
―出自―

昭和11年9月1日　東京市芝区芝公園6－7にて別府祐六、ヨシ子の長男として生まれる。

昔、父に聞くあり。吾が達祖1）豊之後列別府之産也。因
よって

茲
ここに

、今
いま

也
や

、性（姓）を

別府と称す2）。誠に古は国家の治、日常少く、乱（すること）日常多し。故に原野

に於て骸
むくろ

を曝
さら

すは、戦場に於て義を竭
つく

す士之天とする所也。然而天之時、人之和を

知らずして、僥倖却って天命に忤
さか

う者天下に氾濫す。

吾先祖累歳、大友氏3）に随うと雖も、時に於て不遇4）。天正の兵乱5）之後、武門

を避け、三毛門邑
むら

に遷居する6）こと二十有余年也。曽て津
うるお

うを要せず、自から丘
きゅう

民
みん

（田野の友）の為に耕耨
こうどう

に事
つと

む7）。

而後、慶長中、高祖父貞澄、命を蒙り、本国県令の小吏となり世世嗣を継ぐ。一

百有余歳、當て曽祖父高貞卒後、祖父貞常弱冠にて父之譲りを受く。或賊徒来り、

夜放火す五更（寅の刻午前四時）、人稀
すくな

にして敢て捍
ふせ

ぐあたわず、忽ち
わい

燼
じん

に委
まか

す、

貞常や年少、家
か

僕
ぼく

や、年高、奴婢は狼狽し、資財を救わんと欲する無く、遂に家書

及旧記等を失う。是故、父子譲るに書を用うる能わず、特に言を以て之を伝う。予

惟うに高祖より予に於て至る、 五世。亦邇
ちか

からず。但し子孫の之を失うを恐る、

蓋
けだし

し遺遠を謂う。則ち孝に非ず。予其孝に非ざるを憂う。以て記し、以て譲る。

別府栄澄誌

［大分県立大分図書館所蔵資料8）より］

〈泉都別府の地名語源〉

11世紀後半以降、荒野の開発などを通して設定された徴税支配の単位。別府と記載

されることが多い。

〈別府は珍しい地名か〉

湯のうえに浮かぶ街、別府市域が、温泉とむすびつけてイメージされたのは、遠く

『豊後国風土記』の書かれた奈良時代にまでさかのぼるが、温泉が産業の要（かなめ）
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となってくるにつれて、この地名の由来に関心が高まったのであろう。色々な説明

が試みられてきた。江戸時代岡藩の侍医であった唐橋世済（せいさい）は、別府は

国司の長官である国守のいる国府にたいし、国司の次官である介のいる支所である

と説明（『豊後国志』）している。また明治の国学者である渡辺重春（しげはる）は、

別府は郡司の役所と考え（『豊前志』）ている。また地理学者吉田東伍は、庄田の中

でも特別の符宣（朝廷の命令書）をもって賜与聴許された私墾（『大日本地名辞書』）

と考えている。これらはいづれも、別府を特別意味のある地名と考え、強引な説明

をしたものであり、歴史的事実からかけはなれた解釈である。その後、別府は荘園

のなかで、本来の土地に新しく開墾して付け加えられた土地という解釈がされてい

る。しかしこれは、別府の地名が多いことは説明できるが、荘園以外の地にも別府

があることを説明できず問題が残る。

《大分歴史辞典》大分放送　平成2年12月発刊

1）『築城城（ついきじょう）』／形式‥平山城／築上郡築上町築城／別府太郎が築いた城。天正の頃は、黒田家の

旗下、時枝平太夫居る。

『別府城（べふじょう）』／築上郡築上町上別府／別府太郎が築いた城。次郎居る。【豊前志】著者渡邊重春・

発行者渡辺重兄、明治32年10月25日発行、p140・141／276及びhttp://www.geocities.jp/jyousekiroku/

kyuushuu/fukuoka/buzen/miyakotikujyou.htm

―文部科学省―

平成16年11月史跡等の指定等　答申予定物件

唐原山城跡（とうばるさんじょうあと）【福岡県築上郡大平村】

〒871-0924 福岡県築上郡上毛町上唐原　カミトウバル

〒871-0923 福岡県築上郡上毛町下唐原　シモトウバル

福岡県東南部、周防灘に注ぐ山国川河口付近に所在する新たに発見された古代山城跡。独立した丘陵上に立地

し、北方の周防灘に向かった眺望は極めて良好である。

丘陵周囲には花崗岩製の切石列と土塁を確認し、列石線は、推定で約1.7を測る。場内には3つの谷を取り込

んで築造しており、それぞれの谷部には第1から第3水門を築成している。第1水門は北側に延びる谷部に位置

し、最大の規模をもつ。石列の前面は2段積みで、奥に向かって人頭大の川原石を敷きつめている。石列の東

端には城門、石列西端には花崗岩切石を多用した大規模な暗渠を設けている。第3水門は東南の谷部に位置し、

中央部に花崗岩切石を用いた暗渠を設ける。水門の両側には、それぞれ2条の土塁がつながっており、付近か

ら礎石建物も検出した。

唐原山城跡は7世紀後半の古代山城跡で、対外関係が緊張した時代に北部九州防衛の一翼を担い、瀬戸内海

方面への侵攻を食い止める目的で築造された可能性が高い。こうした性格の遺跡は対馬から近畿地方まで約30

箇所で知られている。唐原山城跡は、7世紀の対外関係を示す遺跡として極めて重要である。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/04112403/001.htm.

【別府城・築城城】と【唐原山城跡】の距離は、僅か17～18kmである。【別府城・築城城】は、上記の約30箇

所には入っていないが、以下の理由からほぼ同時代・同一目的で築城されたものと考えられる。

『豊前国』六巻ｐ246／525

［延喜式］に豊前国築城郡あり。

［延喜式］に築城ノ駅と云も見えたり。此郡の築城村に古城あり。是由ある事なるべし。

［土人の語傳］に上古百合若大臣の家臣別府ノ太郎此城をつくる故に築城村と云由いへり。

【太宰管内志】伊藤常足編録　日本歴史地理学会　明治42年6月25日発行

（［延喜式］平安時代中期に編纂された格式（律令の施行細則）で、三代格式の一つである。

905年（延喜5年）、醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂を始め、時平の死後は藤原忠平が編纂に当たり、927

年（延長5年）に一応完成した。その後も改訂が加えられ、40年後の967年（康保4年）より施行された。出
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典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）

