
　先日2月24日の山陽新聞の朝刊に、この「方谷新聞」
が紹介されました。これも援助してくれた皆様、制作を
手伝ってくれている皆様、広告などで応援してくれて
いる皆様、そして何よりもこの新聞を読んで頂いてい
る皆様のおかげであると感謝しております。　　　
　今後も、なるべく長く「方谷新聞」をお届けできるよ
うにこれからも頑張りたいと思いますので、引き続き
応援をよろしくお願いいたします。　　　　　　　　
　さて、ここで改めまして、「方谷新聞」のコンセプトを
皆さんにお知らせしてきたいと思いますので、4 号の
一面をお借りして、お話しさせて頂きたいと思います。
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借金３００億円をわずか７年で３００億円の蓄財に変えた
「備 中 聖 人」と 称 さ れ た 山 田 方 谷 を 学 べ る 新 聞 で す。

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

　国民の多くが自立していながらも漠然とした不安を持ち、そ
して混沌とした状況にある現在、今こそ「平和」を愛し、またそ
れを実践しながら経済の発展を成し遂げ、多くの人を心まで豊
かにした山田方谷の思想が、日本には必要ではないかと思いま
す。これは政治だけではなく、国民一人一人が共有すべきこと
ではないかと思ってるのです。　　　　　　　　　　　　　　
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　しかし、残念ながら山田方谷に関しては、あま
り知名度が無く、また知られていないというこ
とが大きな問題ではないでしょうか。　　　　
そこで、新聞という形で、多くの人に知って頂
き、また興味を持ってもらって、自分で調べても
らうための「契機」となるために、本紙送りたい
と思っております。　　　　　　　　　　　　
　そのためには本紙は読み捨ててもらって構い
ません。その中で次の人が暇な時に見てくれれ
ばよいと思っております。逆に、一部の人の自己
満足や、研究対象としてだけの存在で、その人間
性などを感じない書ではよくないと思います。
　そこで思い切って、語弊や誤解を恐れずに、な
るべく簡単に、そしてわかりやすい「山田方谷」
を伝えてゆけたらと思って編集しています。
　専門的な研究は、皆様にお任せし、本紙は笑っ
て読み飛ばせる入門新聞として存在したいと
思っております。　　　　　　　　　　　　　
　ご理解頂き、今後も「高校生がみんな知ってい
る山田方谷」を目指して精一杯頑張りたいと　
思います。　　　　　　　　　　　　　　　　

　大河ドラマ「青天を衝け」から目が離せない。

何と第二話、尾高新五郎のところで剣術を習う

渋沢栄一。その道場の床の間に「心即理」の文字

が大きく書かれているではないか。　　　　　

つ

　心即理は、陽明学の中心的な言葉の一つで思うことの中にこそ宇宙の心理

があるというもの。後に三島中洲に習う「山田方谷流の藩政改革の極意」の中

に、この考え方があるのだが、それを栄一が幼いころから慣れ親しんでいたと

いうことにつながる。後の経営や考え方の基本につながる伏線として陽明

学が出てくるということになると期待が膨らむ。現在経営を立て直す人の

多くが、この考え方になればきっと渋沢栄一のドラマを通じて山田方谷の

考え方が浸透してゆくに違いないと確信できるワンシーンであった。

　今後このようなところも見逃さずに、渋沢栄一の成長を見届けよう。
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　今年、令和3年の2月 21日は、山田方谷の217回
目の誕生に当たる日です。2 年前の 215 回目の誕生日
に合わせて開館したのが、高梁市の「山田方谷記念館」
になります。いうなれば、山田方谷記念館は 2歳。皆さ
んに親しまれてこれから祈念館も様々な成長を遂げる
ことと思いますが、まだ「幼少」ということを受けまし
て、「山田家伝来の史料展」として、4月 9日まで「方谷
幼少期の書」の特別展示をしております。　　　　　　
　山田方谷記念館のホームページによると、山田方谷
4歳の時の書で「竹虎」と書いたもの、もう一つは5歳
の時の書で「徳不孤」と書いたもの、いずれも花押や烙
印の代わりに、子供らしく、方谷のものと思われる手形
が付されており、方谷の幼名である「阿璘」の署名も残
されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　山田方谷は 5歳の時から新見藩の思誠館で丸川松隠
の下で学ぶようになっていることから、「竹虎」は母の
梶によって手ほどきを受けたものかもしれません。そ
のように考えると方谷の父母の方谷への期待が感じ取
れるのかもしれません。方谷の母である梶は、この文字
を見てどのようなことを思ったのでしょうか。　　　

