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富澤弘拳 追Ell・顕彰のつばい

'尋

0人参加
「みなさん頑張つてくださいね。私みたいな人間を

再び作らないために」一―。

宮澤弘幸の妹・秋間美江子さん (87歳 )の声が会場

に切々と鋭く流れました。宮澤弘幸 67回 目の命 日であ

る 2月 22日 、菩提寺の新宿・常園寺のホールは詰めか

けた 140人余でいつばいとなりました。

『宮澤弘幸追悼・顕彰のつどい一悪夢再来の秘密保

護法を許さない』は、新たな熱気を呼び込み、秘密保

護法の施行を許さず、廃棄させるために自主的自覚的

な運動を発展させることを確認 しました。

秋間美江子 さんが気迫込めて訴え

秋間 さんは、この集会参加のために、14時間も飛行

機に乗 り詰めでコロラ ドか ら帰国 しま した。直前まで

体調を崩 しての療養中であ り、命がけの参加です。集

会に先立って会場に隣接 した宮澤家の墓にお参 りし、

これには秋間 さん と 30年近 く交流を続けている山野

井孝有・本会代表 らが寄 り添いま した。

集会ではまず、山野井代表が 「真相 を広める会Jと
して基調報告を行い、秋間 さんを紹介 した後、スパイ

冤罪事件を掘 り起 した上田誠吉弁護士や、いち早 く報

道にあたつた藪 下彰治朗 。朝 口新聞記者 (故人)ら の

ジャーナ リス ト精神 に触れ、後輩の記者たちの奮闘を

期待 し、暴走を続ける安倍内閣は打倒すべきだ と訴え

ま した。続いて秋間美江子 さんが立ち、わずか 5分間

の中に的確で気迫のこもつた訴えを込めて挨拶、鳴 り

上まない満場の拍手を受けま した。

「日本の将来に悔いを残すな」

「秘密保護法の危険性 と安倍政権の暴走」について

講演 した岸井成格 。毎 日新聞特別編集委員は、国会・

政局の裏表を詳細に明か して問題提起。長い記者生活

でもかつて経験 したことのない酷い法律だ として、 日

本の将来に悔いを残 さないためにも絶対に潰すべきだ

と強調 しま した。

次いで 60年安保闘争以来、日本の政治課題 と労働運

動に関わつてきた戸塚章介 。新聞 OB 9条 の会事務局長

は、今回の秘密保護法反対運動は、組織動員されたデ

モではな く、自然的 自発的な運動になっていることが

特徴だ と鋭 く提起、それが運動発展のカギであると強

調 しま した。

山本玉樹 。本会代表は、1999年 のハーグ世界平和会

議が確認 した平和を求める世界の流れを情熱込めて紹

介 し、北海道大学構内に「′きの会の碑」(仮称)を建設

す る意義 と思いを熱 く強調 して、参加者 に支援を訴え

ま した。

「真相 を広め る会 J3つ の課題 を提起

最後に「真相を広める会Jが提起した①秘密保護法

を廃棄させるまで運動を継続する②北大のスパイ冤罪

事件にかかる宮澤弘幸に対する処置を糸Lし 、責任を追

及し謝罪を求める③「′心の会の碑」(仮称)を北大構内

に建設する一一の3課題を支持するアピールを全員一

致の強い拍手で確認しました。

欝 瞥■ず鸞



山野井 孝有 0本会代表

びたび新聞、テ レビか らの取材 も受けていますが、マ

スコミの役害|は極めて重要です。

今 日も新聞・テ レビ報道に携わる若い記者のみなさ

んが取材 されていますが、何よりも不正に対す る怒 り

を燃や して、宮澤弘幸スバイ冤罪事件を引き起こす秘

密保護法を廃棄 させ るために 一層頑張つて欲 しい と思

います。

これ まではどんなに悪法であつても成立すると運動

も報道 も トーンダウンする傾向があ りましたが、昨年

12月 6日 に強行可決 された秘密保護法に対 しては、そ

