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       ―日韓国際学術会議と文化交流【一般公開企画】― 

安重根『東洋平和論』と日韓歴史認識の国境越え 

2015 年 11 月 7 日（土）10：00～18：00（開場 9：30） 

龍谷大学アバンティ響都ホール ◆資料代 1000 円（学生無料） 

（JR 京都駅八条口南側すぐ アバンティ９F） 
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当センターと安重根義士紀念館（韓国・ソウル）と

の共催で、今年 11 月に国際学術会議を開催すること

になりました（協力：「韓国併合」100 年市民ネットワ

ーク）。今回は、昨年10月に安重根義士紀念館にて開

催された第 1 回に続く第 2 回の国際学術会議であり、

メインタイトルは「安重根『東洋平和論』と日韓歴史

認識の国境越え」です。プログラムは、現時点で右記

のような内容となっています。 

今年は、日本が敗戦し、朝鮮が植民地支配から解放

されてから70年であり、また1965 年に日韓基本条約

が締結され両国の国交が正常化してから 50 年という

記念すべき年です。ところが現在、日韓の間では、「竹

島＝独島」問題、日本軍「慰安婦」問題、朝鮮半島出

身者の「旧民間人徴用工」をめぐる裁判など、歴史認

識に関わる事項が大きな外交問題となったままです。 

一方、コリア系住民をターゲットにしたヘイトスピ

ーチが吹き荒れ、「憎悪」を扇動するデモも各地で行わ

れています。日本のレイシズムは明らかに戦後処理の

不十分さに起因したものと言うことができます。 

 安重根の伊藤狙撃の真の意図が、「東洋平和の実現」

であったことは、日本ではほとんど知られていません。

裁判の中で彼が、朝鮮の独立を侵す日本の侵略を批判

し、東洋平和のためには日中韓が互いに独立国として

対等な立場で協力することの必要性を訴えたことは、

今日、重要な意義を持つものと言えます。歴史認識か

ら生じる諸問題の解決の糸口を模索する今こそ、日中

韓の政府関係者も含め、市民、研究者などが積極的な

対話をすすめ、安重根の東洋平和についての研究とと

もにその理解を深めることが必要です。 

 今回の企画がその一助となることを確信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

龍谷大学経営学部・重本研究室 

〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67 

TEL：075-645-8630 or 8519 

Email：sigemoto@biz.ryukoku.ac.jp 
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龍谷大学社会科学研究所付属 
安重根東洋平和研究センター 

ニュース・レター 

《 プログラム 》 

第Ⅰ部：学術交流（国際学術会議） 

9:30～ 開場 受付開始 

10:00～ 挨拶 

安藤徹・龍谷大学図書館長 

鄭夏哲・(社)安重根義士崇慕會常任理事 

李洙任・安重根東洋平和研究センター長 

10:20～ 

事業報告：李惠筠・安重根義士紀念館事務次長 

活動報告：重本直利・当センター事務局長 

10:40～ 

報告１ 勝村誠（立命館大学教授）   

    「東アジア歴史認識問題の焦点としての安重根」

討論者 吳瑛燮（延世大学敎授） 

報告２ 柳永烈（元崇実大学敎授）   

「東北亞政勢と東洋平和論」 

討論者 牧野英二（法政大学教授） 

12:30～13:30 昼食 

13:30～ 記念講演：「越境する戦争の記憶」 

テッサ・モリス＝スズキ（オーストラリア国立大学教授）

14:50～ 休憩 

15:00～ 

報告３ 小川原宏幸（同志社大学准教授） 

    「安重根の思想史的地平」 

討論者 崔惠珠（漢陽大学敎授） 

報告４ 金月培（中國大連外國語大学敎授） 

    「安重根遺骸發掘の現況と課題」 

    討論者 細川孝（龍谷大学教授） 

16:50～休憩 

第Ⅱ部：文化交流 

17:00～ 文化交流会 

 公演 : Duoaim (金東奎、金久美) によるオペラ 

18:00 終了 
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【講演者・報告者 プロフィール】 

●テッサ・モリス＝スズキ( Tessa Morris-Suzuki )氏 

オーストラリア国立大学教授。民族や国家の境界を

越え、新しい地域協力や市民社会のあり方を構想し続

けるモリス＝スズキ氏は、グローバルな知識人として

アジアの人々の相互理解に多大な貢献を為している。

最新の著書は、『過去は死なない―メディア・記憶・

歴史』（岩波書店、2014 年）、他の著書として、

Borderline Japan: foreigners and frontier controls in 

the postwar era, Cambridge University Press, 2010、

『北朝鮮で考えたこと』（集英社新書、2012 年）、など。

2013 年（第24 回）福岡アジア学術研究賞受賞。 

 

