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救う会大阪 ＮＯ！民主桜組
米国に原爆投下謝罪を求める会
大阪の公教育を考える会
スパイ防止法の制定を求める会
外国人参政権に反対する会・関西
日教組の違法行為を追及する市民の会
竹島を奪還する会・関西
靖国神社に眠る御霊に感謝する会

三島由紀夫氏を「過激」
「狂気」と片づけることは簡単だ。
実際、そう片づけた政治家もいた。しかし、彼の「純粋さ」
を考えたことがあるだろうか。彼を超えて考えた者は誰もい
ない。
三島由紀夫氏は、戦後体制に対する、痛烈な批判の死だっ
た。それと「動かない」大衆にたいする、批判の死でもあっ
た。それを忘れてはいけない。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（前略）
治安出動はいらなくなったんだ。治安出動がいらなくなった
ので、すでに憲法改正が不可能になったのだ。
分るかぁ、この理屈が。
・・・・・

んだぞ。
（中略）
それでだ、俺は 4
年待ったんだ。自衛隊
が立ち上がる日を。
・・・ 年待ったんだ。
4
最後の 30
分間だ。最後の 30
分間に・・
諸君は武士だろう。武士ならば自分を否
定する憲法をどうして守るんだ。
（中略）
これがある限り、諸君というものは、永
久に救われんのだぞ。
諸君は永久にだね。今の憲法は政治的謀
略で、諸君が合憲のごとく装っているが

諸君は、昨年の 10
・ 21
から後、諸君は、昨年の 10
・ 21 自衛隊は違憲なんだ。
から後だ。もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだ。
（中略）
自衛隊が 20
年間、血と涙で待った憲法改正というものが、 どうして、そこのと
機会がないんだよ。
ころに気がつなかい
（土屋議員、興奮のあまり相当五時があります！）
のだ。俺は諸君が完
もう、それは政治的プログラムからはずされたんだ。ついに、 全に断つ日を待ちに
はずされたんだ。どうしてそれに気が付いてくれなかったん 待っていたんだ。
だ。
（中略）
去年の 10
・ 21
から一年間。俺は自衛隊が怒るのを待っ よし、武といういう
ていた。もう、これで憲法改正のチャンスはない。自衛隊が ものはだ、刀という
国軍になる日はない。健軍の本義はない。それを私は最もな ものはなんだ。
げいている。
（中略）
自衛隊にとって健軍の本義とは、なんだ。日本を守ること。 それでも武士かぁ。
日本を守ることとはなんだ。日本を守ることとは、天皇を中 まだ、諸君は憲法改
心とする歴史と文化の伝統を守ることだ。
正のために立ち上が
（中略）
らないことに、みき
諸君は永久にだね、ただ、アメリカの軍隊になってしまう わめがついた。

これで、俺は自衛隊に対する夢はな
くなったんだ。
それではここで、俺は、天皇陛下万
歳を叫ぶ・・・
天皇陛下万歳・・・・・・・・
辞 世
益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに
幾とせ耐への今日の初霜
散るをいとふ世にも人にもさきがけ
て
散るこそ花と吹く小夜嵐
～～～～～～～～～～～～～～～～
三島氏の死は、特攻隊の死と連続
する。
「後に続くあるを信ずる」と国
体を護持するために、英霊は散華し
た。
三島由紀夫氏の壮烈な死は、それ
に続く死だった。
「後に続くあるを信ずる」この言葉
を、私たちは重く受け止めなければ
ならない。
これは、暴力肯定でも、否定でもな
い。そんな低俗な次元の話ではない。

「M 情報活動報告」編集指針；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった人達に、日常語で楽しく政治を届ける

国の基である、国体を護持するか否かの は、その小説の結構と同様、手が込んで
問題だ。
いた。彼は細心の注意を払って、身辺を
現実政治では、民主革命政権のもと、 きれいに整理した。十一月に先立つ半年
国軍は「土木作業員」と化し、ますます、 の 間に、彼は順を追って執筆その他の約
意識内軍、つまりは、
「暴力装置」として 束を果たした。
「豊饒の海」第四部である
存在するようになった。仙石のことばは、 「天人五衰」の最終稿を、彼は期日どお
自衛隊の今を的確にあらわしている。
りに出版社に渡せるように完成した。三
無 能 総 理 ひ と り を辞 め さ せる こ とも 出 島 が 締 め 切 り を 守 ら な い こ と は な か っ
来ない。保守の概念なき政治家が一方で た。
いる。
彼はまた、彼の私兵である「楯の会」
これで、昭和 20
年 8
月 15
日の国体 会員から、計画に参加する数名を慎重に
護持の「約束」は守られているといえる 選んで準備した。この特別班は、 滞りな
か。いえはしまい。保守の間にも、戦後 く 事 が 運 ぶ よ う に リ ハ ー サ ル さ え 行 っ
のヤルタポツダム保守、システム保守が た。そして、二十四日の夜、三島は最終
ある。情けない話ではないか。
的な手配に取りかかった。友人のジャー
ナリスト二人に連絡し、米国人の翻 訳者
【檄文】直言掲載 是非、声を出してお 二人に宛てた最後の所感と指示や、後に
読みください。
残る楯の会会員宛ての手紙を含めて、幾
東京都議会議員 土屋敬之
通もの別れの手紙を書いた。
翌朝、彼は軍刀と、二振りの短刀を収
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
めたアタッシュ・ケースなど、必要な品々
を揃えた。長篇の結びを書き終え、出版
三 島 由 紀 夫 割 腹 余 話
社宛ての封筒に入れて、自宅の広間に置
http://www.geocities.jp/kyoketu/6105.html
より
いた。二人のジャーナリストに再び電話
昭和四十五年（一九七〇）十一月二十 をかけて或る会館の名を挙げ、そこのロ
五日、作 家・三島由紀夫（四五）が東京 ビーで待っていてほしいと頼ん だ。そし
都新宿区市ケ谷本村町の陸上自衛隊東部 て、楯の会の会員四人とともに自宅を出
方面総監部の総監室において割腹自刃し た。
た。その際、三島と行動をともにした楯
楯の会の制服を揃って着込んだ三島と
の会会員 四人のうち、森田必勝（二五） 若い部下たちは、車で市ヶ谷の陸上自衛
も、最後には古賀浩靖の手を借りたとは 隊東部方面総監部に向った。三島 は東部
いえ、三島を介錯したのち割腹し、その 方面総監益田兼利陸将に午前十一時に面
森田の首をさらに古賀が刎ねた。いわゆ 会を申し込んでいたので、一行は到着す
る《三島 事件》である。当時のある新聞 ると直ちに総監室に通された。二、三分
が、三島の首と胴体が転がっている生々 雑談したあと、前もって打合わせ ておい
して非難を受けたことを記憶している。 た合図に従って、
三島の若い部下たちは、
なんの疑念も持っていなかった益田総監
に飛び掛って縛りあげ、机や椅子などで
部屋の入口を塞いだ。そして、外で唖然
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【事件のあらまし】
死についての三島の計画の立てかた

平成 2３年１1 月１5 日（1２4-2）

としている幕僚らに対して、四つの要求
を書いた紙を、ドアの隙間から滑り出さ
せた。三島 は、これらの要求が入れられ
なければ総監を殺し、自分も切腹すると
脅迫していた。混乱した幕僚たちは武器
も持たずに二回、室内の様子を見に押し
入ろうとし たが、三島はまず彼らを威し
つけ、刀を振り回して数人に怪我を負わ
せて、追い出した。暴漢となった作家の
一 行 が 本 気で あ る こと を 知 った 責 任者
は、捕われた 総監の生命を気遣って、要
求を受け入れた。彼は三島の演説を聞く
ために市ヶ谷駐屯地の全隊員を正午前に
集合させること、午後一時十分までは何
が 起こっ ても 妨害し ないこ とに合 意し
た。
正午直前に、三島は総監室の外のバル
コニーに姿を現わした。彼は定刻になる
のを待って歩き回り、一方、森田 は要求
を書いた垂れ幕を広げた。十二時きっか
りに、三島は足下に集まった隊員たちと、
ふ く れ 上 がっ て き た報 道 陣 に顔 を 向け
た。隊員たちに向ってマイク無しの肉声
で、興奮した身ぶりをまじえつつ、真の
「国軍」として目覚め、われわれの決起
に参加せよ、と訴えた。
しかし演説の大半は、頭上を旋回する
警察のヘリコプターの音にかき消されて
しまい、ようやく聞きとれた言葉 に対し
ては、隊員たちは野次をとばして反発し、
からかった。戦力放棄を謳った憲法を否
定し、自衛隊に対して「共に起ち、義の
ために死のう」と呼びかけた「檄」がバ
ルコニーから撒かれたが、隊員の誰一人
として、三島のもとに駆け寄ろうとはし
なかった【檄文】
。彼らは、作家の熱烈な
訴えに嘲笑で応えただけだった。三十分
間予定されていた演説は、七分間の茶番
劇で終わった。三島と森田は、型通りに

