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３６１ 

講演記録

東京歯科大学水道橋校舎竣工記念講演
平成２５年８月３１日（土）

東京歯科大学水道橋校舎新館
血脇記念ホール

「幕末より明治の教育について」

磯田 道史 静岡文化芸術大学 教授
Michifumi Isoda １９７０年（昭４５）岡山県生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。２００４

年（平１６）茨城大学人文学部准教授，２０１２年（平２４）から静岡文化芸術大学文化政策
学部教授。２００３年（平１５）に刊行した『武士の家計簿』は専門家のみならず，一般
の歴史ファンまで幅広く話題を呼び，新潮ドキュメント賞受賞，映画化された。
現在，歴史番組「英雄たちの選択」（NHK BSプレミアム 木曜２０時～）のキャ
スターを務める。学術書に『近世大名家臣団の社会構造』。『日本人の叡智』（新
潮新書），『無私の日本人』（文藝春秋）。歴史から防災の教訓を学ぶ『天災から日
本史をよみなおす』（中公新書）が最新刊。 

皆様，おめでとうございます。こんなに立派な校 れは自分がやるんだと信じ込んで頑張れた。そし
舎が落成したのを見ますと，多分今日お話ししま て，頑張る人に対して，それを邪魔したりうらやま
す，この学校をつくった高山先生やら血脇先生は泣 しがったりするんじゃなくて，ようし，俺が助けて
くのを通り越して，きっと腰を抜かすんじゃないか やろうというような援助者もたくさんいた。その点
と思っています。 では非常にいい循環のできていた時代です。そう
私は歴史家でございますので，今日はどうやって じゃないと日本は，こんなふうな発展した国にはな

この学校ができたのかという明治の時代の話，明治 らなかっただろうと思います。いくら理屈を言って
から大正にかけての話をしたいと思います。 もなんですので，実際のそのころの雰囲気をお話し
歯科，歯を診るという方には，これは一つ覚えて したいと思います。

おいていただきたいんですけれども，日本の近代歯 今日は史料のコピーを持ってきたんですけれど
科教育が実は政府の力でもって創始されたのではな も，史料のコピーが非常に小さいので，ちょっと目
くて，民間の力，なかんずくこの学校の力でもって を近づけないと見えませんので，暗いところで申し
できたということです。近代歯科医学というのが血 わけないんですがごらん下さい。
税を投入することなく一つの到達点に行ったこと まず，この大学ができたばかりのときの校舎はど
は，やっぱり僕は日本史上の誇るべきことの一つだ のようなものであったかというのをごらんいただき
と思ってるんです。近代歯科医学の日本への移植と たいんですね。ここにちょっと大写しできないの
いう事業を幕末明治の若者たちがどうやってなし遂 で，史料の１ページ目，創立者の高山先生の写真
げていくのかというおもしろい話になればというの （図１），４番の横に１，２とスケッチがあります
が，今日の講演の私の趣旨です。 （図２）。何か小さな２階建ての普通のお宅のような
明治というのはいい時代ですね。若い人が，これ 建物，個人のお宅のような建物。これが最初の，こ

から国や未来をどうにでもできると信じていて，そ の大学の建物だったわけです。私は，今よくこの建
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図１ 創立者 高山紀齋先生

物の前をタクシーで通ります。どこかといいます
と，品川駅から泉岳寺まで行って，泉岳寺のところ
から左に折れて，伊皿子坂を上がり，その坂のてっ
ぺんに行ったところに碑が建っています。マンショ
ンに変わっていますけれども，今も敷地だけはその
ままです。私が東京に来たばかりの２０年前，慶應義
塾に通うときに，このすぐ近くにずっと下宿してい
たんです。そのころはまだ，本当に高山歯科医学院
のものであったとおぼしき高い塀の跡が残ってまし
たね。
このスケッチをなぜコピーしてきたかというと，

このスケッチ自体が実は高山紀齋先生御本人が描か
れた可能性が高い。これ，上手ですよね。特に２番
の絵なんていうのは。「TK」というサインが入って
るので，高山紀齋だと思われます。紀齋は恐ろしく
器用なんですよ。恐らく残っている日本画なんかも
あるから，この人は志せば日本画家とか画家として
も十分食べられたんじゃなかろうかと思います。
そういう一面を持っている先生がここで歯科学校

を作りました。教室も大体第１教室と第２教室の二
つしかないですね。あと講師控所があるという，こ
ういう。でも，この時代の学校はいずれもこんな形
ですね。例えば明治大学とか隣で大きくなってます
けども，やっぱりどこかの下宿の２階でやっている
ような時代があるわけですね。慶應義塾にしてもそ
うでした。ただ，おもしろいことで，雨後のタケノ
コのごとく幕末からこの明治の初年にかけて学塾が
できるのだけれども，創立者自身，もしくはその学
生，生徒の中に経営的な手腕を持った人が出ない
と，もうほとんどの名塾というのは廃れてなくなっ

ておりますね。この学校は血脇守之助という天才経
営者を高山が見つけ出し，また，血脇が入ってきて
経営手腕を見せたことで多分生き残ったんだと思い
ます。
紛れもなく，この学塾は日本の最古の歯科医学

校。ただ，それには保留がついて，現存最古という
ことになりますね。ほかにも歯科医学を教えた学塾
はありました。だけどそれはもう短時間のうちに消
えて，泡のようになくなっていて，こんなに体系的
に後々まで残ることができたのは奇跡に近い。
私がすごいと思うのは，ほかの学部は大体政府が

育てていた。例えば法学部だとか医学部だとかは官
がやっていた。歯学はそれにあとから参入しまし
た。高山こそが近代歯科医学を西洋から持ってきて
官もやっていなかった体系的な学校に仕立て民間の
力で歯科医学をひっぱり，作った学校を今日まで生
き残らせた。その意味では最古の歯科学校であっ
て，ほかにはないという状態であるということです。
ちょっと簡単に申しますと，私がもし明治の初め

に歯が痛くなったとしますと，江戸時代の武士はそ
うでしたが，塩ナスビぐらいしかないんですね。塩
ナスビという薬がありまして，痛みを耐えるしかな
い。でなければ，歯を治すおまじないをする。私は
『武士の家計簿』という本を書きました。神田神保
町の古本屋から買ってきました武士の家計簿で，一
つずつ武士の家計を，どんなものに支出しているか
調べますと，歯科医にお金を払ったという項目はな
いですね。なぜか，金沢の町であっても歯科専門の
医者は幕末にはいないから。そのかわりたくさんあ
るのは何かというと，歯のおまじないという項目
と，塩ナスビという項目ですね。これを見たとき，
江戸人たちが直面していた歯についての悲しさがわ
かります。本当に気の毒になります。
なまじ江戸時代というのは豊かになってきて，砂

糖が普及します。砂糖が普及するのにつれて，歯が
やられます。だけど和菓子が発達するのに，それに
応じた歯という臓器を保護するという防護機能を持
たなかった社会なんですね。一番，悲惨な歯痛の中
で死んだだろう思えるのは，将軍家茂ですね。徳川
慶喜というのは１５代将軍ですが，これは非常に厳し
く育てられているので，野放図な物の食べ方をしな
いんですよ。だけど１４代様家茂というのは，これは
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２－１ 建物略図 ２－２ スケッチ（学院玄関と校舎，奥にみえる
のは賄方）