のびのびとした文字の先に、きっと将来の方谷の活躍が
見えていたこと思います。　また「徳不孤」とは、論語・
里仁篇にある言葉で、「徳不孤　必有隣」というもので
す。これは「徳は孤ならず　必ず隣有り」と読み、「徳のあ
る人（人格者）は孤立することなく、必ず共鳴者、理解者
が現れるものである」というような意味であるといわれ
ています。東京などにある書店「有隣堂」は、この言葉か
ら書店の名前をとったといわれています。五歳で丸川松
隠先生の下で、しっかりと論語を学び、そして徳のある人
とはどんな人物なのかということを学んでいたというこ
とが、この書から読み取れるのではないでしょうか。
　展示場には、子供のころの山田方谷と手の大気さを比
べるコーナーもあり、子供が気がるに山田方谷に親しむ
ことができるように工夫されています。　　　　　　　
　コロナウイルス禍の中、家の中でゆっくりと心を落ち
着けて書をしたためるような時間があってもよいかも
しれません。また大人になった我々も自分たちが 4歳や
5歳のころを思い出して、このようなことを書いていた
か、論語などを学んでたかなどを懐かしんでみても良い
かもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　

架空政談特集
方谷ならどうする

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

山田方谷記念館会館 � 周年特別展

　現代に山田方谷
が生きていたらど
うなっていたかと
いうことを想像し
て楽しむコーナー。

今回はミャンマーの軍事クーデターです。　　　　　　　　　
　軍事クーデターとは軍隊や武士が、その政権に不満で転覆を
はかるということになりますから、本来不満のない政治をして
いれば起きないはずです。ですから山田方谷の政治ならばそう
はならなかったでしょう。しかし、山田方谷も藩論が真っ二つ
に割れたことがありました。それは、戊辰戦争で降伏を迫られ
た時です。このとき山田方谷は、主君板倉勝静から戴いた脇差
をかざし、藩論をまとめます。　　　　　　　　　　　　　　

方谷幼少期の書

　　山田方谷といえば、学問で政治をしたイメージがありま
すが、いざという時には命を懸けて説得するという武士とし
ての覚悟があったのではないでしょうか。主君の「権威」そし
て理を解く「学問」そのうえで、命を大切にする「情熱」そして聞
き入れられなければ命を捨てる「覚悟」。これらがそろえば、説
得できない人などはいません。きっと備中松山城の無血開城
もこのようにしてまとめ上げたのではないでしょうか。　　
　では現在のミャンマーはどうでしょうか。武をもって民を
従えるは下策といいますが、止むにやまれないとはいえ、とて
も徳のあるやり方とは思えません。少なくとも、現況を取り除
いた後に徳を示すことはできなかったのでしょうか。　　　
　もちろんミャンマーと日本は環境も違いますが、クーデ
ターになるのは、何かが足りないのかもしれません。　　　　
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結びゆべし

　　　　　

　昭和 3年（1927 年）、まだ鉄道が国営で、鉄道省が管理し
ていたころの話。国鉄伯備線開通時に、鉄道省はこの地に駅
を設け、地名から「西方」「長瀬」または「中井」という駅名にし
ようと考えていた。しかし、この駅の設置された土地が、「備
中聖人」といわれた山田方谷の住んでいた長瀬塾の跡地で
あったために、地元の人は何とか「方谷」という名前を残した
いというように陳情したのである。　当時は田中義一内閣で
昭和二年の恐慌への対策を兼ねて、鉄道投資が積極的に行わ
れており、時の鉄道大臣小川平吉が、後に収賄で検挙される
ほどの鉄道投資が行われていた。また産業の発展のためには
地元の協力も必要であり、陳情を断ることもよくないとされ
た。また、前原一誠の下で萩の乱に参加経験があるなど、吉田
松陰の松下村塾に縁のある田中義一にとって、山田方谷は無
視できない名前であった。　そこで、当時の鉄道省の規定で
ある「地名をとって駅名とする」という原則を曲げず「西方の
谷の駅」ということで、あくまでも地名由来の「方谷駅」と名
づけられた。実質的に当時唯一の人名由来の駅となったので
ある。　この地にあった長瀬塾は、山田方谷が備中松山藩の
元締役を退いた後の安政 6年（1859 年）、方谷 55歳の時、

