友であり仲間である。氷は安いからという理由だけで買,,_，

てはならない。たいへん安い本は往４にして。値段同様くだらない

4,のだ。読もうとする時には，最上のものを求めるがよい。

　もし君が多くの書物をすでに読んでいるのであれば，どんな種類

の書物がすきなのかわかっている。あまり読んでいないならば，今

すぐ読書を始めることを私は助言する一君が読=書を後悔すること

はけっしてない一一まあ，君が興味を持っている書物から読み始め

なさい。

　4,し君が自分で判断できないようなら。百科全備を見るとよい。

それは公共図書館に行けぱある。アダムス教授（Professor A（lames）

もいうように，どんな事柄についても百科全書はよい「救急」にな

る。特殊な方面の本についても，ほとんどその書名を教えてくれる。

もＬおもしろい本を読みたいなら。ロパート・ルイス・スチプソソ

ソの「宝島」か「誘拐」から読みはじめれば，まちがいはなかろ５．

またシ。－クスピ７の劇はお4,しろく4,あるし。教えられる本でも

あるので，非常によい読当に｡なる。スチ，ワート・ホワイトの|森」

－227－



　（“The Forest”by Stewart White）とグレイソソの「友情の

路」（“The Friendly Road’･　byGrayson）はローバーリング向

きの愉快な本である。

　けれども，読書する場合は，読むのであって，うわっつら読みし

てはならない。読みながら研究する一一　すなわち，その意味を心の

中で注意探くそし々くするならば。読んだ泰はそれだけ長く身につ

いて忘れないし，結局はそれだけ読省の効果をあげることになる。

　君がおぽえるつもりで読むならば，おぽえられる。

　次の言葉はベーコソ（Bacon）のアドバイスである。「反駁する

ためや打算のために読書してはいけない。そのままｲaじこんだり，

当然と思ったりしてはいけない。話のたねや説教のたねさがしに読

書してはならない。書物は分別をつけるため。考えるために読むも

のである。書物には味わうもの4,，その｀まま吸収すべき本も，また

よく噛みしめて消化しなければならない本もある……」

　　「読書は充実した人を作り。会議は間に合う人を作り，執筆は精

確な人を作る……」

　　「もし人があまり本を読んでいないならぱ，何とかして読んでい

ないのを読んだように見せかける必要を感じるであろう」

　私は読んだり聞いたりしたことの中でためになるものをその日の

日記にノートするということが，たいへん役にたつことを発見した。

ある人々は現在それをカード式に整理している。こうしておけぱ，

アルファベット別にと’んな主題でも見出すことができる。

　とにかく，できるだけ多くの良い材料を心の中に貯えた後で記憶

を補うために，それを書きとめておくとい５やりかたは申分のない
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方法である。

　けれども，見通しなＬに読むのは感心しない。君は書いたものか

ら得た知識を世間や人や事物から得た知識によって，バラソスをと

らねばならない。その点で旅行というものはたいへん価値がある。

けれども，その旅行にしたって鋭い観察力と感受性に富,んだ人なら，

たった１マイルそこいらのあいだだけでも鈍感な男が1000-マイル歩

いて得る知識と同じだけの知識を得ることがきでる。

教育としての旅行

　ある日，私は，サザソプトソのドックの構内を歩いていた。その

時，私は埠頭にある倉庫から香料とコーヒーの匂いが流れてくるの

に気づいた。私は倉庫の中へはいって，それがどこから来たかを聞

いてみようとした。すると，そこにいた男が,これはモソテ・ビデオ

とリオデ・ジャネイロおよびラ・プラタを航行してきた貨物船の積

荷だと教えてくれた。これを耳にしたとたん，私は若い頃に読んだ

「アドベソチュア号とビーグル号航海記」（voyage of the“Adven-

ture” and “ Beagle ”）という本を思い出した。

　行ってみたいという誘惑はあまりにもすさまじかった！　私は借

金をして，とうと５南米行の切符を手にした。２・３週間後，私は

その途についた。その航海は各種各様の乗組員，停泊した新らしい

国々，始めて見る人々や雰囲気，そういうものが広漠たるパンパス

　（訳者注，南方特にアルゼソチソの大草原）やアソデス山系の壮麗

な景観と相まって，私の心と考え方を大きく開いてくれた。 ２・３

週間の旅ではあったが，それは何年もかかって勉強しても成しとげ
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られないほどの収穫を私に与えてくれた。

　たとえ外国には行けないにしても，君たちの故国においてだって，

見るべきものはいくらでもある。自転車をとばそうと自分の足で歩

こ５と，研究すべき人生の毬々相がそこにある。遠くへ行けないな

ら自分の住んでいる町やその近隣にも，古代の歴史の旧蹟や，聞い

ておいてためになるような経験をもった人がいるはずだ。しかし，

この種の旅でも，人や物事をすべて観察し発見するとい５考え方で

実施するならば，それは君の自啓自発の道程の１つの有意義な手段

となる。デーピッド・グレーソソ（David Grayson）は，その著

　「友情の道」（The Friendly Road）の中で，自分が農場をすてて

放浪の旅にのぼった顛末を述べている。金も持たず一定の計画もな

く，ただ田舎の美しさに酔うため，よその人たちに会うため，そし

てそれらの中に至高のものを発見したいとい５一念からの旅であっ

た。そして，その結果として，彼は村の牧師からはその勇気を，百

万長者からはその人間らしい思いやりと素朴さを，水呑み百姓から

は日覚めた精神を，社会主義者の弁士からは視野の広い見解を発見

したのであった。

　私がこの書物をここにあげた理由はこの本の魅力やおもしろさだ

けからではなく，その気持があれば自啓自発とい５ものを「遍路

法」によってどれだけできるかとい５実例を，この著者の力だめし

によって，あげたかったためである。この方法はその書物と同じよ

うに，だれにでも入手できるものである。本代は３シリング６ペン

ス。入手できないほど高価なものではない。

　さらに。私はカナダとアメリカの大学生によって実施されている
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自啓自発の制度を知っている。この大学生たちは，大学に納める金

に，あり余るほど恵まれているわけではない。そのために彼らは大

学でのすべての訓練を断念することはなかった。夏期，彼らは川を

航行する汽船に｡乗って給仕人として働き，学費を稼ぐ。それと同時

に，休暇を無為にすごすのではなく，働きながら世間の人々や出来

事から知識を伸ばしていったのである。

自己表現

　もし詩とか文章とか，演説，絵画，または彫刻のどれかによって

自分の思想や考え方を表現に移そうと思うならば，そうするのはよ

いことにきまっている。ただ，私は君たちが世の中をじゅ５ぶん見

ないうちに，よくあることだが，極端な見解に突走らないように注

意しておきたい。よい自己表現は美徳であり，しかも最も程度の高

い美徳である。

　入はだれでも何らか天与の才能といわれるものをもっている。あ

る者は美術家，ある者は俳優としての天性をもっている。仮りにそ

の者が八百屋で備いていようと，大工をしていようと，そうである

ことに変りはない。また，ある者は給仕入とか火夫をして生計をた

てていよ５とも，器用な手品師や歌手になれるかもしれない。この

ように各種各様の「天与の才能」が，ほとんど全部の人のからだに

かくされている。

　なぜこれを「天与の才能」というのか？

　さよう。それは自然の資質－一つまり神からの授かりものである。

そうであるから，その所有者はそれを一神のために一有用につ
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かわなければならない。その人はそれを他の人々に授けることによ

って，有用に働かす。すなわち，彼の歌なり演技なりを使って失意

の人たちをよろこばせたり，手品で人をたのしませたり，彼が描い

た絵が人々に美への限をひらかさぜるのである。才能を自分のため

よりも。むしろ他の人々のために使いなさい。そうすることによっ

て彼は神の菜を行ない，いかさま師にはならず，彼は真の幸福とは

何を意味するかを発見するであろう。

若い弁士へのプレムペの暗示

　アフリカ西海岸にあるアシャソティ地方の統治者プレムペ王(Ki･

ng Prempeh)が人身御供のために限度を超えたので，彼を検挙す

るとしう光栄が私に与えられたことがある。もっとも，これはおも

しろかったという方がいいだろうが一一ただし，その検挙の話はこ

こではしない。

　ただここでは，暗示の供給者として彼をひきあいに出すのである｡

なにしろ野蛮国の土なので，こうしたらこうなるというような思慮

なんてものはなく，思いついたことを即座にロにする･7)が癖であっ

た。

　彼は怒ると分別を失って，めちゃくちゃになってしまう。叱られ

た者もまたｰそのなり方はちがうが一同じように顛が変になる｡

　彼が捕えられて英国の官憲との対話に出る時，平生とちが５別の

話ぶりをしなくてはならないと彼はさとった。なぜかというに，も

し彼が自分のことばの影響を最初によく考えていわなかったなら，

あとになって，とりかえしのつかぬことになるかも知れないと思っ
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たからである。

　そこで，彼はがむし々らな若い連中が討

議するときよくやるよ５な真似をしたｰ

とにかく。それは象徴的だった。彼はプラ

ジルクルミのような大きいクルミを，歯の

間にくわえた。4,し何か考えもなしに喋り

だＬそうになった時には，ともかくそのタ

ルミを口から取り出す間があるから，ひと

いき熟考の時が稼げるというのである。

　私がこのプレソペ王から得た暗示はこの　プ゛ぷ゛は･ど゛)ょ５に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して舌が走りすぎるのを

ほかにもあったｰそれは君たちが相手よ　防ぃだか

りかどんなに優位に｡立った時でも，相手を圧倒したとか，やっつけ

てしまったとか思ってはいけないということである。相手はまだ別

の武器を袖の下にかくしているかもしれない。

　私はこの教訓の思い出の種子として，現地の火縄銃の火うち石を

私の机の上に今でも匠いている。以下に私が教訓をえた一部始終を

話そう。

　私たちが彼を捕えに来そ５だと感じたこの王様は，夜にまぎれて

ジャングルに逃げこも５とたくらんだ。このことは私も予期してい

たので，彼がやってきそうな小道に私の部下を待ち伏せさせておい

た。

　私自身は部下から２・３ヤード前の濠の中に匿れて，星の先に映

しだされて忍び足でやって来る者の姿を見つけたら，部下に捕えろ

とか，やりすごせとかの合図を出せるようにした。
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　しぱらくして，王様の部下の斥候のｌ人が注意深く，静かに，ぬ

よね仁り足，やって来た。そして，私と対面する位旨まで来ると立

ちどま，て，前方の闇の中をじっと見つめた。

　彼は何か怪しい気配を感じたらしい。私はこの男が引ぎかえして，

われわれ｡が現われたことを王様に知らせに行くのではないかと思｡，

た。そこでこの男が１ヤードそこそこのところまで，私の力に背勺

向けて近ずいた時，私は壹lちあがって，やにわに彼に組みつした。

　われわれはすばらしい旧式の格闘をした。彼は私の腹を狙って銃

砲をかまえた。私は引き金を捕えた。その鉄砲は非常な安物であっ

たにちがいない。引ぎ金は私の手の中に落ちた。２人は抱き合った。

げjしども，それは愛の抱擁ではないですよ。われわれが舷っ組みあ

いをして上になりﾄﾞになっている時，犬闘で第３の犬が援けにくる

ように，私の当番兵が相手の手許をつかみ，うまい具合に相手が私

の肝臓にナイフを突き刺そうとするのを訪いでくれた。

　つまりは，この男は鉄砲のほかにもうーつの戦いの道具をもゾに

いて，いざという場合に使川するつもりだったのである。

　ついでながら記しておくに匝するのは，このプレムペが流刑から

釈放されて戻ると，彼はボーイスカウトの地方連盟の連盟長になり，

彼の息子はスカウト隊長になで｡)たことだ！

　がってはサーカスの道化役者をしていたが今では百万長者になっ

ている人に，私は会ったことがある。この人はそんな大金持になっ

て払　自分の工場で腕まくりをして拗いていた。彼の工場はアメリ

カの南部のある州にある葡萄酒醸造所だった。私が会ったのもそこ

であった。彼は自分が成功した理由は，同業者どもが化学的のせん
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じ薬をこっぞりまぜるのに反して，自分は純粋な果実装で作るから

だと説明した。彼はその教訓をサーカスの舞台で学んだのであった。

彼は新聞のこっけい欄や興味本位の書物から抜き出した中占の冗談

は大衆にうけない，人々は純粋の独創的な。－モアを求めているこ

とを発見した。葡萄酒においてもぞの通りであった。彼が純粋な混

ぜ物のない品を作ると，またたくまに注文が殺倒したちまち大金持

になったのである。

　パブリックスクールや大学や青年クラブには，若い政治家を訓練

するために討論会がある。けれども，それに伴５危険性は彼らが往

々にして気取り屋になることである。それは会員たちが政治家を真

似したり，本で読んだり他人から聞いたりしたことをしやべるから

であって，彼ら自身の理解に基ずいた純粋の結果ではない点からく

る。模遺品には何の価値もない。

　有名な政治家の多くは中年になってから政治家としての経歴を始

めた。つまり，彼らが世間や人生をかなり知ってから始めた。とこ

ろが多くの悪い意味で著名な政治屋は，少年時代に討論クラブに入

会した時からその経歴を始めたので，気取り屋から抜けられないの

だ。

　けれども，もし君が経験を積み，公共の仕事に参加して社会につ

くす立場に｡立った時には，それに対する自己訓練に｡全力を尽くさね

ばならない。前にも述べた通り，政治屋よりむしろ政治家としてま

た，社会の一部よりも全体の幸福のために尽くすべきである。

　それに至るひとつの手段は要点を速やかにつかむとともに，その

事柄の異なった面をも理解する能力をつけること，およびいまひと
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つ，言葉によって自分の意思を巧みに表現できる能力をつけるとい

５ことである。討論において自分を華やかにしたいと思５若者に対

して，故プライス卿（Late Lord Bryce）は自分の過去を省みて実

によいフドバイスを残した。彼の言うところによると「私は学校で

先生が授業をしているのを思いだします。今，先生は，私の前に立

って，クラスの少年たちに語っています。先生はこんなことをいい

ましたｰ‘｀君たちが弁論の最中に一回５まい議論つまり必要十分

な議論をしたなら，２度目の議論をだぞうとするな。二回目は一回

目の効果を弱めるだけである”-」と。

　どうしたら自分の意思をうまく発表できるか，それを学ぷいちば

んよい方法は演劇に参加することである。これは雄弁術の実地訓練

として最上のものだ。そして，これは聴衆をひきつける方法を端的

に教えてくれる。音声と身振りによる表現の仕方，および人前を気

にする自己意識をすて去ることを教えてくれる。ジョセフ・チェソ

バーレソ（Joseph Chamberlain）が私にこう言ったことがある。

自分の当初の成功の原因はアマチュア俳優として練習しだことが

大いに関係があると。

聴　き　方

　話し方についていろいろ話してきたが，結局は静かに聴くことに

大きな価値があり，それがたいへんな技術であるということを心に

とめておくことである。君たちは討議においてしばしば自分の考え

を口出ししたいような気持にかられることがあろ５．けれども，一

般には沈黙を守って他の人たちに出しやばらしておくのが，いちば
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んよいのである。この方法で君は学ぷのだ。し々べり続けるならば，

他の多くの人４を沈黙の傍観者にしてしま５．どこの会合でも，し

4･べってぱかりいて，ち。とも坏を傾けない人はたくさんいる。

　何か首わなけお｡ぱならない大事な場合にだけ，しやべる寡黙の人

こそ人々からよく傾聴される。

　こういう人は，彼らにとってスフ｡4ソクス（なぞの人物）である。

　「事を成すのは寡言の人である」

仕

　性格と能力を築く訓練を自分にするにあたり，君は単に自分の地

位や幸福の達成を目ざすだけでなく，他の人々に節いことをし社会

に尽すことをいつも目標にしなさい。ひとたび君が他の人々に奉仕

する立場にたったならば，君は真の成功-すなわち幸裔-へ昇

る梯子段に足をかけたことになる。

　奉仕というものは単に他の人々に好意と親切をつくすという私的

な小さい善行だけを含むのではない。善行は正しいし良いことでは

ある。それはボーイスカウトだれしもが毎日行なうことである。し

かし，私がここで言う奉仕はそれよりずっと高い，より大きなもの

を意味している一つまり君の国民としての奉仕である。

　それは公的な事柄で自分をリーダーとして押し出したいとか，君

の特殊な政治的意見を他の人々に強制するということを一般に言う

のではなく，国家における信頼される人物，有用な市民，すなわち

壁の煉瓦になることである。このためには，君は広い視野を持ち国

家全体として何がいちばんよいかを考えなければならない。ただ国
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家の特殊な一部分のためにだけ一番よいことを深すのではない。

　ラジャード・ギプリング（Radyard Kipling）が「田園の栄光」

　（TheGloりof the GαΓd㎝）の中に示したように，人はだれでも

みな公共の福利－--一社会の幸福に奉仕する場をもっている。

　劇の演技は公衆の前でしゃべる

　謂|練として最上のものである

レーができるようになる。

　神から授かった君の才能によ一，

て，君が奉仕できる場を見つけた

時には，もようとフットボールの

ゲームにおいて味方を｡バッタフッ

プするように援助に向い，それに

加入し援助をしてあげなさい。事

実，奉仕力のある市民はすぐれた

フ。トポールの選手によく似てい

る。第一に彼は個人としての自分

の能力を磨き･，次には，それによ

ってチームとしても，効果的にプ

　　　　　ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ選手として

一

千

7

三五ド

　　　　　　味方のためのプレイで
集団的資質｛

　　　　　　　個人ﾌﾟﾚｲではない

市民として

　　性格と知能
　　|

健康と体力

　　手技と器用

{社会への奉仕

　もし自分の持場を守らなかったり．オフサイドばかりするのをた

のしんむ者がいたり，反則してボールを扱５ことを好んだり，相手
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方選手の脚にパソチをくらわせる者がでたりするならば，それはも

うフットボールリゲームではない。無秩序であり試合のぶちこわし

である。

市民奉仕

　よい市民として君が社会のためにつくすことができる最高の善行

は，･lj民奉仕に一役買５ことである。私のいう意味は市町村自治体

とか地方の政庁の仕事に関係するとい５ことである。けれども。そ

のためには，もし君がそれに成功を収めたいと思うならぱ，ちょう

どラソニングのレースに勝つため。または。資格試験に合格するた

めに準備するような，準備を自分自身にしておくとよろしい。あま

りに4,多くの人々は自分には弁舌の才能があるからとか，その方面

に経験も知識もないくせに政治はいかに運営すべきかとい５ことに

生半可な知識を4,っているからとか。そうい単純な理由からこうい

う公共事業に予を出している。地方政治とその目的，方法ならびに

責務に関しては。しっかりした基礎的知識が必要である。

　それについては，エドワード・ジェー・エス・レイ（Edward J.

S.Lay）の書いた「市民性」（Citizenship）とい５小さいけれども

大へんよい本がある。

　この本には私が本書でふれた問題の多くや，その他のことが書か

れている。どれも簡明にわかり易く書かれ。たくさん挿し絵が入れ

てある。市民性。すなわち賃金とか労働とか，節約，教育，健康。

政府，国際連盟などの問題につ1.･て勉強を始める人たちにと。は非

常に有益な書物である。
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　君たちは21才になると，国会で君たちの地区を代表してくれる代

議士を投票する市民としての権利を獲得する。君たちはこの責任が

とれるよ兄　また市民権という大きなゲームにおける君の役割りを

果せるよう能力をつけておかなければならない。

　この力をつける第一歩は，いままで暗礁を避ける方法として示唆

したいろいろなこと，すなわちｰ

　　性格と知性

　　手技と技能

　　心と体の男らしい健康　　を目指することである

　さて，ここに第４番目のもの，すなわち奉仕がある。これは市民

としての役割を果すということである。

　このための自啓自発の最大な要点は，君たちの町および国の過去

ならびに現在の歴史を学ぶことである。これは大部分は読書によっ

て勉強できるが，旅行して歴史的な要地を訪れるならば，それ以上

の勉強ができる。次に地方的な情勢を理解したりそれに協力したり

するためには，地方政庁が実施している行政についてできるだけ知

る必要があろう。たとえばｰ

　その教区評議会のことー-一一任命方法，教会での任務，その他

　都市および農村地区評議会のこと，およびその傘下にある教区を

　　それはどうゆうふうにあつか５か

　自治体と市議会－一市民，助役，議員などの役員選任方法および

　　救貧，保健令，初等学校，アルコール飲料統制，警察，消防等

　　を管理する上での任務

　州評議会のことｰ-その役員，部局，自治都市への任務，徴税と
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収ぺ．そ|.で･免許状，教育．照明，眉'路，橋梁．病院．住宅，

図;ぢ館，Ilj･胤公園，水辺，ﾄﾞ水辺等に要する経費と収支との

励ａ。

国　公

　州の池Jj政体のことは芦てお気各議会地区は下院で住民の代弁

を1てくれる代議十か選挙によ一一,て選出する。このようにして遭げ

れる議会の代議艮は615入いる。この人たちは国を統治するための

法律を作る権力をもっている。こfhヽうjっけで，21才以上の男女は

ほとんど全部国政について部屋権を4,つ。

　上院には600人を超える議員がいる。この人たちほぽ襲権によ。

て，その地位につく。けれとも可成りの割合を占めているのは，そ

の事業または国家的奉仕で抜群の顕著な功績をあげ，国王が政府と

合議して任命した議員である，

　上院の任務は主として下院から上提された法案を討議することで

ある。彼らはその法案に修Ｅ意覧をつけて下院に送り返すことはで

きても，問題を「否決」-1’る実際権力は4,たない。問題は法律にな

るまでに。このようにして。じゅうぷん討議されるのである。

　上院はそれを国王に渡して裁可をあおぐ。これはひとつの形式上

の手続である。国王は実際上の拒否権はないから，下院が可決した

ものに同意するわけである。

　政治的感覚のちがう党派は，自由党。保守党，労働党等々とい５

名のもとに，国会に代表されている。股4,投票権の強い政党が政府

を組織し，そして与党でない弱い政党によって万事批判される。こ
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のやり方はやりすぎたり，国内の統一か破らない限りにおいてょい

方法である。

　内閣は総理大臣の指揮のもとにある大臣たちで構成される。これ

は執行機関で国会の一般的指令に従って，国の行政を行な‰各大

臣は担当する責任のもとに行政の１部局（省）を受けもつ。たとえ

ば海軍，陸軍，教育，内務，外務，海外領土と植民地省，保健劣等

である。全体の制度は初期以来だんだん増大された。 1215年までは

代々の国王の独裁政治であったが，マグナ・カルタができてからは

権力は多く人民の手に帰した。そして，1679年の人身保護令，1701

年の王位継承令，1911年の議会令によって民権は著しく増大した。

　このょうに，わが国の議会はすぐれた基盤の上に進化を着実に成

しとげ，「あらゆる議会の母」という称号をかちとるにいたった。

君たちが他国に旅行した時，それが共和国であろうと，君主国であ

ろうと，あるいは未開発の国であろうと，その国民たちがこのあら

ゆる議会の母を人民による人民の政府という理想に最も近いもの，

すなわち純正な民主的法則にのっとった政府と見なしていることを

知るだろう。

新しい共和国

　かつて，私はある新しくできた共和国で，その国の死刑執行長と

語ったことがあった。彼は今では死刑の執行が廃止されたことをな

げいていた。私は彼になぜ死刑をやめて終身刑にしたのかとたずね

た。

　｢いや，いや，われわれはもう民主的な共和国になったのでね｡
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刑務所は吟･|･レたのです｜と答交た．

　　｢それで::t.犯罪.はなくな･.たのですか？｜

　　｢いや，それはまだうんとあります｣

　　｜それ1:･.･や，，2il2j11'.名ll ,どうなるのですか？｣

　　｢そりあ．兵隊が城門のそとにつれ出して鉄砲で射･ヽん'･?堂.卜一

一死ぬまでね……｣

　　(これでJ-ljｶ...'こ．今まで彼らは肉剛Iリぐ庖丁で叱|川を執行する

慣例だったので，この銃殺を死刑とは考ﾀ.ていないのだj

　　｢それなら，小さレ犯罪に対しては.どっするのですか？　あるﾒ，

が他人のハソかリ･･を盗んだとしますね，その人はどうな乙ので１　ょ

っか？｜

　　｢城外へつれ出,されて，鉄砲で射たれますよ｜

　　(後日わか．たことであるが．この｢ﾀﾋﾟぬまでにといjに,リjに

は意味があるのだ．その珂.由は，兵隊どもは民主|'lj｣に･つまり自主的

に訓練されてｔヽるので．鉄砲を射つのも腰にあてて射も，肩にあで

て射たない．だから，目標に命中するのに長い時間を要することぷ

しぱしぱあ.j,たわけだ,)

　　l'これは，すごい！　では．肪･μをした一女にはと･りすZ,のです

か？　まさか．兵隊が凌たらを死ぬまで鉄砲で射tjのじやないでし

ょう？｣

　　｜とんでもない．射つなんてこたあL.ませんよ｣

　　｢じ々あ，女の犯罪名はどｊなるのですか？｣

　　｢はあ，それは私のところへ送られてきます．私はこまぎれに切

りますな．だけど，男の力は死刑にはしません｣
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　以上のことは，できたての国々の人々が歩き方を学ぷよりも先き