●勝村誠（かつむら まこと）氏  

立命館大学政策科学部教授。2011 年より立命館大学

コリア研究センター長。主な論著に「安重根と朝鮮植

民地支配について」（『歴史地理教育』2009 年）、共著

『図録 植民地朝鮮に生きる―韓国・民族問題研究所蔵

書資料から―』岩波書店、2012 年、ほか。 

 

●小川原宏幸（おがわら ひろゆき）氏  

同志社大学グローバル地域文化学部准教授。主な論

著に『伊藤博文の韓国併合構想と朝鮮社会－王権論の

相克』 岩波書店、2010 年、「安重根と伊藤博文」（趙

景達他編『講座 東アジアの知識人１』有志舎、2013

年）、ほか。 

 

●柳永烈（ユ・ヨンニョル）氏 元崇実大学敎授、元國

史編纂委員会委員長。主要研究は『大韓帝国期の民族

運動』、『韓日関係の未来志向的 認識』、『韓国近代史

の探求』、ほか 

 

●金月培（キム・ウォルベ）氏 中國大連外國語大学敎

授。安重根義士崇慕会安重根研究所研究委員。主要研

究は、『安重根義士知識問答』、『日帝強占期韓国商業史

研究』、ほか。 

 

【Duoaim 金東奎（キム・ドンギュ）・金久美（キム・グミ）】 

イタリア サレルノ国立音楽院、サンタチェチーリア

国立アカデミーでオペラデビュー。2001ベネルクス国

際ソングエキスポ (Benelux International Song 

Expo)、作曲、台本、編曲賞を受賞。2014大韓民国創

造文化芸術大賞を受賞。“東洋の夫婦愛が昇華された美

しい音楽会”と称され注目される夫婦アーティスト

（Kumico さんの母は日本人）。安重根の実母、（趙マ

リア）が処刑前に託した手紙「息子へ」を歌詞にした

美しい歌声を聴かせる。安と同じくキリスト教徒だっ

た母は、「正しい事をして受ける刑だから卑怯に生を求

めず大義に死ぬことが母に対する孝行である」と息子

に最後のメッセージを送った。 

8.14「安倍談話」に強く抗議する 

安重根東洋平和研究センター事務局 

 