「天皇陛下万歳」を三唱し、総監室に姿
を消した。
三島は長靴を脱いで上着のボタンを外
し、ズボンを押し下げて、床に坐った。
鋭い短刀を腹に刺し込み、右へ向 けて横
一文字に引いた。名誉ある介錯人に選ば
れた森田は、主人の背後に立ち、刀を振
り上げて、三島の首を打ち落とす瞬間を
待った。内臓が床の上に溢れ出、 三島の
体は前方か後方のどちらかに傾いた。森
田 は 二 太 刀打 ち 下 ろし た が うま く 切れ
ず、目的は果たせなかった。彼より大柄
な隊員の一人が軍刀をもぎ取り、力 をこ
めて正確に振り下ろした。三太刀目かに
首は離れた。あるいは「押し斬り」にし
たのかも知れない。
ついで森田は、血まみれの三島の胴体
の脇にひざまずき、三島が使った短刀を
取って自分の腹を刺したが、切り 口は浅
く、筋肉と脂肪の層を切り裂くまでには
至らなかった。これも切腹の一つの儀式
であった。手練の一太刀で、彼の首も落
ちた。後に残った三人の会員は、 このと
き涙を流していたが、総監の縄を解き、
胴体と首をきちんと並べて深々と頭を垂
れたのち、警官や警務隊におとなしく取
り押えられた。血生臭い事件は終わった。
十一月二十六日付「朝日新聞」の報道
によると、牛込署捜査本部は二十五日同
夜二人の遺体を同署で検視し、結果を次
のように発表した。
三島の短刀による傷はへソの下四㌢ぐ
らいで、左から右へ十三㌢も真一文字に
切っていた。深さは約五㌢。腸が傷口か
ら外へ飛び出していた。日本刀での介錯
による傷は、首のあたりに三か所、右肩
に一か所あった。
森田は腹に十㌢の浅い傷があったが、
出血はほとんどなかった。首は一刀のも
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とに切られていた。三島と森田は「楯の
会」の制服の下には下着をつけず、二人
ともさらしの新しい〝六尺″ふんどしを
つけていた。
検視に立会った東京大学医学部講師・
内藤道興氏は、
「三島氏の切腹の傷は深く
文字通り真一文字、という状態で、森田
の傷がかすり傷程度だったのに比べると
その意気込みのすさまじさがにじみでて
いる」と話した。
もう一つ、十二月十三日付「毎日新聞」
掲載の「解剖所見」を引用すると、
（三島
由紀夫・十一月二十六日午前十一時二十
分から午後一時二十五分、慶応大学病院
法医学解剖室・斎藤教授の執刀）
。死因は
頚部割創による離断。左右の頚動脈、静
脈がきれいに切れており、切断の凶器は
鋭利な刃器による、死後二十四時間。 頚
部は三回は切りかけており、七㌢、六㌢、
四㌢、三㌢の切り口がある。右肩に、刀
がはずれたと見られる十一・五㌢の切創、
左アゴ下に小さな刃こぼれ。腹部 はへソ
を中心に右へ五・五㌢、左へ八・五㌢の
切創、深さ四㌢、左は小腸に達し、左か
ら右へ真一文字。身長百六十三㌢、四十
五歳だが三十歳代の発達した若々しい筋
肉。森田必勝（船生助教授執刀）につい
ては、死因は頚部割創による切断離断、
第三頚椎と第四頚椎の中間を一刀のもと
に切り落としている。腹部のキズは左か
ら右に 水平、ヘソの左七㌢に深さ四㌢の
キズ、そこから右へ五・四㌢の浅い切創、
ヘソの右五㌢に切創。右肩に〇・五㌢の
小さなキズ。身長百六十七㌢。若いきれ
いな 体をしていた。
三島の切腹で一つだけ＜奇異な感じを
抱かせられたのは、あの腹の切り方は一
人で死ぬ場合の切り方であったというこ
とである。三島が作品「憂国」や「奔馬」
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で描き、映画「人斬り」で自ら田中新兵
衛に扮してみせた切り方であって、介錯
を予定した切り方ではない。
しかし三島はこの挙に出る前に、森田あ
るいは古賀が介錯することを打合せてい
るのである。そうとすれば、他人による
介錯、すなわち＜斬首＞ということを予
定した腹の切り方をすべきではなかった
か。
三島のように、あれほどの深さで真一
文字に切った場合（これは常人のなしえ
ざるところである）、肉体はどういう反応
を示すのであろうか。刀を腹へ突き立て
たとき二つの倒れ方が想定される。
それは切腹の際の身体の角度による。
瞬時に襲ってくる全身の痙攣と硬直によ
り、膝の関節で折れ曲っていた両脚がぐ
っと一直線に伸びるためか、角度が深い
ときはガバとのめるように前へ倒れ、角
度の浅いときは後へのけぞるのである。
これは切腹なしの斬首のばあいも同様
で、押え役がいるときは前へ倒れるよう
に押えているからよいが、支えがない場
合 の多く は後へ 立ち上 るよう にして 倒
れ、そのために首打役もその介添人も血
をあびることがある。
（斬首のさい 首<の
皮一 枚を残して斬 る と> よくいわれる の
は、押え役のいない場 合、そうすること
で前にぶら下った首が錘となって身体を
前へ倒れさせるからで、これは幕末の吟
味方与力・佐久間長敬が『江戸町奉行事
蹟問答』のなかではっ きりと述べてい
る。
）
三島の場合、どちらの倒れ方をしたか
わからないが、いずれにしても腹から刀
（この場合は鎧通し）を抜く暇もなく失
神状態に陥り、首は堅く肩にめりこみ、
ひょっとしたら両眼はカッと見開かれ、
歯は舌を堅く噛み、腹部の圧力で腸も一

部はみ出すといった凄惨な場面が展開され
たかもしれない。それはとても正規の 介錯
のできる状態ではなかったと思われるので
ある。
介錯人としての森田の立たされた悲劇的
立場が思いやられる。なぜなら、介錯人と
いうものは 一<刀のもとに 首>を刎ねるのが
義務であり名誉であって、もしそれに失敗
したとなれば、かつては 末<代までの恥 と>
考えるくらい不名誉とされたからである。
昔の首打役の不文律として、斬り損った
場合、三太刀以上はくださないとされ、し
たがって二太刀まで失敗したときには、死
罪人を俯伏せに倒して「押し斬 り」にする
ことさえあった。死罪場においてちゃんと
死罪人を押えて首をのばさせ、斬首のプロ
が斬るときでさえ失敗することがあるので
ある。
まして三島のよ うな身体的反応が起
った場合には、一太刀で介錯することは不
可能といってよかったのではあるまいか。
昭 和四十六年四月十九日および六月二
十日の第二回と第六回の公判 記録による
と、右肩の傷は初太刀の失敗であった。お
そらく最初三島は後へのけぞったものと思
われる。森田は三島が前へ倒れるものとば
かり思って打ち下ろしたとき、意外にも逆
に頚部が眼の前に上がってきたため手許が
狂い、
右肩を叩きつける恰好に なったので
あろう。 そのため前へ俯伏せに倒れた三
島が額を床につけて前屈みに悶え動くので
首の位置が定まらず、森田はそのまま三島
の首に斬りつけたか、それとも三島の身体
を抱き起して急いで斬らねばならなかった
かはわからないが、いずれにしても介錯人
には最悪の状態でさらに二太刀（斎藤教授
の「解剖所見」によると三太刀か？）斬り
つけ、結局は森田に代った古賀がもう一太
刀ふるわねばならなかったのは、致し方な
かったと思われる。

最後はあるいは「押し斬り」に斬った
かもしれない。現場写真で三島の倒れて
いた部分の血溜りが、ほぼ九十度のひら
きで二方向に見えているのはその結果で
はあるまいか。森田は自分の敬慕してや
まない先生を一太刀で介錯できなかった
ことを恥じ、「先生、申し訳ありません」
と泣く思いで刀を振るったであろう。
しかしここで愕くべきは森田の精神力
である。普通の介錯人は初太刀に斬り損
じた場合、それだけで気が転倒し、二の
太刀はさらに無様になるか、別な人間に
代っ てもらうものである。そのために介
添人がいるのである。それほど斬首とい
うことは極度の精神的緊張とエネルギー
の消耗をともなう。
それなのに三太刀（ないし四太刀）も
斬りつけ、しかも介錯を完了しえなかっ
た人間が、三島の握っている鎧通しを取
っ て 続 い て自 分 の 腹を 切 る とい う こと
は、これまた常人の到底なしえないこと
なのである。しかも腹の皮を薄く切って、
一太刀で自分の首を刎ねさせている。腹
の傷が浅いということでこれを「ためら
い傷があった」と報じた新聞もあるが、
それはあたらない。人間の腹はなかなか
刃物の通りにくいもので、むしろはじき
返すようにできている。さらしでもきっ
ちり巻いているなら別だが、直接皮膚に
刃物を突き立てたのでは、相当の圧力が
なければはじき返されるものであ る。
森田の場合は初めから薄く切って介錯
を見事にしてもらおうという考えであっ
たと思われる。切腹する人間は首を斬ら
れて死ぬのではなく、介錯人に首をうま
く斬らせるのである。それが昔の武士た
ちが実際の経験の積み重ねから作り上げ
た一番＜見苦しくない切腹の美学であっ
た。
《次頁４段へ→》