に。走り方にいかに努力しつつあるかを物語るものである。このよ

うに乳ほのエプロソの紐からのがれたいと恩つばかりに，同じよつ

なことをしている国が現に２つ３つある。

　いつだったか，私は，ある共和国に滞在していた。そこの政府の

冗ｉが一日の仕事を終えてゆっくりくつろいでいた時，彼の親友で

ある司令長官が訪ねて来た。

　その将軍は非常にこっそりと，目立たないように会いに来た。お

別れに来たのだといった。

　　｜なに？　君，と･こかへ行くのかね？」

　　「いやいや。私はこのままここにいる。山て行くのは君の方だよ,，

というわけは，明日，革命が起ることになっている。君は暗殺され，

ぼくは時を移さず，ただちに君に｡代わって元首に選ばれることにな

っているからだ」

　そこで厄介なことを省くために，元首は去って行った。

　このよ５な土地ではこんなふうに政権が変えられるのである。

英帝国の問題の２つの面

　ある日曜日に，私はニュー・サウス・ウェールズのシドニーにあ

る公園をぶらぶらあるいていた。その時，２人の人間郭公が代わる

代わるしやべるのに耳を傾むけた。それで私は芙帝国の開題に関し

て，２つの見方のあることを知った。それは，興味のある例だと考

える。けれども，どんな問題についても２つの面があることを自分

で学んでわかっている人々に対して，私は下院での議事報告と日々
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の新聞とを研究してほしいと中しあげたい。そうすれば君たちはた

だ２つだけでなく，３つ。あるいは同じ主題について４つの夕烏なっ

た見解があり，それらの見解はいずれも等しく相当の根拠をもって

いることに気ずくだろう。これは自分でそれを考え抜いたり，結局

はどの見解が国民の大多数にとって利益になるのかを知り。そして

それにしたがって自分の心をきめるのはたいへんよい勉強である。

私は帝国の問題について聞き及んだいろいろの見解をここに，あげ

てみよ５．これは決定的なものではないが興味深い意見である。

　芙帝国は横柄な国である。早

期からこの方，多くの冒険家に

よる土地の掠奪と侵略で，その

基礎は築かれた。

　なぜ世界で一番豊かな南アメ

リカを掠奪しなかったのか，そ

の理由はただ１つ。それはわれ

われが最も不正直なたくらみを

してみたが，自分の手で治める

方がましだというたくましい植

民他人によって，われわれはつ

まみ出されたからである。

　このことは北フメリカにおい

ても同様である。

　われわれは到る所で力によっ
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　言い訳けではないが，なにも

土地の掠奪は英国人に限っては

いない．ロー｀ﾏ，カルタゴ，ポ

ルトガル．スペイソ，オラソダ

など．みな順番に同じことをや

っている．それは当時の流行

だ．もＬ武力または残忍行為さ

えもがそのために.つかわれたと

しても,結局,それは征服した国

とその人民の利益とで差引埋め

あわせになるのが一般である．

　英国保護領の場合．われわれ

はある程度償をしたし，植民地

の場合，英国の法令が一般的に

人道的であ，たし．それは土着



て原住民から土地をとりあげ

て，植民地とし，原住民を議牲

に.してわれらの富を築ぷ商業を

発展させた．

　われわれは数年前に流行した

喀大ぷった歌の文句にあるよ５

な侵略的商業主義の猛進的精神

を･もっている．

　　｢われら．いくさはすきでは

　ないが猛進で行ニ５，

　やるならば一一

　船４あるし，お金!４あるの

　だ．

･これは，ボ国主義者の精神で，

新らしい'lh場を開いで．ふとこ

ろを岐め続けようとする資本家

階級によ，て築かれたものだ．

人に対して植民老と同様の大き

な平和と繁栄とを与えた，ｻｼﾞ･

ら，わが国の植民地４長持ちし

たのである。

　英国が行な。た奴隷売買の襖

11ﾆ令はなんらの見返えり物資も

ないので。国は莫大な損失をー

むった。これは全くノ,jjl主義の

ために実ｉされたのｰむあった。

　近年，中央フフリカ全域にわ

たり人身御供や奴隷の廃止がヽF

和産業の導入と歩調をあわせて

実施さ八るに｡1ヽたった，･二れこ･

吼た人は，人民に対してなされ

たこの鷲くぺき恩恵を否定いこ

しないであろ５。

　イソドでもフフリカで4,，わ

れわれは好戦種族の間に平和を

強調し，弱い種族を保護し。教

育と商業を導入した。

　英国の保鎧７でたくさんの国

国は発達を重ね，荒地は作物の

実るﾆ:ﾆ地となり，オースゝラ1:

7やこ。－ジーラソド。南フフ
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リカ，カナダなと･のように，新

興国はり｡っぱな国となり自立で

きるようになると，自由と自治

を与えられた。

フライパソの中の方が大の中よりはましだ

　私は自分の連隊の中隊長に昇進したのだが，それは他の中隊に転

属するのではなくて。自分が配属されていた中隊であった。

　部下の兵隊はひとつの非公式の催しをしてくれた一一一彼らは私に

対する祝賀会を開いてくれたのだ。その席上一同を代表して，准尉

が私にこう言った。「われわれ全員は自分らの知らない天使よりか，

自分らがよく知っている悪魔の方にお出でいただけたことを幸福に

思っているのであります」と。私はこの文句をどのように解釈した

らよいのかさっぱりわからない。とにかく，これと同じようなこと

は，往々にして，若い性急な人たちがやかましく要求する自由奔放

な形の政府にあてはまる言である。

　けれども，われわれが見たこともない天使の幻のような政体より

も，よく知っている悪魔の政府の方を選ぶとい５英国人の堅実な鈍

物性をこのことばに見出すのである。

国王は帝国に｡とって何であるか

　スマッツ将軍（GeneraI Smuts）はわれわれと敵対したボア人の

将軍である。ボア人のために，ボア戦役では偉大な敢闘をした人だ。

次にあげる彼のことばは公平な立場から，彼が芙帝国に関してイギ
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リスの人々に向けて述べたものである。

　　｢諸君は帝国の使命ということを口にしている。私には英帝国は

ただひとつの使命をもつものと思われる。それは解放と自由と自ｄ

開発である｣

　　｢諸君の国体は，歴史的に見ると，非常に多くの様々の国家が１

本になって暮らしている。これまでに行なわれた唯一の例である。

国家連合とい５ことばを用うることができるなら諸君の国はこれま

でに存在した唯一の本当の国家の連合であります……｣

　　｢過去における帝国はすべて同化とい５考え，すなわち別々の国

民を無理にひとつの型にはめこんで１つの国家を作るとい５考え方

で築かれた。ところが諸君の考え方やその根底は，それとは全然違

っている。君たちは英帝国の諸国家を規格化することを求めずに，

それらを各個からなるより大きな国家群に発展させょ５とする｣

　　｢この英連邦は同化あるいは国籍剥奪を表わすのではなくて，い

っそう充実した富裕な，そしてもっといろいろちがった生活をその

包合するすべての国民にさせるために存立するのである。(相互に

防衛し善意をもちあうということによって)…･‥｣

　　｢そこで，問題はいかにして諸君はこの連邦をまとめて行くかと

いうことである｣

　　｢諸君は世襲の王制という点に有力な要素をもっている。国王は

英国の国王であるばかりでなくて，連邦諸国全体を代表する。あの

大共和国の全体に大統領が受入られているように，もし国王の地位

がちょうどだれか他の人物によって占められるならば，その人物と

い５ものは，よほどの知葱者の考えた選出手続によって選挙されね
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ぱならないだろう！」

　ｌｈれわれの王制は，ここに此偏の共和制とほとん,りちがわない

のである」と。

　ある人たちは王制はただ感傷的な理由から持続しているにすぎな

い，と抗弁する。けれども，それが現に持続している点から考えれ

ば，やはり確乎たる立派な民主的な理由が存在するのである」

国　際　性

　われわれは愛国心を仲ばすにあたって，狭量な国家主義という邪

道に４くという危険性を忘れてはならない。自分の国を誇ることは

正しいけれども，他の国をけなしたり，それが実際に受入れられる

当然の価値よりも高い台座の上に持ち上げるよ５なことはしないが

よい。最上の愛国心とい５ものは，世界の諸国民のチームの仲間に

入って，じゆ５ぶんに自分の役割が果せるよう，自分の国の力を向

上させることに助力することである。今次の大戦は，以前には人々

が気がつかなかったことを教えてくれた。それは，全ての国々はそ

の商業や貿易の細部まで互いに依存しあっていること，および世界

を繁栄させ幸福にするためには，相互の善意と協力によるほかはな

いといりことである。

　ある国は原料しか産しないが，も５ひとつの国は製造方法をもっ

ている。一方，第３の国は仕上げができ，第４の團は仕上げのでき

た品物を有効に利用する。綿花はインドで耕作され，マソチェスタ

ーで綿に作られ，ベルギーで仕上げられ，東アフリカで使用される。

こういうことは，あらゆる方面で行なわれている。食糧にしでも回
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様で，生産国から供給国そして消費国へと渡る。英国は牛肉とトウ

モロコシはじゆうぶんに産しないが，自国で使う量以上の石炭と鉄

を産する。そこで余剰物を他国と交易する。

　このように国と国とはつなぎあっているので，ふたつの大国間に

戦争が起こると，直ちに他の国々を戦いに引き入れ，ヨーロッパの

大部分が戦乱で廃墟になるまで争５ことになる。何百万もの人々が

殺され，いくつもの国家は亡びる。そして何年間も全世界は不安定

の状態に陥る一一体これは何の為だろ５か？　１人のセルビフ人

によって１人のオーストリア人が暗殺されたからだ。この恐ろしい

経験の後，われわれは将来にはより大きな安全保障がなされること，

よりすぐれた政治家がすぺての国々の事柄の先頭に立つことを希望

するのである。

　国際連盟と国際裁判所はこのような事件が２度と起らないように

するために，形成された。けれども。連盟も裁判所も法規もその背

後の人々の誠意と支持がなかったら，何の役にも立だない。君たち

は犬に口絵をはめたり，鎖でつなぐことならできる。けれども，真

の平和の確立は彼らが仲良しになり満足するまでは生まれない。開

題は犬の日輪ではなく，犬の気質なのである。

　そこで各国の市民たちの務めとい５ものは，彼らの歴史や習わし

を尊重して相互に訪問しあって，交流を密にし，他の国々への同情

の念を深くすることにある。いろいろの国の人々の市民愛によって

相互の善意と個人的な友情がいったん，できあがったならば，も５

しめたもので，将来のすべての戦争を防ぐ最上の保障となること５

けあいである。
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　君たちはここに市民としての大きな罪が眼の前に，ひらけたこと

を知るのである。君の地位がどんなにいやしいものであろうと，そ

んなことは問題ではない。

　君たちは，18才になると，みずから自分を英国市民と呼ぶ権利を

得る。この権利に値するよう自分を作りあげるのは君の務めであり，

事前に市民権行使の川意をすべきである。それは社会に奉仕する機

会を君に与える。これについては私が前に述べたように，それは幸

福への本道を示すものである。

　準備せよとは，それについての知識と経験とを得なさいとい５意

味である。それから，手はじめに公共のためになる小さい仕事を実

践しなさい（最後の章参照）。

　もし君がこのようにして自分の天与の才能を見出したならば，進

んで公共事業における君の役割にあたりなさい。

心を広くもて

　私が総理大臣だったら，国会に選出される人に少なくとも１度は，

世界一周の旅行を事前にしておくことを義務づけるだろ‰それと

同時に，どんな場合においても問題の両面を見るという教育をその

人がうけていることを義務づけるであろう。また指導性を身につけ

ていることも義務ずけるだろ‰指導性ということは，まず第１に

自分自身の支配が完全にできており，そして今日の少数党とか附級

意識とい５ものを商い見地から没却して，社会全体の将来における

より大きな幸福をはかるという，そういう意味である。

　その意味で，私はまず君たちの心の中に，正しい目的を保つ準備
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をするようにすすめる。もし君たちが社会公共生活にはいるにあた

。て，もし自分自身の名をあげようと考え，それによって地位や金

を得ようというのであるならば，私はもはや君たちとたもとをわか

つほかはない！

　そんなものは私の方針からはずれている。そういう人は，同じ方

向につき進む多くの人々の仲間入りをしていることになる。彼らは

互いに嫉妬と憎悪と敵意とを抱いているのだ。私は君たちが大きな

無為の方向ではなく一大きな幸福への道を進まれるよう望むので

ある。

　これに反して一一もし君が社会に奉仕したいという謙虚な心で公

共生活に入り，多くの人たちの幸福のため尽そうとするならば，話

はちがってくる。すなわち，君のうける報酬は君の地位が上ってい

くことにあるのではなく，君のした仕事の結果，周囲の人間が高い

生活水準へと昇っていくことにある。この方が君がどんな勲章や表

彰をどっさり貰５よりか，はるかに大きい満足を君に与えるであろ

５．

　市民としての奉仕に関係のある協働作業に君が自分を適させよう

とするためには，君が労働者として働こうが，リーダーとして備こ

うが，いずれにしても，私が前に述べたように君の性格を仲ばし，

心の扉をひらき，特に問題の両面を考えて正義を主張し，フェアプ

レイをするという人物に君が自分自身を教育するよう努めることで

ある。第２には，君が隣人に対すると同じ善意を敵偏に対してもょ

せること。そして。彼らとて君の友達なのだから，彼の意見をょく

きいてやるょうにする練習が大切である。
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　もしﾜ14,女も.S,くめた大多数が]ヽ1 11の｡ふたつの,りこついて練習し

ようと思うならば，それはこのよ５な仕事に捧げる時間4･作り出す

練習と同時に，個人的な金銭の節約の練習ができるよう自分を仕向

けること，そしてそれは協力および社会全体の繁栄のために必要な

善意一不和あつれきに代わる善意をもたらすことに大いに役立つ

であろう。そして。そのことはもっと規模が大きくなって，世界の

平和に尺すことになろう。

　私は君たちが郭公の暗礁の危険性，どうすれぱぞの危険を回避で

きるかというこの論文を胱んだあと，この退役将軍4,やｰ,,ぱり郭公

の１種じゃなかろうか，この将軍の青年時代はずいぶん昔のことで

あるのに，若者にああせよ。こうしてはならんなどと自分勝手な法

を作って与えているのじやないか，などといわないようおねがいし

たい。

　　　　　　　　　　　　　ビルマでの教訓

　　　お互いの善意と協力かあってこそ大きい丸太もうまく運べる。

　だが，君たちはそう思うかも知れない。しかし実際のところ，こ

の老将軍にはほかの郭公とちがう点がひとつあるのだ一枝は自分
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自身の個人的目的をもっていない。彼はすべき仕事の計画に野心を

もっていない。もっているのは，人類への大きな愛情である。彼は

自分にフドぶイスしてくれる父親もなく若い時代をすごして来たが，

青年時代の経験を非常によく記憶している。そして，彼は人生に巣

立っていく若い人たちに，とても親密な思いやりをもっている。彼

がしてみたいと思うことは，ただ自分の経験から。みんなになにか

ヒソトを与えたいだけでいっぱいなのだ。そのヒソトは彼らが危険

な浅瀬にさそいこまれるのを防ぐのK.役立つであろう Ｌ．もっと幸

福なもっと充実した暮しができるよう彼らの助けとなるものである，

思考への糧

・これは変人防止の格言葉である。

。若者のくせに，あまりにも自分を由々しく考えすぎることは，俗

物（気どり屋）となる第１歩である。

・ューモアのセソスは，多くの困難な時におけると同様。当面の危

険から君を引きあげるだろう。

・あなたの大望はその仕事からどれだけも５けられるかではなく，

仕事にどれだけ投入でぎるかであるということを理解しなさい。

・正しいことをする野心だけが価値ある野心である。
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・与えられた仕事に快活に，敏活に当ることは，最も推奨される。

・自画自讃する人は一般に他人から後おしをしてもらわねばならな

い人である。

・君たちは自分は煉瓦塀の煉瓦の１個であるということ，または，

チームのなかで自分の持ち場を守る任務をもつ１人のプレーヤーで

ある，ということを銘記しなさい。

・均斉のとれた１人の市民は，変屈者の６人分に匹敵する価値あり，

・多くの人々は，まだ自分のものになっていない権利を主張する。

・指図することよりも進んで奉仕することが最上の社会主義者であ

ることを示す。

・よろこびは彼の兄弟たる人と父なる神に奉仕した者に訪れる。

・心を広くしたいならば，君の狭い型から抜け出しなさい。

・使命を果そうとする時には失敗しない。失敗は，いつも使命を忘

れた時に来る。

・何かとい５ことを知るだけで満足するな。一何故かということ。
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およびどのようにしてということを知りなさい。

・礼儀と優雅はたいした快楽をもたらさない。それは礼儀と優雅を

受ける者に与えられる。幸福とい５ものがそれをひとに与えた者の

手に与えられるように。

・ひとつの国家はその国家にふさわしい政府を作るものである。

　若人よ！　自然はわれわれに舌は１枚しか与えなかったが，斗は

ふたつ与えた。それゆえ，しやべることの２倍聞こう。

・自分の聡明をかくす術を知る者は偉大な聴明人である。（ラ・ロ

シュソコー）

・悪名は有名と同じものではない。

・また船を見よ。その形は大きく，かつ激しい凧に追われるとも，

いと小さき舵にて舵人の欲するままにまわすなり。かくのごとく舌

もまた小さきものなれど，その誇るところ大なり。（新約聖書ヤコ

ブ伝第３章）

゛自分の意見を決して変更しない人に２種あり。その一は馬鹿者で

ありｰも５一つは死者である。（ラッセル・ロウエル）

田園の栄光

・わがイングラソドは堂々たる風光に満ちた田園なるかな
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園圃。苗床，濯木林，芝生そして並水路台地には彫像あり。孔雀

は気ど。てあるくけれと'田園の栄光は眼の及ぱぬ所にぞある

細い赤煉瓦の僻に沿うて月桂樹の古木茂るところ

そこに農具と鉢小屋ありて中心をなす

フレーム，温室，肥料だめとタソク

ローラーと手押し車。排水パイプは

車や板と一緒においてある。

そこに園丁と見習の少年が見えるだろう．命ぜられた仕事を割り

あて，音をたてずにしている

播種したとき鳥を追うことのほかは音をたてないからなのだ

それ，田園の栄光は言葉を我慢するからだ

ある者はベゴニアを鉢植し，ある者はバラを発芽させてよい

またある者は何かをはえさそうと苦労する

けれども，彼らは芝生を刈り砂をふるいにかけたり，混ぜ土を作

るのだ

田園の栄光のため，来る者は皆働らく

わがイングラソドは田園である

かかる田園は「おう，美しきかな」を歌って

日かげに坐していたのではできっこない，よい働き手なら出かけ

て労働に励む
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刃のこぽれた食卓ナイフで雑草を砂利道から掘りとっている

あんなに痩せた脚もないし，あんなに毛深い頭もない

あんなに白くて弱い手はないが，さりとて心は病気なのではない

だからできそうな仕事，必要な仕事を探すことはできる

田園の栄光は，だれにも栄光をさずけるからである

そのとき，あなたは感謝の心をもって仕事をさがし，次の命令ま

で勁く

その仕事がイチゴの固定や，垣根のナメクジ退治にすぎなくて4，

背中の嗜みが納まって両手の方がこわばり始めたとき

田園の栄光の，仲間入りをしている自分を見出すであろう

おお，アダムは園丁であった，神が彼に命じたのである

園丁の仕事の半分は膝の上でできる

よって仕事がすんだら手を洗って祈りなさい

田園の栄光が消え去ることのないよう！

田園の栄光が永遠に存するよう！

　　　　　　　（ラジャード・キプリング）

参　　考　書
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第５の暗礁

無　　宗　　教



　この暗礁の暗い面は無神論と無宗教である。

　その明るい面は神と同胞への奉仕を認識することとである。こり

ためには，自然の研究が直接役に立つ。

無宗教

　若者たちに無神論か強制されている

　無宗教が流行している

　宗教は幸福への不可欠の要素である

大自然の教訓

　無神論への防壁

　大自然の中でなされる神の業は，無神論者の虚言を立証する

　大自然を知ることは，神を認識する足がかりのひとつである

　謙虚と敬虔の念は偽善に対する解毒剤である

　これらのことは，大自然と詰りあうことによって得られるｰ

　　　海上で　林間で　山岳で

人　間

　大自然と疹れあうためには，遠方まで歩きまわる必要はない

　人体の樹造とその驚異

　顕微鏡下の自然界

　動物り世界

　心

神　性

　魂

　　これらは全て，「神は愛なり」とい５ことの認識に導く

様々な根拠からの思考の導き

参考書
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無　神　論

無　　宗 教

　世の中には，宗教をもたない者がたくさんいる。神を信じないの

である。彼らは無神論者といわれている。

　英国だけを見て払こういり人々の協会が９つもある。彼らがそ

ういう方針を自分たちの意見として抱くのは，結構なことであるが，

よくあるようにその意見を他の人々に強制する時，彼らは最悪の敵

となる。

　このょ５な協会のあるものは，他人の信仰をきわめて無礼なやり

方でまともに攻撃する。けれども，私はそんな行為は事実宗教関係

者を害する行為というよりか，むしろ遂に善い行為だと信ずる。な

ぜかというに，それは人々に自分たちの宗派のちがいを忘れさせて，

そのょ５な攻撃に対抗する共同戦線を作らせるからである。

　ここに彼らがキリスト教に対して加わえた必要もない侮辱のょい

見本がある。次にあげるものは，過去数年間にわたって新聞紙上に

掲載されたものの１例であるｰ

　　「クリスチャソたちの宗教的セレモニーの主なもの。たとえば聖

餐式とい５名で知られている儀式は，イエスという。ダヤ人の肉を

食ぺ血を飲むことからなっているものだが，それは実にいやなもの

で，いまわしい迷信である。元をただせば，多分それは人喰入植の
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宴会からきたものだろう」

　「キリスト教はあらゆる方面において真実

というものの基準を低下させ，邪道に導い

た。それは虚偽をもって世界を堕落させたと

いっても過言ではない」

　このぱい方はこの宗教を信仰しているすべ

てのクリスチャンにとって無作法な侮辱でも

ある。同時に，それはクリスチャンに対する

挑戦の呼びかけである。けれども，今ここで

私はこれ以上深入りしないこととする。

　宗教に反対する人以外に，宗教に対して猛

烈に反対しないまでも特別に関心を示さない

人がLIの中にはたくさんいる。そういう人の 知識人ぶる人

中には宗教とは何かを教えられなかった人もいるし，また中には宗

教に魅力をもたず感激もおぼえないため，宗教を素通りする者もい

る。マーク・トウェイソ（Mark Twain）は宗教というものは天国

と地獄のことを扱かっているし，彼には天国にも地獄にも友達がい

るので，宗教について論ずるのを好まないと言った。

　他方，辺境に住んでいる人で強い信仰を持っている者を，私は少

なからず知っている。少年時代，この人たちは宗教について何も家

庭で教えてもらわなかったが，この世における神のみわざと神の驚

異とを見て，自分の力で神を認識したのである。

　このような人は自分自身がその素晴しい創造物の一部であり，一

員であり，しかも人間は心つまり美を観賞する力と他の者に対して
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善意を示す力とをもっているから，他の動物より4,はるかにi¶'ll度な

4,のをもっでいるというごとに気づいたのである。そして，ぞのご:

