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◇ 田舎ッペの文化 

 田舎ッペという言葉は、多分に軽べつ的な意味を

含んでいるようである。田舎というのは農村を意味

すると言ってもよいようだから、田舎ッペというの

が軽べつを意味するのは、農村を低く見ているとい

うことになる。こうなると農村の人々はだまって居

れないものがあるだろう。 

私がここで田舎ッペの文化というのはそういう農

村ないし農村の人々を軽べつする気持から言ってい

るのではない。私は都会に住んでいる人々のことを

言っているのである。農村に住んでいる人が農村の

文化、農村ふうの生活や習慣や物の考え方をもって

いるのは当然であるが、都会に住んでいる人が、都

会に住みながら農村のものをそのまま持ちつづけて

いるのでは困ることがある。そういう人を田舎ッペ

というのである。私は少くともそういう意味でつか

うのである。私の田舎ッペ文化というのは、だから

出来そこないの都会人という意味である。そんなら

何も田舎ッペという言葉を使わなくてもよいではな

いかと言われそうだが、差し当って語感の上でも適

切なものがないのでこの言葉を使わしてもらいたい。 

以上のような意味で田舎ッペを使って、日本の文 

化全体は、田舎ッペだと私は言いたいのである。つ

まりもう少し都市的な生活の習慣なり態度なり物 

の考え方が出来て来てもよさそうだのに、一向そう

なって来ないのが少し腹立たしい。例えば東京は世

界一の大きい田舎だと言われるのは皆さんご承知の

ことと思うが、これは決して東京が田園都市である

ことを意味しない。世界一きたない都市であり、近

代都市としての条件を備えていないことに対する評

価なのである。つまり出来そこないの都市というこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となのである。道路はせまい、デコボコできたない、

そこら中が紙くずだらけである。それでいて、所に

よってはネオンの展覧会のようになっているケバケ

バしさ、その道路にはヘンポンと紙くずが舞ってい

る。犬の糞がいたる所に盛ってある。 

その根源はどうも人にあるらしい。いつか週刊誌を

見ていたら、東京の都市計画のことをとりあげて後藤

新平が大いにわらうというような見出しが出ていた

が、戦後東京の都知事をやった人は全く嘲われるに値

する人達のようである。後藤新平は何と言ってわらう

だろうか、恐らく「この田舎ッペめが」と言うのでは

ないだろうか。都知事ばかりでない、そういう面を担

当するお役人たち、いな、お役人ばかりでない、議員

も一般の人々も、都市生活というものについて全くセ

ンスを持たない人々なのではないだろうか。 

先日メーデーの日に労働組合の人が神宮外苑に集

ったら、なんと紙くずが 22トンも出たそうである。

日本人は紙くずを捨てる天才だと言っても差し支え

ないだろう。外国の都市には、東南アジアでもとい

っては失礼だが、そんなことは絶対にない。つまり

東京という形だけの都会に住む人は、形だけの都会

人で、アスファルトの道路には紙くずはすてるもの

ではない、ということも御存知ないのである。そう

いうセンスでは到底美しい都市などというものをつ

くることは出来ないではないか。 

「花一ぱいの運動」というのが新生活運動として

あるそうだが、ヘンポンと紙くずの舞う街の通りに

花が飾られたり、こんどはそれが枯れてまた路上に

散らかるのは、いかにも日本的な美しさ（？）なの

であろう。 

こんなことをあげたらきりがないが、路上にタン、
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ツバをはくこと、立小便もまた日本的風景である。