六ヶ所村には我が国の主権
放射能被害に沈黙する
が存在しない。フランス領六ヶ所
薬害エイズの櫻井よしこ女史 村と言ってもいい。
常日頃、愛国を語る保守陣営の「国家
９ 月 ２ １日 の朝 日 新聞 を はじ め とし た 基本問題研究所」の方々は、名を連ねて
主要五紙に「意見広告」が掲載された。 意見広告を出した以上、
「保守派」の矜持
広告主は「国家基本問題研究所」（理事長 を 持 っ て こ れ ら の 疑 念 に 答 え て 頂 き た
櫻井よしこ 副理事長 田久保忠衛）
い。ましてや、櫻井よしこ女史におかれ
意見広告の趣旨は「選ぶべき道は脱原発 ては薬害エイズ問題で政府の無策・無責
の道ではありません」とある。なぜ明確に 任を厳しく追及して、国民の健康を守る
推進を主張しないか定かでないが、福島第 ために尽力された華々しい実績がある。
一事故は「人災」であり、「日本の原発技
レ ベ ル７ の放 射性 物資 がま き散 らさ
術は優秀だった」と強調している。事故原 れ、成長期の課程にある福島の子供たち
因は、人災を引き起こした「管理」にあり、 が健康を脅かされている。原発維持を訴
運用する技術は「優秀」だとし、原発の維 えるより、この健康問題こそ、薬害エイ
持（推進）を訴えている。
ズで活躍された櫻井よしこ女史が取り組
「技術」と「管理（運用）
」は一体であり、 むべき問題ではないのか。
不可分の関係である。この二つは分離して ～～～～～～～～～～～～～～～～～
発想するものではない。副島第一事故を例
この度の福島第一事故による惨劇は、
にとれば、原発の管理をまともに「運用」 原発を基軸に推進しようとしたエネルギ
できずに、どうしてその「技術が素晴らし ー政策の欠陥をさらけ出した。原発推進
い」などと言えようか。しかも、「原発の の背景には電源三法に基づく巨大な利権
安全性は飛躍的に高まっています」と。そ が存在する。再処理技術が未完のまま蓄
れ な らば 、そ の具 体例 を示 して もら い た 積される核廃棄物とその対策処理費用、
い。意見広告の「国家基本問題研究所」に 事故に伴う処理費用、これらがコスト参
尋ねたいが、再処理施設のある六ヶ所村の 入される原発はどれだけ高価な電力料金
現 状 を真 面目 に考 えた こと があ るの だ ろ か、これらを負担してきたのは他でもな
うか。あそこに、櫻井よしこ女史が自慢す い我々日本国民である。原発が、
「自然に
る自前の「優秀」な技術があるなら教えて クリーン」又は「安価な電力料金」など
欲しい。
の幻想は木っ端みじんに砕け散った。
全 てを フラ ンス のア レバ 社に 丸投 げ し
原発の安全を監督する立場の経産省は
て い るの では ない のか 。何 らか のト ラ ブ 電力各社と癒着し、その建設推進にお墨
ル、事故が起きたとしても、日本は強制的 付きを与えて来ていた。そして地元を支
な立ち入り検査さえ出来ない。これを一つ えるのが電源三法に基づく交付金、この
とっても、「原発の安全性は飛躍的に高ま 利権に群がる政治家・官僚・経済界・御
っています」など言えないはずである。 用学者とマスコミ・地元自治体などなど。
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彼 ら が一 体と な って 原発 を推 進 して きた
のだ。
美しい日本の山河を、これ以上、核廃棄
物に汚させてはならない。今現在を、電気
の恩恵に与るだけ与り、「後は野となれ山
となれ」でいいのか。原発の”利便”につ
かりながら、後世にとてつもない猛毒を残
していく無責任が許されていいだろうか。
原 発 をめ ぐる 立 場の 相違 を越 え た深 刻な
問題であり、誰もが避けて通ってはならな
い。
先人が残してきた日本列島は、原発の”
利便”につかる我々だけのものではない。
この美しい山河を、後の世代にしっかりと
残していく義務を自覚すべきである。これ
こ そ 主義 主張 を 超え た国 を思 う 真の 愛国
ではないのか。
我 々は 今般 の 原発 事故 とい う 大惨 事に
至 る まで 、無 関 心と いう 名の 無 知に よっ
て、この癒着にまみれた利権の構造を一顧
だにしてこなかった。反省しなければなら
ない。
「 反 原発 を叫 ぶ のは 国策 に従 わ ない 反日
サヨク」、
「サヨクが原発に反対するから、
保守は断じて原発推進」などなど・・・、
こんな幼稚で不毛な議論は止めにしよう。
原発とは＝『発電用の巨大な原子炉』であ
る。脱原発とは、それに依存するエネルギ
ー政策からの脱却を意味する。周辺諸国に
対する安全保障の観点から、原発と異にす
る『実験用の小型原子炉』を維持し、原子
力技術の研究・開発を続けていく必要は不
可欠であることを強調する。
電源三法と原発利権の廃止を！
脱 原 発！ 国家 の 総力 を挙 げて 代 替エ ネル
ギーの開発を！！
平成２３年１０月２２日
脱原発！愛国デモ行進実行委員会
デモ参加者一同
代表 西村修平

《→前頁末尾より》
そういう意味では森田のほうが昔の切腹
の美学にかなっていたといえよう。さす
がに三島が最も信頼した人物にふさわし
い腹の切り方であったように思われる。
三島は生前、映画「憂国」
【小説・憂国
（抄）
】を製作したさい、二・二六事件で
決起に遅れて自宅で割腹自殺をとげた青
島中尉（
「憂国」のモデルといわれる）の
割腹現場に駈けつけた軍医から、そのと
きの実見談を聴取していたといわれる。
そして青島中尉が割腹後五、六時間た
ってもなお死にきれず、腹から腸を飛び
出させたまま意識を失い、のたうちまわ
っていた有様をよく知っていた。した が
って介錯がなければ切腹が見苦しい死に
ざまを曝すおそれのあることを十分に認
識しており、そのために介錯を予定した
ことは正しい計算であった。 それなの
に敢えてあのような深い腹の切り方をし
たのは、なぜなのであろうか。三島ほど
の綿密な計算をする人にも、切腹後の肉
体的変化までは計算しえなかった千慮の
一失なのであろうか。＜奇異な感じを抱
かせられた＞と述べたのはそのためであ
る。これはなにも三島の切腹を貶しめよ
うとするものではない。三島はその文学
においても、必ず自己を主張しなければ
やまぬ人間であった。そのエゴの強さ、
抜きがたい自己顕示性からあの赫奕たる
文学が生れたのである。そして切腹の場
に至るまでそのエゴを押し通したのだ。
三島と親交のあったドナルド・キーン
（コロンビア大学教授）宛に投函された
最後の手紙は以下のようだったという。
「君なら僕がやろうとしていることを十
分理解してくれると思う。だから何も言
わない。僕はずっと前から文人としてで
なく武人として死にたいと思っていた」