の危険性 を追及する報道が継続 していることは、 うれ

しいことです。 ジャーナ リス トのみなさん、頑張って

くだ さい。

この間、宮澤スパイ冤罪事件を掘 り起 して追及 した

上田誠吉弁護士、朝 日新間の藪下彰治朗記者、秋間美

江子 さんの背を押 し続けた美江子 さんの夫 。秋間浩 さ

ん、宮澤弘幸 さんの婚約者であつた高橋あや子 さん、

これ らの人たちはみな故人 とな りま した。 こうしたみ

な さんの努力を讃えるととt)に 、その遺志を しつか り

と受け継いでい くことが私たちの使命だ と思います。

暴走す る安倍内閣は打倒すべ きだ

安倍内閣|よ 、大企業優先で、高齢者の生活はどうで

もよいという政策を進めてお りますc NHK会長や同

経営委員などをお友達で固め、秘密保護法を強行可決

させ、非正規社員をさら増やす派遣法改悪などを画策

しているのです。

秘密保護法については、最近、新聞では 「どこを修

正すればよいかJと いう議論がありますが、修正です

む法律ではありません。断同として 「丸ごと反対、廃

棄すべきだJと 思います。

安倍内閣は、さらに集団自衛権行使、武器輸出三原

貝Jの禁止から輸出への転換、教育市1度改悪等々、あら

ゆる問題を反動的な方向に向けようとしています。60

年安保闘争時には、「岸内閣打倒」を掲げました。今こ

そ 「安倍内閣打倒J以外にないと確信 しています。

今 日午前中、北大の担当者が秋間さんに北大の取 り

組みを記した文書を手渡してきました。その内容は、

秋間さんに対する誠意の一端は感 じられますが、謝罪

と責任についてはいつさい触れていません。「真相を広

める会Jと しては、幹事会を開いて、今後の対応を検

討 し、北大に対しては毅然とした態度で対処 していき

ます。

‐
2‐

今 日のつ どいに、 こうして多 くのみなさんが参加 し

て くださつたこと、主催者 として感 pllし ます。

今 日出席の秋間美江子 さんは、 1週間ほど前に ドク

タース トップがかか り、来 られない状態で したが、「日

本に行 くことは もうないかも知れないJと 思つて、医

師に頼んで、昨 ロデンバーか ら 14時間かけて成 田に

着 きま した。今回は秘密保護法の廃上を訴えるために

命がけで来 られたのです。

前回 日本に来たのは、2012年 10月 で した。「もう

スパイの家族 と言われるのは嫌だ。兄が遺 したアルバ

ムを北海道大学に寄贈 して、兄がスパイ とされた事件

を忘れたいJと の思いか らで した。 この思いに共感 し

た輪が広が り、「寄贈で終 りにするのではなく、宮澤弘

幸 と家族たちの苦 しみを広 く訴え、北大生 。宮澤弘幸

を守れなかつた北大に謝罪 させ るべきだ」 となつて、

これが 「真相を広める会Jの結成に繋が りま した。

結成は 2013年 1月 29日 に札幌で行われま したが、

結成への第一歩 となつたのは、北大へのアルバム寄贈

の後、ここ常園寺で開かれた 2012年 11月 12日 の報

告会で した。秋問 さんも同席で した。 さらに、2013

年 2月 23日 にも、ここ常園寺で結成後最初の活動 と

して「宮澤弘幸追悼・顕彰 と秘密保全法を考える集い」

を開催 し、今 日に至っています。

2月 22日 は宮澤弘幸の命 日であ り、常園寺は菩提寺

であ り、私たちの運動にとつても大事な 日であ り場所

となっています。

この間、「真相を広める会Jの活動が広がる中で、た
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秋間美江子 と申します。親は、美 しいとい う字 と、

