お茶 の水地理
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日本 とい う国
浅

日本 とい う国は どんな良さを もってい るか, 日

海
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夫

況で,外国旅行 も簡単 にで きる.国民の大半が中

本人 の 1人 として この国のアメニテ J(
住み易 さ)

流意識を もってい る.ただ し容易に入手で きない

を どう評価す るかを 自問 自答 してみた･その結果,

ものが土地 であ り,それが金権政治に直結す る.

①兵役義務 がない,㊤治安 が よい,③言論の 自由

一方,物質 の豊 か さは心の貧 しさの裏面 とも云わ

がある,④宗教上の束縛 がない,㊥物質的に豊か

れ る.青少年 の心 の健全 な向上が阻害 され る心配

であ る,⑥ 自然 が多様である,⑦単一民族国であ

がある.⑥島国 日本の地形気候 の特性に由来す る

る‑

山紫水 明の国土は, 日本人の情緒 と文化の発達を

以上の点を良い所 と判定 した･

いずれ も他 の国 との比較の上での ことであ り,

ささえた. 日本 の自然 の多様 さはす ぼ らしい.沖

物事 には表裏 があるか ら良さは悪 さにつながると

縄 にはさん ご礁 のある熱帯的景観 があ り,高山地

も云 える.そ こで①について, 日本は軍備を持た

帯 には氷河 さえ,遺物地形で よけれ ば片隣をさぐ

ぬ世界無類の国であ り,また徳川時代以後最 も長

ることがで きる.一面,気象災害や地震火山の脅

い無軍備平和 の時代にあることに より,無条件に

威 を うけるのは致 し方 ないか も.⑦単族国 とい う

評価 を与 えた.防衛必須論の是非は別 として,餐

ことは 日本人 同志 の暮 し易さの最大原因であろ う.

国心 が育たない とか若者の心身鍛錬の場 がないな

深刻な部族問題や民族間斗争 は起 らない.反面,

どの声 もあるが,愛国心は育てるものではな く,

島国 とい う環境 とあいまって, 日本人の閉鎖性 と

鍛錬は別 の場 でなされ るべ きものだ･④はいわゆ

非国際性 が因果 づけ られた と云 え よう.

る治安 の悪い国 と比べ,多 くの内外人の評価 を得

何 を もって国の良さと見 るかは,各人の主義主

てい る.ただ し政治家の暴力を正す法治能力にや

張や人生経験 に よ りさまざまであろ う.友人や周

や不安 があ るのが気 がか りだ.④ 日本は何 を云 っ

囲の人 々の意見を聞 きたい と思 う.最後に 日本の

て も書いて も自由な国だ と思われ てい る･ しか し

悪 い点は何 か,長所 の反面 で もある短所を挙げて

実 は今の世 に もタブーがあるのだ･天皇制批判は

み たい.①倫理規範 の欠除,④政界の腐敗 マンネ

今や 自由だが,今凡世界的に拡 が りつつある核兵

リ(
金で当選 で きる金権政治,そ のベースに国民

器反対運動の波 のかげに, 日本では必ず しも卒直

の未熟民主性 があ る), ③マス コミ主導の社会,

な意見 がのべ られ ない雰 囲気 があ る.核 の保有や

④学歴社会 (
そ の根源は教育制度 にあ り,今や国

使用 を心 では肯定す る政治家 がいて も,それは云

民総塾時代に突入.そ の元凶は誰 もが一応東大志

えないか ら黙 ってい る. 日本に落 され た原爆 は必

向形 になった こと),①劣悪 な居住環境(
無謀 な開

要悪だ った と云いたいが云 ってほな らぬ等 々.正

戦 の ツケ, 土地 ころが しの金権風土), ⑥ 自然的

当論か, けしか らん考 えか, どち らの場合であっ

社会的災害の多発,① 日本国の非国際性 (日本人

て も,発言 がタブー視 され ることがあれば真 の自

は言葉の‑ ンデ ィを苛酷に負わ され ている).

由言論社会 と云 えない.④ 日本人の大半が無信仰

以上の長所短所各 7項 目を総合 して, 日本 とい

であ るために,宗教上の束縛 がない ことを とくに

う国は何 とな く7
5
点位で合格 とした.せいぜい良

暮 しやす さの理 由に挙げない人 が多いか もしれな

い面を有難 くかみ しめ, これか らもこの国に住み

い. しか し国民 の大半が無宗教者であることが,

つづけることに したい.それは 日本 の国土への理

倫理規範 の欠落 した 日本をつ くり出 していないか

由なしの愛着,素朴 な愛国心か らの思いである.

と考 える.
① 日本はお金 さえあれば欲 しい物 が手に入 る情
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