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筆擬‑蕊

蝋鴬。

熊蜂さんご苦労様

いつの間に作ったのか、編集子の玄関しか

も中央正面の垂木の間に熊蜂の巣が出来た。
若しここからだけ出入していたらそれこそ一

１１

大事である。けれども別に被害はなかった。
何ら,思い当る事もない(ナれども、隣人の言う
ように「奇瑞」だとすれば勿 怪の幸である。
とにかく古滝小一郎君に写して貰ったのが之
である。花から花、木から木へと辛苦を重ね
て冬ごもりの備もいよいよ終ったと見えて静
まり返っているoともあれ彼等の「勤労に満
腔の謝意」を表すると共に来るべき年の先幸
を祈ってやまぬものである。
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渡辺正勇

教育勅語換発七十五年に際して

串の孝幸つ

去る︑月釦日房州天津の神明宮の研修会場に隷吾の教育勅語が掛か
っていた︒今日は明治詔年漢発以来乃年である︒欧米文化の心酔世道
人心の頚廃を痛憤︑明倫院設置︑小学修身書勅撰︑大詔漢発等にご心
労の西村会祖を偲びつつ︑戦前︑奉読の勅語が今日紙屑視されている
が︑果してそれでよいのであろうかと︑私は平塚博士の講演を参考︑
﹃明治詔年の北清事変に北京東単警備の日本軍は軍規厳正で世界を驚
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十一月号目次

口絵熊蜂の巣

巻頭言教青勅語喚発七十五年に際

して：⁝⁝：⁝⁝⁝：渡辺正勇：．①

東海道新幹線三時間運転開始に際し

て︒⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：国松賢四郎⁝②

日韓問題をめぐる最近の諸情勢

⁝⁝⁝⁝・⁝：中保与作⁝⑥

日木のこころ⁝⁝・⁝：森田康之助⁝⑰

子どもと環境⁝⁝⁝⁝樫葉勇⁝⑳

割れ卵の急場を救った女子高校生

：⁝⁝：⁝⁝：林覚雅⁝⑬

敬弔・繁田武平

編集後記
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かした︒清露両役の勝因が何にあったかを精査した清国は万余の学生
を留学させ日本の教育制度を全面的に採用した︒世界道徳教育会議で
各国代表は勅語に基いた当時の国民道徳に讃嘆した︒勅語は﹁民主化
教育の妨げどころか結構である﹂︑軍国主義と非難される一旦緩急は
﹁国民の当然の義務だ﹂と来日知名の学者は異口同音に答えている︒

／︲系麿ヅプ教授の例証Ｉ全滅寸前の友軍を英国民が全力をあげて
の救出がそれである⁝⁝﹄と結んだ︒大に共感を呼び︑毎日勅語清書
の石井信氏は会員に奨励したいといい︑花岡義正氏は本会の印刷配布
を提案している︒己に新日協では﹁日本教育の理念﹂を公刊︑日本精
神史上の最高峰であり︑民主日本建設の根本理念たる事を強調してい

る︒今日各界の高度成長を誇る蔭に非行者の激増ｌ物心両面の不均

か︒敢えて大方諸賢のご教示を仰ぐ次第である︒︵本会主事︶

衡を救う決め手として再思検討︑教育勅語を活用されぬものであろう
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に存じつつ筆をとらして戴きます︒もう何も彼も語り尽さ

した私に︑何か思い出の記を書けとのことで︑非常に光栄

この機会に︑新幹線の建設工事に最初から完成まで従事

り新式なものになるのは当然で︑アフリカのある国に作ら

ら新しく建設されるものは︑昔建設された先進国の設備よ

と鉄道事業にかけてはまだ後進性が残っている︒又これか

見当らない︒鉄道を建設する必要のある国︑日本では︑こ

鉄道をはずしこそすれ︑新しく建設する等とゆうことは︑

日本側は︑それに対して︑世界の優秀国家はどこの国も

とで世銀は非常に難色を示しました︒

国松賢四

に際して

東海道新幹線３時間運転開始

矛口■■・守■寺︑●宮・口︒■ｑ■４口■︒■ｑｑ

本年十一月から︑いよいよ東海道新幹線が︑当初からの

れていますが私は皆さんが恐らく︑まだ聞かれたことのな

れたテレヴィジコーンの放送設備が世界で最も進んだ機械だ

とゆうことだってあるではないかと︑苦しい反論をしたそ

併し︑世界銀行の方針は未開発国の援助とゆうことが主

じめた国をも︑最近では再び新しく鉄道を建設する計画を

それは︑当時鉄道を斜陽視して︑一部の線路を撤去しは

を行っている今日︑この事を考えると全く感慨無量です︒

うです︒幸にして世銀借款に成功して立派に新幹線の運転

眼ですから︑新幹線のように時速二○○粁とゆうような近

らの借款によって︑まかなわれました︒

御承知のように︑新幹線の工事費の一部は︑世界銀行か

後進国の新幹線

い︑いくつかの話題をとらえてお話ししたいと思います︒

計画であった︑東京Ｉ大阪問三時間運転をはじめました︒

郎

はじめているからです︒

勺
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代的な鉄道建設のための融資は全く考えられないとゆうこ

ゾ
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私達の東海道新幹線建設は︑私達の先輩から受けついだ
﹁鉄道こそは中距離高速大量輸送と︑大都市近郊通勤輸送

のにない手である﹂とゆう理論の実践にほかならないもの
です︒そしてこのことが東海道新幹線の成功によって立派
に裏付けされたものと信じます︒

故ケネディ大統領は︑一昨年の年頭教書で︑鉄道による

と思われた新幹線が︑今や先進国の人達をリードしている

ことを︑皆さんに思い起して戴きたかったからです︒

三時間にまつわる話

一日は二四時間とは︑もう解り切ったことです︒その内

睡眠と食事との時間を約十時間と見て︑急がしく働く人達

考えるでしょう︒そこで東京ｌ大阪問を股にかけて仕事を

は︑残りの十三時間から十二時間位を充分に活用したいと

るし︑ジョンソン大統領も︑本年の年頭教書で東北回廊計

陸上輸送方式開発のために数千万ドルの予算を要請してい
画︵ワシントンーニュゥョウクーポストン︶と近郊大量輸

ことを考えるのは当然で︑﹁東京ｌ大阪三時間﹂︵往復六時

する人は︑その半分つまり少くとも六時間を有効につかう

そして︑諸外国の鉄道マンは異口同音に﹁我々は東海道

送計画の実現のために高額予算の計上を要請しています︒

一方鉄道側から見ると︑すべての乗物は速度が速くなる

と︑その二乗なり三乗に比例して運転費がかさんでくるこ
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間︶はこの希望を見事に実現した訳です︒

いますし︑日本の国鉄を訪問する海外の鉄道人は多数にの

新幹線の建設によって︑非常に勇気付けられた﹂といって
ぼっておりますが︑例えば鉄道技術研究所を視察した海外

た沢山の人達が運べるとゆう︑相反した法則にしばられて

とと︑乗り物が速く走るほど同じ台数の車で速度に比例し

京大阪間は大体五○○粁ですから︑五○○を一七○で割っ

速で走る運転計画が︑最も経済的だとゆう理屈になり︑東

方を考え合せて見ると︑大体一七○粁から一六○粁位の時

って行くことが計算によって出て来ます︒そこで︑この両

他方では電気代や︑電車や線路の修繕費がどんどん高くな

を運ぶのに電車の数が次第に少くてすむようになるのに︑

第に高く計画して行くと︑東京ｌ大阪間で同じ数のお客様

おりますから︑したがって︑例えば新幹線では︑速度を次

技術者だけでも︑本年度既に一○○名をこえています︒

私は︑ここに後進国の新幹線とゆうサブタイトルを付け
ましたのは︑決して奇をてらう訳ではありません︒計画当
時の状態は外国は勿論︑国内ですら︑新幹線を万里の長城
にたとえたり︑日本の三馬鹿の一つとさえいう人達もあっ
たことは皆さんも御一記憶のことと思います︒このような世

士の堅い信念と︑私達を支持して下さった国民の方有の大

論の中で新幹線を実現の方向にもって行った私達の先輩諸
きな協力に対して︑深く感謝するとともに︑後進国の鉄道
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て三︑つまり三時間とゆう経済運転が計画される訳です︒