江戸で生まれたのだか らと言つて、美江子 と付けて く

れま した。親 に勝 る宝物はないんです。親 とい うのは

本当に常に、子 どものことを心配 している動物だ と思

います。

「親に先立つ不孝な しJと い う言葉がございます。

でも、私の二人の兄は、それ こそ親不孝だったんです

ね。親 より先に死んで しまいま した。それ もむ ごい死

に方を しま した。 (上 の兄が刑務所か ら出てきた とき

質 問 に 答 え て  請 会見要旨

―― (NHK・ 浜田)宮澤弘幸 さんの墓前に手を合

わせた時の思いを教えて ください。

難 しい質問です。父は、何 もいいニュースを聞かず

に亡くな りました。母の時には、冤罪だったことが少

しは分かつてきていま した。母はここ (常園寺)の 山

主 さんに 「仏門に入ろ うかなJと 言つた らしいのです

が 「あなたには、まだほかの子どもも日_那 さんもいる

んです よ。 ご自分だけが逃れてよろしいんですかJと

言われたそ うです。それで私は浮かばれたんですねЭ

最終的に私は、アメ リカであ りつたけの規孝行を しま

した。ですか ら先ほど手を合わせた時の涙は、本当は

うれ しい涙だつたんです。

一一先ほど親を思 う気持ちを強調されま したが。

2月 22日 兄が 亡くなった時、みんなでベ ッ ドの回 り

を囲みま した。兄はそれまで 「お母 さん、三 日経って

良 くなったら書 くか らねJと 言つていま した。

後 日、マライーニ さんか ら聞きま したの兄は誰にも

日本語で話 さなかった。なぜならその うちに書 くか ら

と言つて。でも彼には全部言つたそ うです。 どんなこ

とが 自分の身に起 こつたのか、それ を聞いた時に、マ

は)本 当に生きている人間だなんて思えなかつたです。

上の兄は網走の升1務所から宮城の刑務所に移 りました。

兄は本当に何も罪がなかったんです。それを (過酷な

刑務所生活によつて事実上)殺 してくれたわけです。

そしてその親を悲 しませました。妹である私も悲 しみ

ま した.

私には何も青春なんてなかつたのです。 どこに行つ

ても黒い影がついているようで、怖かった。そして今

言えること|ま 、そんな人間を作つてはいけません。も

う再びそんな時代がきてはいけませんのですから、み

なさん頑張つてくださいね。私みたいな人間を再び作

らないように。

私は幸せに 87歳の今まで元気でお ります。 5回の

がんの手術にも負けませんでした。もう本当は死んで

いるはずの人間なんです。でも気力で生きていると思

います。

がんは1市 くはありません。よっぼど国の政治の方が、

怖いのです.みなさん、頑張ってくださいね。法案は

通つてしまいましたっけれども今からでも手遅れでは

ないんです=1っ のに手遅れ |ま ないんです.お願いいた

します3ごめんなさいぅ以上です。

ライーニさんを恨 /レ だつてしょうがないんだけれど、

よっぼど
'歯

みつこうかなというくらいの気持ちがあつ

たんです。兄は何も悪いことをしていないのに、どう

してそんなに苦しめられたのかと。もう思い出したく

ない3ごめんなさいぃ

一一今日、大勢のみなさんが集まりました。

大変 うれしく思います。「ありがとうございますJの

一言です。今 日だけでなくこれからも大変だと思 うけ

ど、頑張つていただきたいと思います。

一― (北海道新聞・立野)秘密保護法が成立 した今

の日本に来て、どのようにお考えですか。

時遅 くない と私思います。みなさんの力が強ければ

撤回す ることができると思います。私一人の勝手な希

望で しょうか。

―― (朝 日新聞・佐藤)秘密保護法について日本の

人たちに直接訴えたいことは。

世の中には無関心な人がた くさんいます。それが私

にとつてはとても悲 しいことです。 じゃあどうした ら

よいのか。それができるのは皆 さんです。みなさんが

あきらめたらダメです。代表者ですか ら。

――秘密保護法 と軍機保護法のどういうところが、

共通 していて、どこが危ないので しょうか。

秘密、秘密、秘密 と重ねていっては困ると思いま
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秋間美江子さんの訴え

「がん」より国の政治の方が怖いのです



す。それに対 して誰 も文句を言わないのは不思議だと

思います。もつとみんなが日本の国を愛 して、日本を

よくしようという努力をしてもらいたいと思います。

聞くことも自由で、話すことも自由に。そういう国に

なつてもらいたいと思います.