図２ 高山歯科医学院（「高山歯科医学院の過去及び現在の状況」明２８，４ より）

元は紀州和歌山の藩主ですけど，子供のころから本
当に甘いものが好きで，まんじゅうに目がない。出
すともう，おいしそうに食べるそうですよ。食べる
んだけども，歯ががたがたになっていて，溶け
ちゃってて，もう歯根，根っこのほうがようやく
残っているような状態です。芝の増上寺で家茂の遺
体は発掘されてます。生きてる人間がこんな痛みを
どんなふうにして耐えてただろうと思える。だか
ら，かっけで死んだと言ってますけど，かっけでな
くてももう政治的な判断をきちんとできるかという
と，歯痛だけで家茂は名将軍になるには難しいで
しょうね。だからひょっとしたら徳川幕府は，一因
としては虫歯が滅ぼした可能性もなくはない。まと
もな歯科医学の欠損は江戸幕府を滅ぼす方向に働い
たのです。
そういうときに高山がアメリカへ行って歯医者の

技術を持って帰ってくるというのは，当時の日本人
にとって本当に地獄に仏だと思うんです。つまり，
この大学は，地獄に仏をなし遂げた。ただ，最初の
技術を伝達するうちはこんなに小さなスケッチに描
かれてるような学校でした。ようやく昭和４年に
なってこの地ですね，正確にはこの場所ではないで
しょうけども，隣ぐらいでしょうが，水道橋のあ
の，例の立派な校舎が建つわけですね（図３）。水道
橋の旧校舎，実は，紀齋先生の奥さんの弟が設計し

てますね。森山松之助という方で，台湾の役所が建
てる建物はほとんど建てた方です。もしご興味のあ
る方は全文を，この歯科大学の百年史で読んでいた
だければと思います。
旧校舎ができ上がったのは，昭和４年のことで

す。落成式典，今日のような日に，高山さんがこの
経営を譲った血脇さんと出会ったときの話が書いて
あるのでここへコピーして，史料６として，置いて
おきました１）。
この百年史を書いた人の筆というのは，私は大し

たもんだと思うんですよ。こう書いていますね。
「高山は「長生きはするものだ。こんな立派な校舎
ができるとは，全く夢のようだ……」」，ここからが
重要です。「「政府の力でできないことを君はやりと

図３ 旧水道橋校舎（昭和４年１０月３０日竣工）
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げた……。社会が進歩すれば，もはや官立の学校は
いらない。自由な教育機関が成長していけばよい…
…。それでこそ学問が独立できる，学問の権威がで
きる」と心情を吐露し，感涙にむせんだ」，泣いた
わけです。「老師はこのときすでに７９歳，咽喉を害
して声はかすれていた。
血脇は思わずほろりとして，“すべては先生のお

かげです。皆さまのおかげです。私は大正１２年１０月
２０日（大震災直後の開校式）には死んでいたのです。
死ぬ気でやれば，ここまでできるという見本を示し
たかったのです”」。震災後，もう何せ東京が焼け野
原になって，１０万だとかそんな人が亡くなったとい
う中で，血脇はもう本当にこの学校を閉じるか，
やっていけるかという中で再建に当たり，それで数
年後ですよ，わずか数年後にこれだけのものをつ
くって水道橋に残したわけですね。それを恩師に褒
められて，もう２人で手を取り合って泣いたことが
わかるわけです。ですから，多分今日この晴れがま
しい席を見たら，この２人，今日は，どこかお化け
で出てくるかもしれませんけど，恐らく腰を抜かし
ているに違いない。ようやったと思うにちがいあり
ません。
ただ，ここで大事なのは，建物が立派になったか

らいいという話じゃないですな。誰の力にも頼らず
に，やっぱり人の歯を癒やすということを，志を
持って，それで政府や人の金じゃなくて自分がやる
んだという，志が遂げられたところが偉いと言って
いるのが，これがやっぱり明治人のすごいところだ
と私は思うんですね。
この，せりふがいいじゃないですか。「それでこ

そ学問が独立できる」。要するに，世界文明におい
て学問というのは，自分たちでこうやって初めてい
いんだ。誰かに頼るようなことで学問をつくるん
じゃないんだ。それの一環として建物があるんだと
いう，この志が非常に高いですよね。
だから東京歯科大というのは志が高いから，僕は

前に学長ともお話をしたことがあるんですけど，
ちょっと苦しい面もあるんですよ。例えば歯を治す
ということだけであれば，歯の局所的な治療の技術
だけを，詰めるだとかインプラントだとか手技です
よね，手わざだけを重点的に教えれば話が済むかと
思うんだけれども，この学校はそうはいかないんで

すよ。例えば非常に先端的な細胞の基礎研究だと
か，あるいは法医学なんかも含めてあらゆる体系的
なことを教える。普通だったら効率優先でそんじょ
そこらの私立の歯科学校だったらまずは切っていく
ようなところまでちゃんと人を配置して研究して，
人の体や歯の本質，そういったことから全部教えて
いくということをやっておられる。
これはやっぱり大変でも，こんな老舗だからでき

るんであって，僕は非常に感心しておるところで
す。多少ながらこの大学の縁者として誇りに思って
いることの一つなんですね。そういうところが，何
というのか，学問に対する志の高さというか。一
見，そんな基礎医学は要らんだろうという議論じゃ
なくて，ちゃんとやっている。真っ当なことをして
物事を立派にやりとげるというのは非常に困難です
けれども，やっぱりやれている。何かいい伝統が，
ここの学校にはあるんだと思っています。
では，先に話を進めましょう。こんなことができ

るようになったのはなぜかという話をしたいんです
けど，創立者の気風はあるように思います。私は慶
應義塾に学びましたが，ああだこうだ言っても福沢
諭吉という人のパーソナリティーは影響してると思
いますし，早稲田大学でも蛮カラな大隈の雰囲気は
ありますね。慶應があんなにお金だとか経営だとか
合理主義であるのは，福沢諭吉が大阪の蔵屋敷の，
蔵役人の子であったことは無関係でないと思いま
す。あと，小さいころからお金の出入りを非常に
しっかり見詰めていた身分の出身であったというこ
とは，無関係ではないと思いますね。
あと大隈があんな自由な早稲田の蛮カラな校風を

つくったのは，彼がある程度上級武士の出身だから
ですね。上級武士だと品がよくなると思いますで
しょうか，違うんですよ。武士というのは知行取り
といいまして，百石以上になると大抵は領地を分け
てもらうんです。領地を分けてもらうと独立の領主
なので，これはもう小さな殿様なんです。だから殿
様であったとしても面と向かってきちんと意見を
言って，はっきり自我を主張しないような人間は価
値がないとされます。ここが違います。福沢さんだ
とか，ここの創立者の高山さんのように徒士（かち）
以下の，馬に乗れない，領地を持っていない武士は
殿様ではなくて，サーバントなんですよ。非常に能

― ７８ ― 



３６５ 歯科学報 Vol．１１５，No．４（２０１５）

力の高いサーバントなんです。これは，近代に入っ
て軍人に非常に向いてる。だけど従順すぎる。政治
意見を人前で堂々と述べたり，わがままなお坊ちゃ
ん，それでいいとするのが上級武士の文化で，早稲
田のあの蛮カラな校風はそこから来ています。
私はここを見てると，血脇さんの影響がすごく大

きいと思うんですよ。やはり経営を渡してからは，
この学校を育てて校風をつくっていたのは血脇守之
助さんでありまして，東歯はアットホームだと思う
んですよね。なぜかというと，顔写真が資料の５に
血脇守之助さんで，横に立っている方はもう言わず
と知れた野口英世ですよ（図４）。知らない方もい
らっしゃるかもしれませんので申しますが，野口英
世というのは，この高山歯科医学院の血脇守之助さ
んに，会津で出会った。当時はもう本当に新政府軍
による攻撃によってひどい目に遭って，没落してい
た会津です。その会津の山村から拾い上げられた天
才で，世界に紹介するきっかけをつくったのも守之
助さんですね。
私はいろんな人の写真を見るんですけど，血脇守