 8月14日、安倍首相は戦後70年「談話」を発表し、

閣議決定しました。その内容は、安重根の『東洋平和

論』の歴史的・現代的考察に取り組む当センターにと

って看過できないものであり、これが日本政府の公式

の歴史認識であることに強く抗議の意を表明します。 

 この「談話」は特徴的な歴史観に貫かれています。

第1に、「日本が針路を誤った」時期は1929 年の世界

恐慌以降、30年代に世界でブロック経済化が進んでか

らとされています。つまり、それ以前の日本による台

湾や朝鮮の植民地化、植民地支配については誤りを一

切認めていません。逆に、朝鮮の植民地化を決定的に

した日露戦争を一面的に美化・正当化しているのです。 

 第2に、｢針路を誤った｣とするその内容は、「『新し

い国際秩序』への『挑戦者』」となったことだとしてい

ます。欧米列強の作りだした「国際秩序」に逆らった

ことについて「誤り」を認めたにすぎません。言いか

えれば欧米と戦争をしたこと（そしておそらくは負け

たこと）だけを「誤り」だと言っているのです。そう

であれば、第1 の点もうなずけます。なぜなら、列強

が植民地を拡大しているときに、同じように日本が植

民地の拡大を図っても、それ自体はなんら「国際秩序

への挑戦」にはならないからです。ここで詳述はでき

ませんが、台湾・朝鮮の植民地化の過程、植民地支配

下においてどれほど多くの人々がこれに抵抗し、そし

て日本軍によって殺されたか。そうした歴史的事実は

この「談話」では忘却され、「反省」や「お詫び」どこ

ろか言及さえされていません。同じ内閣が安重根を「テ

ロリスト」と呼ぶ所以だと言えます。 

 第 3 に、日本の戦後 70 年を「平和国家としての歩

み」と全面的に肯定し、「誇り」とまで言っている点で

す。しかし 70 年かけても中国や韓国などとは歴史認

識について基本的に一致させることができず、今も大

きな外交問題となったままです。何より朝鮮民主主義

人民共和国とは未だに国交を結ぶことすらできていま

せん。これがいかに異常なことであるか、そうした認

識は「談話」では一言も示されていません。さらに、

戦後日本がいわゆる「冷戦」の一方の側に立ち、沖縄

をはじめとする在日米軍基地の存在によって、朝鮮戦

争からイラク戦争まで米国の侵略戦争に大きく加担し

たことを無条件に肯定するものとなっています。この

70 年を「平和」と一面的に評価できるでしょうか。 

 安倍首相は、「談話」と称してこのような歴史観を背

景に、主体性のない傍観的で情緒的な言葉を並べるの

ではなく、加害の歴史を直視し正面から向き合うべき

なのです。それこそが東アジアに平和な未来を築くた

めの第1歩であることを、強く訴えるものです。 
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2014 年 10 月 27 日ソウルにて、「安重根義挙の記

憶と韓日間歴史認識の国境越し」をテーマにした国

際学術会議が安重根義士紀念館（以下、紀念館）と

龍谷大学安重根東洋平和研究センター（以下、セン

ター）との共催の下で開催された。センターからの

参加者は 12 名である。本会議を通して、両機関の

研究の深化を助ける貴重な「対話」の空間を創りえ

たことは、紀念館側の多大なるご尽力と誠意ある対

応の結実である。ここで改めて謝意を表したい。 

会議の進行は、趙東成（紀念館長）、李洙任（セ

ンター長）が、この時代にこそ両機関がもつ友好関

係の意義を確認し、紀念館安應模理事長による祝辞

で始まった。両機関の間に学術協定が交わされた年

（2011 年）に、龍谷大学図書館長としてご尽力され

た平田厚志龍谷大学名誉敎授が「龍谷大学学術交流

協定に関して」と題し、学術協定がもつ意味とその

重要性を説かれた。そして、重本直利センター事務

局長・龍谷大敎授が「安重根東洋平和硏究センター

の設立」に至った経過には多くの一般市民の支援が

あったことが述べられた。 

韓国流の発表は、発表者に対して、討論者を配置

する。この手法は、参加者にとって論点を整理でき、

よい意味で批判的に発表内容について議論できる。

司会は、金鎬逸中央大名譽敎授がご担当された。以

下、発表内容である。 

 

１．「抗日 歴史運動の 共同展開（過程） :  
中国人の安重根思想を中心に」 

発表：孫艶紅（建國大学 国際学部 敎授） 
討論：吳瑛燮（延世大学 硏究敎授） 

２.「韓日關係の復元を為した新たな出発: 
強制連行・慰安婦問題に対する解決方案」 

発表：鄭惠慶（対日抗争期、強制動員被害調査委員会調査

１課長）  
討論：中田光信（安重根東洋平和硏究センター硏究協力者） 

３.「東アジアの和解のための歴史読み取り: 
植民主義の記憶と歴史和解」 

発表：李信澈（成均館大学 東アジア学術院 敎授） 
討論：李洙任（龍谷大学安重根東洋平和研究センター長、

龍谷大学教授） 
４.「近くて遠い国の間の對話に向けて: 

日本人の安重根像をめぐってー」 
発表：牧野英二（安重根東洋平和研究センター客員研究員、

法政大学文学部敎授) 
討論：柳永烈 （崇実大学名誉教授, 、前国史編纂委員長)   

