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先人に学び、日本を哲学する《特別編》

美しい国日本の建設の為に
〝皆農制〟を！

飛岡

健

～明日を担う若者を〝農業〟を通して育てる為に～⑤

（株）人間と科学の研究所 所長

美 し い 国 日 本 の 建 設 の 為 に〝 皆 農 制 〟を ！

第

章 〝皆農制〟実現への道のり

り得たのには、一部の悪い箇所はあっ

有し、今日世界第３位の経済大国にな

が、世界的に見ても永い歴史と伝統を

実際、東洋の一島国に過ぎない日本

正しい判断の為には不可欠である。

し常に「森を見て、木を見る」作業が

論好き」傾向を強く持っている。しか

為の前に存在しているのである。

後には、
「人の心の在り方」がその行

る。そして全ての社会での出来事の背

しているとしか考えようがないのであ

る人間の質が、停滞しているか、悪化

残された人間が問題となる。今日生き

物質的制約はあった。ひと言で語れば、

滞している。何故か。元々、空間的、

で、政治や経済のマネージメントを道

地の所有」や「私兵の所有」をしない

おいて例を見ない支配者階級、
即ち「土

いた。特に日本社会において、世界に

を律し、鍛え、学び、それを実践して

下」の『大学』の教えの如くに、自ら

武士階級には「修身 斉家 治国 平天

して、昔の日本のリーダー層としての

正しいか間違っていたかの判断は別と

（前号からの続き）

（２―３）それでは昔の日本人の

ても、日本には世界的に見て大変に優

「 士・ 農・ 工・ 商 」 の シ ス テ ム が、

間〟は居るということだ。しかし、悪

それは、いつの時代にも必ず〝悪い人

次の点に留意することが必要である。

この問題を考えるに当たって、更に

アメタルのような産業に必要な資源を

めて狭い。そして石油や鉄あるいはレ

占めている。活用出来る土地空間が極

り広くない国土の上に山が３分の２を

ある。しかも島国である事に加えて余

きた武士階級とその組織があった。何

徳律に基づく責任感や使命観で行って

化する為には

２節 農村義務を実際に制度

精神性はどうだったのか

れた資質がそれ以上に沢山あった筈で

人の存在にスポットライトを照射して

十分に産出しない国である。従って、

日本人の美徳・長所
図６
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全体として調和して機能したのであっ

臣民」の三位一体の考え方が普及し、

していたのであった。何よりも、
「君

実剛健、謹勉実直に日本の社会を運営

しっかりと身につけ、礼節を守り、質

支配者階級が「武士道」という教えを

かったのである。そのように何よりも

あり、短絡的な暴走をすることが少な

といえども権威の承認という歯止めが

の考え方を有していた。従って権力者

担保された権力」こそが大儀であると

に、権威と権力とが分離され「権威に

また「天皇と将軍」の関係の如く

あった。

とも高度の精神性を備えたリーダーで

論じることは国家全体を論じる際に

そうした状況の下では、
〝人的資源〟

勉さ」や「真面目さ」そして「学習熱

は、注意せねばならない。これから私

心さ」といったことが〝日本人の美徳〟

が大切な成長要因であり、
その昔は「勤

な悪人はいたし、多くの人々が素晴ら

や〝日本人の長所〟と世界の人々から

が述べるところの武士達の中にも様々

しい商人道を築いた中で、人々を困ら

言われてきた。
（図６）
ところがそうした過去の多くの好ま

せる悪徳商人もいたのである。また、

ない無頼漢も登場するのである。往々

しい点と、それによる日本の発展の歴

日々の生活の場面にも、どうにもなら

にして、人間社会は〝悪しき側面〟に

祥事を生じたり、図５で示した如き精

史にも関わらず、今日図３で示した不

り、そうした方向に行ってしまう傾向

神の荒廃が生じ、経済的にも著しく停

スポットを照らすことの方が好きであ

にある。特に日本人はそうした「悲観
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になり、次第に工業や商業も発達を遂