―― (毎 日新聞・青島)今回は医師に止められたの

ですか。

私のファミリー ドクターは、私よりも私の命を大切

にしてくれている感 じの方で、心臓の働きを診て悪い

と言われました。歳をとるとだれでも不整脈があつて

当然ではと聞くと、いやあなたの場合は歳ではなく、

何かス トレスがあると言いました。でも私はアメリカ

で勝手な生活をしていますから、本当はス トレスはな

いはずです。でも秘密保護法が通i遇 したとか、「この法

律を廃止 してよJと いうこと|ま アメリカ人には言つて

いませんから、それが自分の胸の中に渦巻いてス トレ

スになつたと思われます。

―― もどか しいという気持ちですか。

そ うですね。「もどか しいJつ て とてもいい言葉だ と

思います。日本へ来るのを一度はあきらめたのですが、

一週間 くらい前に、医者が ,き臓 も脈拍 もいい とい うの

で「本当に日本に行 きたい」と言いました。医者は「そ

れほど言 うな らJと 同意 して くれま した。それで 「帰

つて くるまで保障 してくれますか」 と問いた ら「他の

患者だった ら言わないがイエスだね」 と言つて くれま

した3

-一 (共同通信・錦織)「青春はなかった。どこに

行 つても黒い影がついているようで怖かつた」とおっ

しゃいま した。辛いで しょうが当時のことを。

詳 しく話す とその時の状況が浮かんできますDと て

t)困 る質問ですcご 自分の身になつて考えて くだ さい。

街 を歩いていて、 自分の後を山がつてもついてきた と

い う思いは、あなたに |ま なかったで しょう。 とても嫌

なものです。特高警察には逆 らえなかつたのです。兄

が捕 らえられた時、東京の家にも家宅捜索に来ま した。

純 日本家屋の天丼を棒で全部突っつ くんです。埃だけ

で何 も出てきません。日本語以外の英語、ドイツ語 (の

本)は全部壊 していきま した。 2、 3日 して、顔は党

えていないけど、家に来た特高とlplじ黒いコー トを着

た男が 自分の後ろにいるとい うことは、 とても気持ち

が悪い とい うか、怖いことです。今の私だつた ら怖 く

あ りません。後ろを向いて 「何か御用ですか」 と言え

ますけれ ど3そ のころはそんなこと言う勇気もなかっ

た し…… ^

2.22つどいに参加された方々のご意見

秘密保護法は「権力犯罪」だ

私は終戦の翌年、1946年 に北大に入学 した宮澤 さん

の後輩です。 レーンさんには教えを受けませんで した

が、ヘルマン・ヘ ッカー さんには ドイツ語を教えてい

ただきま した。1950年に北大イール ズ闘争があ り、こ

の時、北海道学連の委員長を していて、北大か ら退学

処分を受けました。

今、あのイールズ闘争 も事実を歪められて伝えられ

ています。私は 「三鷹事件の真実にせまる」 とい う本

を出版 し、最近まだ事件の真相が解明されていない「白

鳥事件」を研究 し、新たな立場で真相を追求す る著述

を始めています (最終的に出版できるか どうか分か り

ませんが )。

その立場でい うと「秘密保護法Jは 「権力犯罪」、権

力による謀略にとつてもつとも都合の良い法律です。

絶対許すわけにはいきませんc

老骨ですが、みなさん とともに廃上に向けて闘いつ

づけます。

梁田 政方 (会 員)

