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まえがき 
　数年前、私が亀岡で、合宿というものにはじめて参加したのが、藤本との初対面であった。ある朝、洗面
所でふたりきりになったことがある。何かエスペラントで話しかけてくるにちがいないと、私は少々身構え
た気持ちになった。これは、地方にいて、あまりエスペラントで話す機会のないものには、共通で、当然の
ことであろう。一応弁解しておく。 
　で、その時、先ず彼の言ったのが、「Donu al mi iom da dentopasto」。これが、私の曲ったへそに大
へん気に入って、「おれ、お前」と現実には言わないけれど、まあ似たような縁のつながりが、できたわけ
である。 
　日本語は、おかあちゃんのおなかの中にいる時から、もし聞こえるものとするなら、聞き、そしてやがて
は話すことになって、文法はどうだとか、合宿に出るとか、そんなユウチョウなことをやるひまも、必要も
ないのである。エスペラントは、しかし、今の段階ではそうはいかない。学んでものにするという宿命みた
いなものがあり、年令にしても、親に口答えのひとつもしようか、恋人を口説いてみようか、というころか
らが、普通のようである。従って、どうしてもリクツっぽくなりがちである。だまってついて行くのは、せ
いぜい「三宅読本」の期間くらいであろう。 
　何も勉強だから、それはそれとして、結構なことだが、リクツのならべ方にも、いろいろあって、面白い。
やたらに熟語をならべる論文調、世間話でもするように、くだげた調子のもの、などなど。これは、その人
その人のスタイルであって、とやかく言うこともない。好むか、好まぬかも、また読む人、聞く人の勝手で
あって、問題は中味にあると言えるだろう。 
　藤本のスタイルは、どちらかと言えば、カミシモをぬいだ、あるいはそんなものは前から、身につけてい
ないのかも知れないが、「歯磨少しちょうだい」という風な、気取りのなさに、個性的なものがある、と私
は思う。気取りのなさも、気取りの一種と、言って言えないこともないが、そんなことまでセンサクしてい
ては、際限がない。どうせ、コトバというものは不自由なものだから、もやもやとしたところは、もやもや
とさせておいて、「どうだ、わかった？」と、ニヤニヤしているようなところがある。自分の引いた設計図
に、キチンと相手を押し込めようとするから、コップの中で、ゴチャゴチャやることになる、つまらん、と
思っているのかも知れない。 
　次に、もう一度「歯磨」の話だが、この一事をもって、用意が悪い、と彼をきめつけるのは、性急にすぎ
る。第何回かの日本大会で、スイ星のように、は大げさにしても、突然のように現われて、雄弁で人々を驚
かしたと、人づてに聞いたことがある。が、それには、やはり、何年間かの用意と、努力が必要だったはず
である。「歯磨」は、折り悪しく切れていて、気付かなかっただけで、それ以上に「こだわる」必要は、毛
頭ない。 
　天才は努力であり、才能とは結果が決めるものであって、才能がないからと逃げるのや、天才ではないか
らと、努力しようとしないのは、男らしく、あるいは女らしくない、というのが、負け惜しみくさいけれど、
私の持論である。努力とは仕事に通じる。 
　エスペラントといえども、要するに、仕事である。見えるもの、掴めるものとは限らないとしても、結局
は、仕事だと思う。そしてこの一巻は、藤本の、これまでの仕事についての、「中間報告」である、と言っ
ていいと思う。「中間」というのは、ひとつの仕事に打ち込めば、それは、生を終わるまで「中間」である、
という意味も込めてのことである。 
　ともあれ、何事も「興味の問題」であろう。気の向いた時、気の向いたところから、寝ころんで、ガムで
も噛みながら、読んでいただければありがたい、と藤本は思っているはずである。 

1967年10月17日 
上山政夫 
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　いままで、いくつかの雑誌に発表してきたものと、こんど、あたらしく書いたものをあわせて、一冊になっ
たのが、この本の内容である。 
　一応、五章にわけ、それらしい題名をつけてあるが、なにがどこにあるかは、いいかげんな配列による。
各章の長短も、まちまちである。 
　期間は、ほぼ十年にわたっている。発表誌が書いてないのは「かきおろし」ということになる。タンカあ
り、泣きごとありで、文にも統一なく、雑然としている。製作進行中、内容外観とも、何度も変更した。 
　収録できなかったものにも、未練はあるが、しかし、不満はのこったほうが、いいらしい。 

本書の企画と提供：坪田幸紀 

I. 言語の問題 
― 人間共通語の存在要求 ― 

エスペラントピア 
はじめに 

　このところ、コンピュータというものが話題になり、コンピュートピアという新語まで現れてきている。
そこで、この用法をかりて、これから、エスペラントピアというものについて、考えてみることにしたい。 

　日本とかイギリスというのと、同じ意味では、エスペラント国という国家は、世界のどこをさがしても、
見つからない。けれども、なにか、それを国というコトバで言わなければ、ひとにわかってもらうことので
きないような、あるものが、やはり存在しているのである。 
　ただ、現実には、たとえば、国際連合に加盟できるようなものを、国と呼ぶものとすれば、エスペラント
のそれを、国とは言えないと思う。しかし、何かが、ハッキリとある。 
　わたしは、それを、ここでは、エスペラントピアと名づけたいのだ。ユートピア、コンピュートピア、エ
スペラントピア。これらは、いずれも、ないような、あるような、とにかく、人間の精神と、きわめて密接
な関係のある何かであり、すくなくとも、ある種の人間たちにとっては、無関心ではおれないもの、なので
ある。 
　ユートピアと、コンピュートピアについては、それぞれ文献もあることだし、そちらで見ていただくこと
にして、わたしは、もっぱらエスペラントピアのことを語ることにしたいと思う。 

ことばの問題 
　エスペラントピアとは、世間では「国際語」として知られている（はずの･･････）言葉を、公用共通語と
している社会のことである。ふつうには、国際社会と言ったら、理解しやすいだろう。しかし、この表現
は、まず、国家というものを、ことの中心におき、その国と国同士のなかにあるもの、という前提があって
初めて、納得できるものである。 
　もし、世界を中心に考え、その世界社会の共通語として、エスペラントを見たとしたら、それは、もはや
「国際語」ではなく、日本語が日本の国内共通語をさすように、エスペラントは、世界内の、ここでいうエ
スペラントピア内の、共通語を意味するはずである。 
　ことばの問題は、とりあつかうのが、非常にむずかしい。その点、教育問題と似たところがある。人間
は、だれでも、生まれてから死ぬまで、ひろい意味では、言葉および教育の問題と無関係には、すごせない
ものである。ひとは、なにかの学問について、自分が何も知らず、シロウトだと思っているかぎり、専門家
に対しては口出しはしないものだが、自分にも関係がある問題になると、だまってはいないようだ。ことば
は、だれでも、専門家でなくても、日常つかっているものだし、ふつうの人間なら、結婚して子どもができ
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たら、教育というのが問題になってくる。似ている、と言ったのは、そういう、だれにも関係があり、みん
なに発言できそうに思える問題、という点なのである。 
　そこで、ひとびとは、深く考えることがなくても、言葉とか教育については、だれでも「一家言をもって
いる」ことになる。教育一般のことは、しかし、あまりにも問題が大きすぎるから、ここで論ずることはで
きない。 
　もちろん、言葉といっても、言語一般となると、これまた、大変なものだから、わたしの関心は、エスペ
ラントピアの言葉、俗にいう国際語エスペラントに、しぼられてくる。 
　わたしにとっては、エスペラントは自明のことがらであり、くだくだしく述べるまでもない問題だが、ふ
つうは、そうはいかない。わたしの関心は、なんとかして、ほかのひとにとっても、エスペラントがそうな
るようにしたい、ということにある。この世に、エスペラントが、すくなくとも80年まえから、存在しつづ
けてきていることを、知らせたいのである。それは、単に存在理由をのべるというより、エスペラントの存
在要求といったものになることだろう。 
　そのためには、エスペラントのことだけを論じても、納得しにくいと思うから、ほかのコトバのことも、
引きあいに出してくるつもりだ。ことばの問題は、むずかしいけれど、人間である以上、これを、さけて通
ることはできない。 
　ところで、わたしがエスペラントを勉強しはじめてから、ちょうど満14年になり、そろそろ15年目にはい
ろうとしている。あるときは、自分は、この言語の学習者として、非常に熱心な人間だと思ったこともある
が、ほかの「同志」たちを知るようになって、上には上がある、つまり、わたしなどは、とても熱心だとは
いえないほど、ほんとうに熱心なひとたちが、たくさんいることが、年月がたつほど、わかってきている。 
　それにしても、熱心の程度は別として、この問題については、14年間にわたって、いろいろ感ずることや
考えることがあったので、意見はもっているのである。 
　ただ、わたしには、言いたいことを、理路整然と、論文にして書くという技術がないから、果してどうな
ることやら。 

わからない学者たち 
　名まえはあげないが、高名な英語学者で、エスペラントについて、マトはずれの発言をしているものが、
あった。名まえを出さないのは、そんなことを言うのは、ひとりではないし、名まえを出せば、引用したり、
めんどうだからで、遠慮ではない。 
　わたしは、その人たちの、たとえば、英語学者としての、実力のほどは、知らない。けれども、それが偉
大なものであっても、エスペラントについて、いいかげんなことしか言えないところを見ると、すくなくと
も、その一点では、つまらない学者だと思っている。言語の研究にたずさわっていながら、「エスペラント
は人工語、だから文化がない、ニュアンスが出せない、だからダメ･･････」という程度の、だれでも思いつ
くような、シロウトの考える意見しか出てこないようでは、英語の何を研究しておられるのやら、あやしい
ものだというほかはない。 
　これが、コトバとは、直接の関係がない学問の専門家なら、まあ、許せる。かりにも、英語という、自分
の国語でない言語を勉強し、大きな辞書まで作るほどの人なら、もうすこは、人間の言語とは何か、文化と
はなにか、という問題については、正当の理解ができていそうなものなのに、それがないのだ。 
　英語は自然語だ、伝統文化がある、エスペラントは人工語だ、文化がない歴史がない！そう思いこんでい
る。その安心感だけを頼りにして、ものを言っている。学問的に研究した結果ではない。シロウトなら、そ
れでもいい。専門家なのだから、骨がおれる話だ。 
　しかし、世間の人は、そんなにエライ学者が言われることなら、エスペラントとは、いかにもダメなもの
にちがいない、そう思ってしまうだろう。まことに迷惑するばかりだ。 
　わたしは、そんな人たちがいなければ、わざわざ、こんなことまで書く必要もないのだが、「エスペラン
トには文化がない、だから･･････」という程度のことをいう学者たちが、あとをたたないので、ムダでもい
い、言っておかなければ･･････と思って、言うのである。 
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橋の下にも人は住める 
　橋は、人や物を、向うへ渡すためにある。実用的には、それで用はたりているわけだ。ところが、橋から
のながめ、ということもある。橋の上に、しばしたたずんで、川面なんかに目をやり、思いにふける、とい
うやつだ。 
　橋は、渡るために役立ち、その上に立ってながめることもできるが、さらに、その下に住むことも可能な
のである。つまり、物の用途は、ひとつには限られていない、ということがいえる。 
　ところで、エスペラントは、現にある諸国語にとってかわるのではなく、世界の各人民たちの意志の疎通
をはかって、異国語諸国民のあいだにかける、かけ橋なのだ、橋わたしをする言葉なのだ、といわれてきた。
たとえば、日本語で書かれたものを、英語に訳するように、エスペラントに訳する、つまり、ある文化を他
の文化をもつ人たちに紹介するために、橋わたしをするために、訳して知らせる、というわけだ。 
　これは、国とか民族を中心に考えれば、もっともな意見である。国のあいだ、異民族語のあいだをつなぐ
もの、橋のようなもの、国際語、ということになる。 
　もし、村にたとえて、日本村からアメリカ村へかける橋、ということで言えば、この両村には、それぞれ
の伝統文化があるはずだから、そのままでは、文化の交流ができない。そこで、橋をかけて（＝ホンヤクを
して）どちらも、向うの村へ渡る、それだけを目的とすれば、日本村のコトバなり、アメリカ村のコトバな
り、このみの橋をかけて、おたがいに文化をとりいれたら、それでいいわけだ。 
　ところが、日本村は、アメリカ村だけでなく、韓国村から中国村、ソ連村など、あらゆる村と接している
のだから、アメリカ橋一本ではたりない。それで、それぞれの村に通じる橋をかけて、村々との交流をは
かってきた、というのが、これまでの実情である。もちろん、橋というのは、それぞれのコトバのことであ
る。 
　さて、いま例にあげたのとならんで、エスペラント村があり、日本村から、そこへ橋―エスペラント橋を
かけて、エスペラント村の伝統文化と交流をはかる、というのではない。 
　そこをまちがってはならぬ。 
　いま、村ということばを使って話をした日本とか中国とかいう「国」と、同じ意味、同じ次元で考えるか
ら、エスペラントに、そういう「村固有の文化」を求めるから、それがない、といっているにすぎない。も
ともと、ないものを、さがしたところで、見つからないのである。 
　橋をわたれば、自分の村と同じような（つまり、村ということでは、同じような……）エスペラント村が
あるかと思って、さっさと橋を渡ったところ、向う岸には村らしいものがない、サバクみたいなものしかな
い、ダメだ……というようなもので、見当ちがいなのである。 
　村と村をつなぐのに、それぞれ別の橋（すなわち、コトバ）をかけていては、不便だから、万能の橋、つ
まり、万国共通の言葉のかけ橋をかけよう、というのが、エスペラントの目的だとすれば、目的は通過する
ことにある、といってよい。日本村から、アメリカ村へもソ連村へも、どこの村へも、この橋ひとつさえか
かっていれば、楽に渡れる、というのなら、目的は、好きな村へ渡って、そこの文化に接するなり、わが村
へそれを持って帰るなり、とにかく、中心は村の文化にある。 
　そういうものなら、エスペラント村というのはないのだから、自分の村にあるのと同じような村文化があ
ると思うのは、マチガイである。 
　さきほどのべた学者たちというのは、まずこの点にたいする理解がない。 
　さて、それでは、中心は村にある、とすれば、そこへ至る橋そのものは、村とはいえないのだから、「か
け橋」と名のるエスペラントなる橋をみて、「あれは村ではない、あの橋には、村としての伝統文化がない」
というのは、あたりまえのことであり、橋の存在価値を否定したことにはならない。 
　それなのに、エスペラント橋は村ではない、という言葉で、エスペラントのダメなことの理由は充分つく
されたと思って、安心していられる、というのは、どうも理解できない。 
　それに、川にかかっている橋は、村の土地に接しているのだし、この点だけから見ても、一考の余地はあ
るはずだ。 
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橋の役割 
　さて、エスペラントは国際語である、というとき、それは、あくまでも世界の中心は国であり、その文化、
その伝統こそが、価値あるものである、と考えるかぎりは、その言い方は正しい、といえるのである。つま
り、それらの国々の文化を交流するのに、各国語によるもののほかに、国際語という橋をかけ、渡りやすく
する、という意味では、正しいのである。しかも、さきほどの例でいうと、橋は村ではないのだから、橋に
村の伝統文化そのものがないのは当然であり、橋は橋で、自分さえあれば、村はいらない、橋なる自分が村
にとってかわる、とは言っていないのである。 
　それと同時に、村のほうでも、橋には、村と同じ伝統文化がないから、あれはダメだ、無用なものである、
というべきではない。 
　ひとびとは、エスペラントに対して、結局、いまのたとえでいうと、エスペラントは橋だというが、ちっ
とも村の伝統がないではないか、あれは村ではないのだから、ダメである、といっているにすぎない。村で
ないものを村でないと言っている、それだけのことである。 
　橋は村ではない。しかし、それは、だから橋には何の伝統もない、というこではない。橋には橋の文化が
あるのだ。 
　もちろん、くりかえして言うが、国際語というときのエスペラントには、これを流通の手段、かけ橋とし
て交流すべき民族文化とか国の伝統というのはないし、また、あってはならないものである。したがって、
エスペラントにそれがないと言って、それで非難したつもりの人は、じっさいには、国際語としてのエスペ
ラントを、かえってホメたことになっているのである。 
　けれども、それは、橋は渡るためにあるものだ、というふうに、目的を限定してしまったときの話で、あ
くまで、その用途は渡ることにある、としたばあいの「かけ橋エスペラント」のことである。 
　はじめに言ったように、橋には、別の使い方もある。その上から、水の流れをながめることもできる。恋
人同士が愛をかたることもできる。しかも、橋の下には、人間が住むこともできるのである。 
　橋には橋の……というのは、そういうことである。 
　エスペラントには、さきほどから言っている、村としての伝統文化はないが、橋としてのそれは、独特の
ものがある。この伝統文化には、村のそれとはちがった、固有の価値があるし、橋に存在価値があるよう
に、エスペラントにも、それはある、というのが、わたしの主張するところである。 

　エスペラントは、単なるコトバである、という説は、「橋を渡るときは、わき見をしないで、川の流れを
みないで、ただひたすらに渡れ」といっているように、わたしには思われる。橋には、もちろん、そういう
役割もある。けれども、それ以外にも、橋の使い方があるのは、すでにのべたとおりである。 

　ところで、いずれにしても、これまでは、エスペラントの橋としての役割について、書いてきた。それは
それで、いいのだが、次に、それでは、ここにいう橋とは、いったい何をさしているのか、別の面から説明
したいと思う。 

人間の世界 
　エスペラントの橋は、もちろん、木やコンクリートで出来たものではない。さきほどから、川の流れと
か、橋の下にも人が住む、とか言ってきたので、どうしても、具体的な橋のことを思われたかも知れないが、
この橋は、川にかかっているのではない。 
　橋とはいっても、それは、さきほどからのたとえで言うと、日本村や韓国村から、どこか、よその村へ渡
ろうとして、川岸までやってこなければ、わたれない、というものではない。どこの村にいても、あなたや
わたしが、居ながらにして、かけわたすことのできる、いわば虹の橋、個人と個人をつなぐ、心の橋である。 
　エスペラントの伝統とか文化とかいうのは、世界の空にかかった虹の橋を見ることのできるものなら、ど
この村に住んでいても、それに参加することができる。そういう、心に虹のかけ橋をかけた人間たちが、世
界のあちこちに住んでいる。つまり、かれらは、日本やソ連という国の国民でありながら、居ながらにし
て、いわばエスペラントという虹の橋の下に住む住民なのである。 
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　橋の下とは、世界のいたるところ、どこであっても、この虹を感じることのできる精神のもち主、そうい
う次元が自覚できる人たちの住んでいるところ、なのである。 

　エスペラントピアとは、人間の世界のことであり、エスペラントはそこの公用語であるから、本来、すぺ
ての人間に関係があるはずだが、多くの人は、まだ、そうは思っていない。これは、教育が不足しているか
らでもあろうか。 
　そうは言っても、人類が全員一致して、いつの日にか、それを自覚するまで、「教育」が行きわたるとも
思えないが… 

極端にはしる日本人 
　日本では、このところ毎年、「国産品認識週間」というのが、行われているようだ。それほど、日本人の
目は外国を向いている、ということだろう。舶来品崇拝民族ともいわれるが、その反動としてか、また、ナ
ショナリズムとか、やかましくなってきている。 
　こんなことを、いつまでも、くりかえしていて、いいのかどうか。極端に拝外的なのはもちろん、逆に、
排内的になるのも、望ましい状態ではない。 
　それでは、なぜ、日本人は、その両極に走りやすいのだろうか。中道を行くことは、できないのか。 
　日本主義に、全身どっぷりつかってしまうか、両足もろとも外国へ出してしまい、日本のことをわるく言
うか、どっちかになりやすい。しかし、一方におぼれることなく、いつも、日本と世界に、一足ずつのせて
おいて、人類の一部としての日本国住民として、くらして行くことは、できないのだろうか。 
　言葉というものは、単なるコトバでは終らない。たとえば、フランス語を本気で勉強していながら、しか
も、フランス文化と無関係でいるのは、かなり困難なことというより、ほとんど不可能といってよかろう。
じっさいには、第三者から見ると、それは、いわゆる「ナントカかぶれ」といわれる程度にまですすむのが、
ふつうである。 
　フランスかぶれ、英国かぶれ、その他、かぶれるのは、やむを得ないことであろう。逆に、外国人のなか
にも、日本かぶれしているひとがいるのと同じで、それぐらいしなくては、外国語というのは、身につくも
のではない。「かぶれ」といえば、極端に聞こえようが、程度の差はあっても、外国語を勉強するというの
は、大変なことなのである。 
　とはいっても、自分は「純粋の日本人」でありたい、とばかりに、日本語と日本文化に身をとじこめてお
いて、それでいいものかどうか。特に、これからますます国際的になっていく社会にいて、それでいいのか
どうか。 
　日本人であって、しかも片足は外へ出して、国際的な見地から、世界と日本を見る必要がないかどうか、
これらの点について、よく考えておくべきときであると思う。 

中立のメガネ 
　ところで、われわれが、日本人であり、日本民族であり、日本国民であるのは、一体、何によって、そう
であるのか。かりに、地球上には、日本人しかいないとしよう。それでもなお、「日本人だ！」とか、「日
本民族は優秀だ！」とか、つねに唱えている必要があるだろうか。 
　ほかに多くの民族がいて、それぞれ優秀であればこそ、そういう問題もおきてくる。また、日本人がすぐ
れているとして、それは、世界には日本民族しか、優秀なのはいないから、ということではあるまい。 
　日本がいいのは、日本だけがそうなのではなく、フランスはフランスでいいし、韓国は韓国で、やはり、
いいのである。それぞれの国民にとっては、特に、そうなのだ。 
　わたしも、日本はいい国であると思い、日本人はすぐれていると思う。けれども、それは、世界中の国民
は、自分の国について、いずれも、そのように思っているはずだ、という意味で、そうなのである。もちろ
ん、イヤなところ、わるい点も、自分の国のことだから、だれだって、知らぬことはあるまい。 
　とにかく、世界の各国民は、おたがいに、まず、その事実を認めなければならない。「自分がかわいい」
のは、もっともだが、他人も、その人はその人で、「自分」なのである。要するに、どこの国民だって、自
国はいい（または、カナワヌ）と思っているのだ。そこから出発するしか、しようがないだろう。 
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　それにしても、「自分がかわいい、自国はありがたい」と思っているのは、なにも日本人だけではない、
だれでも、どこの民族も、その点は同じなのだ、ということは、しかし、具体的には、わかりにくいことな
のである。 
　だいたい、外国というのは、戦争のときはもちろん、そうでないときでも、「敵」として現われるのが、
ふつうとなっている。例のオリンピックでも、国と国との競争ではない、といいながら、現実には、競技に
勝ったほうの国歌が奏せられ、国旗があげられるのである。そのように、いつも「敵」として見ている国が、
そんなにいい国であるとは、思いにくいという事情が、ありはしないのだろうか。 
　そうとすれば、敵としてではなく、外国や外国人を見る方法が、必要になってくる。 
　そのためには、中立のメガネをかけて、世界に眼を向けるのがいいだろう。このメガネのレンズは、いわ
ば、一つは日本を、もうひとつは世界を向いている、と思えばいい。ここにいう「メガネ」とは、エスペラ
ントのことである。 
　どこか、ある特定の国語であれば、レンズは二枚とも、その外国を向いているともいえよう。逆に、もっ
ばら日本しか見えないというのも、これまた感心しない。日本語しか知らないのは、そうなりやすいと思
う。 
　これではまるで、エスペラントをやっているものは、文句のつけようがないみたいだが、まさか、そんな
ことはない。 

かぶれと文化 
　言葉といえば、かならず文化が問題にされる。エスペラントにも、文化はある。しかし、それがわかるた
めには、エスペラントかぶれするぐらい、やらなければならないだろう。エスペラントには文化がない、な
どと言ってすましている人は、この事実を知らないのだ。たとえその人が、「エスペラントの16カ条の文
法」といわれるものを勉強しても、それぐらいでは、エスペラントは、エスペラント文化は、わかるはずが
ない。ところが、世の中には、エスペラントの何たるかも知ろうとしないで、軽くあしらってすまそうとす
るものが、あとをたたないのである。エスペラントには、ふつうの意味での国家はないので、いくら何と
言っても、国際問題になることもないし、自分にはちっとも被害がないからかも知れない。 
　さて、「国」というと、まぎらわしいから、～ピアということにするが、エスペラントピアの文化がある
といい、それがわかるためには、エスペラントかぶれになる必要があると言った。だがそれは、フランスか
ぶれや、ドイツかぶれとは、同じではない。 
　地理的には、エスペラントピアは地球上いたるところに散在し、各人は、現存のどこの国にいても、いな
がらにしてエスペラントピア住民になれる。 
　それは、日本国内の、どこの村、どこの町に住んでいても、日本国民であり、しかも、何々村や何々市の
村民や市民であることをやめない、というのを考えれば、よくわかる。すなわち、日本人は、町民であり、
県民であり、国民であるのと同じように、エスペラントピア市民になるのである。 
　ところが、もし日本人が、フランス国民になろうと思えば、日本国民のままではなれないし、帰化する必
要があるだろう。また、たとえ国籍は取得しても、元日本人であるのはどうしようもなく、もともとからの
フランス人とは、ちがうのである。 