【別府城・築城城】の築城時期。

以上から7世紀迄は遡れるのではないか。そしてこれが「吾が遠租」である。

2）◎百合若傳説

玄界島に古くから傳わる傳説に百合若大臣に関する「百合若傳説」がある。百合若傳説は日本八大傳説の一つ

で室町時代には能や歌舞伎の原型といわれる幸若舞（織田信長が桶狭間への出陣で舞った「敦盛」が有名）と

して脚色され、後には近松門左衛門の浄瑠璃（『百合若大臣野守鏡』宝永7年5月6日初興行、作者58才）にも

影響を与えており、明治になると坪内逍遙の「百合若傳説の本源」（『文芸瑣談』明治40年5月、p120-24/148）

なる大学術論文まで産み出しているのである。「ギリシャ神話のホーマーの名作オデッシー（ユリシーズ）が

ユーラシア大陸に伝播した東限が、日本の百合若傳説だ」とした坪内説は、その後100年の時を経て、由水常

雄『ローマ文化王国―新羅』新潮社、2001年と金賛會『本地物語の比較研究』三弥井書店、2000年によって裏

付けられ、実証されている。つまり、百合若傳説はフィクションなのである。

しかし現在、玄界島の小鷹神社は百合若とその愛鳥「緑丸」を祭ったものとされており、宮古諸島の多良間

島北にある水納島
みんなじま

の浜辺には緑丸の墓まである。谷川健一『渚の思想』（晶文社）『心にひびく小さな民のこと

ば』（岩波書店）

「時は平安時代、豊後の国主であった百合若という身体の大きな若者がいました。百合若は子供のころから

大変な力持ちで、鷹の「緑丸」と共に一日中、山野を暴れ回り、夜になると美しい妻の春日姫に文字や書を習

う心やさしい若者でした。その頃、海のむこうの新羅の国が九州の海辺の村を襲ってきたため、百合若は都の

大臣の命で新羅と戦うことになりました。百合若は春日姫に緑丸を預け、兵を率いて豊後の国を離れました。

戦いは長期に及び、両軍共に軍を立て直すために国に引き返すことになりました。百合若軍は途中、玄界島に

立ち寄り、船を着けて休みましたが百合若も戦いの疲れと気のゆるみから眠り込んでしまいました。その時、

以前より左大臣の座を狙っていた別府太郎貞澄と次郎貞貫兄弟が、百合若を欺き彼を島に置き去りにして、船

で豊後の国へ帰ってしまったのです。自分の国にたどりついた貞澄と貞貫兄弟は百合若は死んだといつわり、

貞澄は豊後の国司におさまりました。しかし兄弟は政治を怠り民から重税をとりたて、贅沢のかぎりをつくし

ました。そして百合若のことを思い泣き暮らしていた春日姫を、貞澄は嫁にしようとしましたが、姫の心は変

わらず、山の岩穴に幽閉されてしまいました。それから二年の月日がながれ、百合若は日に焼けて大きな赤鬼

のように変わっていましたが、毎日、春日姫だけを思い生きていました。ある時、百合若は浜辺に近づく黒影

に気づきました。百合若の愛鳥の緑丸です。百合若は緑丸を抱きとめ泣きました。そして木の葉に自らの血で

姫への手紙を書き、緑丸に託しました。緑丸は、その葉を姫に届け、今度は姫から硯箱と筆を預かると、百合

若の元へ羽ばたいていきましたが、途中で精根尽き果て死んでしまいました。その後、百合若は漂流船に助け

られ、豊後へ帰還することができました。そして正月七日、祭りに乗じて貞澄と貞貫兄弟の隙を突き、得意の

弓で二人の胸を射ぬき復讐を果たしたのです。春日姫を助け出し、喜びにあふれる人々の前に現れた百合若は、

その時から百合若大臣と呼ばれるようになりました。こうして二人は末永く幸せに暮らしたそうです。」

http://www.geocities.jp/genkai777jp/sub12yuriwaka/yuriwakanew.htm

3）大友氏は、鎌倉時代から戦国時代にかけて、九州の豊後国（現大分県）を本拠とした一族。豊後・筑前・筑後

など北九州を支配した守護職・守護・キリシタン大名。戦国時代には豊後の戦国大名に成長するが、豊臣政権

期に改易された。

4）［別府貞澄の年令は生誕が「慶長中（1596年～1615年）…」から逆算して天文19年（1550年）と仮定した。］

天正04年（1576）貞澄（26歳）

宗麟は、家督を長男の大友義統に譲って丹生島城へ隠居する。このときから義統と二元政治を開始した。ま

た、宗麟が早くに家督を子の大友義統に譲って第22代当主と成したが、これにより天正年間には宗麟・義統の

二元政治に弊害が現れ、大友家は内部から抗争が起こるようになる。

天正08年（1580）貞澄（30歳）

一方、大友氏内部では、義統の統率力を不安に思う重臣が義統の引退とその直臣4人の追放を唱え、宗麟の

再出馬を強請した。宗麟は4人の追放は承諾したものの、義統の引退は許さず、自身が義統を援助することを

条件として、重臣の説得に当たった。難航の末、宗麟の主張がうけいれられ、大友家中は田原親貫の謀反に対

処することになった。『耶蘇（やそ）会士日本通信豊後篇』（下）。この時追放された直臣の1人が別府貞澄で

あったと考えられるが、義統の方を引退させなかったのが宗麟最大の失政であったことを強調しておきたい。

天正8年（1580）、田原親貫（ちかつら）の乱中、不満をもつ重臣らは義統の引退、宗麟再出馬を再要請。宗

麟は義統の名誉を尊重して引退を認めず、義統に協力して謀反を鎮定することを約した。一万田宗慶（いちま

んだそうけい）らは、義統の移り気、無思慮な領地給与、賞罰の不公正、宿老の軽視など18か条をあげて諌言

したという（『増補訂正編年大友史料』24）。
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［大友義統］

後に島津軍が豊後府内に侵攻してきたとき、義統は居城の府内城を捨てて真っ先に逃亡している。さらにこ

のとき、寵愛する愛妾を置いてきたことを思い出して、家臣の1人に救出を命じた。家臣の1人は命令に従って

救出してきたが、それに対して義統が恩賞を与えようとすると、「私は女を1人助けたに過ぎません。このたび

の戦いで多くの同朋が死んだにもかかわらず、それには報いず、私だけに恩賞を与えるとは何事ですか。その

ような根性を持つ主君は、我が主君にあらず」と述べて、逐電したという。出典：フリー百科事典『ウィキペ

ディア（Wikipedia）』《大分歴史事典》大分放送　平成2年12月発刊

しかも宗麟の死後、義統は文禄の役における敵前逃亡を咎められ、文禄2年（1593年）に豊臣秀吉の命令で

改易された。

5）ここに言う「天正の兵乱」とは天正14年秋（1586）に島津軍が豊後に攻め入り、翌15年正月にかけて各地で乱

暴狼藉を働いた兵乱のことを指す。ところで、藤木久志は「雑兵たちの戦場」で、日本の戦国時代でもっとも

悲惨な戦場となったのは、天正の島津・大友の戦いにおける豊後であると書いているが、その悲惨な豊後の状

況を、宣教師ルイス・フロイスはその著「日本史」の中で克明に記録している。フロイスが実際に目にした豊

後の人々の悲惨さは、

①（薩摩軍が豊後の南郡を通過したとき）最大に嘆かわしく思われたことは（薩摩軍が）実におびただしい数

の人質、とりわけ婦人・少年・少女たちを拉致するのが目撃されたことである。これらの人質に対して、彼ら

は異常なばかりの残虐行為を（あえて）した。彼ら（被害者）のうちには大勢のキリシタンも混じっていた。

（フロイス「日本史」8－173頁）

②薩摩軍が豊後で捕虜にした人々は、肥後の国に連行されて、売却された。その年、肥後の住民はひどい飢饉

と労苦に悩まされ、己が身を養うことすらおぼつかない状態にあったから、買いとった連中まで養えるわけが

なく、彼らをまるで家畜のように、高来（長崎県・島原半島）に連れて行って売り渡した。彼らは豊後の婦人

や男女の子供を二束三文で売却した。（売られた）人々の数はおびただしかった。（フロイス「日本史」8－278

頁）

③島津軍に捕虜となった人々は、薩摩や肥後に連行された後、羊の群のように、市場を歩かされ、売られて

いった。彼らの多くは1、2文の価で売却された。

④当地方に渡来するポルトガル人・シャム人・カンボジア人らが、多数の日本人を購入し、彼らからその祖

国・両親・子供・友人を剥奪し、奴隷として彼らの諸国へ連行している。（フロイス「日本史」1－322頁）

⑤豊後の国に跳梁していた最悪の海賊や盗賊は、とりわけこれら仙石の家来や兵士たちにほかならなかったか

らである。彼らは、なんら恥とか慈悲といった人間的感情を持ち合わせていない輩であり、当不当を問わず、

できうる限り盗み取ること以外に目がなかった。（フロイス［日本史］194頁）

島津軍は豊後南部の地を焼き払い打ち壊して侵攻し、捕虜とした人質に対して異常なほどの残虐行為を行っ

ているが、大友方の応援として駆けつけてくれた豊臣秀吉の武将仙石秀久の（長州・四国）軍勢によっても略

奪・乱妨行為が行われていたのである。敵ばかりでなく、味方の軍勢により略奪されている豊後の人々の悲惨

さがここに浮き彫りにされている。戦国期日本各地の戦場で繰り広げられた残虐・非道の行為は大同小異であ

ろうが、捕虜を外国に売り飛ばすという暴挙の舞台となった豊後の悲惨さは藤木久志ならずとも筆舌に尽くし

難い。

後述のエッセイ「帝京と私」で触れる、明治新政府（薩長藩閥政権）と九州中部出身の大隈重信・福澤諭吉

対立の構図の奥底には、このような不幸な歴史から来た抜きがたい不信と嫌悪感が潜んでいたのではないかと

私は感じている。

6）天正09年（1581）別府貞澄（31歳）

7）三毛
み け

門
かど

かぼちゃは、日本最古のかぼちゃ種といわれており、起源は、約460年程前、ポルトガル人がカンボジ

アの種を豊後府内（現在の大分市）に伝え、当時の三毛門の土豪が種子を持ち帰り栽培したものと伝えられて

いるが、別府貞澄が三毛門邑に遷居した頃とほぼ符合している。昭和3年の天皇ご即位の大嘗祭に献上され、

名声を博し、全国に知られるようになった。「三毛門かぼちゃの説明文：白粉がかぼちゃ一面に広がっています。」

なお、福澤諭吉の大好物はかぼちゃであった。「南瓜と人格」横山健堂『趣味の人』新潮社、明治44年p119-

20/177。

『日本の野菜　青菜高著作選Ⅰ』

「わが国への渡来は天文10年（1541年）頃といわれる。江戸時代後期の農政学者佐藤信淵の著した『草木六部

耕種法』によると、天文10年ポルトガル船が豊後（大分県）に漂着し、同17年（1548）藩主大友宗麟の許可を

得て貿易を始めたが、この際カボチャを献じたのがわが国のカボチャの最初としている。そしてこれはシャム

（タイ）の東のカンボチャ国で産したものであったのでカボチャと呼んだ。」
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―学歴―