５．「問われる 日本の歴史認識と戰後責任"」 
発表：田中宏（安重根東洋平和研究センター客員研究員,  

元龍谷大学経済学部敎授） 
討論：崔德寿（高麗大学教授） 

特別講演として、殿平善彦（浄土真宗本願寺派一

乗寺住職、空知民衆史講座代表、強制連行・強制労

働犠牲者を考える北海道フォーラム共同代表）が、

「こじれた韓日関係、和解への道を探る：犠牲者の

遺骨奉還と歴史和解」という表題で、15 年費やした

強制連行で犠牲になった韓国人の遺骨を韓国に返還

する運動を報告された。1938 年から 43 年まで、北

海道朱鞠内では雨竜ダム・名雨線鉄道工事が行われ、

200 人以上の労働者が犠牲になった。朱鞠内湖は雨

竜ダムの堰堤にせき止められてできた人造湖で、戦

争中に朝鮮半島から強制的に連行されてきた朝鮮人

と日本人タコ部屋労働者の奪われた命の痕跡だった。

重労働と僅かな食事、逃亡と見せしめのリンチが横

行し、死者の存在は知られないまま共同墓地に埋め

られていた。その遺骨を発掘する運動によって、宗

教人として死者の魂を故郷に戻したいという殿平ご

住職のご報告は韓国側の多くの参加者が感銘された。 

最後に中村尚司センター客員研究員・龍谷大学名

誉教授が閉会の言葉で締めくくられた。 

こうした龍谷大学が取り組んだ日韓交流は、今日 

の不安定な時代にこそ継承・発展させるべきであり、

重要資料を含めて学際的・国際的に調査研究するこ

とは龍谷大学の独自性を内外に示すことにもなり得

ると再確認できた。両国が共通の歴史認識をもつに

はさらに時間がかかると思う。なぜならヨーロッパ

においての、ドイツとフランスの和解でも、歴史認

識を共有した成果である共通教材が誕生するまで半

世紀を費やしている。日韓の共通の歴史認識に対す

る最初の試みは 1987 年である。悪化する関係性の

中で今を生きる私たちに与えられた責務は、後 25

年かけてやっと達成できるかどうかという状況にあ

る。実現可能と信じて努力し、継続するのみである。 

（文責：李洙任） 
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安重根東洋平和研究センターでは、2015 年 3 月