この様な算数は︑沢山の仮定と︑長い間の経験を基にし
て出したものですから︑普通の鶴亀算のようには行きませ
んが︑鉄道の専門家には納得の行く計算です︒

したがって︑速度の点で利用されるお客様側と︑国鉄側

できる能力がなければなりませんから︑どうしても︑この

試験運転が必要になる訳です︒

当日は春も程近い︑冬晴れの絶好の試運転日和に恵まれ

富士山も白雪をいただいて美しく輝いていた湘南平原で︑

全にでておりますから︑全く安全な試運転ですが︑未知の

て︑二五○粁台の試運転は絶対に大丈夫とゆうデータは完

までの試運転は全部すんで︑その結果を電子計算機にかけ

私達の試運転は慎重に行われました︒前日までに二四五粁

三時間のお話しは︑これでよいのですが︑私は技術屋で

の利害の一致とゆうことが見られる好い例だと思います︒

すので︑も少し電車の速度の話を続けさせて戴きます︒電

した一瞬でした︒併し速度計の針が次第に上って行き二五

世界に一歩踏みこむ時の技術者の気持は誰も同じで︑緊張

六粁をさした時の気持は未だに忘れることができません︒

車は東京から大阪まで全部同じ速度で走る訳には行きませ

ので︑カーブが多く大体七○粁から二○粁の速度でしか

ん︒特に東京から横浜までの間は︑市街地を通りぬけます

本の水泳陣の不振があげられます９往時あれ程盛んであっ

昨年のオリンピック大会で残念だったことの一つに︑日

追付き︑追いこせ

は無理とゆうことになります︒そこで電子計算機を使った

は一七○粁よりも高くしないと︑東京ｌ大阪間三時間運転

走れません︒このような所が方々にあるために︑最高速度

精密計算と︑実際の試運転を行って見て︑最高時速二○○

ただけに︑ちょっと淋しい気持がします︒

す︒それは︑新幹線の試作電車が小田原と藤沢の間に作っ

える︒これ等の国では誰もが泳ぎだしたようだから︑こう

る所に水泳用のプールができているのがキラキラ光って見

オーストラリヤや︑アメリカの上空を飛んでいると︑いた

最近︑こんなことをゆう人の話を聞きました︒此の頃︑

粁が必要だとゆう結論をえたわけです︒

たモデル線で時速二五六粁とゆう最高記録をだした日だか

なると彼我の体格の相違が決定的な差となって現れてくる

昭和三八年三月三○日は私達にとって忘れられない日で

らで私達がそれまでのあらゆる計算と実験の集大成である

勿論︑これがすべての原因とは思えませんが︑とにかく

のは当然だろう︒

電車と設備の可能性が実際に証明された日だったからです
勿論︑二○○粁の時速で︑大切なお客様に乗って戴くた
めの電車と設備は︑少くとも二五○粁の時速に安全に運転
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水泳日本は退去の姿となってしまったようです︒日本は追

一五年間という年月は︑かなり長いように見えます︒し

Ｔ︵マサチュウセットエ科大学︶の教授の七イフアさんと

昨年の暮に︑国鉄を訪れた外人の中に︑アメリカのＭＩ

すが︑それにしても二○年の歳月がたっています︒ですか

な技術的空白があり︑具体的研究は戦後から始まったので

として企画されていますし︑途中に第二次大戦という大き

かし東海道新幹線も昭和一四年頃から︑いわゆる弾丸列車

ハンセンさんがいました︒セイフアさんは前述のジョンソ

いつかれ︑追いこされました︒

ン大統領の計画に従って︑アメリカ政府から高速鉄道の研

はありません︒そして︑あまりよい例えではありませんが

既にひかれつつあると考えてよいと思います︒

水泳でいえば練習用のプールに相当する試作機の設計図は

ら︑一五年という期間は研究者にとって決して長いもので

道新幹線について視察に来たのですが︑私達の鉄道技術研

究を依頼された五団体の一つの団長格の人です︒彼は東海
究所での討論と視察のために二日間のスケジュウルを組ん

併し︑鉄道の建設はオリンピックのような抜きつ抜かれ

つのスピード競争とは本質的に違います︒その目的とする

た夫々の都市の人々に最適であるかということを正しく判

所は︑どのような輸送方式が︑その国の︑その地方の︑ま

彼等が帰米後︑今夏発表した中間報告によると︑今から

でおりました︒

一五年後には︑時速三○○マイル以上の高速陸上輸送機が

わってはいけません︒航空機︑船舶︑自動車︑電車等どれ

断して建設するということです︒従って決して鉄道にこだ

完成するだろう︒それは︑丈夫な︒︿イブの中か枠組の通路

の中を飛んで行くように作られた高速の輸送機とする必要

にもこだわらずに最適な方式をまず選定して︑飛行場なり

それにしても︑数年前まで鉄道斜陽論が横行していた国

港なり︑道路なり︑線路なりを建設することだと思います︒

代遅れのものとなるだろうとつけ加えています︒

があることを提案して︑その頃は日本の東海道新幹線は時
セイファさんは私達の部屋で︑自分達の研究には︑どん

を推進しているとは︑何という変りようでしょう︒

が︑新幹線の上を行く花のような計画をえがきだして実行

な方式という条件も︑何時までに完成しなければならない
るといっていましたが︑中間報告では︑自からその進むべ

年まで東海道新幹線建設に従事︑現在鉄道技術研究所副所長︒

へ入社︑昭和三○年フランスに留学︑昭和三四年より昭和三九

八筆者紹介ｖ昭和一四年東大工学部電気工学科卒︑同年国鉄

という拘束もない︑全く自由なやりかたで研究を進めてい
き道と完成時期をきめています︒おそらく政府から出され
る危大な予算をつかって︑来年あたりは何等か具体的な試
作機を作りだし︑皆の前で走らせて見る積りでしょう︒
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日韓問題をめぐる最近の諸情勢

中保与作

よろしいかと思うのでございます︒

韓国交を正常化することは南北の統一を妨げるという廷あり︑もう

えのようにこれまでしばしば言っていることであります︒それは日

国会で社会党代議士が演説したのを読みますると何とかの一つ覚
先般奈良へ参りましたところ︑折柄の豪雨を衝いて女学生達がデ

一日韓条約反対運動の本質
モをやっているので近よって拳ると﹁日韓会談反対﹂というプラカ

一つは︑その後にはＮＥＡＴＯ︑北東アジア軍事同盟計画が用意さ

ム問題に結びつけていることであり︑また韓国にあのように反対運

それからもう一つは昨今になって︑急にいい出したのは︑ベトナ

ります︒

れている︒これはアジアの緊張を街らすものであるということであ

とシ﹃一プレヒコールをやっているのです︒

ードをもち〃日韓反対

あの平和な都でしかも女学生達がこういう運動をやっているとい
うのを眼の辺り見て︑私は今更ながらわれわれの努力の足らないこ
々︑社会党︑共産党あるいは総評及びその背後におる北朝鮮系の団

とを深く恥じました︒この反対運動は無論三年以上前から左翼の人
体によって計画されておることでございますが︑ここまで浸透して

というのでございます︒

動が盛んなのに何故日本がこの条約︑協定を進めなくてはならんか

くことによって︑共産主義勢力の浸透を容易ならしめるということ

い世帯の中から︑無償三億ドル︑有償二億ドル︑三億ドル以上の民

なぜ韓国であんなに反対するのか︒日本はいろんな譲歩をして乏し

実はいま日本の多くの方々が︑疑問とせられておるのは︑あとの

ニ韓国における反対運動の実情

いるのを思うと︑つくづく反省せずにおれなかったのでございます︒

申し上げるまでもなく︑彼らが︑日韓会談の粉砕を叫ぶ真の目的

にあるのであります︒つまりまづアジアの橋頭塁である韓国を共産

は日本の経済協力をあくまで阻止し韓国をできるだけ弱体化してお

化しようとの意味では一種の革命運動︑共産主義革命運動と染ても
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でございます︒

間借款というふうな大きな負担をしようとしているのになぜあんな

いっているような態度でございます︒﹁われわれは日本との国交正

るべきであるｏ﹂﹁政府当局としても︑弾圧だけを事とするな︒﹂と

なさい︒もしも会談に養成ならば学生共を説得してデモをやめさせ

めることに反対である︒要するにわれわれは今後あくまで主体性を

常化そのことには反対ではないんだ︒ただ屈辱的な条件で話合を進

反対をするのかということを不思議に思っておられる方があるよう
日本に伝わっている韓国の政治情勢には非常に偏った歪曲された

して︑韓国の経済が日本の経済に隷属することになりはしないかと

以ってこれに対しなくちゃいかん︒日本の経済協力を受ける結果と

ものが多い︒これは無知のいたすどころか︑あるいは悪意ある宣伝
の為とさえ思われるのでございます︒甚だ失礼ないい方かもしれま

ってこれに臨むべきである︒﹂という警告を発しているというのが

いうことが気づかわれるけれども︑われわれはあくまで主体性を持

せんけれども結論からいうとそういわざるを得ない︒なるほど韓国
には学生デモが起っております︒また教授が若干動いている︒キリ

学生デモが動いているということについて神経をとがらしている

万五千名でご︑ざいますが︑ある新聞には二万五千名と報道しておる︒

も非常な誤解を受ける報道ぶりでございます︒一番多かったのは一

るけれどもそれは単なる野次馬にすぎない︒学生デモの数そのもの

た民衆がこれについておりません︒たまたま民衆が四人か五人捕ま

こういうことで学生デモには世論の支持がいまのところない︒ま

今日の世論の動向でございます︒

スト教の牧師も動いている︒予備役軍人も動いており︑教授団も動
いている︒しかし報道の仕方によっては韓国全体が挙げて日本と国
交正常化に反対しているかの如き印象を持たれるのであります︒こ

