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差別が いけ ないこ とだと は、「い まな ら」「 まと もなら 」誰で も知っ て
いる。
だが「 いま じゃな い」時 代には 知ら な かった。
「まと もじ ゃない 」者が わんさ かい た せいでは ない 。
差別が その 時代の 社会秩 序を （必要 悪 として） 保っ ていた のだし 、差
別があっ てこ そ争い も無か った。
現代に もそ んな国 がまだ ある が、傍 か ら見ると ずい ぶん野 蛮だと 思わ
れるもの の、 あんま り突っ つくと 秩序 も 平和も崩 壊す る。
差別が 生ん だ秩序 と平和 なん て紛い 物 だし、そ んな 間違っ た伝統 と風
習の国は 崩壊 しても いいか ら、 差別を 無 くすべき だと の意見 もある し、
その意見 は世 界的視 野で見 れば おそら く 正解なの だが 、なに せ差別 の歴
史が長す ぎる からそ う短絡 的には いか な い。
それよ りも 自分た ちの足 元を見 つめ る 方が先決 では なかろ うか。
日本だ って まだま だ差別 が残っ てい る 。
部落民 差別 、朝鮮 人差別 、不 治の病 人 差別（ ライ病 患者な ど）、貧 乏人
差別はず いぶ んと消 えたけ れども、案外 表面的な こと なのか もしれ ない 。
いや貧 乏人 差別は ちっと も変わ って い ないか。
〈トリ クル ダウン 理論〉 を相変 わら ず 現代の政 治家 は活用 してい る。
つまり 金持 ちが豊 かにな れば貧 乏人 に も波及す ると 云う理 論。
つまり 豊か な馬に たっぷ り麦 を食わ せ れば、道 に落 ちる馬 糞のな かに
麦粒がい くら か混じ って、 それ を啄む 貧 しい雀も おこ ぼれに 預かる 、っ
てことだ 。
学校や 会社 での「 イジメ 」も 、醜い 差 別根性が 根底 にあっ てのも のだ
と思われ る。
女性差 別（ もしく は男性 差別 、ある い はオカマ 差別 ）なん かはも う無
いと思わ れて いたが 、都議 会の 野次事 件 で、まだ まだ 根深い ことが 露顕
した。
それら は良 識ある 文化人 が取 り上げ て 、いろい ろ云 ってく れるの で、
まだ救い があ るから 、あえ てここ では 取 り上げな い。

ここで は、 い わば 「年齢 差別」 を取 り 上げる。
年齢差 別な んて聞 いたこ とも ないだ ろ うし、そ んな 言葉も 辞典に はま
だ無いだ ろう が、百 歳を越 えて なお現 役 医師の日 野原 重明が 云い始 めて
いるし、 いず れ遠か らず定 着され る言 葉 だから、 覚え ておく といい 。
これは 簡単 に云え ば「若 造の くせに 」
「 年寄りの くせ に」と いう 、あれ
である。
これは 性差 別はも ちろん のこと 、
「 部落 民のくせ に」と か「朝 鮮人の く
せに」と か云 ってい た発想 と変わ らな い 。
昔は「 若造 のくせ に」と 若者 が結構 差 別されて いた が、今 は「年 寄り
のくせに 」と 老人が 結構差 別され てい る 。
どうい うと きに差 別され るか と云う と 、おせっ かい とかお 呼びで ない
とか場違 いと か、そ んなと きだ。
考えて みれ ば大昔 から「 年甲 斐もな く 」とか「 年寄 りの冷 や水」 とか
「老婆心 」な んて言 葉があ った。
昔は老 人自 身が差 別を忌 避す るため に 己を揶揄 し、 なるべ くでし ゃば
らなかっ たの だが、 今は老 人自 身のラ イ フスタイ ルが 変わっ てきた のか
もしれな い。