之助さんの顔はいいですね。これはいい顔してると
思いますね。若いころはビスマルクというあだ名が
ついていたそうですけれども，これは人格のすぐれ
た人の顔です。そんなこと根拠があるのかと言われ
るとどうか知らないけど，人徳がある人の顔という
のは，僕は何となくわかります。ある種天性の愛護
者というんですかね。ホスピタリティー，親切さと
いう点でこれほどの人がおっただろうかと思うんで
す。
一つには，高山は，実は最下級といいながら武士

の家。最下級であるからこそ，逆に誇りが高いんで
す。それと，高山家というのは上下関係にうるさい
んです。それを教え込んだのが多分うちの家で，私
の家庭はそれが嫌なので，私のときにはそういう堅
苦しい伝統はもう崩壊してます。こういった岡山藩
士時代の雰囲気というのは，私の家庭磯田の家には
全然残ってないんですけれども昔はあった。それは
雰囲気でわかります。
ところが，血脇さんのおうちというのは名主さん

がおじいちゃんで，家業は旅籠（はたご）屋さんなん
ですね。旅籠屋さんの人にホスピタリティーがな
かったらだめですね。ですから，小さいころから旅

図４ 血脇守之助先生と野口英世博士（大正１１年６月紐育に
於いて）

人の足をちゃんと拭って，気持ちよく世話をして，
ちゃんとその目的を達せられるように送り出すとい
うことを，子供のころからずっと見ている。
実は高山さんについてはおもしろい逸話が残って

います。あるとき，まだまだ学校が小さかったこ
ろ，伊皿子坂の上で，この学校がやってたころに門
人が死んだことがあったんですね。血脇さんはも
う，門人が死ぬなんてことがあったら，身寄りがな
いとかいうことになったら，もう学校を挙げて葬儀
をやろうといった。とにかくそれは生きてるころに
はいろいろ問題を起こした人かもしれないけれど
も，一生懸命とむらってやろうじゃないかといっ
て，高山先生，出てほしいんですと言った。でも，
どうも高山先生もつかまらない。ご夫人のところ，
愛子さんのところへ行って「葬式を出したいんです
けど」と言うと，夫人が「いや，門人のお葬式には
出ません」と言ったと。これ，やっぱり当時のお侍
らしい話ですね。
血脇さんには名主や町人の非常な親切さと柔軟さ

というものがある。高山先生は徒士
か ち

出身，下級武士
出身で非常に几帳面であり，努力家であり，苦しい
ことはどんなのでも耐えるんだけど，一面上下関係
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に厳しくて誇りが高く，非常に官僚的なところもあ
る。この２人の持ち味がよく出てると思うんですね。
ですからよく高山先生がなぜ血脇に経営を譲った

のかという話になりますけど，私は，高山はよく頑
張ったと思うんですよ。だけど，もともと経営する
ような，商売に向いた人ではないんです。そもそ
も，武士は人に頭を下げて物を頼むことが得意じゃ
ないです。自分でやっちゃう。私財を投じて，もう
かるはずがないが，国家にこういうものが必要だと
思うものに，どんどん自分の私財を投じるようなこ
とをやる。そのうち，このままじゃ，自分では無理
だなと思いはじめる。高山はそんなふうで，やめよ
うかと思ったとき，血脇という希代の親切家にこの
学校を手渡せたのです。
ところがこの血脇さんというのは，一発で能力を

見抜かれてるんですよ。これは何かというと，慶應
義塾だの何だので英語を多少学んではいます。血脇
さんという人は大学予備門の試験を落ちてますか
ら，学者としてそんなに頭がいい人だとは僕は思い
ません。ほかの面で頭がいいんです。学問の秀才
だったら，この後出てくる鳩山家の人たちに任せ
りゃいいです。学問だけの秀才ならば，血脇さんは
EQ心の知能指数が高いと思いますね。要するに，
心の IQ が高いんですよ。
それでどうしたかというと，ある日，高山先生

が，自分の伝記を外国人に知らせて，日本における
歯科教育の歩みを知らせたいと思った。『髙山紀齋
先生傳』というのがあるんだが英訳が欲しいと考え
た。これは，私の家の縁戚である青山家の，青山松
次郎というのが書いた「髙山紀齋先生略伝」２）がもと
になっています。これを英語にしたいと言ったら
「よし，先生，やります」と言って，血脇さんはま
ずその文章を持って帰って，宮森（麻太郎）という慶
應義塾の同級生のところに行くんですね。相当なも
んです。血脇さんは英語の教師を新潟でしてたりし
てますんで，それなりに英語はできるんでしょうけ
ど，全部きちんときれいなので訳せるかというと自
信ないんですね。だけど，一晩のうちに訳してくる
んですよ。それは血脇さん自身の英語力もあったで
しょうけれども，これはすぐに頼める人間関係と，
そういう依頼力があるからなんです。
一晩でものすごいきちんとした英語になってい

た。結構大部ですよ。その『髙山紀齋先生小傳』３）

を，私はここへ大体全体の４分の１ほど，裏面なん
かは特にそうですよね。８番の史料というのは『髙
山紀齋先生小傳』であって，１１から１６までも紀齋の
小伝です。これを一晩で，この４倍ぐらいあるのを
訳してくるんですよね。もっと，５倍ぐらいかな。
紀齋は，これを見てびっくりするわけですよ。こん
な子がおるかと。まだ若いですよね。２０代そこそ
こ，今でいうと大学生ぐらいですよ。これはすごい
なと。まず高山先生が最初に血脇さんの才能を意識
したのが，この出来事であったろうと思います。
ただ，血脇さんというのはおもしろい人で，こう

いう心の温かさ，本当に会ったら，この人お父さん
みたいな人だと思わざるを得ない人間的魅力と同時
に，単調な仕事に飽きるというのがある。これほど
転職した人ないです。慶應義塾出たら，当時はよく
新聞社に入るんですね。英語の翻訳をしてそれを新
聞に転載する仕事をするんですけど，切り張りだけ
ですよ。あっという間にやめますね。目をけがしま
して，１カ月ほど治療に時間がかかると言われた
ら，この人優しいんですよね。いや，会社に１カ月
も給料をもらわずに置いてもらうのは申しわけない
ので，私は退社いたしますとやめたというんです
よ。それはないだろうと。この新聞社も，相当苦労
して入ってるんですよ。だけどやっぱり私が思うに
は，魅力を感じてなかったんだと思うんです。ほか
に男子としてやる仕事はないだろうかと思ったらし
い。
自分は実業家になってみようかと思って，新潟の

三条というところで英語教師をしてたときに血脇さ
んは，金持ちになりたいと思い，その町で一番のお
金持ちに成り上がったおじいさんに話を聞きに行
く。そうしたら，そのとき「おまえ，無理だ」と言
われたようですね。そうでしょうね。これ，お金だ
けもうけるには優し過ぎる人なんですよ。それと単
調な仕事には飽きっぽい。友人に依頼するというこ
となんかは非常に得意だと。で，これは野口英世と
２人で写ってるところですけれども，だから東京歯
科大の仲がいい感じは，血脇さんのつくったアット
ホームな感じだと思いますね。
ただ，学問，教育への構えとかは高山にあるよう

な気がします。当時の政府はこういう考えをしてい
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ました。歯科というのはお医者さんが勉強した後
に，医学の教育をした後つけ加えのように歯科医も
つくるという意見でした。ドイツ型，フランス型の
歯科教育のあり方というのは一般医学の一部という
もので，有力な説としてあったんです。
だけど高山や血脇たちは，頑として譲りませんで