28 日、龍谷大学アバンティ響都ホールを会場に、安

重根東洋平和論研究会、「韓国併合」100 年市民ネッ

トワーク（100 年ネット）との共催で、戦後 70 年、

日韓条約 50 年にあたって日韓の「和解」のための

歴史認識とは、と題した講演とパネルディスカッシ

ョン企画を、約 110 名の参加で開催しました。 

第１部の基調講演には、「韓国併合」条約等に関

する実証的研究を通じて「絶対無効としての韓国併

合『不成立論』」を展開されているソウル大学名誉教

授の李泰鎮（イ・テジン）氏をお招きし、「架橋のな

い２つの韓日協定―1910 年の「韓国併合」条約と

1965 年の韓日協定―」と題してご講演いただきまし

た（講演要旨を後記）。続く第二部のパネルディスカ

ッションでは、本センターの研究員でもある戸塚悦

朗（龍谷大学元法科大学院教授）、平田厚志（龍谷大

学名誉教授）の両氏にもご報告いただきました。 

戸塚氏の報告は、「歴史認識と日韓の『和解』へ

の道―安重根東洋平和論研究は、日本を孤立から救

うか？―」と題したもので、最近の東洋平和論に関

する韓国での研究成果が日本にはまだ紹介されてい

ない現状や、それとも関連して、安重根をめぐって

は韓国内はもちろん世界的にも高い評価がなされて

いて、「テロリスト」と非難する日本政府のそれとは

著しいギャップのあることが指摘されました。安重

根とテロリズムについての研究も討論も日本ではほ

とんど深まっておらず、マスメディアも「沈黙」す

る中で、困難を極めるこの「沈黙」を破っていくこ

との重要性が指摘されました。その意味で、安重根

の遺墨の公開とソウルへの貸出を実現させた100年

ネットの取組みや本センターの設立の意義は決して

小さいものではありません。 

そして95年の村山談話に比べ2010年の菅談話が

一歩進んだ点を評価されました。また米国の学界の

動向についても簡単に紹介され、安重根の東洋平和

論研究は今後世界的な意味を持ってくることを強調

されました。 

平田氏からは、「朝鮮侵略と真宗僧の戦争責任」

と題して、本願寺による朝鮮半島への布教活動と日

本の朝鮮侵略とのかかわり、その歴史的・社会的責

任や、特に秀吉の朝鮮侵略について真宗僧であった

安養寺慶念（あんようじ きょうねん）の『朝鮮日々

記』、さらに暁烏敏（あけがらす はや）の戦前・戦

後の朝鮮と朝鮮人に対する見方が具体的に紹介され

ました。当時 62 歳であった慶念は医僧として朝鮮

侵略に 8ヵ月間従軍し、その悲惨さと「人間の業の

深さ」、葛藤する心の内を日記に残しています。また

近代においては、暁烏敏について、彼が深い信仰心

を持っていたとしても、侵略者・差別者としての眼

差ししか持ち得ておらず、天皇信仰と阿弥陀信仰を

一体化させてしまっていたと指摘されました。さら

に真宗教団の戦争責任についても強調されました。

最後には安重根と西本願寺とのかかわりということ

で、処刑に立ち会ったとされる教戒師や彼が持ち帰

った遺墨についても、最近判明した事実について報

告をされました。 

その後のフロアからの質疑応答も、終了予定時間

を延長して活発になされました。 

 

＜李泰鎮氏の講演要旨＞ 

 1952 年に始まった韓日会談とその結果としての

1965 年の韓日協定は、日本の植民地支配による被害

の補償を扱った、これまでに唯一の外交行為である。

それゆえ 1910 年の「韓国併合」と 1965 年の「韓日

協定」は、近代の韓日関係の 2 つの大きな柱であり、

一つの歴史の始まりと終わりである。しかし研究状

況としては、この二つの主題は未だに一つに繋がっ

ておらず、その原因は資料発掘や資料公開の制約が

何よりも大きい。特に 65 年の協定は 2005 年以降に

日韓両政府が資料を公開するようになってようやく

研究が可能になった。 

今日の報告では、最初に「韓国併合」関連条約の

不法性についての近年の研究成果を明らかにする。

韓国側の条約原本の発見により、1905 年の「保護条
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約」や 10 年の「併合条約」、勅諭は、武力によって

強制されたというだけでなく、日本側によって大韓

帝国皇帝の署名や印鑑が偽造されるなどして捏造さ

れたものであり、条約としての必要な形式的要件を

満たしていない。さらに、日本側が作りだした純宗

皇帝のマイナスイメージに韓国の研究者も長らくと

らわれてきた。また、通説と異なり、安重根が伊藤

博文を狙撃する 3ヵ月前に既に日本政府は「韓国併

合」の方針を閣議決定していたこともおさえておく

べきである。 

次に、1905 年の「保護条約」に関しては、既に

1906 年にパリ法科大学教授のフランシス・レイ氏に

よって学術的にもその不法性を指摘する論文が発表

されている。その内容は 1935 年の「ハーバード報

告書」にも受け継がれ、さらに 1963 年には国連の

国際法委員会の報告書にも活用され、国連総会でも

「効力を持つことができない条約」の一つとして認

定された。その意義は極めて大きいと考えられる。

この時期は 65 年の韓日協定が結ばれる直前である

が、こうした動きは当時国連に非加盟であった韓国

内で紹介されることはなかった。 

植民地支配に対する韓国内の認識について見て

いくと、1919 年のパリ講和会議に際して、大韓民国

臨時政府は、列強に対して「韓国併合」の無効を説

明し、「原状回復」を要求し独立を認めるよう訴える

活動を積極的に展開した。 

45 年の解放後については、直後から対日賠償要求

額が具体的に集計されていた。そして賠償の基本精

神は、二度とファシズムを台頭させないことにあっ

た。しかし、48 年以降は冷戦体制によって米国の賠

償に関する厳格な姿勢が大きく変化し、日本を「反

共の砦」とするためにサンフランシスコ講和条約で

は対日賠償権が放棄され、「韓日会談」もその枠組み

の中に置かれた。そのために、韓日会談では植民地

支配に対する賠償は論外とされた。そして韓日の基

本関係については、1910 年の併合条約以前に両国間

で締結されたすべての条約ならびに協定は「無効」

であることが確認されたが、同時に「締結当初には

有効であった」と解釈できる余地が残された。つま

り 65 年の協定は、相互理解を経ずに外交関係の樹

立を急いだものであり、冷戦状況に対応したものに

すぎない。冷戦が終結した今日においては、その「状

況論理」の関係を見直し、植民地主義と分断問題に

向き合い克服するという、この時代の本来の課題に

向けて努力するようにすべきである。そのためには

65 年の韓日協定についても、再解釈、あるいは再協

商する必要があるだろう。（文責：谷野隆） 

 