自らの示した土着政策を実践するために、自ら松山城下を
離れこの地に移住し川向の水山を開墾しながら、地元に
人々や志ある人に、学問を教えていたのである。　この地
に移住したすぐ後には、長岡藩で藩政改革をし、後に北越戦
争で名を馳せた河井継之助が山田方谷の下で学んでいる。誰
にも頭を下げなかった河井継之助が、ここで山田方谷に学ん
だことで、様々なことに開眼したのである。司馬遼太郎の「峠」
では、河井継之助が土下座をしてお礼をしたというように書
かれている。この別離の際に山田方谷が河井継之助に持たせ
た王陽明全集に書かれた言葉が、有名な「至誠惻怛」である。
何よりも河井継之助が学んだこと、そして生涯忘れなかっ
たことが、その一言に凝縮されているのではなかったか。
　明治維新で松山城を無血開城した後、山田方谷は政治の
第一線から身を引き、地元の子供たちにこの地で学問を教
えるようになった。山田方谷に学びたい人は後を絶たず、
明治 2年に小坂部に移転するときには、塾舎が 6棟も建っ
ていたという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　尚、小坂部に移った後は、この地の塾は息子の耕蔵が継
ぎ、発展していた。　　　　　　　　　　　　　　　　　

方谷
グルメ

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

　備中地方の郷土芸能である「備中神楽」は、旧来の荒神
神楽に高梁市出身の神官で国学者の西林国橋が文化・文
政年間、神代神楽を加えて完成された神楽で、重要無形民
俗文化財に指定されている。　これは古来より荒神に対
する神楽という「神事」に、町人文化とされる化政文化の
中、能や狂言を取り入れて、神職以外の人々が楽しめるよ
うにした神楽である。特に、茶利である松尾大明神と太鼓
奏者との漫才のような掛け合いが独特で面白く、現在で
も成羽町や高梁市内には、複数の備中神楽の団体が活動

している。また、横溝正史の「八つ墓村」の映画などでも
使われ、最近では高梁市出身の漫才師「東京ホテイソ
ン」がテレビなどでその芸の一部を披露している。　　
　この備中神楽のお面をモチーフにした和菓子が、「神
楽面最中」である。　最中は、備中神楽に登場するスサ
ノオノミコト、クシナダヒメ、オオクニヌシノミコトの
主要な三柱の神様にくわえ、ヤマタノオロチをかた
どった四種類のお面をかたどった最中となっている。
　普通の最中よりも少し大きめで、そのお面の表情な
どが楽しめるように工夫され、お面の細かいところま
で、精巧に作られている。かなり食べ応えがあり、また、
備中地方の文化や地域性を表したお菓子であるので、
お土産には最適な一品となっている。　　　　　　　