とはまた，彼の身内に何かしら神の精神をもっているということを

意味しているのである。

　神は造物主だとい５ことは大部分の教派が認めるところである。

けれども教派の別ができたわけは，造物主と人間の魂との結びつけ

方の特性によるのである。

　キリスlヽ教の信仰では。イエス・キリスHi神は愛なりという事

実を人間界に広め，人々に説明させるためにこの世に下されたので

あり，昔の迷信的な宗教が行な･っているような神への供物よりも，

神のおぼしめしは自己犠牲と神への奉仕にあるというのである。

宗教は幸福への不可欠な要素である

　君たちが成功-すなわち幸福-への道へ歩みをふみ出そうと

するならば，無宗教ないかもの師の仲間にひき入れられるのを防ぐ

だけでなく，君の生活に宗教的な基盤をもたせなければならない。

　その意味は，単に教会に行くとか，聖書の歴史を知るとか，神学

を理解するとかいうことにとどまらない。多くの人々はそんなこと

はほとんど知らなくても，また勉強しなくても，心から宗教的なの

である。宗教は非常に簡明に述ぺれば，次のことである。

　第１に，神とは誰か，何か，を認識すること。

　第２に，神が授けた生涯に｡最善をつくし，神がわれわれに望んで

　　　　　いることを行なうこと。これは，主として。他の人々に

　　　　　役立つことをするとい５ことである。
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　君の信仰はこうでなければならない。この信仰はただ日曜日にだ

け思う信仰ではない。日々の生活のあらゆる時間，あらゆる場面に

おいて守るべきものであ,る。

　以上の２つの要点に到達し無神論者にならないようにする方法と

して，私は君に実行を奨めたいことがある。-

　そのひとつは驚くべき古典つまり聖書を読むことだ。それは神の

啓示を読みとれる上に，君たちはそれが歴史と詩と道徳の教えとに

満ちた素晴しく興味ある物語であることを発見するであろう。

　いまひとつは，もう１つの素晴らしい古典本，すなわち｢大自然｣

とい５本を読むことである。そして，大自然が君をたのしますため

に作った驚異と美について，できる限り観察し研究することである。

それから，君は神が君に貸し与えた生命を燃やす間に，どうすれば

神に対して最善の奉仕ができるかということに，君の心を向けるこ

とである。

大自然という書物

　私がここで述べることは特定の宗教をもっていない人とか，無神

諭という暗礁にさそいこまれそうな危険にさらされている人々への

言葉である。

　無神論者のい５ことを聞くと，宗教は人生の導きをする原理どこ

ろか，むしろ迷信的なものであるから，われわれはクリスチャソや

その他の宗教に反対なのだとい５．彼らは人間によって書かれた本

から学ばなければならないような宗教は，真実な宗教とは考えられ

ないと主張する。けれども，彼らは印刷された書物以外に，また神
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の啓示以外にも，神はひとつの足がかりとしてわれわれに大自然と

いう偉大な本を与えてくれたことに気ずいていないらしい。このボ

実は彼らの眼の前に厳然として存在しているのだから一彼らとて

も，それを真実でないとはいえないはずである。

　シエークスピアは一一

　「石に説教あり，木に舌あり，せせらぐ小川に書物あり，物とし

て善ならざるものなし」といい，ベーコンはｰ

　「自然という本の研究は，神の啓示をつかむ真の鍵なり」

といい，マホメット教の経典コーラソにはｰ

　「天上なる全てのもの，地上なる全てのもの，日月星辰，山川草

木，猛獣人間に至るまで，みな神に奉仕するを見ずや」と記してい

る。

　私の言を誤解しないでほしい。私は自然研究というものを礼拝の

一つの形であるとか，宗教の代用であるとかいっているのではない。

私がいいたいのは大自然を理解することは，ある場合には宗教をえ

るひとつの手段になるとい５ことである。

　この方法はほかの方法では失敗したとき，特に無神論者になる傾

向のある人とか，宗数的観念のはっきりしない人とか，いちどは宗

教心をもったが今では遠のいた人などにききめがあろう。ひとつの

新らしい道となって，再び彼らが教会を見出す助けとなろう。

　デビッド・グレイソソ（David Grayson）の言った次の言葉は，

現今のきわめて多数の人々の経験するものであろうと，私は考える。

　「私は，今まで54年間，植物学者として暮してきました。少年の

頃，私は盲信的に神を信じました。私は主に祈り，主の幻影を見た
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のです。人間-の姿をして一眼の前に」

　　「私はだんだん年をとるにつれて，神は存在しないのだと結諭し

ました。私はこの宇宙から神を消し去りました。私はただ眼で見る

もの，耳で聞くもの，手でさわれるものだけを信じました」

　　「私は大自然と現実について話をしました」

　　「今では一神のほか何もないｰとい５ように思われるので

す|と。

大自然についての知識は神の存在を認めるひとつの階段

である

　ウィソチェスターの新教の監督が大戦中に前線において，多くの

従軍牧師を介してひとつの調査をさせた。その結果，わが軍の兵士

の大部分に宗教を会得していないし，実践もしていないことがわか

った。

　私は信仰は場合によっては迷信になる危険がある，ということを

本で読んだことがある。そして，それを防ぐにはｰ「信仰を形成

するためには，嬰児にも触知できるなにか実体を必要とする。そう

しなかったら迷信に陥る。このために，今まで偶像を基盤として宗

教を教えようとしてきたのである」と書いてあった。これに反して，

私は今日の青年のあいだに宗教を求める熱意があるのを知っている。

その求めている宗教-とは，彼らが会得することができて実行す

ることもできるものである。

　大戦中，私は多くの若い兵士が上にのぺたような意味で何か実体

的なよりどころとして，スカウトのちかいとおきて（後記）の実行

に熱心に励んでいたことを知っている。
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　最近，私は若い労働者の一群が「ローバー」になったということ

を耳にした。人数は30人ほどであるが，彼らはそのリーダーに日曜

日にはなにか宗教について教えてもらえる集会をしてほしいと願い

出たとい５．私はそういう人たちにこの私の示唆が役に立つよう望

んでいる。

　その精神においてはそれでじゆうぶんりっぱなのであるが，神性

ならびに奉仕ということについていくらかわかってきたならば。形

式が必要となってくる。

　インドの叙事詩マハバーラタ（Mahabharata）には一人の精力的

な僧の伝説が載っている。その僧は自分の弟子の一人の信心の不足

を不満に思った。それでその弟子か叱ったところ，弟子はいくら熱

心に努力しても駄目で自分は宗教なんかには向かない人間ですと弁

解した。

　そこで，ぞの師僧はその男をひっつかまえて水中にその頭をつっ

こみ，溺死しそ５になるまでおさえつけた。

　弟子の男は力いっぱいもがいて，やっと自由になった。そして，

その暴行に対して抗議したところ，師の僧はこう言ったｰ

　［もしお前さんが水につけられた時に呼吸しよ５と一生懸命努力

したあの努力の半分でもいいから出して，ありあまるほどの困難に

めげずに，神を見出そ５とつとめるなら，お前さんは今すぐにも神

を見出すだろう」と。

謙虚と敬虔

独断的な無神論をなおす解毒剤のひとつは，敬虔の念を伴った謙
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虚さであるｰこれは教えるのも，学ぶのも，難かしいことだ。こ

れが大自然との接触によってどのようにして身にっけられるかを１

つ２つの例で述べよう。

　テンプル・サーストソ（Temple Thurston）はその著作のひとつ

で，彼が美しい景色を眺めてその壮麗さに驚き，次のようにその感

想を書いた。「もし都会に住んでいる人を突然その灰色の環境から

つれ出して，この驚異に満ちた景色の中におろしたら，彼はなんと

いうだろうか？ｊ

　おそらく，彼は非常に驚いて。かなり悪いことばを口にするであ

ろう。そのわけは，まともなことばでは到底その感動をうまくいい

あらわせないからだ。

　さよう。これとちょうど同じようなケースが南阿戦争で,ある兵士

に実際に起きた｡大草原横断の長いつらい行軍の後に,彼は突然東部

トラソスバールのデビルズ・カソツール（the DeviPs Kantoor）と

呼ばれる地点ですさまじい景色が眼下にひらけるのを見た。

　　「おお，神さま」と彼は吽んだ。「だが，どこかの馬鹿者が神さ

まなんているものか，といったっけ」

　壮麗な景色にとらわれると，この兵士のような鈍い想像力の持主

でさえも，そういう表現を引出さされるのである。これはサースト

ソがいうように，それがたとえ神を冒涜するような表現であったと

しても，全能の神はその理由を認めて許容されるであろう。

　とにかく，これは無神論者にとっても悪い話ではない。

　船乗りは大自然と親しく交わる仕事の結果として,宗教心の深い

人がしばしばある｡彼がその船の責任のある地位に起用された時,特
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にそうである。彼の船が緑灰色の山のような大波の恐怖の海を乗り

越える時----みぞれと，しぶきの大風の中を一　彼はその進路をさ

えぎる大自然の威厳とその驚くべき威力を知るからである。

　彼が独り船橋に立って自分に委任されている人命の安全を図るよ

う指図をしている時，彼はより崇高な力にふれあい，この力にたよ

るほかないとしばしば身近かに感じるのである。

　このふれあいというものは主として自分より偉大な力を知って，

それに敬虔であるべきことを教える。彼はこの力に自分をまかせ，

神の協力を信頼して働くのである。

森の驚異

　もし諸君がブラジルとか西部中央アフリカの森林をわけ入る旅行

かしたことがないならば，熱帯のジャングルのあの美と驚異にみち

た感動というものを想像することはできないだろう。それは重い足

をひきずった揚句に始めて感じえるもので，実に珍らしい忘れるこ

とのできない第一印象なのである。それはひどい鈍感な人の心にも，

大寺院の優美と壮厳さとを呼び起こさぜる。その魅力にもかかわら

ず，ジャングルはその薄暗いたそがれの光とじめじめした植物の中

に恐怖を秘めている。いりくんだ藪をふみわけて，木々が頭の上で

日の光一－そして空気-をさえぎるよ５な繁みの道を進む。その

木々の上には巨大な綿の木やその他の巨木が，地上200フィートも

その頭をつき出している。けれども。つる草や芦や藪の茂みの中の

軟詫や木の葉の泥地を暗中摸索して進む時には。こういう巨木の頭

もめったには見られない。今日も明日も毎日々々，時として何週間
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もこのうっとうしさの中を行軍すると，同じことのくりかえしに，

その美も色あせて，そこから逃がれることも助かることもできない

とい５気持にかられ，こんな状態におかれていることが恐ろしくな

る。この病的な絶望感が君を捕えてはなさない。時には人々をゆう

うつ病者や狂人にしてしまう。

　夜になると暗黒の中に横臥するが，熱帯の夜はソフトな静かさで

ある。森はひっそりと静まっているが，かすかな音声が方々から聞

こえる。コウロギの鳴声，蛙の歌，しづくの落ちる音，木の葉が落

ちる音，頭の上で微風が木の枝を鳴らす音。折々，長いしじまをお

いて静寂はあらゆる森の中の音の中でももっとも心をさわがす音に

よって破られるｰうなったり，倒れる音，それは巨木の中でも老

令なベテラソがその長い生涯を終わり，名誉ある地位から姿を消す

音である。

　そこには緊張の瞬間があり，いわゆる尊敬すべき静寂があり，そ

して森のささやぎは再びかすかな声を続ける。

　ここでは人間は場ちがいな存在であり，侵入洛であるらしい。そ

こは主として昆虫どもが入場を許された植物界である。しかも，そ

こでは生命と感動，再生，死，および進化が外の世界にいるわれわ

れが支配されるのと同じ大きな法則のもとに，着実に進行している。

人間はこの森の植物や生物の中に，大自然の仲間を持っている。

　見る眼，聞く耳をもつ人々にとって，森はそのまま実験所であり，

クラブであり聖堂である。

単身アンデスを行く

272－



　ある朝夜明け前に私は，南アメリカのアソデスの山腹を登るため

単身，出発した。早朝のひんやりとする陰うつさは峡谷が深まるに

つれいっそう深まった。そういう峡谷に私は入りこんでいった。そ

して，ぞの頂上は天空を背にしてぼんやりと浮びあがっていた。け

れども，暗黒のためその高度も距離も判定するのは困難であった。

上り勾配を登るにつれて，光はだんだん目の前にひらけ，断崖や岩

のかたまりがはっきりときわ立ってきた。大気はとても冷たく透明

で静寂で周囲の偉大な緊張感は私におそいかかるようでった。小川

のせせらぎもなく，鳥の啼き声もきこえず，微風のささやきもなく，

どちらを見ても静寂のひとすじであった。けれども，それは死の静

寂とは思われなかった。むしろ，それはすぺてのものー-一山も谷も

峰も岩もみな気をつけの姿勢でー－その日の来るのを一待機-

期待しているかのようであった。小石をふむ人間の足音はこの静寂

を破る冒涜みたいに思えた。

　まもなく，私の周囲の山腹はむきだしになった。私の前方近くの

上方に，稜線が見えた。私が登れば，稜線は後退を続ける。５しろ

をふりむくと同じような稜線があったが，それは私が通って来た薄

闇の中に少しずつ，さがって行く。ある作家はこんな登山のことを

書いて，登山家を蟻が水桶を登るのにたとえた。だれも同じような

ことを考えるものである。

　やがて，私をとりまく断崖の肩の上に，もっと高いそそり立つ岩

の頂上と山頂が見え始めた。それは朝の光の中にくっきりと立って

いる巨人のようだったが，どれもこれも冷たい堅い顔で近くの低い

岩の肩越しに，私をじっと見つめている。不動の岩と山とでできて
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いるこの広大無辺な世界の中で，動いている物体は私だけである。

私は自分が侵入者であること，そしてこの厳粛な領域の中のまこと

に微小な侵入洛であることを感じた。

　そこでは，地層と多彩な岩々が，この地球がるつぼの中で形造ら

れて以来の何千万年もの歴史を物語っている。

　私はこれらのなかでは１匹の短命な虫けらでしかなかった。

　私はだんだん高く登った。呼吸はますます苦しくなった。一方，

孤独感と微小感とがこの強烈な静寂とこの世界の屋根ともいうべき

巨大な切妻造りの中で，私に迫ってきた。

　突如として，ひとつの岩の上方に，万年雪をかぶった大きな緑白

色の山頂がきぴしくきれいに天空を切ってあらわれた。そして，す

ぐその後にいろいろな方向に次々と山肌があらわれた。それはもっ

と大きい巨人の列立と思われた。そのけわしい多面体はいまだかつ

て人間が踏んだことがないもので，それが私を見おろしているー---

冷酷ないかめしい無情の姿で一一ように思われた。その途方もない

高さ，死人のような静けさ，そしてその広大無辺さ，すべては私を

感動させた。私は，われを忘れてぼう然とした。私はこの呪文を破

るため，大声で叫びたい欲望におそわれた。だが，人間として可能

ないちばん大きな声を出しても，それは私が昔ローマの廃墟コロシ

アムで聞いたミソサザエの金切声のような弱い音響効果にしか響か

なかっただろう。

　私は眼をつむろうと試みた。その時，突如として，私の頭上の空

中に不思議な白熱光がさしてきたように感じた。私をおどろかせた

ものが何であるのかを，私は，肩越しにふりかえって見た。それは
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少し前まで灰藍色一色であった山頂のひとつの１角が，にわかにオ

レソジ色とピソク邑のかたまりに輝き，その下の部分はすみれ色と

青と緑色のぼかしになって，その背後の暗い大空に｡対して，その全

体は輪郭と細部とをびっくりするほど明瞭なかたまりとして，描き

出しているのであった。

　そして，峰から峰へと見渡したとき，バラ色の曙光がそこに輝い

ていた。

　それは１人の人間が心で捉えるにはあまりにも大きいものであっ

たー一人は神聖な場所にあっては侵入者であった。大自然の朝のお

化粧をそこに居合せてじっと見守っていると，それはまさに人知を

越えた神秘的な気がする。

私がまだ暗い５ちにわかれ

てきた人間の生活とこの神

聖な情景とを結びつけるも

のは，なにひとつなかっ

た。

　私はそれらすべてのもの

からほとんど恐怖に近いも

のを覚えて，よろよろとし

て進んだ。ちょうどその

時，私が人間匪界とのつな

がりをもっとも欲していた

･ジ

・・

アンデス山上のキリスト

とき。次の上り坂の向うにひとつの像がこちらを向いて立っていた

ｰ「救吐主キリスト」の像が。
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　それはどこにもある十字架にかけられたいたましい姿のものでは

なくて，ゆったりとした法服を着たもので，両腕をひろげて人を守

り迎えるような寛容な人間の姿であった。

　それは国境をあらわす目的のために，かつ永久の平和の表章とし

て，アルゼソチソとチリーとの国境にちょうどよく建てられた美事

な像であった。しかし，それは作者の彫刻師の意匠よりか遷かに幸

福そ５に見えた。というわけは，人間と神との結びつきの鎖として

ｰキリストがそれを授けようとしてこの世に降誕した時のままの

鎖として，その地点に建てられたからである。

　私は後日，何かで次の文を読んだ一一

　　｢人は山の中ではインドのョガ行者と同じである。そこでは，た

だ歩き。眠り，考えるだけである｣

　　｢私にはど５してだかわからないが，1,400フィート以上の高地

で暮している人たちの10分の９は仏教徒である。たぶん。山があな

たをそうさせるのであろ５｣

　　｢夜の静けさの中であなたは山々の声をきく。あなたは自分をと

りまく広大無辺な静けさにひきずりこまれる。すると，身辺の雑事

や先入観念は消え去る。そして心は拡大され，もうひとまわり大き

い広い良識がひらける。人間どもが混みあう俗界では，人はめいめ

いがしがみつく何物かをもたねばならないｰめいめいが自分の救

世主を｡それはたよりになるところの親切な手に持った提灯であり，

闇の中を導いてくれる優しい声である。けれども，こ５ゆ５山の中

では，そのようなものは求めないｰあなたが知っている通り，こ

こでは自己というものは消滅する。大自然は。あなたにも作用する
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神秘的な意図を持っている一一それは遠く離れて作用するものであ

って，個人的に近く影響するものではない。

　　｢自分は他のものとは別の存在だと夢想するかも知れないが。実

は草の種子や丸い小石などと同じようなものであって，特権なんて

あるものではないのだ｣

大きな滝

　エイブラハム・リソカーソ（Abraham Lincoln）はナイヤガラ

の滝の前に立ってそれを眺めたとき，こういった。「これは無限の

過去を呼び出しているね。コロンブスが始めてこの大陸を見た時を，

キリストが十字架の上にかけられた時を，モーゼがイスラエルの人

々をひきいて紅海を渡った時を，いやそれどころか，アダムが作り

主の手から始めてやって来た時を，その時もこの滝は今のようにこ

こで吠えていた……。地上最初の人間よりか古い年寄りであり，し

かも何万年もの昔とちがわない強さと新鮮さを今でももっている。

マソモスも巨象マストドソもナイヤガラを眺めた。その長い長い時

間，１瞬も静止することなく枯れもせず凍りもせず眠りもせず休み

もしなかった」

　ジョソ・ウェズレイ・ヒル（John Wesley Hi11）はこのことばを

書きとめた上，次のように書きのこした。「ナイヤガラについての

以上の感想には，天地創造のこと，神の存在，宇宙の神秘とその力，

その歴史，救済，人間の運命……など一連の主題が包含されている。

このように大自然の中に神の存在を認めるということから，人事の

中に神の思召を実現していくための第１歩が踏み出されるのであ
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る」と。

　これは全くその通りで，本当のことである。もし，君たちが，南

アフリカのビクトリア海布を作っている途方もない巨大な峡谷の突

端に立ったならば，このことばを了解できるであろ５．ここでは，

幅はナイヤガラの半分しかないが，ザソベジ河が，300フィートの

暗い渦巻の底に水を投げ落している。

　発電所や電車や観光客の食堂からも遠くはなれているが，この力

強い海布は大きな印象力をもって人々の想像力を捕えるのである。

　滝から何マイルはなれていても聞えるその海音は，時間とい５も

のが作られてから以来，決して止むことなく，大気をふるわせてい

る。300フィート下に40-マイルほど堅い岩壁を切り通して続くこの

何の水路は，何千年いや何千万年にもねたった水蝕作用の過程を物

語っている。人はここで人間が微小な存在であることを学ぶ。また

価値のないことに争い騒ぐはかない努力をしているのに気ずく。人

は，はっきりではなく，また不十分であるかも知れないが，われわ

れの周囲に大きなもの一一すなわち造物主一神-が存在するこ

とを実感するのである。

大自然の美

　都市住民の大部分は大自然の美をわかろうとしない。なぜかとい

うと，彼らはそれを見る機会がまれにしかないからである。彼らの

眼はそんなことよりか，店舗や広告や他の人々や「安全第一」の標

識を見るように訓練されている。

　けれども，ある程度自然と共に暮してその美を認めるようになっ
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た人なら，都市に来た時，たとえそこがきたない街であっても，美

の片鱗をとらえることができる。

　かつて，私は毎朝毎夕｡太陽の昇る頃と沈む頃にウェストミソス

ター橋を渡ることを日課に｡していた。その間，美しい実の色が一日

の始めと終りを色どるその美しさに感嘆しない日は一日としてなか

った。そして，なつかしい昔からのロソドソの煙霧のおかげでかも

しだされるのだが，陽光は真珠色の灰色とライラックの薄紫色の色

調に深まり，辺り一面の景色は独特な風情を作り出していた。

　画家である私の兄は，太陽の光線と雲の下で煙と水蒸気がふしぎ

な効果をだすのを描くため，わざわざ，ニューキヤッスルヘ行った

ものだ。

　雲そのものが絵になり，しかも時として人を考えさせる絵になっ

た。私は南アフリカの草原にいる今でも，も530年以上も昔に眺め

たあの入日の美しさを心に抱いている。

　金色にかがやく大広間につづく真紅にもえる門であるかのような

華麗な景色。この門こそは「西方への旅人」がはいって行く門であ

る。

　このよ５な感動を与えた日没を見たことがあるか？

　兄は一緒にいた私にこう云ったものだった。

　なぜ私は魚釣りを好むのか？　それは魚をとる興味からでは全然

ない。捕れても捕れなくても，私はその日一日をたのしむ。私は魚

を釣りに行くので，捕りに行くのではない。つまり釣りをする環境

が私をひきつけるのである。
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　青草のよく茂った牧場の中に黄金色の微光とキソポウゲの香気と

重々しい緑色の樹蔭があるところ，大自然と共にいるのは，私ひと

りである。昆虫たちのうなり声，忙しそうなョツハタネズミどもの

波紋，奇妙な「ドラムたたき」のシギの群れ，藍色の閃光を空に描

いて飛ぶカワセミ，その他もろもろの自然の仲間が君の友達となる｡

　しかし，これとは別の場面もある。シヤックルトソ（Shacklton）

は田舎の光景はおしなべてたいへん結構だとい５話をしていた時，

別な話をしたｰ

　「田舎はね，バターや焼肉や羊肉が手にはいるとい５ことで申し

分ないのですが，それとは別に，人間の魂の底に挑みかかる最上の

ものをもっています。探険家が始めて見る土地で濃い霧の中をある

いている時，突如として霧が晴れ，今まで誰も見たことのない山々

をその眼で見たときの気持というものは，い５にいわれないもので

すよ」と。

　全くその通り。私もまた同感である。私は広漠とした草原が５ね

っている南アフリカが好きであるように，芙国の田舎の見なれた美

しさも好きである。

　私は水が奔流し，森の繁ったカナダを愛している。だがそれより

も，ヒマラヤのあの深い谷とその山頂の高さに圧倒された。世界中

でいちばん高い頂上が万年雪をかぷっている。あの壮観，いまだか

つて人間の足で踏まれたことのない山頂，しかも天国にいちばん近

いあの頂上に，私は圧倒されたのである。

ハイキング
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｢おっしやる通りです。けれ

　，　｡/゛ヽ　　　｀　　　　　　ども，私は高い山や大海原や仰紬
4:ﾍﾞ

β嶺

林へ行ってみることはでき釦昌,。

　゛｀’｀1　ζ,こμ｀;り:こ?-　　　　　で’　どうやって大自然の驚異に出

。

£き呟こここごあぃ，その教訓を理解したらぃぃ

のでしょうか？」と君たちは訂う

だろう。

　よろしい。そんなことは君たち

の国でもじゅうぶんにできる。町

や町はずれから野へ出て行き，森

林や牧場に入ればできるのである。

　背中に荷物をせおい手に杖をも

てば，あるいは歌にあるように，

　人跡未踏のカソチェソジュソガ　　君が鋼鉄の如き愛馬にまたがれば

　　“すきな処どこへでもたのしく行ける”