　もし人類が、男だけ、または、女だけで、成り立っているとしたら、男らしくとか、女らしくとかは、い
まほどやかましくいう必要はないはずだ。また、世界には日本しかないものなら、日本人らしさを失うと
か、失わないとかの問題もないはずだ。 
　男がいるからの女、他人がいるからの自分、他国があるからの自国、という、それぞれの「らしさ」が、
要求されるのだ。しかし、おなじ男でも、こどもと大人はちがう。少年と青年もちがう。とはいえ、性の転
換をして、女が男になるようなものではない。同じ線の上での、成長であり、発展である。 

精神の声がわり 
　かりに、民族というものを、男と女のちがいのようなものとしてみると、外国かぶれというのは、男が女
になろうとし、女が男になろうとしているようなもので、あまり一般化することはできない。 
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　それに対して、エスペラントピア住民というのは、そのような性の転換、いや国民性の移転をする必要は
なく、いながらにして、少年が青年になり、壮年になるように、必然的なものであり、ごく自然なものであ
る。 
　もちろん、少年から青年になる過程では、声がわりその他の変化があるように、たとえば日本国民の段階
まではわかっても、まだ未知の世界であるエスペラントピアに対しては、抵抗が強いのもやむを得ないとこ
ろである。 
　けれども、男が女になるようなことではないのだから、「おれは、声がわりはイヤだ」とばかり言ってい
ずに、日本国民たるもの、ここらでひとつ、精神の声がわりに耐えて、エスペラントピア人間になることに、
興味をもっても、よさそうに思うが、どうであろうか。 

絶対と相対と 
　たまたま日本に生まれたから日本人であるのに、そのことに特別の意義があるようにいうものがあるが、
いい気なものである。日本人がデンマーク人でないというかぎりにおいて、この「日本人であること」に
は、いわば絶対の価値があるが、それは、デンマーク人にも、デンマーク人であって日本人でないという絶
対の価値がある、というのとおなじである。つまり、日本人にだけある価値ではない。 
　ほかと比較しないかぎりは、という価値である。ほかのとくらべれば、どうなるかは、わからない。しか
し、日本人が、勝手に、よそよりも、自分たちがいいと思っているのは、相対的にみれば、おかしなことで
ある。 
　なぜ、こんなことをいうのかといえば、たとえば、俳句だが、「英語に訳して、あるいは日本語のままで、
外人にもわかるだろうか」というもの、すなわち、わかるはずがない、と思いこんでいるものが多いからで
ある。 
　それが、たとえば、「フランスの詩は、われわれには、わからない、だから、逆に、日本のものは、むこ
うの人には、わからないだろう」と思うのなら、まだ、話はわかる。ところが、多くは、「アチラのものは、
日本人には、もちろんわかるが、日本のものは、むこうさんには、わからんのだ」というのだから、あきれ
てしまう。 
　日本人というのは、どうも、そういう思いあがりをもっているようだ。「日本」とか「日本独特のもの」
にたいする、ゆるぎない信仰がある。日本に独特のものがあると思うのは自由だが、それぞれの「外国」に
も、それなりに独特のものがあると、認めた上での話にしてもらいたいと思う。 
　わたしも、どこかの国民としては、日本国民である。それ以外のものではないということでは、それには
絶対の価値がある。ちょうど、それは、個人としては、わたしはワタシ以外のものではない、ということで
絶対の価値があるのと同じだ。ひととくらべて、どうというものではない。 
　それはそれとして、比較論になれば、価値は、すべて相対的なものとなる。比較してなお、われに絶対の
価値あり、と思うのは、ばからしい考え方である。「日本、日本」とばかり思っていると、そういうことに
なりやすい。 
　ことばについても、おなじことがいえる。日本語は日本語として、ゼッタイの価値があるが、比較しての
話ではない。エスペラントについても、おなじである。 
　比較を絶しているから絶対なのに、ほかとくらべても、やはり絶対と思いこむのは、人間のたよりなさ、
弱さからくることではあるが、いつまでもそれでは、なさけないのだ。 
　あらゆる「自分」というものを、タナにあげて考えれば、すべてのものには、相対的な価値しかないし、
それでいいのである。 
　こんな、あたりまえのことを言うのは、もちろん、エスペラントについて、みんなが、じつにバカげたこ
としか、ふつうには、言わないからである。「エスペラント」というのは、当面の問題としては、そう呼ば
れるコトバのことだが、じつは、それは、「人間の可能性」ということでもある。 
　わたしは、終始、人間のことを言っているのだが、テーマが大きすぎると困るので、もっぱら、「エスペ
ラント、エスペラント」と言うだけである。 
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理想と現実と 
　わたしも、日本人である以上、人間の問題を考えるときは、身近な日本人のことを思わざるを得ない。ほ
かの民族や国民ことをいわないのは、それらより日本のほうが、価値があるからではない。それらのこと
は、日本のことより知らぬからであり、それより、日本人のことなら、わたしでも、まだ「出る幕」がある
かもしれん、という希望からである。 
　さらに、それがエスペラントのことになると、もっと、わたしの出る幕があると思うからだし、第一、興
味があるからだ。ほかのことにも興味はあるが、まあ、ひとにまかせておいてもいいと思えることが多い。
エスペラントのことは、そうは言っておれない。エスペラントにたいする興味は、ほかのものに優先する。 
　わたしに関心があることは、いわば、すべてエスペラントピアの出来事だと言ってもいい。だから、エス
ペラントピアと名のって書くことは、このへんで終わりにしてもいいと思う。 

　以上は、雑なものだが、いわば総論であり、このあとにつづくものが、エスペラントピア各論ということ
になるかもしれない。 
　もちろん、現在のところは、エスペラントは、公式的には「国際語」としてあつかうのが順当であろう。
わたしのいう「エスペラントピア」論はそれとして、やはり、国際語としてのエスペラントについても別に
のべる必要はあると思う。 
　わたしが日本人として日本のことをとやかく言うのと同じで、エスペランチストとしてエスペラントにつ
いては文句も言う。いずれにしても、エスペラントピアにも、問題は、いろいろある、ということで、エス
ペラントピアの事情がわかってないものが、よろこぶべきほどのことではない。 
　この「エスペラントピア」は、だいたい、理想というか、観念をあつかったもので、現実は、なかなか、
そううまくはいかない。それはそれで、また興味もあるし、精神的にいうと、思いがかなわぬものほど、理
想としての値うちはあるのだし、要するに、エスペラントピアというのは、妙な楽しみのあるところではあ
る。 

　ついでになるが、エスペラントを実用しようともしない日本人たちが、このごろまた、ナショナルとかイ
ンターナショナルとか、論じているけれども、わたしに言わせれば、エスペラントをやらないものには、こ
の問題は、実感としては、よくわからないはずだから、まじめなひとなら、この言語を学ぶことから出直し
てみてはどうか、と言っておきたい。 
（1964年、および1967年6月） 

英語国民、エスペラント、日本人 
　7月号（言語生活）の随筆「バベルの塔」で、赤岩栄氏は、「自国語で世界を旅行して不自由をしない英
国人や、アメリカ人がわざわざ、他国人のためにエスペラントを勉強してくれるはずはないし、僕らがたと
えエスペラントを語ったとても、そういう外来語で、僕らが僕ら自身を表現することは不可能であろう」と
言っておられる。 
　赤岩氏が、エスペラントについて、どのように思われても、それは自由なので、ここでは上に引用した文
章の前半に関して、わたしが知っていることから、かいてみたい。 
　英語国民がエスペラントをやるばあいは、他国人のためかどうかしらないが、しかし、わざわざエスペラ

・ ・ ・ ・

ントを勉強している英国人や、アメリカ人、オーストラリア人、さらにニュージーランド人などはいる。多
くはなくても、いることは事実で、なかでも、英国人のなかには熱心なエスペランチストが、すくなくない。 
　わたしの体験でも、エスペラントの勉強をはじめてから、ちょうど10年になるけれど、これまで会った外
国のエスペランチストの、おそらく半分以上は、英語国民であった。なお、英国人などが「自国語で世界を
旅行して不自由をしない」というのは、旅行の仕方によっては、事実としても、日本人が思わされているほ
どには、英語は世界中で通じてはいないそうだから、割り引きしてみる必要があると思う。こういっても、
英語の悪口をいっているのではない。エスペラントはもともと、英語はもちろん、あらゆる国語と対立する
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ためではなく、共存するためにあるものだが、どうも誤解している人が多い。しかし、先入観というのは、
簡単にはなくならないものだから、ここでは問題にしない。 
　エスペラントは、国際語とか世界共通語とかいわれている。このふたつは、同じものではないが、日本語
といっても、標準語とか共通語といわれるコトバだけではなく、方言もあるように、世界共通語でも、国際
語でも、混用していて不便ではない。日本の国内でも、方言と共通語の問題は、解決されてはいないのだか
ら、各国語と国際語との関係は、なおさら困難な状態にある。しかも、エスペラントは、それ自自体「国力」
と無関係だから、各国にいるエスペランチストたちが、それぞれ「手弁当」で、普及につとめている、とい
うのが実体である。もちろん、エスペラントは何のためにも使えるから、中国では「人民中国」のエスペラ
ント版を出しているとか、ブルガリアでも月刊誌を出しているとか、ポーラトではワルシャワ放送が毎日30
分はエスペラント番組をやっている、とかいうことはあって、そのためには、エスペランチストが国にやと
われているのである。しかし、それは、まだ一部で、各自が自前で運動に参加しているのが、ふつうである。
それで、エスペラント人口は、なかなか増加しないようだけれど、わたしとしては「エスペランチストは、
すくないけれど、いたるところにいる！」という説に賛成している。「英語でも」通じないような、ヘンピ
なところに行っても、いるということである。 
　ところで、わたしは中学生のとき、英語の授業について行けなかった。それでも、アキラメきれずに、そ
の後もやってみたが、やはりむずかしくてダメだった。しかし、なにか「日本語でないコトバ」は、勉強し
たいと思っていた。それで、エスペラントなるものがあることを知って、独習書を読んでみたら、たちまち
気にいってしまった。これは、主として、発音のせいである。英語では、まず、発音にひっかかって、先へ
進めなかった。ところが、このコトバは、その点、まことに調子がよかった。 
　語学の得意な人で、エスペラントもやっているという人は多い。わたしは、英語がダメだったのだから、
日本語のつぎに、エスペラントを勉強しただけで、数カ国語と比較したりはできない。赤岩氏のいわれるよ
うに「外来語」だから、エスペラントの勉強も、わたしにはずいぶん、むずかしかった。やさしいと思うと
ころもあったけれど、やればやるほど、むずかしいと思うようになった。しかしこれは、外来語だからとい
うより、「人間のことば」としての、むずかしさであると思っている。日本語というのは、無意識のときか
ら使っている。わたしにとって、エスペラントは意識して勉強をはじめた唯一の言語で、これを学習したこ
とは、わたしなりに「人間のことば」に直面したことであった。 
　エスペラントは、いつでも「人工語」ということで、非難される。つまり、文学に向かない、記号のよう
なものだと思われやすい。それから、科学論文にも役立つのだろうが、わたしには読んでもわからないこと
だから、知らない。いずれにしても、わたしたちは、日本語ですら、生まれてすぐから、自分の感情を表現
できたのではないように、やりもしないエスペラントでは、感情も何も言える道理がない。しかし、人工語

・ ・ ・

というコトバに対する認識がまちがっているために、エスペラントは、頭からナメラレやすいのである。感
じが出るまで、それに親しんだわけでもない人たちが、いくらエスペラントのことを悪くいっても、わたし
は相手になる気がしない。 
　10年というのは、大学を出た日本人が英語を勉強したのと同じ年数だから、多くはないけれど、かなりの
時間である。もし、わたしに能力があって、はじめからずっと、英語をやっていたとして、わたしのいまの
エスペラントと比較したら、どちらが「自分を表現するため」には、いいだろうかと思ってみる。たとえ、
技術的に同等、あるいは英語のほうが、うまく使えたとしてみても、心理的には、エスペラントのほうが楽

・ ・ ・

なことは、これは、はっきりいえる。わたしのばあいは、想像だが、現に、両方ともできる人が、そういっ
ていることである。 
　それから、日本人は、外国人（白人？）にコンプレックスを感じやすいが、わたしのばあいは、こうであ
る。ふつうの、つまり、エスペラントを話さない外人は、非常にこわい。きみがわるい。あの人とは、自分

・ ・

は話ができないと思うと、不安なのである。やはり、異人という感じで、とりつく島がないような気持ちが
・ ・

する。 
　これが、エスペランチストになると、じつに安心で、話ができると思うと、気が楽であり、また、外人

・ ・

一般いうのはいなくて、それぞれ、だれかれという個人であることもわかる。これは、あたりまえのことだ
・ ・

が、話の通じない人は、やはり、ただの外人としか思えない。 
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　もちろん、相手国のコトバができる日本人なら、その国語を使って、話ができるのだから、こんなことは
言うまでもないことかもしれない。しかし、いかに外国語ができる人でも、もし、その人がエスペラントで
話すのであったら感じるはずの、気楽さ、対等感というものは、おそらく、ないのではないか。 
　わたしには、相手が外国人だからという理由で、わたしがその人の国語を四苦八苦してならいおぼえ、つ
ねに、相手を見あげて話をせねばならん、というのは耐えられない。しかも、外国というのは、いくつもあ

・ ・

るのであり、主要国以外にも、人間は、たくさんいるのである。たとえ数はすくなくても、世界のあちらこ
ちらに、ちらばっている人たちと、エスペラントを通じて話ができるのはたのしいことである。このコトバ
が、世界中にひろまったら……というのは、単なる理想で、わたしなどは、いま通じる範囲だけでも、いま
から使おう、という現実主義者である。いまだかって、人類ひとりのこらず、それを使ったという言語なん
て、なかった。国連でも、英語ひとつではなく、数カ国語が公用語になっているが、それでも、問題は解決
されているのではない。 
　国内のことでも、方言やら共通語やら、生活の場がちがえば、使われるコトバもひとつではすまない。あ
らゆる人にとって、それひとつだけで、すべてを表現することが可能な言語なんて、あるのだろうか。エス
ペラントも、わたしたち自身を表現することが、絶対に不可能であるはずがなく、可能なところもあり、そ
うでないところもある、と思ったほうがいいと思う。できない、と否定するより、やれるところだけでも
やってみるというのが望ましい態度ではないかと思う。 
　自分がやらないのなら、エスペラントをこころみているもののことは、むやみに否定しないように願いた
いものである。これは、もちろん、赤岩氏のことではなくて、一般的な話である。 
　人類にとって、世界共通語が必要である、と思う人は多いはずだが、しかし、それがエスペラントでは困
る、というのであろうか。人類には、エスペラントが心要かどうかは、わたしにはわからない。わたしの
知っていることは、しかし、世界にはエスペラントを必要としている人間が、すくなからず存在するという
ことで、それは、ソ連にも、アメリカにも、イデオロギーに関係なく、いるということである。 
　わたしは、10年間エスペラントをやってきた日本人のひとりとして、日本人でも、この言葉は、かなり使
えるらしいということがわかったので、関心のある人も、「言語生活」の読者のなかには、おられるかと思っ
てちょっと書いてみた。 
（1963年、「言語生活」11月号） 

いわゆる「自然さ」について 
「国際語概説」 

　白水社の《文庫クセジュ》に、「国際語概説」というのがある。ピエール・ビュルネー著（和田祐一訳）
のこの本には、エスペラントのことも出てくる。 
　著者の専攻は言語社会学および教育学だというが、そういうフランスの学者が、国際語というテーマで、
どんなことを書いているか、知っておくのもいいだろうと思う。 
　ほかに、言いたいことは、いろいろあるけれど、ここでは、本書にあるつぎのコトバをとりあげて、コダ
ワルことにしたい： 
　《しかし、「全部エスペラントに翻訳できるが、何も言い表わせない」と断言している者もある。この言
い方は極端だが、明らかに一面の真理を含んでいる。すなわち、エスペラントではニュアンスが出せないと
いうことである。自然語はエスペラントよりも複雑ではあるが、またそれだけ豊かな表現に富んでいる。こ
のような自然語によって表わされているさまざまなニュアンスをエスペラントは犠牲にしてしまっている
が、これはエスペラントの避けがたい運命である。言葉づかいの中には感情的要素があって、それが重要な
ものなのだが、エスペラントはあまりにも明確すぎて、いわば「胸の想い」よりも簡明になってしまうため、
感情的要素は、はいり込む余地がほとんどないのである（Dr Bakonyi）。同様に、ある種の文体的ニュア
ンスは、いわば一つしか「声域」を持たぬこの言語では、とうてい言い表わすことができないので、俗語の
ニュァンス等はどうするのか、ということになる。それでもエスペランチストは何千もの作品をエス訳しよ
うと企てた。最初からエスペラントで作品を書こうとする者もあった。》 
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　こう断言されると、シロウトは、ヘェさよですか、エスペラントは、やっばりアキマヘンか、と思いこん
でしまうだろう。そこが、ビュルネー氏のツケメだが、そうはさせない。 

おもいあがり 
　さきに引用したところを、読みかえすと、また、腹がたつ。この、なんという思いあがり。エスペラント
では「何も言い表わせない」とか、「ニュアンスが出せない」とか、「感情的要素は、はいり込む余地がほ
とんどない」とか、好きなことを言っているが、かれらは、いったい、どういう手つづきをへて、こんなこ
とが言えるのか。 
　ヨーロッパ人は、一般的に、このような自信に満ちあふれているようだが、実情を知らぬものがきけば、
ビックリしてしまうようなことを、平気で言うのだから、困ったものである。しかも、「エス訳しようと企
てた」だの、「書こうとする者もあった」などと、よくも言えたものだ。何が、企てただ、書こうとする

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

だ。これでは、まるで、じっさいには、何も書かれていない、ということではないか。 
　もちろん、それが、言いたいことなのだから、この表現は、もっともであるが、なおさら、腹がたつ。 
　まったく、エスペラントに、ニュアンスを表わす力がなく、著者らの言うとおりだとしたら、ある意味で、
わたしはおおいに喜びたいくらいである。じっさいは、エスペラントは、ニュアンスに富む言葉であって、
文体も、声域がひとつということはなく、きわめて複雑なので、かえって、困っているくらいだからである。 
　もし、「人工語」ときいて、人びとが想像するとおりの、貧弱な言語であれば、非常にありがたいと思う。
そうでないのに、そう思いこまれていては、いかにも損な話である。 
　それに、ニュアンスとは、感ずるものであるはずだが、かれらは、エスペラントでそれを感じるまでやっ
てみて、そんなことを言っているのか。単に、そう決めつけているだけにちがいない。 
　とにかく、かれらも、ニュアンスが、「ない」と主張するばかりで、何らの証明もしていないのだから、
それに対しては、わたしも「ある」と言うだけにしておく。第一、ここで簡単に説明して、かれらを納得さ
せることができる程度の、たったそれだけのニュアンスしかないのなら、何も腹をたててまで、「ある」と
言うことはないからだ。 

さて、著者は、人工語のうちの後験的言語を二つのグループに分け、つぎのように言っている： 
A) 図式派（schématique）の言語（たとえばエスペラント）は単純さと規則性を目標にしている。 
B) 自然派（naturalistes）の言語（たとえばインテルリングワ）のように現存する言語形態にできるだけ近
いものであろうと努カしている。 

「自然さ」とは？ 
　さて、それでは、言語における、いわゆる「自然さ」とは、いったい何であるか。それは、おそらく、「い
やおうなし」「もって生まれた」「リクツではない」といったことを含んでいるだろう。 
　そうとすれば、この「自然さ」をあらわすコトバで、わたしにとって自然なのは、まさにこの「自然さ」

・ ・ ・ ・ ・

という日本語であって、それを意味する、たとえばこの本にあるフランス語の「naturalité」とかいう単語
ではない。これは、もちろん自然語のフランス語での自然さを表わすものだから、フランス人にとっては、

・ ・ ・

その自然さにおいて、これにまさるものはあるまい。 
・ ・ ・

　ところが、このわたしにとっては、ちっとも自然ではない。日本語では、自然さという音で表わすもの
・ ・ ・

を、naturalitéという音で表わして、どうして、それが自然でありえようか！ 
　わたしは、自分で日本人になろうという意志をもって生まれたのではなく、日本語を学びましょうと思っ
て、やってきたのでもない。気がついたら、日本国民というものであり、学校では、「国語」として、日本
語を教えられていた。つまり、いやおうなしにおぼえた言語、いわゆる自然語とは、わたしにとっては日本
語しかない。 
　フランス語で、いくら自然だとはいっても、いまさらnaturalitéが、わたしにとっても、自然であるとは、
そりゃ聞こえませぬビュルネーさん！　である。それは、わたしがフランス語を知らぬからであり、たと
え、いまから勉強するとしても日本語とは、出だしからしてちがうからである。 
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　日本語ではないもの、ということでは、その点、わたしにとっては、フランス語のnaturalitéも、エスペ
ラントのnaturecoも、同様に不自然である。ただし、出発点では、そのはずだった、ということで、いまと
なっては、日本語の自然さというコトバは別として、自然さを表わすコトバで、わたしにとって自然なの

・ ・ ・ ・ ・ ・

は、エスペラントのnaturecoであって、フランス語のnaturalitéではない。 
　なるほど、naturalitéを自然なものとしている人間（たとえばビュルネー氏）から見れば、naturecoは不
自然・図式的なものではあろう。しかし、自然さを自然なものとしている者（すなわち、たとえばフジモト

・ ・ ・

氏！）をして言わしむれば、それは目クソ鼻クソの類であっておかしなものである。 
　さらに言えば、わたしは、自然さのつぎに、これを表わす別のコトバとしては、naturecoしか知らないの

・ ・ ・

だから、もし、フランス語を学ぶとしたら、naturecoをもとにして、それからnaturalitéに行くのである。
そういう眼から見ると、後者は、前者よりも、どうも自然ではない…要するに言語における自然さとは、か
なり相対的なものではないか。 

エスペラントのいいところ 
　それから、つぎに、逆の面からいうと、エスペラントが、自然派ではなく図式派である、という点は、か
えってエスペラントの長所なのである。 
　この本には、人工語の見本がいくつか出ているが、いわゆる自然派のインテルリングワのそれを見ると、
たとえば、「これは、ルーマニア語です」といわれても、なるほどそうか、と思うような感じのものである。 
　わたしはルーマニア語は知らないので、そういったまでで、ほかの国語でもよい。とにかく、それはいわ
ゆる「自然語らしい」外観をしている。いかにもどこかの国語という感じがするのである。 
　それからみると、エスペラントは、図式的というのであろうか、整然としている。ここに、国際語として
のエスペラントのよさがある。これについて、日本語を例にとって話をしよう。 
　日本の、いわゆる「共通語」というのは、各地の方言からみると、いかにも図式的であり、不自然なもの
である。さきの引用文にあった「感情的要素」となると、方言のほうが、どれほど豊かであるか知れない。 
　それでいて、日本の共通語は、文句をいわれないのである。それは、国家というものが支配的な現状で
は、これが日本国民にとっては不可欠の「国語」だからであろう。 
　けれども、この国語を、いまの方言の位置において、そこヘエスペラントを世界の共通語としておき、エ
スペラントを中心にして考えてみると、それらの関係が、よく似ていることが、わかるはずだ。 
　用途を国内に限っていても、とにかく、国語というのは、広く「共通」というものを目的としているので、
いわゆる「感情」の面では、よりせまい生活圏に通用する方言よりも、弱いのは当然であり、それが「世界
共通」を目標にしたエスペラントになると、なおさらそうである。 
　それも、しかし、相対的な問題で、方言おいても、孫はじいさんよりも、感情やらニュアンスの表現の点
では、おとっているだろうし、逆に、エスペラントでも、これが、もっと一般に使われるようになれば、ち
がってくるはずである。かりに、いまのエスペラントが、「国際語概説」の、さきほどの引用文にいわれる
とおりのものであったとしても、だからダメだということにはならず、それどころか、いまのうちに、方言
やら国語やらを異にしている世界各地の人民どもがよってたかっておおいに使い、もってニュアンスでもな
んでも、おいおい豊かになるように、さらに努力すべき性質の問題なのである。 