 

公開シンポジウム参加者からの 

お便り 

 

 

下記の文章は安重根東洋平和研究センター主催の公

開講演会・シンポジウム、テーマ：「歴史認識と過去責

任―記憶・責任・未来―」（2014年 4月 26日、龍谷大

学・深草学舎 21号館 603教室）の参加者であった奥田

省吾さんからいただいたお便りです。紙面の都合で全

文掲載は無理であるため、いただいた文章の半分程度

を割愛させていただきました。また、割愛部分と字句

上の一定の修正等は、奥田さんの事前了解の上で、事

務局の判断でおこなっております。（事務局） 

 

■先の大戦、戦時下の我・体験談語る 

数百人の強制連行と拉致された朝鮮人及び中国

人の方々が、村のあちこちの山腹に横穴トンネル奥

行 30メートル幅 3メートル高さ 3メートルの工事

現場にて、武器や食料を隠匿する為に、警察官と自

警団監視の下、奴隷扱いされて酷使とムチで激しく

殴打されていたのを毎日目撃した。なお工事に伴う

残土処理として一般道路に投棄した結果、雨天の時

には泥沼のようになって道路として用をなしていな

かった。その現場は地理的には名古屋と大阪の中間

に位置する。 

公人たるや「悪逆悪童」、「残酷非道」の振る舞い

を目撃した。警察官は「オイコラ～」、国鉄乗務員は

「コラ～切符見せろ」、役所職員は「出直してこい」

…。特に酷かったのは、警察官と国鉄乗務員が結託

して食料買出し人の大人・子供・女に関係なく徹底

的に取締りと殴打をしていた。 

今世紀（21世紀）中盤以降、再び近隣諸国と戦火

を交えているだろう。歌人・与謝野晶子、「君死にた

もう事なかれ」、「人を殺して死ねよとて」…。改め

て人は理性と悪魔が同居している。戦時下と敗戦直

後に体験しよく耳にしたことで、嫌な思い出として

の隠語があった。「上官の命令は天皇の命令である」、

「天皇の忠義は山より重く、吾の命髪と爪より軽く」、

「心は忠に気は勇」、「我死は鴻毛より軽し」、「死を

ば軽しと覚悟せよ」、軽佻浮薄（けいちょうふはく； 

考え方などが浅くおろかなさま）である。また、「生

きて虜囚の辱めを受けず死して罪禍の汚名を残すこ

と勿れ」、暴虎馮河（ぼうこひょうが；無謀な行為）

のごとく軍人勅諭と戦陣訓等々という言葉を大合唱
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のように聴いた。 

マインドコントロールによる狂信的ヒステリー

大集団に成り下がっていた。今日の「原子力ムラ」

と同じだ。その結果、近代史にて日清戦争・日露戦

争・日中戦争・日米戦争等々、1894 年から 1945 年

迄実に 51 年間半世紀以上に渡り戦争を敢行してい

った。その犠牲者は国内にあっては原爆犠牲者を始

め 480 万人、北東アジアおよびアジア全戦域では

3800万人の膨大な命が失われた。だが自らの戦争犯

罪裁きナシ。 

 