=三鷹事件の真相を究明 し、語 り継 ぐ会

秘密保護法は一刻も早 く廃案に

戦前の軍機保護法、治安維持法時代を知っている世

代です。現安倍政権の右翼化を最も恐れる一人として、
一刻も早く廃案されることを希います。

秋問美江子さんお元気の間に、北大問題もすべて解

決 して欲 しく思います。

浅田喜久子 (会員)=山梨県山中湖村

尊重すべ き秩序を破 つた結果の苦 しみ

宮澤弘幸様の御家族の苦 しみ、やつとわか りました。

スパイ とい う汚名は苦 しかつた と思います。私は、戦

争中は子供で したので、わか りませんで したc戦前、

戦中の 日本は、ひ どい国で した。それで も、誰 t)、 国

の秩序の中で生きています。いつでも、国 とその秩序

は尊重 しなければな らないのです。国を売った と言わ

れた ら、その秩序を破 った と言われたこととな ります。

これでは、生きる場所を失います。尚、つ どいで秋問

美江子様からのチ ョコレー ト、いただきました。おい

しくいただきま した。

小暮 成一 (会員)=調 布 市



■||■ |,.芋 = 秘密保護法の危険性と安倍政権の暴走

岸井 成格・毎日新聞特別編集委員
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度 とあってはならない し、その背景にある戦争li絶対

に起 こしてはいけません。

そのために日本は戦後、営々と憲法九条を先頭に平

和国家 として、平和外交を してきた歴史があ ります.

それを守っていかなければな りません。そ うい う中で

成立 した特定秘密保護法は何 としても廃止 させなけれ

ば、宮澤 さんにも秋間さんにも顔向けできない とい う

気持ちを、いま新たに しています。

中立 ・ 公 正 饉公 正 とは何 か

国会、政局は変な空気が横,4ド しています。NHK会
長が、盛んに 「放送法を守 りますっ中立 。公正 。公平

を守 りますJと 言つていますが、メディアの役割、ジ

ャーナ リス トの使命は、権力を監視 しチェックして、

批判すべきは批判することが仕事です= よく誤解さオl

ますが、民意で選ばれた政治家 |ま 国民の代表です |｀ 、

チェックしなければならないの|ゴ多数の横暴1です .

そして権力は必ず腐敗 しウソをつくここれをチェック

していくのはメディアの役割であり、ジャー リズムの

使命です。それをや らなければ、中立でも公正でも公

平でもないのです。

NHKの 2人の経営委員、衛藤総理補佐官の言動は

常軌を逸 しています。昨日開かれた会合での元外交官

などの話で共通 していたのは、諸外国は安倍首相の靖

国参拝に加えて、ブレーン、側近、NHK会 長 らの言

動は、日本人全体が右傾化していると受け止めていま

す。その結果、日本は国際的にどんどん孤立化 してき

ています。

国会 。政治の大きな問題は、集団自衛権行使容認の

問題で、総理は 「最高責任者は私です。法制局長官で

はありません。私は国会議員によつて選ばれた。国民

の審判を受けるのは私です」という言い方で強気の姿

勢を示しました。この根底にある問題は、国会議員は

立憲主義を分かつているのかということです。内閣法

制局は今でも全体としては、集団自衛権は容認できな

いという立場です。

戦後の日本は、日米安全保障条約でアメリカの抑止

力に依存することで凝 り固まってきたのでが、このと

ころ変わってきました。一つは対米従属的な日米安保

で、これか らのアジア太平洋新時代の中でやっていけ

るのか、 とい う議論。 もう一つ |よ 、特に保守系に強い

のですが、最近のアメリカ|ま 経済力 t)弱 くなってきた、

だか らアメリカに頼 らなくて も、 日本は 日本が守る、

とい う主張ですこ これ |ま 、最後は核武装論まで行きま

すJ 自力で守 る、軍事力抑止論に立つ とそ うなって し

ま 、ヽ一番1布 tヽ ところです。

二うして戦後つ憲法 9条、武器輸出三原則、非核三

原則、集団 自衛権 l‐

N行 使などがすべて崩れ始めてきた

とい うことです=そ して東京欄;知事選では憲法改正な

どを主張 した候補が 60万票 も獲得 し、安倍内閣の支

持率が高いЭこうなると世界か ら見ると実に厄介です。

実は秘密保護法を強行可決 した後、内閣支持率は 10

ポイン ト近 く落ちた。 ところが安倍首相が靖国神社参

拝後は、支持率が盛 り返 したのです。広報のプロが、

「支持率回復には参拝するしかない=中国・韓国には

強 く出るべきだ」 と煽つた可能性が高い。今の若い人

たちに、これを是 とす る傾向が強い.