道路上ばかりでない。バスや電車にのっても、自分

の両側を半人分ずつぐらい席をあけて平然とすわっ

ている紳士淑女が大部分で、そんなことには全然神

経を使っていない。「やれやれ腰かけられた」といっ

た安堵した顔をしている田舎のオバサンそっくりで

ある。 

都市生活には都市生活として神経を使わなくては

ならぬ所があって、農村に住んでいた時のような気

持ではいけない。毎日毎日の身の振舞い方から、お

役所の行政的事務に至るまで、都市としてのセンス

が充実していなくてはならないのであるが、それが

ないから、道路の幅を今の五倍位にしなくてはなら

ぬのに、全く田舎の散歩道位の道路をつくって、ア

スファルトだけが都会的なのである。 

私の田舎ッペというのは、上のようなことを言う

のである。都会人としての生活をつくりあげなくて

はいけないのに、今になっても、まだ農村に住んで

いたころのことしか考えられない、そのころのこと

ですべてを律している。それが田舎ッペ文化である。 

 日本の農村は世界でも美しい。すみずみまでよく

耕されて、田園風景としてはすぐれたものを持って

いる。それにもかかわらず、都会に入るとどうだろ

う。根本的に都会に住むセンスがないのだろうか、

都会の集団生活は出来ないのだろうか。都会の生活

は、社会的な性格では農村よりはるかに強い。何事

も社会的な性格を強く出して処置しなければならな

い。そういう社会的な性格が日本人にないのだろう

か。私はそうは思わない。これからの若い人たちに

特につよくこの点を是正してもらうように期待して

いる。 

 

◆ 変貌する農村と青年たち 
 
所で話は、こんなことをする予定ではなかったの

で、編集者の要望では、神奈川県の最近の農村の変

貌と青年たちといったことを書くようにということ

であった。最近農村が変貌するというのは、どうい

うことか。つまり日本の社会全体が都市化の影響を

うけているということであろう。仔細にみれば農地

が減少して工場がふえたとか住宅地になったとかは

勿論あるが、全体として農村が外形的にすっかりか

わってしまったなどということはない。やはり農村

は農村である。田んぼや畑で機械を使って耕作して

いる姿もみられるようになったが、これも根本的な

変革という程のものではないだろう。だから変貌と

いうのは、都市化というか、都市生活との関連から

おこって来る内面的な問題が中心的なことであろう。

そういう問題を青年に焦点をおいて考えるようにと

いう編集者の要望であると思ったので、そういうこ

とを考えているうちに、一体そもそも、日本人は都

市生活者になりきれていないではないか、都市生活

者になっていない者が、形ばかりの都市生活をする

所に苦しみも不幸も生じて来るのではないかと考え

たので、冒頭のような田舎ッペ文化論がとび出して

しまった。 

 ここで自然主義者なら自然に帰れなどという所だ

ろうが、私はそんなことを言う資格はない。苦労し

て心を入れかえて、都市生活をすることが出来るよ

うになる以外に手はないだろうと思うばかりである。 

神奈川県は全国でも都市化の最も甚だしいところ

だといわれているが、それは工場や会社がそこら中

に出来て外形的にも目立つからであろう。そういう

外形の都市化もあるが、それはしかし外形にばかり

とらわれると、東京のような偉大な田舎が出来るだ

けのことになるから注意しなくてはならないと思う。

内面の都市化が必要ではないだろうか。しかし内面

の都市化とは何であろうか。 

これは神奈川県ではないが、或る県の農業高等学校

ヘ行ったら、今年の卒業生の中、百人に対して七人し

か農家で仕事をする者がないそうである。この調子だ

と来年は一人も居なくなるかも知れないと言ってい

た。この近所の農業の指導者たちは、これをしみじみ

なげいて、この頃の青年は、働くことがきらいになっ

たのだと言っていた。しかし私はそうばかりは言えな

いと思う。青年たちのまわりの社会がかわって来てい

るのではないか。何故、猫の額のような所をなでまわ

して苦労して生活しなければならないのか、苦労する

とかしないとかより、もっと合理的な考え方によって

納得がいく生活にならなければ、農村に生活する人は

いなくなってしまうであろう。 
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人間はやり甲斐のあることならどんな苦労も辞さ