脱・原発愛国デモ
槇 泰智

月
10

日
22

より
HP

午後１２時３０分、渋谷・神宮通り公園
に て 集会 が開 催さ れ主 催者 挨拶 連帯 声 明
文、そして決議文朗読に続き、宣伝カーと
日の丸先頭にして１時より、４０分をかけ
て渋谷駅周辺をデモ行進した。
沿 道の 通行 人が 声援 や拍 手を 送る な ど
反応は良く、途中からの参加もあり４０名
程のデモ行進となった。
福島第一原発の放射能漏れに対し、収束
の目途も立たぬ状態で、未だ国民の危機感
は高い中での脱原発デモ。
日 本の 現況 から すれ ばも っと 多く の 国
民が参加してしかるべきところだろう。
参加者が少なかった原因としては、目的
と訴えが明確であったことで、「原発反対
ならなんでも良い」
、と言 ったオマ ツリ 気
分の烏合の衆が参加しなかった結果で
もあろう。それはそれで良い事だ。鐘や
太鼓を乱打して「原発いらない」を合唱
す る だけ のバ カ騒 ぎに 付き 合う つも り は
ない。我々のデモ行進は感情的なストレス
発散の場ではない。国家の改革を目指し、
新たな日本の建設。それに伴う明確明瞭な
るエネルギー政策を提示した集会・デモ行
進である。ミーハーなオマツリ人間では敷
居が高かったであろう。しかし、じっくり
と 地 に足 を付 けた 運動 とは そう いっ た も
の。
脱原発と言う街頭運動は今回が初めて。
まずは意識を持った、持つことができる核
となるべき少数から声を上げていく。そこ
か ら 理論 的位 置づ けを 明確 にし て底 辺 の
拡大を計るのである。
現段階で以下の如き、国家的位置づけを
理 解 でき る国 民が 少数 なの は仕 方が な い
ことだ。
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私にも原発問題で一言言わせ もはっきり言えません。多分このくらい
集会における私の挨拶
で・・このように・・。学者によりまち
増木重夫 まちです。２０年後、３０年後に思って
原発を抱える自治体では電源三法の補 てください
助金によって、健康・福祉施設や体育施
私は「脱・原発 」です。言葉遊びをし いる以上に重大な健康被害が出るのかも
設、娯楽場など立派な公共施設が建設さ ても仕方ありませんが、「反・原発」では しれないし、心配しすぎなのかもしれな
れ住民はこれらの恩恵を得て、優雅な暮 ありません。
い。感情論になりますが、要はわけがわ
らしを享受できている。先般テレビを観 「 美 しい 日本 の 山河 を後 世に 代替 エネ からない。各々の学者は自分なりに被害
ていたら、原発を抱える北陸地方の住民 ルギーの開発に国家の総力を」なによりも と数値の関係をつかんでいるのでしょう
は「こんな危険なものを受け入れている 大事なことだと思います。もちろん現時点 が、私を納得させる『被害の定説』はあ
んだから、この位してもらって当たり前 においては原発をドンドン回せ。 休んで りません。悪い目ばかり考えてもしょう
だよな」、と平然とインタビューに答えて いる原発は今すぐ回せ。産業にエサ（電気） がありませんが、副作用のリスクがある
いる。これは今般、避難の対象となった を与え、どんどん元気にさせよ。 日本元 ものはできればそばに置いておきたくな
福島県の住人にとっても同じであっただ 気が最優先です。
いのが人情だと思います。
ろう。
戦後、原発が開発され、５０年ほどの
今夏、節電のお触れが出たときも真っ先
イスラム教の教えでは「目には目を」 に関電に電話をし、「節電には一切協力で 年月が経過しようとしています。Ｓ社の
「歯に歯を」、という言葉がある。これは きない。する気もない。日本の原発は世界 利権の絡んだ胡散臭いソーラーパネルの
一見、残酷な教えのように見えるが、実 一だ。日本だからこそあの程度で済んだ。 話や子供だましの風力発電ではなく、
「美
はリーズナブル（理にかなった）な教え 直接には死人０。チェリノブイリではどれ しい日本の山河を後世に」残せる、かつ
である。
「目を潰されたら、相手の目を潰 だけ人が死んだか。暑い、寒いならまだ我 日本の産業をさらに発展させることがで
せ」
、と言うものであり、逆に言うならば 慢もできる。しかし産業への節電要請は絶 きる、安価でチョー安全な次世代の熱源
「目は潰しても命までは取らないぞ」、と 対やったらいけない。それでなくとも経済 を研究する時期が来ているのではないで
言うことだ。
が落ち込みかけそうなのに。日本を三流国 しょうか。完成に５０年はかかる。ボチ
そういった点で、裁判にもかけないで 家にするつもりか。バカモノ！」と怒鳴り ボチ始めないと。
リンチによってカダフィー大佐を殺害し ました。
～
～
～
～～～～～～～～～～～～～～～
た、リビアの兵士達はイスラムの教えに
担当者はたいへん喜んで、「みなさんそ
おしどり夫婦
反していると言える。
う仰っていただけるとうれしいんです
昨日淡路島へ戦没学徒の慰霊祭に行っ
福島の住民達は今般の原発事故によっ が。
」と言っていました。経済が落ちたら、 た。詳細は別頁で報告するが、同行した
て、今まで受けていた福祉施設利用等に 代替エネルギーの研究もできない。本末転 テル爺から「鴛（おしどり）夫婦」と言
おける恩恵を受けられなくなるのは仕方 倒です。
われた。
ないというか、当然の帰結である。
今回のデモは、「原発を止めろ！」では
私は前夜ほとんど寝てなかったので、
しかしながら、今まで築いてきた生活 なく、
「原発以上のエネルギー源を開発せ 運転が怖く、予備の運転手に直さん（嫁）
の全てが破壊され、故郷を追い出される よ。
」という観点で賛同しました。現段階
を
連れていったのだ。
ほどのダメージを受入なければならない に お いて はい ろ いろ な面 で原 発 は最 高の
さて、鴛（おしどり）夫婦。私が最も
言われはない。正に「目には命を」的な エネルギーだと思います。しかし、未知の
夢
に
描く希望の夫婦の形だ。一日でも早
扱いを受けたと言えよう。
部分が多い。例えば、青酸カリなら何グラ く、
「鴛（おしどり）夫婦」になりたいと
原発を推進してきた時の権力者が意図 ム以上で死ぬ。と致死量がはっきり分かっ
思
っている。
しないところで、このような未曾有の災 ています。ところが放射線は「何シーベル
鴛夫婦が仲のいいのはその年だけで、
厄を引き起こした原発がこのまま推進さ ト」と毎日新聞を賑わしていますが、それ
次
年
は
嫁
が
違
う
。
鴛
は
毎
年
嫁を変えるの
れて良いわけはないのである。（槇 泰智） じゃ何シーベルト浴びたらどうなる。だれ だ！！
知ってた？
マスキ
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今年も、淡路島南端、南あわじ市阿万
開式の辞の後神事。「修祓の儀」より
大見山、若人の広場において、１０月２ 始まり、今年も喇叭隊の演奏、神楽奉奏
１日午前１１時より、第１７回全国戦没 等が行われました。
学徒追悼祭が行なわれました。快晴の中、 特に印象に残ったのは、神道青年全国
参加者約 150
名。
上；慰霊祭全景 遠くに鳴門大橋（左上）を望む
左；我々を代表し玉串奉納
（手前より）和田有一朗、森脇保仁両兵庫県議

協議会会長、帯広神社の宮司 大野聖徳
氏の、
「戦没者を慰霊するのは二番で、先
ずは顕彰しなければいけない。顕彰が一
番大事だ。彼らを『国の犠牲になられた
方々』というが、犠牲ではない。そんな
言い方は失礼だ。彼らは国家のため自分
の意思で出征された」というお言葉でし
た。
先の大戦で我が国の敗色が次第に色濃
くなった昭和１８年１０月２１日、神宮
外苑競技場で学徒出陣壮行会が行われま
した。
（このとき最前列で見送ったのが若
かりし頃の伊藤玲子元鎌倉市議）当時、
全国で約 400
万人の学生、生徒が 戦場
や軍需工場あるいは農村に動員され２０
万人余の若く尊い命が亡くなりました。
勉強したかったでしょう。卒業したかっ
たでしょう。無念だったと思います。今
日の平和な日本、そして繁栄。それは彼
らの尊い命との引き換えであること忘れ
てはなりません。
今日１０月２１日。私たちは森脇保仁、
和田有一朗両兵庫県議を先頭に、長谷川
潤氏、岡山からテル爺こと西川晃男氏も
駆けつけ総勢９名で参加、感謝のまこと
をささげました。
記念塔があるのは、淡路島の南端福良
の町（高速西淡三原 ）
ICから南へ１５分
くらいの瀬戸内海が一望できる高台。私
達は３年前、第１４回にも参加しました。
遠くに鳴門大橋を望む若人の広場は何も
変わっていませんでした。
この記念塔の横に資料館があります。
阪神淡路大地震で崩壊し、その後紆余曲
折があり今は朽ち果てていますが、昨年
５ 月 に 南 あわ じ 市 が土 地 建 物を 買 い取
り、 前記県議らの尽力で保存に県の予算
が付きました。時間はかかると思います
が、復興への第１歩を踏み出しました。

国士舘で学祭中止に 欠けた日の
丸のポスターとシンポジウムへの批
判受け
2011.10.30サンケイ

国士舘大学（東京都）の２１世紀アジ
ア学部が企画した学部祭「Ａｓｉａ２１」
の告知ポスターとチラシに、国旗の一部
が欠けた図柄が使われていたことが学内
で問題となり、２９日に予定していた学
部祭が取りやめになったことが分かっ
た。
問題の図柄は、大学の発注で外部のデ
ザイナーが制作。日中韓の各国旗を使い
３カ国の関係をジグソーパズルで表現し
ているが、日章旗の一部のピースが外れ
て飛び出し「日の丸」が欠けていた。
学部祭は「東アジアの連携を求めて」
をテーマに、同学部の教員らが企画。ポ
スターとチラシは計約２千枚が印刷さ
れ、１０月上旬から学内や小田急線の電
車内、沿線の駅などに張り出された。
学内でチラシを見た同大学の男子学生
（２０）が「国旗の冒涜に当たるのでは
ないか」と、質問状を提出した。学生は、
学部祭のメーンイベントであるシンポジ
ウムが、中韓の有識者のみを招いた対談
となっており、日本人有識者の出席予定
がないことも指摘。「日本の立場を説明
できる識者が登壇しないのでは議論にバ
ランスが取れないのではないか」と訴え
た。
大学によると、他にも複数の意見が寄
せられたという。開催を主張する意見も
あったが、２０日になって、茶道などシ
ンポジウム以外のイベントも含めて学部
祭の中止を決めた。
学部祭実行委員長の原田信男教授は
「さまざまな意見が寄せられており、混
乱を避けたいという 《次頁４段へ→》

平成 23
年 10
月 16
日
国士舘大学 様
国士舘大学政経学部政治学科
二年 松田 晃平
質 問 書
平成 23
年 10
月 29
日に開催される予
定の 21
世紀アジア学部の学部祭「Ａｓｉ
ａ２１」について下記質問致します。
一．学部祭の案内チラシに描かれている
日章旗がパズルになっておりその日章旗
のパズルの一部分が欠けております。これ
は意図的に行われていると解釈も出来ま
すが一体何故なのでしょうか。
二．東アジアの講演・シンポジウムに関し
て、当日登壇する予定の朱建栄という人物
は「尖閣問題は日本が悪い」「中国の食品
は安全」「南京大虐殺はあった」と主張し
ている人物であります。このような、反日
本的な人物を呼ぶメリットは何でしょう
か。また、東アジア共同体という政治的に
賛成・反対が分かれている問題なのに何故
当日、日本人が一人も登壇しないのでしょ
うか。
三．国士舘大学の創設者、柴田徳次郎先生
は昭和四十年代、日比谷野外音楽堂におい
て天長節の集会を開き「共産党撲滅」「打
倒朝日新聞」というスローガンを掲げ、集
会を行いました。しかし、二．にも書いた
朱建栄は中国共産党の代弁者といっても
過言ではない人物、もう一人の李鍾元は朝
日新聞アジアネットワークの客員研究所
員であります。こうした国士舘大学の理念
に適わない人物を何故呼ぶのでしょうか。
四．「協力」に韓国文化院が入っています
が、韓国文化院とは韓国の一政府機関で
す。韓国といえば、日本固有の領土竹島を