　布製の小さい家や毛布，炊具-それに自由-を携行して。神

の作れる大気の中へ出る。これはむしろ「ハイキング」といった方

がょいｰすなわち田舎をあるきまわる一一そして大空と地上と海

上の栄光を吸いこみ，森や野の色を見たり，花やまぐさの香りを嗅

いだり。小川と鳥と風のささやきを聴き，動物とその生態を知り，

君がそれらのものどもと仲間であることを感じ，そして大自然が意

図したこの一大計画の中における一役としての「自分を発見する」

ことができるまで，この道を行くのである。

　デビッド・グレイソソ（David Greyson）は「友誼ある道」（7jz･?
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jり･igizj4yj?a�）という本にこ５書いている。「折りにふれて人間

のむらがる俗世間から自分をたち切って，荷物を背に負い，遠く砂

漠とか極地の氷原に旅することはサムライどものならわしである。

人はだれでもこのように変化を必要とするものだと私は確信する。

これは人をして物事を考えさせ，生活に新らしい把握を与え，神へ

の新らしい信仰をもたせる機会なのである。けれども，私はそのた

めに極地の氷原や砂漠を必要としない。私は友誼ある路-すぺて

の普通の人々が生きて行くこの路-を選ぶのである」と。

　　“ハイキング”という語は英語の古語であるが，それは今でも多

くの地方の方言として生き残っている。ひとつの意味は「思５がま

まにあるきまわる」ということである。

自然研究の課目としての人体

　自然研究を始めようとするならば，森とか野とかい５よ５な遠く

へ出て行かなくても君の身体を研究すれば，それでよいのである。

そもそも，君の身体は何から生まれて来たのだろうか？　針の尖端

よりも小さい種子，それが肉や骨や筋肉を作り，しかもそれは君の

父や母に似ているし，強く，しかも心の命令のままに動くのである。

　人体はあらゆる部分に素晴しいメカュズム（機構）をもっている。

眼についていうと，これは人間が案出できる何物よりも微妙な，す

ばらしい装置である。その装置たるや，近くのものも遠方のものも，

醜いものも，美しいものも，その色でも形でも，瞬間的に心に通報

する。それがこの本の毎ページに印刷された文字を読んで，思考と

観念とを君の脳の中に送る。後日必要な時のために，脳はそれを貯
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える場所にしまっておく。

　人さし指でこの本をめくり，動作は単純だがそれとて，いかに不

思議なものであるかを考えてみなさい。

　限は脳に「君のところから，これこれの距離にこれこれの書物あ

り」と電信する。脳は筋肉に腕と手と指が直ちにその地点へ動くこ

とを命令する。指先の神経は仕事が完了したこと，その本は暖かい

か冷たいか，ざらざらしているか等を直ちに脳に返信する。

　そこで，だれがこんな不思議な機械を発明し製造したのかを無神

論者氏にたずねて見なさい。たったひとつの見本だけでなく，世界

中の何億もの見本をとってみると。その細部においては酷似してい

る点があっても，心や体や体つきが全く同じものは，ふたつとない。

君の手首の内側で親指の下方にある脈所，それは動脈の脈所だが，

そこをおさえてみたまえ。または胸の左側のまん中にある心臓に手

をあてて見る。すると，君はそこに不思議な作業，すなわち新鮮な

暖かい血液が着実に動脈の中に送りこまれているのを発見するだろ

‰

　この血液は全身のすみずみまで運ばれ，よごれた血液は静脈によ

って心臓の他の偏に戻されてくる。そして，それは肺臓の働らきで，

空気中の新鮮な酸素によって浄化される。

　この作業は君が自分で骨を折らないでも，きちんきちんと四六時

中進行している。君が眠っていようと，目覚めていようと，勇敢な

る心臓はこの作業をやめずに続行する。

　もし心臓がストライキをして１分間でも作業をストップしたなら

ば，君は死ぬだろう。心臓は神経とい５線をもっている。それは眼
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や耳が何か邪魔物を脳に通報すると，その瞬間，脳は心臓にそれを

知らせる。そこで，もし近くで突然大きなパターンというよ５な音

がしたり，夜中にだれかが忍びこんでナイフで君を刺そうとすると，

耳が脳にそれをしらせ，脳はそれを心臓に伝える。そこで心臓は即

刻鼓動の速度を増す。

　また君がラソニングをしたり過激な運動をするならば，新鮮な血

液が余計に要求されるので，君は新鮮な空気を多量に吸いこんで血

液を補足しなければならない。そこで，心臓は猛烈な勢いで活動を

することになる。

　君たちが心臓のおかげを蒙っていろことはすこぶる大きい。君の

健康も，生命そのものも，心臓が君に対するつとめを尽すかどうか

にかかっている。それなのに多くの人々は，心臓に対する自分のつ

とめに対して考えてもいない。

　自然が要求する速度よりも遠く，人工的に心臓の弁を無理に働か

すことはよろしくない。もしそんなことをたびたびするならば，弁

は弱くなって血液を新鮮に保つことができなくなり，君は病気にな

る。たとえば，もし君がアルコールを飲むならば，それは平生より

も遠く心臓を働らかせることになる。そんなことを続けると，君は

心臓をじょじょに弱くする。

　煙草ののみすぎもまた，これと同じことになる。とりわけ，発育

ざかりの若者の場合には，心臓の筋肉がまだじゆうぶんそのよ５な

使い方にたえる力がないから，このことがあてはまる。

　その結果，多くの少年たちは無謀な喫煙によってその心臓を悪く

して，健康と体力をこわし，生命を縮めている。
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　ここに掲げたスケ

ッチは心弁の装置の

驚異を示したもので，

君の心臓の中でいっ

も休みなく働いてい

るのである。

　私はこのスケッチ

をドクター・シェレ

ー（Dr. SheHey）の

書いた「生命と健康」

　（Lifeand Health）

から写した。この本

は君の身体の各部の

器官とその機能につ

いて興味深く書かれ

ているので，もし君

が勉強したいならば，

ぜひ読むべき本であ

る。実に良書である。

この著者が述べては

いないが，私にはひとつ述べたいことがある。それは若い頃ラソニ

ングとかポートの選手として名を上げる人４のなかに，まだそう老

人にもなっていないのに，若い頃の無理がたたって心臓病で死ぬ人

の多いことである。
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　　人の耳の内部の断面図　驚くべき微妙な器官

音は管Ａから入り小鼓膜Ｂを振動させる。その振動が錨骨Ｃと砧骨Ｄ

をたたき　さらに盛骨Ｅを打つ。それが第２の鼓膜Ｆを打つ。ここに

液体をふくんだ蝸牛殼Ｇがあり　Ｆの振動がその液体をふるわせ下

　次に，耳の話を

しよ‰君たちは

今までに人間の坏

の模型によって，

耳がどんな音でも

脳に伝達するとい

う不思議な機械的

装置を見たことが

あるか？

　その不思議な仕

掛けをここで語ろ

うとすれば時間が

旭にある多くの細毛にふれる｡細毛から神経を経由,脳に電信される。　かかりすぎるから

できないが，ここに掲げた耳の断面図がその様子を君にいくらか示

唆するであろう。

　私が考えるに，もしめいめいが各自の身体とその機能についても

う少し勉強したならば，神の造作の霊妙不可思議さを改めて知り，

またわれわれの心ばかりでなく身体の中でも，その力が実際働いて

いるのだとい５ことを認めるであろう。そして，君たちの中に｡はす

でに経験した者がいるよ５に，その複雑な美しくできあがっている

生のメカニズムを持つ神の持物である人間の体が，人間の作った敵

意のために人間の作った戦場で，人間の作った爆弾や砲弾によって，

粉砕され，破壊され。不具にされるのを君が見たら，君はそこに戦

争の悪と冒漕とを感じるであろう。
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　君の指さ李の皮膚をよく見ると，ぞこにたくさんの輪状やくねく

ねした線を見るだろう。イソクをつけて紙の土に印刷し拡大鏡でし

らべてみる。同じことをたくさんの人にやって見ても，あなたと同

じものを持っている人は１人もいないことがわかろ‰君の身体の

各部分やその不思議な出来ばえと感覚，それが君の命令で働くとい

うことを考えてみたまえ。君はこの不思議な生きた機械がそれを正

しく使用するよう君が責任をもつことを条件として，君に授けられ

ていることがわかり始めｰそして自分の身体に対して崇敬の念を

抱くようになる。

顕微鏡下の大自然

　君の口から１滴の水分をとり，それを顕微鏡のガラスのスライド

の上において見ると，そこに何百という小さい生きている動物また

は細菌がデリケートなたがいに同じ形をして，生を営み，活動し，

ものを食ぺ，繁殖する力をもっていることがわかるであろ‰

　庭か近くの広場に行き。そこにあるたくさんの木から１枚の葉を

摘みとる。それを拡大鏡でしらべる。それから同種の木の別の葉と

か，何千マイルもはなれた所の同種の木の葉と，これをくらぺてみ

る。それは形においても組織においても全くょく似ているのだが，

よく見るとやはりその個々のもつ僅かな相異があらわれるであろ‰

そして。それぞれは呼吸や暖かいとか寒いとかの感覚，健康とか病

気とかの感覚をめいめいもっている。植物もやはり地上の動物と全

く同じように，発生と繁殖と死とい５現象をもっているのである。
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電子の力

　電子というものを知っているか？　これは，微小な電気をおびた

粒子で何万マイルも遠方にある太陽から来る物質である。いかに｡そ

れが小さいか，いいあらわすことはむずかしい。原子を例にとって

みる。原子は現存する物質としては最微小のものであって，肉眼で

は見えない。ここに印刷されている○という英字ぐらいの大きさの

水滴の中に，何百万という原子が含まれている。

　そして，その１個の原子の大きさは一電子の千倍もある。

　電子のことについてくわしく書いているアーサー・トムソソ教授

　（Professor Arthur Thomson）の著ぶ「科学大系」（Ozμ/fﾀz6政

Sdetce）の中で，もし原子を聖パウロ寺院ぐらいの大きさに拡大で

きたなら，各個の電子の大きさはやっと鉄砲玉ぐらいにあたるだろ

う！　と著者は云っている。

　こういうと君たちはこれまでに気がつかなかったそんな微小なも

のがこの世にあったのか，と気づくようになろ５！　その通り。そ

してこの物質もまた，かなり不可思議なものである。

　ウィリフム・ブラッグ卿（Sir WilHam Bragg）は言う。「電子

というものは秒速600マイル以上で動けば，別個の存在となり得る

が，そうでなかったら最初にぶつかった原子にくっついてしまう」

と。それは１秒間に10,000マイルないし100,000マイル飛ぶだろう。

いいかえれば，１秒間に地球の周囲を６回まわるのだ！　このこと

自体が不思議だが，もうひとつ不思議なことは，科学にたずさわっ

ている人たちがどのようにしてこれを発見したかということである。

　　　　　　　　　　　　　　－288－



この人,たちは研究を准めているうちに，ラジウムの１グレイソ（訳

者庄，0.0648グラム）の70分の１から１秒間に３千万の電子が放出

されるのを発見した！

　このようにわれわれの周囲には巨大な粟の力とエネルギーとが働

いている。これは最近になって発見されたばかりである。この力を

人類のため利用するとい５仕事はだれかがしなければならないし，

それ,が刊川できたら，われわれの生活状態は一変するであろう。

　２，３年前まで，われわれは電気のことはひとつも知らなかった。

それが発見され，実用化されて驚くべき結果がえられた。祖父たち

が無線電信や電話を見たら，悪魔の気味のわるい仕わざだと思った

ろうが，それが今や実用司｀能になった。それが今では実用になって

いるのだ。

　電子の発見によって，電気の性質に関する２・３年前のわれわれ

の考え方は，今や時代おくれになってしまった。そうなると，次の

数年間にどんなことが起るか，だれも答えられないであろう？

　ウィリアム・ブラッグ卿はこうi4った。「原子のエネルギーこそ，

われわれ将来の需要を叶えてくれるものとなろ‰原子の管理がで

きるまでには，あと千年かかるかも知れないし，ことによれば明日

にでも，われわれの手で制御できるようになるかも知れない。それ

が物理学の特質性である。すなわち，探究と偶然の発見とのかみ合

わせである」と。

　原子や分子や電子の研究を趣味としている人たちにとって，これ

はなんという素晴らしいチャンスであることか！　彼はたちまちこ

の世に今まで見られなかった偉大な人類への恩人になれるだろ‰
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　大自然の驚異と神秘とは無際限である。次代の君たちにとって大

きなチャンスが横たわっている。だから。そういう物質を研究する

ことは価値があるｰけれども研究すればするほど，造物主のみわ

ざのまえにいっそ５謙虚になるだろう。

望遠鏡で見る大自然

　大空を見よう。飛行機が高く飛んでいる。ほとんど見えなくなっ

た。だが，その上のはるかに高く遠くに何があるのだろう？

　無限の空間。夜，望遠鏡で眺める。すると，君たちは星と呼ばれ

ていた小さい光の点を見るだろう。星はそれぞれ大きな太陽（恒

星）で，そのまわりをまわる惑星（遊星）をもっている。それは，

ちょうど，この地球とその他の地球のよ５なたくさんの惑星が目の

まわるようなスピードで，太陽のまわりをまわっているようなもの

である。

　これらの星の多くはあまりにも遠距離にあるので，そのものから

発する閃光（君たちは光の速度を知っているね？）は500年または

それ以上の年月かかって，われわれのところに到達する。

　ある光はヘソリー五世の時代アジェソコートの戦の後に出発した

かも知れない。けれども，それはまだわれわれのところへ向って進

行中であろう。

　顕微鏡で見えるこれらの微生物や原子からこの望遠鏡で見える巨

大な世界に至るまでを考えるとき，人は無限というものが何である

かをわかり始めるのである。大きなものでも小さなものでも，万物

は皆ひとつの大きな設計の中で，一定の理法で動いているのだとい
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うことがわかってくる。星たちが無限の空間を回転したり，山岳が

地上に隆起したり，生命と繁殖と死が植物にも細菌にも昆虫にも動

物のあいだにも。一定の連続性で進行するのがわかってくると，こ

の理法のうしろに偉大な支配者の心と造物主とがあることがわかっ

てくるであろう。

動物の世界

　もし君たちがその気になって注意するならば，動物の生態は大自

然の研究に手近かなものでありながら，自然の驚異を洞察する資料

を君に提供してくれる。

　まず，鳥がある。羽と軽い骨の機械装置とで空を飛ぶことができ

る不思議な構造をもち，巣作りの巧妙な腕前を有し，そして毎年あ

る地点とある地点のあいだを地球を半周するほどの旅の往復をする

移住本能をもっている。次は蜜蜂，これはまぎれもなく社会主義者

の集団の典型的なものである。そこには職分の区別と紀律の感覚が

あり，そして共通の利益のために働く，みな労働者である。

　その不思議な内部生活のいくらかを教えてくれる蜜蜂の巣箱をも

っている友人はいないか？-もしいたら，蜜蜂がどのようにして

椋物の花粉から蜜を集めて，自分たちの唾液とまぜあわせて蜜を作

るか，どのようにして働き蜂は全く同じ形と大きさの，そして蜜を

貯臓するためにわずかに傾斜した小室を作るのか，どのようにして

密蜂は花からとってきた蜜を共同の食糧として小室に貯えておくか，

どのようにして女王蜂は産卵室でその卵を産み看護蜂の助けによっ

て栄養をとるか，どのようにして一定の場所に配置された扇凧蜂は
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彼らの羽根で蜂の巣の通風をよくするか，どのようにして見張り蜂

と番兵蜂は入口のところで侵入者を防ぐか，などのことがわかるで

あろ‰

心

　動物が野生のものであろうと，飼い馴らされたものであろうと，

アザラシだろうと，ヒョウたソづと，馬だろうと，犬だろりと。す

べての動物は賢明なのを君は発見すると忌う。彼らはみな自分たら

の力を支配する心と記憶力をもっている。

　自分り子供を愛するのは，人間の母親だけに限るのではない。雌

の虎はやはりその子供を愛するし，ヤマウヅラはその雛を愛する。

　そして維はまた雌を護るであろ≒それは猿であろうと野豚だろ

うと，魚でもそうであって，昔の騎士がそ５であったように勇敢で

騎士道的である。

　兵士たちが彼の家や国を疸るため勇気をふるって軟うように，動

物が幼い者を直るため自分の身を犠牲にするのを君は見たことかあ

ろう。

　君たちの飼い犬は必要とあらば生命にかけて君の身体を守ったり，

君の持ち物を守る。それは犬が君を愛しているからであり，別に報

酬を求めているからではない。

　また，君は動物の動作から，君に対して愛情を表現することがど

んなに楽しいものかということを見ることができる。それは君の要

求を入れて，少しでも君の仕事を助けられるのを喜びとしているの

だ。
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　また，人間もこのような動物の属性の全てをもっている。心と記

憶，勇気と侠気，愛情と悦びとを，動物が持ｙているように持って

いる。人間はそれらをはるかに高度の規模でもっている。人間はそ

れらをもっとはるかに有利に用いることができる。

精　神

　人問である君は動物ｶ循っていないものをもっているｰ-一君は大

自然の驚異と美との両方を認識し，鑑賞することができる。人日の

金色の美しさや，花や本の美しさ，月光に映える山居と遠景の荘厳

さを楽しむことができる。

　けれどもこれ以上に，人間は物を作ることができる。これは動物

の能力にはないものである。君たちの多くの者は絵を描いたり，詩

を作ったり，音楽を演奏することができる。これは生活を楽しむ道

への付加的な'Fづるである。

　けれども，根にょって固定されている樹木や，力に限度のある動

物にはとうてい期待することのできないある物一一動植物が日光を

ょろこぶとい５単なる喜び以上の物-があることに，君たちは考

えを及ばさねばならない。

　君たちはみな，この余分な知性とそれを適用する能力とを持って

いる。けれども，知性はもしこれをつかわなかったり，または悪用

したりするならば無駄になる。たとえば隣家の人と政治や信仰につ

いてとるにたらない些細な問題で，けんかをするょうな場合がそれ

である。君の周囲には広大無辺な宇宙があり，君のための神があっ

てその神のために君は働くのである。
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　これまでこの世界に宗教上の戦争や争いが，他の原因から起った

争いよりずっと多くあったことはまことにおかしいことである。お

かしなとい５よりももっと悪く，ばかばかしいというぺきだろ‰

けれども同時に，これは自分の宗教信仰に打ちこめば打ちこむほど

他人の宗教観念に対して狭量になるという真実を物語っている。

　われわれはすべて同じ神なる父の子であり，方法はちがっている

けれども，みな神の意思を行な５よう努力すぺきだということを忘

れている。

　私はこの点について自分で確信するものがある。それは神という

ものは一部の人々が考えているような狭量の人ではなくて，宗教形

式や教義とか教派などの些細な相異をのり越えた，大きな愛の精神

であって，それは自分の能力にしたがって神に奉仕しようと最善を

つくしている人のだれをも祝福するものである。

良　心

　君は神から授かった知性と能力とをもって，どのような最上の奉

仕ができると思っているかね？　もしわからない点があるならば，

君の良心，すなわち君の体内における神のみ声にききなさい。神は

即座に何を君に求めているかを告げるだろう。一般的にそれは君の

善意から与えるもの，しかも自由に与えるということである。

　動物はけんかしたり吠えたりする。「犬は喜んで吠えたり噛みつ

く。それは彼らの本性なのだ」けれども，本質的には心を広く憐れ

みを深め助け合ったり親切であるようにまで，心を高めることはで

きないのである。人間は本気になれば，それができる。すなわち，
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それは人間が本来の立場に達したということで，自分の身内に存在

する他の人たちに奉仕するという神の愛を行な５時に，それができ

るのである。

愛

　君たちは，誓約によって片手を高く頭にあげ，決してそれをつか

わない行者をしばしばイソドにおいて見るだろう。その腕は使わな

いから，だんだん衰えて働かなくなってしまう。これと同じように，

だれの心にも宿っている愛の大のひらめきもそれを行なわなかった

ら，だんだん駄目になって死んでしまう。けれどもそれを実行する

ならば，だんだん大きく強くなって日一日と活気を増してくるので

ある。

　奉仕というものはそれを求める人に対して，君が自分の喜びや便

宜を犠牲にして，その人に手をかしてあげることである。だから，

もし君が毎日々々他の人に小さなことでも大きなことでも奉仕して

あげるならば，君の身内にある愛の火のひらめきは大きくなり，つ

いにはそれが君の日常生活での些細な困難や心配事の全てを楽々と

突破させるまで強くなるであろう。君はそれを超越した境地に立つ。

君は人間に対する善意で満ちあふれる。そ５なれば，君の体内に宿

っている良心の声は「よく，やったぞ！」という。

　愛は慈悲のよ５なものである。つまり，シェークスピア（Shake-

spear）のいったことばによると２つの美点をもつ。すなわち，愛は

善意を与えた者と善意を受けた者とを祝福する。愛こそは，めいめ

いに宿る「神の片影」であり一一それは人間の魂である。
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　彼が他の人たちに愛と憐みを多量に与えれぱ与えるほど，彼の魂

は成長する。

　ドラモソド教授（Professor Drummond）はその著書「精神界に

おける自然の法則」（MzZgs/£uUsl加Sμ哨回／ＷｇＭ）の

中にこう述べている。「不滅の生命といわれるものが人間にあると

するならば，それはここにある。彼は神の味方に少しでもなろうと

することによって，魂を発達させる。そのことは彼が神のチームの

選手になるとい５幸福を見出させる。そこに，彼は天国のよろこび

を見出す。その天国は現在この世にあるのであって，どこかわから

ない大空の漠然たるところにあるのではない」と。

　これは無神論者が君に説くような迷信なんてものでは全然ない。

それは全く現実のものである。金持ちであろうと貧乏人であろうと，

たのしんで，そういう方向に生活の航路を漕ぐならば，だれにもひ

らかれる道なのである。

　この目的に達する１つの手段は聖書を読み，人間界における神の

意思の歴史の歩みをたどり，自分自身の善意からまた他の人々を助

けるためにその神の意志を行な５ことである。そうすれば，君は前

よりもりっぱな人になるだろうｰそのことは，幸福への君の航路

で無神論という暗礁を無事に通過できることとなるのだ。

　さて，ここで，私がこの章で語ったことを，何か新しい宗教に君

を改宗させるかのごとく考えてもらいたくない，とい５ことを申し

あげたい。私にはそんな意図はないからである。

　ただ，私はこの章を読む人のなかでまだ自分自身の宗教上の意見

が強くなっていないとか，無神論者にとりつかれている人を対象と
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して，私の考えを述べたにすぎない。また，神を認識する方法は11t

物を通してするよりも，自然研究を通してする方がよく理解できて

よろしいと示唆しただけである。私は森林生活者や船員や兵士およ

び探険家たちのあいだにおいて，しばしばこのことが立証された例

を知っている。これ以外の方法でなければ，これらの人々には宗教

上の信仰がつかめなかったのである。

　もしこの方法でも役に立たないと君が知ったならば，次の予段と

しては宗教の聖職者と話しあうことである。この人は君が真実の宗

教信仰を得るための，正しい道を教えてくれよ‰
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　大自然の驚異

小は微生物から大

は天体に至るまで

地球の地質学的歴

史

進化

再製

自然界の秩序

生　活

自　然　研　究

一次を含むｰ一
一↑-一一

　　大自然の精神

勤物の本能と生活

母性愛

男性の義侠心

防護と援助

公共の福利のため

の自己犠牲

愛
↓
神

おれわれの周辺と体内に｡います。

大自然の計画に基く

健全な繁殖

　　神への奉仕

従って下記の柱書に暗示される

仲間の生物に対する

没我の愛と援助

　　　－298－

　大自然の美

自然界における形，

色彩，音響，リズ

ム。

芸術上の美

芸術と劇における

自己表現本能

美の享受

歓喜を他の人々に移

入する

幸　福

　　　生活の喜び

　　　　　と幸福を分ち与えること



・様々な方面からの思考の導き

・善いものになるのもよいが，善いことをするのは子･れよりもっと

　よろしい。

・キリストの誕生日をまもる人のなんと多いことよ！　彼の訓戒を

　守る者のなんと少ないことよ。休日を守るのは聖訓を守るよりも

　たやすい。（フラソクリソ）

・キリストの死と復活は，われわれの罪のために死んで，新らしい

　生のために，よみがえったのだということをわれわれに知らせる

　叫びであった　　この世に，そして今。

。大自然という書物を勉強することは，　ヨノヽネ黙示録を学ぶことの

　鍵である。（べヽ-コソ）

・たとえ財産をことごとく施しても･‥･･･愛なくぱ我に益なし。愛は

　寛容にして慈悲あり。愛は妬まず，愛は誇らず騏ぶらず，非礼を

　行なわず。己の利を求めず，價らず，悪を思わず，不正を喜ばず

　して真理の喜び。すべての事を忍び。すべての事を信じ，すべて

　を望み，すべてを耐うるなり。（=･リソト前者13章３節）

・神は宗教の面だけを考える者の友ではない。これに反して，われ

　らが神を熱烈な友として仰ぐならぱ，おもしろいこと，たとえぱ
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・ゲームとか作業とか切手の蒐集のようなことに対しても，われわ