人は︑かつて李承晩政権を倒したということ︑昨年は非常戒厳令を

大抵七八百か少ないのは百に満たない連中でございます︒それが学

、 イ ノ

の機会に具体的に一々それについて︑申し上げたいと思います︒

布かせるまでの事態に至らしめたことなどを思い起しているのでご

内で集っていろいろな決議めいたことをやり︑校門を去ること数十

メートルを出ないですぐ押えられてしまうような始末であります︒

くりかえすということを単純に考えていますが︑歴史がくりかえす
ためにはいまの状況が前と大体似た条件でなければならないという

それを日本では一々ご丁寧にも﹁韓国学生の反対デモ﹂といかにも

ざいますが︑ここらに少し論理の飛躍があるかと思います︒歴史は

ことを忘れているのでございます︒李承晩を倒した時も︑なるほど

連の動きが︑日本の全学生の動きだというものがあるならば世間の

事が重大であるかの如く報道されているのであります︒もしも全学

笑い草になるでしょうが︑韓国には大学は六十もあるのです︒大学

を支持した︒世論が支持せず︑民衆が支持しない学生デモなら単な
る学生デモにすぎないのであります︒大体韓国の新聞は二三を除く

えるのです︒生徒数に比較しますと︑たとえ一万五千名といっても

生は十三万を越えるのです︒高等学校生徒に至っては三十四万を越

学生は立ち上ったけれども︑これには民衆がついたし︑世論もこれ

とほとんど野党系なんです︒その野党系の新聞の代表的なものの一

ごく一部の人たちの動きにすぎない︒これを韓国の全学生の動きで

つ︑朝鮮日報や東亜日報の社説をゑますと︑﹁学生デモはほどほど
にせよ︒教授諸君がもし日韓会談反対なら学生デモの陣頭にお立ち

／ ワ 、

とするところであろうと思います︒

れはこんどの漁業協定を全面的かつ積極的に支持する﹂という声明

関係のある韓国の漁業関係者が︑つい先日ソウルに集まり﹁われわ

をしているのであります︒これなども日本にほとんど伝えられてお

あるかのように伝えられることは謡韓国の学生諸君も甚だ迷惑千万
また︑教授団が立ち上ったといっても︑その数たるや二百何十名

済協力︑漁業協力を受けることが︑結局︑韓国の漁業を近代化し︑

りません︒申すまでもなく︑李ラインを固執するよりは︑日本の経

韓国漁民のために︑より有利であるということはかつて丁一権国務

です︒韓国の大学教授は四千二百名を越えているのですから︑五％
大学の総長が会合を開きまして︑教育公務員の政治的中立を厳守す

総理も云っているのでございます︒このことが十分徹底したものか

ぐらいの動きです︒ことに先月の十六日だったと思いますが︑国立
ること︑教授の政治的集団行動を禁止することという申し合せをし

漁民の代議員全体が集った会議で︑こういう決議をしているのでご

それでは国会はどうかということでございます︒国会はご承知の

三韓国政界の新動向

実状を申し上げるとこの通りでございます︒

ざいます︒小さくみているというきらいがあるかもしれませんが︑

て︑これを声明しているような始末でございます︒

また︑キリスト教の牧師が動いたという報道なども︑あたかも韓
国におけるキリスト教団が一斉に動いたように印象づけられますが
あれも実は二百名に満たない牧師たちでございます︒韓国には二万
一千名を越える牧師がおる︒キリスト教の盛んな国でございますが

七十五名あったわけでございますが︑百七十四名の議席のうちで百

通り︑一院制で今日のところ議員総数が百七十四名︑この間まで百

動いた予備役軍人の中には宋尭讃予備役中将︑もと内閣首班もし

のこり︑六十一名が野党の民衆党︑それに無所属が三名おります︒

十人までが与党の民主共和党員で占められているのでございます︒

いたかのように感じさせる報道も問題かと思います︒

その一％にもならない人間が動いたのをあたかも韓国の全牧師が動

た人物が加っていますが︑その総数は十一名にすぎない︒その翌日︑

ところが先月の半ばから民衆党の中にも︑日韓会談賛成批准に同意

同じく予備役軍人でかつては国防部長官をしたり︑あるいは陸軍参
の共産主義の動向をみるにつけ︑日韓国交を正常化することは正に

謀総長︑海軍参謀総長などをやった人々が百三名集りまして﹁今日

った人︑もう一人は羅容均といってかつては大臣もした人物であり︑

現在国会の副議長をしておる人︑この二人が賛成をしております︒

している人が二人もでております︒一人は美文奉という陸軍中将だ

一言半句も日本に伝えられていない︒いかにも偏った感じがしてな

時代の要求である﹂という共同声明を出しております︒そのことは
らないのであります︒例を上げると切りがないが︑あんなに反対し

十一名なんです︒従って︑もしも与党がその数．を頼んで押し切ろう

無所属の閉泳南という人物も賛成しておりますから︑結局反対は六

単独審議というそしりを避けようとしまして︑与党は今日までいろ

と思えばわけなく押し切れるわけでございます︒しかしできるだけ

ているの庭というお考えを抱かれるのは一方だけの報道だけをおき
きになるからだと思います︒

李ラインの問題につきましても︑その李ラインともっとも密接な
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十九日から第五十二回臨時国会を開き︑そして昨日から︑日韓条約

しばらく冷却期間を設けたのもそのためでございます︒去る七月二

いる野党と折衝して参りました︒第五十一回臨時国会を閉鎖して︑

は︑ふんまんやる方なく︑爾来事々に旧民主党側と相争っている︒

時すでにちょっと様子がおかしいと思いましたが旧民政党側として

が当選いたしまして︑民衆党の党首となったのでございます︒この

らは朴順天という婦人を候補に出して争った結果︑何と朴順天女史

本来数が多かったのに︑合流して忽ち反主流に転落してしまったわ

及び諸協定の批准同意案を審議にかけようとしております︒これに
したが︑これは与党が占めることになりました︒委員長になった閏

対して野党側は︑委員長は無所属から出したいという意向もありま

した︒講漕善派は日韓会談反対の最先頭に立ち︑極限闘争を主張し

ち︑争潜善派はわずかに八十一名という少数派に転落してしまいま

先般中央常任委員を選んでみますると︑二百八十名の全委員のう

けであります︒

おります︒京都大学を卒業した法学博士で日本にしばしば来ている

寛植という議員は私もよく知っている人物で日本の事情にも通じて
し︑韓国体育会の会長をしております︒オリンピックの時もずっと
こっちに来ておりました︒そういう人物がこんど委員長になったと

であります︒彼に従う議員は二十名内外かと見られます︒表潜善氏

して︑ついには民衆党の解散︑党からの脱党などを主張して来たの

て来たのでございます︒奏潜善自身ハンガーストライキをやったり

○

ます︒

るわけでございますが︑ここでもなるべく単独審議という形をとら

実に円満な弾力性のある政治家です︒今年六十一のお婆さんですが

朴順天氏は日本女子大を出た人で私もチョイチョイ会いますが︑

資格を自ら失ったのでございます︒

はとうとう脱党いたしました︒脱党することによって国会議員たる

いうことは︑かなり日韓条約の運命に幸いしたのではないかと思い
この委員の構成を象ましても︑委員総数二十八名のうち︑与党側
が十七名︑野党の民衆党が十名︑無所属が一名ということになって

ず︑できるだけ野党側を審議に参加させようということでいろいろ

がないくらい立派な人でございます︒それ故に誤漕善元大統領も党

家庭の主婦としても︑政治家としても︑誰しもこの人をほめない人

おります︒従って委員会においても数で押せばいくらでも押し切れ

折衝しているわけでございます︒

健な考え方をしており︑審議を拒否することによって民主政治の否

首争いで蹴落される始末になったのですが︑朴順天女史はかなり穏

定などの非難を浴びないように努めています︒ここで韓国憲法上の

野党としましては︑同党内から賛成者が二人もでていますし︑野
月に旧民主党が合流して一本庭なったものでございます︒実は水と

か︑その所属政党が解散する場合は議員たる資格を失うのでありま

ご説明をごく簡単に申し上げますと︑韓国憲法では党から脱退する

党の内部自身が非常に足並が乱れている︒民衆党は︑つい最近︑六
油のような仲でございます︒しかもそれがおもしろいことには︑党

す︒その他には除名という懲戒処分を受ける場合がある︒一定の兼
四十数名の議員を擁しておった民政党側から︑誤潜善と

りますが

職をも禁じておりますが︑野党の議員が国務長官になったりするわ

首を選ぶ時にｌ党首を向うでは最高代表委員という言葉を使ってお
いう前の大統領を候補に出し︑十五名の議員しかもたぬ旧民主党か

rQ，
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げにはいかんのでございますから︑兼職はできない︒また除名処分