した。アメリカのようにしたい。歯科は，医学教育
とは別物なんだと。それは人体の構造について概要
は知らにゃいかんけども，その後歯に物を詰めたり
いろんなことをしたりするのは，それだけで本当に
数年を要する技術が必要なんだと。何せそのとき日
本の歯科事情というのは，さっき言ってたように塩
ナスビをつけながら，みんな当時３５００万人の人口が
痛みに耐えていたわけですよ。お医者さんになった
人がさらに勉強してはじめて歯科医になれるなん
て，現実的なはずがない。高山らは急速に歯科医を
養成する必要からして，自分たちのアメリカ型の教
育体系による歯科医教育，デンティストの養成法は
間違いじゃないんだ。やらなきゃいけないと決意し
ました。その思想をしっかり文章に書いて披瀝する
ようところは，これは高山のすぐれたところです
ね。思想がしっかりしているところです。
だからこの血脇と高山のコンビというのは，いい

コンビだと思うんですよ。だから決して高山がこの
学校の経営を放棄したわけではなくて，自分のよう
な侍かたぎの人間はこれをずっとよくしていくのは
無理だから，門人の１人を選んだわけです。何せ高
山は忙しいですからね。この史料の一番最後にも引
用しておきましたが，高山先生の１日は大変なんで
すよ。１６番の史料ですかね。『髙山紀齋先生小傳』
の中にあります。高山は予約診療のはしりなんで
す。日本における近代歯科医療は予約診療で始ま
る。何せ彼以外に，高度な歯科医療を持っている人
はほとんどいない。もし私が病院でこの時代に歯医
者にかかるとしたら，高山先生に診てもらうか，外
国人でいうと横浜に（セント・ジョージ・）エリオッ
トという名医がいるんですよ。この人にかかります
ね。ただこれは外国人で，なかなか診てもらえな
い。あともう一つ，横浜に１人だけハーバードの歯
学科を出た人がいた。この３人が，技術的にはもう
断トツでした。政府の高官なんかはこの３人を選ん
で診てもらうわけですね。

明治天皇は高山先生を侍医にして，明治天皇の歯
を治療しました。大正天皇の乳歯を抜いたのは高山
です。私，昭和天皇の歯科治療について聞いたこと
があるんですけど，ものすごくち密に削るんだそう
ですね。細く，もう虫歯の部分だけを削る技術で
やってたといいます。
その３人のうちで，恒常的にずっと続く歯科医学

校を持っているのは紀齋だけ。それは忙しいです
よ。みんなが，高山先生，診てくださいと来ると時
間がない。経営と両方が成り立つはずはないわけ
で。しかもお金もかかってどんどん出ていくから，
これはもう学校経営が上手な人に任せるのがいいと
いうことになったんでしょう。
藩風についてちょっとお話しすると，本当はこの

話で随分長くしようかと思っていたんですけども，
薩摩，佐賀，岡山，会津と，代表的なのを幾つか
とっておきましたが，薩摩の教育というのは，ここ
は薩摩人はほとんど創立時点で入ってないんですけ
ど，おもしろいですね。校舎はないんですよ。校舎
ができたからあえて言うんですけど，薩摩の教育と
いうのは，藩校はあります。だけどほとんどの人は
藩校には通いません。なぜかというと，薩摩は１０万
人の武士がいるわけですけれども，半農藩士，半分
農業だったり，そういう武士が地方にばらばら住ん
でるわけですから，何やってるかというと郷中（ご
じゅう）教育というのをやってて。まず子供たちが
集まって，朝，先輩が後輩に命ずる。おまえたち，
今日の教室を借りてこい。そうすると子供の１人が
ぱっと走っていって，近所の侍のおうちへ上がり込
んで，これから郷中の教育をするので，一日お宅の
お広間を借りとうございますと言うと，よし，貸し
てやろうという交渉を始めて，スペースをとること
が（必要なんです）。毎日違うんですよ。毎日そう
やって，校舎を獲得する中で教育が始まる。
どんなのをやるかというと，よし，今日みんなめ

いめい好きな先生のところへ行って，剣術をやりた
い者は剣術を，馬術をやりたい者は馬術を（勉強し
なさいと）。行って，午後になったら帰ってきて，
自分たちに何を勉強できたか報告せよというのを，
そのおうちで報告するわけです。これは，すごい生
徒の自主性が育ちますね。それで，その上こうです
よ。じゃあ，これから詮議というのをやると薩摩で
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は言うんですね。詮議とは何かというと，反実仮
想，もし何々ならばの問答をするんですね。例えば
歯科だったら，もし患者の歯をがりがりと剃ってる
うちに，抜いた歯が気道に詰まりそうになったらど
うするかというような質問をするわけですよ。まさ
か歯医者じゃないでしょうから，もし殿様のご用
で，早馬で用を仰せつかったんだけれども，それで
も間に合わない場合はどうしたらいいかと言われた
ら，後に初代の文部大臣になる森 有礼少年の答
え，「馬の後ろから針で早馬をちくちく刺します。
そうすると，いつもより速く走ります」，というよ
うな問答でもいいわけですよね。
とにかくこういう，もし何々なればというのを，

みんなで車座になって話をし合うというような実利
的な教育，現実的な教育が薩摩ですね。彼らが政治
や戦争，外交闘争で勝ち続けたのは，実はこれに秘
密があるんです。東郷さんも，子供のころからこれ
を何千回，何万回とこの問答を繰り返してきた人で
す。ですから，もしバルチック艦隊がどっちから来
たならばと場合分けして，事態が起きたときの答え
は，あらかじめ体の中に用意しておかれた人です。
これが薩摩の強さですね。
対照的なのが，大隈の佐賀ですね。ニンジン方式

と言いますか，これはものすごい立派な全寮制の藩
学校つくるんです。建物は立派です。それで，もし
この学校で勉強をして，できなかったら禄高の大半
を召し上げると，こう来るわけですよね。これはも
う，必死で勉強しますね。有名な話ですけど，大隈
はこれに怒りますね。もう幾多の秀才を，ただの凡
人にしたと。この，お金や利益を目的に狭い教育を
やったと。だって佐賀藩というのは「鍋島論語」と
いうのがありまして有名な，歴史のお好きな方なら
ご存じだと思いますけど，釈迦も孔子も大した人で
はないと，なぜか，佐賀藩の鍋島家の人ではないか
らと。そんな教育をしたら，人間が狭くなるに決
まっておると。これで大隈はあきれ返りまして，自
由な早稲田をつくったわけですね。ここの中に早稲
田の関係者がいたら申しわけありませんが，早稲田
は卒業した人より中退した人のほうが有名な方が多
くございますね。だから学校というのは，必ずしも
カリキュラムの中から育つわけではない。校舎も必
要ではない場合もある。ただ，あったほうがいいぐ

らいのものです。
やりたい人は家庭教育でというのが，この高山先

生たち岡山藩ですね。岡山藩というのは，池田光政
という藩の最初の，祖先の時代は非常にいい教育で
知られたんですけども，その後何もしないんです
ね。こういうふうなニンジン式もやらねば，薩摩の
ような教育もしませんので，もう藩校をつくって
も，通学は勝手次第なんですよ。勝手次第というの
は，希望者だけ行ってくださいということですね。
ですから，ものすごくやる気のある人はやる気のあ
るところへ行って育っていく。
あともう一つ会津の話をしときたいんですけど，

この学校は，明治初期は結構会津を拠点にしてたよ
うで，野口英世なんかもそうですが，教官が会津へ
行って治療をやったり，会津関係者が非常に多いん
ですね。会津も佐賀によく似た方式をとります。佐
賀まではえげつなくないですけども，会津では生き
る価値観を藩が定めるわけです。武士が生きる目標
は何と何と何と決めてある。親に孝行するとか。な
らぬことはならぬと，こう教えるわけです。これは
ね，確かに型にはまった人間が育ちますね。ならぬ
ことはならぬ――それはならぬことはならぬかもし
れないんですけども，柔軟な発想という点ではうま
くいかない。理由を考えない。一種の思考停止にお
ちいりかねない。ですから薩摩なんかと会津が政治
闘争をやったり戦争をやったりしたら，薩摩のほう
が強いに決まってますね。それが会津の悲劇の背景
にあるような気がします。こういういろんな藩風が
ある。
だけど，やっぱり江戸の教育というのは実にすば

