■はじめに
より善き地域社会づくりのお手伝いを志事と
なすためか、世の中が新しく創られていく、そ

寄稿

2

の源流に強い興味を持っている。
維新前夜、西洋式軍備導入に際し、最新の大
砲も導入された。大砲は放物線の軌跡を理解で
きないと命中率が著しく低下する。弾の滅多打
ちしかできない国が多かったのに対し、この国

再考：江戸期・

では瞬く間に命中率の高い砲術が確立された。
そのためには方程式や微分・積分という高度な

社会活動の意義

数学への理解が欠かせない。何故、我々の先祖
は江戸時代からの急速な変革のなかで、数学的
に放物線を扱えたのだろうか。
この疑問から調べ始めると、和算に遭遇する。
当時の和式算術は、世界的に見ても相当レベル
が高かったという。江戸末期、既に和算の普及
があったが故に、西洋列強に対して驚異的な速
度で追いつけたのではないか。
すると、維新前後に対する旧来の姿勢「劣っ
た自らの文明性を打破することで、明治以降、

（株）アスリック

⎛
⎝

日本は劇的な開化を果たした」という歴史認識・

代表取締役

濱

シナリオは、にわかに疑わしくなってくる。

博一

総務省 : 地域力創造アドバイザー

ふるさと財団 : 地域再生マネージャー 他

⎛
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むしろ、「江戸期は、文化的・学術的にも世
界有数のレベルに達し、それを母胎にできたお
蔭で、類を見ない速度で西洋を理解し、取り入
れる素養を持っていた」とするならば、江戸と
それ以降の時代の関係性が、異なった景色とし
て見えてくる。
そのような疑問・視点から始めたこれまでの
探求をもとに、書き起こしたものが本稿である。
しばらくの間、貴重なお時間をお借りしたい。

■高度な基礎的素養：和算の流行
江戸時代。民衆の間に和算が流行っていたと
いう。算術を開発し、全国に流布して歩いた関
孝和という天才が居たらしい。
委細は参考文献に譲るが、今日の数学でいう
微分積分にまで到達していたという。驚愕すべ
きは、流体力学で必須のベルヌーイの公式が、
8
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関によりその 30 数年前に見出されていた事だ。
和算の成果は、印刷技術・街道の整備で日本
各地にも広まり、塾も開かれていた。解けた問

全国各地の眠れる資源たちは、勿体を見出さ
れ、徹頭徹尾始末がなされているだろうか。始
末が悪いならば、それこそ勿体無い。

題が記され奉納された算額は、各地の神社に遺
されている。東京都中央区日本橋室町の福徳神
社には、今日でも新しい算額が奉納されている。
さて、この和算。庶民の趣味・教養以外に何