ものである﹂といった社説を掲げているような始末でございます︒

新聞は﹁これは国会の権威を冒涜するもので︑民主政治を塚蹄する

野党側としては審議を拒否することもできない︒会期を延長するこ

を受けることもいやだとなれば自分が党を脱退するか︑党自身を解
そこで誤普善氏はまづ脱党したわけですが︑奏潜善氏一派は盛ん

散するほかないわけであります︒

でございます︒彼らの頼むところは院外の活動でありまするが︑院

ともできない︒また︑徒らに混乱を起すこともできないということ

外の活動たるや先程来申しましたように︑学生にしろ︑教師にしろ︑

に民衆党の解体を主張しております︒これに対して朴順天党首は毅
行為である︒議会の審議を拒否するという態度は議会政治を否認す

然として反対し﹁この際党解散などを主張するということは︑利敵

て全びょうを推すことのいかに誤ちであるかは申すまでもないので

予備役軍人団にしろ︑大体ごく一部の動きにすぎない︒｜班を以っ

ございます︒むしろ日韓条約批准を邪魔して︑これを粉砕しようと

るものである︒民主政治の自殺行為である︒﹂と申しまして全国の
党組織に対して︑党の解体などの主張をする者には断乎たる処置を

しておる勢力は︑日本の方がはるかに強く︑はるかに人数も多いの

邪魔をする︒あるいは大統領の弾劾決議案を出す︒あるいは関係閣

したものもございましたが︑せいぞいそういうようなことで審議の

日韓会談粉砕運動を盛り上げ︑これをやがて東京に集中して︑安保

なく︑すでに三四年前から計画されているのです︒各都道府県毎に︑

先ほど奈良の例を挙げましたように︑これは昨今始った運動では

四日本における朝総連の活動

ではないかと思います︒

とるべきであるという指令まで発したような始末でございます︒
このように︑国会の情勢も野党の足並みが大分乱れております︒
ただ審議に加わりまして︑多少延長戦はやるでしょう︒現に昨日な

僚の解任建議案を出すというようなことで︑多少引延そうとしてい

す︒

闘争以上のものにしようという計画をめぐらしているのでございま

ども日韓条約批准同意案を政府に差し戻せ︑撤回せよという主張を

る模様でございますが︑こんど政府当局なり︑与党当局としまして
いという意向でございます︒与党側でちょっと注意をすべきことは

官邸をとりまくとかいろいろな計画があるやに聞いております︒要

らしめ︑この日韓会談粉砕運動をひっさげて国会をとりまく︑総理

こんどの都議会でもし都条令などを改正して彼らのデモを容易な

Ｃ

は︑断乎として︑どうしても八月十四日までにこの批准案を通した

こにあるかという人があることであります︒日本の批准国会を開く

批准審議を日本より先に︑われわれがしなくちゃならない理由がど
日取りはまだはっきりしないが︑これまたあくまで通す決意のよう

この運動の背後に一番力強い存在として控えておりますのは申すま

も弱体化し︑共産主義化するということにあるわけでございますが︑

でもなく︑日本における北朝鮮系の団体︑在日朝鮮人総連合という

するに彼らの狙いが︑これを粉砕することによって︑韓国を少しで

上に上ってさわぎました︒昨日も騒ぎました︒これに対する批判は

に承っております︒国会では日韓条約本会議上程時に︑野党側が壇
まだ読んでおりませんが︑本会議に多少騒いだのに対しても韓国の
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万を越えるといわれております︒ところがその生れた土地は大体南

ものでございます︒日本には現在南北朝鮮人を合せますと︑公けの

ます︒そして︑これには附属教員養成所もございます︒｜﹂こは九回

以上の学生を収容しています︒皐な北朝鮮系の人々の子弟でござい

年鑑賞をもらうほどのしゃれた建物でございまして︑そこへ五百名

かの卒業生を出しております︒これには寄宿舎もありますから学費

手続をして登録した者だけでも︑六十万ほどおりますが︑実際は百
が多いのですけれども︑思想的に色分けしてゑますると北の方が多

の四五年間に︑公のルートを通じて北朝鮮から送った金は四十億円

も食費も一切総連で負担している訳でございます︒この大学に︑こ

を越しているのでございます︒ところが日本にいる朝鮮人総連合の

い︒南の方の人の作っておる団体が大韓民国居留民団というのでご
の六七十万は北朝鮮系か然らずんぱ︑どっちつかずの人物だと車て

ざいます︒これに所属する者が三十万にならないｏそうするとあと

するには︑理事というものを設けており︑これが百人おります︒理

事となるためには年間五十万円づつ寄贈しなきゃならんというきま

諸君の寄付はそれ以上多いのでございます︒この朝鮮大学校を経営

北海道と歩きましたが︑鳥取などにいきましてもやっぱり居りまし

りがございます︒おもしろいのは理事長先生が大倉喜八郎の郎だけ

いいのでございますが︑彼らの勢力が︑いかに全国に及んでおるか

て︑反対をやっている︒高知などでは︑私の車が講演会場から表に

きは日本の名前を使い︑土地を買ったり︑物を買ったりする︒本名

とって︑﹁大倉喜八﹂という名前を使っております︒何かの時表向

は各地をお歩きになれば明白に判ります︒私は四国︑九州︑山陰︑

でると︑彼らに包囲されました︒﹁あなたは北朝鮮の悪口ばかりい

は明らかに北朝鮮系の人です︒教育内容はすべてマルクスレーニン

って歩いている﹂というようなことを云って食ってかかるような者
もあるような始末で︑警察官がそれをどけようとしてもどかないの

る︒日本におって何がために軍事教練をやらなくちゃならんか︒こ

大学の教育目的です︒しかも︑この大学では軍事教練までやってい

主義に則り︑共産主義活動に役立つ人物を養成するというのがこの

全国至るところに支部があり︑そして結束も固うございます︒彼

です︒

らには立派な資金網もあります︒﹁朝鮮﹂という名前をつけました

ら︑彼らは団体を組んでおしかけて来たりうるさい限りだというこ

ができるはづなんです︒しかし︑そんなものにうっかり手を出した

たしか︑政府の許可を得ないで大学と称するものはとりしまること

金融組合︑あるいは商工組合があり︑日本ではパチンコ屋や︑朝鮮

のでございますが︑特に中央における運動に対しては︑非常に大き

連中が横の連携を強く保ってその地方における運動を推進している

とで敢て見すごしているのではないでしょうか︒これらの学校は全

べない︒いくらでも私は取締る方法はあると思う︒学校教育令では

な支持をしていることが最近明らかになりました︒年間一千万円を

れが一大疑問ですが︑しかも当局はこれに対して何らの手を差しの

寄贈する者︑あるいは五百万円を寄贈する者というふうにちゃんと

ます︒東京が一番多くて二十一︑大阪が十八︑愛知県が十七︑兵庫

国に︑大学を加えると百二十の高等学校︑中学校︑小学校がござい

料理屋だけでなく︑いろんな商売をしている人がございます︒この

近くに朝鮮大学校というものがございます︒これは日本の建築統計

色分けされたものもございますが︑一例を挙げますと︑この東京の
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しております︒

にしております︒中学校高等学校の教科書などをみましても徹頭徹

そこで教育方針を共産主義活動に役立つ人物を養成するということ

県が十六︑各地に高等学校なり中学校なり︑小学校なりをもうけ︑

時代は広く大衆をつかむことができなかったこと︑しかし彼らが広

験は︑彼らがマルクスレーーラ主義だけを真向うにかざしておった

いま申しますとお恥しい限りでございますが︑その時に得た私の経

ていかなる作戦をしておるかというような点から研究したのです︒

国共産党史﹂というものを書きました︒彼らがいかなる目的を持っ

できない︒それよりも︑その時︑その場所︑その人に応じた宣伝を

しｉニン主義なんてあんな難しいことをふりかざしては大衆を抱容

第七回﹁一ミンテルン大会だったと思いますが︑あの時マルクス︑

あります︒

く大衆に浸透していった原因は戦術を転換した結果だということで

尾日本を悪しざまにいい金日成を神様のようにして個人崇拝を強制
どの小学校にいっても金日成の肖像をかかげております︒日本を
侮辱するために行われた例を一つ申し上げますと︑東京の学校で運
けて校庭を引きずり廻したことがある︒彼らの教育方針がいかにあ

動会をやった時に︑天皇︑皇后両陛下の恰好をした者の首に縄をつ
くどい反日︑排日であるかは︑この一例でもお判りでございましょ

しよう︒必要があるならば相手の国︑相手の党派に入って︑中から

ランスにもイタリーにもアメリカにもおります︒けれども外国人の

ているのではないかと思うのでございます︒この北朝鮮系の団体が

の団体が日本においてやっている行動は正にこの方針によって動い

これを爆破しようということにしたのでございます︒いま北朝鮮系

う︒このようなことを全国各地でやらせているのでございます︒

共産党員をこんなに沢山抱えている国は世界でただ一つ︑わが日本

一昨年前から︑戦術をもう一ぺん転換をした︒戦略を変えたのでは

日本というのはまことにふしぎな国でございます︒共産党員はフ

てあります︒しかも政府当局がどうすることもできないとは何たる

た学術会義こでられました東大の林健太郎教授が帰ってこられて︑

ソウルの高麗大学︑よく学生が騒ぐ大学ですが︑この大学で開かれ

売りしているのである︒これは実は私だけがいうのではなく︑最近︑

彼らの声明文などは︑まるで北朝鮮のいっていることをそのまま受

をやらせるという戦術でございます︒この戦術は着々効を奏してお

を極力避けて︑日本の左翼政党︑左翼団体︑左翼の一︑スコミにこれ

う考えから戦術を変えたのであります︒彼らが自ら陣頭に立つこと

商売をしている人もある︒それに圧迫を加えられては甚だ困るとい

れがある︒またわれわれの資金網のうちにはいろいろ日本で大きな

砕運動などを表向き叫んでは︑内政干渉のそしりを受けたりする恐

〃われわれはこの国においては外国人である〃それが日韓会談粉

なく戦術を転換した︒

﹁日本における日韓会談反対運動は何らの根拠がない︒ほとんど北

すべて彼らの行動は︑北朝鮮及び中共の指令によって動いている︒

ことかと嘆かざるを得ないのであります︒

朝鮮の受売りばかりをやっている﹂ということを書いておられます

に入っていく︒できるだけ新聞社や雑誌社の幹部に食い込む︒放送

ります︒できるだけ︑従来のようなやり方ではなくて︑保守系の中
私は実は戦前中国共産党の動きを調査させられまして︑二冊﹁中

が︑正にその通りなんです︒まことに情ない限りでございます︒
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〆 戸