そうした中で大陸との貿易交流が活発

書かれるようになった。多くの人々は、

げていった。そしていつしか教典を持

勢力が生まれ、そこでも独自の歴史が

たし、
更に商人達も〝商人道〟を追求し、

初等、中等の教えの中で、日本の歴史、

民もまた、その高い資質を涵養してい

治時代の政権を王政復古の形でなし遂
職人達も〝職人気質〟を磨いていった

た。それが世界的にも珍しい形で、明

げた。そして、武士以外の層も、実に

つ「教としての」仏教が入り、日本国

内でも徐々に普及し、寺社が造られ、

特に、文字に関しては、大和朝廷の頃
から漢字の歴史が始まったと教えられ

神道の神社との葛藤が生じ始めたので

のである。それが素晴らしい日本の地
域社会を特色ある形で造っていた。こ

てきた。太安麻呂が稗田阿礼の口誦

良く学び働いた。限られた島国、それ
も国土の３分の２を山でとられてしま
の辺りをもう少し詳しく見ていこう。

人々とはまた違った大地への研ぎ澄ま

や、広大な農地を耕してきた農業の

原や丘陸地帯での放牧による畜産業

うものは、無限の大地と考えられる草

れた「日本人の観察力と勤勉さ」とい

形成されていたのである。そこに培わ

こには何とも、見事なコミュニティが

をし、生存を図ってきたのである。そ

というコミュニティの中で、その努力

ると共に〝運命共同体〟としての「村」

それも家族揃って全員で力を合わせ

を築いていったのである。

のであった。極めて高度な集約型農業

仕事等を通して百姓達は達成してきた

察、そして汗水たらしての勤勉な野良

強く求められた。それを熱心な自然観

歴史的にどこかで表面から隠され、今

されたが、これらの日本の古い文化は、

ナ」が作られ、
「ホツマツタエ」が残

で、日本独自の内容を持つ「カタカム

纏まってきた。そうした時代状況の中

ち、縄文時代には数々の民話となって

の意識が集団意識として次第に形を持

き上げていく過程の中で、人々の個々

歴史的に見てみるならば、生活を築

恐怖〟とを併せ持っていたことである。

じる能力であり〝深い自然への感謝と

に〝神性〟を発見する能力や霊性を感

培った〝自然信仰〟であり、諸処の中

その生存を図るべく努力をする中で

穣の島〟の自然の中で環境に適応して、

おいて大切なことは、日本という〝豊

何よりも日本人の精神構造の形成に

経済が発達し、その荘園を統括する貴

し、次第と組織化され、いつしか荘園

そして米作を中心とする農業が発展

礼が体系化されていったのであった。

れを祭る様々な神社が出来、神事や祭

いったのであった。当然の事としてそ

から、神道という「宗」へと高まって

えは高まり、徐々に原始的アニミズム

ら一つの体系を持つ神話へと人々の考

ていた。そして、更に、様々な民話か

生まれ、それらが様々な形で伝承され

である。いずれにしても多くの民話が

生時代の米作農業へと入っていったの

まっていたと修正された。その後に弥

学説では既に縄文の後期には米作は始

が見事に描かれている。しかし最近の

事記』には米作に至るまでのプロセス

の書物と習うのであった。確かに『古

質的支配者、権力者である征夷大将軍」

ると「象徴的権威としての天皇」と「実

徴天皇制〟へと移行し、鎌倉時代にな

て名実共に存在していたが、
徐々に〝象

く、日本統一を図り、実質的君主とし

当初は貴族階級の上に神武天皇の如

徴天皇制〟が徐々に敷かれていった。

他方、
国としての形を見てみると〝象

神仏の教えがあったのである。

の、その底辺にはいつもこの摺合した

時代によって一部の修正はあるもの

規定し、人々を領導してきた。もち論、

そが「日本人の精神＝心の在り方」を

治期までその「神仏摺合」での教えこ

みに治めたのであった。それ以来、明

徳太子が〝神仏の摺合〟という形で巧

始めたのを、
「和似成導」と語った聖

の無い「宗」としての神道とが争いを

しての仏教と自然信仰から発した教典

そうした外来の教典のある「教」と

あった。

う自然環境の中では、水田稲作農業と
いう限られた土地の中での生産性をい

を大陸から導入された漢字の音を用い

された感覚や操作対応能力を磨き上げ

日までその存在は一部の人々に継承さ

族階級と、それを守る職業としての武

の２つの立場に分離し、権力者として

て文字化した。
『古事記』が日本最古

ていたのである。

れてきた程度の拡がりしか持たなかっ

士階級が登場することになってきた。

〈日本人の精神の形成〉

そのように日本の歴史においては支

た。そして弥生時代に入ると、新しい

かに高めるかという努力が百姓仕事に

配階級としての武士達のみでなく、農
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した政治がなされたのである。春秋の