欠点が長所 
　この本を読んで、わたしが感じることは、自然とか図式とか言っても、要するに著者が西洋文明という
か、ヨーロッパの文化を中心にすえて、国際語についても、それを自然としていることである。もちろん、
エスペラントといえども、この文化と無関係にコネあげたコトバではない。それどころか、ずいぶんと、こ
れに気をつかい、いわば引きずられながら、なんとか格好をつけた、というところなのに、それをしても不
自然呼ばわりされるのだから、日本語という世界でもめずらしい言葉からエスペラントに入って苦労してい
るものには、どうにも、承服できない発言といわねばならぬ。この本の著者も、エスペラントについて、判
でおしたような批判をする、多勢の人間とおなじく、あえて言えば、自然のなんたるかを知らない人だと
思ってもいいようである。 
　失礼ながら、つい、そうも言ってみたくなるほどである。 
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苦労するほどの「ニュアンス」 
　ニュアンスということで、さきにもすこしふれたが、もしエスペラントで、それが出せないというのが事
実なら、それも、サッパリしていいと思う。ところが、実情は、いろいろとニュアンスがございまして、た
めに苦労がたえない、というほどなのだから、ままならぬものである。また、それが、いわゆる自然語、方
言とまではいわぬとしても、すくなくとも各国語におけるほどにも、ゆたかでないとすれば、それは、とり
もなおさず、人類がまだ世界人になっていないということで、エスペラントそのもののせいではない。 

　ひとが、エスペラントに対して批判をし、欠点とするところは、同時に長所でもあるのは、以上でおわか
りと思う。逆に、いわゆる自然語の長所というのは、それを国際語として考えた場合、ただちに欠点となる
のである。世に完全な言葉はない。かりに、言語としては完壁なものがあったとしても、それですべての事
象を表現しきれるものではない。 
　人間は相対的な価値の世界に生きている。自然派にもいいところがあり、図式派にもいいところがある。
相対的にみれば、エスペラントは、きわめてよくできた言葉である。 
　これは、「国際語概説」という本を紹介する目的で書いたのでは、もちろんない。この題名から想像され
る以上に、フランス語のことが（国際語として）あつかわれていて、不満なところの多い本だが、それで
も、このテーマで書かれたものは、日本語では、ほとんどないようだから、関心のある人は、じかにあたっ
て読んでほしいと思う。ここでは、「自然さ」を問題とするのに利用させてもらっただけだし、本書の価値
は、また、別のところにあるからである。 
（1964年、ただし未発表；1967年） 

共通語としての話しコトバ 
日本人のウカツさ 

　どこかの「国民」ということでは、わたしは、日本人以外であったことはない。興味の根本は、わたしの
ばあい、人間の可能性にあるが、当面の問題としては、自分もそのひとりである日本人というものが、とく
に関心をひくのである。 
　無関心でおれないのだから、日本人のことは、あらゆる点で気になるけれど、わたしは「コトバと日本人」
ということで、考えてみたいと思う。 
　まず、わかるのは、日本人のウカツさである。本来、もっと、言語の問題に「目ざめて」いいはずなのに、
その気配がないのだ。日本が島国で、それだけでひとつの世界、あるいは言語圏をつくっていて、そのなか
だけで、充分用が足せるから、眼を転じて外をながめることがなく、言語問題に直面することもない、とい
うところか。 
　ウカツというのは、対外的な言語の問題についてばかりではない。いわゆる「国語問題」というのは、日
本では、もっぱら「国字」の問題に、すりかわっている始末である。当用漢字とか、送りがな、とか、要す
るに「字の書き方」だけが、論議のマトになっている。日本語の問題は、それにつきる、といわんばかりで
ある。 
　ときどき、国語審議会のことが新聞に出るが、「まだ、そんなことを言っているのか」と思うことが多い。
当用漢字の数をふやすとか、かなづかいがどうとか、日本語の問題としては、じつは、小さいことを、さも
大事そうに、論じあっているからだ。 
　もちろん、それらも、それ自体たいせつなことだから、問題にするのはよろしい。しかし、それ以外のこ
とが出てこないのは、どういうことなのか、まったく、わからない。 
　第一、日本には、すでにそう呼べるような、「日本語」が、全国共通の話し言葉として、存在している、
と思っているのかどうか。わたしは、それは、まだないから、これから、つくって行くべきだ、と思ってい
るのだ。 
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「書きことば」は共通 
　なるほど、「書きことば」としては、すでに共通語は存在している。送りがな等で、多少のちがいはあっ
ても、日本のどこで発行されている「地方新聞」でも、これまた、どこの人が読んでも理解できる、全国共
通語で書いてある。送りがなも、地方別の差ではなく、世代別、あるいは、単なる無知による相違であり、
とにかく、全国どこへ行っても、同じ日本語で新聞が発行されているのは事実である。 
　本も、大多数は東京で発行されるが、日本のどこへ行っても、同じコトバで読まれている。書いたり読ん
だりする日本語は、全国共通のものが、すでに存在しているわけだ。 

「聞きコトバ」 
　読み書きの面で理解されるコトバとして、いまある日本語はいろいろ問題はあっても、共通語の役割は果
している。 
　つぎに、音声を中心に考えたばあいは、そううまくいっていない。目と耳の能力の相違であろうが、目で
読んだら一様でも、耳できくとそうでない。しかも、耳と口になると、ちがいは、さらに大きい。 
　たとえば、NHKの放送は、いわゆる全国津々浦々、どこへ行っても聞こえ、コトバも地方別ということは
なく、ひとつである。NHKから放送しているコトバが、どこでも理解されているとすれば、すくなくとも、
日本語は「聞きコトバ」としても、全国共通のものがある、まあ、そういっていいだろう。「北は北海道か
ら南は九州まで」、東京から放送されるニュースなど、だれでも、聞いてわかっている。要するに、聞けば
わかる。しかし、だからみんなが、口を開けば同じコトバで話せるかというと、それができないのだ。「聞
きコトバ」までは、全国共通のものがあるといえる。 

音に問題がある 
　それが、いったん口をきくと、まちまちとなる。問題は、音を発するときにあるわけだ。それをどうする
か。ここで、日本語そのものに、テーマがしぼられてくる。 
　もちろん、人びとが、各地方の方言でしゃべっているかぎり、その地方の人たちにとっては、なにも問題
はない。しかし、Ａ地方の方言をＺ地方の人がきいたのでは、わからないし、たとえわかっても、こんどは
話すことができない、ということになる。 
　方言はしばらくおき、他地方のもの同士が話をして、おたがいに通じるコトバとして、全国共通語があっ
てもいいわけである。さきほどから、読んだり書いたり、さらに聞いてわかるところまでは、あつかってき
た。 
　問題は、「はなしコトバ」として、共通語は、可能かどうか、もしできるとすれば、どうすればいいか、
というところにある。 

こども会議 
　NHKのラジオで、日曜の午前に、「こども会議」というのを、やっている。ときどき聞くことがあるが、
じつに面白い。しかし、そうばかりも言っておれないものがある。 
　それは、東京のこどもたちが、やはりこどもが司会者となって、何かについて話し合いをする「会議」は、
きいていて面白いが、地方のこどもたちのときは、それとは別のものを感じる、からである。 
　東京のばあいは、用語は、標準語というより東京弁なのだが、これは、いかにも「日本語」という感じが
して、きいていても気楽である。こどもたちが、楽にしゃべっているからでもある。 
　それに反して、地方のこどもたちは、ナントカ弁ではなく、「共通語」で話をしようと努力をしている。
努力はしていても、きいているものには、すこしツライところもある。すなわち、東京のこどもたちのよう
に、気楽に、自由にしゃべっていないからだ。 



 20

地方人と「共通語」 
　しかし、本来、共通語とは、そういうものかも知れないのだ。なにしろ、日常のことばでないコトバで、
自分の考えを発表しようというのだから、自由自在というわけにはまいらぬ。その点は、おたがいさまであ
る。 
　ところが、そういう地方人の努力を笑うかのように、東京人のは、きわめて調子よく、何らの努力が認め
られないのだ。というのは、かれらは、単に東京弁をしゃべっているのに、われひとともに、「共通語」で
話をしているかのように思ってしまうからだ。一種の特権乱用であり不平等である。 
　東京以外の地方…といったが、ひとつ例外がある。関西である。ここのこどもたちは、おとなもそうだ
が、関西弁でしゃべってすましている。すくなくとも、「共通語」で話をしていても、関西弁が自由にまぜ
て使われるようだ。すくなくとも、それを出さないための努力は見られないのである。 

東京人とアメリカ人 
　東京人は、アメリカ人みたいなものだが、関西人は、まず、フランス人というところであろう。外へ出て
も、アメリカ人はアメリカ弁で押しとおし、それに反して、フランス人はフランス語でやる…というのと、
日本における東京と関西は、にているようだ。 
　世界にアメリカ人とフランス人しかいず、日本には東京人と関西人しかいない、とうことであれば、それ
でもよかろう。問題は、そうでないから、おきるのである。つまり、世界には、たとえば、日本人がおり、
日本には東北人や九州人がいて、それぞれ、コトバで苦労をしている、ということである。 

必要な「人工性」 
　では、どうすればいいか。わかりきったことだが、世界の、または日本の、共通語をひろめることだ、そ
して、その共通語は、自然語と無関係にこしらえたものであってはいけないが、それ相当の人工性が加わっ
たものであるべきだ。 
　わたしたちが、エスペラントを世界にひろめようとしているのは、そういう意味で、日本の共通語にとっ
ても、無関係の運動ではない。それどころか、国内共通語と国際共通語とは、車の両輪のようなものといっ
てよく、その点、ある意味では、国際語のほうが、すこし進みすぎた現在では、もうすこし国内共通語の問
題をとりあげてみるのも必要だと思う。 
　エスペラントは、自然語にもとづいてはいても、適当に人工性が加味されているところが共通語として成
功した理由だと思われる。それから見ると、いまの日本語には、共通語に必要な人工性が不足している。そ
れは、東北人などが話すときに感じられる一種のオカシサというかユーモラス？な感じがするところに、あ
らわれている。 

まず「正しさ」を 
　共通語としては、日本全国どこのひとがシャベっても、すくなくともオカシくは感じないというキマリ
が、人工的に決められてあるべきだと思う。あるいは、マチガったコトバ使いだと感じられない配慮が、と
いってもよい。それをきいて、美しいと思うかどうかは次の問題で、まず、平等の正しさがあるかないか
が、第一に重要なことである。 
　エスペラントも、きいていてキレイに感じるように話をするのは、むずかしいが、基本的には、どこの国
のひとがシャべっても、一応、正しく話ができるように、キマリがある。 
　それと似たことが日本の話し言葉にも望ましい条件だと思うし、それが必要なことを、みんなが納得する
ことが、ひいては、エスペラントという国際共通語にたいする認識をひろめるためにも、必要だと思って、
以上、原則的なことだけでも、かいてみたわけである。 
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首尾一貫する三種のコトバ 
　要するに、現代人として生まれたからには、どこの国民であっても、住んでいる土地の方言と、民族文化
につながる国語と、人類の住む大地いたるところに共通する文明のコトバ「エスペラント」、この三種の言
葉を使って生活するのが、まあ、すくなくとも、そうしようと努力するのが、文明人として、望ましい態度
だし、人間としてもふさわしいし、なにより、首尾一貫するやり方だと思う。 

　これまで、終始一貫、「人間共通語の存在要求」をつづけてきたつもりであるが、これでもなお、なるほ
どそうか、それでは…と思わないひとは、これからさきは、ほとんど読む必要もなさそうで、じつは、ある
という…… 
（1967年8月） 

II. 興味の系列 
― KIO LIN INTERESAS TIO LI ESTAS ― 

「エスペラント」といわれるのはなぜか？ 
　モバード（La Movado誌）の100号に、N. Z. マイモンによる「ザメンホフのシオニスト時代」というの
を紹介したが、こんどは、やはり同氏がおなじ"la nica literatura revuo"の26号に書いた"D-ro 
ESPERANTO"を紹介することにした。 
　エスペラントの「第一書」（1887年7月刊）が、ほとんど時を同じうして、数カ国語で発表されたとき、
これが世間をおどろかせたのは、単に題名が一風かわった"Lingvo Internacia"というものだったからだけで
なく、これまた耳なれぬ著者の名前"D-ro Esperanto"のせいでもあった。この本をよくみたものは、だれで
も、これは実名か、それとも、だれかの匿名かを、自分にきいてみたものであった。 
　ザメンホフは、著者であるばかりか、刊行者であり、そのほかなんでも、はじめはひとりでしなければな
らなかったから、自然、その名前が知られるようになった。エスペラント博士という匿名で、ほかにもDua 
libroなど何冊かが刊行されたが、そのころにはもう、ザメンホフ博士の名が有名になっていた。 
　雑誌"La Esperantisto"は、その題字の下に"Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto"と書き、すぐ
そのあとに"Sub la kunlaborado de Dr. Esperanto (Dr. L. Zamenhof)"と書いてあった。だいたい、第一書
が出てから2年後には、「エスペラント語」というのは、一般的に使われていた名前であった。 
　さて、ザメンホフは、なぜエスペラント博士という匿名を使用したか、という問題にうつるが、まず、こ
れはザメンホフの楽観的な気持をよくあらわしていた、といっていい。 
　しかし、これは、そのすべてではない。よくしらべてみると、多くの匿名がそうであるように、これも、
やはり"ZAMENHOF"という姓に、もとづくものなのである。ザメンホフは、自分の姓を暗示しているよう
な匿名を愛好したが、それは、ひっくりかえしたもの（Hamzefon、Hofzamen）やら、音の似たもの
（Hemza、Homo sum）であった。 
　そうして「エスペラント」も、かれの姓の最後の音節：hofの翻訳なのである。もともとhofという語はド
イツ語で、長母音で発音され、中庭（korto）を意味するが、この名前のときは、短母音で発音されて、ま
るでZamenhoffとでも書いてあるようなものであった（これは、博士のオイStephen Zamenhof博士の証言
による）。 
　このhoff（hoffen）という動詞は、"esperi"「希望する」という意味である。ザメンホフ博士が、ほかな
らぬこの動詞をえらんだのは、それが自分の姓の一部だったからで、それを翻訳して分詞をつけ、
"Esperanto"というものをつくったのであった。そうして、本名はかくされたが、同時にこっそりと、匿名に
折りこまれていたわけである。 
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　われらのコトバの名前として、"ESPERANTO"はデタラメにつけられたのではなく、ザメンホフの名が含
まれているのだという、これは、いまはじめて聞く話である。 
（1961年、La Movado 2月号） 

本はたとえ読まなくても… 
― 読書週間（10月27日～11月9日）によせて ― 
　エスペラントの本について、すこし考えてみよう。本は、もちろん読むものであるが、本の「立場」から
見れば、かならずしも読まれなくてもいい。しかし、「買われる」ことは、とくにエスペラントのそれのば
あい、必要である。 
　まず、ザメンホフの心のうちは別として、世間的にはエスペラントそのものが、例の「第一書」とよばれ
る小冊子によって、はじまったのである。それ以来、いろいろの書物が発行されてきた；それとともに、書
く人や読む人にささえられて、エスペラントは現在まで育てられてきたといえよう。 
　ここで、しかし、考えねばならぬことは、これらの本を世に出す出版者のことである。エスペラントの本
は、日本語のようにはまちがってもベストセラーになってもうかる、という心配（？）など、まずないの
だ。エスペラントは、しかし、出版文化なしには存在が考えられないのであるから、わたしたちは、できる
だけのことはして、これに協力すべきであると思う。 
　いまは時候もいいし、読書につとめることによって、楽しみのほかに、実力も養成できるかと考え、今月
号には、すこしばかりの本について、紹介をしてみた。ただ、ここでつよくのぞみたいことは、たとえ読ま
なくても、買うだけはしてもらいたいことである。これは、エスペラントの出版文化に参加するということ
で、重大な意味があると思う。 
　現在活動している発行所のひとつに、STAFETOがある；これの発行部数は平均1000部であるが、たった
それだけをさばくのに何年もかかり、一年で品切れになったものは驚異とされている。数からいえば、日本
のエスペランチストが一年に一冊買っただけでもたりないものなのに――。ツントクでもいい、まず一部買
うことから、はじめようではありませんか。 
（1959年、La Movado 11月号） 

ドン・キホーテとエスペラント出版 
　Nuntempa Bulgarioの本年7月号に、この雑誌の編集部からのいくつかの問いにたいする答として、
STAFETO杜のJ. レーグロ・ペレスが書いている「エスペラント出版者の経験」という記事は、おもしろい
から、ここに紹介する。 

　ドン・キホーテは、スペイン人のプロトタイプである。そこでこの本を読むのが、われわれは大変すきで
ある―と、ペレスは書きだし、これをくりかえし読むことで、その主人公のように、スペイン人が理想家と
なり、常識ではとても見込みのないようなことには、ますます熱中することをのべる。つまり、高まいな精
神の持ち主たちなのである。 
　おそらくはここに、スタフェートが生まれた核心があるのだ。スタフェート書を出しはじめると、イギリ
ス、ベルギー、オランダ、スウェーデン、スイスなどから、ああしたらとか、こうしたらとか助言する、分
別くさい声がよせられた。これらの、長年の経験からなされる忠告は、ペレスには結局、非文化的なもの、
つまりエスペラントが―無意識的にせよ―文化的ファクターではなく、なにか、言語の代用品、歴史をもっ
た主人語でないドレイ語、といったものにすぎないとする人びとからくるものと思われた。 
　ところが、ペレスにとってエスペラントは、ほかのいかなるコトバとも絶対にegalrangaであり、しか
も、すでに「勝利」したものである。そこでペレスは、それらの「経験」の線には、したがわないことにし
た。それで、いまに失敗して思い知るから、とも言われたのである。 
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　しかし、しあわせなことに、エスペラント界には、やはり「非実際的」で「無経験」な人たちがいて、ペ
レスは、かれの冒険についてきて手つだいをしてくれる、ほかのドン・キホーテたちを発見するにいたった。
そのモットーは、ほかの立派な文学の規準からみても、高い水準にあるいい作品を、エスペラント界にあた
えることである。 
　つぎに、読者のウケはどうかというと――Kvaropo （Auldなど4人の詩集）、La Bapto de Caro 
Vladimir、Koko Krias Jam!、La Infana Rasoはすで品切れとなり、ほかのいくつかも、すぐなくなる状態
にある。このうち、もっともfulmeに出はらったのは、「4人集」とLa Infana Rasoで、これらは新語もた
くさん使ってあり、まさに高水準の詩集なのであり、気楽に読んで分かる、というものではないのだ。　 
　本の値だんは、売れゆきには、さして影響していない。いちばん売れないのは、もっとも安い本であり、
しかも新語が使ってなく、zamenhofa lingvoであると、ホメられたものだったのだ。 
　本年のSTAFETOは、主として戯曲を出すが、ほかのも出すし、若いタレントにも気をくばる。来年は
Prozoの年として、原作の長篇小説や、短篇のアントロギーオなどを考えている、ktp。―― 
　読書の秋に、STAFETOの本を！ 
Kunhelpu pluporti la torĉon! 
（1960年、La Movado 一月号） 

エスベラント・ジョッキー 
1) 10年目のPlena Vortaro 

　ラジオでさかんにやっているものに、ディスク・ジョッキーというのがある。だまってレコードをきかせ
ればよいものを、くだらぬ小バナシかなんかをやたらに間にはさんで行く。だいたい型にはまっているの
で、もっと改善した方がいいと思われる番組である。 
　ここではもちろんそれについて文句をいうつもりはない。ただ、この雑文の題に困っていて、それを思い
ついたから使うことにしたついでに、ちょっと書いてみただけだが、ディスクならぬエスペラント・ジョッ
キーというからには、もっぱらエスペラントに関するムダバナシをするつもり。これは実用記事ではない
し、運動論とも関係がない。 
　ところで、エスペラントについてはとかくの議論がある。これにかかわりだしたらきりがないので、ここ
ではさしあたって何もいわない。エスペラントの中の問題として話をするわけで、たとえ苦情をいっても、
それはエスペラント以外のコトバに色目をつかうためではない。 
　ジョッキーというのは競馬の騎手のことだとわたしが初めて知ったのは、もう何年もまえのことだが、エ
スペラントにもちゃんとĵokeoというのがある。エスペラントはすごく簡単なコトバであると、まえからき
かされているせいか、新しい単語を知るたびに、こんな単語まですでにあるのかと、妙な感心をするクセが
わたしにはあるが、この単語を知ったときも、おそらく感心したにちがいない。もともと、あってあたりま
え、という程度のコトバにも、感心するのだから、エスペラントにはよっぽど単語がすくないものと、思い
こんでいたことになる。 
　もちろん、語イが貧弱であるということは、おおいに正しい言い分であって、それ自体もっともなことだ
が、逆にいえば、エスペラントには単語がありすぎるともいえる。つまり、すでにある単語から見ると、わ
れわれ各自が知っている語イなんて、まさに貧弱なものであるということだ。したがって、わたしとして
は、すでにある単語の主なものだけでも、ちゃんと分かるようになりたい、ということを考えているところ
である。 
　条件つきだが、どちらかといえば「何でも表現できる」エスペラントなのに、エスペランチストがそれを
ようしない、という感じがP.V.をながめていると、しきりにするのである。エスペラントがどうというよ
り、こちらが知らないのである、と思った方が真理にちかいのではないか。 
　また、たとえばP.V.の内容をモノにしている人が、正確に話したり書いたりしても、わたしはそのとおり
理解することはとてもできないことを知っている。一応わかってはいるが、読みが浅いのである。これは、
P.V.をパラパラめくっていると、ごくありふれた単語なのに（あるいは、それだから）、なるほどそういう
意味であったのか、とあらためて教えられることからして、あきらかである。 
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　やむをえぬことながら、エス和の訳語がわたしを誤まらせたのである。はじめはP.V.があることも知らな
かったし、知ってからもとうとう買わなかった。このごろでは、早くから持っている人が多いようだが、わ
たしはついに買わずにおよそ10年たってしまった。もっとも、何年もまえから人のP.V.は見ていたから、中
味とはかなりなじみになっているが。 
　P.V.には例文がたくさんあって、それをひろい読みするだけでも面白いものだが、わたしはそれらを原文
で読んでいることがかなりある。それは、ザメンホフのものから引用してあるのが多いのだから、あたりま
えだが、しかし、ザメンホフのものは全部読んだわけではない。 
　それにしても、P.V.を早くから使わなかったものだから、わたしの場合はどうしてもエス和的に理解する
ことになる。もっとも、使っていたらうんと理解力がまともになっていたかどうかは、いまとなっては不明
である。 
　さて、ĵokeoというからには、ウマを見ておきたい。ĉevaloの定義のあとに：(f) amata~eto (amataĵo, 
preferata okupiĝo)とある。エスペラントの使命がいかなるものであっても、じっさいには、とかくamata 
ĉevaletoとみられやすい。 
　そこで、P.V.をたづなとして、これにまたがってみると、コースが、どこまで行っても、また先へのびて
いくようで、なかなか終わりにならない感じである。上にあった(f)とは転義のことだが、これのついた語に
はまた、比較、参照すべき単語をいくつかあげてあることが多くて、行く先ざきで、また別の単語があらわ
れ無限に？ひろがるような気がする。 
　きょう発見？したものにspektroというのがある。もちろん、これまでは単にエス和にある：スペクトル
〔理〕として知っていたコトバだ。しかし、P.V.ではこれはその3であって、そのまえには、1 Fantomo. 2 
(f) Homo granda, maldika k malgrasa,というのが出ているのである。 
　こうなると、こんどはFantomoが気になってくるし……というように、ことは簡単にすまなくなる。とこ
ろで、この（2）だが、これにあたる日本語は何だろう？と思ってみたが、これは「のっぽ」かなと思う。
ついでに、岩波国語辞典でノッポをみると、こうである：〔俗〕せが高いこと、またその人。次に梶和エス
では、noppoはaltstaturulo, longkreskulo, altkreskulo。以上みたところでは、spektroが「のっぽ」かどう
かきめられないが、とにかくそういう意味がspektroという単語にあることを知ると、わたしとしてはうれ
しがるわけで、これに似たような例は、もちろん、ほかにもいっぱいあるはずだ。 
　辞書の定義どおりにはだれも使えないだろうし、また使えたらそれでいいというものではないが、エスペ
ラントの使用者はひとつの国にまとまって住んでいるのではないから、国語などよりはよけいに辞書に頼ら
ざるを得ないところがあると思う。エスペラントのわからなさ、ということとそれは無関係ではない。この
ことをあまり思いつめると動きがとれなくなるから、まあコトバというものは、あたらずといえども遠から
ず、ぐらいに分かっていればいいのであろう。エスペラントについては、欲が深いのでどうも気がもめるわ
けだ。 