と比較した写真を南と北両方並べているが︑これをみますと︑北の

国を極力離間する︒ある雑誌の如きは︑朝鮮戦争の起った時といま

北朝鮮のいい所だけを伝えようというふうな一・︶とをやらせて日韓両

局にも食い込む︒そして韓国側に都合のいいことは極力伝えないで

撹乱しているような次第であります︒

うに別の印刷をして北朝鮮の宣伝文を入れて送ったりして韓国内を

折り込んだり︑日本の教育雑誌でもその一部を切り抜いて分らんよ

ーズウイークの一ぺｌジをすっかり刷りかえて︑北朝鮮の宣伝文を

でしたが︑そのうちの十数種をみました︒実に巧妙にたとえば一一ユ

由としては︑最初に申し上げましたように︑日韓会談は南北朝鮮の

〃われわれは北朝鮮の走狗である〃とはいいかねるから表向きの理

後に一言所見を述べさせていただきたいと思います︒彼らはまさか

表向き︑社会党︑共産党の諸君が反対している理由について︑最

五日韓条約反対論の根拠

方は大同江畔のビルディングをさっと並べ︑南の方は貧弱な田畑し
かのせていない︒こういう偏った取扱いをしている︒北の建設がい
かに進んでいるか︑南はいかにひどい状況におかれているかという
印象を与える︒こういうことが公然と近頃行われているのでござい
ます︒

ことに︑韓国で日韓会談反対運動がいかに激しいかということを
伝えていることに懸命の努力を払っています︒

ら庭むしろききたい︒北朝鮮は二十の国と国交を結んでいるんで

統一を妨げるということを第一の理由としております︒それなら彼

す︒これが南北統一の妨げにならないで︑南の韓国が日本と国交を

○○研究所というものがありますが︑これはもと北朝鮮系の諸君
左翼人士にやらせることに切り換えました︒日本人による朝鮮研究

反問したい︒大体統一についてかねがね熱心な主張をしているのは

恢復することだけが︑何故統一を妨げることになるかということを

がやっているものです︒ところが︑三年ほど前からこれを日本人の
ということで︑各方面にレポートなどを送っております︒この費用

南の方です︒南の主張は国連の決議に基いて︑国連の監視の下に南

も大へんだと思うのですが︑案外多くの人がこれに惑わされている
向もあるようでございます︒むろんこれを背後に繰っているのは北

す︒それによって新しい国会をつくり︑その国会で新憲法をつくり︑

北ともに自由な選挙をやる︒そして人口に比例する代表を選び出

総連の首脳は日本でいえば閣僚待遇の人物で︑七百数十坪の立派

朝鮮系の総連でございます︒

からするならば︑われわれは国連軍と闘った︒いまのわれわれは休

いうことが第一気に食わない︒これは多少判ります︒彼らの云い分

ような方法を主張しているのです︒ところが北の方では国連監視と

いに似ずべきだという気がいたします︒韓国の諸君はよく﹁韓国の

新政府をつくるという︑極めて合理的な民主主義の原則に合致する

思想的混乱をやっている根拠地はあなたの国日本じゃないかといわ

からんというのでございます︒それは分るが︑人口に比例して代表

戦をしているだけである︒そういうものの監視を受けることはげし

な邸宅に居をかまえ外車を乗り廻して歩いているような人物であり

れます︒事実日本のいろんな新聞雑誌に北朝鮮の宣伝文を折り込ん

ます︒こういう事態をみるにつけまして︑私は今日の日本側こそ大

でおるのをソウルでたくさんみました︒二百数十種あるということ
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者をだすことに反対している理由が判らない︒彼らの本心を叩いて
みますと︑北の方は人口一千二百万しかいない︒南には二千八百万
を越える人口がある︒人口に比例して代表者をだしたら︑南の方が
圧倒的に多数を占めることは判り切ったことでありますから︑それ

第三には︑韓国であれほど反対しているのに⁝⁝というのも根拠

るＣ

のいかに薄弱であるかはさきに挙げた事実によってお判りでござい

かしいじゃないかという議論でございますが︑急にど一﹂ろか十四年

もう一つ︑最近になって急にやるのはけしからんじゃないか︒お

●ましよ︾つＯ

ているのは北朝鮮である︒それを日本の左翼の人為は︑あたかも南

で反対をするのであります︒そういうわけで︑むしろ統一に反対し

間話を続けて来たのであります︒それが熟して︑こんど正式調印を

が激化したときにぶつかったたまでのことであります︒それと︑す

の方が反対しているかの如くいっていることも大きな間違いであり

ぐ結びつけるということも︑牽強附会のそしりを免れないかと思い

する運びになったのでございまして︑それがたまたまベトナム戦争

第二番目に彼らがいいますのは︑日韓国交が正常化した後には︑

殊更に事実を歪めているのであります︒

北東アジア防衛機構︵ＮＥＡＴＯ︶といったものを用意されている︒

っている︒いわざるを得ないなんらかの腐れ縁があるんじゃないか

ります︒判ってくれたと思っているとあとでまた前と同じことをい

従って︑これはアジアの緊張を宵らすものであると主張しているの
は事実です︒これに︑この間なくなった李承晩大統領が応じたのも

ことだと思います︒私はある社会党の幹部二人と話合ったことがあ

事実でございますが︑日本は憲法第九条の建て前から反対したので

と思う︒一つの証拠だけは歴然としております︒三年前に社会党の

ます︒いづれにしても︑このようなことは左翼の人々も判っている

ありますが︑トルコのメンデレスは死刑に処せられてこの世のもの

鈴木茂三郎氏が北京に参りまして︑北京の張美若外交学会会長と共

でございます︒実はこれをトルコのメンデレス首相が主張したこと

ではないし︑李承晩大統領もとっくに政治的影響力を失っていて最

その共同声明の第一は︑米帝国主義は日中共同の敵であるという

同声明を出しております︒

今日︑日本で北東アジア防衛機構などを設けようというようなこ

近なくなっている状況でございます︒

とは誰一人として主張をする者がないのである︒

す︒ちゃんと中共からお墨付きをもらっている︒まして日本におい

第二には日韓会談粉砕運動を中共が支持するというのでございま

浅沼発言を再確認するということでございます︒

カ︑日本とアメリカ︑フィリピンとアメリカ︑台湾とアメリカそれ

て北朝鮮系の者が背後に控えている︒もう︑彼らとしては退くに退

軍事専門家に伺ってみますと︑﹁その必要はない︒韓国とアメリ
ぞれ相互援助条約を結び︑すっかり防衛体制ができている︒横にも

かれず︑判っておってもやらざるを得ないというところに来ている

私は新聞人出身の一人として︑できるだけ物事を客観的に申し上

のではないかとさえ考えられるのでございます︒

う一ぺんたがをはめる必要はない︒﹂という一﹂とてあります︒
甲

提唱する者もなく︑その必要はないのである︒それなのにいまに
もやるかの如く言って︑国民を惑わすのは甚だけしからんことであ
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グ ゴ

それは︑国営事業の赤字を一掃してしまったことであります︒官

椎のやったことは大体三つあげることができると思います︒

の通り中を保っていることで︑今日申し上げましたことは事実を事

多かった︒それを全部一掃いたしました︒

吏の事業はなかなか能率が上らない︒従って事業をやっても赤字が

げているつもりであります︒どの政党にも属しておりません︒名前

伝の氾濫するに委せておりましたが︑どうか一つ影響力の大きい皆

が︑南北二つに分れて以来南は動力の不足に悩み一時は夜の電灯に

北で鴨緑江や赴戦江の水を利用して水力発電をやっておったんです

の一番の欠点は動力の不足でございました︒これは日本の統治時代

第二にあげることは︑電力事情を非常によくいたしました︒韓国

した︒

下して製造に際して規律正しくやったらしい︒二三年で赤字を一掃

国営会社の社長さんはほとんど全部軍人でした︒軍隊式に命令を

実としてお訴えしたつもりでございます︒今日まで徒らに左翼系宣
さま方によって︑この蒙を啓いて頂ければ有難いと思います︒
私自身も及ばずながら・ヘンをひっさげて︑あくまで闘うつもりで

ございます︒私如きは微力でございまして︑皆様の足許には及びま
せん︒どうか何分お願いしたいと思います︒暑い折に長い間ご静聴
いただきましてありがとうございました︒