昭和27年4月 東京都立新宿高等学校入学

昭和30年3月 東京都立新宿高等学校卒業

昭和31年4月 早稲田大学第一政治経済学部経済学科入学

昭和35年3月 早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒業

昭和35年4月 一橋大学大学院商学研究科（経営学専攻）修士課程入学

昭和38年3月 一橋大学大学院商学研究科（経営学専攻）修士課程卒業

昭和38年4月 一橋大学大学院商学研究科（経営学専攻）博士課程入学

昭和41年3月 一橋大学大学院商学研究科（経営学専攻）博士課程単位取得退学

―職歴―

昭和41年4月－43年3月 成蹊大学政治経済学部専任講師（財務管理）

昭和43年4月－44年3月 成蹊大学経済学部新設に伴い移籍（財務管理、経営学（工））

昭和44年4月－50年3月 成蹊大学経済学部経営学科助教授

昭和47年4月－平成14年3月 成蹊大学大学院経営学研究科新設に伴い修士課程講義担当（経営財務

論特講、経営計画論特講）

昭和47年6月－49年9月 同大学A種海外研究員としてスタンフォード大学経営大学院で在外研

究、W.シャープ教授（1990年ノーベル経済学賞受賞）に師事する。昭

和48年3月迄の審査期間を経て同大学院ファイナンス担当若手教官相

当との公式認証取得（資料①参照）。昭和48年4月より若手教官待遇客

員学者。同年夏学期エグゼクティブ・プログラム担当客員助教授

昭和50年4月－平成14年3月 成蹊大学経済学部教授（経営財務論、経営学原理、経営学総論、経営

計画論、演習等）

昭和50年4月－平成14年3月 同大学大学院経営学研究科修士課程研究指導

昭和50年4月－平成14年3月 同大学大学院経営学研究科博士課程研究指導・講義担当（経営財務論

特殊研究、経営計画論特殊研究）

昭和50年2月－3月 （株）博報堂委託研究員としてハーバード大学経営大学院、スタン

フォード大学経営大学院、IBM社、デュポン社、ユニオン・カーバイ

ド社、モンサント社、ゼネラル・エレクトリック社、3M社、ウェスチ

ングハウス社、ゼネラル・フーヅ社、ダウコーニング社、ダウケミカ

ル社等を訪問調査（経営戦略と経営コントロールについて）

昭和51年7月－8月 アルバータ大学客員学者（成蹊大学C種研究員）

（カナダ・カルガリー市）企業財務のコンファレンス出席

昭和52年6月－8月 ワシントン大学経営大学院客員教授、同時にシティバンク、チェイス

マンハッタン銀行等米国の銀行10行を訪問調査

昭和57年3月－4月 成蹊大学アジア太平洋研究センター研究プロジェクト「国際化企業の

戦略行動と経営システム」の実態調査の為、フィリッピン、インドネ

シア、シンガポール、マレーシア、タイを歴訪（松下電器産業、ホン

ダ、東レ、花王の現地子会社及びペナン工科大学等を訪問調査）
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昭和57年8月－9月 成蹊大学（アジア太平洋研究センター）代表として提携打診の為、ア

テネオ・デ・マニラ大（フィリッピン）、チュラロンコン大、タマサー

ト大（タイ）、マラヤ大（マレーシア）、シンガポール国立大（シンガ

ポール）、グリフィス大、ニュー・サウス・ウェールス大、メルボルン

大（オーストラリア）、カンタベリー大、ヴィクトリア大、ワイカト大

（ニュージーランド）、南太平洋大（フィージー）を歴訪。同時に上記

プロジェクトの為、ニュージーランド・モーター・コーポレーション、

オーストラリア松下電器産業（株）等を訪問調査

平成元年7月－2年7月 ペンシルヴァニア大学ウォートン・スクール、フルブライト・スカ

ラー。共同研究者R.リッツェンバーガー教授とS.A.グロスマン教授

平成8年2月－3月 アメリカン大学客員教授（成蹊大学国際交流センター派遣）

平成10年4月－平成12年3月 成蹊学園評議員

平成12年4月－平成14年3月 成蹊大学公開講座委員会委員長

平成12年8月－9月 成蹊大学アジア太平洋研究センター研究プロジェクト「環境マネジメ

ントと企業の戦略行動」の実態調査の為、中国、タイ、シンガポール

を歴訪（日中友好環境保全センター、トヨタ自動車、松下電器産業、

富士通、富士写真フィルムの現地子会社、シンガポール大学等を訪問

調査）

平成13年3月－4月 成蹊大学アジア太平洋研究センター研究プロジェクト「環境マネジメ

ントと企業の戦略行動」の実態調査の為、米国、カナダを歴訪（スタ

ンフォード大学経営大学院、ペンシルヴァニア大学ウォートン・ス

クール、アメリカ合衆国環境保護局（E.P.A）、トヨタ自動車、松下電

器産業、富士通、富士写真フィルムの現地子会社等を訪問調査し、コ

ンファレンス（会長T.マーシュ教授U.C.B.）：Pro Bowl of  Investment

Risk Management、at Harvey’s Resort & Casino、South Lake Tahoe に

出席）

平成13年4月－平成14年3月 大学院経営学研究科MBAコース発足にともない「経営財務論特殊講義」

を担当

平成13年8月 コペンハーゲン大学経営大学院客員学者（スポンサー；ヨハネス・

モーリッツェン準教授）として、Nordic Academy of Managementに出

席。またデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの大

学・研究所を訪問し、上記プロジェクトの為、EU環境情報センター、

EU環境賞受賞ハルトマン社、投資ファンドBANCO等を訪問調査

平成14年4月 成蹊大学名誉教授。現在に至る。

平成14年4月－平成22年3月 帝京大学大学院経済学研究科教授。帝京大学経済学部環境ビジネス学

科、経営学科、観光経営学科、大学院経済学研究科経営学専攻修士課

程・博士課程の新設に携わった。紀要委員長。

帝京大学大学院経済学研究科担当講座：博士論文指導、企業戦略論特

殊研究、経営管理論特殊研究、修士論文指導、特定課題研究指導、経
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営管理論特講、国際企業戦略論特講、財務管理論特講、金融工学特講

帝京大学経済学部担当講座：経営学総論、経営管理論、企業戦略論、

金融工学、演習等。

平成16年4月－5月 トヨタオーストラリア（株）・エリーズツアー（株）等を訪問調査。

平成18年8月 第一汽車トヨタ（株）・吉林財経大学等を訪問調査・講演。

―兼務の職歴―

昭和43年 4月－47年 3月 成蹊大学工学部兼担講師（経営学）

昭和43年10月－44年 3月 成城大学経済学部講師（経営学総論、演習）

昭和43年 4月－47年 3月 青山学院大学経営学部講師（財務管理）

昭和44年 4月－47年 3月 早稲田大学社会科学部講師（経営学総論、経営組織論、演習）

昭和45年10月－47年 3月 早稲田大学政治経済学部講師（演習）

昭和46年 4月－47年 3月 中央大学理工学部講師（原価管理）

昭和50年 4月－平成19年 3月 早稲田大学政治経済学部講師（経営学、演習）

昭和50年 5月－平成18年 9月 松本繊商株式会社監査役

（中央区日本橋大伝馬町14-15）

昭和52年 4月－平成元年3月 富士通（株）教育訓練部顧問（社外講師）

昭和56年 4月－昭和57年3月 早稲田大学商学部講師（財務管理論）

昭和60年 1月－3月 武蔵野市特別職報酬等審議会副会長

昭和60年 7月－61年1月 武蔵野市保育料審議会会長

昭和61年 4月－平成元年3月 日本電気（株）教育訓練部顧問（社外講師）

平成 7年 6月－12月 武蔵野市中期行財政運営懇談会副会長

平成 3年 4月－平成12年3月 武蔵野市固定資産評価審査委員会委員長

―学会―

昭和38年 4月－現在に至る 日本経営学会

昭和38年 4月－現在に至る 日本会計研究学会

昭和53年 4月－現在に至る 経営財務研究学会

昭和55年 4月－57年3月 日本計画行政学会

昭和56年 4月－現在に至る 組織学会

平成 2年11月－現在に至る 財務管理学会

平成 3年 4月－現在に至る 日本ファイナンス研究学会

平成18年 6月―現在に至る 観光ブレークスルー研究会（事務局；北海道大学観光学高等研究セン

ター）

―賞罰―

平成12年3月31日 市政功労賞 武蔵野市

平成19年3月31日 市政功労賞 武蔵野市
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―著書・学術論文等の名称―

（著書・編書）

昭和38年 1月 「経営計画」 古川栄一ほかと共著 同文館出版

昭和40年10月 「経営学の解明」 古川栄一ほかと共著 有斐閣

昭和42年 9月 「企業成長と財務政策」 古川栄一ほかと共著 同文館出版

昭和44年 7月 「経営用語辞典」 古川栄一ほかと共著 東洋経済新報社

昭和45年 3月 「現代経営計画」 古川栄一ほかと共著 同文館出版

昭和49年 6月 Linguistics Dpt, Stanford University ed.,GUIDE―To Writing, Vocabulary and Study

Techniques. Stanford University Press, Stanford California.  