2) La Homa Lingvo 
　ひとはいざ知らず、わたしがエスペラントについて考えるときは、「人間のことば」としてのそれであっ
て、さきに書いた「わからなさ」も、16カ条の文法云々の一言語としてのエスペラントだからそうなので、
それでは他の言語ならわかりよかろう、ということではない。つまり、人間のことばの代表としてあるエス
ペラントのわからなさ、である。 
　エスペラントがそうであるというのは、もちろんわたしがかってに言うことで、これから書くことも、そ
れを一応「そうである」としての話である。 
　さて、ひとは生まれてから死ぬまで、簡単にいうと3種類の言語に接するようである。生まれた地方の方
言、その国の国内共通語、それから外国語である。それぞれ一様でないことはもちろん、各人によって、具
体的には雑多な関係がありうる。 
　しかし、上記のいずれも、その土地と住民の生活にくっついている点では似たようなもので、「外国語」
といっても、それを国語としている集団がまずはじめにある。 
　もっとも、国語や外国語にはだれでも充分に接するというわけではなく、多少は接しても、それらが使用
可能な程度になるまでには、いたらない者が多い。日常の生活がまったく方言だけですむ人の場合には、た
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とえ毎日ラジオやテレビによって、標準語とか共通語とかいわれる日本の国語に受動的に接していても、い
きなりこのコトバを話すハメにおちいったときには、ちゃんとしゃべることができないようである。 
　それでもこの人は、その場所が自分の土地、その方言の本場であるかぎり、相手はヨソモノに決まってい
るのだから、たとえ方言で話をしても安心していられる。そうして、この相手は少数派なのだから、自分ら
のことが知りたければ、この相手が方言を使うことを期待してもよろしい。住みつく者はなおさらである。 
　アメリカ人の宣教師で、東北のあるいなか町に何年も住み、伝導をしているひとがあったが（いまでもい
るかもしれない）、苦心しておぼえた日本語で話しても、土地の人は寄ってこない。それで、また方言をな
らって使うようにしたら、相手にされるようになったそうで、このことを日本語でききながら、いまさらの
ようにコトバというものに思いをいたした、かどうかは忘れたが、とにかくそういう例がある。 
　つぎに、外国語の場合は、この方言を国の単位にまであげた状態で、特にいわなくてもよいと思うが、そ
こで問題は、エスペラントはそれとはちがうが、それでは何であるか、またはありうるか、ということにな
る。 
　まず、ふつうの場合、エスペラントは生まれて10年～20年（あるいは、もっとのことが多かろう）という
年月がすぎた人間が、それぞれの方言、国語を別にしている人間が、ならって使うものである。いわゆる
denaskaエスペランチストというのも多少あるが、これもエスペラントだけではなく、より多くの国語的環
境にかこまれているのだし、ザメンホフ以来、大多数は途中からやりだすのがふつうである。したがって
「それまで」の条件がどこまでもついてまわる。うまい、まずいではなくて、あとはもう程度の問題だけで、
いずれも条件つきである。 
　さきに言った「わからなさ」も、これに関係がある。条件がちがうのである。日本語、英語というように
ちがっている。これがからんでくるので、わからないところができてくる。 
　つまり、「人間のコトバ」としてあるエスペラントのわからなさ、と言ったのは、正確には、各自にから
んでいる条件のわからなさであって、本来、エスペラントそのものは、それを使う人間の条件そのものより
も、わかりよいものかもしれない。 
　いずれにしても、あらゆる場合にひとつの言語で用がたりる、ということがないから、方言があり、国語
があるわけでエスペラントにも人々が思いこんでいる以上の、存在価値があり、使い道があるのだろう。そ
れがわからないから、一般的にいってエスペラントはナメラレやすいのかもしれない。自分に能力がないの
を無視して、人工語だからニュアンスが…というのなんかは、どうかと思うが、しかし、ちゃんとできてい
ると証明する人がいないし、いても、こんどはそれを分かる人がいなければ、困った話である。 
　おかしなことをいうようだが、わたしは自分の才能については、はじめから全然ないが、エスペラントが
あるという存在そのものと、その可能性については、いわばゼッタイの自信があるのである。自分やらひと
やらの個人の能力は思わしくなくても、エスペラントの可能性を信じるというのは、いままでの人間、いま
いる人間は一般的にこうであったから、こんごもそうでしかありえない、とは思わずに、人間の可能性に期
待しているのと同様で、わたしなりには首尾一貫した理想である。それからすると、10年もやっているの
に、パッとしない自分のエスペラントでも、ひとつの現実であるから…しかたない、などとはいわずに、だ
まって勉強すればいいわけだが、これまでの事実はこうであった。 
　つまり、これは誤解されやすいコトバだが、わたしには「お手本」がなかった。たとえば、英語なら、こ
れが英語！というような何かがあるし、英語をやる以上、これがお手本だというのがあるはずだ。しかし、
さきにエスペラントについては欲が深いといったが、わたしはエスペラントにたいするいわば「理想が高
い」のであるが、そのために、いろいろの人のエスペラントに接しても、それらの話される（paroloとして
のEsp.がいまの問題である）エスペラントを聞いても、あ、これだ！という感じがしない、つまり、わたし
にある「理想のエスペラント」(しかし、具体的にはこれこれというimagoはない）にピタッとこないのであ
る。もし、いつの日にか、現実にそれにあったら、ああ、これが自分の理想とするエスペラントであったか！
といった気がするはずの、そういうものを聞いたことがない、ということである。もちろん、これまでにい
ろいろじょうずな人のエスペラントはきいたけれど、いまいったものとは別なものとしての、うまい、まず
いという規準、つまり現実からの判断によるものだから、やはり自分の理想とは合わないし、これこれ！と
思ってお手本にするということはできなかった、という意味である。 
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　もし、それに出会っていれば、とても自分には手のとどかぬようなものだったかもしれないが、それにむ
かって努カしたらいいという目標がそこにあれば、いまだに暗中モサクしているよりは、気が楽であったろ
う。 
（1963年、La Torĉo 5(1)～6(2)月号） 

固有名詞の発音 
　7月号（エスペラント）の「ひろば」に「TokioかTokjoか」というのが出ていた。あれに書いてあること
だけなら、とくに論じることもないと思っていた。しかし、あれには、エスペラントの重大問題が合まれて
いるので、この機会に、そのことを考えてみたいと思う。 
　まず、エスペラントで「Tokio」と書くのは、なにも、シャレているから、そうするのではなく、これは、
そのまま「トキーオ」と発音するためである（と思う。以下、であるというのは、もちろん、と思う、を略
したものと思ってください）。 
　東京と書いてトーキョーと発音すべきである、というのは日本語だからそうなので、それをTokjoと書け
ば、エスペラントで読むかぎり、トーキョーにはならない。ヘリクツをいえば、せいぜい「トクヨ」「トー
クヨ」（編集人注：ともに「ク」は小文字）であろう。つまり、「キ」の音が消えるのである。その点、ア
クセントはトーキョーから、はなれるが、まだトキーオのほうが、東京に近いともいえる。 
　けれども、これは、近い遠いが問題ではなくて、東京を意味する発音は、各言語の精神がちがえば、それ
に応じて変わるということであり、このばあい、TokjoよりTokioのほうが、エスペラント的なのである。
フランス語などでも、Tokioと書くようだが、このときの発音は、フランス語にふさわしいものであろう
が、トーキョーとは言ってないようだ。 
　外国人でも、日本語で話すかぎりは、東京はトーキョーと発音するのが正しい。しかし、それぞれの国語
で東京のことを話すときは、各国語で東京をあらわす発音にしたがうのが正しい。ところが、エスペラント
になると、原語の発音にしたがうべきである、というのであれば、おかしな話である。 
　さて、日本語が話せるアメリカ人でも、たとえば、ニューヨークとかワシントンなどの発音は、日本語式
にいわずに、原語の発音をするようである。これは、固有名の発音がむずかしいから…と解してもよろし
い。ところが、「英語ができる」日本人で、日本語で話しているときに、それらを英語の発音でいうひとが
ある。そうすると、日本語の流れに異物がはさまった感じで、日本語としては困るのである。キザな感じ…
といってもいい。原語の発音をならっているときは、もちろん、別の話である。 
　それが、エスペラントで話しているときには、たとえば、en Tokioといわず、あるいはen Novjorkoとい
わず、日本人であれば、エン・トーキョーとか、エン・ニューヨークと発音しても、つまり原音で、または
日本語式に言っても、エスペラントとしてはキザである、とは思われないのは、なぜであろうか。 
　これから先が、いわゆる重大問題なのであるが、そのまえにTokioについて、わたしがいま思い出したこ
とを書いておきたい。それは、およそ9年ぐらいまえの話で、東京は、エスペラントではTokioと書くことを
知っていた。これは、それより1年ぐらいまえから、独習書でエスペラントを勉強していたので、それでお
ぼえたものか、その後会った人から教えてもらったものか、とにかく知っていた。 
　そこで、あるとき、東京へ行って来た先輩に、それについて何かをたずねるのに、例会の席で、Tokio…
と言ったことがある。日本語でなら、まさか、「トキーオにはどのぐらい…」とは、きくまい。エスペラン
トであったから、Tokio…といったら、そのひとは、自分はトキーオというのはキライであると、あっさり
否定したのである。 
　Tokioを正直に発音したのだから、わたしとしては、そのとき不思議な気がしたのだけれど、つまり、そ
ういうことがあった。これは、東京をTokioと書いてトキーオと発音することには、抵抗があるということ
かも知れない。キザだと思われているのであろうか。 
　それはとにかく、もとにもどっていうと、エスペラントとしてはキザであるとは思われないのは、なぜか
といえば、つまり、エスペラントでは、それがピンとこない、からである。そういう、原音ないしある国語
にある発音でいっても、キザと感じないのは、エスペラントがわかってないから、であろう。 



 27

　これは、ムリもないことで、固有名以外の「名詞」がOで終わっているのはとにかく、Oでおわってない
ものとして知っている、固有名詞まで、エスペラントではOにするというのは、うまく行かないことがある
からだ。 
　TokioやKiotoは、Oでおわっていて、形の点では、名詞としての問題はない。しかし、大阪となると、
OsakaoかOsakoか、まようはずである（たとえ、Oo…とはしなくても……）。ローマだって、Romaoでな
く、Romoとしているところからすれば、やはりOsakoが、おちつくところか。広島はHiroŝimoとして、す
でに使われているようである。「固有」といっても、地名はまだしも、人名となると、じつにヤッカイであ
る。これは、もう、キザとかいってる問題ではない。印刷物を目で見ているだけのときは、そこは読まずに
とばして行けば、すむことだけれど、声に出して読むとき、エスペラント文に人名（エスペラント化してな
い地名もだが）が出てくると、声がとまるのである。各国語に通じているひとなら、どこの人の名前でも、
ちゃんと、それらしく発音できるのだろうが、わたしには、それはできない。 
　なるほど、何語ではこういう、ということを知っていることは、けっこうなことであろう。エスペラント
は、しかし、世界が相手である。しかも、各国人の姓名を正確に発音できるようになるのが、エスペラント
の目的ではないのだから、人名といえども、エスペラント文に出てくるときは、28文字を知っていれば、そ
の近似音ぐらいでは、読めるようにしておいてもらいたい、ということである。なんとも発音のしようがな
い感じなのは、こまる。 
　ところで、わたしは、自分の姓名は、ずっとまえから、Tacuo Huĝimotoと書くことにしている。これは、
日本語の「フジモト・タツオ」とは、もちろん、発音がちがう。しかし、エスペラントのアルファベットで
読める音であり、アクセントも、エスペラント式にしてもかまわない、ということを示しているつもりであ
る。たまたまOで終わっているけれども、そうでなくても、すくなくとも、エスペラント式に読めるように
は、つづるであろう。 
　ところが、ヨーロッパ人など、ローマ字を使っている国のエスペランチストが、原語のままで、その姓名
を出しているのは、日本人からいえば、われわれが漢字かカナで、エスペラント文に名前を出すようなもの
で、日本人のように（藤本達生をTacuo Huĝimotoとするような）書きかえをしていないのである。 
　Boultonでも何でも、正確に原音どおりに発音させようというのは、たとえば、藤本達生と書いて、外国
人にも、それをフジモト・タツオと読め、というようなものであって、エスペラントからいえば、論外であ
る。 
　要するに、固有名が重大問題であるのは、エスペラントが、結局、国語ではないという（現状からいえば）
弱みがあるということ、同時に、それは、国際語にすぎないということであり、また、それだけ、国際語で
はある、というエスペラントの性格からくるものである。 
　いまは、一般化できないけれども、いずれは、人名でも、すべてエスペラント化するぐらいの意気ごみ、
というか、国語ばなれ、人類的精伸によるゆずりあいをしないようでは、エスペランチストも強いことはい
えないだろう。なお、ザメンホフは、もともとSamenhofというのを、Zamenhofにしていたことを付記す
る。 
（1963年、「エスペラント」12月号） 

III. 運動の周辺 
― 世界大会のことなど ― 
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UK考 
大会の理想と現実 

　なにしろ、5年もまえからとりかかった大会である。それが終わったからといって、もう忘れ去ってしま
うのは、おしいと思う。わたしは、すくなくとも、これから先、2年ぐらいはかけて、出席したり、関係し
たりしたものがみんなして、いったい「第50回世界エスペラント大会」とは、何であったか、ということを、
おおいに考えてゆくべきであると思う。 
　個人によってちがうけれども、そういう、大会におけるそれぞれの体験を話しあうことで、日本のエスペ
ランチスト全体にとって、大会がどういうものであったか、ということが、だんだん分かってくるだろう。 
　すでにあちこちの雑誌に、感想なり批判なりが、かなり出ているようである。大感激したひとや、失望し
たひとや、いくつかに大きくわけられる。 
　ところで、外国人には、がいして、たいへん好評であったといってよい。自分は何回も出席したが、こん
どの東京大会が、いちばんよかった、というようなコトバは、何度もきいた。はなし半分としても、とにか
く、こんどの大会が「成功」したことには、まちがいない。 
　さて、その成功は、UEAの世界大会というものが、どういうものか、体験として知っているかれらが見て、
そうなのであって、現実論である。これまで何回も出た、しかし、そういうものとしては、こんどのは実に
ウマく行った、ということである。簡単にいえば、そういうことにちがいない。これは、ひとつの見方であ
り、その点からいって、日本であった大会が（その後おこなわれた諸行事も含めて）なんとかうまく行った
ということは、メデタイことにちがいなかった。 
　一方、5年まえからおおいに期待していた日本人、特に、これまでヨーロッパにおける世界大会に、一度
も出席したことのない大多数のエスペランチストにとっては、「世界大会とはこういうものだ」という実感
がないから、どうしても、見方が理想に傾くのである。つまり、大会はこうであってほしい、いや、こうで
なくてはならぬ、あるべきだ、という見方であり、世界大会にたいする期待であった。 
　そういう、いわば理想家の目から見れば、こんどの人会は、まったくがっかりさせるものをたくさん含ん
でいた、というより、じつに失望させるものでしかなかった、ともいえるのである。だから、大会にたいし
ては、現実と理想という、いわば二つの見方があり、大会について批判するばあいには、両方の見方を混同
してはまずいと思う。まず、大会とはああいうものなのだ、という現実を認めて、そういうものとしては、
万事うまく行ったかどうか、という現実論がひとつ。 
　大会というものは、あれでは困る、こうであるべきだ、それから見ると、こんどの大会はダメであった。
今後は、こうして行かなくてはならぬ、というのがその第二の見方で、理想論。 
　とはいっても、現実にどういうものであったかを体験したものにとっては、大いに感動した参加者はとに
かく、失望したものから見れば、理想論もなにもない、あれでは困る。エスペラントもイヤンなる、という
ところまでことが発展する可能性がある。したがって、現実論はしばらくおき、やはり理想論から見て、大
会のことをよく考え直してみる必要があろう。 
　三ツ石清氏は、ガッカリした組のひとりのようではあるが「しかし、エクスクルソも行かず、バンケード
も参加しないで、いろいろ言ってみても、仕方がないかも知れんね」という意味のことを話していた。すな
わち、現実論的にいえば、そういう（金のかかる！）ものに出席するのが、いわば、ほんとうに大会に参加
する、ということかも知れず、それをしないで批判する（理想論的に）のは、する方がわるいのかも知れ
ん、ということであろう。日光はよかった、箱根もすばらしかった、バンケードも……というホメコトバを
さんざんきかされて、そういう思いをしたのかもしれない。 
　まあ、三ツ石氏が、わたしのいう理想論からして、どういう批判をされるかは、直接、本人による文章を
期待するとして、次に、わたしの思うことをかいてみよう。 

「こん親会」について 
　開会式の前夜にあるところをみると、このインテルコーナ・ベスペー口というのは、正式のプログラムか
らすれば、番外と考えられているのかも知れない。ザメンホフと名のついた大きな部屋に、いっぱいになる
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ほどの各国人が入っていると、話し相手をみつけるというのも要領がいるように思われた。けっきょく、こ
の「懇親会」というのが毎日あるといいと思う。前夜集会だけでは足りない。 
　はなしあいには時間がかかる。しかし、プログラムがあるときは、やはりそれに出ないと気がすまない。
だから、いっそ、何のプログラムもなく、みんなが「こん親会」に出て、てきとうにおしゃべりできるとい
いと思う。日を追うて、なじみもできるから、毎日でなくても、1日おきにでも、そういう自由集会がある
といいと思う。まえからの知りあいでないと、3時間ばかりの間に、いろんな人と、くわしく話をするのは
むずかしいと思う。 
　イヤホーンもつけずに、毛色のかわった人間たちが、なんとか話をしているというのは、一種異様な光景
であるが、それがエスペラント大会では、ごく当然のことなのだから、この長所を生かして、世界の人民が、
自由に談話できる場と時間をあたえるのは、世界大会に望んでいいことであろう。 

開会式 
　いろんな国から来た代表が、エスペラントでアイサツをするというのは、開会式のなかでは、第一のミモ
ノ・キキモノであろう。内容よりも、まず、発音とか話し方に興味がある。各国語によるナマリはあっても、
みんなわかるエスペラントであったから、そういうものの見本としては、あれは面白いものである。 
　しかし、政府筋のエライ人たちのご出席をねがって、通訳つきで話をしていただく、というのは、通訳な
しのときとのよきコントラストを示すという点以外には、いいこともない。エスペラント界の現状からいえ
ば、あんなことは、背のびである。どうせ、政府関係者は、エスペラントのことなど本気でとりあげる気は
ないのである。たのまれたから、仕方ない、ケッコーなことでございますな、というアイサツにすぎない。 
　たとえば、UEAが、あれだけユネスコ、ユネスコと肩入れしているユネスコの、日本の国内委員会事務総
長である井上孝治郎氏だって、エスペランチストをうれしがらせるような、いい話をしていながら、「では、
どうぞご署名を…」というわけで、例の国連あての署名を頼んだときは、しなかったそうである。だか
ら……というのは、おかしいかも知れないが、まあ、その程度にあしらわれているのであると思っていいで
あろう。 
　モタモタしているうちに、腹はへってくるし、それで印象がわるいのかも知れないが、開会式は、あれで
は長すぎる。おまけに、写真のとりかたも、物理的にいっても不可能なことをするし、後味のわるいことで
ある。 
　開会式は、まず開会宣言をして、次に、各国代表がアイサツをし、それから祝賀演説をして、それで終わ
り、というぐあいで、いいのではないか。また、式が終わって夜までの午後ずっと、宗教関係の分科会のほ
かは、何もなかったが、あの時間でもInterkona Posttagmezoでもあればよかったろう。市内見物でもせ
よ、ということかも知れないが、その気のないものもいることを、考えておいていいと思う。わたしは、世
界連邦関係の集会に事情があって行ったから、時間をもてあますことはなかったが……。 

「日本のタベ」に思う 
　LKKが自主的に決めることのできたプログラムは、これだけであったとか聞いた。それにしても「日本
の」となると、どうして、日本人がふつうは、あまり縁のないようなものに落ちつくのだろうか。あるいは、
ああいうのこそ日本的なものであって、あれで当然なのであるのか。わたしのように、カブキも文楽も（日
本の夕べではやらなかったが）見たことがないという非日本的なものが、とやかく言うべきことではなかろ
うが、日本というと、すぐああいうことになるので、まったく弱る。外国人が喜んだのは、おそらく物珍ら
しさによるので、あれを芸術として味わったからではなかろう。もっとも、東西文化の交流とかいっても、
現状では、もっぱら異国情緒でもっているようなので、あれでも仕方がないのかも知れない（もちろん、出
演した人たちの労を多とする、というのは別問題である。） 

協議会や総会のこと 
　形式主義。これが、簡単に言えば、この種の会合に支配的なことのようで、なるほど、決議文をさっさと
まとめたり、議事を早くかたづけたり、ということは、うまくやっていた。形はととのうのである。事務的
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になれているという感じで、この点、日本人はちょっとタチうちできないようだ。あるいは、何か言ってみ
ても、どうにもならん、というところで、ことが運ばれて行く、ということかも知れない。 
　そのためかどうか、日本人はほとんど発言しない。しかし日本でやって、だまっていたんでは面白くない
から、わたしは、何回か発言だけはした。それに、何の効果もないことでもかまわないと思ったので、つま
らぬことでも質問したりした。 
　時間も、ゆっくりでなくては困るのだが、ああいうものは、たいてい時間がない、ということで切り上げ
るようになっているらしい。（これは、10月にあった日本大会でも同様で、いつも、tempo mankas!で
あった）充分に話し合いができたら、ミもフタもなくなって、具合がわるいのであろうか。 

「力タキ」を見る 
　8月2日の夜は、「演劇のタベ」というので、おくれぬように日経ホールヘ行った。まず、入場すると、プ
ログラムを売っている声が聞こえる。気分を味わうために、50円也のそれを買う。高いと思ったが、芝居見
物のフンイキを買うためだと思えば仕方がない。 
　場内はいっぱいで、見物は色とりどり。これからエスペラントで演じられる「カタキ」を見ようと集まっ
て来たものたちである。わたしも、大会のプログラムの中では、もっとも期待していたもののひとつであっ
た。ヨーロッパでの世界大会の報告を読むと、最近数年は、ずっと、IAT（国際芸術劇団）がナニを演じ
た、というのが目について、あちらの連中がうらやましかったものである。大会ごとにいくつかのダシモノ
を用意するのは、大変な苦労だと思うし、そのわりには、むくわれない仕事であるから、まったくIATはよ
くやると思ってもいた。 
　東京大会には、この劇団は来なかったが、ポーランドのプロの役者が来るというので、楽しみにしていた
のである。 
　さて、前口上を言いに出てきた男は、ワルシャワ放送のひとで、最初の「こん親会」から顔見知りになっ
ていた。いよいよ幕あきである。やはり、それらしい気分になってくる。 
　登場人物はふたりだが、アメリカ兵は、よくしゃべる。日本兵は、あまり口をきかない。あまりシャベル
ようでは、日本人をやる外人俳優は困るだろうが。この芝居は、アメリカやヨーロッパでも、かなり上演さ
れたようで、日本人の彫刻家が、ドイツかどこかで、この役を演じ、好評であったとかいうのも、あとから
思い出した。 
　舞台も舞台だが、わたしは観客席も気になっていた。しかし、ちゃんと反響はあるし、観客も相当、芝居
のエスペラントにも、なれていると見た。 
　「キムラ」の日本語が、ときに何を言ったのか聞きとれないことがあった。ほかでやるときは、日本語は、
ぜんぜんデタラメでも、関係ないわけだが、こんどは、大部分が日本人だから、あの役者も、気を使ってい
たらしい。 
　アメリカ兵をやったものは、ほとんど2時間しゃべりつづけたわけで、このためにエスペラントをならっ
たのかと思うと、そうでなく、かれは、数年まえからのエスペランチストでもあった。エスペランチストが
役者になったのではなく、もっとまえから、すでに俳優であったそうで、それにしてもテーマといい、役者
といい、登場人物がすくないことといい「はるかなる」東洋のはて、日本でやる芝居としては、まったくUK
向きではあった。 
　もう一度見たいと思って、あくる日の券を手にいれたのはよかったが、その夜はつごうがわるく、惜しい
ことをした。 
（追記：入場券は、世界大会の幹事というか、事務長というか、とにかく、「書記」にしては、万能の権力
をもっていたらしい、かのポンピリオ氏に、なんとかつごうをつけてもらったのではあったが、けっきょ
く、もう一度見ることはできなかった、わるいことはできない、というところだ。） 