支持率の高 さは、アベ ノミクスによる経済効果への

期待が企業をまだあることと、もう一つはナショナ リ

ズムです3中 国や韓国に強 く出れば出るほど、またア

メリカi■ 対 し強 く出れば出るほど、支持率を高める恐

れ t^||ま十二竃、が■lる 限 り、支持率に関 しては新 し

傾ヽ向です]要注意です .

定義を曖昧にし、拡大解釈可能に

秘密保護法は成立しましたが、何として ()廃上に追

い込む、追い込まなければなりません。集団自衛権は

じめあらゆる問題の共通項に、「物事の定義を曖味にす

ること」があります。何を聞かれても一般論、抽象論

で逃げて定義を避け、解釈をいくらでも拡大できるよ

うにづ
~る

.

集団自衛権の答弁でもそ うです。秘密保護法は最た

る()のです。最初は外務 。防衛について重要な安全保

障にかかわる情報と言つていたのにテロが、そしてス

パイが入つたc外務・防衛・テロ・スバイ、それに重

要は安全保障に係る情報となつた。

さらに情報を収集 した能力も秘密で、「その他」、「そ

の他」がすべての条文についています。つまり何でも

秘密に特定できます。

長い政治記者生活の中で、こんな酷い法律と、こん

な酷い国会を見たのは初めてです。そのくらい酷い法

律です。意図的に、どんな場合でも拡大解釈ができま

す。なぜそうなるかを考えると、宮澤 。レーン事件が

示 している通 りです。できるだけ法の網を広くし、だ

れでもひつかけられるようにする、何処でも家宅捜索
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ができるようにする、盗聴ができるようにする、事情