Intensive English&Academic Orientation コースで書かされた私のアカデミックペー

パーがモデルペーパーとして本書の中に全文収録されている。

昭和49年 7月 「第三次渡米経営財務専門研修団報告書」スタンフォードでE. ソロモン、ホーン

グレン、ボニーニほかと共に教えたセミナーの記録。日本生産性本部

昭和49年 9月 「企業と経営」 鈴木英寿ほかと共著 ダイヤモンド社

昭和49年 9月 「現代企業の基本問題」 雲嶋良雄ほかと共著 同友館

昭和52年 3月 「財務管理論の進路」 E. ソロモン著後掲訳書、同文館出版の「付録」につけ別

府祐弘訳著とした。

昭和56年 4月 「経営学の学び方・考え方」岡本康雄ほかと共著 中央経済社

平成 3年 「経営用語辞典」 柴川林也ほかと共著 東洋経済新報社

平成 4年 9月 FINANCIAL  OPTIMIZATION S.A.Zenios ed.     Cambridge Univ.Press, London.

（本書起草中、共著者H.マーコヴィッツ教授がノーベル経済学賞受賞）

平成 7年 9月 FINANCIAL  OPTIMIZATION Soft cover edition Cambridge Univ.Press, London.

平成 9年12月 「ビジネス経営学辞典」 二神恭一ほかと共著 中央経済社

平成10年 7月 「人材開発辞典」 二神恭一ほかと共著 キャリアスタッフ（株）

平成11年 9月 「経営財務情報の経済分析」日本経営財務研究学会 中央経済社

平成12年 4月 「E. ソロモン 財務管理論」別府祐弘訳著 増補“コンピュータ雑感”第14版

同文館出版

平成12年10月 「企業と経営」 二神恭一ほかと共著 八千代出版

平成18年 5月 「新版・ビジネス・経営学辞典」 二神恭一ほかと共著 中央経済社

平成19年 4月 「E. ソロモン 財務管理論」別府祐弘訳著 増補第18版 同文館出版

平成19年 6月 中国企業戦略・国際ワークショップ （於帝京大学）で研究報告：論題； “What is a

sustainable developing company in the 21st Century China.” 

平成22年 5月 COMPETING CHINESE AND FOREIGN FIRMS IN SWELLING CHINESE

ECONOMY:COMPETITION STRATEGIES FOR JAPANESE,WESTERN & ASIAN

FIRMS, T.Abo ed. LIT Verlag, Berlin.

（翻訳）

昭和45年 5月 A.A.ロービチェク（スタンフォード大学経営大学院教授）編「企業の財務意思決定」

古川栄一ほかと共訳 同文館出版
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昭和46年 4月 ロービチェク、マイヤーズ（スタンフォード大学経営大学院教授、M.I.T.経営大学院

教授）著「最適資本調達」 古川浩一と共訳 東洋経済新報社

昭和46年12月 E. ソロモン（スタンフォード大学経営大学院教授,アメリカ合衆国ニクソン大統領経

済諮問委員・レーガンとブッシュ両大統領財務長官）著「財務管理論」

古川栄一監修・別府祐弘訳 同文館出版

（学術論文）

昭和37年 7月 “書評―G.ラスマン　「生産関数―経営費用理論に対する意義」”「一橋論叢」第

48巻、第1号、91－99頁。

昭和38年 3月 “経営生産理論の研究” 一橋大学大学院商学修士学位論文

昭和41年10月 “書評―E.グーテンベルク序, M.J. ベックマン著　「線型計画計算」”「一橋論叢」

第52巻、第2号、90－98頁。

昭和41年 3月 “投資計画論の研究” 一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得論文

昭和42年 5月 “現代生産理論の展開” 成蹊大学政治経済学会「政治経済論叢」第17巻、第1号、

90－147頁。

昭和45年12月 “サイモン組織論研究（一）” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第1巻、

第1号、34－59頁。

昭和46年 9月 “サイモン組織論研究（二）” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第2巻、

第1号、104－137頁。

昭和46年 3月 “About the Profit Accounting System and Techniques for Profit Planning”

成蹊大学経済学部学会　「経済学部論集」第3巻、第2号、110－128頁。

昭和48年11月 “An Examination of the Structural and Behavioral Elements of the American

Cigarette Industry (1) ” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第4巻、第1号、

124－152頁。

昭和49年 3月 “An Examination of the Structural and Behavioral Elements of the American

Cigarette Industry (2)” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第4巻、第2号、

76－96頁。

昭和50年 3月 “サイモン組織論研究（3）” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第5巻、第

2号、69－74頁。

昭和50年 4月 “企業財務論の方向” 私学研修福祉会誌

平成 7年 9月 “情報的ポートフォリオ戦略について” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」

第24巻、第2号、71－91頁。

平成 9年10月 “情報的ポートフォリオ戦略について（2）” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論

集」第28巻、第1号、61－75頁。

平成10年11月 “コンピュータ雑感” 成蹊大学情報処理センターニュース 第35号

平成11年 3月 “ターニング・ポイントの財務管理” 財務管理学会第10回全国大会（於中央大

学・駿河台会館）―『財務管理研究の継続と発展・財務管理論の見地から』統一論

題報告
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平成11年10月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・根岸圭子）――富士写真フィルム

株式会社のケース” 成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第30巻、第1号、

139－162頁。

平成12年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・操谷桃子、重岡布佐子）――富士

通株式会社のケース” 成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第30巻、第2号、

137－152頁。

平成12年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・長濱昭夫） ――富士通化成株式

会社のケース” 成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第30巻、第2号、153－

162頁。

平成12年10月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・境睦） ――トヨタ自動車株式会

社のケース” 成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第31巻、第1号、143－

186頁。

平成12年10月 “環境マネジメントと企業の戦略行動――松下電器産業株式会社のケース” 成蹊

大学経済学部学会「経済学部論集」第31巻、第1号、215－248頁

平成12年10月 “ Ecology と Economy ――富士通株式会社のケース” 日本経営財務研究学会第

24回全国大会報告

平成13年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・張沂蒙） ――中国の日本企業”

成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第31巻、第2号、101－142頁。

平成13年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・境睦） ――東南アジアの日本企

業”成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第31巻、第2号、143－186頁。

平成13年10月 “Ecology と Economy ――環境マネジメントとエコロジー投資信託” 成蹊大学

経済学部学会「経済学部論集」第32巻、第1号、187－248頁。

平成14年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動――カナダ・アメリカの日本企業” 成蹊大

学経済学部学会「経済学部論集」第32巻、第2号、153－236頁。

平成14年 3月 “Ecology と Economy――EU環境賞受賞Brodrene Hartman A/S(Denmark)のケー

ス” 成蹊大学経済学部学会 「経済学部論集」第32巻、第2号、237－266頁。

平成15年10月 “日米間の通貨ヘッジ戦略について” 成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」第

34巻、第1号、39-64頁

平成15年12月 “環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅰ” 「帝京経済学

研究」第37巻、第1・2号、33-50頁

平成16年12月 “環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅱ” 「帝京経済学

研究」第38巻、第1号、125-138頁

平成16年12月 “観光ビジネスと環境” 「帝京経済学研究」第38巻、第1号、139-170頁

平成17年 3月 “ホテル経営の近代化と資産価値” 「帝京経済学研究」第37巻、第2号、1-24頁

平成17年 3月 “環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅲ” 「帝京経済学

研究」第37巻、第2号、25-74頁

平成18年 3月 “GMO（遺伝子組換え作物）の環境マネジメントと企業の戦略行動” 「帝京経

済学研究」第39巻、第2号、1-43頁

平成18年12月 “知的財産と環境マネジメント”（共著者・山内暁） 「帝京経済学研究」第40巻、
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第1号、99-138頁

平成19年 5月 “緑色杯保的旅遊観光経営” CHANG CHUN SHUI WU XUE YUAN BAO

(Newspaper in China)

平成20年 4月 “環境立社”の国際戦略と経営コントロール―中国との関連において“ 「帝京経

済学研究」第41巻、第1号、49-77頁
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【資料①】スタンフォード大学若手教官相当公式認証
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はじめに

2002年4月1日：帝京大学大学院経済学研究科教授に着任し、帝京大学経済学部・環境ビジネス学科、

経営学科、観光経営学科1）、大学院経済学研究科経営学専攻修士課程・博士課程の創設2）に携わってき

たが、これら全てが、2010年3月31日に見事に完成したので、これを機に小職を勇退させていただく

ことにした。この間の担当講義は、経営管理論特講、國際企業戦略論特講、財務管理論特講、金融工

学特講、演習（以上大学院）、経営学総論、経営管理論、環境経営論、観光経営学、演習等であった。

この間に公刊されたものを中心に以下に並べさせて頂くことによって、ここに帝京と共にあった私の

幸せな日々の記録3）を残しておきたいと思う。

－ 45 －

帝京と私

1）私の観光経営学の講義概要（2008年度シラバス参照）に対応した経営学学位記授与カリキュラムは、以下のよ

うになる。

コーネル大学ホテルスクール（School of Hotel Administration）
Master of Management in Hospitality (MMH) カリキュラム

ニューヨーク大学のカリキュラムも同様なので下記ウェブも参照されたい。
http://www.scps.nyu.edu/areas-of-study/tisch/undergraduate-programs/bs-in-hotel-and-tourism-
management/degree-requirements.html
http://www.scps.nyu.edu/areas-of-study/tisch/undergraduate-programs/bs-in-sports-management/degree-
requirements.html