　れは，神の援助と励ましを見出すはずである。(｢学生の心｣)

・敬虔であれば，人を早合点から救い，他の人々への友情，多くの

　神々への服従を約束する。（゛マルクス・アウレリウス）

・地上を見おろして無神論者になる表はありうるだろうと思うが，

　夜空をあおいで神は存在しいないという者があろうとは，私には

　思えない（フブラ･ヽム・りソカーソ）

物語の書

自然と言う老いたる乳母は

　膝の上に子供を抱きていえり一一

「ここに物語の書あり

　父なる神は汝の為めにこれを書き記せり」

「来りてわれともに

　人のいまだ至らぬ土地にさすらえよ

人の未だ読まざるを胱まばや

　神の書き記せるを」と乳母はいえり。

・自然美に盲目なる人は，人生の快楽を半分見落している。

・神のチームの一員となれ。
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・自然は学校である。そこで色々の心の持主が色々な物事を学ぶ場

所である。ある者は自然の教訓を詩にしてあらわし，ある者は絵に

する。しかし，すべての者は平和な愛を表わす。

・ロード・アペベリー（Lord Avebury）は「宇宙の奇蹟」（ＪS2r-

slsが1ゐg£ﾉﾀzzllefSg）の序文に述べてい５に。「われらは驚くべ

き，また美しき世界に住んでいる。その世界は理解することが最4，

重要である。理解を誤れぱ，致命傷ではないが危険である。動植物

は，１つとして，わずか１時間だけの世話であろうと，一生涯の献

身的な世話であろうと。これに報いないものはない。私は化学的知

識が無知なために，われわれ同胞が幸福をどれほど失っているか悲

しく思うことがしばしぱある。もし人がこれに鈍感であれぱ，それ

は自分自身の落度である。いかなる森も，いかなる野4,，いかなる

園も，いかなる流れも。いかなる池も。見る賑をもつ者にとっては

興味津｡々として尽きることがない。」

・ふたつの事柄が私の心を常に新しい驚異で満たしてくれる。ぞり

ことを考えることが多ければ多いほど，深く考えれば考えるほど，

驚異は深まる。そのふたつの事柄とは。私の頭jlの天空に輝く星の

光りと，私自身の心にある道義的おきてである。（イマスエル・カ

ソト）

・汝の情と心とを尽し，精神を尽し，思いを尽Ｌて，主なる汝の神

　を愛すべし。これは大いにして第一の戒律なり。
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・第二もまたこれにひとしく，

　おのれを愛する如く，汝の隣人を愛すべし。

　すべての法および予言者はこの２つの戒律によるものなり。

　(マタイ伝　22章37～40節)

有益な参考書

77･gWaﾀldgy㎡μﾀﾞi･.J.A Thompson （Hutellinoen）

Ws1必yQ,risS2s吻.　P. B. Clayton and L. G.Appleton

　　　　　　　　　　　　　（Routledge）

jgsss￥M2zasa･.　Bishop Gore（Home university Librery）

7ゐgﾉgsss Qﾀﾞaslaり･．Ｔ．Ｒ．Ｇｌｏｖｅｒ（Ｓ．Ｃ．Ｍ）

Ｏｓｆ幼ags£ssαys.First Series.Dean lnge （Longman）

G�’j FZs.　asゐ砂of St. A11bans（Student Christian）
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総 括

　これまでのページで述べてきたことを短かくまとめておく。

　諸君は自分の一生を成功にしたいと思っている。

　成功は金儲けや権力を得ることではなく，幸福かうることである。

　若者の多くは，機会があれば群衆といっしょ漂流する。そんなこ

とでは脂福に到達することは断じてできない。消極的な生き方でな

く，積極的な生き方をしなさい。漂流してはならない。君の針路を

進みなさい。自分のカスーを漕ぎなさい。ただ暗礁に注意しさえす

ればよいのだ！　明るい面の資質を啓培して，暗礁を避けなさい。

　　　　　　暗　燃

(世間の誘惑からの)

馬，偽のスポーツに賭けたり見

物したり

酒とその他の放縦

女，間違った態度の危険と正し

い態度の祝福

過激論者，政治無宗教等で

　　　　　　解毒剤

　(各自の努力によって)

積極的な余技と金儲け

自制と品性を養５こ１．

騎士道と，心と肉体の健康

同胞と神とに対する奉仕

　もし君が座礁せずに，安全策を実行することによって幸福を目指

するならば，君は成功一幸福-を勝ちとるであろう。

　もし君が気に入るなら，次の章に必要な訓練をあげるからそれを

実際に実行してみるとよい。
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ローバーリング



　この節分は，今まで述べた各章の理想と理論がどのように，若1，

者たちによって実地に行われるかその方法を示すものである。

　ローバー運動の目的

　国家に必要な真の男性

　大自然は男性づくりの一番よい学校である

方　法

　自分に男らしさを訓練するローバースカウトの実例

　ローバー兄弟の目的は，他の人々に対する奉仕にある

　ﾉヽイキングとキャソピング

　ローバーになるには

　ローバーリングのわざの若干例

組　織

　ロヽ-パースカウトの規則

　目的

　加入許可

　スカウトのおきて

　スタートの仕方

　訓練

　制服

　ローバーの記章

　ローパーのデソ

　遠洋スカウト

　作業　　奉仕・レクリエーショソ

　チームのレクリエーショソ

奉　仕

　レクリエーションの見本としての登山

　救援隊とその模範的活動の例

　生きることの悦び

　男性改造についてのローバーの責任

　模範を示すにあたり避けるべき弱点の若干

　ローバーの最高の奉仕は若い少年たちを訓練することである

ローバーたちの参考書

　｢カナダの開拓者の歌｣
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ローバーリング

９－バー運動の目的

都市居住者と辺境森林地住民

　最近の新聞に，ある婦人が！人の男に自分の店をおぞＬれ，品物

を盗まれたという事件が報道された。それは町中であり，しかもま

っ昼間のことだった。犯人は逃げた。彼女はそれを追レながら，通

行人たちにその男をつかまえてくれと叫んだ。通行大の１人はその

犯人は武器をもっているかとづか，と彼女にたずねた。別の人はに

やにや笑いながら，それはあなた自身がつかまえるがょい，とけし

かけた。確かに，彼女はその通りにやろうとした。

　彼女は町角でその男を見失なった。ペソキ屋が２人やってきたの

でそれに聞てみたが，そのようなものは見なかったという。そこで，

この勇気ある婦人はペンキ屋のすぐうしろにかくれていた犯人を見

つけて，自分の手でその者のえり首をつかんだ。

　この事件をあっかった治安判事4ま，これら臆病な通行人に対して，

とてもいいしれない不快な念をいだいたという。恥を知るだけの自

尊心をもってほしいものだと思う。

　これとちょうど同じような事件が何年か前に起った。可宸そうに

１人の気の狂った婦人が水中にはまり，腰のあたりまでつかって。
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たくさん男の群衆の見ている前で溺れ死んだ一一だれ１人として彼

女を救いあげようとする勇士がいなかった。

　こんなことは人聞きのよいことではない。以上はふたつの例にす

ぎないが，妻を蹴とばすとか，子供を虐待するとか，動物に残酷な

行為をするとかいうことは，不幸にも，広範囲に実際起なわれてい

るのである。このことは男性の人口の一部に，男らしさと義侠心が

不足していることを物語っている。

　　それはあるひとつの階級に限るものではない。上流階級の男性

のなかにも，その妻とか他人を裏切ったり離別させたりする事件が

数限りなくある。それとちょうど同じように，煽動者のおだてにの

って自分の国への反逆者となる者もいる。

　大戦に際して，わが国民が，まことの男として，りっぱな男らし

さを発揮した例を私はたくさん知っている。よい者はすばらしくょ

かった。ビクトリア勅命や顕功章をもらった多くの人たちのことを

読むならば，われわれの民族に勇気が減退していることを憂える名

どいことって，これはりっぱな元気づけの薬となる。けれども，本

省の前の方でいつも述べたよμこ，絵の表と裏の両面を見なければ

ならないのである。

　もし男らしく育っているならば，男性はどんなことをなしうるか，

という証拠を示すすぱらしい資料や成果をわれわれはもっている。

それとは反対に，もし居酒屋やけがれた環境に彼らを放置したなら

ば，どんな人間の府になるかを示す証拠もある。

　私としては，都市に生活すると，どうも男らしさが不足するとい

う点について，い５べきことがたくさんあるように感じる。オ一入
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トラリアの大やぷの中だとか，南アフリカの大平原とか，カナダの

辺境の山林地帯とかに出かけてみたまえ。君たちはそこにまるでち

がった男性づくりを見出すであろう。こ。－ジーラソドの人はいち

ぱん勇気があると私は思う。これらの土地では，自分が自分を守ら

ねばならない。もし動物の足あとの追跡や，飛び立った鳥が残した

サインを読めなかったら，喉がかわいたり，空腹によって死んでし

ま‰

　砂漠には水道は引かれてはないし，町にパソ屋があるというので

もない。

　自分用の火を作ったり，自分のたべる食物を殺して洗って料理す

ることは。毎日の仕事なのである。

　ライオソだのオオカミに立ち向うことは，内地で汽車に乗ったり。

電車に乗るのと同じように珍らＬくないことである。

　斧一つあれば，大工仕事の一Uりをやってのける。鉛筆をけずるこ

とから，立木をきりたおし，それを細工して防水の丸太小屋に組み

合わすことまでする。

　カナダの山奥に１人の婦人が移住して来たということが，その地

方に広まわった時のことを私は思い出す。そのあくる日，そこから

20マイルも遠方の別の土地の牧場から，40人以上もの牧夫や木こり

やその他の人々がやって来た。そして２日後になると，彼らは馬に

乗ってそれぞれの家路に向って立ち去って行ったが，そのあとには

美しい丸太小屋が立っていた。それはこり「おくさん」のために建

てたもので，彼らの無料の贈り物であった。

　辺境森林居住者は自給自足ではあるが，自分のためばかりの自足
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に満足していない。彼は磨かれてないダイヤモンド石のよ５なもの

で，彼は紳士であり昔の騎士のような義人である。

　これが英国だったら王立人道協会がさっそく表彰のメダルをおく

るころだが，そのような行為はそこでは日常事であり，人口に笛灸

されることもないのである。

　スチューワート・イー・ホワイト（Stewart E. White）の語った

ひとつの小事件は，その典型的なものだｰ

　「流木が川をふさいで，３マイルばかり川上までつまったことが

あった。人夫たちはとびぐちをもって立ちはたらき。材木が流れる

ようにしようとした」

　「急にそのふさがりが少し割れて，材木は100メートルばかり下

流に流された。よって，再び川をせきとめたJ

　「その次に，そのせきの一小部分が動くように見えた。けれども

まだ，その大部分は川をふさいでいる。そのため，このふたつの流

木の部分の間に，狭い水路ができたようだった。この水路に１入り

男がすべり落ちた。その男がまだはいあがらないうちに，別のふさ

がりの部分が動き始めた」

　「もうこうなったら，この男が押しつぶされるのを救えそうにな

い。サムと呼ばれる男一一私はその苗字は知らないｰが第１の流

木群の末端めがけて駈けつけた。彼は水路に浮かんで動いてレるた

くさんの丸太の上をとび渡っていって，水中に落ちたその男のえり

首をつかみ，流れている閉塞材のツラを死にものぐるいによじのぼ

っていた男を，ひきあげた。それはまさに，ふたつの材木群が今や

ぶっつかろうとする寸前のことであった」
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　　「まことに美事な人命救助

だった。鉄のように強い人で

なければ，けっして感謝とお

祝レをうけられることはなか

ったろう。サムは依然として

その男のえり酋をつかんで，

それをふりまわし，したたか

その男を蹴とばした。「この

馬鹿者！」と，いった。ただ
見たところ溺死をまぬがれたらしい

それだけ。彼らはすぐさま，閉塞材を勤かす作業にとりかかった｡］

　これといくらか同じような記事が。「馬車ひきの美挙」と題して

新聞に出ていた。

　ある馬車ひきが材木を積んでラーソソ湖の氷の上を渡っていたと

ころ，氷が割れて２頭の馬と積材の車とが水中に没した。馬車ひき

は落ちなくて良かったと思う問もなく，水深15フィートもある氷の

水の中に飛びこんだ。そして長い時間悪戦苦闘した末にやっと２頭

とも救い上げることができた。

　私は都市に住む者のことを前に書いたが。私が彼らを軽べつして

いると思ってくれてはこまる。私だって都会人として生まれ，育っ

た。私が南アフリカやフラソスで知りあいになった最上等のスカウ

ト達のある者は，ロソドソっ子だった。彼らは勇気と知性とをもっ

て，自分たちの仕事に精をだしていた。
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方

ローバーはバックウッヅマソ

法

　私がこの話を書いているときに。この本を読んだ結果そうなって

ほしいと思われる生きたお手本のょ５な，なかなか立派な青年が私

の家の庭にキャンプに来た。

　私は心から，この本がそんな風に役立ってほしいと思う。

　この青年は筋骨たくましいt=･－パースカウトで，年は18才ぐらい，

男らしい男になろうとして銀えつつある青年である。彼は荷物をか

ついで遠い土地から徒歩でやって来た。荷物の中味は，軽いテント

と毛布と調理具と食糧だった。

　彼は自分の斧と牛馬をつなぐのに｡つかう綱を携行していた。片手

には，便利な杖をさげていた。その杖の頭部は，自分の手細工の奇

妙な彫りものがしてあった。

　これらの荷物のほかに，彼はもうひとつ大切な物を持っていた一

一それは日にやけた幸福な笑顔だった。

　昨夜は冷い雨が降っていたから，家の中に入って寝るよ５にと私

は彼にいった。ところが，彼はそとに寝た。彼は，暑い夏のことで

すから，少々の寒い風は涼しくもあり気もちがいいですと笑顔で答

えるだけだった。彼は戸外が好きだった。自分の食物を調理したり，

考案家のように創意工夫をかたむけて，自分のからだを居心地よく
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させていた。

　今日は，私の近辺のスカウトたちに，斧の使用法についてど５す

れば能率があがるかをやって見せたり，自分の投げ繩でまんまと人

間を“繩で捕える”のを実演してみせた。彼は樹皮を見るだけで木

の名をいいあてたり，啼き･声を聞くだけで鳥の名がわかった。また。

どんな木にも，きりたった岩にも登れた。まるで健康で快活で，熟

達した若いバックウッヅーマソなのだ。それでいて，この男ぱ都会

人”である。けれど払　自分の努力で自分を１人前の「男」にした

人物でおる。

　彼が私にうちあけたところにょると，平生，彼はある大都市の工

場で技術者の見習いとして暮してしるという。彼が戸外に出ること

を楽しむ理由は，自分の仕事から逃れたいからとい５だけのことで

はない。仕事には興味をもっている。それょりも，働く仲間たちが

口にするみだらな話や言葉から，逃れたいからである。仲間たちは，

そんなことを大人らしいことと考えてやっているのだという。

　彼は私にいくたびとなく仲間から「お前は耳が遠くなったね」と

いわれたという。実際，清純な思考をするために，1，2回ばかり

「つんぼ」をわざとしたことがあった。

　けれども，彼はそれ以上のことをした。彼のお手本は腕力に訴え

ずに。彼の仲間の２・３人に彼のする考え方や･ヽイキングに興味を

おこさせて，現在では彼らはローバーになっている。

　彼は自分の実例を通して。これらの仲間に人生における新しい考

え方やより楽しいより高度の生活の目標を教えた。そのことにょっ

て，彼はまた奉仕をも行いつつあるのだ。
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　君は男として有能か？

　もちろん，君は有能である。読むことも書くこともできる。そし

てそのほかに｡もｰところで，たとえば水泳ができるかね？

　むろん泳げるに｡きまっている。

　また，私は君が君と同じ位いの体重の者とポクシングをすること

もでき，柔道によって敵の攻撃から身を守れるものと期待するのだ

が？　君はゴルフのクラブを扱うこともで

き，直に忍びよることも片手で大きな魚を

つかむこともできるかね？　それとも，だ

れかにやってもらう必要があるか？

　君は牛乳をしぼることができ，火を起す

ことができ，そして必要に応じて自分の食

物を調理できるか１　それとも．こんな簡

単なことをこの絵のような女の人にしても

らわなければならないなら，君は飢えなけ

ればならないが，それでもよいのか？

　君は自分のことを自分でした上に，他の

人々を助けることができるか？　たとえば

奔馬を止めたり，溺れる人を救助したり，動脈を切った患者に救急

法を実施することができるか？

　もし君がこんな些細なこともできないのなら，ローパースカウト

に入隊すべきである。入隊すれば，たちまちそのよ５な有川なこと

をたくさん学べるであろ５．

　君はすでに学校でクラスで皆と一緒に教育をうけた。一般的知識
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の基礎を教えられ，そして勉強の仕方もならっている。

　今度は個人的に｡勉強を続けて，君の性格を強化するよ５なtヽろい

ろなことを独力で学び，そして自分を男に仕上げることによって。

人生に成功するよう自分で努力する段階になった。

　私は君にとにかくひとつの方法を示そ５と思５．君はその方法で

進むがよい。それは，ローバー・バックウッヅマソになることであ

る。

ローバー兄弟仲間の目的

　ローバーとは戸外活動と奉仕運動をする兄弟仲間のことである。

　彼らは公路のハイカーであり，森のキャンパーである。自力で進

むことができると同様，他の人たちに｡対しても何らかの奉仕ができ

る能力と準備ができている彼らは，ボーイスカウト運動の年上の部

門に属する17才以上の若者たちである。

　ウッドクラフトを通じてのスカウト訓練の主たるねらいは４つあ

り。次の点を発達させることを目的としている。

　性格と知性

　手技と技能

　健康と体力

　他の人たちへの奉仕と市民性

　もし諸君がこれらと「暗礁」の章の明るい面としてすでに示した

解毒剤とを比較するなら，ローバースカウティングというものがい

かに君たちの助けとなることかがわかるだろう。両者は同じものな

のである。
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　このローバー兄弟仲間は，英国の全土と英国の海外領土国に組織

されている。それどころか，多くの外国にまで及んでいる。

　それは単なる兄弟仲間ではなくて，たりしい兄弟仲間である。キ

ャンプ仲間であり。ニフォーム仲間であり，デソや集会所仲間と

して，世界いたるところにいる仲間なのである。

　これが放浪者たちの兄弟仲間である以上，そして君がそのメソバ

ーの１人である以上，君は諸外国へまで旅を伸ばして国籍のちがっ

た兄弟ローバーたちと友情を結ぷことができる。

　われわれのスカウト運動のこの部門は興味があり教育的であるば

かりでなく，その相互の善意を通じて，未来における世界平和を確

立する実際的な歩みとして，進みつつある，

　もし君がすでにボーイスカウトになっているのであれば，このこ

とについて知らなければならないことの多くは，すでに知っている

と思う。

　だが，もし君がまだスカウトにになったことがないのであれば，

まず何よりも競初に必要なものは。頑丈な一足の靴とたくましい心

である。その次に，「スカウティング・フォア・ボーイズ」１冊を

近くのスカウト団から借りるか，またはロソドソの英国連盟本部か

ら２シリング・６ペンスで買って所有することである。この本は君

がやろうとするハイキングだのキャソピングについて，くわしいこ

とを教えてくれるだろう。

　この本には次のような細目が，一連の「営火夜話」として述べら

れている。

　　1.スカウト技術とスカウト作業
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　　2.キャソペイソニング（遠出，出動）

　　3.キャソプ生活

　　4.追跡法

　　5.ウッドクラフトと自然の教訓

　　6.健康と強健法

　　7.ナイトの騎士道

　　8.救命法と変事に対する処置

　　9.市民のつとめ

　そして，君はキャソパーの重要な義務を学ぶ。すなおち，君がキ

ャソプ地を去る時に，２つのことを忘れないことである。それは｡

　11】そこにキャソプしたとい５痕跡を残さない。

　121感謝を残す。

キャソパークラフト

　私は世界の多くの土地でキャソプをした。それはカナダの辺境森

林地帯だの，中央アフリカのジャングルだの，エジプトの砂漠だの，

ノールウェーの河川地方だの，南アフリカの大草原や，ヒマヤラ山

麓，等々である。どれもみなそれぞれ独得な楽しさがあった。それ

にもかかわらず，君自身の国はそれ自身の美しさと魅力とをもって

いて，君がいくら遠方に旅したとしても，それに勝るものを見出す

ことはむずかしい。

　自分の国でなら，近いところで，経費も時間も面倒なことも最小

限度でキャソプの楽しさを味わえる。

　都市の息づまる煤煙と汚れた空気をのがれて，君は広々とした田
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園の新鮮なそょ風の中に入り，思う存分きれ

いな空気を吸って，F血管の中には新らしtヽ

血液を頭には新しい生命」をとり入れる。

　そして，完全な健康状態で疲れも知らず

に大股であるくとき，君は生きることのょろ

こびを知る。丘を越え，谷をわたり，一歩一

歩変化する風景の美しさに，君は自由な人間

を感じる。眼に映る景色は君のものであり，

行くも止まるも君の自由だし，気のむいた

ところに，ねぐらを立てることも自由であ

る。

　自分１人で･ヽイキングする方がよいか，仲

間と一緒に歩く方が良いか，それは君の個人

的な気質一一および気分にまかす。徒歩協会の･ヽソドプックによ心

と，おる熱心な徒歩旅行家は天国と地上の驚異を飲みほすには，111

り歩きにかぎるという。彼はこういう。「不注意なおし々べりや，

おせっかいな演説家や，まじめな学究肌の仲間，政治家，=fルフフ

ーたち，および，すぺての注意深い自然愛好者，神よ，われわれ‘な

彼らから解放し給え」

行路の喜び

　１日の終りに，たき火の小さい焔の上で，自分の食べものを詞即

するほど楽しいものはないし，その火の香りにまさるよい匂レは日

かにない。
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　丘の上の森の茂った山腹に作った君のねぐらから見える景色にま

さるものはない。温かい毛布にくるまり，または身体の下に紙を厚

くしいて，野外に寝るにまさる眠りはない。（「身体の上よりも身

体の下の方に｡多く厚く」とい５ことは，夜，暖かく寝る行路者の秘

訣である）

　夜ぎこえる音や獣類や鳥との仲間意識は，すべて君にこれは大自

然の兄弟仲間だという気分をいだかせる。

　雨は？　寒さは？　うむ，やってくることはあろう。だが，もし

君が歩きつけていたり，週末にキャンプする習性をもっていたなら，

意に｡介することはあるまい。

　君が単独ハイカーであろうと，仲間のものとキャソプしようと，

または班の皆と一緒に行こうとｰそれは，どれをとってもよろし

い。

　　「30才以下の者でジプシーのキャソプを見て心が曜らないほど生

気のない者はいない‥…･まだ人間社会に多少の生気があるなら，青

年は金持をけなすような勇ましいことばをときどき口にし，社会的

な地位を投げうって，ナップサックをせおって旅まわりに出かけて

行こう」（R-L.Slaatsoyl）と。

　さらに旅路で出あう人達の古風な趣きや，田野ではたらく人達の

間のこまやかな友情は，いろんな立場から見た新しいアイデアと人

生についての新鮮で巾広い見方を与えてくれる。

　君の性格にこのような新しい人間味がひらかれるのであるから，

霜が望むならば，君は･ヽイキングを１人の騎士の武者修行にするこ

とができる。それは君が道中するにしたがって，だれにでもかれに
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でも善行をする１人の行者に君をならせるからである。