いたことによって、全体としての安定

ある面で、権威と権力とが分離して

くご存知の織田信長→豊臣秀吉→徳川

を確立していくことになる。そして良

まり、支配階級としてのより強い立場

と同時に、武士階級の実質的権力は高

山の間に次第に天皇の象徴化が進む

そして平安から鎌倉、室町、安土桃

教えは広く武士階級の中にしみ通って

尊ばれ、
「修身 斉家 治国 平天下」の

その中でも『大学』は多くの人々に

る「四書五経」で有名な儒教であった。

つようになったのは朱子学を中核とす

が、そうした中で一番大きく影響を持

な学者が登場し国学が発達したりした

を回避する教えを身につけていったの

臣として厳しく自らの名誉を守り、恥

ことと見つけたり」の名文句の如く、

たのであった。まさに「武士とは死ぬ

のような〝兵法書〟が出来上がっていっ

士道の集大成のような書や、
「五輪書」

そうした中で『葉隠れ』のような武

源氏が栄えるようになった。

時代に突入して戦国の武将が戦ってい

家康の順で、全国統一、平定がなさ

導入された諸々が和風化され独自の物

時代〟であった。その中では大陸から

平安時代は３５０年間もの〝平和な

どれ位の神社、仏閣が造られたことで

の２７０年の間にいったい日本全体に

は江戸でその権力を振るっていた。そ

在し、実質的支配者としての徳川幕府

明らかに天皇は象徴として京都に存

国家統治の概念が出来上がっていた。

臣民」という三位一体の協力による

のであった。そして日本社会には「君

こでの秩序といった内容を強く含むも

もう少し実学であり、国家の形態やそ

た。儒教の教えは、
神道、
仏教と違って、

となり、その精神形成がなされていっ

〝神・仏・儒の摺合〟という形が土台

少 な く と も 武 士 階 級 に お い て は、

が、江戸時代には驚くべきであるが、

主流となる経済組織に対しての考え方

日ではシュンペーター以来欧米での

そうした所有と経営の分離という今

成したのである。

務を行うという極めて高度の形態を完

かない刀」によって統治（経営）の実

を放棄し、自らの道徳、倫理として「抜

しての「土地の所有」
、
「私兵の所有」

く、臣として武士階級が権力の基盤と

加えて前述の如く、世界的にも珍し

ても象徴としての天皇がその上に存在

であった。

として発展し、様々な宮廷文化や農民

あろうか。日光東照宮を始めとして、

「君」
とは、
天皇であり、
その存在は
「臣」
、

既に国家政治経済に対しても出来上

していたのである。これはある面で国

いった。

文化が誕生した。一例を挙げれば宮廷

大変な数になるものと思える。平和だ

「民」を自分自身の分身と考え、それ

がっていたのである。

れ「パックス・トクガワ」と称される

では今でも世界的に高いレベルにある

から、人々の人間を超える存在として

らの幸せを願う。
「臣」とは、「君」
、「民」

さて江戸時代はそうした〝神・仏・

家全体にとってみると、その存在は国

「雅楽」や「文学」が発達し、農民の

の神仏への帰依心が高かったからこそ

との間で、
実際に「君」の御心を受けて、

儒の摺合〟と〝象徴天皇制〟の「君臣民」

約２７０年間の安定した時世としての

間には「お祭り」や「庶民の生活文化

出来たのであった。加えて、元禄文化

実際に政を行い、
「民」の幸せの推進

としての安定の維持に大変な貢献をす

や民話」が発達を遂げたのである。

に代表される文化が栄え、江戸城内で

者の役割りを担っていた。そして「民」

〝江戸時代〟が築かれた。

そして、人々は仏教や神道の教えを

の「お国自慢」の為に、各地方で大名

ることになっていた。

守って、その生活を律していたのであ

は芸能を育て、特産品を開発させたの

２７０年の平和な時代が続いた訳であ

る。日々自然の中で生きられることに

と守りを受け、日々「君」を敬い、
「臣」

る。しかし、そうした平和な時代もい

感謝すると共に、
〝仏様や神様〟をあ

さて、そうした江戸時代には、学問

を信じ、日々の生計にいそしむので

つしか終焉を迎えることになった。そ

の三位一体の社会システムによって約

たのである。もち論、その幸せで平和

の発達も著しいものがあった。佐久間

あった。その為に「臣」は必死で、修

の時期こそが実は今日の日本の精神の

は、
「君」の御心の下に、
「臣」の指導

な中にも多くの天変地異による災難は

象山に代表される蘭学が発達したり、

学と修行にいそしんだのであった。

であった。

あった。しかし、神と仏の導きによっ

石田海岩、荻生徂徠、平田篤胤のよう

りがたがり、心の平安や安定を得てい

て乗り越えていった。
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そうした点から考えても「薩長の開

あった。

イント（転換点）なのである。その点

国論」が結果的に言えば「尊王攘夷論」

荒廃を考えた上で大きなターニングポ

について次に少し詳しく触れることに

の幕藩体制の〝鎖国続行論者〟よりも

実は今日何となく〝明治維新〟とい

す原因〟がそこで作られてしまったこ

まさに〝今日の精神の荒廃の中核を成

確かに「明治維新」がなければ、今

視を使節団長として、そして佐賀県の

かりではなかった。公家出身の岩倉具

ジアの国々と同様にヨーロッパ植民地

には「富国強兵」策を導入せねばなら

肩を並べぬまでも、それに敗けない為

如く、日本も植民地主義の戦いに巻き

いとアヘン戦争で中国が英国に敗けた

ら密書が届いていて、日本が開国しな

に、
「実は江戸幕府にオランダ政府か

平先生と対談の機会をいただいた時

なポイントであり、文明と文化とは相

して控えていた。ここのところが大事

後にはキリスト教文化が相補的存在と

を扱う〝実学〟である。そしてその背

で言えば科学と技術が一緒になった物

しかし、その欧州の科学技術は今日
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しよう。

正しかったと言えるのだろう。しかし、

う出来事は全て良かったかのように讃

とである。良く考えれば、江戸時代ま

その一方で問題があった。その問題と

美されるきらいがあるが、全ての出来

での日本は、素晴らしい国であったの

（２―４）明治維新の功罪

事には「得るものが有れば、失うもの

だ！

明らかに明治維新を担った薩長の志

もある」というのが世の常であり、多
くはその功罪相半ばするものなのであ

日日本は非西欧で唯一の西欧技術文明

儒者、久米邦武を書記として、６００

士達は決して頭の悪い野蛮な武士達ば

の発達した国（つい最近まで）とはな

数 日の欧米回覧は日本が欧米烈強と

る。

り得なかったし、下手をすれば他のア

主義の野望に屈属していたかも知れな

ないことを読み取らせ、それを進める

込まれ属国にされる可能性がある」と

補的なものであり、両者が相俟って始

べく決断させたのである。

いう内容であったとの話を伺ったので

かつて、わたしは山本書店の山本七

いのである。

10

富国強兵
図７

村の人々の
精神的依拠の場
の喪失

神社の統廃合
etc.

鎮守の森の破壊
二男以下を
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公害の垂れ流し
郷土愛の崩壊