「中立」あれこれ 
（「緑星旗事件」私観） 

　わたしは、UEAの委員会に興味をもち、つとめてその会合をのぞくようにした。委員ではないから発言は
できない。後方の椅子にすわって、成り行きを見守っていることしかできない。何十名かの出席者があっ
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た。委員ないしその代理人も、かなりいたようだが、まだ定足数に達せず、一応決められたことについて
も、あとで文書によって、他の委員たちにたいしても賛否が問われたようである。 
　さて、その委員会では、のちに、いわゆる「縁星旗事件」と呼ばれるようになったことが起きた。わたし
は、その一部始終を見ていたわけではないし、また、聞きながらノートをとってもいなかったので、いまと
なっては正式に「報告」することができない。 
　途中から途中まで、わたしが見聞きし、理解できたことは、ざっと次のようなものである。 
　ジャパン・タイムスという英字新聞に、3日の午後あったMEMの分科会で決められたことが、あたかも、
世界大会あるいはUEAが決議したことのような形で報導された。そうしてそれは、アメリカ軍はただちにベ
トナムから出て行け、というようなことなのであった。 
　そこで、各国の大使館から、UEAの幹部役員に対して、呼び出しがかかった、ないし、電話による、「お
たずね」があった。このことがUEAの役員たちをギョーテンさせた。それで、早速そこへ出向いて、ジャパ
ン・タイムスの報導がマチガイであること、すなわち、あれはMEMという団体が勝手にやったことで、世
界大会は何ら関知しないことであり、しかも、MEMの分科会そのものが、UEAの主催する世界大会とは、
何ら関係がないもので、あのような世間を誤らせるような報導はイカンであること、UEAおよび世界大会は
政治的にまったく中立であり、このたびのようなことはもちろん、UEAの計画したことではなかった。こう
いうことを大使館筋には了解してもらった。 
　さて、しかし、こんなことになったのは、なぜかと言えば要するに、MEMの分科会を大会中にやらせた
からであって、今後は、いっさい大会からシメ出すがよい。いや、これまで分科会を許しておきながら、と
つぜん、そのようなことを言い出すのは、おかしい。 
　まあ、集会をするのは、やむを得ないこととしても、MEMに対しては、警告を発すべきである。 
　ジャパン・タイムスには、抗議文を送り、かつ、訂正記事を出させるようにせねばならない――。 
　その他、議論をしていると、さらに、何かが持ち込まれた。それが緑星旗であった。しかも、これまたベ
トナムに関係がある。この旗に署名をして、世界大会に参加できなかったベトナムの同志に送ろう、という
のである。そこで、政治がどうの、中立がどうの、ということになり、ついには、この旗をUEAが没収する、
ということになってしまった。 
　わたしは、そういうことをききながら、じつに面白かった。事は重大であるが、とにかく、konfiskiなど
という単語が、大まじめで発音されるのをきいたからである。 
　それはさておき、この委員会をみながら、ああ、ザメンホフはかわいそうである、と思った。そこには、
ザメンホフの精神なんて、ひとかけらもなかったからだ。 
　Verda Standardoのことで大さわぎしながら、ザメンホフがそれについて何といっているかさえ、「中
立、中立」でコリかたまった頭には、思い出せなかったのだろう。 
　いったい、かりに、世界大会が、いわゆるUEAのいう中立をおかしたところで、消えてなくなるようなエ
スペラントではないのだから、大いにやったらいいのである。 
　鳴かず飛ばず、たとえイヤホーンは使わずとも、仲よく話をしているだけでは、世界大会も、日本では
ニュースにならない。委員会の途中で思いもし、ノートをとりながらきいていたサドラーにも言ったことだ
が、たとえマチガイにせよ、世界大会の期間中に開かれた集会で、ベトナム問題にふれたから、新聞が報じ
てくれたのであって、これは抗議をするというより、なんとかしてニュースになるようにと思って、ああい
う形で報導してくれた新聞にたいしては感謝しなければいけないほどのものである。それを何と思ってか、
大騒ぎして、みっともない。もし、中立がどうしたとかで、UEAがつぶれることがあっても、エスペラント
という言葉はどうにもならないし、存在していくのだから、いたずらに心配するのはバカげている。 
　それより、わたしは、こう思う。中立とは、何も決議しなくてもよい。とにかく、エスペラントを使って、
おたがいに、たとえばベトナムについて、みんなが個人として話し合うことなのである。だいたい、UEAの
大会で、政治的なことを論じてみたところで、世界情勢には影響ないのだが、UEAは、もしそれを思ってい
るのなら、すこしシヨッテルよというべきであろう。 
　世界大会では、アメリカだってどこだって非難したらいいのであるし、それができないようなら、何のた
めに、エスペラントというコトバはあるのか、ということである。つまり国連などで、公式にそれをやれ
ば、世界の政治に関係してくるが、世界大会は、現実の政治的な国際機構からみれば、まったく私的な集ま
りなのだから、そこで各国人がいくらののしりあうまで口論したところで、コップの中のあらし、たいした
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ことはない。しかし、そういうことができれば、本質的には、たいしたことであるし、それができるのが中
立というものであり、そこにエスペラントのよさがあるのだ。ところが、オッカナビックリ、何か言うと、
すぐに政治的といってアワテルのだから、わたしみたいに、もっとも非政治的なものまで、フンガイしたく
なるのだ。 
　とにかく、よその国の国旗をひきずりおろしたりすれば、国際問題になるが、緑星旗の場合はエスペラン
ト国民同士の夫婦ゲンカぐらいに思われたようなことで、新聞ダネにも、おそらく、ならなかったのであ
る。あれは、国際問題（すくなくとも「旗」をめぐるものとしては）にはならず、せいぜい、他人の持ち物
をとった、というぐらいの事件（世間的には）なのである。 
　要するに、あれは、世界における国際問題ではなく、エスペラント国内のヘッピリ腰のせいで出来した、
まあ、はずかしい事件であった。 
　エスペランチストは、まだ、おさないのである。わたしたちは、このことをよく考え、何が中立であり、
また、いかにそれが理解されていないかということから、あんなことが起きたのだということを思うべきで
ある。 
　エスペラント国を学校にたとえ、世界大会を運動会にたとえてみれば、日本側は、外国勢に圧倒され、そ
のひとつとして、旗をとられたようなものである。勝ち負けでいえば、日本人は負けたのである。 
　いずれにしても、すべてはエスペラント国内のできごとなんだから、大したことはないのだが、しかし、
世界大会は単に終わったのではなく、やはり、わたしたち日本のエスペランチストは、世界大会において、
敗れたのであると、わたしは思っている。緑星旗事件は、いわば、そのシンボルみたいなものである。 

集団と個人の問題 
　人間は、まだ、集団で動くことには、なれていないのかも知れない。世界人会のことを考えていると、そ
う思えてくる。すくなくとも、世界大会を集団として見ると、かなり、おろかしいものであった。個人とし
ては、どんな人物であっても、いったん、集団のなかの一員、しかも、たとえばUEAの役員といった立場に
なると、その動きはあやしくなってくるのであろう。 
　世界大会は全体としてみれば、エスペランチストの集団行動ではあったが、なかへはいってみれば、ナン
ノナニガシという個人の問題でもあるという、まことに妙をえた集会であった。集団としての世界大会のこ
とを考えていると、また、フンガイせねばならぬので、それは衛生のためにもならないら、もはや「人類の
真夏の昼の夢」となった、あの夏のあいだに出会った個人の話をしてみたいと思う。 
　第一、世界人会が集団としてぐあいが悪かったのは、エスペランチストが、まだ、ちゃんとした組織をもっ
ていないからで、単なる大衆を集めてやる以上は、あのくらいの不様は当然のことであったともいえるか
ら、集団だけを問題とするのは、片手落ちであると思うからである。 
　それから、個人としてみれば、かなり面白い人物もいたのは事実だから、そういう人たちに会ったこと
も、やはり世界大会の重要な出来事にちがいないし、「人間と人間との出会い」というザメンホフ的な思想
からいえば、それこそ大切なことであるとも言えると思うからである。本来の世界大会論をあきらめたわけ
ではないが、集団といえども個人がいなくては存在しないのだから、それはそれとして、個人的な体験のこ
とも、忘れたくはない。 
（追記：会った個人となると、わたしは交際のひろいほうではないが、以下にしるす人たちにつきるわけで
はない。もっと書きたいところだが、長くなるので、やめたのだった。） 

8月5日 
　木曜日は、毎年の世界大会ではそうなっているらしく、8月5日はやはり全日観光の日であった。日光や箱
根へ、朝早くからバスなどで、人びとは出発したのであったが、わたしは行かなかった。参加すれば、それ
はそれで有意義であったろうが、金もかかることだし、行かなかった。 
　会場の農協ビルヘは、何時かは忘れたが、行ってみた。さすがに、1日でも遊ばせてはおかないものと見
えて、「ザメンホフ」も別の団体が使用するようになっていた。会議ができるようにテーブルが並べてあっ
た。それを見ると、わたしはエスペラントの世界大会とくらべて、感心せざるを得なかったのだけれど、と
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にかくこれはかなわぬ、やはり大したものだ、それにひきかえUKは……と思ったことだけ、記しておこ
う。 

「おんな」 
　この日は、約束があった。昼まえ、フェアモント・ホテルヘ行った。大本の国際部のものなど、8月13日
～15日にある「大本国際友好祭」のための、ある打合わせのためであった。春ごろであったか、ポーランド
から手紙が来た。ヤーガ・ギブチンスカという女優さんからで、ブロマイドも入っていた。他に「virino」
という独白で演ずるための台本もいっしょだった。彼女は、もし時間がゆるせば、亀岡でそれをやらせてほ
しいと言っていた。「Festivalo」のプログラムはすでに出来ていた。しかし、どこかで出演してもらえそう
なので、よろしく頼む、という返事が出された。ただし、この辺のことは、すべて梅田善美氏がやったこと
で、多少のちがいはあるかも知れないが、そばにいたのだから、大体は以上のようなイキサツであったこと
は、わたしも知っている。 
　さて「おんな」の独演もいいが、この日の目的は、「歌まつり」で詩の朗読をやってもらおうということ
で、入選した詩をいくつかわたしたちは持参していた。 
　大阪の黒田正幸氏も朗読者のひとりだったので、この打合わせ会には出てもらったし、さらに、氏の部屋
に入りこんで、詩の朗読のケイコをすることになったのであった。 
　ヤーガさんはプロなので、まず、モハンを示してもらうことになった。こちらで渡した詩をやるまえに、
彼女はvirinoをやると言って、ひょいと椅子にのった。 
　以上は長いまえがきで、要するに、この25分間の独演をきいて、それがまったく見事であり、感動したと
いう、そのことを言いたかったのである。 
　おわると、相手が女優なので芝居づいたわけではないが、わたしは「いや、エスペラントをやって来たの
も、ムダではなかった、いまのをきいたからには」というようなことを握手かなにかしながら、言っていた。
わたしひとりが感じいったのではなく、他のひともそうだった。特に黒田氏などは、「まったく、そのとお
りだ」とばかり、彼女をほめたたえたぐらいである。 
　もちろん、ご当人は女優であるから、それぐらい出来るのは当然で、こちらが感激するほどには、ホメら
れてもどうということはなかったのだが……。 
　なにしろ、わたしたちの場合は、独白の演技力に参ったというよりは、それができるエスペラントに感心
していたのだから、世話はない。「エスペラントは、ギリシャ語のように完全で、なんとかで、イタリヤ語
のように美しい」とかなんとか、きかされてはいるが、なに、現実におたがいの身の回りや自分で使ってい
るエスペラントは、そうではないのだからヤーガさんの、それこそいきいきしたやつをきいていると、フー
ム、エスペラントもなかなか、やれるわい！とばかり、あたりかまわず感嘆したのであった。 
　この日、彼女の名演技に接したことは、いま思っても、世界大会のいいことのひとつであった。その後、
亀岡でもリッパにやってくれたのだが、長くなるので、この人のことは第1回目の話だけにしておきたい。
なお、このvirinoは、東京でも、医者の分科会かなにかで演じたはずであるが、フェアモント・ホテルの一
室できいたものほどには、出来がよくなかったのかどうか、特にそのことを書いている人はいないようであ
る。 

「手紙も書けない」 
　どうでもいいことだけれど、わたしはこの日の午後、打合せ会が終わってから、先に記した農協ビルヘ
行ったのかも知れない。とにかく、夕方もう一度フェアモント・ホテルに行ったようである。エクスクルソ
に行った人たちが、帰って来たころ、そこの食堂で夕食をしたのをおぼえているから。 
　ナイフとフォークで食べるのは、味がよくわからないほど、わずらわしいものだが、それに加えて、外人
がたくさんいてエスペラントでしゃべっているのだから、まあ、外国のホテルで食っているようなもので
あった。 
　すこしおそくなって、かえろうかと思っていると、ロビーに、まえに紹介されていた青年がすわっていた
ので、話しかけてみた。この背の高い男はトルベン・ケーレットといって写真のプロである。 
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　これは、ところで、あらゆる場合に言えることだが、わたしはどういう文句で、たとえば、この場合、か
れに「話しかけた」のか、さっばりおぼえがないのである。そうして、どういう文句でその「会話」をつづ
けていったかも、わからないのである。話をしていたのは事実なのだが、具体的な文句はおぼえていない。
あるいは―― 
「どうですかな」、「それが、まったく、オソルベきことにはボクはまだ、日本へ来てから、家へ手紙も書
いてないのですよ」、「それは、また、どうして」、「だって、あまりすべてのことが面白いから、そっち
の方がいそがしくて、何度も、書かねばいかんぞ！と自分に命令はするんだけど、現実のユーワクの方が強
くて、どうも、手紙が書けんのですね」とかいった意味の会話もかわしたようであるが、くわしくは不明で
ある。 
　わたしは、しかし、売るための本を持っていたからかれに話しかけたので、その方に話をもって行くと、
いや、話はしてみるもので、かれもエスペラントが大変好きで、いろいろ集めているということがわかった
のであった。本の他にも、l'omnibusoの購読者にもなってくれた。写真はもうかるのかどうか、かれはなか
なか気前がよかった。（ただし、この雑誌の購読料は、特にもうかる人でないとまかなえないほど、高いと
いうことではないので、念のため！） 

リサのエスペラント 
昔から、わたしは、いわゆるdenaska esperantistoに絶大な興味を感じて来た。はじめてから6ヵ月間は、
わたしは独習していたのだが、いつのころからか忘れたけれど、エスペラントについては、「このコトバは、
どうも、やはり、話せるようにならんとダメらしいな」と思うようになっていた。おそらく、そういうこと
から、この世に生まれつきの（すなわち、自分のように本で勉強しているのではない、自然の）エスペラン
チストがいると知ったとたんに、興味をもったのにちがいない。 
　それで、いろんな人のことを読んで知るようになったが、それはまた別のこととすると、ここに言うリサ
ちゃんという6才の女の子のことも、UEAの雑誌かなにかで読んで知っていた。彼女は、ハロゲートの世界
大会のとき、二つか三つであり、最年少の参加者であったが、イギリスの新聞記者が英語でインタビューし
ても、自分はアメリカ人なので分かっているのに、答えはすべてエスペラントで押し通したという、あっぱ
れな女史？であって、わたしは注目していたのである。 
　こどものエスペラントとは、いったいどんなものだろう？　わたしには好奇心があったのだ。何日かは不
明だが、農協ビルのまえへ行ったら、リサがいた。女のひと（日本人）といっしょにいて、英語を話してい
た。ビルの入口はしまっている。リサは、わたしがきくと、ここで何時とかに、両親と待ち合わせる約束で
来たのに、いないのだといって、悲しそうであった。そういう会があるらしく、女の人は、外人観光客のお
子様たちをお守りするためにやとわれて、どこかへ遊びに行って来たもので、エスペラントのことは知らな
かった。 
　いかに熱心な？エスペランチストではあっても、6才のこどもにはちがいないので、リサは、両親といっ
しょにいても面白くないのはもっともであった。また、このヘルムース夫妻は、まことに熱心であって、た
いていの会にはちゃんと出席していた。 
　さて、しばらく、どうしたのだろう？というわけで、しめ切ってどうにもならぬ農協ビルのまえにいた間
に、これさいわいとばかりに、わたしはリサをつかまえて、いろいろ話しかけてみた。そうして、彼女の話
すコトバをききながら、なるほど、きいてみれば、こういうものか、と感心しながら、リサの、やはりこど
もらしいエスペラントを味わっていた。まねするわけにはいかぬが、本質は、まことに生きたコトバ使いで
あって、このような使い方がおとなのそれになれば、いいわけだと思った。エスペラントが人工語だからど
うというのではなく、実際は、われわれ一般の使い方が、いわば人工的なので、自然にきこえないのだろう。
リサのエスペラントをきいてみると、そうとしか思えない。女優のモノローグでも、こどもの話でも、しか
るべきように聞こえるエスペラントである。ただ、ふつうは、そこまでいたっていないのである。 
　その後、ヘルムース一家とは京都でも縁があったので、まだまだ書くことはあるが、ひとまず、このくら
いにする。とにかく、リサに会って、かねてアコガレていたdenaska esperantistoの、しかも、こどものエ
スペラントを、かなり聞くことができて、じつに愉快であった。 
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　それはとにかく、エスペラントを話せるというコドモは、まわりにそういう子がほとんどいない、すなわ
ち、自分が珍重されるという立場にあるから、教育上望ましい状態にあるかどうか、ひとつの問題であろう
が、これはまた大きなテーマなので、これ以上は書けない。 

名前で呼ぶということ 
　いまでは、世界大会を東京でやることに決まったころからは特に、若い人たちもふえたので、わたしなど
も若年寄りぐらいになったようだが、10年以上まえは、そうではなかった。わたしは、まあ、いちばん若かっ
た。他の「同志」たちは、すなわち、すべて先輩であった。日本のシキタリに忠実なのか、人間が古いのか、
とにかく、わたしはそれらのだれかれを、みんな、ダレソレさんと、さんづけで呼ぶようになった。それは、
ごく自然なことであった。 
　ところが、そのうちに、自分より若い学生たちに教えたりするようになり、さんづけで呼ばれるように
なった。しかし、かれらを、わたしの方からは、さんで呼ぶのかクンで呼ぶのか、そこにこだわりが生じた
ようである。ひとをナニナニ君と呼ぷことになれていなかったので、そうなった。それにしても、合宿など
もさかんになると、会う学生の数も多く、君で呼ぶことにもなれたみたいなものだが、わたしは、どうも、
～さんの方が性に合っているようである。 
　しかも、こんどは、いわゆる「呼びすて」の問題が出てきた。何回も会い、ときには、身の上相談に類す
るようなことも話し合うという程度のものも出てくると、さんとかくんでなく、姓だけを呼ぶ必要もあらわ
れる。 
　わたしは「友人」ということを、かたくるしく考えるせいか、自分としては、ほとんど持っていないよう
に感じている。もちろん、敵ではないから……という程度のamikoは別として、こだわりなく呼びすてにで
きる程度のamikoはあまりない。 
　まあ、人間の存在というあたりから考えると、わたしは友人のいない状態を非常にさみしいものと見てい
るが、現にこの自分に、特に友人というようなひとがほとんどいないという実情については、日常的に考え
ると、やむを得ないことだろうし、特にさみしゅてならぬ……とは思っていない。 
　そのせいかどうか、わたしは、ひとを、かなりツキアイのある人でも、あえて呼びすてにしたいという、
いわば欲求を感じない。まだまだそれほどによく知らない、あわてて、そうする必要はない、ということか
も知れない。それで、いまでも、ダレが、カレが…と、さんなしで言うことにコダワルことが多い。 
　そういうところへもって来て、世界大会である。いま書いてきたのは、呼びすてといっても姓の方であ
る。ところが、ヨーロッパやアメリカでは、姓でなく、名を呼ぶということが、かなり一般的に行なわれて
いる。そういうことになれた人たちが大量にやって来たのである。 
　エスペラントで話をするのだから、コトバは通じる。しかも、なかには、かなりキワドイことを話し合う
人までできてくると、いきおい、わたしも、名で呼ばれることにもなった。しかし、それにしても、このく
らいのことを話したら、もはや名を呼ぶほどの関係なのかと、例によってコダワリだし、わたしは、すぐさ
ま、相手を名で呼ぷことができなくてなるべく名を呼ばなくてもいいように話したり、やむを得ぬときは、
たとえば、LazaroとかLudovikoとかでなくて、s-ro Zamenhof！のように言いつづけたのである。 
　そのように、わたしは胸がせまいので、おそらくそのせいもあって、世界大会でも、特にamikoはできな
かったようなのであるが、その点、梅田善美氏（かれは、わたしにとって、昔からウメダさんである）は、
外人ともすぐ仲よくなる名人といわれ、なるほど、名を呼ばれ、また名を呼ぶ相手はたくさんいるのであ
る。 
　ところで、外人は、この姓で呼ぶか名で呼ぶかということについては、相当ハッキリした区別を意識して
いるらしい。このことでは、わたしなりに面白いと思う事実はあるのだが、とにかく、わたしは、梅田さん
をヨシミと呼ぶ外人たちからも、フジモトと呼ばれるのがふつうであったし、わたしも相手を姓で呼ぶなら
わしであった。それは、たとえば、のちには、半月以上もいっしょに旅行し、苦楽をともにした人物、シュ
ライシェルでさえも、イブ（またはイプ）とは呼びかけにくかったという、まことに私的な事情による。 
　それは、長いつきあいで、いまではトナリに座っており、合宿で三宅さんがふたりを混同してから、梅本
コンビとか言われた間柄の梅田さんのことも、いまさら、ヨシミとは呼べないのと同じで、相手が外人で
も、どうもイプとかは言いにくいのである。そして、そう呼ばないことを、不都合であるとも思っていな
い。 
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　しかし、このほど帰国したイギリス人のパーソンというエスペランチストは、亀岡で毎日顔をつきあわせ
ていたのに、わたしがf-ino Parsonとしか言わず、エルシーという名で呼ばないことを不都合に思っていた
かも知れない。というのはそれでも、自分の習慣からか、わたしを名で呼ぶことも多かったのであるが、最
近、帰るとき、船まで見送って行ったわたしたちと別れるときには、かなり意識していると思える調子で、
ヂス・レヴィード、フジモト！とは言ったけど、名は呼ばなかったのである。わたしは、このことに興味を
おぼえた。 
　脱線が多いようだけれど、要するに、このように姓名の呼び方にこだわっているようでは、とてもダメ
で、やはり国際的に通用するエスペランチストになろうと思えば、その辺の考え方から変えて行くべきかも
知れない。 
（La Torĉo、1965年11月、12月号；1966年2月号） 

エスペランチストになる必要 
　プログラムというものがあれば、ああいうことになるのだろうが、こんどの世界大会でも、いつもの日本
大会とおなじで、なにかを論じようとすると、たいてい、時間が足りないということで終わった。 
　参加者の数は1,700をこえたが、じっさいには何人出席したのか、わたしは知らない。とにかく、ひとが
たくさん集まったのは、開・閉会式、日本のタベ、しばい、その他、要するに客席にいて他人のやることを
見物していればいい、というばあいであった。そうして、協議会など、自分も何か発言して、討論に参加し
てこそ値うちがある、というような会には、お客？があまりこなかったのである。これが、エスペラント界
にも、すでに大衆が存在していることを意味するものかどうかは、すぐには決められない。もし、大衆がい
るとすれば、すなわち、大会においても、主として観客として参加するエスペラント人民が、確固として存
在するものなら、それにたいするものとして、同時にエスペラント大衆（まあ、エリートというようなコト
バより広い意味で、何かがあればダシモノを考えたり出演したりするものたち、大衆に対して存在するか
ら、かりにそう呼ぶ）がいなければならない。 
　たとえば、カタキという芝居だが、出演したのがプロの役者であってみれば、あれは大衆によるダシモノ
であり、われわれは観客大衆であった。 
　しかし、たとえば、UEAの総会などでのわれわれは、役員の報告などを拝聴するだけの大衆であっていい
ものかどうか。現実には、多分にそんなところがあって、ために、UEAの役員や事務局員が、対衆として総
会劇に出演しているかのように、感じられたのかもしれない。 
　そうなるのは、われわれがUEAの仕事と直接には関係がなく、"UEA"ときけば"ilia"として受けとり、nia
という思いがしないからかも知れない。 
　JEIは、UEAに加盟している国内団体（Landa Asocio）ということになっているが、日本のエスペランチ
ストたちはJEIとも、雑誌（エスペラント）の読者としての外は、まあ、直接関係がない（niaという感じで
は）みたいなところもあるから、UEAともなれば、なおさら遠くなるのだろう。 
　JEIの会員（維持員）になれば、大体において、UEAの団体会員（asocia membro）になるはずだが、こ
れは、もちろん、UEAの雑誌はもらえない。個人会員になると、機関誌をくれるが、UEAの個人会員は、
いったい、日本に何人いるかというと、JEIの会員をざっと2,000人として計算すると、約10分の1、まあ、
200人ぐらいではなかろうか。 
　その200人が、UEAの雑誌をよく読んでいるかどうかも不明である。よんでいても、タッタの200人。あ
との大多数は、世界の（すくなくともUEAを通じてわかるだけの）運動から、へだてられている。 
　もちろん、JEIの機関誌には、ときどきUEA関係のニュースはのるが、十分とはいえない。日本のエスペ
ランチスト（たとえJEIの会員であっても）が、UEAと親しくない、あるいは、UEAそのものであると思っ
てない、というのも当然である。 
　けれども、これはよくないと思う。UEAがけっこうであるかないかは別問題で、とにかくエスペラントが
国際語であり、世界的に歩調をあわせて運動をすすめるのが有利であるとすれば、国際関係はうまく行く方
がいいに決まっている。 
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　そのためには、国内事情からよくしていかなくてはいけない。つまり、日本大会でも、参加者は、自分が
直接参加するエスペランチストになるべきで、少数の大衆の打つ芝居の、おとなしい観客大衆であってはな
らない。ただの見物人になるにはまだ早すぎるのが、エスペラント界の現状であろうと思う。 