聴取が簡単にできるようにする内容になつています。

裏に潜む警察 口検察権力

秘密保護法でもう一つ大きいのは警察です。主務官

庁は外務省で 1)1防衛省でもな く内閣情報調査室です。

つま り警察、その裏に検察があ りますこ権力は、最悪

を想定 して体制 を固めます。「何が秘密か |ま 秘密Jなん

て冗談ではあ りません。今でも特別管理秘密 |ま 43万

件 もあ ります。 これにさらに特定秘密を作つて罰即|の

対象にす るのは何のためかはいつさい説明 していませ

ん。百歩譲って、少なくともそ うした説 IIHが あつて、

国民が納得す る安保・外交関係の著 しい変 |ヒ があるつ

かがはつきりすれば、秘密保護の必要性が出て くるか

も知れません。今の ところそれ |ま 分か りませメし
=

わずかに出てきたのは北朝鮮の核 ミサイル問題です [

北朝鮮は ミサイル実験発射をやつた。それを分析する

と、ハ ワイ、グアムには届 くまでに性能が向上 した。

核実験では小型軽量化を遂げた。 この結果ハワイ、グ

アムまでは届 く核弾頭搭載 ミサイルが可能になつた。

次の段階は、 これが発射 された時、誰が どこで撃ち落

とすのか。一番近い東京へは 5分で届 く。撃ち落 とす

には在 日米軍か 自衛隊 とい うことにな り、その MDシ
ステムが同時進行 しているJ軍事の怖 さ|ま そ こか ら出

秘密保護 法反対運

動は、10月 15日 に国

会ヘ ト1程 されて以後、

急速に発展 しました。

60年安保 を経験 した

世代か ら見ると、安保

闘争の再来 とい う感

想、感激を持つた人が多かったと思います。

安保闘争時は、新聞労連でも朝日新聞労組が 96時

間ス トを打つなど、新聞労働運動が非常に盛 り上がり、

最盛期には安保反対デモに 1000人以上も結集 しまし

た。労働者たちt)頑張りましたが、それを支持 し、回

りで支えた国民の大きな運動があつたわけです。それ

が 60年安保だつたと思います。

ただ半面、結集の中身にはかなりの部分、組織動員

だつた、日当や弁当を出す組織動員だったという事実

も否めません。

ところが現在、日比谷野外音楽堂を埋め尽くした参

加者に、組織動員された人はいません。秘密保護法反

対運rlJに 参加 している人々は自主的に、個人の思いで

憲法9条を守り秘密保護法廃棄への運動

戸塚章介・新聞 OB 9条の会事務局長

てきます。北朝鮮は飛ば した以上、アメ リカが報復す

ることを想定に入れています。その報復が在 日米軍 と

自衛隊か らとなると、北朝鮮はアメリカに ミサイルを

発射すると同時に、在 日米軍 と自衛隊にも先制攻撃を

仕掛ける。そ して、そ うなると予演1さ れ るなら、北朝

鮮が撃つ と分かつた ら、こちらか ら先制攻撃すべきと

なる。まるでいたちごつこ。 これが、現在の軍事議論

の底流です。

中国は毎年 10%を超 える軍事予算の増大で軍拡 し

ています。そこに尖閣列島問題があ り、韓国 とは竹島

問題、 ロシア とは北方領土問題が絡みます。 こうい う

問題にどう対処するのかの説明が一切な しでの秘密保

護法を認めるわけには行きません。国会で |ま そ こまで

つ議論を一切 していませんこ

秘密保護法は絶対に潰そう

時間が経てば経つ |ま どこの法律のおか しさ、杜撲 さ、

危険性が出てきています。ですか ら、時間をかければ

みな分かつて しま うか ら、分か らない うちに成立 させ

て しまつたのだ としか考えられません。

冒頭 申し上げましたように、 日本の将来に悔いを残

さないためには、秘密保護法は絶対に潰す、廃案にす

ること以外にない とい う思いを新たにしていることを

申し LIザたい と思います。

参加 しているのですЭ私は国会を包囲す る反原発行動

にも何回か行 きま したが、あそこにも動員されている

人はほとんどいません。インターネ ッ トや メールで情

報を交換 して、乳母車を押 した母親たちも、みんな自

分の意思で参加 しています。私はこのことがす ごく人

事だ と思います。

戦争になると個人の意思は、否定 され ます。かつて

の戦争当時、「俺は死ぬのは嫌だJな んて言つた ら非国

民で した。国民 として存在す ら許 されませんで した。

だか ら憲法 13条では 「すべて国民は個人 として尊重

され るJと あ ります。 ちなみに自民党改憲案では 「全

て国民は、人 として尊重 され る」とあ り意識 して「個 J

が抜かれています。「個人」と「人Jでは全然違います。

「人」とい う一般論で尊重の範囲を広げて しまつては、

何の事かわか りません。憲法 としての拘束力もなけれ

ば効果 もない。「個人Jと して尊重 されるとい う規定が

あるか ら日本国憲法の光 り輝 く条項の一つになってい

るのです。

このように、秘密保護法反対の集会やデモに行つた

人たちは、個人 として行き、個人 として行つたことが
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集団の中で生かされて、それが団結 してより多数の意