廃藩置県

十分に代わる
物として機能せず

武士の帯刀の禁止
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として蘭学、国学、あるいは儒学の教

配者達はいろいろ悩んだようだ。結果

術文明を導入するに際して、当時の支

るのである。その実学としての科学技

めて人類の幸せが求められるものとな

ると共に、村の水田にとって重要な役

合う場所であった神社の境内がなくな

れも出来なくなり、今まで村人が寄り

子供の命名をしてもらっていたのにこ

は子供が生まれると神主さんに頼んで

ても、
「藩」を「県」に置き換えると

引いているのである。実際世界的にみ

とは難しかった。それは今日まで尾を

り込み、そこでの主体性を形成するこ

は新しく自分の生存空間を納得して取

的な県が置かれることによって、人々

功しなかった。その結果として、神道

ト教文化〟の代用品となることには成

欧科学技術文明の背後にある〝キリス

しかし、どう見ても〝天皇制〟が西

る。そして今日の状況とも！

が混乱したのと重なって見えるのであ

そうした江戸時代の武士の奉公の対

割を果たしていた〝鎮守の森〟が壊さ

そして「廃藩置県」という人工的な

象であった〝藩〟が無くなり、強制的

また、藩への忠誠心は薄れ村々の統

えを捨てることには良いとしても、一

行政区分の導入によって、それまで武

に、地形的特色から分けられた県が置

合を果たしていた神社の無くなった地

自体は政治的祭祀として用いられ、仏

を異端として排除する考えを有し、そ

士達の権力を発揮する統治対象は藩で

かれたのであった。その結果は、かつ

域では〝コミュニティ〟への求心力が

いう作業が若干の混乱があったとして

の為に他の宗教と対立し、それらを駆

あり、藩民の心の寄りどころであった

て民俗学者の祖父江孝男氏が調査した

無くなっていったのである。更に「富

れ〝生態系破壊〟が洪水の原因となり、

逐する立場を厳しくとってきた宗教で

郷土愛を破壊してしまい、多くの武士

如く、
今日に至っても〝藩民性〟は残っ

国強兵」策の展開によって、田舎の農

神教としてのキリスト教文化を導入す

あるからである。ヤハウェーの神がこ

や藩民達の精神状態を混乱させたので

ても〝県民性〟はそんなに強くないと

業をやっていた次男、三男以下が都市

教は葬式仏教と化していくことになっ

の地球上全てを支配するまで、その布

ある。何よりも一例として会津藩の白

の報告がなされたが、まさにその通り

労働者として、かつての塩田等を破壊

も、これ程巧みになされた事例は世界

教活動を止める事が原理的に出来ない

虎隊事件を見てみよう。そこには、会

である。それは武士達と共に藩をコ

して造られた工業コンビナートの地へ

更に村人の〝人心破壊〟も一緒になさ

のである。

津藩の武士がどのような精神状態で幕

ミュニティや国として捉えていた人々

借り出され都市労働者となり、無名制

ることには強く反対だった。何故なら、

そこで明治政府が行ったことは「万

末の時期を過したかが描き出されてい

の寄って立つ場を壊してしまったので

の中に放り出され、都会の孤独な郊外

てしまったのである。これは日本人の

継一世の天皇制」を思想文化としてキ

る。何よりも武士達は神仏儒の教えか

ある。多くの武士はいきなり軍隊や警

者としての疎外された労働者と化して

でも珍しい。

リスト教文化の代わりに当てようと考

ら、武士とは「天子の為、藩の為、殿

察に入って、国防や他地域の出来事に

れたのである。

えたのである。その為の作業として
『天

様の為、そして家族の為に自らの死を

キリスト教の教義は、キリスト教以外

皇制の正当性』論の充実を図るべく、

かけて尽くす」というものであった。

に関しては、文豪菊池寛の著した『大

いく事になったのである。

それまで藩という存在が人々の主体

米流のエセ民主主義が強制的に戦勝国

それは、第２次世界大戦に負けて欧

衆明治史』に見事に描き出されている。

ていくのである。まさに〝家制度の弱

られ、家に対しての奉仕の精神が衰え

家の家事の担い手としての機能は薄め

化の為の知識」を授けられる一方、一

更に学校制度の整備によって「工業

まさに「君臣民」の三位一体が実践さ

い大きな出来事なのであった。

精神的支柱が破壊されたと語っても良

合〟を行ったのである。

〝神と仏の分離〟を行い、
〝神社の統廃

対応させられたのであった。この辺り

神仏の分離と神社の統廃合に伴っ

であり、村の文化的拠点であった神社

性を良くも悪くも形成する空間であっ

によって導入されて、日本国民の殆ど

れているのであった。

や仏閣がかなりの地で壊され、無く

た。ところがその空間が廃され、人為

て、各地方の様々な人々の精神的支柱

なってしまった。これによって村人達
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る。その意味で功罪相半ばすると言う