六韓国の現状

を占める農村の復興に非常に努力いたしました︒この点は純理に走

の生活の安全を図ることだと考えまして︑まず韓国民の六○％以上

産主義勢力を防衛する最も基礎的な方法は︑経済を確立して︑国民

多くは日本から行っております︒山の奥地の発電所を訪ねて︑そこ

いくつもいくつも作るという努力をしておりました︒その発寵機の

全体としての水力発電量をふやす︒同時に無煙炭による火力発電を

くさん川がございますのでいくつもいくつも利用することによって

困ったということもご・ざいました︒しかし︑南にも小さいながらた

り過ぎてやや失敗に終ったようですが︑一例をあげますと︑農民が

す︒

に日本の↓︑−クのついているものがあるのをみる気持はまた格別で

なお一言つけ加えさせていただきますが︑朴正照政権は韓国が共

とで︑高利を背負っている者は政府に申告しろということをいいま

は年々輸入超過でその結果外貨は非常に不足している︒その結果︑

第三にあげなければならんことは輸出の増大でございます︒韓国

カ年計画に必要な電力もできたということでございます︒

ともあれ︑電力はもはや自給自足できるばかりでなく︑第一一次五

高利で非常に悩んでいる︒それを政府で肩代りしてやろうというこ
した︒私は︑このような改革はいかなる政治家も容易にできないこ
とだと賞賛したんですが︑実際にやってみると︑農村の人たちの金
府の安い利息に肩代りさせると次に借りることができない︒時に村

必要な原料も外国から買えないという始末でございましたが︑それ

を借りた先は村のボスか友人か親戚ということでこれを申告して政
八分されるということで申告者が非常に少なかったという例もござ

日本とよく似ておりますのは原料を外国から輸入し︑これに加工

を徐々によくして参りました︒

迂余曲折はございますが︑そういうことの困難の中から朴正解政

います︒

イ上

ＦＤ

︑︒ノ

／︲︑

ル︑ここに三四年のうちには三億ドル程度の輸出をしようというと

ございます︒輸出が三四千万ドルの程度であったものを朴正照政権

います︒しかし︑今年上半期も六千万ドルほどの輸入超過だそうで

して輸出するということによって径済を建てなおすという点でござ

るのにも限度がある︒魚も大量に入るということになると︑日本の

海苔や魚でございますが︑海苔も日本としては相当豊作で買い入れ

が︑借むらくば韓国から買う品物が非常に少ないのです︒せいぜい

も向うから物を買って上げるというふうな努力をしなくちゃならん

示しておったようなわけです︒それを極力是正して︑なるべく日本

の努力に侯つ他はないのですが︑と庭かくこの面でも努力しており

漁業関係者の問に問題もある︒その間をいか廷調整するかは政治家

は八千万ドルにし︑今年は一億三千万ドル︑来年度は一億八千万ド
ころまでこぎつけて参りました︒三億ドルの輸出でも︑尚かつ輸入

このことをさきに申し上げるのを怠っておりましたのでつけ加えさ

の面の注意とともに韓国の経済建設に大いに役立つと信じますが︑

いよいよ国交が正常化して日本の経済協力が具体化すればこれら

ます︒

超過ですが︑しかし輸出を増大させたことは大いに見るべき点だと
思います︒

議員の履歴をざっと調べてみましても︑四十人以上の日本の学校出

せていただきました︒︵八月九日日本国民会議に於ける講演要旨︶

彼らの多くは日本の前例を大い廷学んでおりまして︑いまの国会
身者がおる︒いまの朴正照大統領も満州軍官学校で優秀な成績をあ
享根氏も陸軍大将ですが︑彼も日本の陸軍士官学校を出た︒丁一権

明大法科卒︑海南新聞主筆︑毎日新聞外国通信部員︑京城日報副

八筆者紹介Ｖ
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げて︑日本の陸軍士官学校に学んだのです︒英国大使をしている李

ビキビしていてしかも弾力性をもつ政治家でございます︒

国務総理も日本の陸軍士官学校出身者でございます︒彼らは実にキ

社長兼主筆︑終戦後朝鮮問題研究会理事長︒

×

その他の閣僚の中にも日本を十分理解し︑日本を大いに学んでい

×

るものがいるのですが︑どうも国会では日本の国会の悪いところば
今後どうするかはこれからの問題ですが︑朴正照大統領はこの間

×

かりをまねているといって歎いていることもございました︒

×

アメリカに参り︑一億五千万ドルの借款を得ることに成功して参り
ました︒同時にまたアメリカをして︑アメリカの韓国に対する援助

×

を減さないよう涯する工作も進めております︒それから日本との貿
易をできるだけ盛んにする︒日本も多いときは一億二三千万ドルも

以上も多く韓国に売っているような非常な貿易上のアンバランスを

韓国へ輸出して︑韓国から二三千万ドルしか買ってない︒一億ドル

×

ー 盲

日本のこ︸
ろ

日︑外廓五十間に二十間の煉瓦塀を築き︑鉄柵を設けて威

は大理石に花闇岩︑高さ四十尺︑明治三十九年の三月に竣

厳をそへ︑小なりとはいへロシア風の礼拝堂を建てた︒石

工しているのであるから︑戦い了ってすぐ着手されたとい

うことを知るのである︒云いかえるならば日本人のすなお

な自発的意志だったということになる︒正面にロシア文字

で﹁旅順防禦戦の露国殉難の烈士の遺骸弦に安眠す︒一九

○七年日本政府此の碑を建つ﹂と刻し︑背面には時の関東
た︒

都督大島義昌大将の次の追悼文が漢文で彫りこまれてい

諭無ク︑略砦ヲ掩埋スルハ︑忠義ヲ励マシ︑而シテ仁

鳴呼︑不幸ニシテ命ヲ戦場二損スモノハ︑仇敵タルニ

日露の戦争で最も悲惨を極めた戦場はといえば︑それは

ヲ査索シ︑礼ヲ以テ案山子山麓ノ旧露国軍民ノ墓地二

愛ノ道ヲ弘ムル所以ナリ︒況ャ昨ハ仇讐タルモ︑今︿

改葬シ︑価テ碑ヲ樹テ之ヲ表ハシ︑以テ英霊ヲ百世二

旅順である︒戦い終ってこの激戦場︑旅順の白王山に日本

が撤退するや︑この表忠碑も破段されたということを耳に

弔上︑義烈ヲ千載二掲グルガ為メ︑妓二此ノ碑ヲ建ッ︒

将兵表忠碑が建てられ︑玉と砕けた英霊をわれわれはいつ

して︑日本人の誰しもが胸を痛め︑心をくらくしたことで

この除幕式には勅命を以て乃木将軍を参列せしめ︑ロシア

令官二令ヲ下シ︑露国殉難将卒ノ各所二仮座スルモノ

八日がその除幕式であったが︑ところがこの日本将兵の英

であった︒

からも侍従武官長以下参列し︑日本政府の好意を謝したの

順の戦蹟を訪れたことがある︒一行は案内者に導かれこの

この数年後︑戦後の北満視察のロシア要人が南下し︑旅

人はロシア将兵のための忠魂碑を建て︑敵軍将兵の忠魂を
このロシア将兵の忠魂碑の除幕式は明治四十年の六月十

永く伝えようとしていたのであった︒

魂を刻みつけた表忠碑ができるよりも前に︑われわれ日本

あった︒この表忠碑の建設は明治四十二年で︑十一月二十

友邦タルモノヲャ︒大日本帝国政府︿向二旅順要塞司
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はこの高野山に大塔を建て︑平氏の一切亡魂の供養を営ま