ローバースカウトになるには

　ローバースカウトになるいちばんよい方法は，君の近所のスカウ

ト団に所属するローバー隊に入隊することである。

　ボーイスカウト組織の各地の事務局員あるいはスカウターつまり

スカウト指導者は，この問題について君に助言をしてくれるだろう。

そして，君のローバースカウトになりたいとい５念願をかなえる助

けをしてくれるだろう。

　ロンドンにある本部の中の賞品部でキャンプやハイク用共のほし

い物を買うことができる。キャンパーになるにはローバーになるこ

とのほかに。キャソピング・オブ・グレートブリテンに入会する方

法もある。私自身もその会員であって，この会にはスカウティング

の仲間が多数加入している。これはたのしい愉快な会で，戸外活動

をする男や女がはいっている。この会は有益な指導的な「キャソピ

ング」という定期刊行誌を出している。そして，初心者のキャンパ

ーの要望にこたえられるあらゆる用具を売る立派な店を経営してい

る。また，会員に使わせるために，イギリス本国の各地に500ヵ所

以上の野営地をこの会は保有している。その本部はロソドソのＳ・

Ｗ・Ｉのグロスベノア・ガーデソスにある。

　会費は年間たった10シリングであり，それだけの価値はある。そ

して，たいていの外国にはそれと交流するクラブがある。

　また，たいていの国には徒歩クラブ，フィールド・クラブ，古物

また博物研究協会がある。これらは，私が副会長をしていた徒歩ク
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ラブ連合と一般に関連をもってレる。

　そこで，もし君が知りたいならば，私はこれらの会のことについ

てレろいろ教えてあげることができる。この協会のよい点は，徒歩

旅行に関して主要道路からそれた小道や路線を各地方別に示し，興

味あるいろいろな場所についてその要点を記入した手頃な案内書を

出阪していることである。

　レまひとつ，この会が会員のために尽している点は，鉄道会社と

特別な約定を結んでいることと，宿泊のため旅館やホテルの手配を

レ（くれる点である。

　スカウト運勣には野営場がたくさんある。アッシュダウソの森に

あるブロッドストソだの，湖沼地方にあるグレート・タワーとか，

北部ウ｡｡－ルスにあるブリソバッチなどは特にローバー向きである。

エピングの森にあるギルウェル・パークはこれら野営他の先駆であ

り，スカウター訓練所である。

　このほかにも，人気をそそるような名前と設立趣意をもつキャソ

ピング協会かある。その内の若干はスカウト運動の方針にそってい

るが。なかにはウッドクラフトやイソディアソあそび，ハイキング

などの擬装によって軽卒な者を誘惑し，その心を捕えるワナをかけ，

はなはだ疑わしい性質の政治的冒険に引きこむものがある。これら

はわがスカウト運動およびローバー部門の発展に伴なう成功に目を

つけて，当然のことながらわれわれと同じ方法を使って，自分たち

の目的のために会員を獲得しよ５と努力している。よく眼をひらい

て注意されたい！

　ローバースカウトになると，君は多種多様な細目をひろいあげる
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興味をおこすであろ‰それらは君の生活をたのしいものにし，兄

弟仲間のキャソプ友愛心を助成するだろう。

細目の中にはｰ

○追跡　人間，動物，車などの足跡や輪跡およびそれが示すところ

の情報の解読

○火作り　放浪者またはレッド・イソディアソのする方法であって，

ガイ・フォウクス・デー（Guy Fawkes Day-11月５日に火薬事

件の主謀者Guy Fawkes の像を焼く一訳者記）の日に，火を作

るよ５な大規模な火作りではない。ほんのひとにぎりのもえさしで，

君が必要とする炊事は全部できる。（ついでながら，大戦中，ドイ

ツの刑務所から脱走した元スカウトーそれは１人でなく散人から

一一･もらった手紙のことを書こう。それには自分が身をかくして，

ひそかに生きのび得たのは，ボーイスカウトで学んだことのおかげ

によると感謝している。特に自分の足跡をかくしたこと，および小

さい火を作って食物を調理できたことについて述べていた｡）

○調理　レッド・インディアンがチルプロクオルガソ（chilploquo-

rgan）とよんでいるヤナギの枝の曲げたものに，「ビリー」という

飲ごうを吊るして火にかけ，またヽマルクエーガソ（Mulquagan），

つまりフォーク状の枝にパソにする小麦粉のねったものをねじりま

きにし，そのフォークのさきに肉類の一片をつきさしてローストす

る。

○テント　これは厚手の生地のテソトではなく，薄手の軽い仮泊川

のむので，現在キャソパーたちの実際家はこれを用いる。その軽い

ことといったらポケットに入れて持ちはこびができるほどである。
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○結索法　針と糸がキャンパーに必要なのと同じように，多分に必

要な知識である。

○斧　斧のつかい方だけでなく，手入れ法の知識も必要である。

○地図読みと地図地頭　こJソパス，星，風向などによって進路を見

出すことは興味深くして必要不可欠なことである。

○リュックサックとその中の荷物は，これはどんなに小さくできる

か，ハイキングの時，どのように小さくしなければならないかを教

える。

○脱力練習によって君の視力を非凡に強めること。君が都会育ちで

50ヤード以上前方を見る機会がなかったら，特に｡その練習が必要で

ある。

○聴力　これは夜間。音を聞く練習をすることによって強くなる。

嗅覚は夜間に｡信がどこにいるか，淮がいるかを発見するのに貴重で

ある。

○距離の判定　これはハイキングの時。練習するならば発達させる

ことができる技術である。

○気象知識　これはハイカーにとって重宝なむので，継続観察する

ことによって，じきにその知識をえる。

○自然の教訓　戸外生活者にとって，これは第２の天性となり，新

しい興味と人生の快楽とを与えられる。

○キャソプ用具と装置　これは即席で作るべきで，そのことは手技

の上達と創意工夫を多分に教えてくれる。

　　｢わが国の宵年たちはこの原始的な本能を使うことによって，大

戦中，英国およびヨーロッパを救うことに役立った。その要求は彼
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らの本性における最上の

ものではなく，むしろ最

悪のものへと向けられ

た。すなわち，怒り，好

戦，および殺害の意志へ

であったj

　｢なすべき最上の立派

な仕事は，全部あとまわ

しにされた｣

　彼らは平和な時代には

同じ本能に従って文明人

が所有する最高の天与の

乃
ぐ
”

い
‥
μ
・

●

方,つまり理性,寛容，親ィソデイアソの炊事の火とールクエガム調理ｼﾞ，

和そして協働に｡よって英国およびヨーロッパを救５ことができる」

　これはトレバー・アーレソ（Trevor Anen）の「大戦に勝った,7

年」（r加杓z佩gμａｚｄａＷ凹μzg H々zr）に書いたことば爪

　私はこのことばに付け加えたい。それは戸外生活，キャンピング，

スカウティングとい５原始的本能を使うことに｡よって，また健康，

知性，技能および役立つ力を仲ばすことができ，これによってより

よい人間となり，よりよい市民となれるということである。

ウッドクラフト

　辺境森林地帯には自然に生まれた物語りや伝説がたくさんあっ･･｡，

それらはローパーたちに採用されるようになっている。
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　ジプシーたちは英国に住んでいる者でも，

ヨーロッパ南部の老も，東方にいる老4,｡す

べて，自分たちの風習，サイソおよび言語を

もっている。

　レッドイソディアソたちは絵のような伝説

とセレモこーをもっている。そのようなもの

はアラプ人でも，こ≒｡－ジーラソドの原住民

のマオリ族でも，アフリカのズール人でも，

マサイ人でもその他の民族でももっている。

これはどれもみな興味がありロマンチックな

示唆をあたえるから，研究に値いする。

　私は以上のほとんどのひとたちと行動を共

にしたことがあった。イソディフソにはその

中でもいちぱん親しんだけれど，現在の種族

には一般に彼らの父祖ほど感銘をうけない。

現在でも依然として，森の中にわなを仕掛けにゆく少数のインディ

アンはさておき，アラブ（純粋のアラビア人）は偉大な紳士であり

ズールー族は勇敢な戦士であり，インディアンのジプシーは上手な

狩人であるし。マオリ族はりっぱなスポーツマソだし，オーストラ

リアの原住民はすぐれた追跡者である。彼らはみな文明とジソ酒の

悪影響をこうむるまでは，それぞれの特質を失わなかったのである。

　真のウッドクラフター（林間修技者一直訳）は，このような種

族の野蛮な芸術や手技の絵のように美しい意味の多くを愛好し，か

つとりいれている。
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　トーテムの歴史とその世界的にひろまった意義というものは，そ

れだけでもひとつの研究に値する。またサインも実用化され，戸外

活動に従事する仲間の者ならだれでもが解読できるほどに採川され

て，世界語となっている。

そなえょ　つねに

　　「そなえょ。つねに」はスカウトの標語である。

　私はキャンピングとハイキングの章において，これらの点を一般

的指針として簡単に概説したい。なぜなら，これは愉快なもの健康

なものではあるが，結局は君たちの究極の目的-すなわち「男」

になるために｡，「そなえょ，つねに」ということに向って前進する

ための手段にすぎないからである。もちろん，君が新興国あるいは

未開国に住むという幸運に恵まれているならば，キャソピングやハ

イキングは直接的に君にとって有益なものである。

　とにかく実行を通じて，君はバックウッヅマソとしての手技と

知識と自己信頼性を痩得できる。それは群がどの方面に働いていよ

うと，君の生活のための仕事に対する能率を高めてくれる。君は大

自然の驚異と美’とを感得する力をえる。特に，それはょい市民とし

て他の人々に奉仕するために，君をより以上に有能な男にしてくれ

る。

　よくない市民とは，自分自身の幸福だけを求める人間をいう。よ

い市民とは，時を選ばず常に社会のために手をかす用意のある人を

さす。

　私は「用意」ということばをもちいた。これは，単なる「意志が
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ある」だけではなtヽ。いざとなると，方法を学んでいなしため役に

たたないことがしばしば出てくる。

　それゆえに，ローバーの本分はいかに用意をするか，突発事件の

最中にあって他の人たちの利益となる正しいことをする方法を学ぶ

ことにある。

　だから私は１歩進んで，ボーイスカウト運動という組織された方

法を通して，ローバーが自分をそのために役だてうるようにしたい

と思５．この説明を活字にするならば，かたくるしくて煩雑だとい

５かもしれなtヽが，そのような理由でこの組織を嫌いにならないで

ほしい。ほんとうのところ，われわれのやり方は若い人たちの至極

簡単な交友組織にすぎない。

ローバー組織

ﾉﾚｰﾙ

ｽｶｳﾄ兄弟仲間のローバー部門は楽しくて幸福なものである。け

れども，今やその組織と運営のため，それは規約を作らなければな

らぬほど大きいものに成長した。

　しかし，規約は規約であって制約ではない。それは言うなれば，

君たちがフットポールだのクリケットをするときにもある規則のよ

うなもので，だれにとっても公正なゲームができるようにするため

の必要からあるものである。

　それは行動するためのひとつの基準を与えるもので，お役所ふ５

の考え方では毛頭ないものである。このスカウト運動にある紀律は，

すべて自由から作られ，各人がそれぞれ味方に有利に「ゲームをす
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る」とい５．願いから発生している。そして，その運営は大部分，

ロー｡バースカウ|･それ自身の手によって，なされるものである。

。－バースカウトのための規約

目的

　ローバーリングの目的は，兄弟仲間になること，そして他の人々

に奉仕することにある。

　（注意。この章にかかげた規約は，時々，変更されるものであるか

ら，ローバースカウトたちは，われれれの機関誌「スカウター」

　（Scouter）と「規約集」（Book of Rules）によって情報をつかん

でいなければならない。これらの書物の入手は，25 Buckinghm

Palace Road London， S.W.1にあるボ･-イスカウト英国連旧か

ら得られる。

　ローバー訓練の目的は，青年たちが

　　　幸福な

　　　健康な　

|

市民

　　　有能な

に自分を仲ばすことができることにおく。そして，自分のために浦

用な経歴を作る機会を，めいめいにあたえることにある。

　このことは，まさに大人の仲間入をしようとする一生のうちバ‘レ

ちばん難かしい時期に，青年を有効な影響の下にいさせようた1’4･

ことを狙いとしている。

　また，それは辺境森林生活者の性根と大自然深究術のよろこび香･

もった，青年川のスカウティングを与える。どうすればスカウ｡り
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ングの妙味がえられるかと多数の人だちから質問されたことがあっ

たが，これはそれに対する私の答で，これがそのやりかたである。

　これは18才以上の青年がスカウト運動の中で隊長またはイソスト

ラクターの資格をとりたいとねがう場合，それらの人たちにとって

の助けとなる。

　これは公認された立場において他の人々に役立つ奉仕をする機会

を青年たちに与えるものである。

。－バースカウトとしての入隊許可

　ローバースカウトたちは，１人のローバー隊長（RoverLeader）

のもとに，「ローバー隊」（Crew）を組織する。

　ローバー隊に入れてもらうには，君は17才でなければならない。

できれば18才の方がむしろよい。君が今までポーイスカウトでなか

ったのなら，キャソピングとかハイキングの戸外生活に自から進ん

で従零する気持がなければならない。そして，スカウトのおきてを

実行すること。

　君は見習として入隊して，ローバーリングが君に適するかどう

か，あるいは君がローバーリングに適するかどうかど５かを確めて

みる。

　君はスカウトのちかいとおきてを学ぶことになる。それは「スカ

ウティング・フォア・ボーイズ」および本書「ローバーリング・ツ

ー・サクセス」に記載してある。

　これがりっぱにできた後，ローパー隊長とローバー隊によって承

認されたなら，君はローバースカウトとして叙任される。
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　叙任とは入隊のセレモニーのことである。そのやり方はその隊の

慣習と新入者の希望とによってとりおこなわれる。

　それは君が本気でまじめに，ローバーリングをやるという意味を

あらわす。そしてその目的と方法を理解し，それを実行することに

ついて，最善を尽すことを意味する。

　であるから，君はこのことを事前に自分自身でじゅうぶん注意深

く考えなければならない。

　このセレモニーについての一般概念はヅ‘/如ﾀεΓSωz,/s-W加/

They Are”というパソフレットにのっている。この本は英国連盟

本部から入手できる。

　このセレモニーには君がスカウトのちかいをたてることがふくま

牡る。

　ちかいは次の通りである。

　　　　　私は名誉にかけて

　　　　　　神と国王に対する私の務めを行うため

　　　　　　いつも他の人々を援けるため

　　　　　　スカウトのおきてに従５ため

　　　　　私の般若を尽すことを約束します

スカウトのおきてについて

　第１次大戦中，ボーイスカウトたちは将兵のため前線に多数の厚

生施設を寄付し，それを維持した。

　その施設の壁にスカウトのおぎてが謁げられていた。これに｡レ，

て，兵士たちが戦線にある塹濠に「出勤する」時，彼らは「お,yて
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を蛸りにしょう」と感ずるのであ.J,た。

　多くの兵士は学校では団体教育とＬて教えられ，教会では団体で

説教され，軍隊では団体教練をされてきたけれども，自分は自分自

身の生存と自分自身の良心ｙ．自分白身の魂とを4,っている一人ぽ

っちの生物であり，それは現在いつなんどき戦死によって奪われる

かもしれないということを，その時はじめて，認識したのである。

　彼らは精神的慰安となる確実なもの。および頼りにする何物も4，

っていないことに気がついて当惑した。彼らは宗教とか神について

伺4,知らなかった一一何かL.ら求めているよ５でありながら一一そ

れが何であるか解らなかった。

　こういう時，スカウトのおきてを見たのだ。そＬで，それを何度

もくりｶヽえして読んだ。いま一一度肢んだ。そして考え込んだ。

　そこになんだか自分にもできそ５なものがあり，それは彼らに役

立つよ５に思えた。

　よって，彼らは進み出て「あれに署名できますか」とたずねた。

彼らは，もし｡自分がこのおきての教訓を力い｡｡ばい実行することが

できたら。自分は最善をつくして戦死できることと，これ以上のこ

とはだれもできなかったということがわかって，少なくと4,それが

自分の慰めとなるだろうと思ったのである。

　そこで，おれわれは彼らが署名できるようにL.てやった。この結

果，私が述べたこれらの男ばかり’rj･なく。何百人もの老がやって来

て。　このスカウ1ヽのおきてが実行できるよう最善をつくすという意

味の約束をＬたのであった。

　この話を読む君たちに対して，ほとんどこれと同じことが言えよ
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う。

　君たちは多数の中の１人として，今までの大部分を教育されてき

た。いまや，人生の戦場に「出陣」しようとしてる。君はおそかれ

早やかれ一某日，死に迫えられるｰだが，死期の来た時に，君

の考えの中のひとつに「自分はやりがいのある仕事をしようとした

だろうか，それとも自分の一生をなまけてそだったろうか」と考え

ることがあるだろう。

　それゆえ，私は君たちに示唆したい。あの戦線の兵士たちがした

ようにしなさいと。

　スカウトのおきてをよく読み，よく考え，そしてローバーとして

「それに署名」しなさい。

　スカウトのおきてとは次の通りである。

スカウトのおぎて

　ローバースカウトとは，真り男，良き市民をあらわす。ローバーのおきて

は，文言も原理もスカウトのそれと同じである。けれども，それは新らしい

立場からｰすなわち，大人としての立場からｰ－一考察されなければならな

tヽ。いずれにしてもスカウトのおきての底をなす原理は，自己を没却して他

の人々に対する善意と役立つ力を高めることにある。これを信心への教示と

するのではなく，男らしさへの方向づけとすぺきである。

スカウトの名誉は信頼される

ことである

ロー.パースカウ1ヽとして，いかに劃一が大

きかろうと，またこっそりとや･ってこよ５

と４，君は誘惑に負けて，どんなに小さい
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スカウHi国王と自分の上

司，胃鏡，雇主，および自分

のしたで慟く老に忠誠である

スカウトの義務とは役きlつこ

とであり，他の人々を助ける

ことである

スカウHiすべての4,のの友

であり，他のとのスカウ｝と

4,兄弟であり，その者の属す

る社会の如何を間jっない

不正直や暗い行為をもするようなことがあ

ってはならない。君は一変たてたちかいに

そむかない。「ローバー０約束は証文と同

様，信用できるj

　「正直，ローバーにはUﾐ直以外何もないj

よき市民として，君は正直に全体のために

　「ゲームをする」チームの１員である。君

はわが帝国の元首である国王，スカウト運

動，君の友人や同輩，屈主に最善を尽すも

のと信頼されている。-たとえ君がそれ

らの人々に望むところのものと，それらの

人々の態度が一致しない場合でも。それに

加えて，君は自分自身に対してもまた，忠

誠である。君は卑劣にゲームをして自尊心

を低下させたり，自分以外り男性-およ

び女性を堕落させてはいけない。

ローバーとしての君の最高の目的は奉仕で

ある。君はいつなんどきでも，時間と労

力，またはもし必要とあらば生命そのもの

をも，他の人々のために犠牲に供する用意

がある人間だと他の者から信頼される者で

ある。「犠牲は奉仕の塩なり」

ローバーとして，他の人々は皆君と等しく

神なる父の子であることを君は認める。彼

らの意見や胆:襲的階級や教義や国のちがい

がど５あろ５とこのことはそれに関係しな

い。君は君の偏見をおさえ，彼らの長所を
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スカウトは礼儀正しい

見出才。彼らの悪い点を批判できると思う

のは愚か者である。もＬ君が他の国の人々

に対してこの愛を実行し，国際平和と親許

をもたらす助けをするならば，神の国はこ

の地上にもたらされる。

　｢世界中の者は皆兄弟である｣

昔の騎士のように，いうまでもなくｐ－バ

ーである君は，婦女，老人，子供に対し礼

儀正しく思いやりがある。けれと･も，君に

敵対する人々に対して，それ以上に礼儀正

しくあるべきである。

　｢正しい者は心の平静を失う必要はない，

誤まっている者は心の平静をかくすことが

できない｣

スカウl･は動物の友である　　　君は神が作り給うた他の生物が君自身Ｈ司

　　　　　　　　　　　　　　　じように君の仲間だということ，そしてこ

　　　　　　　　　　　　　　　の武男で自分たちの生存を楽しんでいるこ

　　　　　　　　　　　　　　　とが解るだろう。それゆえ，動物をいじめ

　　　　　　　　　　　　　　　ることは造物主に仕えていないこととなる｡

　　　　　　　　　　　　　　　「ロー･･゛－は寛大でなければならない」

スカウトは両親，班長または　　ローパーとして，君は自分自身を修養し。

隊長の命令に対Ｌ，すなおに　　合法的な当局への奉仕にあた。ては。すみ

服従する　　　　　　　　　　　やかに喜んでするようにする。最上の紀ill

　　　　　　　　　　　　　　　ある社会は最も幸福な社会である。けれと･

　　　　　　　　　　　　　　　も，この紀律は心の中から生まれるもの1･，

　　　　　　　　　　　　　　　外部からおしつけられるものでは全然ない，

　　　　　　　　　　　　　　　それゆえ。こういう考え方で君が他の人･々

　　　　　　　　　　　　　　　－334－



スカウトはすぺての困難に際

して，微笑をうかべ口笛をふ

く

スカウトは倹約する

スカウトは思考，言葉ならび

こ行為において清純である

に秀れた見本を示すことは重要な価値があ

る。

ローバー-としての君は人々からは成人とし

て，見られるのである。冷静であり，危機

難局にあたっては快活と勇気と楽天さをも

って冷静さを失なわない。

「もし君が冷静であるならば，君の周囲が

冷静さを失い君を非難したとしても……わ

が息子よ，お前はｌ人前の男になったとい

えよう」

ローバーとしての君はよく将来のことを考

え，現在の快楽のために時間と金銭とを浪

費することなく，むしろ将来の成功を考え

て現存の機会を有効につか５ことである。

君が他人の重荷にならないため，また他の

人々を楼助できるためには，倹約を実行す

ることである。

君はローパーとして単にきれいな心だけで

なく，清潔な意思をもつことを期待される。

それはどんな性的な誘惑と放縦とをもコソ

トロールでぎるとい５ことである。他の人

々に対して純潔の手本を示す。そして霖の

思考にも言葉にも行為にも，万事に清潔で

公明正大であり，他の人の模範となること

である。

スカウトのおきての第11番目として，文字には書かれていないが「スカウ
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トは馬鹿ではない」というのがある。私は，ローパーにはこれは不必要であ

るよう望んでやまない。だが，君が少年期から大人になる入口にやってきた

現在，スカウトのおきてはそれは実行すべきものだということを学ぶ時期は

もう終って，これからはおきてを実際に君の生活の指標として用いる段階な

のだということを，ローバーである君は心にとめておかねばならない。それ

どころか，今や君は人々に対して模範を示すという責任のある立場にあるの

だ。君の行動はおきてに基ずいているかどうか，あらゆる人々に善意を示し，

力になることを名誉にかけてちかった，そのロータースカウトとしてのちか

いを君がどの程度まで実行するか，このことに人々の幸福と不幸はかかって

いるのである。

発足の仕方

　ローバーたちの単位は隊である。　１隊を結成する最少人数はきま

っていない。隊は適当な場合には班にわけられる。

　ローパースカウトは通常スカウト団の１部分をなす，つまり団は，

カブ隊，スカウト隊とローバースカウト隊の３部で成立する。

　ローバーたちが作業するとき，他の団の老と合同ですることは，

いずれの場合でもよいことである。とりわけ，各団のローバヽ一部が

少人数である場合，このことは効果的である。

　ローバーたちが所属できるスカウト団が存在しない時は，ローパ

ー部門だけの新団として地方支部に登録することができる。ただし，

それにはすみやかにカブおよびスカウト部門を発足させ，ローバー

の面々が奉仕できる，すばらしい門口を作りだすょうに心がけなけ

ればならない。

訓　練-ローバーがその目標である兄弟愛と奉仕とを正しく実現

　　　　　　　　　　　　　　－336－



できるためには，これまでやってきた者はひきつづき，またこれか

ら始める者は新たに，いろいろな形のスカウトクラフトの訓練をう

けることが必要である。これは自分自身を匪話する仕方や，どんな

事態にも落ちついて対処する方法について知識を獲得するのに役立

つものである。それゆえ，彼は若干の期間を経た後に，自分自身，

彼のローバースカウト隊長および隊員を満足させる程度にキャンピ

ング，ハイキング，水泳，健康教育，救急法，安全作業のような課

目の方面と地方政庁の働きについての理解を得る点で，資格を満た

すことになる。

　ローバー隊全体の助けによってこの予備的訓練をやりあげた後に，

彼は自分自身の選んだ線にそって前進することができる。この段階

ではその知識の取得および実習は，自分自身の努力に一層頼らなけ

ればならない。

　ローバー隊のメンバーは，それぞれできるだけの特定の任務をも

っべきである。野営用品の倉庫の保管人とか，書記とか，金銭係と

か，ハイクマネージャー，リーダー，社交娯楽マネージャー等々。

また，できれば各メンバーは割りあて制で１週間のうちの１日を

　「当番」日とすべきであるｰこの日には特別な奉仕にたずさわっ

たり，あるいは呼び出しに応じられるようにする。

　チームの目的が単にゲームに勝つことだけにあるのではないのと

同じように，メソバーたちはローバーリングというものはメソバー

各個人にとっての娯楽のためだけでなく，自分自身がよい仕事をす

る資質を身につけたり，他の人々に奉仕する機会を与えてくれるも

のであることを認識してほしいと思う。
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服　制

　ローパーの制服は，次の諸点が違うだけでその他はスカウトの制

服と同じである。（八消印0r部面sαだ凹aj拓j6参照）。

　ハット　帽帯の前面に．Ｒ，Ｓ．というバーをつける。

　シャツまたはジャージィ　両方の屑に緑色の肩章をつける。ぞれ

　　にはスカウト章とＲ．Ｓ．とい５文字を描く。

　肩のリボン　赤と緑と黄の三色。

　ガーターのふさ，赤色。

　ふたまた杖　スカウト杖の代わりに携行してよろしい。

　年功章　赤色の布の台座につける。

　ボタンホールバッジ　平服川のバッジで布平地にＲ．Ｓ．と記した

　　特製型。

　スカウト出身者でローバー隊に入隊したものの一一一まだプレゼソ

テーショソをうけていない者は黄色と緑色の眉リボソのついた制服

を着ること。

　海洋ローバーの制服は。ローバースカウトと同じであるが帽了･ば

　シー7ヽカウトと同じ。ただし，リボンぱRover Sea　Scouts’）

　いう文字がはいる。

　　シャツまたはジャージィー　藍色。それに緑色の肩章がつく。

　　ハットとストッキング　シースカウトと回しもの。

　　各種ローバーは全て布製スカウト章を制服につけなければﾉ,リ｀Jな

　い。

特別バッチ
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ラソソラー･ｽﾞ・只ッジ（RIlmbler’s Badge）