らしいところがある。漢学一つとってみますと，ま
ず国語力がすばらしい。
１時間ほどあるそうですので，紀齋さんの家系図

をちょっと見てみましょうか（図５）。１０番というの
が１ページにありますけど，まず紀齋さん，高山紀
齋先生というのはどういうふうに紀齋さんになって
いったのかお話をしたいと思うんですね。まず，こ
の紀齋さんは岡山藩士と俗には言われているけど
も，実は岡山藩の国家老の日置猪右衛門１万６０００石
という家老のそのまた家来なんです。だから，又者
（またもの）と当時は言われていて，元は岡山藩の直
参の武士ではなかったのです。それは７の史料２）に
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図５ 高山家家系図
高山家 備前岡山藩池田家家老・日置猪右衛門（金川１万６千石）の家来（岡山藩陪臣）

書いてあります。筆書きで書いてあるやつです。
「先生の家は，池田侯の直参の如く記せるも」，
「ひ」の字が間違ってますけど，「比置藩老の家臣
なり。直参に非ずといえども，敢て先生の名聲に關
せんや」と書いてあるから，おうちが門閥家でな
かったことを書いてあるわけですね。だから藩士と
いっても，藩士のそのまた家来なわけです。
しかし，祖先に一つの伝説があるんです。これ

は，普通の家と違う伝説がある。何か。ここに書い
ていますよね。７番の真ん中あたりに「況や先生の
祖先は山嵜合戦の勇将高山右近にして」と書いてあ
る。これは，高山家が正式に藩に提出した書類には
全く見られない記述で，私の家の親戚の青山松次郎
という人が，この高山先生の略伝を書いたときに中
に書いてあることです。高山家では，自分の祖先は
高山右近だと。キリシタン大名ですよね。秀吉に認
められて，天才的な作戦家であり，築城家であると

知られていて。キリスト教の禁教令ができたとき
に，反骨だったので自分はキリスト教を捨てません
と秀吉に言って，フィリピンのマニラまで行って死
んだという。大名がキリスト教徒で，海外渡航をし
てそこで信仰を貫くといった話ですよね。これが
やっぱり，高山先生の子供のころからトラウマのよ
うに頭にこびりついてるわけです。ですから，自分
の祖先は海外へ行った人物だと。西洋に接近するこ
とで有名になって，それで名をなし遂げた人が，こ
の高山の名字の根本であるということが頭の中にあ
るわけです。
ですからこの瀬戸内の藩で，薩摩でもなければ長

州でもなく，いわゆる薩長土肥のような先進藩では
ないんだけども，この瀬戸内の穏やかな中の人物が
なぜアメリカなんぞに行ってみようと思ったかとい
うことの一つには，もう一つ理由があるんですけ
ど，この高山右近の子孫であると子供のころから言
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われたことが，私はどこかで関係しているように思
います。
それで，ここで私の祖先が登場します。「磯田軍

次兵衛（郡次兵衛）は本藩の臣にして筆者の曽々祖父
の」云々と書いてあるんですけど，どういう経緯を
たどっているかというと，この高山右近の子孫とい
う伝承を持つ農民が，恐らく播州の赤穂にいた。高
山右近自身はマニラで死んでいるから，多分その子
供だか親戚だかが農民になって，兵庫の赤穂にいた
んでしょう。それが元禄２年になって小人，これは
荷物運びです。刀を差すこともできません。岡山へ
やってきて，この日置猪右衛門の家臣になる。でも
頑張ったらしくて，刀をようやく差すことかできる
ようになって，５俵２人扶持をもらう。５俵２人扶
持というのはもう微々たるもんですよ。アルバイト
のよう。今で言ったら，５俵２人扶持というと，年
収が１００万円あるかなしかじゃないですかね。家族
をよくもてたと思うんですね。
その状態が，２代目には足軽小頭から徒（徒士）に

昇格し，次には徒目付になり，こんな例は珍しいで
すよ。１代たつごとに階級が，この家老の家の中で
一つずつ上がっていく。といったって，高山紀齋の
家の禄高はわずか２５俵２人扶持前後です。おじいさ
んは頭のいい人だったと思うんですよ。徒から中小
姓取次加番になって，書方・公用方執筆役というの
になってるんですね，家老の家の公用方執筆役とい
うのは，相当重要な書類を取り扱います。ところが
このお父さん，何かどうも武士の世界に合わなかっ
た人のようです。どうも罰せられるというか，処分
のような感じで，膳奉行だとか，調べ物だとか買い
物係になっていく。一時はそんな重要な職をやって
いたのに，もうおまえは買い物とか食事の世話と
か，そっちのほうをやっといてくれといわれて，生
涯を暮らした人でした。どちらかというだめ武士に
近いほうだったと思います。
ところがこの人は悠々と生きて，たしか９３ぐらい

まで行くんですよね。高山先生のお父さん。この，
ちょっとあまり武士の世界ではうだつの上がらない
父なんだけれども，この人には学問を習わない。素
読を習ったのは私の５代前の祖先の磯田由道です。
母方のおじの磯田家へ行って勉強をすることになっ
た。多分母親か何かの勧めであったんでしょう，こ

の８番のところで「先生の少壮時代」というのは，
これ，『髙山紀齋先生小傳』と書いてありますけれ
ども，読んでみますと，お父さんは紀次という人
で，母は清子で，１ページ目の８番３）ですね。先生
は槍の家に生まれて，小さいときから藩校に入っ
て，文武の道をおさめたと。「殊に，先生の叔父磯
田郡次兵衛と謂へる人は」，これが私の祖先なわけ
ですけど「學識共に優れ」，これは大したことない
です，田舎の藩ですので。自分の祖先をあまり褒め
るのもなんなので言ってるんじゃなくて，全国的に
見たら全く無名の人で，紀齋を育てたから初めて今
日（こんにち）においても言及されるような人です。
「當時備前侯御養育主任」，これも間違ってます
ね。恐らく備前侯の分家の鴨方藩主の養育係，教育
主任として殿様に進講していたんですが，その教え
た殿様がのちにたまたま岡山本藩の藩主になっただ
けです。「先生はその薫陶を蒙ること甚深く，學門
禮儀に至るまで一一教導を」，この磯田から受けた
とあります。これはこの大学のホームページにもこ
れはあると思うので，ごらんになりたい方は全文が
読めると思いますが。近代デジタル文庫というのが
いま国会図書館にあって，ネット上でも全部『髙山
紀齋先生小傳』というのは読めるんですね。
「天稟の秀才は益々琢磨せらるゝことを得たり」
多分この，私の家の当主であった弘道といういとこ

，

よりは，この紀齋さんは出来がいいから，やっぱり
由道は教えがいがあったんだと思うんですよ。教え
りゃ教えるほど，どんどんやっていく。それで，
じゃあ殿様に学問吟味みたいなのがあるから出てみ
んかと言われたんでしょうね。紀齋先生は，御前で
左傳（『春秋左氏傳』）を講じた。これ，相当小さいは
ずですよ。まだ，小学生の高学年か，中学生とか，
そんなときの話だと思います。それでもう既に講義
を殿様にすることができるレベルまで，高山さんは
なったということなんでしょうね。
「磯田流の素養は茲に其光輝を発して，儀容整