福を増進するかどうか、疑わしくな

表現が許されるであろう。また、今日

そしてハリスの秘書官のヒュースケ

向〟に一気に傾くことにはならなかっ
たが、
そうした傾向の〝種〟とも〝胚葉〟

の地球社会の混乱をみると、その原因

体化の序章〟である。そのように明治
維新の政策は日本人の精神に対し、大
とも言えるものが、日本人の心の中に

ンは、１８５７年 月 日の『ヒュー

て変化を意識し始めると共に、次第に

の如き生活から、絶えず上昇へ向かっ

われ、国民はそれまでの１００年１日

しい物質的生活環境の変化」に目を奪

史が証明している如く、
国民の目は「著

げていく事が出来た。そして多くの歴

ドで産業育成と経済の発展とを成し遂

の出来ていた日本は、かなりのスピー

いずれにしても、明治維新は、日本

触れることにする。

持った。この点については、後でまた

ライフ〟を達成出来るかもとの自信を

自分達も〝アメリカンドリーム オブ

済復興〟によって日本国民がいつしか

して朝鮮動乱を契機とした〝奇跡の経

て、日本人の物質指向は強まった。そ

カの物質生活の充実振りの宣伝によっ

させられたのであった。そこにアメリ

時であった。それも赤貧の状態を経験

第２次世界大戦に敗れ、貧しい状態の

し、その薫陶の下に、明治維新を欧米

ヤ系金融資本家達の薫陶を受けて帰国

の下に、ロンドンに渡り、そこでユダ

ジェントのクーン・ロープ商会の支援

共に自らが、ロスチャイルドのエー

をなし、逆に火力の導入を画策すると

の火力とそれを生み出す工業力に怖れ

薩摩と長州の面々は、イギリス 英(

し、謀議を図っていた。

人物と坂元竜馬や岩崎弥太郎とが密会

系金融資本が主体の組織の一員である

バーという東インド会社というユダヤ

の薩長の大立者達が長崎の出島のグラ

戸末期から日本に及び始め、明治維新

いるように思われてならない」
。

彼らの重大な悪徳を持ち込もうとして

迎えようとしており、西洋の人々が、

神よ、この幸福な情景が今や終わりを

見出すことが出来なかった私は、おお、

を聞き、そしてどこにも悲惨なものを

なのか。この国の人々の質僕な習俗と

か。この文明は本当にお前の為の文明

いる国よ。この進歩は本当に進歩なの

「今や私が、いとしさを覚え始めて

のように書かれていた。

スケン日本日記』の中で、更に深く次

る」
。

きな混乱を与えたのである。

となるユダヤ系金融資本の力が実は江

他方〝富国強兵〟の導入に伴って、

めた。

〝物質指向の精神状態〟へと向かい始

を当時の欧米の植民地主義の膨張の渦

流に展開したのであった。

まさにその後の日本の歴史の展開を示

もともと江戸時代にかなりの産業基盤

無名制の社会においてコミュニティの

に巻き込まれること無く、
〝独立国家〟

しかし、１８５３年にペリーが来港

すものであった。最大の問題は、その

次第に「金だけ、今だけ、自分だけ」

質が身についていく傾向をもたらし始

は地域（コミュニティ）の破壊をかな

人のそれまでの精神や文化、あるい

しかし、その反対給付として、日本

を開国して外国の影響を受けさせるこ

う記している。
「私は時として、日本

たが、ハリスはその就任時の日記にこ

切れないのである。

造っても、欧米の長牙の前には、抗し

いかに日本がそれなりに幸せな国を

艦（恫喝）外交の如き状況の下では、

その二人の日記に記された内容は、

ころに満ちている子供達の愉しい笑顔

る。この国土の豊かさを見て、至ると

共に、その飾り気のなさを私は称讃す

形成はなかなか難しく、寂しい精神状

としての存立を可能とし、更に〝富国

し、開国要求を訴え続け、１８５６年

当時の〝最大〟の火力を持つ軍隊は、

のグローバリズムの「経済第一主義」

めた。それでも日本全体がまだ貧し

りの程度でもたらし、今日の日本の悪

とが、果たしてこの人々の普遍的な幸

そして、薩長戦争と馬関戦争により、

態に置かれることになった。それがま

強兵政策〟の実施によって、日本の産

にアメリカの領事館が設定され、初代

他を圧する力を持つので、ペリーの砲

く、国家意識が存在し、全体主義的な

しき側面を形成した事も事実なのであ

や「拝金主義」
、
「物質至上主義」の気

傾向の強い頃には、そうした〝物質指

そうした精神状態が爆発するのは、

住み着いたと表現すべきであろう。

)

た物に目を向ける一因ともなるのであ

業を育て、軍隊を強化したのであった。

の領事タウンゼント・ハリスが赴任し

明らかに農村からの都市労働者は、

る。

それは、一面の評価である。

7
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それは島国であった事もあるし、そ

にならなかった唯一の国なのである。

みはそうした欧米の植民地政策の餌食

じ事であった筈である。しかし日本の

おそらく世界中の多くの植民地も同

え、今やアメリカ企業の大きな輸出先

し、それは日本人の食生活を大きく変

く受け取らざるを得なかった。しか

るミルクや小麦（メリケン粉）を有難

は、お米も不足し、アメリカの提供す

状態に置かれていた。そうした状態で

に頑張ったことは決して物質至上主義

た同朋の分も含めて、日本の戦後復興

そうした人々が戦争で、死んでいっ

受けた人々であったことである。

愛国心があったし、精神面での教育も

教育を受けた人々であり、それなりに

し、そして団塊の世代（昭和 ～ 年）

今日では、戦後生まれの首相が誕生

人の精神が物質化していく下地が用意

面の配慮が十分でなかった故に、日本

新技術文明を取り込む時に、文化的側

大戦での敗北はいかに仕掛けられた戦

しかし、実は次に述べる第２次世界

により、植民地にはされなかった。

し、国民のレベルも高かった等の理由

の捉え方が脆弱化した事と、更に強制

一体であった。天皇の存在そのものへ

精神面においても、
「君臣民」の三位

日本の最大の課題の一つである。他方、

となっているのである。これは今日の

義になった訳ではない。だがここでも

成功者になったとしても、物質至上主

か。それ故に多くの人々が物質面での

ものであったと言えるのではなかろう

の文化的最低限の生活を回復する為の

によるものではなく、愛国心を保って

る。

の人が日本社会の主流となってきてい

済成長時代に生まれた、物質的充実期

実に少なくなっていき、戦後の高度経

なっていくように、戦前の人々は確

の人々が２０２５年から後期高齢者に

されていたのである。

れなりの国家としての充実もあった

争といえども、敗戦した結果、実質的

的に与えられた「民主主義の教え」と

加えて、戦後 年間、戦争のない平

に植民地化されたのであった。

あった。
それ故人々は、物質を求めて汗水た

が弱まり、新たな問題が生じてくる。

何事も行き過ぎると、その本来の考え

の中で「昭和は遠くになりにけり」で

和な時期が続き、日本人の脳裡や精神

仏像等まで狩りだされて行った位の物

敗戦直後は、家庭の金属製品や仏閣の

陥ったのである。物質的には、日本の

人は精神と物質の両面で大きな混乱に

言わねばならない。それにより、日本

のは、やはり第２次世界大戦の敗北と

の日本人の精神の荒廃の原因となった

明治維新における功罪に加え、今日

により、一気にその欲求が拡大し、今

していたことである。それが極貧状態

質への欲求は、明治維新でその芽を出

きであろう。この第２次世界大戦の物

そうした中で次の点は配慮しておくべ

無かったとも言えるのである。しかし、

れたとしても生き抜く為にはしょうが

質至上主義〟の精神がより強く醸成さ

況の中での必死の努力によって、
〝物

うになってしまった。そうなるのはあ

ことによって、物に踊らされていくよ

質至上主義の経済活動に組み込まれる

を十分に受けていない人々が、急に物

精神性が弱まっていた為に、精神教育

確な独立国としての意識を持てなく、

に生まれ、戦後期の中で、国自体が明

ある。しかし、より大きな問題は戦後

上主義に陥っていった人達もいたので

そうした中で、精神は困乱し、物質至

利」の方が圧倒的に多い。その結果と

文を見ても「義務の言葉は少なく「権

利意識」を強めてしまった。憲法の序

しての義務」よりも「国民としての権

義〟と〝人権思想〟は人々に「国民と

何よりも戦後の〝与えられた民主主

まっているのだ。

全保障に対しての意識が薄くなってし

警戒心が緩み、本当の意味での国家安

の平和の亭受のみで、世界や将来への

消えかかり、アメリカに守られた事で

あり、第２次世界大戦の悲惨な歴史は

質不足の下での戦争であり、戦後すぐ

日に至っていることである。そして第

る面で当然のことであると考えられ

して人々は、自分中心の勝手な権利意

一部の高い志を持っていた人々も、

は、今日の世界の最貧国に近い位の経

２点目は、少なくとも、敗戦後の日本

る。もともと、
明治維新の頃から、
欧米、

らす生活を余儀なくされ、そうした状

済状態であった。何よりも〝物質的基

経済の復興に携わった人々は、戦前の

敗北による影響

（２―５）第２次世界大戦の

う一度しかしと、言わねばならない。

24

が人々をより一層の混乱に陥れたので

22

盤の復興〟を図られねばならなかった
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如くに教えており、戦後教育を受けた