ない。わけのわからないことにむやみにだまって働

けと言われても従わない。昔の農民はそうだったが、

これからはそれではゆけないだろう。それは必ずし

も金の面ばかりではない。生活全体の近代的合理性

である。他に面白い企業が多くあるのに、農業だけ

が半身不髄で、政府や国家からの差し入れで生きて

ゆくような状態では、どうして若い者がその中に生

甲斐を感じようか。農業もまた都市化近代化する必

要があるのでないか。つまり企業として成立つこと

が大切なのである。それが池田内閣のような農村人

口削減論になるかどうかは今ここで言うべき事では

ないが、ともかく従来の農村政策、即ち従来農林省

がやって来た、伝統的な農業政策ないし農村政策で

はやり切れないであろう。日本の産業政策として考

えてみる必要があろう。つまり農林省の政策も田舎

ッペの政策なのである。 

それは丁度東京や横浜の道路を考えるのに、今ま

での五倍位の面積をとって考えなければ、将来の設

計とならないと同じように、これからの農村ないし

農業に対しても、全然異った基準で考える必要があ

るのであろう。農村の青年が都市へ出るのをなげい

ているのは、自動車がふえて道がせまくなって困る

と言っているようなもので、逆である。 

 現に神奈川県の農村は、都市へ出て働く青年の住

宅地になりつつあるのではないか。どこの農家もそ

ういう下宿青年――これは何も本当の下宿でなく、

農家の出身の青年で都会に働きに通勤しているもの

を私がこう名づけたことは皆さんはご承知であると

思う――が一人ならず居るのである。住宅地になっ

ているのではないか。猫のひたいにしがみついてい

るのは親ばかりで、息子たちは、もっと合理的な生

活をして、しかもゆとりがあるとしたら、これは一

体どういうことになるのか。青年に猫のひたいにし

がみついて、地球の上をなでまわして苦労しろ、と

は言えなくなるのが当然であろう。 

しかし現実には、農家出身の青年は、今の過渡期

の中で、なやんでいるにちがいない。はっきり見と

おしのないままに、親にひきずられ、伝統にふりま

わされ、しかも新しい雰囲気の中に入りこみたしと

いった具合である。一般の県の指導者たちは、それ

をどう眺めているのだろうか。指導的な人々も多く

は農村の出身者でなやんでいる人々であろう。だか

ら青年どころではないのかも知れない。そこで政府

が何かきめてくれないかといって上を見る。しかし

上からおりて来るものを待っていて果して人々は救

われるだろうか。結局は農村の青年が自ら方向を見

定めて努力する以外になくなるのではないか。 

私は農村の青年に勇気を期待したいと思う。思い

切って新しい都市生活者となる覚悟をしなさい。あ

なた方が出て行ったあとはまた何とかなりますよ。

これは青年個人に対して言うべき言葉であってお役

人に言う言葉ではないことは勿論である。若し農業

をやろうとする青年がいるなら、なんとか資本をさ

がして土地でもうんと買って、思い切って新しい経

営をやりなさいとでも言う。そういう人もいてよい

と思う。とにかく、中途半端なのがいちばんいけな

いのではないか。 

◆ 都市的センスを 

それにしても、お役人やいわゆる識者の人たちの

古くささにはあきれる。日本は農業国か、工業国か、 

日本は、日本市か、日本村か、と聞いたら、大抵の

人は、まあ工業国で日本市でしょうと答える。まこ

とにちっぽけなきたならしい日本市である。尤も小

さいから、いっそ都道府県をやめて、日本市という

ことでもいいかもしれない。アメリカにくらべれば、

それでもいいように思う。尤も人口だけは一億近く

もいるから、それがなやみの種であるのだろうが、

しかしその人々の職業別からしたら日本はまあ工業

国の仲間入りをしてよさそうである。とくに最近そ

ういう傾向が強くなって来た。しかしこと政策とな

ると、大体が農業国なみである。とくに教育とか、

文化は明治の頃の農業人口 80%時代のにおいが強

いのである。とくに青年に対する教育政策のかまえ

は、全然農村的である。ここ数年の中に青少年の大

部分は、都市の青少年になるであろう。しかもこれ

に対して教育の手が差しのべられていないとしたら

一体どういうことになるのか。目のつけ所を根本的

にかえなくてはならぬのではないか。 
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 青年は集団生活を好むといわれる。青年の集団と