然，言辞明白，講述流るゝが如くにして列座をして
斉しく驚倒せしめ」と書いてありますね。で，殿様
に褒められたと。ただね，私は思うんですけど，こ
の時分の磯田家の「磯田流」なんて書いてますけ
ど，あまり後年の高山にどこまでよかったかと思い
ますね。当時の私の家，磯田のとこの教育というの
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は，お行儀がうるさいんですよ。磯田家は「接する
に礼をもってし，励むに義をもってす」という掛け
軸を殿様にもらっていて，礼儀はうるさいんですよ。
しかし，学問の基礎はしっかりしていていいんで

す。細かくきっちりやるので，やっぱり漢学の素養
がつく。後年書いていらっしゃる紀齋さんの文章と
かもきれいですよ。達意で，よくわかります。私は
役に立ったのはそのぐらいだと思っていますが，文
章修業ぐらいしか，この磯田流にはとりえがなかっ
たかもしれない。
武術もよくできたそうですね。阿部右源次という

剣豪がおりまして，高山さんはそれに習った。相当
年をとっても，高山さんは剣が立ったようですね。
死の直前になっても，剣術が相当うまかったという
ことを書いてます。今度は鴨方藩の軍学者である渡
邊儀兵衛というのについて，甲州流軍学といったっ
て，これも全く戦国時代の武者行列に同じような教
育を受ける。多分こういうのを習っても役に立たな
いと思いますよ。
岡山時代はこんなことをやっていたんですれど

も，ちょっと裏返していただいて１１３）で，しかし彼
にとってよかったのは，江戸時代は個性の教育でし
た。ほとんどマンツーマンで教えるんです。東京歯
科大も比較的規模が小さい学校ですから，歯科教育
で規模を誇るなんていうのは，実は僕は反対です。
少数精鋭の教育にまさるものはない。それは経営は
大変でしょうから，そこのところは考えないといけ
ないだろうと思いますけれども，小ぢんまりよく
やっていくというのは，これはいいですよ。こん
な，特に学生がどんどん減っていく中だと，ふやし
て入れればいいというもんでは多分なくて，マン
ツーマンの教育のよさはあると思います。
ちょっとこの高山紀齋の家族について，ややお話

ししたいんですけど……。いや，時間がない。家族
の話はしないほうがいいですね。すぐ教育の話をし
たほうがいいですね。高山家は，戦争に巻き込まれ
ていくわけです。１１のところで……。家族の話は後
でしましょう。
なぜアメリカかという話をちょっとしたいんです

けど，高山も血脇も早くから英語に近づいていま
す。血脇のほうが年齢的には早いですね。血脇は何
と１２歳から慶應の童子寮というのに入って，英語に

近づいてる。だけど高山についてアメリカと最初の
きっかけは，本当に命がけの接触なんです。
慶応４年１月３日に，鳥羽・伏見の戦いというの

が起きる。そうすると，幕府軍がほとんど向こうに
攻められて，負けて大阪へ逃げた。それと同時に明
治新政府は何をやったかというと，錦の御旗をこし
らえていて，これを包みに包んで，山陽道を密使が
持って運ばせるんです。運ばせて何をやるかという
と，岡山藩だとか広島藩だとかに与えて官軍にす
る。岡山や広島はもともと外様大名です。岡山藩池
田とか広島藩浅野というのは，幕府に思い入れがな
い。むしろ長州と仲よくしたくて，でした。高山や
磯田は，どっちかというと長州藩に近い藩内のグ
ループを形成しているわけです。幕府に対しては非
常に対抗するような意思を持っているので，このと
き師匠の磯田由道も１００人ばかりの兵士を連れて京
都方面に，まだ兵士が少ない新政府を護衛するため
に上京しました。場合によっては，旧幕府と交戦す
るためです。高山家も５００名ばかりの兵士の１人と
して，神戸付近まで進出したわけですね。
そうしたら，鳥羽・伏見からわずか８日後の１月

１１日，起きちゃいけない事件が起きたわけですね。
向こう側を，フランスの水兵が横切った。そのう
ち，相手がピストルをむけてきた。いきなり横から
異人がピストルをむけてきたもんですから，高山た
ち岡山藩家老，日置家の隊の隊長であった滝 善三
郎という人，この子孫は後に歯医者さんになってま
すけど，「鉄砲，鉄砲」と叫んだ。そうしたら，足
軽たちが発砲しちゃったんですよ。そうしたら，鉄
砲を撃たれたときにまわりにいたフランス軍やアメ
リカ海兵隊などが反撃しないわけはなくて，直ちに
アメリカ海兵隊などは，この田舎の小さなのんびり
とした，高山たちがいた５００人ばかりと戦闘状態に
入るわけですね。だけど両方とも相手を壊滅させる
つもりはないので，パンパン鉄砲を撃ち合うだけで
小競り合いに終わって，その日は両方ともが引き取
る形になりました。
ここで高山は初めて本当に，だから高山というの

は，実はアメリカ海兵隊と初めて戦った日本人なん
ですよ。これは，大抵の方は知らないだろうと思い
ますけど。アメリカと交戦した初めての兵士たち
は，この岡山藩の家老，日置家の率いていたわずか
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数百人の人たちなので。これは触れられないことな
んですけど，水川（秀海）さんというここの大学史に
詳しい方がよくご紹介してて，私とも話が合うんで
すが。彼も浜松に住んでいて，私も津波や地震の古
文書を探さなきゃと思って国立大学をやめまして，
今は静岡の文化芸術大学という県立の大学に勤めて
るもんですから，水川さんなんかとはお会いできる
ことが時々あるんですけども。水川先生も，このと
きにアメリカと戦って，アメリカの力を知ったんだ
とおっしゃってます。
岡山藩側でも，新式の銃に全く歯が立たないこと

がわかるわけですね。これは英語が重要だというこ
とになりまして，英語の教師を呼びまして，英語を
おまえたち学べといってやらしてみると，一番習得
が早かったのが高山先生でした。それで，身分はも
う本当に低いんだけれども，岡山藩英学教授補とい
うのになります。それが，表でいうと９番の履歴
書４）に書いてございますね。ここですね，アメリカ
に行って最新技術を持ってこれるきっかけを得たの
は，明治２年のこと。ですからもう本当に，海兵隊
と交戦した翌年です。
そのとき，神戸事件で滝 善三郎は責任をとらさ

れて，本人はほとんど責任がないだろうと思うんで
すけれども，列国公使の前で見事に腹を切って，あ
まりの残酷さにびっくりして，この「ハラキリ」と
いうのがすごく世界的に有名になるきっかけの一つ
になります。
もちろん家老の家臣団というと本当に小さい集団

ですから，知り合いですよ。高山は，いつも品がよ
くて人柄もよかった滝さんが死んじゃうというのを
見て，最初はやっぱり軍事や政治目的の留学を考え
たんじゃないかと思います。高山さんは，各藩から
文部省が留学生を募ったときに応募したら，やっぱ
り高山は岡山藩で一番英語ができるということだっ
たんでしょう，多分そういうことで選ばれました。
ところが文部省が，各藩１人みたいなその留学計画
をやめると言い出すわけです。多分，費用が高いか
ら無理であることがわかったんでしょうね。そうし
たらですね，どこからかお金が出てアメリカに行く
ことになる。
これも私は水川さんとよく話をするんですけど，