て「衣食足りて、礼節を知る」段階に

発展等に伴い、社会が次第に成熟し

が潜んでいた。それが今日、情報化の

認めるべきであ

人々の意識の中には、第２次世界大戦

足を踏み入れることによって、旧悪が

し、
「戦争犯罪人としての日本人」の

ろ う。 し か し、

への贖罪意識が強く残り、日本と日本

にあったことを

今日学校におい

発揮出来ない光

生達が主体性を

の下でしか、先

員会の強い監視

ＰＴＡ、教育委

め ら れ、 学 校、

導する権利が弱

持って生徒を指

に先生が責任を

るが、昔のよう

一緒に過す時間が極端に少なくなり、

族が、３世代から２世代同居になり、

獲り立てている。その結果として、家

母親までも家庭から追い出し、職場に

そして子供を奪ったり、欧米の如く、

興業政策」によって、家庭から父親を、

また、明治維新の「富国強兵・殖産

品性の低下を見て取らざるを得ない。

つひとつの項目に関し、日本人の能力、

みると図８の如くになる。同図のひと

そうした内容をもういちど図解して

の命運を決する選択を行う作業をして

治は、自らの主体的意志の下に、自ら

リカの権力の下に屈していた日本の政

は〝政治の堕落〟であろう。常にアメ

また、何よりも注目せねばならぬの

収奪であるのだ。

化であり、日本の富の世界資本による

何よりも、これは日本の経済的植民地

ならぬ〝開会社〟が求められている。

によって、より厳しい形での〝開国〟

ンダード化」の如き、
〝黒船〟の襲来

アンス法」や「会計のグローバルスタ

様々に曝露されている。そこにグロー

景を見る事が多

今日では一人住まいの老人が全体の中

こない内に、その主体性、自立性を失

人の本当の姿を知らないまま過ごして

いのである。そ

で、大きく比重を占めるまでになって

い、政治家を小粒にし〝ステーツマン〟

て、
「先生の批

して、ＧＨＱに

いる。そこでは家族愛が薄まり、家庭

が居なくなり、
〝ポリティシャン〟ば

バリズムの嵐が押し寄せ「コンプライ

よる日教組の組

食育もなおざりにされ、肉体的にも産

かりになってきている。何よりも、ユ

いるのが現況である。

織とその動きが

まれてくる子供の ％強がアレルギー

判」が様々にあ

加わっている。

くケースが増えることになった。
「制

い、野放図の我が侭な大人になってい

識を強く持つと共に、他人の干渉を嫌

分な教育の場となっていないのであ

感を生んでいる。その結果として、十

しているし、先生と生徒の両方の疎外

それが今日の教育の現場を大きく阻害

済の復興は、世界史的に見ても大変な

そして、第２次世界大戦後の日本経

果となっている。

体質を持ってこの世に登場してくる結

に委ねるように仕組まれたものであ

彼らの所有する巨大なグローバル企業

らゆる世界の富とその生産システムを

テーツの掲げるグローバリズムは、あ

ダヤ系資本家を中核とするディープス

服の中での最大限の自由の希求」こそ

奇跡とも言えるが、その体内には急成

が我々が許される範囲なのである。

る。しかし学校教育の内容が、一部の

物質至上主義
金権主義
経済第一主義

る。その例は、日本の農業や食糧政策、

もち論、戦後教育の良い所も多分

64

●月刊公論

2022. 8

家

愛の欠乏症
治国家
品の喪失

この流れの弱まり

平天下

斉

長の余波として、様々な〝エゴイズム〟

40

今日の日本の精神的頽廃の原因
図８

企業経営者の
モラルの喪失と
曖昧さ
教育の時代
対応の不十分さ
（世界的遅れ）
倫理観、公共心、
愛国心の欠如

身
etc.

・孤独者の増加
・コミュニティの崩壊
・匿名性の強まり

今日の日本の
精神的荒廃の原因
政治の混迷と
リーダーの欠如

終
・少子高齢化の中で、
世帯人数の減少
・家庭の崩壊
・共働きの増加
・女性の社会進出
・ひとりひとりの国民の
厳しさの欠如と自立
・心の弱まり
（公共への依存の強まり）