実行支配している国。
こうした、韓国の一政府機関である
韓国文化院を「協力」にいれた意図は何
でしょうか。
留学生を多く受け入れ、そういった人
達のための講演・シンポジウムを開くの
には反対しません。しかし、今回の件は
チラシの日章旗冒涜といい、登壇する人
物が問題だと感じました。これは 留学
生の受け入れに際して配慮する点と国
旗を冒涜、反日的な人物を登壇させる
とでは決して＝ではないと考えており
ます。また、私が今回このようなメール
を送った最大の理由はこれを見た他の
国士舘生や他大学生、国士舘大学 OB
、
一般の方等も同じような意見を述べて
おり、国士舘大学としての見解を知りた
かったからであります。お忙しいとは存
じますが宜しくお願いします。 以上
～～～～～～～～～～～～～～～～～
私たちの仲間、国士舘大学の松田晃平
君に座布団３枚！！
事の詳細は前頁４段～の産経新聞の
記事を読んでください。私はそもそもこ
の問題の起因は何かを考えてみました。
大学内での中国人（学生、教授等）と
のトラブルは今から
年前に麗澤大学
10
でも起きています。弊紙 M
情報 122
号
（ P8
～ P11
）で詳細を書かせていただ
きましたが、麗澤大学の講師、藤井厳喜
先生が「シナ」の呼称で授業を行なった。
それを中国人学生が抗議。藤井先生の解
雇に発展した事件です。温度差、多少の
時間差はあれ、麗澤大学も国士舘大学も
真因は基本的に同じだと考えます。
国士舘は一応抑えたものの、中国人への

過度の配慮です。
《→前頁末尾より》
各大学はバブルを背景に奇妙な名称の
判断から、残念だが中止を決めた。国旗
学部を増やしたり定員を増やしドンドン
を侮辱する意図はなく、あと１ピース頑
発展した（『内容』ではなく、『規模』が）。 張れば３国が連携できるという意味だっ
当然学舎も増設。ところが急激な少子化で た。シンポジウムの前には、日本人研究
生徒が激減。大学全入と言われても生徒が 者の講演も予定していた」と説明してい
いない。エライコッチャ！ 補助金の減
る。
額！ 規模を大きくしてしまった学校は
中止の決定に、問題を指摘した学生は
倒産への道しかない。そこで、学生の定員 「チラシの撤去は当然だと思う」とした
確保に禁じ手、中国人を入れてしまった。 うえで、「シンポジウムで、問題点を議
それでも追いつかず倒産した学校もあり
論する方法もあった。全ての催しをやめ
またが。
る必要があったのか」とも話している。
中国人を受け入れた以上はそれなりの
同学部は平成１４年に設置され、中韓
配慮もしないといけない。経営者の立場で 両国を中心にした留学生４００人を含め
ものを考えると当然のことだと思います。 た約２０００人が在籍している。
要は、少子化に進むのに、無計画に学校を
日本では、外国国旗への侮辱を罰する
大きくしたことではないでしょうか。
「外国国章損壊罪」（２年以下の懲役か、
大学とて例外ではなく、バブルで浮かれ ２０万円以下の罰金）があるが、自国国
たわけです。そのツケが回ってきたのだと 旗への侮辱を取り締まる法律がない。
思います。
増木
日本大の百地章教授（憲法学）は「国
民の国旗に対する意識の表れが法制度に
も出ている。今回は国旗そのものを傷つ
けたわけではないが、自国、他国を問わ
ず尊重するのが国際常識で、不適切に扱
う風潮を防ぐため、国旗損壊に対する刑
法を整えるべきだ」と指摘している。

下；九段下で演説する松田君

上；問題のポスター

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
11 月 15 日（124-7）
平成 2３年

朝鮮学校無償化、民主議員ら「考え 請願も含め、１９道県にのぼる。菅直人
月 26
日 水( )
る会」
前首相が辞任間際に審査再開を指示した
JNN 10
朝鮮学校の高校無償化が早ければ、今 ことに反発し意見書可決をした。地方が
月末にも実施の可能性があるとして、中 国に「ノー」を突き付けた形だが、場当
野前拉致問題相ら民主党の議員が「朝鮮 たり的な再開には批判が強く、反対の動
学校授業料無償化を考える会」を設立し、 きはさらに加速しそうだ。
「納得できる審査結果でなければ支給す
「朝鮮総連（在日本朝鮮人総連合会）
べきでない」と述べました。
が教育内容、財政、人事に強い影響を与
「彼らの政治姿勢の中で、
『日本からい えている朝鮮学校の無償化審査再開はと
かにカネを引き出すか』
、彼らの主目的の ても国民の理解を得られない。暴挙だ」
一 番 大 き な と こ ろで あ り ま す 」（中 野 寛
宮城県議会が１８日に可決した意見書
成・前拉致問題相）
は、審査再開をこう批判。野田佳彦首相
「世界中に日本人学校がありますが、 らに審査の即時撤回を求めた。同県は昨
どこの日本人学校もその国の政府からお 年１１月の北朝鮮による韓国への砲撃事
金をもらっているわけではありません。 件を受け、朝鮮学校への補助金を今年度
中でどんな教育をされようと、僕は、勝 から停止している。
手やと思っています。一切、日本の税金
昨年１２月に朝鮮学校無償化に反対す
と関係なしにやってくれと。優遇措置も る意見書を可決した鹿児島県議会も今月
やめてくれと」
（中井洽・元拉致問題相） ７日、
「拉致問題の解決に対し誤ったメッ
「朝鮮学校授業料無償化を考える会」 セージになる」と、異例の２度目となる
は、拉致問題担当大臣経験者ら民主党議 反対意見書を可決した。
員５０人で設立されました。
両議会ともに強い懸念を示すのが、菅
総会では「拉致問題に関する歴史教科 前首相が砲撃で停止していた審査を再開
書の記述など審査状況をチェックし、国 した理由を「事態が以前の状態に戻った」
民が納得できる内容に改善されなければ としたことだ。鹿児島県議会は意見書で
無償化を実施しないこと」などを求める 「北朝鮮は謝罪もしていない。なぜ『戻
野田総理大臣と、中川文科相宛ての決議 った』と判断したか明確な説明は一切な
文が採択されました。
い」と批判した。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
意見書は地方自治法に基づき、地方議
朝鮮 学校無償化 １９道県 が反対 会の意思を国に示すために出す文書で、
首相や衆参両院議長らに提出される。
１ ９ 道 県 北 海 道 青 森 宮城 新潟
栃 木 千 葉 山 梨 滋 賀 富山 石川
福 井 岡 山 広 島 山 口 香川 長崎
大分 熊本 鹿児島

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
月 24
日
「暴挙だ」 産:経新聞
10
朝鮮学校への無償化適用に反対の意思
を示す動きは、全国の地方議会に広がっ
ている。適用に反対したり、慎重な審査
を求める意見書可決は産経新聞の調べで

11 月１５日（124-8）
平成 2３年

朝鮮学校 補助金１億５千万円減 進む
支給見直し、生徒離れ 産経
10/24
朝鮮学校に対し全国２７都道府県が平
成２２年度に支出した補助金総額は約４
億円で前年度に比べ約１億５千万円減っ
たことが２３日、文部科学省の内部資料
や産経新聞の調査で分かった。無償化問
題で在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）
と直結した反日・思想教育や経営実態が
明らかになり、補助金を見直す動きが相
次いだ上、生徒離れが起きているためだ。
一方で学校の実態把握もせずに依然、支
給し続けている自治体も多い。
補助金を大きく減額したのは大阪、東
京、埼玉、福岡の４都府県。無償化問題
をきっかけに大阪府は、朝鮮総連の影響
を排除し、教室から金正日総書記らの肖
像画を外すといった支給条件を提示。肖
像画さえ外さなかった朝鮮高級学校（高
校）分の支給を見送った。
東京都も「議会の議論を踏まえ、判断
する」として対象から朝鮮学校を除いた。
埼玉県は、朝鮮総連系の朝銀信用組合の
破綻で朝鮮学校施設が整理回収機構（Ｒ
ＣＣ）に仮差し押さえされていることか
ら「経営の健全性が確認できない」とし
て支給を凍結した。
減額は計１７都道府県にのぼるが、多
くの自治体が生徒数などに応じて支給額
を算出しており、生徒の減少が主な要因
の一つ。学校関係者や元生徒によると、
反日教育や金総書記らを礼賛する思想教
育が原因で別の学校に移る生徒も少なく
なく、補助金の減額からも生徒離れが裏
付けられた。
今年度に入って千葉県も埼玉県同様の
理由から支給を保留。三重県でも支給を
止めており、今年度の補助金総額はさら
に減る見通しだ。