多分岡山藩池田家が出してるのではないかと。こん

な，２０俵何人扶持の高山が，自費でアメリカへ渡航
できるお金は持ってるはずがない。だから出せるの
は，主家の池田家しかない。だから恐らく帰ってき
たら岡山藩の軍事を他藩よりすぐれたものにする役
目をもって，高山が送り出されたのだろうと思いま
す。岡山藩は，もう本当に後塵を拝してるんです
よ。NHK大河ドラマ「八重の桜」というのがあり
ます。新式の銃を持っているところがいかに強いか
ということはあれを見ればよくわかると思います。
だからスペンサー銃を持っている薩摩藩や佐賀藩に
もう勝てないわけですね。勝てないから戊辰戦争時
に何をやらされたかというと，磯田とか高山たちは
後ろのほうですよ。例えば，東征大総督の本部の警
備とかね。それで，箱館戦争まで出さされたから，
非常に優良な銃と，訓練をした他藩を見て，もうい
かに自分たちが役に立たないかわかって帰ってく
る。だから岡山藩としてはやっぱり直接人間をアメ
リカに送って軍事技術を学ばせようとしました。政
府が取りやめた事業ならばこっそり私費で出して
と。恐らく高山は主家からお金をもらって留学した
のでしょう。これは公にはできない，政府がやめた
留学事業を私費でやるという話になるからと口どめ
されたから，生涯その留学費用の出先を語らずに
行ったんではないかと，私は思っています。
こういうふうに，明治というのは他人の学問や才

能を応援する，すてきな時代なんですね。これは，
今も学ぶべきだと思うんです。才能のある人間をね
たまないで支援するというのは，学問をやる際に本
当に重要です。
血脇さんは，野口英世の天才にひたすら奉仕しま

したね。大学史に詳しい方はご存じだと思うんです
けど，血脇さんというのは，野口英世と会ったとき
何に驚かされるかというと，また裏返してもらって
申しわけないですけれども，この１７番の史料です５）。
血脇さんは，野口英世がドイツ語を３カ月で習得

しちゃったのを見てもうびっくりするんですよ。野
口はエリザという女の人についてドイツ語を学んだ
ら，わずかに３カ月で「もうドイツ語はこれで卒業
だ」と豪語したというふうに，７行目ぐらいのとこ
ろに書いてあります。「實際君は辞書を繙て一語を
再び繰返す事をしなかつた」，１回見たら，もうす
ぐ覚えると。「君が眠る時は午前三時，起きるのは
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六時と定まつてゐた。更に驚くべきは」と書いて
あって，これ，野口さんが死んだときに血脇さんが
彼への哀惜の念を書いてるんですけど，非凡の天才
といって，もう天才だ，天才だと繰り返して書くん
ですよね。これは，偉業をなし遂げてからでしょう
けれど。野口英世という人は，非常に根気強い人
で，徹底的に努力の人でした。「幼少の時から夜は
三時間位しか眠らなかつたといふが，常に緊張して
ゐる人であつたと覚へています。愈々之をやるとな
ると一心不乱亂に何年かゝらうとも其の道中はどう
あらうとも構はぬ。如何なる苦難をも敢て避けない
といふのが君の本領である。而かも常に人には一歩
の譲りをなすの徳義を忘れませんでした。非凡の天
才が克く其威力を發揮したのも蓋し偶然でないと思
ふのであります」というふうに書いてて，血脇さん
はこの天才を見たときに，もう全財産この男に投げ
てやってもいいと思ったようですね。
だから野口英世を高山医学校で育てるために，高

山さんのところに行って血脇は言います。僕の給料
を上げてくれ。何でだ。いや，野口というのにやり
たいんですと。ほとんど７円上げてもらって６円分
を野口にあげ，自分は１円だけふやした。それでそ
の後もずっと１５円だとか，金の工面をしてやる。野
口が伊皿子坂をおりて，品川駅の向こう側にある遊
郭で遊んだときも，弁護をしますね。ほかのコバヤ
シという男が遊んだときは，あいつは能力もないの
に遊んでいるといかる。野口はものすごい勉強をし
ながら，全く怠らずに遊んでいるからあれはいいん
だと弁護する。男が男にほれ込むとどこまでもいき
ます。
血脇は野口英世というのが恐らく才能，学問，世

の中全体の宝だと思っていて，その才能に献身した
明治には才能をめでたり育てたりする精神がある。
大体，学者や頭がよい人間というのは，自分より
ちょっとできるやつがいると，うらやましがったり
ねたんだりして，それをもっと進めてやろうという
気持ちにならないもんですね。だけど血脇はちがい
ます。その反対です。自分よりすぐれた人がいたと
思ったらその人は世の中全体の宝，世界の宝だと
思って一生懸命世話をするのです。それは全然自分
の邪魔になることではなくて本当は自分のためにな
るんだけど，なかなか気づかない人が多いのです。

血脇は人格者でしたから，できた。この精神があっ
たから，恐らくこの学校はうまくいったんだと思う
んです。
もうそろそろ，１０分ぐらいで終わりにしないとい

けませんので。あともう一つ重要なのが，実学の精
神というものがあると。明治の実学精神。高山さん
はこうやって渡米します。２ページの１２の史料３）以
後のところで，渡米してからの様子を書いておきま
した。
慶應義塾に行って英学を学び直して，それで，そ

れから１３３）ですね，外国へ学ぶと。ところがこの時
代の武士たちは，外国へ行くのはほとんどが軍事か
政治なんですよ。鳩山元総理の曽祖父・鳩山和夫も
そうでした。大抵「少年子弟の頭脳は，一に政治的
方面にのみ傾倒せられ」，政治の議論ばかりしたが
る。ところが高山さんは，お菓子が好きだったんで
すよ。１４３）のところに挙げた「先生幼少より極めて
糖菓を好み，爲めに久しく」歯が痛い。「歯牙及び
歯齦を病み，之れを郷里・京都及東京」で医者に行
くんだけど，何の効果もない。それはそうですよ，
塩ナスビですから。
それでアメリカに行ったら，すてきなものに出会

うわけですね。アメリカにはもっとお菓子があっ
た。高山家は僕は思うんですけど，幼少のころから
お菓子が食べられただろうかと。あのうちは買える
だろうかと思うんですよね。多分高山家の履歴を
ちょっと見ればわかるんですけど，禄高が低く，貧
しい。ひょっとして，菓子を食わしたのはうちの家
じゃないかと思うんですよ。磯田家は，曲がりなり
にも１２０石あったんですよ。これも貧しいが，なん
とか菓子ぐらいは買える。だけど正直なところ，高
山家はめったに買えない極貧です。禄が低くて，そ
んなに菓子がいつもあったとは思えない。それで，
多分，うちなどへきて，学問修業のあい間に菓子を
出してもらって食べたかもしれない。先生を虫歯に
してしまったのは私のうちかもしれない。
で，高山家の様子をちょっと見ますと，これは一

番おもしろいのが高山の結婚です。高山先生という
のは帰国後に結婚するんですよ。ところが結婚する
ので，恋のさや当てをしたというのをちょっと紹介
しておきます。鳩山由紀夫さんの曽祖父，和夫，こ
れもアメリカへ留学して，岡山出身なんです。岡山
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の勝山藩という藩の出身。それで，彼は外交官を目
指してる。外交官に森山 茂というのがおりまし
て，これは目端のきく人で，今の竹島問題が起きる
はるか前，ロシアにとられちゃかなわないから，日
本と朝鮮の間に浮かんでる竹島の先にある鬱陵島，
あれに人間を遣わして開発して，ロシアにとられな
いようにするのが必要だなんて建議をした人がい
て。このぐらい目端がきいて英語もよくできるの
で，外交官をやめて元老院議官になって，外交族の
ボスに近い存在でした。
そうするとそこへ，アメリカへ行ってものすごい