れなのである︒源平壇ノ浦の合戦の翌年には︑後白河上皇

れたことや︑さらには逆賊平将門討滅の後︑その七回忌を

ロシア将兵の英霊碑の下に立った︒漢文を読めぬまま碑下
を逐一ロシア語に訳して伝えると︑涙のおのづとその頬に

いる︒時の願文は﹃日本紀略﹄に次のように見えている︒

朱雀上皇は叡山で千僧供養を営まれたことを吾人は知って

に仔立していた彼等であるが︑通訳がこの大島大将の撰文
つたわるを見たのである︒そして﹁以テ英霊ヲ百世二弔上

へ︵誰力王民ニァラザル︑云を

官軍ニ在リト雛モ︑逆党二在リト錐モ︑既二率土卜云

義烈ヲ千載二掲グルガ為メ︑妓二此ノ碑ヲ建シ﹂の条に至
の日の大島大将招待の午餐会でロシアの主賓は立って︑英

るや︑感極まった彼等は声を放って泣いたのであった︒こ

なのである︒大東亜戦争で各地に散ったわが同朋に対し︑

も︑死後はその供養を忘れない︑これが日本人の本来の心

敵方でどれだけの手篤い供養があったのだろうか︒宗教の

自ら〃新皇〃と僧称した許す可からざるこの逆賊に対して

こと︑世界にもその例を見ないと挨拶を述べたのであった︒

霊碑の前の感激を述べて声涙ともにくだり︑敵のための弔

以上は云わば官の手による美しい談だとケナス人もある

に対し︑同朋の精霊を弔ってほしいと要求するわけでは決

違いだと云ってしまえばそれまでである︒われわれは敵方

魂碑を建て︑その義烈を永く史上に伝えようとするような

かもしれない︒然しながらこの日本並にロシア将兵のため

はなし

の忠魂碑は官民ともに大切にし︑春の招魂祭には両方の忠

にここに西欧人と日本人との心の差違ということを︑つく

してない︒われわれ自らが責任であり使命であるが︑同時
︑︑

魂碑に詣でる日本人の姿は絶えることはなくして︑終戦の

ざるを得ないのである︒祭神はいづれも﹁靖国神社で会は

は︑日本の心にそぐはない︑何としても不可思議だと思わ

靖国神社に国の手が何らさし伸くられていない今日の状勢

づくと思わしめられるのである︒このように見てくると︑

日にまで至ったのであった︒ここに日本人の美しい心ねを
思わずにはいられないのである︒

高野山に詣でた人も多いことであろう︒この高野山奥の

う﹂と云って散って行ったのではなかったか︒

院に近い足切地蔵の脇に︑高さ七尺余︑幅三尺に近い巨大
な供養碑に気づいたに違いない︒豊太閤の征韓の役に従っ

等の雄藩の専制を憤った東北諸藩が︑連合して新政府に抵

明治維新のとき︑徳川氏に対する処分を不当とし︑薩長

一一

た島津義弘は朝鮮の南原と酒川で大きな会戦をいたし︑明
は内地に帰還するや︑この高野山の聖地に敵味方供養碑を

兵八万余を討ちとり味方に三千余の戦死者を出した︒義弘
建て︑不幸命をおとした敵味方の精霊を慰めたその碑がこ

（18）

＝

って︑奥羽の地方は西軍に抗するものは全くなくなったの

九月廿二日には会津藩が︑そして翌廿三日には庄内藩が降

とともにまづ長岡藩が降り︑ついで米沢・仙台の藩が服し︑

抗したことは人のよく知るところ︑明治元年も秋風の訪れ

いやりで終始したので︑時の人はどちらが勝者でどちらが

ある︒勝って箸らず︑敗れたものをはづかしめず︑温い思

駄というイデタチ︑武器弾薬を収めしめるにとどめたので

下に入れしめず︑城の受けとりも西軍をして無武装に高足

のであるが︑この城を退去するの日︑西軍をして一歩も城

軍に降ればいかなる処置をうけるであろうかと︑一藩を挙

うのだから︑このとき僅に十六歳︑この稚い少年藩主は西

郷に就き学び︑西郷が征韓論で敗れ下野した後も︑薩摩に

主忠篤は明治三年冬︑藩士七十余名と鹿児島に留学して西

は皆泣いた︒西郷に対するこの感動は敬慕へとすす象︑藩

この丁重な︑誠一つを以て貫いた西郷の温情に庄内の人

敗者であるかわからぬ︑と云ったものである︒

げて憂えぬ者はなかった︒というのはこの方面に向える西

遊学する庄内の子弟は後を絶たなかった︒西南の役が起る

この庄内藩であるが︑藩主酒井忠篤は嘉永六年生れとい

ただすみ

である︒

軍は薩摩藩が主力であり︑この八カ月ばかり前に江戸で庄

御維新で徳川氏は八百万石の直轄領を悉く喪い︑静岡に

内藩は︑幕命をうけて三田なる薩摩屋敷を襲い︑抵抗する

七十万石の一大名に蹴おとされてしまった︒時に江戸は東

た︒西郷に呼応して立つのではないかと怖れたのであるＯ

時に西軍の陣営に在ったは西郷隆盛︑彼は庄内藩の申し

や︑政府の最も警戒したのは庄内地方有志の動きであっ

出を受けるや心よくこれを承諾した︒そして藩主忠篤には

った︒ところが駿河地方はなにぶんにも旧幕臣が多い︒天

京と改められ︑天皇は京都から江戸に渡御されることとな

与えていたからである︒

西軍の陣営にまで出頭を命じたのであるが︑なにぶんにも

者は斬り抵抗せざるものは逮捕し︑薩摩側に手痛い打撃を

稚い藩主のことであるから︑足が痛めば乗馬でもよい︑駕

朝廷では議論がつきないのもまた当然であった︒﹁昨日の

皇は陸路によるべきか海路の安全をとるべきかというので

敵を信ぜずしてこれから何ができるか﹂という声があって

篭がよければ駕篭でもよい︒藩主としての体面もあろうか
わったのである︒そして王師に反抗したのだから︑どんな

つか旧幕臣の間に聞こえてくると︑誰から命ぜられたので

予定通り東海道筋の行幸となったのであるが︑この話がい

ら︑従兵は何人でも連れて来てよい︑といってこれをいた

ては︑すべて自宅謹慎を命じただけで何のお答めもないと

もないのに行幸を迎えて︑旧幕臣は道路を清掃し︑道筋の

重い処罰でもと半ば覚悟し半ば怖れていた藩士一同に対し
いう寛大さ︑藩主は城下の禅竜寺に引き移り謹慎せしめた
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つまでもわれわれの心から消え去ることはない︒反対に四

る︒このところをわれわれは凝視しなければいけない︒大

段ぬき五段ぬきで大きく報道されたショッキングな悪事で

新聞の片すみに小さく報道される善事でも︑その美謹はい

このように見てくると︑皇居の真前に星条旗をひるがえ

ないという︑一つの例になる話である︒

し︑日本を占領して専制政治を施いたアメリカ占領軍の態

も︑いつしかわれわれの記憶から薄れ︑そんなこともあっ

整理と警護にあたったのである︒心の誠に動かされぬ者は

度は︑庄内に対した西郷の心といかに距っていたことか︒

の真実に触れ誠の上に立つときは︑いつまでも温い思い出

たツケというようになるというのは︑つまりその行為が人

を忌み嫌うという︑正を愛してやまぬ日本人の心ねをここ

として世の人に偲ばれ︑虚偽と不正の上に立つ行為はこれ

アメリカの軍人と西郷とでは︑人間の大きさが違うと云っ

ことは︑この占領軍の前に卑屈に追従し︑人をおとしいれ

てしまえばそれまでであるが︑当時私どもの不可解とした
ても自分の利益を得るに汲灸としていた︑こういうたぐい

然らばそれが真実か偽りかを決めるものは︑一体何であ

に見るのである︒

った星条旗を屈辱としなかった人の多いということであ

いる︒われわれの祖先が足跡たるの歴史に照らして︑祖先

ろうか︒日本人の心ねの真実︑それは歴史にあらわされて

の日本人が余りにも多かったことである︒また皇居前に蔀
る︒そしてこの風潮は今日に及び︑占領時代よりは一段と

︑︑

高まっているかに思えるのである︒首陽山の蕨の味を日本

のよしとしたものはどこまでも真実であり︑その忌み嫌っ

長者の万燈は消え去ったが︑貧者の一燈は暁まで輝いて

先立って営んだ日本の心︑こういう事例から汲みとること

する心︑旅順の敵将兵の忠魂碑を日本将兵のため表忠碑に

たものはこれを偽りとせねばならない︒庄内の西郷を賞讃

いたという︒現代の知識ではまことに不合理な話だが︑そ

のできる精神こそ︑日本の永遠の誠なのである︒これを大

一一一

人はすべて忘れ去ったのであろうか︒

して今日人々の求めるものは貧者の一燈よりもやはり長者

切に伝えるところに︑日本の道義は立つといわねばならぬ︒

文献解題を編さん︑雑誌神道学歴史教育を編集されている︒

庁出雲大社国学館講師︑文博︒本会特別会員︒本年日本思想史

司書︑大倉精神文化研究所員︑神社本庁調査部及教学委員︑同

八筆者紹介ｖ東京文理大国史学科卒︑国立国会図書館主事︑

の万燈ではあろうが︑然しながらこの貧者の一燈の話をぱ
なおあり得ることとして︑これを承認したく思う気持から
真実なるものは決して亡びはてることはないのだという︑

離れられないのもまた事実であろう︒この気もちの裏には
期待と信頼を吾人はなおも喪っていないことを知るのであ
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二
一

子どもと環境

孟母はえらいか
私は先日︑山陰地方を旅行しましたが︑

樫葉勇

たので︑昔から賢母のかがみとたたえられ

しかし私は︑孟母をそれほど尊敬するに

ています︒

孟母は︑自分の子どもの教育のために︑環

当らないと考えます︒なぜなら︑なるほど

境の重要性を考えていますが︑他の子ども

のことをちっとも念頭においていません︒

多分墓地近くにも町の中にも︑孟子以外の

はその子どもたちのことを︑ちっとも考え

子どもが多く住んでいたでしょうが︑孟母

うのです︒

てやらないで︑自分の子さえよければとい

うてしよう︒生息に都合が悪いと思ったら
できます︒

自分の力で︑よい環境を求めて移ることが

ます︒多分︑何年か何十年か前︑松の種子

ねった松の木が︑しっかりしがみついてい

た︒その岩にたった一本︑いじけて曲りく

の岩が︑いつくと立っているのが見えまし

近くに住んでおりましたので︑近所の子ど

っているでしょう︒・孟子ははじめ︑墓地の

﹁孟母三遷﹂ということばは︑だれでも知

ことのできるのはいうまでもありません︒

人間は動物以上ですから︑他に移動する

変のものではなく︑ひとりでに変化するこ

きます︒環境というものは︑決して一定不

なく︑自らの力で︑環境をかえることがで

ら︑自由に移動することができるばかりで

人間は動物よりもすぐれているのですか

海岸を走る列車の窓から︑海中に大きな裸

が夙に運ばれて来て︑この岩の上におちた

もたちと︑葬式のまねなんかして︑ちっと

みんなで守る

のでしょう︒もし松の種子に心があるとす

るのです︒

殺風景な部屋があるとします︒この部屋

ともあるし︑人間の力でかえることもでき

で強勉する子どもの心も︑自然に荒れてき

へ引越しました︒すると孟子は︑買物ごっ

こなんかして︑やはり勉強しないので︑三

も勉強しない︒そこで孟子の毎は︑町の中

度目に︑学校のそばへ引き移りました︒そ

れば︑ここは成長するのによくない環境で
思ったかも知れませんが︑自分の力でどう

しの花をかざったとしたら︑ただそれだけ

ます︒ところがこの部屋の一隅に︑一輪ざ

あるから︑どこかよいところへ移りたいと
することもできない︒悪条件に甘んじて︑

って︑後にえらい人になった︒孟子の母は

したら孟子は︑だんだん勉強するようにな

でも︑環境がよくなったのです︒

です︒これが植物の運命です︒

我が子のために︑よい環境を求めて三遷し

おちたところに根をおろす外はなかったの
ところがもし猿のような動物だったらど
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ることも可能となります︒東京・千駄ヶ谷