　　これは通算100マI･ﾉしの徒歩，または自転･μをふんでd00マｒル

　の距離を行ったローパースカウ14こ与える。それは部lliを出て，

　週日あるいは休日に･･ヽイクして，その合計が］00マイルになった

　とい５旅行日記をつける。日記には日付，場所と距離および情報

　を記す。情報には道中。訪れるならぱ興味のある場所とか，よい

　キヤソプ地，宿屋，進路発見に苦心した地点。スケッチ地図，自

　然物の注意すべきを記して，他日の･ヽイタに役QIつょ５なものが

　９ましい。このバッジは，左の肩章につける。

ロー｡パーイソストラクター（Rover lnstructor）

　　この只ッジをとることはｰスカウト兄弟仲間への奉仕という

　見地から価値がある。すなわち，ロー･･z－スカウトは１級スカウ

　トテスト。またはｰ一つのスカウト技能章，あるいはウルフカプの

　第１星なの汲出こついての知識をもち，それを教える能力を示さ

　ねぱならない。かつ，少なくと4,3・月間スカウトまたはカブた

　ちを満足に教えた経験を4,たねばならない。このｰ･りジは右胸ポ

　ケッlヽの上部につける。

Ｕ－Ｊ｀－ｓアソ

　特別クラプルーム，またはローパー・デソ･をスカウトなどのクラ

ブルームとは別に設けなければならない。

　このデソは，ロー一一スカウ}ヽ自身の手で運営管理する4,ので。

毎夕仕事または社交活動のために開館しなければならない。

　もしその希望があるなら，ｌ隊以上の老が合同して。一つのデソ
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を運営し，共通なプログラムを行な５こともあろ‰

　デソがなかったら，ローバースカウトたちの能率をあげることは

不可能である。

遠洋スカウト

　海で任務にあたっているオールドスカウトとか船舶やその訓練匯

設に加入しようとする者は，彼のスカウト隊長だった人または自分

が個人的に知っているスカウト役員を通じて，本部のシーﾌ，力ウト

係コミッショナーに申し出るのである。

　加入願には次の諸項を書き入れること一氏名，住所，生年月日，

以前黄した隊名，スカウト等級，スカウト奉仕に関する特記事項，

船名，訓練施役名とその持主の氏名，および登録カード用の宛先な

ど。申請書には，５シリング同封のこと。これに｡対して，本部から

は次のものを受取る。田手首または腰ベル目こつける皮ひもつき記

章，（2）ローヤルブール色のスカーフ，それには遠洋スカウトのバッ

ジを描き，かとに金色のふちどりをしたもの，（3は年間有効の身分

証明書，それにあなたは署名をする。

　われわれはオールドスカウトたちが何よりもまず，これに加入し

て正しいスカウト精神を確認することを望んでいる。ただし，もし

船の中で班を作る可能性がある場合は，スカウトでない者の加入も

妨げない。そういう者は上陸した時，他のスカウトたちの前でスカ

ウトのちかいをたて，スカウターの誰かによって加入手続を完了さ

せる。それらの人々の氏名は普通の加入方法に従い，本部に報告さ

れる。遠洋スカウトの本部はテームズ河堤のテンプル駅の近くの練
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御船「ディスカバリー号」内にある。

市　民　奉　仕

　私は大げさな仕事をとりあげて。君たちを驚かせたくはない。け

れど4,，付録にあげた次の表は君たちが拓いてゆくいろいろな方面

を述べたに｡すぎないので，4,し君たちがl=l－｡･4－スカウトとしてや

ってみたいならば，君たちをよい市民性およびよい奉仕に導くこと

うけあいである。

　この表は君たちがここに書かれた全部をするためのものではなく

て，諸君が選択をして，その中から君の状況に適したものをいくつ

かとりあげることができるよ５にしたものである。

活　動

　奉仕というものはローバースカウトがスカウティングをやってお

れば，自然に出てくる問題である。

　すべてのローバーは，自分の団または，よその団のボーイスカウ

ト隊，シェアスカウト隊またはカブ隊の指導に，できるだけ可能な

方法で助力することを励まねばならない。これはスカウトたちを訓

練するという実地の経験を身につけることで，それによってその団

のスカウト隊長になった時，そして将来，自分が父親になった時に

役立つ訓練となる。だから彼らはその団の当該部門のスカウターを

劫けるという責任を与えられなければならない。

　会議やゲームおよび作業による協力および対班作業は必要なもの

で，それによって団はたがいに知りあうようになる。このよ５にし
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て友情を張りあうことを励ますのである。

　自然，活動は次の２つの柱に該当するー一一

　（a）スカウト奉仕

　（b）公共奉仕

（b）の公共奉仕の方は，奉仕のための班として「地方救援分遣隊」を

編成して訓練することができる。それには次のようなものがある。

○事故災害救護者（あらゆる種類の事故や災害や群集などの処理に

　あたる）

○工場，競技センターなどにおける厚生福祇王の助手，沿岸警備隊

　の沿岸監視者またはその助手

○自転車，乗馬，および自動車（艇）による伝令

○スカウトの少年隊や遊技セソターの助手または教師

○ボーイズ・クラブなど

○村，町，工場，病院などの消防隊

○ロケット装置員

○救命艇員または汽艇員

○警察の特別警官または警官助手

（a）の自分の団への奉仕としては，カブ隊長，団の書記，ゲーム係，

イソストラクター，技能章考査員，団係員，少年隊副長などがある。

　よその団への奉仕としては一一シースカウト，病院および家庭療

養中のスカウト，ラリー，スポーツ，キャソプなどへの奉仕。

チーム・レクリェーショソ

　キャンピングおよび戸外ゲームは最大限度に実施されることが重
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要である（毎日曜日のレクリエーショソ及び休養であることを見の

がしてはならない）。「お座敷スカウティング」は避けるべきである。

次にあげるものは，その例である。

戸外活動として

　　陸上競技

　　徒歩旅行

　　沿岸旅行

　　フットボール

　　サイクリング

　　スカウティング

　　野球

　　体操演技

　　ボート

　　立木登り，岩登り

　　キャソピソダ

　　足跡，追跡

　　運河，河川巡航

　　ホッケー

　　野兎がり

　　水泳

　　自然探索および史蹟巡り

　　官公署，裁判所，博物館，工場などの見学

　　外国ローバー訪問などの海外旅行

室内活動一次のごとき相互の向上－一一
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　　任意の主題，職業または社会問題についての専門家の講義

　　合唱会

　　ダンス

　　討論会

　　劇団

　　フォークダソス

　　室内ゲーム

　　体操および自由運動

　　柔道

　　オーケストラ会

　　スカウツオウソ

　　歌唱のあつまり

　　社交のタ

　　スケッチクラブ

　　研究会（社会勉強その他のための）

　専門家に来てもらって四角ばらない話とか，実技を見せてもらっ

たり，そぞろあるきをすることは有力な助けとなる。

登ること

　私は「登ること」がローバーにとって一つの作業活動であること

を前に述ぺた。

　私はこれにまさるよい肉体運動は，ほかにないと思う。これは身

体のどの筋肉をも鍛えて発育させるばかりでなく，健康な生活や飲

み食いおよび喫煙の調節，それに神経と忍耐力と創意工夫を発達さ
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せる。それに加えて，これは健康的でたのしい男性的なレクリエー

ションである。

　これは班のようなチームでやるのが一番であり，一般的に登山名

用ロープを使って作業をする。これには木登りもふくむ。木登りは

非常におもしろいスポーツである。このほかにマスト登り，岩登り，

断崖登り，山のぼりがある。イギリスの島々のいたるところに，こ

の種のスポーツに関する施設は一般人の予想以上に多くある。これ

には最初に考える以上に，多くの危険がある。それゆえに，まず注

意深く練習と指導を５ける必要がある。けれども，ひとたびそれに

上達すれば，おそろしいほどの魅力があり，無尽蔵の変種が工夫さ

れて，健康と幸福を得ること５けあいである。

他の人々への奉仕

非常災害救援隊

　私は２・３年前にコペンハーゲンに行った時に，その町の災害救

援隊の組織と活動を見せられたことがあった。この組織はコペソハ

ーゲソだけでなく，デソーマークの他の地方にもある自由参加の組織

だと私は信じている。これに似たものは，イギリスにはないと思５．

これは消防団とセント・ジ51ソ野戦救護団とが１本にあわさったよ

５なもので，これをロｰ-バーたちにやらせるならば，町でも村でも

いちじるしくやり甲斐のある公共奉仕とな５ろ。

　この救援隊の価値とその任務振りを示すよい実例は，私がコペソ

･ヽ－ゲソにあるその本部を訪れたとき起きた。　１人の男が電車にひ

かれて大けがをしたという電話がはいった。人々はまだその男を苦
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痛から救い出すにいたらず，電車は１部脱線していた。あっという

まに，３つの分遣隊が自動車で本部を出発，現場へ向った。車には

事件処理のため必要な装置が積まれた。それには電車をもちあげる

ための三脚起重材，その人の手当用の救急用材をふくみ，なお，も

しその男の傷がずたずたになって普通の担架では遅べないならば，

その残体を入れて運ぶための針金のバスケットまで積んでいたのだ

った。

　そのほかに，電流を処理しなければならない場合に必要な器材や

絶縁具を積み，安全な作業に｡そなえていた。

　この救援隊はガスや化学薬品などの爆発から起る災害や，毒薬に

よる自殺や絞殺などの手当や処理についても，訓練されている。最

小のサイソにｰよる殺人犯人を追跡する能力，こわれた航空機の安全

保持の知識，鉄道事故の処理法，家屋の倒潰，たおれた樹木，およ

び工場や農場で人が機械によってうけた小さい傷害，狂犬や牛から

の災害，などの処置ができた。事実，彼らの活動範囲はほとんど制

限がない。その現場の位殴による大幅なちがいとか，産業の性質に

よる多様性とか，いろいろあるのだ。

　けれどもその作業の分野はまことに広い。したがってそれに対す

る訓練には，多種多様な勉強と活動とがふくまれる。そして，それ

はただ興味があるだけでなく，災害をうけた人々に役立つべきもの

である。このようないろいろな活動のできない者は無用な人となる

はかないが，すくなくとも一度その術を身につけた人なら，自分の

おはこみたいな作業とい５わけ。おはこをもっている人には手もち

ぶさたな時間は決してない。それは１種のだのしみであり，そうい
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５だのしみのない人生というものは考えられなくなるのである。

警察への奉仕

　最近コネティカット州ニューヘブソに死者７人，負傷者75人余り

を出した大火があり，その時にスカウトたちは輝やかしい奉仕をし

た。

　「３ヵ所の交叉点でスカウトたちは，交通巡査がいないので交通

が混雑するのを知った。そこで，それぞれの交叉点で絢路上に飛び

出して，豪雨の中で２時間以上も交通整理をした」

　「他のスカウトたちは，患者が災害区から病院のベッドヘできる

だけ早く運ばれるよう病院付添人の手つだいをし，傷病者が速やか

に手当が５けられるょ５にした」

　この例からもわかるように，ローバーやス

カウトたちは自分の地区の警察や病院の当局

者に協力できるよう十分訓練を積んでおけ

ば，立派に奉仕ができるのである。

　彼らは交通整理や，群衆の整理の仕事を学

ぶことができるし，このような場合にはスカ

ウトの制服は，彼らに必要な権威を与えるだ　　安全用もやい結び

ろ‰

　混乱を起すといけないから，スカウトたちはスカウト活動のため

に警官用号笛をつかってはいけない。しかし，警官の助けを求める

必要があるような緊急の場合のために，警察用号笛を用具の１つと

して装着していることは一向さしつかえない。
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　自転車に乗れるスカウトは警官の伝令としていつで払拗ける用

意をしておくべきことはいうまでもない。

ローバー向、災害救助演習日の概要例

　徒歩または自転車によって一一

　地図を読みながら数マイルの観察。

　(1)鉄道の近くでとまる。鉄道事故衝突，そして列車が大破したと

想定する。各班に各種の任務を分担させる。各班長はその場にある

材料でどういうふ５にその任務を実施するかを説明する。破損車を

もちあげるため起重機を即製させる。消火作業をさせる。負傷者の

救助と応急手当をさせる。患者の持物の整備をする。救援を求めに

行かせる。

　(2)南西の強風の中で，飛行機が不時着したと想像せよ。飛行機は

転覆した。飛行士は機体の下敷になり負傷した。石油タソクに引火

した。ローバー・スカウト隊長は各班に任務を与える。各班長はそ

の場で得られる材料で，どう任務を遂行するかを述べる。命令には

事故の報告，飛行機の火災を消した後，それを安全に保つこと等を

含む。

生后のよろこび

　エー・シー・ベソソソ（A.C.Benson）はその著附「静かなる

家」(The Ho14se of Qt＆t）のなかにこういっている

　「幸福である生活というものは，最上の意味における活動と快楽

のふたつが，適当に調合されたものでなければならない」
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　｢私は大自然から。いつでも最も確実な最も純粋な快楽をとり入

れている｣

　｢私は自分の経験から，曼多の不利な境遇に囲まれた生活は，･･･

…不満を感じたり，冷酷や厳格になることはないことを証明した｣

と。

　彼はいたるところでそれとなく暗示してはいるが，他人への奉仕

というものが，真の幸福を作りあげるという大事なことを，ここで

は述べていないのである。

　私はこの作者がいうように戸外において，田舎において，たとえ

それが深い森やけまっしい山でなくても。真の快楽が得られるという

点については同意する。だが，不幸に｡して。われわれの大部分は休

日を制限されていて，すぺての者が遠方へ出かけることはできない。

しかし，それでも週末には短かい時間ではあるが，･ヽイタしたり徒

歩旅行をする機会が与えられて，中味のある快楽を多量にとりいれ

るぐらいの配慮はできないことはないのである。

　オッタスフj･－ﾄﾞ大学のこ，－カレヅジのフイッシャー学長はこ

れから休暇に入る学生たちのために。あるルールを述べた一一

１．休日のプラソを注意酸く立てること。しかし，ち1.2:した気のすすまないこ

　　とがあ。たら。その計画を見すてること。

２．南へ行くことができるのに，北へ行。てはたらない。

３．仕事の転換，それそのものが休日たのである。

４．あるけるのに車をドライプしたり。馬に乗れるのにあるいたりしないこと。

５．クロスカソ1ヽりー（新郎3徒癩旅fiは，近道する時間はとてもない。

６．よい休日という4,のは。永久のようだ一時間を勘定にいれないから。

？。一日の休日での最上の成果は，新らしく善た友情である。
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８．君が幸福を感じた場所にとどまれ。

９．室ず自分自身をその新らしい場所の気分にひたらせてから，その場所をことこ

　　まかに研究せよ。

10.新らしいことをたくさん経験した休日は。最上の休日である。

11.休日の判定は次学期のはじまる前に下るものである。

12.休日に読む本の選択をする場合には。余暇の用い方の主要点の一つは，想像力

　　を育てることであるという原理にもとずいて。選択せよ。

13.休日を活用するという点でその第１級の専門家は。画家，博物学者，旅行家，

　　それに歴史家である。一番相談できない人はゴルファーでおる。

14.朝食の時間を変更することさえできるならば，時として，家にいても，すばら

　　しい休日をすごすことはでぎる。

ローバースカウトの責任

　ローバーの１人として君は自分自身をすぐれた男にし，よりよい

市民にさせることはいうまでもないが，気ずいているかどうかにか

かわらず，君はスカウト団や近所の少年たちから，尊敬されている

とい５ことを忘れてはならない。少年というものはおそるべき摸倣

者である。おそるべきということばをあえて用いるのは，われわれ

が示したお手本によって，少年たちは善くも悪くもなることを思う

と，注でも，おそろしさで胸がいっぱいになるからである。

　彼は自分よりも年上でその人柄とか，行なった事柄とかが立派で

彼らを感心させた人を英雄化する傾向をもっている。私は先日，あ

る人から私が少年だった頃，何が原因であんなにフットボールに精

力をかたむけたのかと問われた。それは私よりも年上の１人の少年

の感化によるものだった。この少年はあとでア式フットポール界で

名の知れた選手になったが。その当時は，私はまだやっと入学した

ばかりで，彼の版り巻きの１人だった。そして，彼の試合中にはそ
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のオーバーコートをもたされたり，その靴を磨いたり，泥まみれに

なった外被をきれいにしたり，ゲームが終ると，彼にあたたかい飲

み物をのませたりする光栄を有していた。しかし，現在私の心の眼

にうつっているのは。走るにしてもそういそいで走るのでもなく楽な

歩調で走るのではあるが，それでいてボールをとるのにちょうどよ

い地点に彼はいつも来ているということである。いまひとつ思い出

すことは，不潔な話をすることが大人らしいのだと思っている連中

に対して，彼は猛烈な侮辱をあびせて，それをやめさせたことであ

る。

　私は最初から彼を見習いたいと望んだ。だが，彼は私に感化を及

ぼしていることをちっとも知らなかったのである。私は自分の学校

時代に，人間形成の上で彼がお手本になってくれたことに対して感

謝すべき点が多々あったと思５．

　そういうわけであるから，ローバースカウト，あるいは今，年の

下の少年たちの中にいて年長者と仰がれている君たちは，はじめは

気ずかないだろうが，君の双肩に責任がかかっているわけである。

君たちのすること。しゃべることによって，少年たちは善くも悪く

なるといえる。

　「善良であるということは尊いｰだが善良になる方法をひとに

教えることは，それよりも尊いｰしかもそれは骨を折らずにでき

る」｡これはマーク・トウェイソ（Mark Twain）のことばである。

しかし，この言語の終りの句には私は疑問がある。教えるとい５こ

とは，自分がお手本を示すことが多いから，君たちは気をつけねば

ならない。
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　自分自身のためでなく，少なくとも彼らのために気をつけなさい。

君たちの芯い弟たちのために善いことがしたいならば，それに役立

つ機会はいくらでもあることがわかるにちがいない。そして彼らを

君についてこさせる道は，快活なことと男らしい友情とまっすぐな

生活の仕方。および清潔な･談話の力･向に，君自身の行動で模範を示

すことである。

　他人にまねをされたくないような弱点が自分にあるかどうか，よ

く考え，悪い点があるならば，それを善いものと置き替えるよう努

力されたい。ここに，ありふれた弱点について，２・３の例をあげ

るｰ

短

喫

罵

だらける

　そして

ずるける

気

煙

言

物事が思うようにいかない

時，または人からつっこまれ

たとき，いらいらするかと５

か

少年たちは君のまねをすると

いうことを忘れるな。喫煙は

彼らの健康上よろしくない

怒った瞬間，人をののしらな

いか。また無分別に下品なこ

とばを口にしないか

米国のことばに「これはジョ

ージにまかせよう」とある，

こういう傾向はないか。ひと

微笑せよ。比較的小さい怒り

は，これを一笑に付すこと。

　「自分か正しければ怒る必要

はない。自分がまちがってお

れば，何といわれても仕方な

い」

少年たちと同座するときは決

して喫煙するな

口笛をふけｰそれによって

気分がよくなる。

腕まくりして，先頭にたて。

　｛苦は楽の種子，セソ｝・ジ

l,－ジに見習って難事にとり

ｊが働いたり，ゲームしている１組め」
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蔭 □

辛抱たらず

心に余裕なし

偏

独

狭

断

利　己　心

のを傍観Ｌたり困難を予想し

て手を出さず，眺めていない

か

他人の失敗をいいふらしたり

ひとの欠点ぱかり探していな

いか

　「持てぱ海路のひよりあり」

事が５まく運ぱないとき，あ

せって，不幸をまねくことは

ないか？

コー･-モアの不足

自分の社会上の特別な階級と

か政党や教派の支持者として

君は，あまりに敏感すぎるき

らいはないか？

このことぱは，しばしば従順

と忠誠心の不足および紀律の

不足をかばう用語として用い

られる

これはわが民族の最大の欠点

で，せまい視野ｶヽらくる。事

－353－

最悪なものにも５パーセソト

の善さがある。この原理で進

も‰善さを探し出すこと

は，おもしろいものだ

　「静かに，そーっと，サルを

つかまえろ」このことばを忘

れぬよう

「ねばれ，そうすれば勝てるj

　「どんな職業においても辛抱

は成功の秘訣である」

何事にも５パーセントの善さ

があり，そのほかに５パーセ

ソトのおもしろみがある。こ

のことを頭において絶望的だ

と思われる多くの難事を克服

しよう。笑って困難にあたる

というやり方を少年たちに示

せ

このような差別は，スカウテ

ィングの兄弟仲間のつきあい

によって消えてしまう。寛容

の心を磨こ５-決断する前

に問題を両面から研究するよ

う，少年たちに教えなさい

これはゲームをする時，自分

勝手の自由のためでなく，君

り味方の自由な精神の中で責

任感と自律心を仲ばすこと

没我の精神を養え。他人のこ

とを先きに，自分のことはあ



不 満

厭世主義

浅 見

博識ぶり

梁上の不満を作り出すと共に

個人的な不満をもたらす

これは一般的に自己中心から

くる結果で，人生をあまりに

も利己的に考えるところから

くる

冒険の困難J=危険をおそれる

あまり，可能性に賠い影を宿

してはいないか

自分の考えが正しいと思。て

うぬぽれてはいないか

スカウティソダのことなら。

１から10まで何でも知。てい

ると確信しているか

とまわし。視野を広くせよ

他の人々を幸福にしてあげる

ことが自分の幸福になる。自

分の所得に満足して生をたの

しみ，大自然の壮観と驚異と

美を味う。自分本位の野望を

すてる

　「苦は楽の種子1楽観は勇気

の１つの形であって，他人に

信頼感を与え，成功へと導く

ものである

広く眼をひらきｰさらに，

広く見よ

雑誌「スカウター」に載る言

葉を両面から味読せよ

　このほかにどんな短所が自分にあるかをよく考えて，そしてその

矯正法を考えること。

。－バースカウトの高度の奉仕

　これまでに示した奉仕のいろいろの形の中で，スカウトやカプた

ちを応援するという形の奉仕は，とるにたらぬ小さい奉仕のように

最初は思えるだろう。けれども，君たちが実際それにたずさわって

みると，この奉仕はすべての奉仕の中で一番大きい奉仕ではないに

しても，最大の奉仕の中のひとつだということがわかってくる。こ

の奉仕は君なちがローバーとして，その機会が手近にあることから

その機会をとらえることは誰にとっても容易にできるのである。し
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かし，それと同時に，これは大きな成果をもたらす。すなわち少年