秀才で，外交官として帰ってきた和夫は，その娘と
結婚したがったわけです。それで，森山家としては
和夫が婿かなというようなうわさが出てきてたとこ
ろで，どうせ俺の嫁になるよと鳩山さんは思ってい
たようなんですよ。だけど大抵恋愛って，後手のほ
うが強いでしょう。女の人，そうでしょう。自分を
後からやってきて奪ってくれる男のほうが，女には
何倍か魅力的に見える。
それで，どういうわけだか紀齋がこの松山の娘さ

んと結婚すると言い出して，この辺新聞記事にいっ
ぱい書いてあるようなんですけど。上側に大分お年
を召したときの愛子夫人の写真がありますが，かわ
いかったんですかね。この辺ちょっとこの写真では
わかりませんので，もしこれを鮮明な画像でみたい
方は，大学の『髙山紀齋先生小傳』の扉絵のところ
で見ていただければよく。この人と結婚するわけで
すね。
この弟さんが前の水道橋校舎をつくった，帝大の

助教授なんかをやってて，建築の教授をやっていた
森山松之助です。娘が生まれて，これが壽子さんと
いうんですかね。これは伊藤博文の懐刀で，外交官
から，朝鮮を日本が支配し始めたときにそこの外事
課長をやったりするような小松 緑という人と結婚
します。これは文筆の非常にすぐれた人で，話がお
もしろい人だったと思います。だけど後に不縁に
なったのか結婚が解消されて，壽子さんと小松との
間に生まれたお子さんは高山方にもどります。系図
に書いてあるとおりですね。
ざっと説明すれば，そういう家族なんですよ。私

もびっくりしましたね。鳩山さんのひいおじいさん
と紀齋先生が女性を争って，勝っているというの

が。紀齋さんはね，話はおもしろかったと書いてあ
りますね。秀才で将来性はあるかもしらんなとは思
うけれど，やっぱり人柄がいいですし，割に面長が
このころイケメン顔とされていた時代ですので，紀
齋さんの面長で品がいいところと，多分真面目そう
で実直な感じが好まれたのかなと，私は思います。
でもこのころの女性，皆さんはどうか知りませんけ
ど，お医者さんは時々嫌がられたというんですよ。
お医者さんはお金持ちが多かったので，結婚してか
ら遊ばれては困るというのが，明治女の一つの考え
として今日（こんにち）伝わっておりますね。とにか
く，高山先生は恋のさやあてで鳩山に勝った。
そんな余談はどうでもよいのでありまして，なぜ

アメリカかという話が済んで，もうそろそろ終わり
にしますね。
で，ところがみんなこれ，明治という時代は，実

は身分のしばりが外れたわけです。身分制度がなく
なったらどういうことかというと，みんな学問さえ
すれば，さっきの福沢諭吉ですけども，立身出世が
できる。それで学問が人間の貴賤を決めるんだとな
ると，すごいなと。殿様よりも高い官位になった
り，大金持ちになったり，江戸時代じゃ絶対にあり
得ないことが，学問さえすればできるんだとなった
ら，もう人間がほんとに勉強に対して本気になるわ
けです。
ところが武士たちは政治に関与するという意識が

強いもので，みんな１００の自称大臣，１０００の自称参
議になりたがるわけです。これを最後までやれば本
当に日本はだめな国になっていたはずなんですけれ
ども，そこはやっぱり武士の軍事集団の合理性があ
るんであって，実は実学も好きなんです。ここが，
中国や朝鮮で近代化が難しかったことと違います
ね。要するに士大夫と言われるようなインテリは，
『論語』だとかそういったものはやればいいんだけ
れども，例えば鉄道技術を専攻するとか，人の口を
がっとあけて，少々口臭もするのに中でかちかち
やって治してあげるというようなことをやってはい
けなかった。士大夫の族がやるもんではないという
思想が非常に強いんですね。これは，儒教のよくな
いところです。
だけど日本の場合は人まね儒教ですので，そんな

ことはない。軍人というのは合理的です。相撲取り
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も合理的です。私，日本相撲協会は不合理だと最初
思ってたんですけど，そうでもない。国技館の土俵
には相撲を見にくくする柱がないでしょう。あれ，
土俵の上に屋根が吊り下げられていますけど，合理
的だというふうに知人が言うんですよ。見にくかっ
たら，伝統の４本柱もすぐ取りのけるとかね。こう
いう柔軟性が，戦う集団には合理主義があります。
で，高山先生は，アメリカ人に説得される。そん

なにアメリカの歯医者がいいと思うんだったら，君
は日本に帰って歯科医学をつくればいいじゃない
か。だってあんたのようなことを言ってたら，１００
の自称大臣，１０００の自称参議が山ほどできて国が動
かなくなっちまうぞ。正論です。だけど歯科医にな
らぬかと言われたとき，高山はやっぱり「余は武士
なり」と，最初には言ってみたそうですね。でも，
この治療をしてもらったヴァンデンボルグという人
と話をしているうちに，やっぱり歯医者は重要だと
思い直した。
「議論より実を行え，なまけ武士，国の大事をよ

そにみる馬鹿」とは，幕末の動乱中で御所へ向かっ
て，蛤御門の事件を起こして突撃していった来島又
兵衛の言葉ですが，これは幕末の気風としてよくあ
ると思うんですね。議論より実を行うのが武士なん
だと。あと，国全体のことを考えるのが重要なんだ
ということがやっぱりあります。「余は武士なり」
と言ってはみたものの，アメリカにおいて実学で，
全地球上で最進歩しているのは歯医者だということ
はわかった。ならばその全地球上で最進歩している
ものを日本へ持って帰って，日本で全地球上で一番
進歩させるということをやるのが侍の道ではないか
と彼は思う。ここが，高山が武士から歯医者になっ
たというか，歯科教育者になった重要な局面です。
日本歯科医学史上の決定的場面であるといってい
い。
その様子がやっぱりいい文章でこの『髙山紀齋先

生小傳』に書かれているので，僕ここは非常にここ
が好きな箇所ですね。史料の１５番３）ぐらいかな。
で，高山は日本に帰ってきます。２ページの１５番あ
たりにその文章が出ています。
もう最後になりますので，１時間でちょうど終え

たいと思うんですけど，高山紀齋さんは，１８番の史
料６）のように明治の初年においては貴重な歯医者で

す。彼をおいて東京都内には，横浜まで行けば医者
は何人かいいのがいるんですけど，やはり名医なん
ですね。「都下歯科ニ於テ君ガ右ニ出ヅル者ナシ」
というふうに，明治１９年のころのお医者さんの名鑑
の中には出てきます。こう書いてあるんですね。
「日本独歩ノ歯科醫」であると。やっぱり独立独歩
の医者でした。つまり高山は，富士山のような存在
だと考えられていたわけです。自分でアメリカまで
行って，その技術を持って帰って，歯科技術におい
ては独立峰なんです。その技術を分け与えてくれる
ということがありまして，そこが偉い。
ただ，どうして彼がこんなに立派な存在になった

のか。それはここにこの人の性格が書いてありま
す。毎日本当に決まった時間に寝起きして，生活が
しっかりしている上に，「君ノ限界，尚ホ高遠ノ處
ニ在リ之ヲ以テ自ラ足レリト爲サズ」と書いてあっ
て，要するに生涯自分の医療の進歩の努力をやめな
いんですね。そうなんです，これが重要なんです
ね。お医者さんというのはそれなりにお金の入って
くる仕事なので，昔習った技術でずっとやろうとす
ればできなくはないんですよ。高山のすごいところ
は，生涯技術を向上させようというふうに言ってい
ました。こういう先生の背中を見たら弟子も頑張る
はずです。高山さんの姿を見て，生涯自分の医療の
進歩の努力をやめない弟子たちが育って，それでこ
の学校がこれまで発展してきました。このよい学風
は今後も皆様で，大切にしていかれると，よいと思
います。
ということでお時間が来ました。ありがとうござ

いました。
―了―
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