2）これら全ての文部科学省審査に 正教授として適格とされ、帝京大学に貢献できたことを、私は嬉しく思って
いる。

3）拙稿「近況のご報告」、成蹊大学経済学部編『創設四十周年を迎えて』28-29頁、2008年11月を併せて参照。
4）なかむらまさなお【中村正直】洋学者・教育家。文博。号は敬宇。東京の人。佐藤一斎に学び、慶応二年渡英。
明六社を組織し、新文化の興隆に努力。学士院会員・東大教授。初代お茶の水女子大校長。貴族院議員。東京
人。「西国立志編」「自由の理」などの訳著がある。（1832～1891）「広辞苑」より。
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1．別府祐弘稿「成蹊と私」『成蹊大学経済学部論集』第33巻、第1号、2002年10月、3-7頁。（早稲田

大学大学史資料センターに永久保管）帝京大学に着任早々の私は、これを故沖永荘一学主、沖永佳史

学長、沖永荘八副学長、柴川林也経済学部長等に送呈して、自己紹介とさせていただいた。

「…中津の町はまた、福澤諭吉生誕の地として、中津公園に「独立自尊」の大石碑があることで

有名です。しかし同じ公園の中に、私の曽祖父の「大久保麑山先生紀念碑」も建立されていること

を知る人は、今日ほとんどありません。そこには次のような碑文が刻まれているのです。

大事にたへるには 欲任大事

篤実でなければならぬ 須是篤実

たとえば基礎が堅固で 督之基固

家が築けるようなもの 方可築室

君は実行を重んじ 君重躬行

かくて弟子を教えた 以誨弟子

学風を後に伝えて 風軌伝後

きわまることはない 罔有窮己

明治二十一年四月二十日

元老院議官従四位　中村正直4）選

この碑文の現代語訳は、富士正晴『大河内傅次郎』中央公論社、昭和53年、18頁より。（資料③参照）

文人風をきらって実学を尊重した藩学・麑山
ゲイザン

のこの学風が、後に、野本真域門下の弟弟子で

あった福澤諭吉の『学問のすすめ』の中にも色濃く受け継がれていると土地の古老は申します。

そしてこの碑文を選した「中村正直文庫」が、岩崎家より寄贈されて、成蹊大学図書館にある

ことがまた、成蹊と私を結びつけたいま一つのご縁でした。

この碑文こそが、その後実学としての経営学を私に専攻させた理由であり、これを講じて36年

間、成蹊大学で研究教育活動に従事させて頂きました。その間、経済学部経営学科、大学院経営

学研究科修士課程・博士課程及び経営専門大学院の創設に参画し、成蹊の原点である実務学校の

伝統の上に、この碑文で中村正直に称えられた大久保麑山の学風を重ね合わせて大学で実践すべ

く、微力乍ら私なりに努力して来た次第です。…」

2．2003年4月1日、「今後帝京大学の建学の精神の中に“実学”を加える」旨、文書により内外に公

示された。着任後1年を経て、また新建学の精神を意気に感じて、教育・研究活動への私の全力投球

が始まった。

3．宗教協力を1962年～65年にかけて、ヨハネ二十三世が招集した「第二ヴァチカン公会議」に於い

て踏み出したことは、遅きに失したきらいがあるものの、十億人の頂点に立つ教皇の世界的影響力

は計り知れないものがあった。その精神はパウロ六世、ヨハネ・パウロ二世へと引き続かれ、ガリ

レオの宗教裁判・幽閉や、ユダヤ人迫害、ナチスのホロコーストの黙認をも謝罪するに及んだ。

2003年8月13日、「宗教間の協力と対話」の為、神道の聖職者の方々とご一緒にバチカンを訪問し

た。そこで、ヴァチカン教皇庁教育局長のピタウ大司教との対話を済ませてから、美しいアルバー

実　学＝実践科学（医学：工学・法学・経済学・経営学等）=[実務

実学家＝実践科学の十分な研究

業績と教育経験のある研究・教育家 =[実務家
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ノ湖畔のガンドルフ城にてローマ教皇ヨハネ・パウロ二世に拝謁し、親書を賜り、教皇庁専属写真

師によって記念撮影がなされた。（資料⑤参照）

4．別府祐弘稿「日米間の通貨ヘッジ戦略について」『成蹊大学経済学部論集』、第34巻第1号、2003

年10月、39-64頁。

5．別府祐弘稿「環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅰ」『帝京経済学研究』、

第37巻第1・2号合併号、2003年12月、33-50頁。

6．別府祐弘稿「環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅱ」『帝京経済学研究』、

第38巻第1号、2004年12月、125-138頁。

2004年4月28日より10日間、トヨタ・オーストラリアの招きにより、オーストラリア連邦共和

国・ビクトリア州メルボルン市にある同社アルトナ工場等を訪問調査した。

7．別府祐弘稿「観光ビジネスと環境」『帝京経済学研究』、第38巻第1号、2004年12月、139-170頁。

（資料②参照）

8．別府祐弘稿「ホテル経営の近代化と資産価値」『帝京経済学研究』、第37巻第2号、2005年3月、1-

24頁。

9．別府祐弘稿「環境マネジメントと企業の戦略行動―オセアニアの日本企業Ⅲ」『帝京経済学研究』、

第37巻第2号、2005年3月、25-74頁。

10．別府祐弘稿「GMO（遺伝子組換え作物）の環境マネジメントと企業の戦略行動」『帝京経済学研究』、

第39巻第2号、2006年3月、1-43頁。（資料②参照）

11．共著：『新版・ビジネス・経営学辞典』中央経済社、2006年5月。

12．2006年6月19日：第一汽車トヨタ（株）の招きにより同社エンジン工場（中国・長春市）、第一汽

車マツダ（株）の“紅旗”製造工程等を訪問調査した。翌20日：吉林財経大学で「地球に優しい観

光経営」について講演した。（資料④参照）また8日間の滞在期間中、中国東北地方の水力発電と環

境保全の要である松花湖（差し渡し100km）と稀少生物種・東北虎保護のエコツーリズム施設（ハ

ルビン）等を視察した。長春・ハルビン間の雄大な緑の大地に新設されたハイウェイの爽快なドラ

イブが忘れられない。

エコ・ツーリズム：稀少生物種・東北虎保護施設（ハルピン）にて
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13．2006年11月18日：私の早稲田大学政治経済学部ゼミの第23期生である山内暁・専修大学準教授と

財務管理学会（於立命館大学琵琶湖キャンパス）で研究報告をした。

別府祐弘・山内暁稿「知的財産と環境マネジメント」『帝京経済学研究』、第40巻第1号、2006年

12月、99-138頁。

14．「早稲田大学殿

拝啓。創立125周年、第二の建学に当たる真にお目出度きこの年に定年退職するに当たりまして、

（昭和44年以来実に半世紀に亘る）職務を最後まで全うさせて頂きましたことに、私としましては特

に次の二つの理由から、深い感慨を覚えております。

（1）大隈重信侯と祖父・別府又十郎（大庄屋、吉富銀行頭取、県議会議員）が親交のあった由にて、

老侯より賜りました親書が家宝として、別府家に大切に受け継がれておりますこと5）。

（2）伯父の後藤環爾6）（「図録・小野梓」15ページ参照、武蔵野大学創立者の一人）が、早稲田大学

創立者小野梓先生の菩提寺・清宝寺（宿毛）の住職であったこと。

この度は、来る3月28日に定年退職教員慰労親睦会にお招き頂きまして真に有り難うございます。

喜んで出席させていただきます。

追記：中津藩の藩学であった曽祖父・大久保麑山の紀念碑が中津公園にございますが、これと

小野梓先生の墓碑に碑文（資料③参照）を刻んでくださった中村正直の記念文庫のある成蹊大学

に65歳定年まで奉職させて頂きました後、現在はお陰さまで元気に、帝京大学に勤務いたしてお

ります。

宿毛訪問中、奥島前総長はじめ先生方とご一緒に3月10日の清宝寺における小野梓先生122回忌

法要及びお墓にお参りさせて頂きましたこと、小野梓公園での小松製作所創業者竹内明太郎翁

（理工学部創設に功労のあった方）の胸像除幕式に参列させていただきましたことは光栄の極みで

あり、生涯の思い出とさせていただきます。

末筆になりましたが、先生方のご健勝とより一層のご活躍をお祈り申し上げます。 敬具

2007年3月17日」
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5）「福岡は進歩党に合流いたしました玄洋社系勢力を除いては、大隈系政党（改進党―進歩党―憲政本党）の地盤

の弱い地域でございまして、大隈の福岡における地盤開拓の努力を物語る、興味深い書簡でございます。本書

簡につきまして、更にご教示いただける点がございましたら、たいへんありがたく存じます」…（早稲田大学

大学史史料センター担当研究調査員木下恵太氏よりの2003年1月29日付書簡）

大隈重信侯が、大久保麑山の長女・別府セツ・又十郎宅に逗留されたとも言い伝えられているが、10人の子

全員が既にこの世の人でなくなった今、確かめる術もない。1の拙稿「成蹊と私」も参照されたい。



15．別府祐弘稿「緑色杯保的旅遊観光経営」CHANG CHUN SHUI WU XUE YUAN BAO（Newspaper in

China）、2007年5月10日。（資料④参照）

16．『中国企業戦略・国際ワークショップ』（2007年6月30日―7月1日、於帝京大学）にて報告した。

論題：“What is a sustainable developing company in the 21st Century China?”（Chap., 5, in T.Abo ed.,