■商人道と商家の家訓
次に、民間経済の足取りを見てみたい。
日本の商都・大阪。その中心部に淀屋橋とい

の役立ったのだろうか。明らかなのは、測量。

う駅がある。この地名は、掛けられていた橋に

高精度な測量に、高度な数学は必須だ。維新後

由来する。それに気づいた頃、NHK 教養番組

西洋を驚かせた「大日本沿海輿地全図（伊能図）」

で商人道の連続講座が放送されていた。

は、伊能忠敬が 1800 ～ 17 年に列島各地を歩

委細は参考文献に譲るが概略次のとおりだ。

き完成した。関は彼の一世紀前の人である。

大阪・淀川の中之島に米の取引所の開設を許

維新の世となり、数学でも洋算を理解するこ

された淀屋は、代が下るごとに隆盛を極め、莫

とが国是となって和算は、忘れ去られていく。

大な資金力を背景に大名に金を貸す金融業にも
なっていく。一商人の店に諸大名の家老が挨拶

■「始末をつける」ということ

に出向くという事態に至り、当主の毎夜の大宴

「始末」ということばは普段、どのように使

会を咎められ幕府から取り潰しとなる。膨張し

われているだろうか。ニュアンス的には、「物

過ぎ、図に乗ったバブルの原因は、強制終了さ

事の後片付け・整理をする」だろう。

せられたとでもいうべきか。

この「始末」。実は世界共通語になりつつあ
る「勿体無い」と関連が深いと考えている。
「勿体」とは何か。それは「そのもの本体の

当時、周囲の商家は淀屋騒動に学び、急速に
家訓を整え厳しく伝承していった。これが商人
道の始まりとされている。

価値」を指し示している。「勿体をつける」と

商家によってさまざまな家訓が遺されている

は「元々の価値よりも、価値があるかのごとく

が、その真髄は事業の持続可能性を最大と置い

扱うこと」をいう。逆に、未だ使えるのに捨てる、

ている点にある。今日の SDGs 的だろうか。内

あるいは使わずに仕舞い込むことも、その価値

容は、大阪・京都・近江によって傾向が異なる

を活かしていないが故に、「勿体無い」となる。

そうだが、全国を行商した近江商人の家訓「三

「勿体」を適切に扱うために「始末」がある。

方に善し」は有名である。三方とは、客・商人（自

ものの価値を最初（始）から最後（末）まで貫

分）、そして世間。この時代に既に社会益・共

徹して、充分に発揮させ続けることを指した。

益を重視していたとは、まさに驚きだ。西洋社

旅人が道中、新しい草履に履き替え、擦り切

会で市民セクターや民間助成財団が発明される

れた古い草履にこれまでの働きを感謝して拝

のが明治から大正期であることを考えると、如

み、田の畦端に置いた。その田を耕す農民が履

何に先進性に富んでいるかが理解されよう。

きつぶされた草履を拾って田に漉き込んで肥料

なお、「三方に善し」では、順番が不明確で

とした。この光景を不思議な行為として驚き、

ある。「お客に善し、世間に善し、のち自らに

書き残した西洋人が居たという。現代は、この

善し」が、個人的に最も好ましいと感じている。

ような行為を「エコ」と捉え再評価している。

先ずお客の利益を考え、世間に善い物を扱い、

がしかし、それだけで果たして充分なのだろう

自分への利益は最後に考えるくらいでちょうど

か。

良い。
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翻って現代、多くの企業が「先ず自分に善し。

源に焦点を当て、それらのアーカイヴ化と、産

お客には適当に善し。世間はどうでも善し」と

業界におけるデジタル技術の先駆的取組を促進

なってはいまいか？順番が変わると、持続可能

させる両輪を狙った意欲的な「石川新情報書府

期限も大きく変わる。このことを学ばねば、同
じ国の末裔として淀屋騒動の始末をつけられて
いないことに、なりはしないだろうか。

（1996 ～ 2015 年）」事業があった。
地域に眠るひと・もの・ことに光を当て、デ
ジタルアーカイヴ化するテーマと、そのアーカ
イヴ方法を公募・審査。実際に取材を経て編集