運動家と定年の話 
― 「敬老の日」によせて ― 
　わたしは何年かまえに、「エスペランチスト55歳定年説」というのを書いたことがあった。書いただけ
で、発表はしなかった。さしひかえた、と言うべきであろう。 
　きょうは、9月15日、「敬老の日」である。なにか、敬老ということで、意義のあることをしなくては、
ただ休んだだけでは、せっかくの日なのに、申し訳ない。 
　そこで、また、この問題をあらためてとりあげることにしたのである。さきにあげた、未発表原稿は、手
元にないので詳細は不明だが、要点はこうであったと思う。 
　もちろん、エスペランチストには、個人としては、定年（ないし停年）はない。死ぬまでは確実にエスペ
ランチストであり得る。 
　ここにいう定年とは、運動に参加しているときの話で、組織に入っているエスペランチストは、55歳あた
りで、ナントカ会のナニナニ長といった役職からは、身をひいてはどうか、という問題なのである。 
　55歳というのは、世間の通例にならったまでで、最近は60歳まで延長するところも出てきたから、60歳
定年説に、あらためてもよろしい。 
　しかし問題は、そういう、何歳をもって定年とするか、ということではない。要は、運動にたずさわるも
のとしては、若いうちにウンと活動しておき、55といわず50歳でもいいから、あとは後進にゆずって、安心
しておられるようでなくてはならぬ、ということである。 
　肩書きがなくては、身がもたぬ、というようでは困る。定年以後は、それまでに、これは自分の一生の仕
事だと思える何かをみつけておいて、それによって後輩たちに役に立つようであってほしい、ということで
あろう。 
　エスペランチストは、いつまでも若いひとが多い、という。精神年令は若いのだ、といって張りきってい
る人もいる。これは、いずれも、そのひと個人の問題としては、まことに慶賀すべきことである。 
　ところが、人間は確実にトシをとるのである。わたし自身も、定年にはまだまだ遠いが、10年まえにくら
べると、あきらかにトシをとっている。たとえば、ラジオをつけてジャズなんかジャンジャン鳴らして平気
であったように思うが、いまでは、すこし音が大きいと気になる。つまり、ヤカマシイような感じがするよ
うになった。主観的にはそうとも思えないが、これも、トシをとった証拠であろう。 
　まあ、たとえば、そういうわけで、30やそこらで年寄りくさいことをいうのはよくないが、とにかく、ト
シをとることは、認めなくてはなるまい。 
　個人によって差はあるが、いずれにしても、自分で「精神年令」のことを言い出したら、それがモウロク
のはじまりではないか、わたしは、そういう意見である。 
　だれだって、自分がモウロクしたとは思いたくない。しかし、それは、まず、のがれがたい運命である。 
　そこで、たとえモウロクしてもよし、そのまえにすこしは見るべき仕事をしておけば、いくらかでも救わ
れる、というものだ。これはなにも、定年前後のエスペランチストにむかって、若いものが文句をつけてい
る、というものではない。 

　こういうからには、自戒のコトバとして、言っているのである。 
　ただ、現状をみると、エスペラント運動には、精神的に若いつもりの人や、そんなことは考えたこともな
さそうな定年前後のエスペランチストたちが多いので、このままでは、困ったことだし、エスペラント界の
風通しがよくならないと心配するあまり、あえてこのよき日にちなんで、みんなの問題として考えてもらい
たいと思うにいたった次第である（とはまた、年寄りくさい言い草ではないか！）。 
　さて、老後の問題を、この「青年学生エスペランチスト連絡協議会」の会報第1号に寄せるのは、ほかで
もない：青年学生といわれる.時代は、そう長くはつづかない。いまから、定年のくることを考えにいれて、
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そのつもりで連絡・協議をし、運動の生成発展のために有力な活動をなすにいたる母体となってほしいから
である。 
　「おとな」としての定年は、たとえば55歳か60歳でもいいが、青年学生のそれは、まず30歳というとこ
ろであろう。とすれば、わたしなどは、いつのまにやら定年後の若年寄りエスペランチストになっていたわ
けで、この協議会においても現役というわけにはいかぬ。 
　具体論は、あまり長くなるので省略する。 
（1966年、青年学生エスペランチスト連絡協議会「会報」第1号、10月1日） 

「氏」はなぜつくか？ 
　たとえば、ザメンホフ氏とはいわない。カロチャイ氏とも、バギイ氏ともいわない。けれども、三宅氏と
いい、宮本氏という。いちいち、例をあげるまでもなく、日本のエスペランチストは、まず、みんな氏つき
で呼ばれると思っていい。 
　世間では、わるいことをして新聞ダネになれば、氏なしで書かれる。新聞社ではそれぞれ規定があるらし
い。とにかくふつうの市民はナントカ氏と呼ばれる。社会的によくないことをして初めて、氏なしで書かれ
る。 
　文学界などでは、作家を市民としてあつかうとき以外は、氏はつけない。あるいは、ついているうちは、
まだだめである。作家論などで、ダレダレ氏は……とは書かないはずである。一人前の文学者と認められた
ものは、氏なしで呼ばれる。必ずしもそう簡単にわりきれないところもあるが、まあそんなところであろ
う。要するに、氏のつく市民社会と氏のつかない世界があるといえる。 
　それでは、エスペラント界はどうか。エスペランチストといっても、いろいろござんす……で、まずは氏
つきで呼ぶのが一般的にいって無難であろう。氏というのは、代表にえらんだコトバで、s-roさんだって、
同じことである。 
　さきに、日本のエスペランチストはみんな氏つきだ、といった。これは、現実に氏つきで呼ぶべきよう
な、ふつうのエスペラント市民的人間しかいないから、それも当然である……といってしまえばオシマイで
ある。しかし、そうではあるまい。あるいは、本来なら氏なしで呼ぶべきだが、まだそれにふさわしいと認
められていないから、氏がついているのか、または、日本人は日常生活で氏つきになれているから……なの
か。いずれにしても、氏つきがふつうである。 
　わたしも、カロチャイというようには、宮本正男が……とはいいにくい。わたしはハンガリーの市民カロ
チャイ氏を知らない。もっぱら、ものを書く人としてのカロチャイである。それに反して、わたしは日本人
（といっても、エスペランチストとしてだが）宮本正男さんを知っている。面と向かって「宮本さん」と
いっている人が書いたものを読んでも、ただちに「宮本正男」とはいいにくいのである。これはなにも、宮
本正男がカロチャイよりもアカンから……ということではない。宮本さんよりアカン外国人のことは、ナン
トカと、さんなしで呼んでいるからである。 
　ほんとは、文学とかなんとかに関係なく、エスペランチスト同士は、みんな氏なしで呼べたらいいのであ
る。文学者ということになると、話がむずかしくなる。そうはいっても、実際には、氏をつけるかつけない
か、ということには、わたしもこだわる。もし、氏なしで書いて、わたしの真意が理解（とは大ゲサだが）
されず、失礼なヤツだ、と思われてもつまらないと考えるからである。 
　けれども、エスペランチストの名前がでてくるたびに氏がついているのは、スペースのムダでもあろうか
ら、なんとかして、氏なしがあたりまえ、ということになってもらいたいものである。エスペランチストの
「同志」というのは、水くさいもので、仲間意識というものは、うすいようである。そうでなければ、いま
さら氏のあるなしにこだわるのがおかしい。しかも、これが、わたしだけのこだわりなら、話はかんたんだ
が、そうではなさそうである。 
　氏なしでやれたら……と思いながら、いまにいたるも、いろいろ事情あって氏つきをつづけている。以上
はわたしの弁解だが、あなたはどう思いますか？ 
（Torĉo、1964年10月号～11月号） 
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IV. 表現の発見 
― 本をよむたのしみ 一 

「カルメン」と「山賊」と… 
　「カルメン」をまた読んだ。むかし、「フランス時代」と呼ばれる20世紀のはじめ、パリのアシェット書
店からKOLEKTO de "LA REVUＯ"といって、赤い表紙の本が、たくさん出されたらしいが、この1911年発
行の「KARMEN」も、そのひとつである。訳者は、SAM・MEYER。いくらエスペラントの本が売れぬと
はいっても、さすがに50年もまえのこの本は、いまでは買えないようである。それでも、戦前のひとなら
知っているだろう。わたしは借りた。 
　また、といったのは、何年かまえに一度読んでいるからだが、こんども、おもしろく読むことができた。
メリメの、この有名な小説の内容にふれる必要は、ないと思う。フランス語の原文とくらべれば、どうなの
かは、わたしには全然わからぬことだけど、エスペラントの訳文は、一言でいうと、うまいものである。多
少の古さはあっても、全体としてみると、ほとんど気にならない。50年もまえの訳であることを思うと、こ
れは、じつに大したことといわねばならぬ。落ちついていて、よどみがなく、読んで気持のいい文章といえ
よう。（もっとも、古さとか新しさとかいうことは、ザメンホフのものをはじめ、むかしのエスペラント文
を多く読んで、まず古いのできたえられたせいもあって、それほど分かるつもりはないが……） 
　ついでながら、いま、多く読んだようなことをいったが、わたしがエスペラントをやりだしてから、やが
て8年になるけれども、これまで読んだ量なんかは、タカが知れているだろう。大部分は、ひとさまに借り
て読むので、実数はとても分からない。自分で買った本はわずかに20冊ばかりしかない。これが読んだ本の
全部でないのが、せめてものなぐさめかも知れない。ちなみに、12月号に出ていた「在庫洋書目録」のうち、
わたしが読んでいるのは、約40冊というところ。この目録にでてなくて、読んだものは、もちろんそれより
多いとは思うが、100冊は越えていても、200冊は超えてないかもしれない。 
　有名なW. Auldは、すでに10年ぐらいまえの「ヘロルド」に、何千というエスペラントの本を読んだと書
いていたが、もう「万巻の書物」ぐらいは読破したのであろう。わたしなどは、せめて千巻ぐらいは読みた
いと思っている。 
　さて、カルメンのエスペラント訳は全訳ではない。日本語ではいくつも、全集やら文庫にはいっている
が、1から4まであり、エスペラント版はその4がないのだ。もっとも、話は3で終り、4には作者のロマニ語
についての研究がのべられているのだけれど……。 
　つぎに、ちょっとおもしろい表現をすこしひろってみた。 
......kaj ŝmiris la manon al la sonorigisto......これは、握らせるという意味だが、P.V.にこの意味がちゃん
とでている。 
　Ŝiaj haroj, eble tro dikaj, estis nigraj, kun bluaj rebriloj, kiel flugilo de korvo; ili estis longaj kaj 
brilaj. 
髪はカラスの………というやつだろう。 
En tiu momento, mi volus esti cent futojn sub la tero. 
穴があったら………よりは、もっとテッティしている。 
hundo kiu trotas, oston ja trovas. 
イヌも走れば骨にありつく？ 
　Garcia jam kurbiĝis, kiel kato preta sin ĵeti sur muson. Li tenis sian ĉapelon en la maldekstra mano, 
por deturni la batojn kaj antaŭmetis sian tranĉilon. Tio estas ilia andaluzia teniĝo. 
「音無しの構え」に使えそうなteniĝoだ。 
　ところで、「世界ユーモア文学全集」というのが、いま刊行されていて、このなかには栗栖継氏の訳によっ
て「二等兵シュベイク」も出されることになっているが、この全集の第1回配本には「山賊株式会社社長」
が、ほかのといっしょに入っていた。著者はアブーというフランスの作家であるというのを見て、わたし
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は、あッこれは、どうもエスペラント訳があったようだぞ、と思った。しらべてみると、やはりカルメンと
同じころにアシェットから、La reĝo de la montojというG. MOCH訳の本が出ていて、まさにそれであっ
た。 
　Gustave DORÉのサシエがたくさんはいった245ページの本だ。まえに、とても面白いと聞いていたし、
日本訳も（エスペラントより50年もおくれて）出たことだから、借りて読んでみた。これは、いわば、研究
に値するものだと思うが、いまはただ、なかなか楽しい本、とだけ言っておきたい。 
　わたしは何年か前に、エスペラント訳のある外国の小説などは、それを読むまで日本訳では読まないよう
に、特に心がけていたことがあった。カルメンもそのひとつで、ほかには「マノン・レスコー」「大尉の娘」
なども、そうであった。「世界文学」の名作で、エスペラント訳のあるのは、多いとは言えなくても、いく
らかはあるようだし、いま手にはいらぬ本も、学会にはたくさん保存されてあることと思う。そのうち、訳
のいいものは、「エスペラント」誌上で、中級読物として紹介してもらったらいいように思われる。 
　エスペラントの原作では、さいわい、いまもまだ手にはいる本だが、わたしもこれまで2、3回読み、これ
からも、くりかえして楽しみたいものとして、KREDU MIN, SINJ0RIN0!がある。これは、じつにケッサク
な話で、Esp.で書きおろされたもののうちではまさに極付だろう。 
（1961年、「エスペラント」7月号） 

KREDU MIN, SINJORIN0! 
　この本を読んで、スラッと分かり、充分に楽しむことができれば、その人のエスペラントにおける読書力
は、相当のものである。これは、いわば「挑戦の書」であろう。といっても著者にはそんなつもりはなかっ
たし、別にむずかしいことを書いてあるわけでもない。 
　わたしは、しかし、これを読むと、どうだ、エスペラント原作でも、こんなに書けるんだよ、くやしかっ
たら書いてみな、とでもいわれたような気がするのだ。エスペラントを、これほどに使いこなして書いてあ
ると、読むほうが、それについていけなくて、シャレた表現なども、ピンとこないくらいである。 
　いわゆる「エスペラント文学」には、翻訳と原作がある。これは原作で、著者の体験を書いたものだが、
このCEZARO ROSSETTIという人は、これを書いてしばらくすると死んだので、唯一の作品となった。 
　1950年5月8日のことで、48歳であった。RETO ROSSETTIはかれの弟で、いま盛んに仕事をしている作
家。この本も、かれがはげまして書かせたもので、かれにdediĉiされている。「ヘロルド」社1951年刊のこ
の本が、10年たったいまでも、売り切れてないのだから、エスペランチィストはいったい何を読んでいるん
だろうか、といいたいところだ。つまらぬ本なら、何年たったところで売れなくてもかまわないが、これ
は、じつにユニークな本で、だれが読んでも、それこそ面白くてためになるものだと思うから、ふしぎな気
がするのだろうか。 
　どこをとっても、引用したくなるので困るが、話のはじまるところからとると： 

　Mi estis kuiristo en Edinburgo. En tiu tempo mi eĉ ne vidis komercan foiron. Mi ŝatis la kuiran 
laboron, forte laboris en granda hotelo kaj havis nenian ĝenon. Sed iun tagon venis perturba penso 
al mi ...... tre malkvietiga penso. Ĉu mia pago estas tiel alta kiel mi kredis? ―― 

　それからĉu、ĉuと自問していって、結局、コックをやめ、職さがしをすることになるが、このときは1928
年で、このあと、10年間ぐらいに起こったことから、エピソードをいろいろ書いてできたのが、この本であ
る。 
　百貨店などへ行くと、「実演販売」というのをやっている。とにかく「便利な」品物などの、使用法を実
演するあれだが、このことを、この本では、eksponiといっている。そのとき説明というか、口上をのべる
けれど、それはdeklamiという。 
　著者は、最初、行商からはじめて、自分で独立し、のちには何人ものeksponistojをやとって手広く商売す
るようになる。舞台はイギリス（スコットランドをふくむ）である。さきに引用したなかに、komerca 
foiroというのがあったが、イギリス各地である定期市をさしていて、主人公は、それがあるところをまわ
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り、スタンドをかりて商売をするのである。その間のエピソードをつづったものだから、筋書きはどうでも
よい。 
　そういう商人の生態というか、ウラオモテを、おもしろく書いてあるが、著者もエスペランチィストの友
だちにさそわれて講習会をのぞき、まえに一度かじったことのあるエスペラントを見直したため、それを
きっかけに熱心なエスペランチィストになったので、この方面のことも、ときどき出てくる。というより、
章の見出しが、コトワザ集とか、「エスペーロ」のversoとかからとってあるので、その点から見ても、こ
れは非常にエスペラント原作的であるともいえよう。 
　つぎに、ポツンと引用してみると： 

　"Ĉu vi ŝatas mian apartamenton?" ŝi demandis. 
　"Treege,'' mi respondis. "Kaj ĝi estas ĝuste aranĝita. Mia loĝejo estas aĉa kaj neoportuna. Mi 
intencas serĉi alian. Mi ŝatus trovi apartamenton kiel ĉi tiu, kie dommastrino ne kontrolas ĉiam ĉiun 
movon. Vi ne konas okaze tian apartamenton, ĉu? Ju pli simila al ĉi tiu, des pli bone." 
　"Ŝajnas, ke estas io familiara en la direkto de ĉi tiu konversacio," ŝi koketis. 
　"Ne necese,'' mi diris, “Sed la ideo ne estas malplaĉa al mi.'' 
　”Nu-nu," ŝi diris admone. “Mi ja ŝatus vian societon, sed mankas loko ĉi tie, kaj cetere ĉi tie estas 
nur unu lito." 
　"Do?" mi demandis sugestie. 
　"Do?" ŝi eĥis ĉarm-hontete. 
　"Do!" mi diris decide. 
　Ni ne iris al la kino tiun vesperon. 

　というのがあるかと思えば、別れ話もあるし、ぐれん隊がインネンをつけるところもあるし（そこへ通り
かかった男がポカンと一発くらわせて：“Ĉu iu el vi havas ion por diri?''というところなんかも、おもしろ
い）、いかにゴマカシて品物を売るかというところや、サァお立ち合いをやった場合の、それを見ている人
たちの群集心理についてとか、要するに、話はつぎつぎと変化し、おもしろいものであることはたしかであ
る。 
　しかも、それを書く著者の文章（lingvo）が、いかにも達者であって、語り口のうまさは、やはり商売が
らdeklamiになれているせいかもしれないが、でも、これは、相当苦心をして、書いたものとおもわれる。 
　イギリスの話で、しかも登場する人物たちの生きている社会が特殊なものだから、もともとは英語のスラ
ングで話されたわけだが、この本では、そのスラングやナマリも、エスペラントで、それらしく写されてい
る。こんなところにも大いに苦心したあとが見られる。 
　この一書は、エスペラントの散文作品として、きわめて貴重なもので、この言語の文学史においても、も
はや何もいわずにすますことのできないものとなっている。戦前には、エスペラントによる表現の可能性を
極度に追求したものとしてRotkviĉの訳した、"Cezaro''という大作が出ている。 
　この"Kredu...''には、会話をするところが、たくさんあって、そのままマネしたらいいというものではな
いけれど、わたしたちの重大関心事たる「会話」に強くなるためにも、参考になるところが多いようだ。つ
まり、「文学」はニガテという向きにも、気楽な読みかたができて、いろんな利用価値があるということで
ある。 
　ただ、これを読むにあたって、知らない単語をしらべるのに、「新撰エス和」*の訳語だけを頼りにする
と、分かりにくいところや、おもしろ味が充分に味わえないことが多いかも知れない。いまの、
SuplementoつきのPlena Vortaroを見るといい。というのは、この補遺は、本書よりあとに出たので、これ
には、本書に使用されている新しい単語、ないし表現が採用してあるからだ。といっても、新語はすくない
しそれよりも合成語には、なかなかアザヤカなのが多い。「エスペラント」を本気でやりたい人にとって、
これは、かくことのできない、いわば、「ものさし」みたいな文献であるとおもう。 
（1961年、「エスペラント」11月号） 
・旧版 
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毎度ありがとう… 
　F.シラジのKOKO KRIAS JAM!という短篇集をみていたら、 
- Bonvenon alifoje, pastra moŝto!（同書60ページ） 
　というのが出てきた。これはボーイ長が言うコトバである。「またどうぞ……」というところであろう。
そこで、これを応用して、 
- Dankon ĉiufoje, via moŝto! 
　とでも言えば、まいどありがとう…ならないだろうか？どうだか知れないが、わたしは、そうなると思い
たいのである。 
　日常のキマリ文句など、それに対応するエスペラントをほとんど知らなくて、身近のものほど、かえっ
て、むずかしいようである。たとえば、「さすが」ナントカ、というのは、よく使う日本語だけれど、これ
はどう言ったらいいのだろう。 
　ばあいによって、もちろん、ちがってくる。ところで、3年まえ、わたしはイギリス人の同志でシンプキン
スという人を案内して、北海道まで旅をしたことがある。そこへ渡ってから列車の窓ごしに見えるものに、
サイロ（つまりsilo）があるが、さっそくそれを見つけたかれは、 
　Devas esti Hokkaido; jen ni vidas silojn! 
　てなことを言った。それを聞いて思ったことは、これが日本語なら、さしずめこれは、「さすがは北海道
だ。サイロが見える」にちがいないということだった。そのときそう思いこんで、いまだにそう思ってい
る。Devas estiが、さすがナントカ、であるばあいも、あり得るであろう。 
　ちなみに、siloは「新撰エス和」に出ているが、訳語は、「サイロ」ではない。* 
*1961年当時の話。 
（1961年、「エスペラント」6月号） 

腹をかかえてわらう…など 
　いつであったか、このような、日本独特かと思われるような、いい方について、すこしばかり議論された
ことがあった。「腹をかかえてわらう」は、たとえば、eksplodi per ridegoというふうに、表現することも
できる、とか、教えられた。 
　ところが、これはいま初めて気がついたことではなく、ゲーテの「ヘルマンとドロテア」にもあったけれ
ども、いま手元にないから、引用できないが、つぎにあげるような用例もあって、必らずしもeksplodiしな
くてもいいらしいのである： 
　（前略）La ridego poste fariĝis kolosa, ĉiu tenis sian ventron per ambaŭ manoj, por satigi sian 
ridemom.（後略） 
　これは、la nica literatura revuoの25号に出ていた"LA VERDA ĈEVALIN0"というMARCEL AYMÉ作の
なかに見られる表現で、まさしく、腹をかかえてわらう、に相当するものといえよう。こんなのに出あう
と、うれしくなるのだが、この作品には、つぎのようないいまわしも出ている。 
　（前略）La kortegaj sinjorinoj, ridante, frapis al si la femurojn.（後略） 
　ひざをたたいてなんとかする、といったときには、参考になりそうである。なお、これは、L. Beaucaire
という人が、フランス語から訳したものである。 
　数年まえに読んだ"Sinjoro Tadeo"には、思いちがいでなければ、たしか、「敷居が高く思われた」とか
いった表現があったはずで、sojloがaltaであった、というように書いてあったと思う。 
　もっとも、そのような、自国語にしかないと思いこんでいた表現に、外国人の書いたエスペラントにおい
て、出あったからといって、ただちに喜んではならぬ；それは、単に2、3カ国の言葉にあるだけかもしれず、
したがってinternacia esprimoとは決められないからである……と、だれか、やはり外国のエスペラント雑
誌で注意していたけれども、わたしがいいたいことは、こうである： 
　それは否定しないが、わかると思って書いたことでも、相手に分かってもらえぬばあいだってあるから、
そういう、わからぬかも知れぬが、しかし、もしわかったばあいには、エスペラントのいいまわしの上で、
プラスになるようなことは必要に応じて使う方がいい；必要があれば、たとえ注をつけてでも、原文にある
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表現は、訳文においても、できるかぎりいかすようにすべきである；行きすぎはよくないが、もっと実験が
なされていいはずである。 
　わたしは、「横座りに座って」という、その横座りが、和英にもないし、どうしたものかと、久しく思案
しているありさまですが。 
（1960年、「エスペラント」4月号） 