朝鮮学校、教科書２種類使い分け

産経新聞
か
10/03
朝鮮学校側が拉致問題に関する記述を
訂正したとしていた教科書が多くの学校
で使われていなかった問題で、神奈川県
は２日、訂正を前提に補助金支出を決め
た神奈川朝鮮中高級学校（横浜）の教科
書使用実態を調査する方針を決めた。黒
岩祐治知事が産経新聞の取材に再調査を
指示したことを明らかにした。
同校では補助金や無償化の審査のため
だけに、改訂版の実物を準備していた可
能性があることも判明。一方で関係者に
よると、西日本など多くの学校は訂正の
事実も知らされておらず、従来の教科書
を使っていた。朝鮮学校側が、従来の教
科書と、公開用の改訂版の２種類を使い
分けている疑いが強い。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

朝鮮学校に職員室の肖像画撤去も

月 17
日
要請へ 橋下知事 産経 10
朝鮮学校への補助金支給に対し、金正
日総書記らの肖像画を教室から撤去する
など独自の要件を設定している大阪府の
橋下徹知事は１７日、初級学校の職員室
に肖像画が掲示されている問題について
「掲示は控えるべきだ」として、職員室
の肖像画も撤去するよう学校に求める考
えを示した。ただ、
「要件の見直しや（補
助金を）出すかは議会で判断してほしい」
と述べ、９月議会に提案した朝鮮学校へ
の補助金を含む補正予算案を自ら修正は
しないとした。
「大阪維新の会」府議団は、
「団としての
意見で、撤去が確認できるまで補助金を
支給すべきでない」と述べ、２１日に予
定されている議案採決では、補正予算案
から朝鮮学校への補助金を分離した修正
案を議決する考えを示した。

私は塾経営３５年の経験にかけて、戸塚
校長の教育論は正しいと信じます。先生の
発言１つ１つ全てに、私の塾で「こんなこ
とがあった、あんなこともあった」と、思
い出話を語れます。
増木

月 29
日 土( 配)信より
10

戸塚ヨットスクールを題材に 1983
年
に製作されるも、戸塚宏校長や関係者の逮
捕により公開中止となっていた映画『スパ
ルタの海』が 年越しに公開され、 29
日
28
に渋谷シアター で
N行われた初日舞台あい
さつに戸塚校長が登壇。司会者の制止を振
り切って教育論を繰りひろげ、マスコミや
国政を痛烈に批判した。
愛知県美浜市にある戸塚ヨットスクー
ルは、非行や不登校などの問題を抱えた子
どもを受け入れる更生施設として 1976
年に開校。体罰を交えたスパルタ式ヨット
訓練を行っていたが、 1980
年と 1982
年
に訓練生の死亡事件が発生し、さらに
年に戸塚校長自身が逮捕されたこ
1983
とでその名を知られることとなった。
現在 71
歳の戸塚校長は、物柔らかな笑
顔を振りまきながら「（戸塚ヨットスクー
ルは）いまだに拒否されっぱなしなので、
この映画をやってくれたのは奇跡みたい
な感じです」とあいさつを行った。映画に
ちなんだ内容のトークという予定で幕を

シネマトゥデイ

「体罰は教育」信念ブレず！
戸塚ヨットスクールの戸塚校長、制止
を振り切りマスコミや文科省を痛烈批
判！
「正しいのは日本流の精神論」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 2３年 11 月 15 日（124-9）

開けた、この日の舞台あいさつ。最初は
自身の役を演じる伊東四朗とのエピソー
ドなどを和やかに語っていた戸塚校長だ
ったが、「体罰」というキーワードが出
た瞬間にたちまちスイッチが入った様
子。「体罰は悪という方が多いが、それ
が本当に正しいのか考えたことあります
か？ 日本中が人の意見を、ただ『格好
いいから』と平気で自分の意見としてい
う。そういうことをおかしいと思ってい
ただけるとありがたい」と観客に訴えか
ける。
映画の話に軌道修正しようとする司会
者をよそに、戸塚校長はさらにヒートア
ップ。人間性は子どものうちに作らない
といけないという自身の理論をもとに
「今の教育は甘やかし過ぎ。子どもが何
を言っても『権利だ、自由だ』と守り、
変なことをしても『個性だ』と言いやが
るので、こどもは赤ん坊状態のまま大人
になっている。それ以降に人間性を作ろ
うとしても手遅れ」と指摘し、無差別殺
人などの凶悪犯罪を起こした容疑者たち
についても「あれは犠牲者なんです」と
持論を展開した。
そして戸塚ヨットスクールの存在意義
について「うちがあるということは、教
育が失敗したから」と主張する校長は、
死亡事件後のマスコミによる猛バッシン
グについて「何か起こったとき（死亡事
件）に、ああいう子どもを作った文部科
学省やマスコミは無罪で、直そうとした
人間たち（戸塚ヨットスクール）が有罪
になる。これでは全く民主主義にならな
い。マスコミは民主主義を知らないから、
平気で弱いやつをいじめる。こんなバカ

なことをやってきたから教育はダメにな 席、３時間以上にわたって過激な教育論
歳にしてなお教育
った。あのとき、真剣にうちの言ったこと をぶちまけるなど、 71
を聞いてごらん、教育は正常化していたか への情熱は衰えていないことをうかがわ
せた。
ら」と積年の思いを晴らすかの
年と 1982
年に起きた訓練生の
ようにまくし立てた。
1980
年の戸塚校長の
さらに戸塚校長は、現在の教育の問題点 死亡事件、および 1983
として、ヨーロッパ流の精神論が蔓延（ま 逮捕などが大きな社会問題となり、世間
んえん）していることを挙げ「ヨーロッパ を騒がせた戸塚校長であるが、会場に登
流の精神論は、単なる哲学と宗教の組み合 場するなり、「この会場には、体罰反対
わせ。正しいのは日本流の精神論。戦後に の人も、賛成の方もおられると思う。む
否定された大和魂は、実は進化論なんで しろ体罰は悪なりということ思っている
す。どっちが科学かといったら、進化論に 方もいるでしょうが、意見というものは
決まっている。それなのに、日本は科学を 自分で作るものだということがわからな
捨ててわけのわからん想像論を入れてし いといけない。皆さん、マスコミの言い
なりになってはいかん！ スパルタは悪
まった」と現在の教育を痛烈に批判。
定時間を過ぎて、司会者が終了を求めて いという意見もあるが、これはいいんで
もしばらく話し続けていた戸塚校長は、ま す。子どもたちのためにやっているんだ
だまだ話し足りない様子のまま舞台を後 から」と戸塚節は絶好調。去る 月
9に 71
歳の誕生日を迎えたばかりの戸塚校長だ
にした。
『スパルタの海』は家庭内暴力が悪化し が、教育に対する情熱はまったく衰えて
たため同スクールに送り込まれた不良少 いないようだった。
さらに戸塚校長の教育論は続く。「快
年が、壮絶なしごきや仲間の死、恋などを
経て成長していくさまを描く。体罰も辞さ を求め、不快を避けるのが人間の原理。
ない厳しい訓練に絶句しつつも、体罰は教 だから成長させようと思ったら、本人に
育なのか暴力なのか、改めて考えさせられ 不快感を与えないと。しかも、進歩の能
力というものは、小学校のうちにしか身
る一作だ。（肥沼和之）
につかないんです。しかし、今の教育は
映画『スパルタの海』はシアター 渋谷ほ 褒めて伸ばせとばかりに、子どもたちの
N
不快を取り除くことに尽力している。そ
か全国順次公開中
れは母親がやるべき仕事で、父親や先生
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
戸塚ヨットスクール校長・戸塚宏！ 71がそれをやってはやってはいけない。小
歳にして教育への情熱は衰えず！「今 学校のうちに甘やかせるとその能力が出
の若い男を見ると国がつぶれてしまう 来上がらないので、一生後悔します」と
きっぱり。その過激ともいえる考えには
と感じる」
シネマトゥデイ 10
月 12
日 水( 配)信より 異論もあろうが、戸塚校長は時間が許す
限り持論について言葉を費やした。
そんな戸塚校長の教育論で物議を醸す
日、阿佐ヶ谷ロフト で
11
A映画『スパ
ルタの海』公開記念トークショーが行わ のは、やはりいじめを推進するという点
《次頁３段へ→》
れ、戸塚ヨットスクールの戸塚宏校長が出 だろう。

Confidence Building Measures
(Part 1)-Histry.Politico-Economic
Environment,and Evolutionとなっている。
栗原先生が継続的に作成され、インタ
ーネットにも配信されている、
「 Tokyo-Cambridge Gaztte
」シリー
ズの一環であり、今回「中政懇」に関し
て、永岩元空将とタグを組まれたものと
考える。
評論者・永岩氏と栗原先生は、哲学
者・カントの言、即ち；
「人々は地球上において互いに完全に
分離できるものではないから、相手の
存在に関して寛容でなくてはならず、一
定の期限、疎外者を受け入れる約束事
が必要である。また仲間として、暫定的
にその存在が認められ、仲間とされる
権利は全ての人々が有している」
を引用し、急速に強引な主張を増加させ
国際社会において異彩を発する中国と
の話し合いの必要性を高邁な思想に立
って説いている。
また永岩氏と栗原先生は、真珠湾攻撃前
に犯した松岡洋右外相のミスを事例と
して取りあげ、松岡外相の様な無謀で且
つ出鱈目な発言をする人物は何時どこ
の国にでも現れ得るとの示唆を投げか
け、不透明度が高い中国との定期的な話
し合いの重要性を読者に訴える。
毎年防衛予算の削減を続けるわが国
に対し、中国は毎年軍事予算を増加さ
せ、長期の視野に立ち、一貫した姿勢で