Competing Chinese and Foreign Firms in Swelling Chinese Economy:  Competition Strategies for

Japanese, Western and Asian Firms, LIT Verlag, Berlin, 2010）

17．「円卓討論―わが国財務会計思考の再検討」『会計一月号』森山書店、2008年1月、123-154頁。

18．「円卓討論―経営システムとしての管理会計」『会計二月号』森山書店、2008年2月、111-143頁。

19．別府祐弘稿「“環境立社”の国際戦略と経営コントロール―中国との関連において」『帝京経済学

研究』、第41巻第1号、2008年4月、49-77頁。

20．2008年4月22日：スタンフォード大学主催“Stanford presents Leading Matters”（於ホテルオーク

ラ）でStanford University’s 10th president John L. Hennessy, Dean of the School of Earth Sciences,

Chair in Enviromental Studies, and senior fellow at the Woods Institute for the Environment Pamela

Matson, and Professor of Natural Resources Law and Director of the Woods Institute for the

Environment Buzz Thompson 達とSustainabilityについて討論し、大きな刺激を受けた。

21．『E.ソロモン財務管理論』別府祐弘訳著、増補第18版、同文舘出版、2008年4月。
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6）【後藤環爾】［宿毛人物史］より
教育事業界の英傑
東京千代田高等女学校と云えば都内でも有名な名門校で、戦前にはその淑徳温雅な校風を慕って入学希望者

が多いまことに狭き門の学校であった。しかし環爾が西本願寺東京事務所に職を奉じた明治38年頃は、白蓮教
会と云う築地本願寺の配下に当る一教会の営む、ささやかな私塾的存在で、その名も女子文芸学舎と云う生徒
数も、わずか50人前後のまことに貧弱な存在であった、しかも事情により廃校寸前の状態にあった。人格は宗
教と教育によってこそ完成するものだとの考えを抱いている環爾は、直ちにこの問題に取り組んだ。殊に当時
の我が国の女子教育は、男子の教育に比して著るしく遅れており、極めて不振の状態であることに強い関心を
持っていた彼は、この女子文芸学舎の廃止には絶対反対であるだけでなく、これの発展策を図った。
そうして関係当局者の意見を強引にまとめ、ついに白蓮教会と文芸学舎の全部を築地本願寺の直轄とし、教

会の堂宇は全部、築地本願寺境内に移転し、その跡地を敷地として巨大な新校舎を建設した。そうして名も女
子文芸学校と改めて、定員も300人に改め女子教育界に新スタートを切ったのである。その後大正年間になり
更に千代田高等女学校と改称、新たに千代田女子専門学校も併設して生徒数、数千に及ぶ大校にまで発展した。そ
の間、環爾の学校に対する熱意は益々強く燃え、理事として直接、学校運営に貢献している。
次は武藏野女子学園（現在の武蔵野大学）の創設である。大正12年9月1日の関東大震災により、日本赤十字

は難民救済の為いち早く築地本願寺近くの焼跡に震災救護院を開設した。しかもその建物は、半永久的な当時
としては極めて立派なもので9月14日に起工し、建築費数十万円を以て突貫工事を行なった。数十万と云えば
現在の数億円に相当するので、応急建築とは云え近隣を圧する立派なものであった。所が翌13年3月、赤十字
は計画変更でこの救護院を撤収することに決定した。機を見るに敏な彼のことである。俄然、彼の活動が開始
された。彼はこの建物を全部払い下げてもらって、新らしい女子教育の殿堂とする大構想を描いたのである。
そうして例の通りの周到な計画と、粘り強い交渉によりついに赤十字を動かして、払い受けに成功して武蔵野
女子学園の創立に成功したのである。
追悼録には、彼は仕事をつくり出す人だと述べている人があるが、全くこの武蔵野女子学園の創設はその通

りだと考える。又彼は政治家肌で、交渉や談判が極めて巧みで、政治的手腕に卓越していたとも述べている。
然しながら千代田高等女学校と云い、又この武蔵野女子学園といい、彼に教育に対する愛情と熱意が無かった
ら、この2大事業も恐らく計画さえもされずに終った事だと考える。その他彼がその生涯に関係した教育関係
の公職の一部を挙げると次の通りで、如何に彼が教育熱心であったかがわかる。
京都女子専門学校（現在の京都女子大学）理事長。千代田女子専門学校（現在の武蔵野大学に合併）理事。
大分県扇城高等女学校（現在の東九州短期大学）理事。龍谷大学　理事。東京市京橋区盲人技術学校長　等。
http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/history/jinnbutusi/015.hrml



おわりに：

『大久保麑山
ゲイザン

先生紀念碑』と慶應義塾大学・早稲田大学・神戸大学・帝京大学

最後に私の研究・教育人生の拠り所にしてきた曽祖

父大久保麑山7）について、富士正晴著「前掲書」から

若干引用して紹介しておきたい。「先生の始祖は諱は重

敬、大久保右京亮教隆の孫で、小田原藩主加賀守忠朝

の甥であるが、江戸で奥平家に仕え、食録六百石。〔有

名な大久保彦左衛門忠教の長兄が忠世といい、その孫

が大久保右京亮教隆で、その子の忠朝が伯父忠常の養

子となった。それが小田原藩主加賀守忠朝で、忠朝の

兄の子が重敬であり、その重敬が奥平家に仕えて、大

久保麑山の始祖となるわけである。重敬が奥平家（中

津藩）に仕えるようになったのは大久保彦左衛門の口

ききなどの伝説もあるらしいが、叔父加賀守忠朝の口

ききだったのだろう。口ききする者がいいから、食録

もよく、奥平家において客分対遇であったと子孫は言

い伝えている。〕…君は…幼いころからかしこく学問好

きで、母方の叔父野本真城8）〔同藩の儒者であろう〕に

ついて学んだ。はやくから忠孝の大節をまっとうする

ことを志し、武芸では剣・槍・鉄砲・騎馬、学ばぬも

のはなかった。…維新で藩校の文学助教となり、新た

に家塾を設けた。四方から來塾する者、前後数千余人

だった。」（14-16頁）

正しく麑山は、野本真城の身内の甥である上に、3

歳から薫陶を受け手塩をかけて育て上げられた真名弟

子であった。したがって13歳にして始めて真城の私塾に入塾して勉強を始めた福澤諭吉の指導の多く

－ 50 －

7）《大久保麑山》p386-387
大久保麑山諱は教之（のりゆき）字は子誨、通稱を逕三と云へり。麑山は其の號、中津侯の世臣なり。孝諱は
教連（のりつな）、文政八年（1825）十二月十一日を以て生る、麑山幼より彗敏、学を好み業を其の叔父野本白
厳（真城）に宇佐郡白岩村の家塾に受け、其の愛養する所となり、夙成を以って名あり、又剣馬槍弓の術を習
ふ。文久元年（1861）藩黌の鎗務となり、翌年陣道具奉行に昇り、三年江戸に出役し、四年六月孝教歿し麑山
夙々國に帰る。此の時に當り幕府諸藩に命じて毛利氏を伐たしむ。中津藩亦徴に応ず、麑山遺中にあり、後三
百間砲臺守隊長となり、又進修館助教と為る。廢藩置縣後片端中学校の成るに及び、明治六年（1873）教授初
歩に、又十五年中学校教授と為る。翌年文部省より特別功労者として六国史及び硯石を賜與せらる。明治十八
年八月十八日病で家に歿す、享年六十一、中津大法寺に葬る。明治二十二年門人相議して資を募り豐碑を公園
に建つ。その撰文は中村正直なり。
麑山、人と為り温厚篤實、親に事（つか）へて至孝なり。家甚だ貧なりしかども、父翁の酒を嗜みたれば供張
曾て一日も缺きたることなしと云ふ。其の子弟に接するや、常に温顔にして疾言せず、能く諄々として誦讀を
授く。子弟深く麑山の學徳に服せり。又友情に厚く 々其の窮乏を救へりといふ。
三男六女あり、長男恂は早死し、次男慎次家を繼ぎ新聞業を営めり。
【豊前人物志】著作兼発行者　山崎有信　旭川市六条通8丁目左10号　昭和14年3月25日発行
8）原文では、本名の伯美になっている。