友人への手紙から 
　○ よく知らないが、文学というのは、内容の発見というよりは、表現の発見だろうと思う。というの
は、読んでみれば、書いてある事実は、特にかわったことでもなく、なんだこんなことか、という程度のも
のが多い。いわゆる現実からみると、作品に書いてある事実なんて、甘っちょろいものだろう。しかし、現
実は、それ自体の重みはあるが、果てしもないものだ。表現されなければ、どうもならん。 
　○ もし、あらゆる人間に、小説家ほどの表現力があれば文学というのも、もっと豊かになるだろう。し
かし、現実にいくらネタがあっても、ふつうのものは、よう書かない、というより、実際は、書く値うちを
認めない、のかも知れない。 
　○ 文学という以上、書かれたもの、表現されたものが、ものを言うのであって、それを書いた人の現実
生活の値うちとは、かならずしも関係がない（もっとも、いくら空想をたくましくしても、作者の現実と、
結びついてはいるが）。 
　○ 要するに、書かれたものは、それ自体生きている、ということである。 
　○ 書いた人が、どんな人間か、何も知らずに読んで、それで感動すれば、それが一番いいと思う。しかし、
作品から背後にある作者の現実を思い、それで感動？する、というのが、案外多いようだ。 
　○ 日本人の名前といえば、外国の雑誌や本に出てくるとまあ、かならず、まちがっている、といってもよ
ろしい（もっとも、その他の外国人名だって、まちがっているのかも知れんが、それは、こっちにはわから
ん）。知っているやつはなやむけど、知らんやつにすれば、どう書いてあったって、同じかもしれん。 
　○ infuzi teonについて。この表現が、われわれに（すくなくともEsp.で）なじみがないのは、お茶は、
すすめるまえにだまっていれて（infuziして）から、「どうぞ」というので、ĉu mi infuzu al vi teon?とは、
きくまでもないことになっているからかもしれん。ヤカンに茶の葉をほうりこんであるやつは、これはもう
dekoktiか。 
　○ oficialaと、vivantaないしcirkulantaとは一致しないと思う。oficialaj vortojのなかには（まずわれわ
れには）、あまり用のなさそうな、何やらワケのわからん単語がたくさんあるようだ。それから、
Universala Vortaroには、たまたま気づいたことだけど、redakci’とredaktor'はあるけれど、redakt'はない。
redakcioやredaktoroは、redaktejoやredaktistoのあとから出て来たかと思っていたら、これは逆らしい。 
　○ 「魚つり」は、フナにはじまって、フナに終わる、というらしいが、エスペラントは、どうも、単語
にはじまって、単語に終わる、ということではないかなと、近ごろよく思う。つまり、いまになってみると、
本を読んでも、何やらわからん、はじめて出あう構文とか、文法的な事実とか、いうものは、あまりない、
ほとんどはわかる、ということになっていると思う。ところが、いまだによくわからんのは、そうして、い
つまでも困るのは、単語ではないか。知っているようで、よくわからない、というやつ。 
　○ ついでに言えば、日本語でなら、たとえば、 
　というように、話なり、文が流れれば、そのまま、意味が語と文によって、直接、わかることになる。上
記のモヨウは、そのままわかってもらえる。 
　ところが、エスペラントになると、たとえ、そう言ったつもりでも、じっさいには、そうとられず、ある
いは、そう表現されてもおらず、いわゆる、意味だけが、 



 44

　というふうに、通れば上出来、という次第。点線の部分、すなわち各語のもち味などはあってなきがごと
くなり。ĉu ne? 
　○ お茶でものみませんか；お茶などどうですか；お茶をおのみになりませんか。 
　といったものがあるとする。下線の部分も、表現できるはずだが、現実には、「お茶」であって、kafoで
はない、めしではない、ということが通じればよいので、下線のところはどうでもいいようになっていると
思う。 
　○ それで、ちゃんと書いている人たちのものを、貧弱な読み方をしているのでは、気の毒だと思うわけだ
が、こんなことは、たいして気にすることもないかな。 
　○ ところで、このあいだから、風邪で、セキが出て、とまらんで困っている。そのことを、ちょっと、
Esp.で書こうとして、たとえば、Tusoj min molestas.とでもしたかったのだが、（これひとえに、molesti
なる単語を、一度使ってみたかったがためである！）果して、それでいいかどうか、不安なので、P.V.をみ
ると、使えそうな定義のようでもあり、ちょっとぐあいがわるいように思えた。 
　molestiというのは、他の人も、使っているのをほとんど見たことがないように思う。 
　mol' estiとわけてみたくなるけれど、まるで逆の意味で、malmolestigiかな。 
　○とにかく、かねてから、しかるべき単語をノートしておいて、せいぜい使うようにでもせん限り、なか
なか活用できないようだ。 
　○ 次に、文章のリズムということを考えると、これがなかなか、Esp.でかいていると、容易なことでな
いように思われる。 
　stiloというのも、このリズムをものにせんかぎり、どうにもならんものだと思う。もっとも、知っている
人間の書いたものを、その人の声や口調を思い出して、それでなぞりながら読んでみると、大体、そのとお
り（声と話し方と文体が）だなとは思うことがあるけど。曰く、人間は、シャベるようにしか、書けないも
のである、と。 
　例によって、グチのおそまつ。ĝis! 
（1964年） 

V. 語縁の環境 
― ふしぎな人びと ― 

語縁の環境 
社縁の時代 

　人間の関係を研究した本に、米山俊直氏の「集団の生態」（NHK現代科学講座4）というのがあり、その
なかに、「社縁」というコトバが出てきて、これに興味をもった。 
　むかしから、血縁・地縁という「えにし」にむすばれて、人間たちは生活してきたわけだが、とくに現代
は、それ以外に、「社縁」の時代といっていいぐらい、もうひとつ、会杜・結杜という、いろいろの「社」
の関係が増大しているときで、これを社会構成における「第三の要因」というのである。 
　わたしは、そういう説を聞くと、なるほどと思い、まじめだから、すぐにエスペラントにむすびつけて納
得するのであるが、その締果、「語縁」というコトバを、思いつくハメになったのだ。あなたも、その「ご
縁」によって、ここをいま読んでおられるわけで……。 
　エスペラント運動も、集団でやる以上、また現に、協会とか学会、連盟等と名のっているのだから、関係
者はいずれも「結社」につながるわけだが、どうも「社縁」というほどの関係もないのに、なんだかんだと、
お互いに接する機会がある。それで、社縁の一種として、特殊な「えにし」にはちがいないエスペラント
「語」による人間関係を、わたしは語縁と呼んでみたいと思う。 



 45

語縁の不思議 
　これは、まことにフシギな縁であって、人間関係にもいろいろあるが、この語縁杜会のそれほど奇妙なも
のは、史上まれにみる…と言っていいかも知れないのだ。 
　第一、外国人で、しかも初対面、どこのだれかもわからず、名まえさえもハッキリせぬことが多いが、「こ
んど、どこそこの国のナントカという同志が行くから、たのむ」という通知が、あちこちからとどくと、受
けとった「同志」は、いそいそとヤドの手配をしてあげたり、または自宅へ泊めるつもりで、かの「同志」
のご到着を待ちうける…ということになっている。そればかりか、会社のほうのつごうをつけたりして、目
じるしの「緑星旗」という小旗をもって、駅のプラットホームまで、出迎えに行くというテイネイさなので
ある。 
　これが、外国から来た「同学の士」とか、その他、特別の事情がある外人ならともかくとして、だれかれ
なしなのだから、奇妙というべきだろう。最近では、これら同志たちの交流も、かなりヒンパンになってき
て、こういう「美風」も、やや、うしなわれつつあるとはいえ、まだまだ、この語縁による歓迎風景は、す
たれてしまうことはあるまい。 
　「結杜」ということなら、おたがい、来るほうも、むかえるほうも、たとえば、「世界エスペラント協会」
の会員であり、そのために……という程度の、社縁がいりそうだが、なに、会員だから……という理由から
ではない。要するに、エスペラント「語」をやっているという、その点だけで志を同じうする同志、サミデ
アーノなのである。個人として、どんな思想をもっているか、という以前の話なのだから、ますます語縁の
不可思議ということを思わざるを得ない。 
　これが、日本「語」の縁なら、俳句とか短歌、川柳というふうに、ジャンル別に結社があって、その社縁
はあるが、日本語が通じるからという理由だけで、関係ができることはあるまい。 
　もっとも、海外にいて、コトバに不自由している日本人が、日本人に出あうと、それこそ日本語がしゃべ
れるからというだけの「語縁」で、ツキアイをするらしいから、例外はあるようだ。うえているときは、ジャ
ンルや趣味のことまでは問題にしておれない、というところか。 
　とすれば、「同志」に会い、歓迎するというエスペランチストたちの風習は、まわりをギッシリ国語の生
活にとりまかれ、ために、エスペラントにたいしては、つねにうえ、かわいているという、現在の環境によ
るわけであろう。つかのまの「ウマのホネ関係」さえも、たいせつにして、吸収せざるを得ないという現状
では、それも当然のことであったかも知れない。ただ、この不思議が、いつまでつづくか、である。そろそ
ろ、いままでのべたような状態は、時代おくれになってきているのかも知れない。ヨーロッパなどでは、と
くにそうだろう。これからさきのことはとにかく、やはり、これまで、すくなくともわたしは、自分とエス
ペランチストたちのことをふりかえると、いろいろの「語縁」のおかげをうけてきたから、この「えにし」
に思い至ったものであろう。よく言えば古典的、ありていに言えば時代おくれのエスペランチスト、という
ことに、わたしはなるのだろうと思う。 

無念の生涯 
　さて、社会的にいうと、無名の人たちが、これまで、エスペラント運動をささえてきたといっていい。と
ころがまた、二葉亭四迷とか大杉栄といった、日本の社会の有名人たちで「あのひとも…」エスペランチス
トであった（ないし、ある）という人は、すくなくない。思ったより多い、というべきだろう。 
　それにもかかわらず、エスペラント運動というのは、日本の杜会において、運動自体が無名の存在なのだ
と思う。たとえば、斎藤茂吉というのは、医者であったが、一般人には「歌人」として有名である。これは、
おそらく、短歌というものが、一般に認められているからだろう。 
　ところが、日本エスペラント学会の江上不二夫理事長は、生化学者としては、一般にも名を知られた存在
だと思うが、「エスペランチスト」としてはどうか。われわれエスペランチストたちが、そうと知っている
だけであろう。要するに、昔のひとのことはいわぬとしても、いま、現代の日本で有名な人たちでエスペラ
ンチストでもある、というひとは、かなりいるらしい。しかし、いずれも、専門の分野によってそうなので
あり、エスペランチストとして有名ということではない。有名人にしてしかり、その他、明治の世から現在
まで、この運動にタッチしてきた日本人は無数であろうが、それらは、ことごとく無名の存在である。 
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　なにも、有名になることが、いいといっているのではない。これらの人たちが、やってきたことが、いま
も、日本の杜会において、正当に評価せられていない、ということが、いいたいのである。しかし、これは、
「かれら」の、つまり「世間」のせいであろうか。それもあろうが、ひとつには、われわれエスペランチス
トのせいでもあろうかと思う。 
　大したことは、してこなかったといえば、それはいえる。だが、それをいえば、大ていの運動は、みんな
ひっかかることになる。たとえ、ささやかなものでもいい、一般の人たちが、「どれどれ…」といって、ひ
もとくことのできる「運動史」一冊ないではないか。 
　無数の無名者の群れが、60年このかたやってきた運動が、社会的にいっていまだに無名であるというのも
無念なら、それにもかかわらず、そんな本一冊すらないエスペラント界自体も、より以上に、無念ではない
か。 
　世に、残念無念の生涯を送る人間は多い。このままでは、エスペランチストたちも、そういう運命にある
というべきであろう。 

　それこそ、なにかの縁で、わたしもエスペラントに出あった人間のひとりとして、これらのことを思う
と、やはり無念の思いがするが、それは、まだ、につまってはいない。そのせいかどうか、いまは「ご縁」
などといってはいるが、いつの日にか、ザメンホフからいえば、まず80年来の無念をはらすときが、くるか
も知れない。 

　エスペランチストたちが、いま、おさないからといって、笑ってはならぬ。おとなが、コドモをみて、わ
らってはまずいようなものだ。毛がはえてないのは、時機がきていないからだ。力だって、そのおとなよ
り、うんと強くなるかも知れない。 

自身の問題 
　それにしても、けっきょくは、エスペランチスト自身の問題である。エスペラントは、もともと比類のな
い武器であるはずだが、世界の現状からいえば、まず、女こどものオモチャぐらいに見られているようだ。
現に、エスペランチストたちも、この言語の実力がよくわからず、とにかく、すばらしいオモチャのようだ
から、ひとにもすすめよう、ぐらいに思って、これにたずさわっているともいえる。第三者がみて、奇妙に
思っても、むりもないところがある。 
　個人にも、国家にも、いわば青春があり老齢期があるように、言語にも、それはあると思う。エスペラン
トも、世に出て80年、言語としても、そろそろ思春期ぐらいには達したものと見てよさそうだ。いや、まだ、
おむつがとれたぐらいで、これから、モノゴコロがつくかどうか…というのが、実態かも知れない。エスペ
ラントの、どこを見るかによって、それは、ちがってくるのだろう。 
　わたし個人のことをいえば、本書のどこかで、「日本人はウカツだ」なんて言ったが、自分こそ、まさに
ウカツであった。自分は、よき日本人でもなく、また、よきエスペランチストでもないという「信念」が、
わたしにはあったのだが、そうして、たしかに「よきナントカ」ではないけれど、どうやら、日本人として
も、エスペランチストとしても、一典型ではあろうかと思えるようになった。それは、時間はあったのに、
エスペラントにたいする態度が、いかにもノンキであり、なんらなすところなく、トシをとってしまったか
らである。 
　ある意味では、人間は、かわらないだろうが、しかも、やはり「人間はかわるもの」だと思いたい。これ
まで、主張してきたことは、なにやら「他人」のため、という感じが、つよかった。いろいろ、これからは、
人びとの「ご縁」をえてではあるが、もっと「自分のため」というか、自分で、「これが、仕事」だといえ
るものを、していかねば……と思う。わたしの興味は、とかく分散しがちで、なにかしようと思うと、「い
や、もっとほかのことがあるはずだ…」という声がして、すくなくとも10年間、ウロウロしてきた。 
（1967年11月7日） 



 47

付録　会語の奥義 
― エスペラントはこうして話す ― 

ESOTERA SEMINARIO PRI KONVERSACIO! 
エスペラント　会語の奥義 

はなせるコトバ 
　エスペラントは、はなせるコトバである。うまい、まずいは個人的な問題で、とにかくはなせる、という
事実が、みんなにとって重要なことである。 
　わたしたちは、日本語ではなしている。それだけで、つまり、ほかの外国語はできなくても、エスペラン
トでは話せるようになるのには、各人がそれ相当の土台をもっているわけだし、この土台を利用するしか方
法はない。ということは、どうやって、この土台はできたのかを知ること、そうして、そのとおり
[・・・・・]のことを、くりかえしてやること、これしか方法はない、ということだ。もちろん、そのとお
りというのは、本質的には、ということで、やり方は同じではない。 
　日本には入門書はやたらにあるから、ここではあえて表題のように名のったわけだが、もちろん期すると
ころはあるのである。 

1. 聞くこと 
　さて、その土台から論じていたら長くなるので、さっそく本題のエスペラントにうつるが、要するに、エ
スペラントは独習するものである、ということを知る必要がある。これには説明がいるが、会話でもそうだ
し、また話す前提になる「聞くこと」も独習できるもの、というより、それしかできないものである。 
　会話は、ひとと「するもの」で、ひとの話は、「きくもの」だが、そのまえに、それらを「習う」のは、
ひとりでする、という意味で、あくまでも独習なのである。エスペラントの会合に出席できるひとは、特に
心して、このことを銘記し、独習をおこたってはならない。 
　会話の基礎はABC … ŬVZの音にあって、これはどの独習書にも説明してある。それらの読み方を一応な
らったら、たとえば辞書を手にとり、どこでもパッと開いて、上から下まで発音してみる。または、その独
習書とか、ほかの本をひらいて、どこでもいいから、まず、単語として、はっきり発音してみる。意味はゼッ
タイに考えてはならず、また、発音する単語をいちいち暗暗記しようとしてはならない。という意味は、2、
3度発音して、ムリにおぼえたりしたのでは、役に立たないからである。 
　ところで、はじめのうちは、そうして発音する単語を自分の耳できいて、果してこれでいいものやら、迷

うもので、また、どうもうまく調子が出ないと、痛切に感じるであろう。それがあたりまえで、大切なこと
は、それでもなお、その発音練習をつづけることである。 
　そのうちに、何度も出てくる単語があるはずで、いつのまにか、それらの音になじみができていることが
わかる。それから、次は文章として読んでみる。これも丸暗記でなく、mal暗記の要領で、調子がわるくて
も、どんどん声を出して読んで行く。 
　宿題：便宜上、ここではザメンホフの練習問題集「Ekzercoj」をテキストにする。1ぺージぐらいずつ読
み、また始めからくりかえす。おぼえてしまうまで、ではなくて、イヤになるまで（とは、読んでいて、つ
ぎに何が出てくるか、おのずから分かるようになったとき、であろうが）、それをくりかえす。同書ではモ
ノタリナイひとは、自分で決めたテキストによって、上記の実習をする。 
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2. 聞くこと（つづき） 
　(1)で指定したテキスト「Ekzercoj」の1ぺージには、A, B, C ...が出ているが、これを一応おぼえ、さら
に、2ぺージにある本文の1から3までは、もう練習ずみのことと思う。このページは、Patro kaj fratoで始
まり、Mi parolas pri leonoで終わっている。 
　その間、たった1ページのうちに、何度も出てくる単語がいくつかある。それを、さらに、くりかえして
読むのだから耳も口も、その音、その字面には（この場合は目だが）慣れざるを得ないことになっている。 
　さて、ひとの話が「聞こえる」というのは、そこに出てくる「ことがら」および「ことば」が、あらかじ
め、こちらに分かっているときに、起こることである。 
　つまり、AがPatro kaj fratoというのに慣れていて、わかっていれば、Bに言われたときに、それが「聞こ
える」がそうでないかぎり、わからない。あたりまえ、と言ってはならぬ。この事実がわかっていないか
ら、あなたは（！）会話ができないのである。 
　Patro kaj fratoは、わかったとしても、Gvidanto kaj koreografoといわれたら、patro...よりは、わから
ないだろう。Gvidanto kajまではわかっても、そのあとが、ひっかかると思う。 
　これは、UEAの機関誌62年9月号を読んでいたら、出てきたものである。そのあとに、de la 
Skandinava Baledoとつづく。 
　ところで、わたしは何年もまえから、バレエなどでいう「振付師」は、いったい何というのだろうと思っ
ていた。koreografoという単語は、知らなかったので（辞書にも出てないようだ）、ひっかかりはしたもの
の、「これはフリツケシであろう」と推そくをした（そのとおりかどうか、確かめてないから知らないが、
koreografoなる音は、もうおぼえているから、ちがっていたら、意味を訂正すればよろしい。） 
　さて、読み方だが、はじめは： 
　PATRO   KAJ   FRAT0（ユックリ、一語一語発音する…）ぐらいでも、慣れてくると：Patro  Kaj  Frato；
さらにはPatro kaj frato（だんだん、ふつうの読み方になる…）；patrokajfratoとなるように、文章として
はこれぐらいに、1本につづくように、いう必要がある。 
　「Ekzercoj」には、1から31まであって、32ページだから（Alfabetoもいれて）、まず1ヵ月あれば、な
んとか慣れることができると思う。なめらかに発音できるようになるまで、このテキストを読みつづけるこ
と。意味はおぼえなくてもいいから、それを実行してほしい。同時に、耳が聞きつづけることにもなるか
ら、「聞くこと」の独習をしているわけでもある。 
　宿題：指定の（または自分のえらんだ）テキストをハッキリと正確に読むこと。 

3. 読むこと 
　話を先へ進める必要上、「聞くこと」は、このぐらいで一応終わりとする。もちろん、実習の方は期限を
きらずに、自分のぺースに合ったやり方で、つづけてほしい。 
　これまでやったのは、第1に「聞くため」に、自分で音読をしたもので、わたしたちの土台である日本語
のときは、音を出すのは周囲の日本人たちがやってくれたので、もっぱら聞くだけでよかったことである。
「聞くため」とは言ったが、しかし、耳をすまして聴くため、ではなくて、意識的には、目で見て、それを
声に出して読むのである。つまり、耳には、その結果「聞こえている」ようにするわけである。 
　つぎは、「読むこと」だが、いままでのテキストは、もっぱら聞くために使ったので、それは、しばらく
あずけておいて、別のを使うことにする（Ekzercojをやっただけでは、もちろん限度があるから、なめらか
に、とはいっても、一応それらしく聞こえる程度に達したら、きくことの第1歩は終了したものとしてよい
と思う。） 
　「やさしいエスペラントの読み物」が、こんどのテキスト。Anekdotojはとばして23ページをあけると「白
雪姫」。今はむかし…と日本語を読む（これは黙読でけっこう）が、終わりまで読んでも、1ページだけで
もよい。これは、お話がわかるため、つまり、これから読む「ことがら」を、知っている「ことば」の日本
語で、心得ておくためである。 
　つぎに、そうして知っている「ことがら」を、左の22ページにある知らない「ことば」つまり、Esperanto
で読む。こんどは声を出して読む。まず表題は： 

Neĝulino 
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とあるが、それはこの単語が白雪姫を意味する、または、白雪姫とはNeĝulinoである、と知るため、では
ない。白雪姫と読み、それに当たるところにあるから、Neĝulinoがそれであると知るのは、たまたまそうと
知ったぐらいに思っておく。 
　それは、Neĝulinoという音が言えるようになるため、であって、これは正確に言えるようになる必要があ
る。つぎにおなじ理由で： 
　Ĝi okazis iam en la mezo…と読んで行く。分かっている「ことがら」をわからない「ことばの音」では、
どう言うかということを実習するのが「読むこと」の第1歩である。 
　はじめのテキストを「聞いていて」多少ともなじみになった単語や文章の音も、「解釈」をやらなかった
ので、その意味がわかってなくて、ムダのように見えたかもしれないが、このNeĝulinoを読んでいけば、ま
た、それらに出あう。そして一字一句は、どういうことか分からなくても、あらかじめ日本語で読んである
から、こんども、まず、音として、さらになじみになることができる。あくまでも音になれるために「読む
こと」がたいせつ。 
　宿題：上記の要領で、白雪姫（できれば他の二つの物語も）をくりかえして音読する。 

4. 読むこと（つづき） 
　こんどは何を読むかといえば、独習書である。もちろん、ABC…をやったときに、読んでもいいが、その
ときでも、こんどでも、読む方法は同じである。 
　それはアッサリと読み流すこと。発音練習のためにあげてある単語でも、意味をおぼえねば先へすすま
ぬ、なんて思わずに、発音だけテイネイにやって、次にすすむ。そうして、読み物のようにして、一気に（何
時間か何日間か、それ以上かは個人の事情でちがうが、とにかく、ザーッと）読んでしまう。 
　つぎには、第1にやったテキスト「Ekzercoj」を読みかえす。このとき、独習書を読んだことによって、何
らかのことがらを、おぼえていれば、初めのときよりは、読んでいても、わかり方が、ないしは読み方が、
多少ともちがってくる。 
　それから、また独習書を読む。別におぼえようとした訳ではなくても、2回目だから何かはおぼえてい
る。すくなくとも、何だかまえにみたことがある、ぐらいの感じは受けるであろう。 
　こんどは、2番目のテキスト「やさしい読み物」を、Esperanto文から読み（この時は、だまって読んでも
よし、まだすらすら読めなければ、やはり声を出して）、日本語を読み、必要に応じて注もみる。 
　こうした上で、さらに「読むこと」はつづくけれど、このあたりで読む本としては、「Karlo」、「Ivan 
la malsaĝulo」、「50 fabloj de Ezopo」そのほか、「手あたり次第」に読む。音読と読解は、並行して行
ない、辞書も使うようにする。つまり、辞書は、あまり最初から引きすぎないことが、コツである。 
　また、こういう基本的な読み物を読みながら、必要に応じて、こんどは念いりに、独習書を読みかえす。
というのは、独習書に書いてあることがわかるためには、現実にかなりの量のエスペラント文にあたってお
く必要があるからである。 
　ウスッペラなものでも、3冊、5冊、10冊…と読んでいくうちには、単語や構文など、まずひととおりのこ
とは出てくるから、一読ただちに理解できるまで、「読むこと」はつづくわけである。 
　さて、以上は、スジを通すために、ほかのことは抜きにして書いたもので、これらのことはちゃんと実行
しながら、それと同時に（決して”かわり”にではなく！）エスペラントの会合に出て、ボーナン・ターゴン 
ktpをやることは、もちろん、さしつかえない。 
　しかし、ボーナン…はいくら言ったところでアイサツであって、それができても会話ができることにはな
らない。会話とは、アイサツが終わったところから（しばしば、アイサツぬきでいきなり）始まる普通の対
話である。内容は話し相手によってちがい、雑多でもあって、ボーナン…のように、あらかじめ決まり文句
のようにおぼえておいて、それを発音するだけ、というようにはまいらない。 
　宿題：独習書その他をいろいろ読むこと。 