Tokyo-Cambridge Gaztte;Politico- 軍事力の強化を推進している。
両国の非対称な軍事バランスの推移が、
Economic Commentaries.No.7
(Oct.11.2011) Japan-China Military地域に無用の緊張や 《下段中程へ→》

１０月１６日の夜、放映されたＮＨＫ
スペシャル「緊張の尖閣諸島で何が 日
中知られざる攻防 ▽人民解放軍の
思惑 ▽密着潜水艦秘密行動」、この報
道により、退役された自衛隊最高幹部と
中国人民解放軍現役幹部たちとの懇談会
の存在を私は初めて知った。
その懇談会の名称は「中国政経懇談会」
（以下「中政懇」と称す）である。
私の勉強不足なのかも知れないが、産
経新聞、月刊誌の「正論」、「ＷｉＬＬ」、
「ＳＡＰＩＯ」などにおいても、当該懇
談会のことは取り上げられたという記憶
が無い。恐らく皆さん方も、「中政懇」
の存在を知らない方が多いのではと思
う。しかし「中政懇」は、日中両国間の
信頼性醸成を狙いとして、これまで３５
年間も、絶えることなく連綿として毎年
開催されている。
ＮＨＫスペシャルでは、「中政懇」の
日本側の狙いは、実態が不透明な中国の
軍備増強に関する中国側の思惑を探るこ
とにあるとしていた。しかし「中政懇」
はもっと深い思想と幅広い目的で継続的
に開かれているのである。
元空将の永岩俊道氏より、「中政懇」
に関する評論が届けられた。永岩氏がハ
ーバート大学ケネディスクールの栗原先
生と共同で纏められたＡ４版２０枚から
なる英文の評論（Ｅｓｓａｙ）である。

奥中正之（広島）

「中国政経懇談会」について

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 2３年 11 月１５日（124-10）

《→前頁末尾より》
戸塚ヨットスクールのうたい文句は、
「いじめには良いいじめと悪いいじめが 「男を作る」ことにある。「今の若い男
あります。かつては、いじめやケンカを通 を見ていると、国がつぶれてしまうと感
じて人間性を高めていた。徳育ですね。正 じますよ。だからわたしたちは、将来の
しくない行動をなじるのが、正しいいじ 日本のために、男を作ることを始めたん
め。行動が正しくなれば、いじめられなく です」と切り出した戸塚校長は、男の役
なりますからね。でも、今のいじめは、お 割として「子供を作る」「女子供を守る」
前が嫌いだと言うだけで、本人の努力では 「（国の将来を守るための）愛国心」
「（え
どうしようもない。これが悪いいじめ」と さをとってくる）金」という 点
4を挙げ
戸塚校長の弁も熱を帯びてくるが、そんな た。それでは、そんな戸塚校長が愛すべ
流れから「実は『ハリー・ポッター』が大 き女性像とはどのようなものなのか。
「何
好きなんですよ」と意外な事実も飛び出し で男が自分の奥さん、子供を守ろうとす
た。
「結局あれが教育なんです。権利の国、 るのか。その理由はただ一つ。かわいい
人権の国でやってる教育があれでしょ。 からですね。かわいいから守りたいと思
先生は絶対的だし、ちょっと気に入らな うんです」と穏やかな笑顔に。ちなみに
いことがあるとクビになる。危ないことも 最近の戸塚校長のお気に入りはマツコ・
やらせるし、ケンカし放題、いじめし放題 デラックスだとのことで、トーク中にも
でしょ」と語るなど、大ヒットシリーズか しばしば言及。「講演会をやったときに、
ら戸塚校長なりの教育論を引き出してい 会場には偏差値秀才ばかりが来ていて、
た。
《下段へ→》
屁理屈ばかりこねていたわけです。そこ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ に彼女がおってね。そいつらに『あんた
《→上段末尾より》
紛争を引き起こさ たち何よ！ それでも男なの』とスパッ
ないか？
と言ってくれてね。あれからファンにな
そして、その危険性を封じ込めるにはど ったんですよ」と語った。
うすれば良いのか？ 国家を挙げて取り
本作は、東映の故・岡田茂社長の片腕
組まなければならない重要課題である。 として、『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人
その一端を担う形で、退役された自衛隊 間』といった数々のエログロナンセンス
最高幹部の方々が毎年智恵と精神力ふり な異常性愛路線映画を手がけてきた鬼
しぼて中国の制服組と討議している。頭の 才・天尾完次プロデューサーが、ノンフ
下がる思いである。
ィクション作家・上之郷利昭の同名ルポ
社民党系や共産党系そして民主党の左 タージュにほれこんで製作した青春映
派系などの政治家には、自衛隊は戦争を起 画。 1980
年と 1982
年に起きた訓練生
こす危険な存在だと決めつけている人た の死亡事件、および戸塚校長の逮捕の影
ちが多い。いや自民党の中にもそういった 響によって急きょ上映中止に追い込まれ
政治家は居るのではないかと思われる。し たいわくつきの作品が 28
年ぶりにその
かし制服組、つまり軍事のプロが戦争防止 封印を解く。（取材・文：壬生智裕）
に懸命に取り組んでいる姿勢に我々は注
目し、且つ感謝しなければならない。
映画『スパルタの海』は 10
月 29
日より
元空幕長の
《次頁へ→》 シアター 渋
N谷ほか全国順次公開！

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

《→前頁３段末尾より》
主主義政治体制を守る教育です。このた
田母神氏は「自衛隊員が最も戦争を望ん め、条例第 条
1 と第 条
2 の手直しが必要
でいない。戦争になれば、真っ先に死ぬ と思います。
のは自衛隊員だから。」と仰ゃっている。 二つは、平等主義教育を推進する職員団
「適切な軍事力は戦争勃発を抑止する」 体の教育行政への関与を排除することで
という世界常識を先ずは強調したい。
す。このため、条文を新設し、職員団体
なお、軍事力整備は相手国の軍事暴走 を条例の下に置くことです。
を抑止するのが目的であるということは この場合、守るべき自由民主主義の正し
よく聞く。しかし、その前に、外交折衝 い定義について、国際人権条約（自由権
上軍事力を背景として相手が発する恫喝 規約と社会権規約がある。
）を英語の原文
を抑止するのも軍事力である。この点を で理解して（外務省翻訳は、故意の誤訳、
併せ強調して置きたい。
曲訳があって意味不明）、憲法
11条と
条の正しい意味、 11
条と 12
条の法
12
秩序、 13
条冒頭文「国民は個人として尊
大阪府教育基本条例案につ
重される」の英語の原文誤訳を知り、正
いて（意見）
しい憲法解釈は何かを、自由法曹団に予
湯澤甲雄（横浜の教育を考える会）
め確かめる必要があります。また、差別
解消、個人の権利尊重という名の平等主
義、共産主義が、
「人権教育」の名におい
て、自由民主主義を亡ぼしにかかってい
ます。その「人権教育」の指針は、文科
省初等中等局の諮問委員会、地方の各
首長局の諮問委員会のそれぞれの答申
（法律ではない）が、教育委員会宛に送
られて、各教育委員会はそれを単に学校
長に転送して行われています。
「人権教育」は、法の下に行われている
教育ではないことを確認のうえ、条例の
条文にどのように規定するかを検討する
必要があります。
「人権教育及び人権啓発の推進に関する
法律」は、第 1
条（目的）の「不当な差
別の発生等の人権侵害の現状」という憲
法違反の認識が前提とされていたり、第
条（国の責務）、第 5
条（地方公共団
4
体の責務）第 6
条（国民の責務）等が、
憲法第三章「国民の権利及び義務」のど
の条文にも該当しない、そもそも憲法違
反の法律です。この法律を根拠に「人権
平成 23
年 10
月 13
日
大阪維新の会 御中
大阪府教育基本条例案を読ませていた
だきました。
知事が設定した府下の学校が実現すべき
教育目標達成のための法組織が、綿密に
組み立てられていて、基本的に賛同いた
します。教育は法の定めるところにより
行われると憲法規定にあります。しかし
現実は、法組織が不完全であったり、法
の違反者に罰則が適用されず、法の違反
が結果的に公認されるということから、
従来の教育行政責任者が自信喪失し、ず
るずると日教組に傾斜し、法の定めると
ころでない教育が教育界を支配してきて
います。本条例案により教育行政責任者
は、自らの行為が法で保護されると自覚
できるので、自信を取り戻して積極的に
職務に励むようになると思われます。
さて、本条例案の中で、触れていない
重要なことが 点
2 あると思います。
一つは、憲法が普遍の原理とする自由民