■先物取引の発明

する一連の制作に対して一定の補助を行うもの

淀屋に関する逸話は、もうひとつある。

だ。本事業の初～中期にかけ事務局をお手伝い

米という基軸通貨は、重量が大きく扱いに難

させて頂いていたこともあり、多くの刺激・学

儀する。この便宜を図るため「証券化」という
便法がやがて発明される。物が証券化すると、

びの機会を頂けた事に感謝したいと思う。
テーマに対する時代的制約は無く、現代から

次第に概念が抽象化する。金融商品が高度化し

古代まで幅広いテーマがエントリーされてい

た現代と同じように、米の証券も先物取引され

た。特に、北前船の運航に関する歴史秘話を取

るようになっていく。大阪の米取引は、研究者

り上げた「未来海道ものがたり～北前船がもた

によって世界初の先物取引とされている。

らした海の文化～」（2003 年）は、多くの示

米価が乱高下すると、農民も藩・幕府も困る。

唆を頂いた。

現物を持った大阪での取引は価格の安定に資し

この取材で、北前船交易によるニシンの売上

たらしい。一方で、現物を持たずに取引すると

が北海道開拓の原資となり今日の北海道の礎が

価格が乱高下する。西洋では、投機的側面のみ

築かれたこと、前田藩が財政を立て直すために、

が着目され、今では先物で値が下がると儲かる

北前船交易に進出を目論むも航海・交易経験が

という素人には摩訶不思議な金融商品となって

無く、船舶建造は藩が出資し、藩船の運航交易

世界を駆け巡っている。穀物市場の混乱は、庶

を地元の豪商・銭屋五兵衛に委託するという官

民の台所を直撃する。甚だ迷惑な話だ。
「世間

民協働型事業を始めたことが、判明した。

に善し」は、欧米の経済界には存在しない思想

これは今日でいう PFI ／ PPP による事業モ

か。
（近年ようやく CSR が ISO に規定され、コー

デルではないかと思えてならない。だとすると、

ズマーケティングが喧伝され始めた。）

世界的にも先駆事例となるだろう。

さて、ここまでは一般的な話題である。ここ
からは、江戸時代の各地に見出される先進性に
ついて記してみたい。

◎防災築堤事業

～和歌山県地域～

2015 年、国連は 11 月 5 日を世界津波の日
と制定した。その 161 年前の旧暦同日、発生
したのが安政の南海地震だった。30 歳にして

■藩政期における官民協働
◎北前船運航

～石川県地域～

既に耐久舎（現：耐久中学校・県立耐久高校）
を設立していた濱口梧陵氏が、このとき後に「稲

人類史上、貴重な文化財が動乱・天災・犯罪

むらの火」と語り継がれる機転で多くの村人を

などによって逸失する危険性があり、これらを

救った。壊滅した集落・田畑と津波の恐怖から

デジタルデータで後世にアーカイヴとして遺

離村者が相次いでも不思議は無い状況だった

す。平山郁夫氏によって提唱された構想だ。

が、氏は私産をつぎ込んで村人に賃金を支払い、

石川県においても、県内に残る多くの地域資
10
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延長 600m 根幅 20m 高さ 5m にも及ぶ広村堤

防を 4 年の歳月を掛けて築いた。

江戸期に生きた我々の先祖が、当たり前とし

当時、藩の許可無く大規模な公共事業がなせ

て暮らし、秘めた力を一朝ことが起きたときに

る訳も無いことを考えると、この偉業は民間発

発揮した時代底流には、今日においても何ら色

意型 PFI ／ PPP の先駆事例であると考えられ

あせない示唆に富んだ事実と先進性が、なんと

るのではないか。

豊かに秘められていることだろうか。

後に商人ながら藩の勘定奉行に抜擢、明治に
も初代駅逓頭（後の逓信大臣）や、初代県議会

◎追伸

議長として活躍され、地元からの人望篤い氏と

私事で恐縮だが、父方の家系は明石藩（越前

史実に、これ以上立ち入るのは、僭越に過ぎる

松平家の流れ：兵庫県）で弓の師範を仰せつかっ

と思う。「稲むらの火の館」を訪ねて頂きたい。

ていたそうである。筆者が能登に婿入りするま
で名乗っていた旧姓は、地名として和歌山県有

■さいごに
これまでの論に、万一誤認などがあれば、是
非ご教授願いたい。
一連の探求の中で、気づいたことのひとつに、

田川町の字名に存在している。今年度から、有
田川町清水地区の地域再生事業のお手伝いを仰
せつかった。稀有なご縁と感謝したい。
遥か昔から連綿と今につながる血脈がある。

ある日突然何の脈絡もなく変革・革新が起こる

我々は、必ず老いる。世代は交代する。その途

ことはなく、必ずその前に、次代に活きる種や

中の一点に自分が存在する。この先に続く子・

素養があり、その土壌の上に芽吹くということ

孫・曾孫…子孫。彼らから、我々の時代はどの

である。明治維新とて例外ではなかったことだ

ように総括されるのだろうか。

ろう。歴史認識は往々にして前時代を否定する。

一旦は忘れ去られても、いつかは再評価され
るべき何か。予測し得ない未来の評価軸に照ら

昭和期。
「明治は遠くなりにけり」と呟かれた。
令和の今、昭和も遠くなった。
さらに「遠い」江戸時代。三百年という長き
に亘り、日本を治めた徳川幕府は、初期に数次

されてもなお朽ちない価値観。やがて先祖とな
るものの一人として、それを遺さねばなるまい。
わずかでも先祖の恩に報い、子々孫々へとバ
トンを渡せるなら、無上の喜びではないか。

の反乱に遭遇し、厳しすぎる大名統制は逆に社
会不安の種となることを学んだ。中期、大地震
や津波、長期間の悪天候といった天災に見舞わ
れ、平時の備えの重要性を学んだ。これらの学
びから、治世思想を進化させていく。田沼意次
の急速な重商政策の破綻後、老中に就いた松平
定信公は「政論」第八則で「三年の蓄えなくば
国その国に非ず」と諭し、九年の備蓄を推した。
「徳川の平和」は、「生命の尊重・民命を守る」
を価値基準に据えることで実現したという。
筆者が生を得た静岡に、道徳倫理と経済振興
の両立こそ経世済民の真髄であるとする二宮尊
徳に縁の（公社）大日本報徳社がある。尊徳は、
定信公と梧陵氏を橋渡す時代に活躍した。
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