もちろん、北海道産の小豆を使ったあん
この味も最高であり、前回紹介した高梁
宇治茶によく合うことは間違いがない。
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　後に「神のような人」とラフカディオ・ハーンに讃えられ
たのが、会津藩士・秋月悌次郎である。この人物も山田方谷
と交流のあった一人である。　　　　　　　　　　　　
　丸山胤道の次男として若松城下に生まれた悌次郎は、長男
が丸山家を継いだため別性として秋月家を襲名し、藩校・日
新館に学び、南摩綱紀とともに秀才として知られた。その後、
天保13年（1842年）に江戸に遊学し、私塾や昌平黌などで
学び、また薩摩・長州など諸国で遊学している。
　藩主松平容保の側近として仕え、安政六年（1859 年）、
時代がかなり激しく動いていると考えた松だいた容保は、
昌平黌で学んだことから全国に学友がいることや、薩摩や
聴衆を知っていることから、悌次郎に「中国、四国、九州の
諸藩をまわり状況を報告せよ」と藩命を伝え、悌次郎は旅
立ったのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　備中松山藩で悌次郎が頼ったのは、昌平黌の佐藤一斎の私
塾で有名であった山田方谷であった。ちょうど山田方谷が判
明で江戸に行っているところであったので、備中松山の文武
宿「花屋」で宿をとっているときに出会うのが、やはり山田方
谷に弟子入りしようとして松山まで来た越後長岡藩の河井
継之助である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　その後河井継之助が九州を遊学する際も何度か一緒に
なっている。何かというと女遊びをする河井継之助に対し、
まったく遊ばず常に本を読んでいる悌次郎はかなり対照的
であったという。真逆の性格であったために、仲が良かった
のかもしれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　秋月悌次郎は山田方谷について「その人となり素朴で偉ぶ
らず一見田舎の老人のようであったが、藩主が時事について
問うと弁舌さわやかで、その意見は物事の急所をついている。

その中で一番感じたのは、布帛や米穀はもちろん茄子や胡瓜
の時価まで挙げて意見を述べる。それにより方谷は実務に精
通した偉人だという事を知った。」と語っている。つまりその
ような方谷の政治を間近で見ていたものと思われる。　　　
　悌次郎はこの遊学から薩摩藩と繋がり、8月18日の政変
では実質的指導者として活躍した。しかし、明治維新後終身
刑となり、明治五年に特赦によって許される。　その後教育
者を志し、ラフカディオ・ハーンと同僚として教鞭をとっ
ている。これも山田方谷の影響かもしれない。　　　　　　
　明治 33 年 75 歳で逝去。　　　　　　　　　　　　　　

　儒学というのは、物事の本質を知り、その本質に適合した政治を行うこと
が、本来の王の仕事であるということを学ぶ学問である。そもそも、王や皇帝
というのは、神からこの世の統治を任された人であり、本来は神と同様に物事
の真理を知っていなければならないはずなのだが、しかし、真理を知らない人
が多いのでなかなか世の中が治まらないで戦乱が起きてしまうのである。　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　さて、その儒学を解釈するのに、朱熹という人が解釈をし、その朱熹の解釈
を「それは間違えている」としたのが、王陽明という人物である。　　　　　
　では朱熹はどういったのであろうか。朱熹は、物事の真理はすべて一つの秩
序によって成り立っているとしている。物事はすべてその秩序によって成り
立っているのだから、物事をよく勉強すれば秩序がわかる。そして、その秩序
が人間の真理に通じるものだ、と解釈したのだ。　　　　　　　　　　　　

　人間も本来は秩序に従って生きなければならないのに、
秩序とは異なる感情に従って生きてしまうために、秩序を
乱すのだ。だから人間はよく学んでから行動しなければな
らないとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　しかし、この考え方を間違えているとしたのが、王陽明
なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　人間には生まれながらにして困っている人を助けたり
する道徳心があり、それは秩序を学ぶ前から発揮する。　
　つまり、人間は生まれながらにして道徳心があり、その
生まれながらの道徳心に従えば、宇宙の心理や秩序に従っ
た行動になるはずであるとしたのだ。　　　　　　　　　
　日本の陽明学者である大塩平八郎は、この心即理に従い
天保の飢饉で目の前で基金で倒れている人を助けようと、
米問屋や奉行所を襲撃する計画を立てた。これが大塩平八
郎の乱ということになる。　　　　　　　　　　　　　　
　この大塩平八郎の乱に学び、「生まれながらの心なら良い
が、欲や社会の穢れで汚れた心では道を誤る」として、研ぎ
澄ませた心を求めたのが山田方谷なのである。
　同じ「心」を語っているが、その心の種類が違うのである。

「心即理」

私達は、
方谷の大河ドラマ化を
希望しています！

基礎から学ぶ
山田方谷