いえばすぐ頭に浮ぶのは、青年団である。青年団は

字義通りなら青年の団だからどこに出来てもよさそ

うだが、都会には全くといってよい程出来ない。そ

れにはそれ相当の理由があろうが、それは都会に青

年の集団が出来ないということではない。いな都会

の方が、目的集団としてはっきりしたものが沢山あ

る。それらはいずれも青年を未来の社会人として形

成しつつあるのである。しかしこと教育の世界では、

そういう青年の集団は殆んど問題となっていない。

奇妙なことだが、青年の集団というと、指導者たち

はその原型を農村の若者連中にみるらしい。そうい

う集りが青年の集団だというセンスがあるらしい。

農村の若衆連中だけが青年団体だというのはなんと

お古い考え方だろうか。私は理解に苦しむ。 

しかしその農村の若衆団がそろそろおかしくなっ

て来ているのである。みんなが都市生活者になりつ

つあるからこれは当然であろう。農村の若衆団が今 

のような形をとり得たのは、毎日の仕事がおなじで、

生活の仕方がおなじ、住んでいる所もおなじという

所で成立しているからである。都市生活が成立して

来ると、仕事がちがい、従って生活がちがい、考え

方もちがい、同じ所に住んでいるものが皆ちがった

人々の集りである。そこでは一色の青年の集団は成

立しないのは当然である。多種多様な人間の集団と

いうことになれば、今の若衆団のような一色の青年

の集団の形はとり得まい。もっと分化した集団にな

るだろう。都会ではさまざまな目的集団、文化的集

団が生れるのである。地縁団体、血縁団体的なもの

はなり立たないのが一般である。頭の古い指導者が

いまだに地域団体などと言っているが、それは古い

土地所有にむすびついたボスの利害関係による団体

しか存在しないのだ思う。 

 しかしこれで迷惑をうけるのは青少年たちである。

都会生活をする青少年たちは、自分たちを育てる場

がないのである。放任されている。そこから青少年

の不良化の問題も起るのである。不良化の問題は、

農村的センスで都会生活を律し、青少年を考えよう

とする所から起る問題なのである。 

青少年を都会で見てやろうとすれば、職場の中へ

入らなくてはならぬ。このことは農村でも同様なの

であって、農村の場合は職場が地域であったからそ

れが見えなかったので、やっていることは農業とい

う職場をもとにしてやっていたのである。都会の職

場は私企業である。これも農業と本来はかわってい

ないが、都会の職場は、近代的な労使関係において

出来ている所がちがうのである。この点が青少年を

見てやる場合にいちばんの障碍である。つまり田舎

ッペの日本の企業家どもは、使用者のことを心配し

てやる必要はないと考えるのである。使用している

青少年を育てなければ、日本の社会が育って行かな

いというようには、考えられないのである。つまり、

近代社会の中での青年をどう世話してやるかがわか

らない。道路をつくらないで、工場ばかりをたてる

ことを考えると同じような田舎ッペ的センスで、都

会生活をしているのである。 

教育のことを考える指導者たちも、その辺のこと

はよく御存知だが、何しろめんどくさくて、やり切

れないから、つい従来の情性の中で仕事をしてしま

うのである。こうして、新しい社会組織の中で生活

している青年たちは、殆ど放り出されたままになっ

ている。神奈川県は、そういう点では他の県よりも

進んだ工業県だけに、そういう問題を模範的に露呈

している。あまりありがたくない模範であるから、

一つ大いに改めてほしいものである。 

私は、神奈川県はもう神奈川市と考えていいので

はないかと思う。そこには、青年は殆ど、商工業の

世界で働いている。少しは農業をやる人もいる。 

そういう仕事を中心にして、青年への対策を考える

べきではないかと思う。地域主義ではない社会教育

を考えるべきではないかと思う。産業主義の社会教

育がたてられないか。 

人々をよくする、青年を育てるということは、そ

の青年が、産業の中で、人間としての万全の能力を

発揮するようにすることではないか。一般教養とい

うことも、産業の中で生かされるべきだと思う。そ

う考えられない人は田舎ッペだと思うが、どうだろ

うか。
 