反動的立場の人々のみでなく、全体と

恥意識の弱まり

美 し い 国 日 本 の 建 設 の 為 に〝 皆 農 制 〟を ！

からパンへの転換を画策し、みそ汁か

何と言っても、まず日本人の舌を米

更させ、外資が儲かるシステムにして

が大きくなるように、様々に設計を変

銀行の所有を吐き出させ、株主に配当

内部留保を、株の持ち合い、あるいは

中で、しっかりと教える事であろう。

のである。それを〝皆農制〟の実施の

を考え直さねばならない時に来ている

加工業、更には健康や、病気への対応

の調和を取り戻すことでもある。

る。それは再び「君臣民」の三位一体

養の為に導入すべきと考えるのであ

的に考え、その教えを国民の精神の涵

そして資本政策にまで及んでいる。

らミルクやスープにし、野菜や魚より

制〟を行い、大地との接触をもたらし、

２年間強制的に農業を行わせる〝皆農

そして、全ての日本の若者に、１～

いる。

神仏儒の導入摺含を！

（２―６）廃県置藩と再び

肉を選考する様にし、いつしかそうし
そして今度は、日本人の懐を狙って、
一般人の持っているお金を株式市場に

た食料をアメリカ等から輸入せざるを
得ない状態にまで画策されてしまって

うべきであろうと提唱する。そして、

日本の自然、文化と交わせることを行
今日、道州制が一部で叫ばれている

流出させようとの政策が現内閣によっ
てなされるようにしている。完全に日

いる。
国内の農業も、まず農地の雑草を除

それは今日の日本の健康問題も、医食

ていくことである。

が、私はそうした叫びに対して、再び

日本合衆国のような統治システムを作

本搾取作戦であり、弱体化戦略なので

こうした事に対しても、日本人が

ると共に、出来れば川勝平太氏が『文

く為に、
「ラウンドアップ」という強

草剤性を持つ種子をＧＭにより作り出

もっと農業に関心を持ち、金融に関心

化力 日本の底力』の中で提唱してい

（２―６）で述べたような廃県置藩

農同源の教えの下に、解決策を見出し

し、特許で押さえ、それを押し付ける。

を高める努力をして、彼らの意図を見

る如く

を行い、道州制、あるいは合衆国制を

江戸時代の藩を最小の政治単位とした

それは彼らの提供する農業と肥料とを

破って対処せねばならない。その為に

○日本最大の関東平野の野の州

ある。

使用するように仕向けられ、更に食品

も〝皆農制〟は絶対不可欠なのである。

力な除草剤を用いさせ、その為に耐除

となっても〝Ａｆｔｅｒ Ｆｏｏｄ〟

更に農業からの産物そのものから、

まさに日本古来の稲作を中心とした

ている。

ｄｄｉｔｉｖｅ）を使用したものとし

落とさないかの為に、
様々な添加物（Ａ

許され、日本人の心身をむしばんでい

本では世界が禁止しているものが多数

ｒ Ｆｏｏｄ〟と呼ばれる添加物が日

る食品加工業においても、
〝Ａｆｔｅ

それらを加工品として、国民に提供す

域の特色が発揮出来るように考えて置

のような州（国）を最大限、各々の地

○北海道・東北の森の州

○瀬戸内海を取り囲む西日本の海の州

地方の山の州

○アルプス・富士・箱根を擁する中部

の最大の武器である、コミュニケー

〝情報化時代〟であることを考え、そ

実行せねばならない。何よりも今日が

日から明日にかけて〝ニュー維新〟を

う為には、かつて明治維新の如く、今

導入し、
〝神仏儒の摺合〟と導入を行

（２―７）用心深く〝ニュー維新〟を！

として、いかに長持ちするか、品質を

農業を破壊し、アメリカの農家、そし

るし、ガンの原因となっている。

ションネットワークとコンピューター

てその流通業者が儲かる仕組みに完全

１人の吉田松陰のみでなく、この地

しいであろう。

は〝ネット松下村塾〟と呼ぶのが相応

のような教育の場を必要とする。それ

（Ｃ＆Ｃ）を活用した形での松下村塾

に、改めて、
〝神仏儒の摺合〟を今日

仏閣あるいは旧藩校を見直すと同時

同時に、もういちど、日本の神社、

が望ましい。

氏の提案よりもっと細分化させること

くことが望ましいと考えている。川勝
そして病気になると大量の薬が、世
界で禁止されているものまでが、日本

に変えさせられてしまった。更にアメ
リカの仕掛けたＴＰＰもそれを加速す

国内で大量に流通させられているので

今一度、根本から日本の農業をその

ある。

るものであった。
更に問題なのは資本政策である。日
本の企業の終身雇用制の安定化の為の
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③実利感：楽しい、面白い、役に立つ、

の要因が自らを動かすと言われる。

動する事が大事である。人は次の３つ

何よりも人が変革の考えを持ち、行

為の根本的解決策の一つが〝皆農制〟

望まれる。くどいようであるが、その

し、何よりも効果的に実施することが

根本的な対策が立てられねばならない

べきか」の正しい把握である。何より

いける能力を涵養していけるか、行く

ションの中で、どのように勝ち残って

日本の若者が厳しいグローバリゼー

い洞察であり「 世紀中葉に向けて、

のようになって行くべきか？」の正し

（CHECK）

SEE

のサイクル
ＣＨＥＣＫ
図９

若者の育ち具合」と「今日の農業の実

その第１歩として何よりも「今日の

として、例えば２０３０年にどういう

て、これからの厳しい時代に世界全体

取り組みがそこでの議論の主体であっ

のか、そしてその実践の結果として、

態を正しく観察し、正しく知る（ＳＥ

そして次になさなければならにこと

どういう達成水準に至っているのかを

教育システムが作られ実践されている

は、
「今日の農業が将来に向けて、ど

Ｅ）ことから始めねばならない

論である。今までの問題点の改善への

としては、今日の教育に関しての議

21

Ｍ：Ｍathematics
Ａ：Ａrt
P：Philosophy
Ｓ：Ｓcience
Ｔ：Ｔechnology
Ｅ：Ｅngineering
Ｒ：Ｒeligion

図10 STEMから
MAPSTERへ

ところが日本を世界より１歩先に進

けてやる教育である。

となる。これこそが日本が世界に先駆

を加えるとＳＴＥＭはＭＡＰＳＴＥＲ

の教育には不可欠である。文化的視点

て作り出すことが、明日を担う日本人

視点を加え、日本独自のシステムとし

としては不十分である。それに文化的

いる教育論であり、新しい時代のもの

れは文明論の視点のみで、構成されて

の国がそれを取り込まれているが、こ

ＴＥＭ教育があり、中国も含め、多く

その一例としてアメリカ生まれのＳ

がなされるべきなのである。

教育システムがどうあるべきかの議論

である。その為には日本のこれからの

日本国の教育システムを作り上げる事

正しく読んで、そこで世界に負けない

MAPSTER

める為の教育論が全くと言って良い程
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球上の多くの吉田松陰が、その教えを
儲かる
まずこの〝皆農制〟への第１歩は、