■憲法改悪草案に思う 

昨今にわかに憲法改悪議論に向けて百家争鳴で

あるが、ただ懸念される時代である。小生の体験か

ら見て「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラス」で実に鼻

持ちならぬ。今、憲法 96条を改正した暁には憲法 9

条二項交戦権の規定は削除して国防軍にする。いず

れ徴兵制を実現して、天皇の象徴性を廃して国家元

首、統師権など全権をほしい儘にする。「君臨ありて

統治する」、その結果、超過激天皇独裁ファシズムが

再現する事になる。天皇制を批判・誹謗・罵倒をし

た者は即不敬罪と国家転覆罪で検挙し、言論封殺を

見る事になるであろう。極めて身の毛がよだつ圧制

の下、暗黒国家及び恐怖政治を再びこの時代、今の

社会に実現させてはならぬ。現憲法は天皇主権では

ない。「主権在民・平和主義・民主主義・基本的人権

尊重」、「自由・平等・公平・対等・生存権」等々を

厳守して、未来永劫、子々孫々に恒久的且つ持続発

展させる責任と義務又は責務がある。その上「立憲

主義」である事を忘れるなと言いたい。復古主義者・

懐古主義者と遺物崇拝者は悪魔人である。時代錯誤

も甚だしい限りだ。この地上に、今日、立憲主義を

遥かに凌駕する、また近代憲法学の哲学として存在

しえない「改憲」を標榜するなら、第 1章天皇条項

「第 1条から第 8条」を削除すべきである。それは

民主主義とは相容れない存在である。共和国制が望

ましい今は「すべて国民は」であるが、天皇の臣民

で「召し使い」になる「官尊民卑」を地で行く戦前

の事項を踏まえた上で、自民党憲法草案を見てただ

驚愕と脅威である。そもそも今の権力者と為政者は

憲法と法律との違いが全く理解されていない。「勝手

にさせない・許さない・独善主義」、何人といえども

憲法の下ではすべて拘束されそれを遵守する。天皇

といえども例外ではない。一方、法律は為政者が非

為政者を支配し拘束する。特に為政者と権力者、そ

れに支配者等を縛り監視するのは憲法である。この

原点と初心を忘れたのか。怒りを感じる。 

今回の草案の中では特に前文すべて消去した事

に強く怒り心頭だ。「改憲」では長い歴史・固有の文

化・国と郷土の誇りに執拗する。歴史の逆回転だ。

後は精神論がさらなる暴走するのみだ。具体例、「神

宮・国家神道・神社」降盛を極める。理性は死に絶

える。「私・個」はすべてに優先する。公は限定され

制限される。戦争の放棄、平和主義が死に絶えたの

では話にならない。さらには随所に、公益及び公の

秩序を害する権利の全部又は一部を制限する。すべ

ての国民は憲法を尊重しろとは何事か。あべこべだ。

個人の最大なる価値の根源は個人であり、個人とし

て尊重される。にも係わらず「長い歴史」と「固有

の文化」をもつ方向へと 180度逆転した。個人の人

生設計に国家が口だしするとは何事か。近代憲法の

原理を知らないのか。公益とは政府の利益ではない。 

 

■亡霊・暴戻を見る思い 

特定秘密保護法・武器輸出三原則・集団的自衛権

行使等、正に「暴虎馮河」であり、ひとえに現憲法

に対して「牽強付会」（けんきょうふかい；道理に合

わないことを自分に都合のよいように無理にこじつ

けること）を地で行くのか。その果ては歴史の繰り

返しを疑似体験に見る。平和主義・民主主義・基本

的人権・主権在民等の現憲法の蹂躙か。憲法 96条

で「不正裏口入学」をして、「鳩（ハト）」をミサイ

ルと戦闘機で粉砕するのを見たいのか。現内閣には

安倍氏・麻生氏始め三閣僚の親族祖父で、先の大戦

で東条英機戦犯人の下で三閣僚の孫達が入閣してい

る。個人的・私的野望の動機、五氏達は祖父の敵討・

仇討ではないのか。原発再稼動で悪魔元素濃縮プル

トニウム 45トン保有する「持たず・作らず・持ち

込ませず」、此の非核三原則も風前のともしび。現憲

法四原則を厳守し、好き勝手な「牽強付会」の曲解

と解釈は厳禁だ。往時・往事を忘れたか。忘れるな。 

（奥田省吾）        

 

 

  一昨年に第 1 号を発行して以来、ほぼ 2 年ぶりのニュ

ースレターの発行になりました。今号ではこの 2 年間の

当センターの活動の中で大きな企画であった国際学術

会議とシンポジウムの２つの報告を掲載しました。ま

た、昨年秋には当センター主催の公開講演会のうちで、

3 名の方の基調講演をまとめた講演集も発行しており

ます。 

 歴史認識をめぐって東アジアの緊張を激化させる安

倍政権の下で、当センターの存在意義はますます大きく

なっていると感じております。本紙 1 面でご紹介しまし

た今秋 11 月に京都で開催予定の日韓国際学術会議に

も、多くのみなさまのご参加をよろしくお願いいたしま

す。（文責：事務局） 

＜編集後記＞ 
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