は、当時23歳の兄弟子麑山が真城に代ってあたっていたらしい。『福翁自伝』では同じ野本真城の門下

生で、奥平藩から中津処払いを命じられた白石照山のみが福澤の師であったかのごとく書かれている

が、それは正しくないであろう。藩校で諭吉の長兄三之助が大久保蔵之助（麑山）に師事していた9）

だけでなく、真城塾で諭吉自身も麑山に実質的に指導されていた10）のだから、下記の講座概要を「…

最大の師とも言うべき野本真城と甥で高弟の大久保麑山に触れていない」とすれば、より正確になる

のではないだろうか。

「平山洋講師（静岡県立大学助教）：『福翁自伝』を読む　諭吉には隠し事が多すぎる！　早稲田

大学〈エクステンションセンター八丁堀校〉講座コード：820412、2008年、講座概要：●自分で言っ

ているからといって、それが真実と考えるのは早計で、自分の過去について隠したい事は、山ほども

ある、というのが人間というものです。福澤諭吉についてもそれは言えて、彼は自伝で意図的な嘘を

吐かないように心がけてはいたものの、最新の調査によって、ずいぶん黙っていたことが多かった、

ということが分かりました。本講義では、『福翁自伝』を読みつつ、実は…、という具合にその裏の事

情を明かします。●第1回　中津にて：中津藩大阪蔵屋敷で生まれた諭吉は、三歳から二十歳まで過ご

した豊前中津での就学について、最大の師というべき野本真城に触れていない。その理由は…。」講義

内容については平山洋著『福沢諭吉―文明の政治には六つの要訣あり』ミネルヴァ書房に譲っておこう。

「佐藤能丸早稲田大学教授：『早稲田の校風』：2009年10月18日、早稲田大学第44回ホームカミン

グデー、ミニ講義の概要 ●創立125周年の早稲田と創立150周年の慶応 ●日本の私学の雄としての早慶

の関係は双方の創立者の大隈重信と福澤諭吉との極めて緊密な交流から始まる ●福澤の慶応門下を大

隈の配下に●早稲田の「学問の独立」と慶応の「独立自尊」「一身独立」●明治14年の政変と大隈・福

澤提携陰謀説●明治15年（1882年）東京専門学校（早稲田大学）の創立」

福澤諭吉（中津）と大隈重信（佐賀）は共に九州中部の出身で、生い立ち教育の基盤と考え方が近

かった為に肝胆相照らす間柄であった。明治14年薩長藩閥政府と対立して大隈が野に下ると、翌明治

15年に創立された東京専門学校は明治政府から“謀反人”の学校として警戒され弾圧されることにな

り、大隈は創立祝賀会にも出られないし、その後10年くらいは早稲田のキャンパスに一歩も足を踏み

入れることができないような有様であった。懐刀の小野梓なかりせば今日の早稲田大学はなかったの

である。そこで苦境の大隈・小野を有能な慶応義塾門下生を送り込んで全面支援したのが福澤であっ

た。まず慶応義塾大阪分校長・徳島分校長を歴任した高弟・矢野文雄を大隈のブレインとし、早稲田

大学創立者・小野梓が35歳の若さで夭折したため初代学長・第3代総長を務めて早稲田の育ての親と称

される高田早苗、早稲田大学教旨を起草した前島密などがそれであると佐藤教授は説明されている。

したがって私には早慶両校の校風は根底において繋がっているように思われるのである。

ベストセラー『西国立志篇』などを公刊した文明開化の旗手として、また東大教授・初代お茶の水

女子大校長として日本を代表する当代屈指の知識人であった東京人・中村正直がその人生の最晩年に、

何故に僻地の宿毛（小野梓・明治20年）と中津（大久保麑山・明治21年）の碑に顕彰銘を刻んで（資

料③参照）直後の明治24年に旅立って行かれたのであろうか？それは少なくとも、小野・大久保の両
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9）Sent Wednesday, April 22, 2009 9:25AM
Subjrct: お答えします（平山洋）Re 質問「福澤諭吉の兄の先生は、大久保蔵之助と思います。…大久保蔵之助
は大久保麑山と思います。」

10）土地の古老（故別府 寿人氏）よりの伝聞。



者が中村と基本的な考え方を同じくし、理想を共有する同志との思いがあったからであろう。事実中

村は、若き日の麑山とは幕府学問所で一緒であった11）し、福澤とは明六社同人12）、小野梓とは斯文学会

同人13）であった。そして福澤諭吉の慶応と小野梓の早稲田という自主独立の「志立」14）大学の創設と

発展に日本国の文明開化の未来を託してこの世を去っていかれたのではなかったのか？そして模範国

民の造就・良民（大事にたえるには篤実でなければならぬ）・学問の独立・独立自尊・一身独立（基

礎が堅固で家が築けるようなもの）・実学尊重・学問の活用（実行を重んじかくて弟子を教えた）な

る両校の建学の精神の原点を大久保に見出して、大久保麑山の学風をそのようなものとして顕彰碑文

に刻んだものと思われる。

「黄金の奴隷になるな。士魂商才をもって事業を営め」と説く水島銕也15）も、大久保麑山の門下生

で中津藩士、水島六兵衛（均）の長男である。野本真城（師範代・麑山）門下の福澤諭吉が関係し、

しかも、第一次・第二次長州征伐に大久保麑山隊長のもとで武勲を挙げ藩費で福澤の慶應義塾門下生

になれた中津藩士・甲斐織衛が支配人（校長）を勤める開校間もない神戸商業講習所に入り実学を学

び、更に外国語学校付属高校（大阪）、東京高商を終へ、24歳で東京高商（現在の一橋大学）初代専門

部主事、教授をへて明治36年、40歳で神戸高商（現在の神戸大学）を開設した。そして初代の校長と

なり、大正14年までの22年間、実業教育に尽力し、「近代経済界に新しい息吹→商業教育の基礎を築16）」

いた。現在、中津が生んだ実業教育のこの大先覚者を顕彰して「水島公園」が造られている。

「学風を後に伝えてきわまることはない」と中村正直が撰文した『大久保麑山先生紀念碑』は、扇

城（中津・奥平城）の本丸にある奥平神社本殿の参道に面して建設されている本丸上壇唯一の紀念碑

である。明治維新を挟んだ近代日本の黎明期に、彼が奥平藩や中津の人々にとって如何に愛され尊敬

を集めた重要人物であったかを示す何よりの証左であろう。

私の就任間もなく、帝京大学は建学の精神に「実学」の二文字を加えられた。そしてこれが、曽祖

父大久保麑山の学風の下で大学人として生きてきた私にとって如何に大きな励みになったことであろ

うか。帝京での全力投球の8年間は一瞬の夢幻の如くであったようにも思えるが、その間私に真に有意

義で充実した教育・研究生活を過ごさせてくださった帝京大学の皆様に対して、尽きせぬ感謝の念を

禁じえない。皆様のご健勝とご活躍を祈念しつつ、さらば帝京！

付記：

別府家は豊前国の小倉・小笠原藩において代々・手永［てなが］大庄屋を務めた家柄であった。し

かし江戸末期の先覚者高野長英や大村益次郎をはじめ多方面の人材を輩出し、頼山陽も交わりを求め

て訪ねて来たといわれている硯学広瀬淡窓の豊後日田の咸宜園の「学問は終生の業であり、自己の長

所をもって時代に適応した社会有用の実践的人物を育成する」と言う教育理念は、ここに学んだ直弟

子で家長の別府一九郎（直夫）により、もともとその子別府又十郎・梅高秀山にビルトインされてい

た17）。このようなDNAのある別府家において、『大久保麑山先生記念碑』の建立から10年後に、同じ

－ 52 －

11）日本教育史資料、第7冊。

12）戸沢行夫著『明六社の人びと』築地書館、1991年。

13）http://sky.geocities.jp/petrus0067/society.sibungakkai.html
14）佐藤能丸教授の造語である。

15）水島『学の人脈』神戸新聞　昭和52年12月23－28日

16）http://www.city-nakatsu.jp/tosho/big/mokuji02_b.html



扇城内でこの碑から目と鼻のところの三ノ丁にあった自邸に、岳父のこの学風による扇城女学校を創

設したいという強い思いが、麑山の長女セツ・別府又十郎18）〔祖父母〕夫妻にあったとしても不思議で

はない。彼らはまた親鸞聖人の敬虔な信徒であったところから、別府家菩提寺・善正寺住職の実弟・

梅高秀山師と手を携えて扇城女学校を創設し、秀山の浄土真宗による人格教育を中心にすえた上で、

この大久保麑山の学風を実現させようと夢見たものと思われる。

現在の法人の名称　　　扇城学園

住　　　　　　所　　　大分県中津市大字一ツ松211番地

創　　　　　　立　　　1899年（2010年現在創立111周年）

東九州短期大学〔大分県中津市大字一ツ松211番地〕

食物栄養学科・幼児教育学科

東九州龍谷高等学校（大分県中津市大字中殿527番地）

普通科・生活文化科・食物科・衛生看護科

1997年に扇城高等学校から校名変更し、男女共学となる。

東九州短期大学付属幼稚園（大分県中津市大字一ツ松211番地）

早稲田大学創立者小野梓は日本仏教青年会の創設者としても知られており、彼の葬儀・法要の営ま

れた築地本願寺と早稲田大学とのご縁は今日でも引き継がれているし、慶応義塾大学創立者の福澤諭

吉の最終講義は「（親鸞聖人の）御文章について」であったと伝えられている。そして私も、築地本願

寺和田堀廟所新設北側C－7号地に寿陵させていただいている。
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17）広瀬淡窓―（別府直夫の紹介で入門した）恒遠醒窓―小笠原藩藩校明親館藩学（醒窓次男の恒遠精斎）と繋