ネットを通じて、高杉晋作以下の内弟
に教えた如く教えることである。その
国民の持つ〝将来への大いなる危機感〟
である。
「廃れていく農業」と「物造り」
と「上手く育たない若者」
、この３つ
は、これからの日本の未来にとって極
めて重要な課題であることは今までに

①危機感：これをしないと組織がつぶ

である。それをどのようなプロセスを

も正しい問題の提起とその実体の正確

DO

2022. 8

為には、
〝時代改革〟への強い意志を
持った啓蒙家の登場が待たれる。

〝皆農制〟の義務に向けての
つの分野の整備

れる

辿って行っていくのか、ここで提案し

述べてきた。それ故明日の日本の為に

②使命感：これをすることが社会貢献

てみよう。その実現へ向けてのプロセ

な把握、そして問題の本質的洞察と将

だ

スはまさに読者諸氏がご存知の「Ｓｅ

PLAN

〈事実の正しい認識を〉

来への展望の所有である。それこそが

Ｍ：Ｍathematics

ｅ Ｐｌａｎ Ｄｏ ｓｅｅ（ＣＨＥ

Ｅ：Ｅngineering

全てのスタート地点である。例えば、

Ｔ：Ｔechnology

ＣＫ）
」のサイクルを行っていくこと

Ｓ：Ｓcience

正しい問題の提起がなされていない例

STEM

である。

4
・情報の収集
・収集情報の分析と課題の発掘
・目的、目標の設定
・達成シナリオの策定
・具体的な実施計画の立案
・断交して、やり抜く
・反省して、総括
SEE

美 し い 国 日 本 の 建 設 の 為 に〝 皆 農 制 〟を ！

で発展している国々の取り組み等を見

している。世界の中において工業分野

本は取り残されかかっていく様相を示

ルの教育の枠組みは大きく変化し、日

議論がなされていない。既に世界レベ

えている。インドのように「頭脳立国」

と脳業）
〟での立国が大切であると考

において、
〝２つのノウギョウ（農業

その意味でも、わたしは日本の将来

ならないのかが導ける訳が無いのだ。

れば、そこでどういう人間に育てねば

ういう国の形にするのかが定まらなけ

が判るのである。特に、現状のまま農

ては大変な困難が待ち構えていること

ると、日本社会の今日から明日にかけ

確に把握した上で、新しい時代を考え

育ち具合」についての現状の実体を正

そうした「正しい農業」と「若者の

し、今の日本のマスメディアは、余り

ディアでの公表も必要であろう。しか

メディアの方々の支持を得て、マスメ

作のような作業も必要であるし、マス

もち論、その一環としてここでの著

とであり、多くの人々の共感、支持を

しかし、それを追いかけるのは、今

るとそれを強く感じるのである。

とハッキリと国民大衆に方向を呈示す

業や若者を放置しておくと日本の農業
の将来には暗い状況が待っていること

にも大衆とスポンサーへの迎合主義が

う。

名を集める等の活動を行うことであろ

得ることであり、その証拠としての署

までの日本と同じで、それの先を行く
ることが大切であると思うのである。

〈危機感の醸成を！〉

姿を築こうという意志や気概が日本に

「日本はこれから〝２つのノウギョウ

徹底していて、真に国民を啓蒙してい

感じられないのである。

が判る。余りにも農民が高齢化し、農

いずれにしても国民全体として、この

（農業と脳業）
〟を志し、そして世界の

課題を共有するようにする為の危機感

私は、今日の日本は「明日の日本と

そして日本古来の稲作が衰え、日本

を国民が抱く為の〝啓蒙運動〟が不可

く番組を組むスタンスは欠けている。

産の野菜、果実が世界のフードビジネ

地が荒れ、作物が劣化しているのだ。

スの大企業に〝喰いもの〟にされ、衰

欠である。

トップに立つ」とハッキリと国民に明

もち論、その前提としての農業以外

退していってしまう。それこそが、グ

いう国のかたち」をリーダー達が呈示

因があると考える。そこでの諸処のサ

の１次産業や、２次産業、３次産業を

言すれば良いのである。

ブシステムが戦略目標を明日の日本社

否定している訳ではない。それらのイ

ローバリスト達の日本攻略の成功の姿

出来ないことに諸々の遅れの大きな一

会に向けて作られない為に、世界の先

ンフラ基盤の上に、
〝２つのノウギョ

法案の実施

成果の確認

にはならないのであろう。ということ

その問題には正しく対処していく運動

感が生まれなければ、日本全体として、

何よりもそうした点についての危機

確度で生じる状況を創り出している。

食糧高騰と食糧危機の発生をかなりの

させている。加えて近い将来に厳しい

影響等に、更に重たい食糧問題を発生

ベースとしてある環境破壊や温暖化の

問と不満とが現在社会に生じ始めてい

は、いくら〝皆農制〟を熱く語っても

それ故に次のステップは、国家的に

る。この気運を盛り上げ、〝ニュー維新〟

その結果として国民の間にかなりの疑

この問題に関しての危機感の醸成を

（以下次号へ続く）

が生じればと考えるのだが！
らゆる角度から〝啓蒙運動〟をするこ

いかにするかである。その為には、あ

支持されないことになる。

ロシアのウクライナ侵略戦争は、元々

しかも最近のコロナパンデミックや

進事例のみを追う形になってしまう。

なのである。

法案への流れ
図11
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ウ〟を心掛けることが必要なことは言

法案の施行

例えばその１つが「国家１００年の計」

上呈
可決

うまでもない。

法案として
纏める

である。
〝教育の在り方〟である。ど

政策研究