の協力があったら︑大きく環境を変化させ

もし一人だけの力ではなく︑多くの人々

てる︒いくらいっても効き目がないから︑

せという声をきくことがあります︒大人は

今の大人はだめだから︑子どもからやり直

で模倣するところに危険があります︒よく

えることができなくなりました︒

ビの影響力を無視して︑子どもの教育を考

映画︑ラジオ︑テレビなどです︒特Ｅテレ

口にマス・コミと呼ばれている新聞︑雑誌︑

ものがあります︒それはなんであるか︒一

もちろんテレビには︑子どものために好

道路や駆のホームなどに︑平気で紙屑をす
小さい子どもから裟けよといいます︒しか

ましいものが少くありませんが︑一方その

駅附近には︑たくさんの旅館がある︒旅館
ない空気を作っています︒この近くの小学

し︑咲けるのは大人で︑子どもは大人のま

の趣旨そのものは教育的であっても︑子ど

弊も等閑視することはできません︒テレビ

といっても所謂アベック旅館で︑好ましく
校のおかあさんたちは︑児童に与える影響

しようとしても無意義で︑やはり大人がよ

もはその真意をつかむことができないで︑

ねをするのですから︑いくら口先きで教育
いお手本を示す︒子どもがまねをしてもよ

表面的な部面だけを模倣するため︑思わざ

の大きいことをおそれて︑力を合わせて︑

は行きませんが︑ある程度環境の浄化をな

いような環境を作ってやることが望ましい

る結果を招くことがあります︒

当局その他に強力に働きかけ︑完全とまで
しとげました︒孟母が悪い環境からのがれ

のです︒

さて︑環境の子どもに及ぼす影響が非常

ありません︒

故も誘拐事件も︑ずっと少くなるにちがい

みんなで守ると考えたら︑子どもの交通事

う面からばかりでなく︑承んなの子どもを

と尊敬するに値したと思います︒教育とい

もたちを守るようにつとめていたら︑もっ

ところが近年︑ときにはおかあさんに味

大きな責任を負わされることになります︒

かあさんは子どもの咲けの上で︑いよいよ

います︒そうなると︑家庭の中心となるお

環境の中で育っている多くの実例が示して

かは︑犯罪者の殆どが︑好ましくない家庭

家庭環境です︒その影響力のいかに大きい

が︑その一番小さな︑一番身近かなものは

このような環境を︑人的環境といいます

︵東京都会員・樫の実幼稚園長︶

子どものために費してほしいと思います︒

活改善によって生翠だした時間の一部を︑

ることが望ましいのです︒電化その他の生

とで感想を語り合ったり︑考えさせたりす

おかあさんも子どもの仲間入りをして︑あ

レビの如きも︑逃避するよりも︑積極的に

す︒マス・コミは文明の恩恵ですから︑テ

あり︑かえって子どもの好奇心をそそりま

いが︑実際に於て︑そんなことは不可能で

よう︑禁止すればよいと考えるかも知れな

そんならテレビを一切子どもに見せない

て︑あちこち引き移る前に︑附近のおかあ

に大きいということは︑子どもが模倣性に

方しますが︑ときにはおかあさんの教育の

マス・コミの力

富んでいるからです︒子どもは大人のまね

した︒その子どもへの影響力はおそるべき

仕事をじゃまする大きな力が現われて来ま

さんたちと語り合って︑悪い環境から子ど

をして成長する︑模倣は成長のために必要

子どもの模倣性

なことですが︑善悪の差別をわきまえない
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ー

割れ卵の急場を救った女子高校生

です︒その大切な生卵がほとんど全部われ

てしまったらしいのです︒どんなにか悲し

くつらかったことでしょう︒いまにも泣き

出さんばかりの有様でした︒私も本当にか

わいそうに思いました︒私の母も近くの人

達も心からの同情の眼差しで︑その姿を見

そのときです︒三人のセーラー服を着た

ていました︒

ッとした娘さんは︑床においカゴにかぶさ

電車が発車してしまったのです︒ヨロョロ

て︑こっちをむかれました︒二人の方は前

か渡しておられましたが︑すぐに立ち上っ

林覚雅
これはある中学校の弁論大会で語られた

るようにして一緒に倒れてしまいました︒

とりかこむようにして︑しやが象ながら何

高校生らしいお姉さん方が︑その娘さんを

た︒聴衆と共にわたしもまた泣きました︒

話で︑語った方は︑中学三年の女生徒でし

山の駅から南海電車に母と共に乗車しまし

と前日遊びに行った祖母の家を出て︑九度

ある十月末の肌寒い早朝でした︒私は母

みの表情が象なぎりました︒その場にヒザ

瞬間︑娘さんの顔になんともいえない悲し

引き起こして︑その中に手を入れました︒

ン・へについた汚れもはらわず︑カゴをすぐ

ですが︑その方は急いで起き上がると︑モ

私もそのときハツとして娘さんを見たの

のです︒お願いです︒いくらでも結構で

られます︒今日一日の商いが駄目になった

さをこらえながら大きい声で叫ばれました

して一人のお姉さんは顔を真赤にして恥し

掛にのせた割れた生卵を持っています︒そ

×××

た︒私の服のポケットには︑祖母から頂い

ました︒電車が次の学文路︵カムロ︶の駅

などと考えながら︑吊り皮につかまってい

た︒それは新聞紙に一個ずつ包んだ生卵だ

ゴの中の物を一つずつ取り出しはじめまし

をついた娘さんは︑前掛けを床に拡げ︑カ

先きにそのお姉さん達のところに走りより

ならない声のような空気がどよめき︑われ

したが︑その一瞬︑車内の人達の間に声に

か︒お願いします﹂最後のほうは泣き声で

す︒この割れた卵を︑買って下さいません

﹁皆さん︑この方が卵をわって困ってお

た三百円のこずかいがあり︑何を買おうか

についたとき︑他の二︑三の乗客とともに

ったのです︒険しい山峡の農家が多いこの

つかれたように︑一番大切な品物を買いそ

その卵を買い始められました︒私も何かに

地方の方々は︑このように卵とかワラビと
へ売りにでかけ︑生活の糧とされているの

かをカゴにいれて︑長野の朝市か橋本の町

ついで乗ってこられました︒やれやれとい
った表情でカゴを電車の床におろし︑吊り

十八︑九の一人の娘さんが背負いカゴをか

皮に手をかけようとしたとき︑運悪く急に
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一

づけました︒

になりたいと思います︒

うに真実の愛を実行する勇気をもった女性

︵福岡県・南蔵院住職︶︵向上より︶

感動をのせた電車は︑大阪へ向って走りつ
皆さん︑真実の愛とは︑このような愛を

こなっては大変だ︑といった気持ちで人垣

いうのでしょう︒私もこのお姉さん達のよ

をおしのけるようにして︑百円で二つの割
して卵を買っている母の眼には︑涙が一杯

れ卵を買いました︒私をはねのけるように
たまっていました︒いいえ︑母だけではあ
りません︒何の役にもたたない買い物をし
ていながら︑その人達のすべてが︑あるい
は美しい涙を浮かべ︑あるいはさも満足し
たような微笑みを浮かべていました︒私も
種畠貝い物をしたことがありますが︑こん
ふと気がつくと︑その娘さんは顔に両手
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なに嬉しい買い物をしたのは初てでした︒

を当ててオエッしています︒お姉さん達の
顔からも宝石のように美しい涙がこぼれ落
ちていました︒程なく橋本の駅へ着いた電
まりの嬉しさに声も出ないのでしょう︒何

車からおりた娘さんは︑ホームにたってあ
度も何度も電車の方へむかって頭を下げて
いられます︒顔は涙でグシャグシャになっ
ていました︒ドアのガラスごしに︑お姉さ
で︑その娘さんに﹁サョウナラ︑サョウナ

ん達は何事もなかったように明かるい笑顔
ヲ﹂と手を振りながら別かれて行かれまし
の見送りを︑いつまでも受けながら︑愛の

た︒心の底から感謝をあらわす娘さんの涙
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