平成 2３年 11 月 15 日（124-11）

教育」を強要する勢力に対し、対抗する条 ることはない。成人してからのことは本
文がどのように条例に盛られたら良いか、 人が決めるであろうから、そこまで口出
しする権利はないはずだ。
検討を必要とすると思われます。
差別をなくすと言いながら、自衛官を
ご健闘をお祈り申し上げます。
「殺人集団」などと誹謗中傷し、自衛官
の子や孫を差別しているのはどっちだと
九条の会、七変化
松谷祐子（三重） 問いたい。
一方の人権を守るために、もう一方の
人権を平気で踏み躙る二重基準ぶりや、
教師の思いを忖度させて書かせる「人権
作文」に、児童・生徒がウンザリしてい
ることに、いい加減に気付くべきである。
原爆水爆禁止というが、日本はそんな
ものを保持していないのに、毎年恒例で
大集会を行っている。そんな集会は原爆
水爆を保持、あるいは開発しようとして
いる国でやらねば意味がない。
朝鮮学校授業料無償化の実現を迫る
が、我が国の公教育でさえ予算がままな
らず、耐震設備、教育教材が充分でない
状況からすれば、そちらを拡充するとが
先決である。毎年、各 PTA
が様々な要望
を続けているではないか。独自の民族教
育を行う特殊学校への支援は、その本国
から得るのが、「民族の誇り」を持たせ
ることに有意義であるに違いない。
さらに呆れるのは国旗国歌に反対し
て、法令違反行為に当たるというのに、
式典での不起立を「信念を貫く立派な行
為」と自己陶酔し、児童・生徒にもそれ
を押し付け、尊重されるべき個々の思想
信条を侵しているのはどちらの方だと聞
きたい。
特に反原発運動では、直ちに原発を止
めろなどと主張するが、教育現場も電源
なくしては授業が成り立たない。暗い教
室のなかで授業を受けていては、近眼に
なる児童・生徒が増えるばかりである。
「教え子を近眼にするな！」と言いたい。

九条の会という団体が、全国津々浦々に
存在する。所属会員は元職、現職の教育公
務員が多いと聞く。
憲法九条を守ろう！
九条は世界の宝だ！
九条の理念を広めよう！
と、何かと憲法九条を持ち上げている。
九条を守るだけでなく、これらの団体は頻
繁に衣替えを行い、
教育基本法を旧法に戻せ！
裁判員制度反対、「教え子を法廷に送る
な！」
差別をなくす人権教育の充実を！
原爆水爆禁止！
朝鮮学校授業料無償化の早期実現を！
国旗国歌反対！
また最近では、福島原発事故を受けて
「原発いらない！」さようなら原発
など、様々な運動を行っていて、まさに七
変化と言える。
安倍政権のもとで改正された新教基法
は「教師や児童・生徒を生きづらくさせる
悪法」と位置付け、本来は教育委員に委ね
るべき教科書の採択にも、遵法精神クソ喰
らえとばかり、あの手この手で妨害行為を
繰り返す始末である。
また裁判員制度に関しては、すでに施行
されているにも関わらず、「教え子を法廷
に送るな！」などと、恰も自分たちは教員
ですと告白している。心配せずとも教え子
は、未成年者であるから裁判員に召集され

議員を動かす【秘】
ノウハウ教
増木重夫（ M
情報）
えます！

先日Ｋ氏より、
「自治基本条例の件でＤ
市会議員に頼みに行ったけど、全く無視
された。あんな奴はアカン！」と電話が
掛かってきました。そこで、議員を動か
す【秘】ノウハウ教えます！
議員にお世辞を言う気は毛頭ありませ
んが、議員本人が釈明もしにくいと思い
ますので、代わりに少々。
議員は国会、地方問わず山ほど仕事を
抱えています。保守系の議員に、例えば
「自治基本条例は良いか悪いか」と問え
ば、 100
％「アカン！」と言うでしょう。
それなら、即「自治基本条例反対！」で
動いてくれるかといえばこれは話が別。
あくまで、山ほどある「お仕事予定リス
ト」に項目が１つ加わるだけ。面倒なわ
け で も や る気 が 無 いわ け で もあ り ませ
ん。時間や予算の制約の中、どれを優先
させるかと言う話になってきます。
我々にとっては「自治基本条例」は最
優先課題ですが、他のグループは他の案
件がもっと大事だという。その渦中にい
るわけです。仮に議員の仕事の質におい
て、
「自治基本条例」反対が最重要としま
しょう。それを扱うとするとよほどしっ
かりした市民の後押しが必要です。市民
の後押しなしでこのような大掛かりな政
治行動ができるわけがありません。
「○○は重要だけど、果たして市民が何
処まで付いてきてくれるかな。
」
と少しでも不安が走ったら議員として取
り組めるわけが無い。議員が「お仕事予
定リスト」で優先順位をつける場合、
「①
内容の重要度。②『市民の支持、応援』
と言う梯子の頑丈度。
」の２点だと思いま
す。いくら屋根が雨漏りしていても、梯
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しばしば「議員なんてろくな奴はいな
い。皆自分の損得しか考えてない。
」とグ
チる御仁が多くいます。たしかにそのよ
うな議員もいます。でもそれはごくわず
か。大概の議員は薄給でよくそこまでで
きるな！と感謝の念を禁じ得ません。類
は類を呼ぶ。公の利益ではなく私の利益
しか考えていないからそのような議員に
しか出会えないわけです。議員に私的な
ことを頼むことなど論外の論外。
議員の皆さん。今年の冬のお歳暮くれ
ぐれもマスキクンをお忘れなく！ 増木

郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
三菱東京 UFJ
銀行 千里中央支店 0044349普通 増木重夫

【ご支援 等の口 座】

「議員は何もやってくれない。」ではなく
説得が悪いのです。
「自治基本条例」賛成
派も必死で議員を説得します。要は議員
への説得合戦。そこを間違えたらいけな
いと思います。
「自治基本条例」は悪法に
決まっている。イヤ、決まっていないん
です。数では多いであろう左系はこんな
にすばらしいものは無いと思っているの
です。
「正しい」の定義は司法の場では証
拠の有無。議会の場では多数。独善的「決
め付け」で叫んでもなんの意味もありま
せん。説得の前提は普段の付き合い！

弊会『Ｍ情報活動報告』は、現在のとこ
ろ毎月月始めに全国約２０００（目標５
０００）部発送しております。掲載ご希
望の論文、情報等ございましたらどんど
ん表記事務所までお送りください。

また、弊紙は郵メールで郵送しています。
重さ制限は５０ｇです。まだ余裕がござ
いますので、資料等の同封が可能です。
ご 希 望 が ござ い ま した ら ご 相談 く ださ
い。

原稿・同封資料の募集について
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先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料等・活動のための交通費、
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
通信費・資料、横断幕、ビラ等の制
のレポートにもありますように、私どもは
作費 ・備品購入費
「 国 を 破 壊 し よ う と 思 っ て い る 連 中 」 と ○ Ｍ情報が活動の企画運営を行ってい
日々命がけで戦っています。ところが問題
る主な団体
は活動資金。子供達に誇りある国を残すた ・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
め今まで以上にがんばります。何卒資金の
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
ご協力を伏してお願い申し上げます。
・米国に原爆投下謝罪を求める会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・大阪の公教育を考える会
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・スパイ防止法の制定を求める会
特に「購読料」は設定していません。
・外国人参政権に反対する会・関西
カンパをよろしくお願いいたします。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
・ 竹島を奪還する会・関西
○ カンパ金の主な使途は下記団体の活動
・ 改憲祈念の会
の企画運営費です。
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
・活動の資料等の発送費・道路、公園
てご協力ください。

活動資金ご協力のお願い

子がグラグラでは怖くて屋根には上がれ
ない。大怪我をしちゃいます。そして梯
子が頑丈か否かを議員が判断するにはあ
る程度の時間が必要。要は、議員との普
段の付き合いではないでしょうか。
「我々はしっかり梯子を持っています。
」
とわかってもらうには時間をかけて付き
合う以外に方法はないのです。急に思い
立って議員に何かを言っていっても議員
は動くわけが無いということです。
立場を逆に考えるとわかると思いま
す。如何に重要なことであっても、あま
り付き合いの無い人から物を頼まれてあ
なたは動けますか。市民の要請で議員が
動くということは、言わば議員と市民が
お互いに連帯保証人になるということで
す。だから議員が古い付き合いのある人、
すなわち信頼できる人からの要請を大事
にするのは当たり前だと思います。
「票を
介 在 し たギ ブ テ
&イク」という見方もひ
とつの考え方だと思います。しかしそれ
以上に、梯子をしっかり持つということ。
議員は『どの梯子が一番頑丈かな』と絶
えず考えています。だって屋根に上りた
いから議員になったのですから。
私のところにもいろいろな運動案が持
ち込まれます。それに取り組むか否か、
ハッキリ言って昨日今日の付き合いの人
の話で動くことは絶対ありません。怖く
てしょうがない。
ケネディのゲティスバーグ（確か？）
の演説を今一度思いだしましょう。
「国家が我々に何をしてくれるかではな
く、我々が国家に何ができるか。」同様に、
「議員が何をしてくれるのか」を言う前
に、「議員にどのような協力ができるか」
を考えていただきたいと思います。
言い方を変えましょう。日本は議会制
民主主義。要はいかに議員を説得するか。