を「男」にするとい５結果，しかも少年たちが君の指導の下で成長

するのであるから，その成果はまざまざと見えるのである。そして，

この成果は国家にとっていちぱん大きな価値を持っている。

　前に述べたように，国家は篤志の人々が国民教育に尽すことを痛

切に要求している，少年たちにその生涯の成功を収めさせようとす

るならば，実際の採に立つ読み方や，書き方，それに算数も必要だ

が，それ以外に必喪なものがたくさんある。しかるに学校授業時の

数および教員の不足ということが，これらの学習に対して大きな障

害となっている。そこで，「兄さんたち」の自発的応援が切望され

るのである。

　ローバーたちは，自分のところの少年隊やカプ隊の訓練と運営，

特にキャソピング右手つだ５のは，非常に大きな価値ある奉仕であ

る。このことは同時に，自分に対るす偽わりのない満足をもたらす

ことにもなるだろう。犬や馬をならして，それを従順にし，芸をさ

せるように訓練したことがある人なら，誰でもそのおもしろさと満

足とを知っている。ところが，こんどの相手は若い人間という動物

であり，その変り方は人格（性格）の上と正しい生き方の上にあら

われてくるのであるから，その興味と満足感というのはどんなに大

きいことか１　こうなってくると，君たちはこんなやりがえのある

奉仕をよくまアしえたものだと，感ずるにちがいない。

父性の道

さて，こんどは別の点にふれよう。
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　君たちはいずれ父親になるだろう。息子や娘を育てて世間に送り

出すことになろう。だから，彼らの人生における成功の門出に対し

て力をかすことになる。もし君がこれに失敗するならば，彼らを廃

品とし，みじめにする。君はいやしむべき罪を負うことになろう。

　事務を運営したり，機関車を走らせたり，練瓦を積んだりするよ

うな世上の責任を果すためには，専門的な訓練をうける。しかるに，

君の子孫の生活と幸福とを作りあげるといういちばん大きい，一番

重要なつとめについては，君たちはなんらきまった方法を用意せず，

成行にまかせている。それが世間のルールになっている。だから，

もし若い人たちを訓練する知識と実習とを君が経験しているならば，

どんなにためになるかわからない。君たちはローパーリングをする

ことによって，父親としての最上にして，もっとも役立つ仕事のい

くつかを実地に練習する機会をつかむことができる。君たちは少年

に正しい抱負をいだかせ，健康的な作業をやらせて，「自分のカフ

ーは自分で漕げ」と基本的に教えることができる。そして，君は少

年の行平にかくれている暗礁に気をつけて，それをよけさせる立場

に立つであろ‰

　もし父親になるための訓練というものが何年かの昔からあったな

らば，もっとちがった国民が現在できていたにちがいないと思う。

人格と健康をそなえ，生活に最善をつくし，自己の利益よりも他の

人々に善行するというたのしみを知っているように教育された人が，

今日のように少数ではなく，もっと多人数いるはずである。このこ

とは別にしても，英国は他の諸外国同様，こういう男らしい人々を

鷲くべき割合でもっていたのである。しかるに大戦となり，こうい
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う花を散らせてしまった。 86万人が殺され，それ以上の者が負傷し，

失明し，失神し，いちばん上等の部類に属する者のすべてはうぱお

れてＬまい，全く不適な者に民族と国とをまかせざるをえないよう

になった。

再　建

　第１次世界大歌後の不安と失栗のなかにおいて，事態をうまくき

りぬけて，わが国民に希望と幸福をもたらす人として求められた人

々は，まさにこれらいちばん上等な人々だったのである。

　それでもなお，これらの困難にはその良さがないとい５わけでは

なかった。この困難のために，その時代は若人たちにおびただしい

多くの機会をひらき，新しい活動分野を開いてくれた。君たちは今

までになかったょうな新らしいすぐれた基盤の上に国家を再建する

という方向に，手をかす輝かしい門出を迎えているのである。ただ

し，これは自分の利益のために戦いの矛をとる一党派の運動を通し

ての開発ではなく，奉仕を実行することにょってのみ，なし得られ

る。

　われわれ老人は，われわれの時代に，わが愛する国家につくそう

とした者であるから，従って，君たち若い人々に対して，あらゆる

希望をもって継承していくことを期待する。私たちは君らが国に対

して正しいことをなしてくれると信じている。自分の個人的な言い

分を忘れて，君たちは君の国に対してもペストをつくすであろうと

價ずる。
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穴はふさげば、それでょい

　さて，これを読む君が，もし前にのべた「暗礁」の１つにぶっつ

かったことがあるならば，私は昔，１人のつれと一緒にカナダの湖

水を樺の皮で作ったカ5ぃ一に乗って航行していた時に水面下にかく

れていた木材にぶっつかった時の話をしようと思５．

　その衝突はたいしたことではなかったが，なにぶんにも樺の皮は

たいへん薄かったので，穴がおいて水はどんどんはいりはじめた。

私たちは生命がけで近くの小島に漕ぎつこうとして，古帽子で一生

けんめいその穴をふさぎながら漕がねばならなかった。

　それはかなり緊迫した力漕だった。力いっぱい漕いだ甲斐があっ

て，われわれはカヌーが沈みそうになった時，ちょうどよくその小

島にたどりつくことができた。

　私たちは平らなつるつるした岩の上にカフーを引きあげ，装具を

とり出し舟底を一回転して上向けにひっくりかえした。

　それから，破損を修理する作業にとりかかった。まず，モミの木

から天然のゴムをしぼりとり，小さな火を作って，その火でゴムを

とかした。次いで，古いぼろぎれと少しばかりの新しい樺の皮を熟

したゴムでその穴にはりつけた。この作業はたちまち完了し，カ７

－は今までの状態にかなり近いくらいにじょうぶなものになった。

やがてわれわれは再び航行をつづけたが，こんどは水中の木材や岩

の出現に注目し，それをよけよ５と眼を光らせた。

　君が暗礁の上に乗り上げた場合にも，このことと全く同じことが

いえる。
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　そのようなことで，「もう処置なし」と思ってはいけない。舟が

沈む前に，大至急に安全地帯に入り，君の舟を修理しなさい。修理

は骨の折れる作業であるが，それに打ちこむならば多分成功するだ

ろう。君が乗りあげた暗礁の型に応じて，私が前に示唆した方法を

用いて穴を修理し，ひるむことなく，しかも注意深く，航行を続け

なさい。一度，暗礁にふれたならば，それをよけるよい方法を自得

するだろう。そうなればしめたもので，他の人たちと同じように君

の航行を大成功させることができるであろう。

　たとえ君が１つ以上の暗礁に乗りあげたとしても，大戦中マルタ

の戦でフォッシュ将軍が司令官ジョッフルあてに送った報告書に，

どう書いたかを君は思い出してほしい。「わが右翼は撃破され，左

翼は退却せり……余は只今，中央軍をひきいて交戦中なり」かくて，

フォッシュは勝ったのである。

　君もそういういうことができるのだ。君の右翼は粉砕されたかも

しれない。左翼は混乱しているかもしれないが，いぜんとして中央

軍をにぎって攻撃するのだ。そうすれば，この難局を突破すること

ができるだろう。

さらに一言

　いま私はこれを読んでいる諸君を私の胸に描いてみることができ

る一君は私の望んでいるような人ではないj7

　君たちはすでに｡自分の将来に興味をいだいているにちがいない。

そして，「成功に｡向って，どのように旅をすれぱよいのか」を知り

たいと思。ている。故に，私の考えは，諸君がすでに作り上げた考
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えに付け加えるだけにすぎないだろう。私の考えは君たちの考えの

勅けになるかもしれないし。また失望させるかもＬれない。まあ，

どちらにしても。私への友情が減らないで欲しいと思う。

　Ｌかし，4,し君が自分の将来に対ずる準備をすでにすま･きている

ならぱ，君は本書の読者として私が要望している人ではない！

　私が要望しているのは。自分自身のことを考えたことのない人，

4,しくは自分の将来に無計画な人である。

　わが国民の中には周囲の悪い影響のために堕落していく。立派な

青年がたくさん無数にいるはずである。その原因は清潔な生き方を

見たことがなく，自分の少しの努力にょって自分の環境をのりこえ

うることを知らず，成功への道を自分で漕ぐすべを知らないことか

らくる。

　君たちが登場する場は，ここなのだ。そういう人たちを私はとら

えたいので。昔たちょ，私の=手伝いをしてくれないか。君たちの知

りあいのサークルにこういう人が何人かいるはずである。もしそん

な人を見つけてこの本を読ませてくれるなら，私は君に感謝する。

　君たちは多分いっそう進んで３人または４人の友人と一緒に，こ

の本の勉強会を作り，１章，1.寧λ研究し。私が賠示した問題につ

いて毎タ討,磯することもできるだろうと思５．

　私は必らずし4,君たちが私の考えに同意しなけれぱならないとは

いｰ｡ていない。けれども，同意するしないにかかわらず，これらの

問題について考えることは，とにかく君たちの将来について君たち

が少Ｌでも考えるよ５になると言えるであろ５．実は，私はそれ以

上の役に立たせたいと望んでいるのではあるが。そこで，もし君が
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ひと結でもやい結を確

保する。とけたり，ほ

どけたりしない役に立

つ輪，ちょうど友情の

ようである

この勉強会に他の人々を参加させるように導くな

らば，君はすばらしくよいことをなしつつあると

いえる一一すなわち，他の人々に奉仕しつつある

ことになるからである。

　もし私あてにまたはボーイスカウト連盟本部あ

てに君がすきな時に質問の手紙をくれるならば，

われわれは大いによろこんで最善をつくして返事

をするであろう。

　この本に示すように君がローバースカウトに加

入するならば，われわれはいっそう自然に君と個

人的な緊密な接触がとれるだろう。けれども，どんな場合でも，わ

れわれは思いやりと善意の共通のきずなに結ばれるのだということ

を考えてくれたなら，私は５れしい。

　すでに，今までスカウト兄弟仲間のｊソバーになっていた者に関

する限りｰメソパーでなかった者に対しても同様だがー-一私はロ

ーバースカウトの生活の（きまりきった環境における）「奉仕」の

可能性と必要性を強調しようと思う。そして，これを何よりも第１

に日常生活の理念にとりいれるようつとめねばならないということ

を指摘する。私にはこのことが人に新らしい特別な活動分野をさが

させるようにするよりも，スカウティングの経験のうちでもっとも

すぐれた最高峰であるように思われるのである。このやり方の中に

おいて，私はスカウティングの５しろに横たわるところの計画の全

部を統合するよう望み，そして，われわれが心から念願している点

を力説したい。これこそ，日々の生活にスカウティングの理念をも
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たらすゆえんであり，その，もたらしたものを更らに他の人々に1‘

わたすことが，スカウティングの魔法によってなされるわけである｡

　私は人生の晩の10時になった。まもなくねる時間である。君たち

はまだ朝の11時で昼の満潮時である。　１日のうちの一番よい部分が，

まだ君たちの前にある。

　私自身としては，その日を，最上の愉快さで暮した。曇ったこと

もあり，夕立も降ったｰけれども，さんさんたる太陽の輝きもあ

った。

　けれども，君たちは一自分の日をどうすごそうとしているのか，

その選択の仕方一つで皆と同じよ５な幸福になれるのである。けれ

ども，何かが到来するのを待ちうけてなまけたり，一日の大部分を

眠ってすごすならば，そ５はならない。

　起きあがれ！　仕事にかかれ！　人生は一日しかないのだ。だか

ら，その毎分毎分に最善をつくすことだ。

　もし一日中いそがしく俤いたならば，寝る時がくれば熟睡できる

だろう。

　夜になっても休養することができない者，安眠できない者は，昼

間なまけた者である。

　自分のカヌーを正しく漕ぎさえすれば，幸福は君のものである。

私は心から君の成功を祈る。そして，スカウトたちのねがいとして

ｰよいキャンピングを祈る。

ローバー用参考書

Sc(4ti㎎∫oy Boys　The Chief Scout（Pearson）
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　＆り･SasZs Gilcraft（Pearson）

　j4fds Za Sa）gfsasl･2ﾀsjlφ　TheChief Scout（Jenkins）

　乃7jiり･，○りμz㎡gll’suj jRslgs（I.H.Q.）

　j?∂z,gr＆∂誕Zs.Gilcraft（Pearson）

　j?∂z･grS･7㎡rg　Gilcraft（Pearson）

　＆x･gr Sωsliﾀlg.F.W.W. Griffin（Faith Press）．

　　　　　　　キャソピソダとハイキングの参考書

　Casμsg ad Wa�m!β.　Kephart（Macmillan）

　71g Gsぬylﾀfが7nzsμ雌g.Stephen Graham （Benn）

　Eゆlgisg.　Gilcraft（Pearson）

　Qz郷μflgβΓαjZ.E. E. Reynolds （Black）

　jElijWsZ.　D. F. Morgan （Pearson）

　もし君が個人的に私にまたはLondon S.W.I Buckingham

Palace Road 25番地の英国ボーイスカウト連盟あてに手紙をするな

らば，本書中のどの主題についても，うちあけて侶頷にこたえるよ

うよろこんで７ドパイスと助力をするだろう．

サヮードウの歌

　　(訳者注，サヮードウとはアラスカ，カナダの開拓者，主として

採鉱者のことである｡)

彼らは君を習慣のゆりかごに入れ，お説教で入れ知恵した。

彼らは君を因襲の夜に，なんべんも，なんべんも，潰けひたした。

彼らは君を陳列棚に入れた。君らは彼らの教えのほこりである。

　けれども，君らは野の叫びを聞くことができない一一荒野は君ら
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　を呼んでいる

さあ，その静かな所をさぐろうではないか。どんな幸運がわれわれ

　に起きるか探し求めよう

　私の知っている淋しい遠い土地へ旅しよう

そこには，夜風がささやいている。星はわれらを導いている

　そして荒野は呼んでいる一呼んでいる……さあ行こ５じゃない

　か

君は，苦しんだか，飢えたか，勝ったか，平伏しながらも栄誉をつ

　かんだか？

　全体として一番大なるものをより大きくしたか？

話はおしゃぺりに語らせておいて，すべきことを「やり終えた」か

　きれいな化粧板を通して，はだかの魂を見たか？

その光輝の中に神を見たか。大自然が語る原文を聞いたか。

　　（君らは家族席では聞いたことはなかろう？）

単純なことなのか，真実のことなのか。それをする人は沈黙の人な

　のかー一一

そのことは野に聞こう一一野は君たちを呼んでいる
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付　録

　　（訳者記）

　英国ローバーの組織と訓練の細目は1956年４月１日付をもって大幅に改fEされた。

従って本書の原典（19印年版）も当然改訂されるべjyであったと考えられるのに，

と･うしたわけか1930年９月，ベーデソ・゛ウエルが自分でやった第１次の改訂のま

まの形で残された。そのため，この訳本の最終の章，「ローバーリング」に出てい

る「ローバー組織」は1956年改正以前の旧ルールによっている。いいかえれば，19

64年版（第２次改訂）が始めて1956年の新規約による改訂だということになる。

　そこで，せめてこの節分だけでも1964年本に出ている文を和訳して読者各位に示

したいと考え，この付録をそえることとした。

　　　　1964年改訂本からｰ

ローバー隊の目的

ローバー組織

　ローバースカウティングとは，戸外活動と奉仕活動をする兄弟仲

間の活動である。その目的はl一一

　出力ブ，ボーイスカウト，シニアスカウトに与えられた市民性訓

　　練というものをひき続いてやらせることを目的とする。ただし，

　　そのやり方はローバー年令の者にふさわしいより広い視野から

　　の展望を伴ったやり方ですること

　（2にれはローバーたち本人の経歴づくりに役立たせるとともに，

　　彼らが社会に奉仕するのを励ますことをも目的とする

　ローバー訓練というものは，若人たちが「自己を見出す」時期を

活用するものである。すなわち，その人格，知力，体力とを仲ばす
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時期をいう。そして，スカウトのちかいとおきてとを，よりい。そ

う広い世|彫こおいて実践するよう彼らを励ますのである。

段　階

ローバー隊を次の２つの段階に分ける

田試行段階

　　これはRoverSquires（見習いローバー）としての段階

｛2｝訓練段階

　　これはローバー（正ローバー）に叙任されてからの段階

そこで，ローバー隊の構成は

田（正）ローバーに叙任される準備，およびスカウト技術をある

　一定の基準に達するまで修めたかど５かの確認のための課程を

　修める者と

（2）（正）ローバースカウトとしての作業プログラムを修める者

という２つを考えて立案せねばならぬ。

。－バータ､クヮイアとなる条件

　青年がローバー隊のメソバーになることを認められるためには次

の条件を其備していなければならないｰ

　｛1｝彼は，グループスカウトマスター（Ｇ．Ｓ．Ｍ）とローバースカ

　　ウトリーダー（Ｒ．Ｓ．Ｌ）およびそのローバー隊（Crew）か

　　ら。りっぱな青年だとい５ことを認められねばならない。

　（2）彼はボーイスカウトとしてはスカウドマスターから，シこアス

　　カウトとしてはシニアスカウトリーダー（Ｓ．Ｓ．Ｌ）またはス
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　　カウトマスター（S.M.）から，それぞれ推薦されねばならな

　　い。それは，日々の善行をもふくめたスカウトのつとめを実行

　　しようと努めている者だという意味での推薦である。

　　　もし彼がこれまでボーイスカウトまたはシニアスカウトでな

　　かったならば，彼は実際的にスカウティングを学びたいという

　　心をもち，戸外生活がすきで，日々の生活の指針としてスカウ

　　トのちかいとおきてをとり入れようとする者でなくてはならな

　　い。

　圓入隊許可の年令は，彼が男らしさを仲ばすために必要な肉体的

　　ならびに精神的な条件をそなえているかどうかによってきまる。

　　それは少なくとも17才であらねばならぬ。

　圃22回目の誕生日を迫えた者は，ローバースクヮイアとして加入

　　することはできない。

　入隊の際，彼はローバーに叙任されるまでは（何カ年でも）ロー

バースクヮイアだぞということを申し渡されるのである。

ローバースクヮイアの制服

　以前にボースイカウトだったローバースクヮイア（またはボーイ

スカウトのテソダーフットに合格し，スカウトのちかいをしたこと

のあるローバースクヮイア）は，ボーイスカウトまたはシースカウ

トあるいはエアースカウトの。こ･フォームを着用する。ただし，シ

ョルダーノット（肩ふさ章）の色は，黄と緑の二色とする。

　以前シニアスカウトだったローバースクヮイアは，シェアスカウ

トの。ニフォームを着用する。ただし，ショルダー･゛ッチをとり去
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って黄と緑の二色のショルダーノ。トとつけかえる。

ローバーとローバーＪ-アースカウトの制服

　ローバーまたはローバーエアースカウトは，それぞれスカウト用

またはエアースカウト用の。ニフォームを着用する。ただし，次の

２点が前とちが５-

　　ショルダーノットは，赤，黄，緑の三色

　　ガーターのふさは　赤色

　　サムスティック　　これはスタッフ(杖)のかわりに用いる。

　　ズボソ　　　　　　Lovat色または暗藍色

　　　ローバーは半ズボンのかわりに長ズボンをはいてよろしい。

　　　これについては次の条件つきではく。

　　田連盟本部が認めた色あいと型に合致するズボソであること。

　　(2)ローバー隊の全員が一様にそろえること。(たとえば，規格

　　　通りの長ズボソなり，半ズボンにそろえる｡)

　　(3)靴下の色はズボソの色と似合った色にすること。

　　(4)ローバーエアースカウトのズボソの色は暗藍色であること。

遠洋スカウト

遠洋スカウト入隊の仕方

（i）遠洋スカウト（Deep-Sea Scouts）とは海軍，商船，漁船あるい

　は遠洋航海用ヨットの乗組員であって，年令16才以上または所属

　する団がない15才以上の者をいう。彼らは連盟本部にDeep･Sea
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　Scoutとして登録される。ただし，その有効期間は１ヵ年限りと

　し毎年その登録を更新しなければならない。

　　従来，本運動の加盟員でなかった者は，ポート=1ミッシ・ナー

　　（Port Commissioner）または，フリートコミッツョナー（Fleet

　Commissioner）によって叙任されてスカウトたる資格を与える。

　　これらのコミッショナーがいない土地での場合はDeep-Sea

　Scout担当の本部コミッショナーによって叙任されるだろう。

　　叙任に際して彼はスカウトのちかいをすることになる。

　　ポートコミッショナーというものは連盟本部の鋏量によって任

　命し，芙国領各地に趾かれている。

（ij）遠洋スカウトの組織や登録，制服や訓練およびバッジ，それらに

　ついてり詳しいことぱＤＥＥＰ-ＳＥＡ ＳＣＯＵＴＳ”という゛ソフ

　レットにのっている。これは灸国連盟本部から入手できる。

指導者免許（Warrant for Scouters）

　次の資格者の任命は連盟本部の裁量によってなされる。

　　　田　Fleet Commissioner

　　　（2）Port Commissioner

　（i）Fleet Commissioner は本部から任命されるから本部に対し

　　て直接に責任をもつ。

　㈲　Port Conlmissioner はその地区におけるＡ．Ｄ．Ｃ（副地区

　　コミッショナー）としての免許を受ける。（ただし，受持は

　　Deep･Sea Scouts）。

369－



訳者のこ とば

　８～９年がかりの懸案だった本書の新訳を終えて，私はほんと５

にうれしい。けれども英語専攻でない私として，誤訳はまぬかれま

い。ただひたすら，Ｂ-Ｐの心にふれ，それを感受し，それを伝え

たいという一念に没頭したことだけは私の正念だった。

　私はこの作業と平行して「英国ローパーの研究」｡と題したものを

雑誌「スカウテ･ィソダ」に連載したのであるが，この２つの作業は

私にいっそう深く，かつ広く，スカウティングの妙味を教えてくれ

た。卒直にい５ならぱ，ローパーリソダの段階に入って始めてスカ

ウティングの道がは。きり浮かび上ってくると思う。そして。有名

な「最期の」ッセージ」の意味が始めてわかるような気がした。

　「ローバーリング・ツー・サクセス」こそそういう意味で，スカ

ウティングの「奥伝書」である。

　けれども「奥伝」が最高にして最終ではない。その上に「秘伝」

がある筈。この「秘伝書」は，もはや人間が作った文字や言語で示

すことはできない。人間にはウソ，イツヮリがつきものであるから

●●●●･･○
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　　「秘伝」は「大自然」という木に書いてあるから，それを解読し

なさいｰ･=と，Ｂ－Ｐは本吋に述べている。すなわち，ウッドクラ

フトというものがそれである。それは宗教につながる！

　　「明確なる信仰」をつかめた時。あるいは「皆伝」の域に達する

のかも知れない。しかし，スカウティソダには卒業という4）のがな

い。日々の生活の中にスカウティソダはあるのだ。そして，それは

神とともにあり，仏とともに｡ある……。

　私は，“Once a Scout， always a Scout”という有名なキッチナ

ｰ一元帥のことぱjr ，「平常心是道」という臨済禅の語録を今にして

思い知らされたのである。

　この作業について有益な援助をして下さった私の40年昔の副長，

そして現今も同志の吉川哲雄氏および東京のＲＳ諸君に感謝をささ

げて筆をおく。　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　知）
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1922年初版本に出ている良書

OHistory of England by Arnold Forster

OElementary Civics by C. H.Elakiston【Arno】d）

OOuthe of Local Governmat and

OOutline of Central Govemment。

　　　by J. J.Clarke（Sir Lasak Pitman ＆Sons）

OA Primer of London Citizenship（P. S.King ＆Son）

1963年本広告欄に出ている良書

　　(ただし，上掲のものを除く)

＠ldeas for Scout Troops.Tack Cox

＠ldeas for Rover Scout.Tack Cox

＠The Scouter's Job. J.Dudley Pank.

＠Sc｡uting on the Water.Percy W. Bland

OSteps to First-ClassRugger

　　　Geoffrey de la Condamine

OApproach to Angling

　　　E.MarshalI Hardy and vaughan 01ver･

OCatching Trout.

　　　Lieut-COI，T.H.Barnes

OCross･Country Running

　　　Don Canham

　以上すべてHerbert Jenkins L. T.D.発行
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3 Duke of York St. London SバＷ．Ｉ．

ローバー部門必読書（訳者）

ORoverScouts-What they are and What they do （B.S.A）

ORunning Rover Crew-a handbook of RoverScouting

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B.S.A）

OCeremonies of the Scout Movement （B.S.A）

　　　　　　　　by Ken Stevens

OThe Presentation of a Rover Seout （B.S.A）

OSuccess in Rovering （The London Rover Council）

　　　注．Ｂ，Ｓ．Ａとは英国連盟の略称

　　　　（Boy Scouts Association のB.S.A）

OPolicy，0rganizationand Rules（B.S.A）

　　　　（略称　P.0.R）

ORovering to Success （最新刊は1964年本）
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