5. 書くこと 
　モノを書く、というほどのことではなく、とにかく、手を使ってエスペラントの単語、文章をかく、とい
うぐらいの「書くこと」について。 
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　これまで、聞くこと、読むことを、練習してきたが、コトバは全身的におぼえる必要があるので、このへ
んで手も出してもらわねばならない。聞き流す、読み流す、それは必要なことだが、ある程度までくると、
ひとの話や文章を、たしかに受けとめる練習がいるのである。 
　それには、書くことが第1である。まずこれまでに使ってきたテキストを、できるだけ写す。また、日記
を書く。日本語でもつけないのに、という人もあろうが、なにごとも勉強のためだ。ここで、始めてほし
い。エスペラントで全部はもちろん書けないから、はじめは日本語で書いていて、いわば「ひとりでに」出
てくるエスペラントの単語があれば、それをまぜておく。それをだんだんにふやして行く。 
　何も書くことがない日には、しばらく本からうつすのである。これらのことは、会話の準備として有効で
ある。というのは、会話とは、すくなくとも半分は能動的に、ことばを使うことであるからだ。 
　聞くことが大切なのは、それができなければ、話ができないからであって、最低の条件である。それがな
ければ、話す方はとてもムリだから、これまで、やかましく、きく練習をしたのである。ひとの話が、聞い
てわかるようになれば、こんどは自分から話す番で、そのひとつの有力な練習が書くことである。 
　くりかえして言うが、これらのことは、ひとりでする勉強のことであって、その間にも会に出席して、ア
イサツ程度の会話をしてもかまわないのである。 
　さて、話をする、とは、結局、相手の言ったことにたいして、受け答えをすることでもあるが、自分の思
うことを、発表することであってみれば、つまり、うちから外に出す行為である。出すためには、そのまえ
に、とりいれておかねばならぬ。売るためには、仕入れる必要があるわけだ。 
　ところで、ものを考えるのは「ことば」によるが、この場合は、エスペラントであるから、これでやりと
りするまえには、相当に仕込んでおくべきである。つまり、アイサツではない「会話」は、そうして仕入れ
ておいたものがないと、出てこないのだ。かなりの単語もいる。しかし、それらは会にでて、おしゃべりを
したりしていたんでは、たいして仕入れるわけにはいかない。 
　そうして、能率よく仕入れるのには、書いてあるものを読んで、自分でも書き写すのがいちばんなのであ
る。つまり、本に書いてある単語、構文が分かっていれば、ナマで話すものは、わかりやすい。すくなくと
も、仕入れたものがあれば、すぐに、なれることができるものである。 
　宿題：日記を書き、本を写すこと。また、外国語のEsperanto雑誌にも、目を通すようにすること。 

6. 話すこと 
　これまでやってきたこと、つまり、聞いて、読んで、書いて……という、これらの実習をやってきたひと
は、まず、どの程度の実力がついているものか、それを考えてみたい。 
　聞くことをしっかりやるのは、ひとの話をきいた場合に、その中に、意外な音、つまり、なじみでない音
がやたらに出てきて、耳をコンランさせないように、するためである。 
　ところで、「Ekzercoj」、「やさしいエスペラントの読み物」、「Karlo」、「イワン」、「イソップ」
で、とにかく「5冊」である。できれば、この倍あればもっといいけれど、これだけでも、ちゃんと読んで
いれば、相当の数の単語、および、ふつうに使われる構文の大体のところには、一応、接してきたはずであ
る。ということは、かなりの量の、「エスペラントの音」に、目・口・耳・手を通じて、なじんできたこと
を、意味する。 
　たとえば、ESTASという単語を、見たり、聞いたりしても、いまさら、耳が意外の感じを受けない、あた
りまえの音として、ききながす程度に、なじんでいるはずだ。それは、この音の組み合わせが、特にやさし
いからかといえば、そうではなくて、単に、そのことばが、よく出てくるから、であるにすぎない。接する
回数が非常に多いからである。 
　だから、ほかの単語も、目を通じ、耳を通して、いわば、Estasなみに、慣れてしまうことが、大切なわ
けで、そうすれば、ひとの話も、気を張らずに、聞くことができるし、自分からも、さっさと発音すること
が、できるわけである。 
　もちろん、いまの段階では、まだ接した量がすくないから、そこまでは行っていないけれども、さきにあ
げた5冊だけでも、りっぱな土台にはなっている。それを、うんと、ふやして行けばいい訳だが、さて、5冊
をやってきた、あなたは、いよいよ、これから「話すこと」を練習しなくてはならない。 
　と思ったその日に、外国人のエスペランチストがやってきたと仮定しよう。歓迎会とやらに出席する。そ
の同志が、立って何やらアイサツをする。しばらく、30分ぐらいは、話すことであろう。 
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　ところで、サッパリわからないと、あなたは思うであろうか？　かれ（ないし彼女）の話には、どうもつ
いて行けない、であろうか？　もし、そうであったら、これまで、やってきたはずの実習を、おこたってい
たことになる。 
　本来なら、あなたは、意外の感に打たれるであろう、つまり、「こんなに、よくわかるのだろうか？」と。
こんなに、とは半分ぐらいか？　いや、ほとんど「全部」、わかるのである。つまり、アッいまの単語はわ
からなかったと、自分の知らない単語もそれとハッキリ聞き分けられるであろう。 
　何かきかれる。そこで、話したらよろしい。あなたは、なにかしら、すこしぐらいは話がすでにできるの
である。もちろん、誤解はある、大いにあるが、それは直せるものだ。 
　宿題：いままでの本を、なるべく速く音読する。 

7. 話すこと（つづき） 
　(6)の終わりのところでは、すこし景気のいいことをいったが、別にハッタリではない。さて、ひとの話を
きいて、サッパリ分からぬという人は、また出直して、(1)から実習にはげんでほしい。ここでは、「わか
る！」というひとが対象になる。ところで、この「わかる（ような気がする）」というのが、じつはクセモ
ノで、もちろん、正解の部分はあるのだけれど、まえに言ったように、おおいに誤解もあるのである。 
　つまり、「わかった」と思うことはよろしいが「しかし、おおいに誤解もしているだろう」という保留も
しておく必要がある。 
　こんどは、果して、どういう分かり方をしたものか、それを点検しなくてはいけない。たとえば、会で、
外国人の話をきいたとすると、「なるほど、これこれの話であった」と思いこんで、それが正解か誤解か、
わからぬままでは、進歩がない。一方的にお話を拝聴していると、そうなる。 
　そこで、会が終わったら、できるだけ、その外国人に近づくことがのぞましい。問答をすれば、自分の言っ
たことに対して、相手がそれ相当の答えをするか、どうか、つまり、自分は、相手に言いたいことを分から
せることができたか、が分かるし、その逆も分かるから。できるだけ、1対1、ないしは小人数で、話をきい
たり、したりするように努めることが望ましい。 

　ところで、日本には「英会話」なるものがあるようで、そのための本はもちろん、いろんな方法が行なわ
れている。読んだわけではないけれど、のぞいてみたところによって、それらに書いてあるような、同じよ
うな「エス会話」とでもいうべきものは、あるのだろうかと思ってみたが、どうもなさそうだ。すくなくと
も、わたしには、英会話式の会話をしてきたという意識はない。英会話のエチケットというものもあって、
相手の（ご婦人）年令をきいてはならないとか、そんなことである。しかし、相手のトシに興味のある場合
がある。それは、なにも、相手が妙齢のご婦人だからではなくて、たとえば、この人は、イイトシをして、
世界旅行をしているというが、いったいイクツなんだろう、とかいう場合である。 
　ある人は、自分から言ってくれたが、つまり、この、「きいてはならぬ」というエチケットは、あらゆる
人には通用しないと思ってもいいのではないか。「外人」といっても、実体は、それぞれナニガシという人
間だから、しかも英語国民に限らないのだから、エチケットはもちろん、話題だって一様であるはずがな
い。もし、失礼のことがあれば、あやまればよろしい。 
　ここで言っているのは、つまり、話すことはお天気のことにかぎらないし、古今東西、南北上下（？）に
わたることがありうる、ということで、それは歩きながら、電車の中でなど、話す人同士の条件次第でいろ
いろ、豊富であったり、貧弱であったりする。多人数のまえでする「公式談」だけで、その人を断定しては
ソンをする。 
　宿題：外国の映画を見聞きする。 

8. 聴くこと 
　ものは相談、ということがある。しかし、ここで言いにくいことを言うけれども、日本に来る外国のエス
ペランチストが、いわゆる「案内」のため、いっしょに歩いている日本の同志に、なにか「相談」したがっ
て話しだすのに、それにのろうとしない、つまり、相手の言い分を聴こうとしない人がいる。 
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　日本のこと、わが町のことなら「万事心得顔」なのである。相手の真意も理解せずに、すべて、「案内」
したがるのは困ったもので、旅行者には特殊な用事もあるのだから、おちついて言い分に耳をかしてから、
案内の行動にうつらないと、時間と労力のムダになる。 
　わたしがくりかえし、聴かないこと、ただ聞こえているようにすること、と言うのは、もちろん練習の場
合であつて、用件があるときは、言い分を聴かなければならない。それにしても、エスペラントに限らず、
人びとが話をするときには、相手のコトバそのものを理解するというよりは、それが話される場のフンイキ
とか、自分のつごうとかこよって、納得しているものらしい。 
　たとえば、ニコニコしながら、Kiel vi fartas?という調子で、Kiel vi manĝas?とアイサツされても、Ho, 
dankon! Tre bone!とすましているかも知れない…。 
　さて、(7)の宿題は「外国の映画を見聞きする」というものであったが、これについては多少説明がいるか
も知れない。英語やフランス語を勉強する人が、それをしやべる映画をみるのは、直接的なものだが、エス
ペラントをやるのに外国（主として西洋）の映画をみる（聞く）というのは、間接的で、いかにも回りくど
い方法ではある。 
　しかし、エスペラント映画がすくないのだから、次善の策として外国の映画、それも英語のものだけでな
く、イタリア、フランスなどの映画を見聞することは「非日本語」をきくという意味で、エスペラントの勉
強に役に立つ。いまでは映画とも、ほとんど縁がなくなっているけれど、わたしも何年かまえには、かなり
熱心に映画見物をしていたことがあって、そのころはエスペラントの勉強のためにも、そういう映画を聞い
ていたわけである。 
　聞く、ということのついでにいうと、ラジオでやっているFENとか、モスクワ放送とかの、要するに非日
本語であるということではエスペラントと共通のコトバで、わからぬのがアタリマエというようなニュース
などを、気楽に聞きながすのも練習のひとつである。 
　こんなことを書きながら、ヨーロッパのエスペラント界を思うと、ワルシャワのエスペラント番組など、
毎日30分は放送しているのだから、それがきけない（きくためには、特別の受信装置がいるだろう）われわ
れは、その点だけでも、不運なのかも知れない。 
　UEAのSonbenda Servoに入っている、いくつかのワルシャワ放送の録音テープを、エスペラント普及会
がとりよせたもので聞いて、われわれは音の面で、現在のエスペラントに相当おくれをとっていると思っ
た。 
　宿題：できればテープをきく（追記：いまは、北京放送がエスペラント・プログラムを放送している。） 

9. 本を読む 
　Libroのことを「書物」といわぬと気がすまないほどではないが、読書というからには、やはり、「本」
を読むことで、雑誌は、いくら読んでも、読書にはならないという意見である。それでは、雑誌は読まなく
てもいいかといえば、それはちがう。逆に、読書をしているなどと思わずに、とにかくたくさん読めばよろ
しい。物の数にいれずに、しかも読むべきものが雑誌である。雑誌も見ないのでは論外である。 
　読んでもよく分からないときは、ためておく。あとになって利用できる。国際的な雑誌には、つねに注意
をしておきたいもの。 
　そこで、本を読むことだが、まずザメンホフについて。エスペラント語と、語をつけるのは本式ではない
が、もしエスペラントのことを語つきで呼ぶとすれば（フランス語、イタリア語のように）、それは、ザメ
ンホフ語になると思う。りっぱなaŭtoroj en Esp.はたくさんいるが、La aŭtoro de Esp.はザメンホフだか
ら、エスペラントをやる気のあるものなら、かならず読むべきである。 
　ザメンホフは、息の長い、なかなか終わらない文章をかく。いくつも、ke...; ke...とつづくことはザラで
ある。こういうところにも、エスペラント発表までだけでも、9年間も、ひとりでコツコツとやってきたザ
メンホフのガンバリを見る思いがする。 
　歩調がしっかりしていて、いかにも行きとどいた、これからカユクなるところにも手をあてておくといっ
た、ザメンホフならではのものである。しかし、読むのはやさしくない。分量も多い。それで、見本とし
て、まず「ザメンホフ読本」にあたってみる。 
　これを初めて読んで、全部よく分かれば結構なことであるが、そうもいくまい。わかるどころか、とにか
く最後まで読み通す（音・黙いずれでも）だけでもひと仕事であろう。根気がいるのである。しかし、これ
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らザメンホフのものによって、大いにきたえておけば、ほかの人の書いたものを読む場合に、効いてくるの
だから、どうしても読むべきものだ。 
　読むときにも、誤解のあるのは、もちろんで、ときどき、すこしでもいいから、どこかを訳しておくと、
あとから自分でも点検できる。これはもっぱら正誤をみるためで、文学的にどうのこうのいう「訳」ではな
い。 
　なお、字引の訳語をつないだような訳文ばかり作っていると、頭がわるくなるかも知れないから、アンデ
ルセンその他、日本訳のある作品は、文庫本などを横において、くらべながら読むと、あまりにも「語学的
こだわり」におちいることから救われるかと思う。 
　これは、読書案内ではないから、ザメンホフ以後、現代の諸作家にいたるまで、くわしく述べたてること
はしないが、図書目録に目を通すことをすすめておきたい。わたしは、これまでに何度も、たとえばJEIの
それを読んでいる。それから各誌に出るrecenzoなどは、自分の興味にしたがって、読書をして行くのに、
参考にはなるから、それだけで分かったつもりにならぬ程度に目を通す。 
　宿題：「ザ読本」ほか、ザメンホフを読む。 
　（余談）長ながと書いてきたが、これまでのを見ていると、いっこうに奥義らしくない、これでは
malesoteraである！といわれた。 
　PVの定義によると、これはまさしく、malesotera = Publike al ĉiuj instruataであって、resotera = 
Intime, aparte instruata al la adeptojではないかも知れない。もっとも、これは、奥義の訳語ではなく、
上記の表題は正確でもない。 
　さて、「奥義」とは「学問・芸能・武術などの最も大事な事柄。最もかんじんな点」であると、岩波国語
辞典にあるから、「会話」のソレは、なんであるかということになる。 

10. 知ること 
　これまでは、写真に例をとると、もっぱら、カメラについて、書いてきたようなものである。カメラはモ
ノを写すためにある。コトバの外形である発音等は、それを使って、モノを言うためにある。しかし、それ
がなければ、モノが言えない、ということであるから、ヤカマシク練習をしたものである。 
　つまり、不可欠の条件ではあるが、すべてではないから、これができただけでは、もちろん、奥義をきわ
めた、とはいえない。 
　会話は、ひとりではしない、相手がいる。これが、一様ではない。相手がちがえば、会話の内容も同じで
はない。形式もかわる。したがって、自分がいくら内容のある人間（これが、かんじんの点であるが）だと
主張しても、それが分かる相手でないと、これが伝わらない。つまり、自分にだけ実力があっても、相手次
第では、無きに等しいことになる。 
　だれでも、相手を見てモノを言うものであり、また、逆に、いつも、だれにでも、同じように、同じこと
を話しても、伝わり方は相手次第であり、特にエスペラントの場合は、各自の外形（コトバづかい）が十分
でないため、内容も、すらすら通じないことが多い。 
　こちらが知っていて、言いたいことも、相手が無知で興味がなければ、会話の内容にならない。知らなく
ても、興味があれば、そうして一応のコトバを知っていれば、それによって、知らないことがらも、教わる
ことはできる。けれども、おたがいが楽しむためにする会話であれば、知っているもの同士でやるときが、
うまくいく。 
　「教養」というものがある。これは、何だかワケのわからないものだが、現在のエスペランチストが、そ
のコトバを知り使う人である、という定義だけではすまない、ナニカが加わったものである以上、エスペラ
ントのことが、よく話題になる。そこで、この-ujoのことも、知っておくことが望ましい。教養などといわ
なくとも、常識的なことでも、知らない人が多い。日本人としてのそれはあっても、エスペランチストとし
ての常識やら、教養がない人とは、いくら会話をしても、奥義に達した感じはしないであろう。 
　なるほど、エスペラントが単なる手段となり、それを使って、もっぱら専門のことを語っておれたらメデ
タイが、いまは、そうも言っておれない。そこでまず―― 
　宿題：すこしはESP.界のことも知るようにすること（追記：最近出た「エスペラント便覧」なども、役に
立つ本である。） 
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11. のむこと 
　エスペラントで話すのは肩がこる、LだのRだの、発音からして気になるから、心して口をきくことになる
し、文法的マチガイも気がかりだし……ということが、あるようだ。これでは気楽にしゃべれない。ところ
が、Konversacioとは、リキんでするものではなく、親しくて気安い、楽しむためにする話し合いだから、
カミシモをつけていたのでは、うまく行かないはずである。 
　カミシモとは、心理的なコダワリを指す。会話には、たしかに「語学？力」というものも要る。しかし、
一応、相手の言うことも分かり、こちらからも、話せるはずなのに、うまく行かないときは、心理的な原因
がある。 
　ある人は、いつ見てもだまっている。なるほど、こんなのを「無口」だというのであろうと思っていたら、
あるとき、ベラベラとしゃべっているのに出あった。このときは、日本語であったが、一見無口というのは
あっても、条件がよければ、だれだって話す、つまり、完全？な無口というのは、いないのではないかと思
う。 
　とすれば、話しやすいフンイキのことを考えねばならぬ。話の場というものも、いろいろある。また、人
数も、会話というかぎりは、最低二人はいるけれど、これはまた最高四人ぐらいがいいかも知れない。大声
で向うまで叫ばなくても、おだやかに声が通るくらいの方がよい。 
　いずれにしても、自分の心にコダワリがあれば、楽に話せない。そこで、お互いに、それを除かねばなら
ぬ。「飲む」とは、相手をのんでかかる、意味ではない。剣道のような勝負ではないから、会話においては、
自分をのむのである。相手をのんでかかるより、のむべきものは自分であり、心理的なコダワリ、コンプ
レックスから自由になることである。その手段として、相手といっしょに、一杯やるとよい。何も、のんだ
くれる必要はない。飲めば舌がまわる、というのは、油をさしたからというより、心のシコリを解くから、
その結果、舌も回るというものであろう。 
　これは、おたがいに話してみたい興味があるのに、諸条件が合わないために、うまくいかないとき、とる
べき手段のひとつであって、そんな気がなければ、飲んでまで会話なんかする必要はない。 
　しかし、エスペランチストは、単に週や月の例会で、多勢（といっても知れているが、2、3人よりは多か
ろう）いっしょに話をするだけではなく、もっと個人的なつきあいを会員間で、すべきではないか。せいぜ
い週に二時間、例会だけで終わる「同志」では、いかにもウスイつながりである。 
　ところで、アルコール飲料が飲めない人は、コーヒーでもジュースでも、日本語で会話をするときの状態
になればよい。例会の席では、まあ「輪読」ぐらいはできるが、個人間の会話はやりにくいのが実状であろ
う。それで、例会場以外の場所で、話すようにする。 
　会話というのは、それをする人同士の話題があり、気楽なフンイキがあれば、おのずからできるものであ
る。 
　宿題：奇特なひとは、これまでの分を読みかえすこと。 

12. すること 
　「みずからなし得る者はなし、なし得ざる者ひとを教う」という。会話の奥義を心得ているものは、こん
なものを書いたりはしない。自分ができないものだから、せめて、ひとにはできるようになってもらいた
い、という一念から、おせっかいをやくことになる。 
　会話はするもので、これについて語るべきものではない。それが「達する」ものであれば、わたしは達し
ていないが、おのずから体得するものであれば、わたしでも、すくなくとも「ふじもと流」会話の奥義は、
心得ているはずである。ただ、これを「伝授」？するのは至難のわざである。もし人あって、この流法にし
たがい、修行をなせば、あるいは免許皆伝に至るやも知れぬが、なに、わたしだって、奥義を極めた訳では
ないから、それをひとさまに授けることなどはできない。よろしく各自において、おのが一流をあみだされ
んことを！ 

13. みつける 
　話し相手をみつける。これがむずかしいのである。おのれが、いくらbuŝa修業にはげんでも、互角の相手
がいなければ、ひとりずもうに終わる。これでは、実力が出ない。また語学力というか、会話力において、
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格好の相手がいても、お互いに人間としての関心が一致しなければ、ふたりとも実力が出ないままに、もの
わかれとなる。 
　要は、日本語でも、会話を楽しむことのできるもの同士が、エスペラントでするときにしか、うまく行か
ないだろう、つまり、エスペラントだからといって、かねては話もしないもの同士が、会話を楽しめるはず
がない。 
　ただし、これは、人間としての興味が、第一である、ということを言うための、日本語うんぬんであって、
現実には、日本人とは日本語で話した方が通じるから、そのあとエスペラントで話すのには、わたしとして
は、コダワリがある。練習のためと思わねば、とてもできない。うまい、まずいに関係なく、だれでも、日
本語で話すときと、エスペラントのときでは、ちがいがハッキリしすぎることが多いから、そこが気になる
のである。心理的なものである。相手にいくら実力があっても、おたがいに、しかし、日本語の方が、もっ
とよく通じると思えば、わたしとしては、こだわる。 

14. 「でも」と「しか」 
日本語の方が速く感じる（これは、時間だけのことではないが）のに、エスペラントでも話せるというの
は、次善の策である。ところが、程度は落ちても、これでしか、おたがいに通じる道がないと知って話すと
き、つまり、外国語を知らないわたしが、これまた日本語のできない外国のエスペランチストと、エスペラ
ントで話すとき、しかも、かれとわたしの諾条件が合致したとき、その会話はうまく行くものである。ふた
りに共通する言語が、エスペラントしかないとき、すなわち、これがおたがいの第一言語であるときには、
気軽に、コダワリなく話ができる。これがまあ、会話の奥義というところですかな…実行がむずかしいだけ
で……。 
　宿題：新選エス和辞典の改訂版を読むこと。 
（追記：その後出た「エスペラント小辞典」でもよろしい。） 
（1963年、La Movado 1月号～12月号連載；1966年、同誌10月号に再録） 
☆ 
　二度あることは…というわけで、本書に収録することにした。例によってイイワケをすこし。 
　わたしは、自分が独学書から、はいったせいか、エスペラントの会話についても、本を信用しすぎるキラ
イがあるかも知れない。 
　それで、「自分は会話から」はじめたという、いわば現代的なエスペランチストの意見を発表してほしい
と思う。ひとそれぞれに、やり方はちがっていていいはずだが、わたしの意見は、根本的にまちがっている
かも知れないからだ。ただ、自分がやってきたことを整理してみたら、こうなったということで、はじめに
理論を考えだして、それを実行していったわけではない。 
　それから、「会話の文型」が必要なひとは、いくつかある「エスペラントの会話の本」にあたって、活用
してほしいと思う。 

あとがき 
　ザメンホフは、エスペラントと呼ばれるようになった国際語を、いわば「頭のテッペンから、足のウラ」
まで、コトコマカに、完成品として仕あげてから、世間に公表しようと、はじめは思っていたらしい。 
　もし、そうしていたら、このエスペラントという言語は、その「大著」一冊ぐらいで、おしまい、という
ことになっていたと思う。すくなくとも、80年間にもわたって、世界各国で運動がつづいている、というこ
とには、なっていなかったと思う。いわゆる「第一書」が、実質はそなえていたが、見かけからいうと、み
すぼらしい小冊子として、世に出たことに、エスペラント運動のカギがあるのではないか。 
　この「第一書」は、いわば赤んぼうであった。ひとりで立って歩くことは、できなかった。だから、よかっ
たのではないか。それは、いわば、オソロシゲな様子は、していなかった。たよりなげであった。しかし、
それには、生きる力はあったし、第一、ひとをひきつけるような、かわいらしさが、あったはずである。 
　欠点もあったし、とくに、一見、そう思えるところがあったし、要するに、そのパンフレットを読んだも
のが、「エスペラント博士」ひとりに、まかせてはおけない、自分が手をかして、世話をしなくては…と思
いたくなるようなところが、あったのである。 
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　あとから「エスペラントより完全な国際語」と名のって出現したコトバ、いわゆる言語的には「よくでき
た」国際語の群れが、どうもうまく行かないのに、エスペラントは、なんとかやっている。勢力はよわいが、
この種の運動としては、いちばん強力であるし、もし、エスペラントが人類に受けいれられないものとすれ
ば、まあ、それは、われわれがホモ・サピエンスの名に値しないのだと、言ってもいい程度には、がんばっ
ている。 
　理由は、このコトバが、「未完成」のものとして、生まれたからであり、しかも、ザメンホフが、それを
民主的にそだてる、いや、みんなをして、そだてさせるという、おそらくは「ユダヤ人」的な知恵をもって
いたからであろう。民主主義というからには、現代人でも、ザメンホフのやり方に、まなぶべき点は多いと
思う。 
　ザメンホフに、人類愛があったというより、人間は何かを愛さずにはおれないという、その「人類の愛」
を、かれが、めざめさせたから、こういうことになったのだと思う。 
　そういうザメンホフに感謝することで、この本をまとめるために、お世話になった方がたのお名まえをし
るすことに、かえさせていただこうと思う。 
1967年11月14日　藤本達生 

l’omnibuso, Kioto, 1967 
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