がっており、名字帯刀を許されていた別府家の子弟はこの藩校で学んだから、淡窓の直弟子・別府直夫（一九

郎）の長男又十郎と次男梅高秀山は広瀬淡窓の曾孫弟子ということにもなる。このような形で扇城学園創立者

の血の中に淡窓のDNAが入っていたものと思われる。
また藩学恒遠精斎の弟子でその私塾の師範代鬼木柳緑が家庭教師として別府家の六男で私の父祐六（当時9

歳）の手をとって三毛門公園の左右の門石柱の碑文「遺徳照千秋・別府祐六謹書」「芳名轟 古・明治三六年十

一月吉旦建」を書かせ、刻んで下さったわけである。前掲『成蹊と私』の写真参照。そしてこの亡父の遺碑に

込められた別府家のDNAを確っかりと受継いでいかなければと私は心に決めている。
18）別府又十郎君　築上郡三毛門村

君は淡懷宏量なる老紳士、家世々大庄屋を勤め、郡内有数の門閥家を以て推され、 黨の歸嚮崇敬するところ

となる久し矣。君卓識を以て夙に其の名を知られ、毎に郡村を代表して縣會議員外諸多の公職に し、論理

正々、態度公明、熱心地方の發展に力め頗る令聞あり。又政界の重鎭として同志の 合、黨勢の振張に與り貢

獻するところ尠からず。往年同志と共に株式會 吉富銀行を創設して財界に資し、實弟故梅高秀山師、外二三

特志家と中津町に佛教主義の 城女學校を設立し、女子教育の鼓吹に力むる等、時代の趨勢に ふ 界事業に

力を臻し、地方先覺者を以て許さる。 年職に三毛門村名譽村長に從ひ、 意自治の 展に努力するところあ

りしが、齡漸く老境に みて昨年 職し、爾來閑雲野鶴を侶とし專ら老を養ふ。

君特に意を子女の教育に用ひ孰づれも能く成功し、目下長男敏治氏は早稲田を出て、門司貯蓄銀行（吉富銀行

の後身）を主宰し。次男三穂三郎氏は夙に赤門を出でゝ法學士となり、門司興業株式會 の重役に在職し。三

男醇氏は學を慶應義塾に修めて、馬關の名門伊藤家を嗣ぎ。四男賢吉氏は東京法科大學出身の法學士たり。

【豊前二市四郡人物辞書】明治43年12月25日発行、222頁。毳門生「感化講習会雑感」『扇城の友』7－8頁、明

治42年（別府又十郎の上京レポート）。

筆者の父祐六は、六男で京都帝国大学法学部出身の弁護士（東京弁護士会所属）であった。但し、長男の十九

郎が18才で没したので、上記に従えば、五男で末子ということになる。「同窓生対談―第1回生後藤要子・第4

回生梅高レン」『扇城の友』70周年記念号、30－40頁、1970年で代表される4人の叔母達と母別府ヨシ子は、

全員が扇城女学校卒であった。



転校のごあいさつ

拝啓　初春の候ますますご壮健にてご活躍のことと心よりお慶び申し上げます。

さて私儀このたび帝京大学を勇退いたします。

平成14年着任以来公私にわたりひとかたならぬご懇情を賜り、お陰様をもちまして在職の8年の間大過

なく勤めることができ、感慨無量でございます。有り難く厚くお礼申し上げます。

なお引きつずき上武大学に教授として勤務いたしますので、今後とも一層のご指導と御交誼を賜りた

くお願い申し上げます。

まずは御礼かたがたご挨拶まで

敬具

平成22年3月

別　府　祐　弘

上武大学

大学本部事務局 〒372-8588 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1 TEL.0270-32-1010（代）

ビジネス情報学部 〒372-8588 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1 TEL.0270-32-1011（代）

経営情報学部 〒370-1393 群馬県高崎市新町270-1 TEL.0274-42-2828（代）

看護学部 〒370-1393 群馬県高崎市新町270-1 TEL.0274-20-2115（代）

大学院 〒370-1393 群馬県高崎市新町270-1 TEL.0274-42-2828（代）

http://www.jobu.ac.jp/

E-mail:nyushi@jobu.ac.jp
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【資料②】生物部と経営学

都立新宿高等学校生物部OB・OG会編『都立新宿高等学校生物部の思い出を込めて』30頁、2008年11月より

生物部と経営学

7回　別府祐弘

伝統ある新宿高校生物部とは全く関係のない実学（経営学）を専門に選んだはずの私が、ふと最近

纏
まと

めた研究を振り返った時、忘却の彼方
かな た

にあったこの部活辺りに問題意識の源流を 遡
さかのぼ

れるのかなと

気が付いて愕
がく

然としています。

１．「観光ビジネスと環境」『帝京経済学研究』第38巻第1号、139－170頁、2004年：本稿では、観

光ビジネスの中でも、自然環境保護と観光ビジネスの持続可能な発展という、本来相反する性質

を有する概念を両立させるツーリズム形態として、エコツーリズムを取り上げている。そして、

世界の国々の中でも、エコツーリズムあるいは観光ビジネス全体に先進的な取組みを行っている

オーストラリアを例に、エコツーリズムに対して、どのような取組みをしているか、今後、どの

ような取組みが必要かを、ケーススタディーを交えながら考察している。本稿を通じて、常に意

識していたことは、エコツーリズムは本当にエコロジーかつエコノミーなのかということである。

つまり、自然環境保護と観光ビジネスの持続可能な発展を同時に実現できるツーリズム形態なの

かという問題意識である。

2．「GMO（遺伝子組み換え作物）の環境マネジメントと企業の戦略行動」『帝京経済学研究』第39

巻第2号、1－43頁、2006年：農業の工業化は今後益々進んでいくであろう。そのような中で消費

者ニーズ、社会の需要、環境などは経営経済活動、つまり資本の論理に組み込まれていかざるをえ

ない経営上mustな問題となっていくであろう。種子＋ケミカル＋バイオ＋ゲノム＋情報で、企業・

顧客（農業経営者）・最終消費者・環境（および社会）、四者のwin-win-win-winが実現できる方策

はないものだろうか。経営学の視点、特に経営戦略論としての科学的分析・研究の待たれるところ

である。本稿では、農業の工業化時代に対応する、時には先回りをする経営戦略を提示しながら、

自社のGM技術と時代のニーズとの擦り合わせをしながら、経営経済との接点を模索してきた

Monsanto社を中心に、この問題を検討してきた。GMOが本格的に市場に出て早10年、これに限っ

て『善・悪』『安心・不安』『賛成・反対』といったこれまでの二元論ではなく、自然科学・社会科

学（特に経営学）両面からの冷徹な分析が求められる時期に来ており、このことは特に食料価格暴

騰・自給率4割という危機的状況の日本にとっては急務と言えよう。

紀要掲載論文のダウンロード方法

①帝京大学のホームページへアクセスする。http://appsv.main.teikyo-u.ac.jp

②メディアライブラリーセンターをクリック。

③「帝京大学紀要（PDF）」をクリック。

④「帝京経済学研究」をクリック。

⑤ダウンロードしたい巻号をクリックまたは、スクロールして表示する。

⑥その巻号のダウンロードしたい論文の下線のついたタイトルをクリック。

⑦論文が表示されたらファイルから「名前を付けて保存する」。PDFファイルで保存先に保存される。
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【資料③】小野梓君碑と大久保麑山先生紀念碑

案内碑　碑文

小　野　梓先生

嘉永五年　（一八五二） 二月二十日　宿毛に生る

明治十九年（一八八六） 一月十一日　東京にて没す

―記―

早稲田大学創立者小野梓先生の曾孫様の小野一雄氏による献身的な御助力の結果、小野梓先生125回忌

の2011年1月11日に本稿が校了したことをここに記して、同氏に対する心からの感謝の意を表したい。

一国の独立は　国民の独立に基し　国民の独立は

その精神の独立に根ざす　而して　国民精神の独立は

実に学問の独立に由る　

小　野　梓
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赤松又二郎著『扇城遺聞』29頁、昭和7年。
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【資料④】講演録
“地球に優しい観光経営　On the Sustainable Tourism”

Newspaper：CHANG CHUN SHUI WU XUE YUAN BAO 2007.5.10
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【資料⑤】ローマ教皇ヨハネ・パウロ二世とピタウ大司教
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「
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❀❀❀記：上智大学中興の祖と稱される元学長・ビタウ大司教は妻・別府迪子が上智大学在学中のクラ

ス担任・指導教授であられたところから、われわれのヴァチカン訪問時（2003年8月12日）に、サン

ピエトロ寺院から特別にボルゲーゼ公園の南西角のレジデンスにお招きに与り、温かいお持て成しを

頂いた。それは、カトリックの全世界に及ぶ教育事業の基本方針、社会・平和・難民問題等での諸宗

教の協力体制についての講話と対話といったヴァチカン教育局長としての公式行事の後、ローマで最

も眺めの良いレジデンス屋上からのローマ市街の御案内と懇談にまで及んだものであった。そのこと

に対する心からのお礼を申し述べる為に本学会での大司教の特別講演に夫婦で出席させて頂き、妻の

母校での再会を喜び合うことができて幸せであった。❀❀❀