思表示になっているのです。

昨年の春、反原発で国会周辺に 5万人、10万人 と集

ま りました。それが先週の金曜 日の参加者は 2300人

だつた と報道 され、「昨年に比べて少ない。やは リダメ

じゃないか」 との見方があ りますが、 1年経った今 も

続いている事実が素晴 らしい と思います6個人の意思

で集 まつているか ら続 くのです 3

これか ら運動を大きくしてい く場合、個人の自然的

自発的エネルギーに依拠 してい くことが大事だ と思い

ます。いま労働運動 もユニオンショップ制から個人加

盟の個人の意思で参加す る労働運動へ と変わ りつつあ

ります。先の都知事選で舛添候補の当選を報道 したテ

レビ画面の中央にいたのは東京電力労組出身で東京連

合の会長で した。労働組合はそ うなって しまったので

す。

個人の 自発的なエネルギーに依拠 した労働運動がい

ま、Z、 要になってきています。秘密保護法反対の集会

やデモに若者が少なかつたことは事実ですが、その若

宮澤弘幸が
~ス

バ

イ冤罪事件_と 闘っ

たのは、クラーク先

生以来の北海道大学

の教育思想の大きな

勝利だったと申し上

げたい。彼は左翼的

な思想 を持つていたわけではあ りません。 しか し真理

に拠って立つ 白主独 立の自修′きは札幌農学校が一貫 し

て追求 してきた教育思想です。

戦争は嘘によつて成 り立っています。1931年の 日本

軍の柳条溝・満州事変、1965年 のアメ リカの北爆、

2003年のアメ リカのイラク戦争―一。みな開戦理由は

ウソで した。「ウソ=偽 Jに よつて始まる戦争の本質に

対 して、これを絶対に肯ん じず、嘘 を認 めない生涯を

貫いたのが、宮澤弘幸だった と思います。

いま政府は、戦争できるようにとZ、 死になつていま

す。戦争への道は本当に世界の大勢で しょうか。1899

年にオランダのハーグで、第 1回ハーグ国際平和会議

が開かれま した。その 100周年を記念 して、1999年

5月 にハーグ L界平和市民会議が開かれ、世界か ら 1

万人以上の人々が参加 しま した。その最後に 「公正な

世界秩序のための 10の 基本原則 Jが発表 されま した。

その第 1項は 「各国議会は、 日本国憲法第 9条のよう

な、政府が戦争 をす ることを禁 ILす る決議を採択すべ

者たちの中で、月一回、新 4iiで 200人か 300人の 「国

防軍反対デモJ力 も` う 13回 も行われています。 自分

たちの未来を創 つてい くために何かやろ うとい う若者

たちがいます。一方、若者のすシ ョナ リズムを掻き立

てる右翼的な潮流 もあ ります。

自発的なエネルギーを結集 した草の根民主主義を総

結集 した闘いが必要になつてきますЭ社会史的にみて、

それが具体的に可能になってきています。例えばチュ

ニジアでお こったジャス ミン革命は、紆余曲折はあ り

ますが、黙つていた民衆が大衆デモ とい う形で政治の

変革を行つています。

秘密保護法反対運動をきつかけとして、 こうい う運

動ができるような時代になつているとい うことを確信

したいと思います。現役の労働者にも頑張つてほしい

が、その方向性は、動員 された押 し付けられた運動で

はなく、個 人の意思 とエネルギーが尊重 され るような、

憲法 13条が生か され るような団結なんだ とい うこと

をみなさん と一緒に、これか らの運動の確信に したい

と思います。

山本玉樹・本会代表

きであるLと あ り、第 9項には 「平和教育は世1界のあ

らゆる学校で必修科 日であるべきであるJと あ ります。

この会議に参加 した私は本当に感動 しました。アフ

リカのツツ司教は 「人類は奴隷制 とすチスのファシズ

ムを崩 した。アパル トヘイ トも廃上 した。 もしみなさ

んが′さを一つに して本当に闘つた ら、戦争のない平和

をつ くることができるJと 訴え、「平和 =イ エスJ「戦

争 =ノ ー」の声が沸 き起 こりま した。 日本の憲法 9条

は、人類の未来を照 らす光であることをこの集会は確

認 したのです。 これが平和を求める世界の流れです。

これに対 し自公政権は、世界の趨勢に逆行 していま

す。私達はこの流れを絶対に許 してはいけない と思い

ます。沖縄では、1月 19日 の名護市長選で辺野古への

米軍基地移設に反対する稲嶺進候補が圧勝 しました。

そ してその先には、 日米安保ではなく日米平和条約締

結を目指 していかなければな りません。

アメ リカでも平和を希求 して闘つている人々がた く

さんいます。団結 しなければいけないと思います。

人間 として真 っ当に生き抜いた官澤弘幸の生涯を讃

え、北海道大学構内の外国人教員官舎跡の林の中に、

「′きの会の碑J(仮称)を建て、戦争に反対 して闘った

先輩たちの精神を後々まで伝 え、人類の未来を拓 く学

問、研究、人間を育て、そ うい う思想が泉の如 く湧き

上がるよう誓 う碑を建設 したい と思います。 ご支援を

お願い します .

7^

「′いの会の碑」(仮称)建設運動について



憑夢再来の棚密保護法壱許さない
「宮澤弘幸 追悼・顕彰 2.22のつどい」アピール

73年前、「スパイ冤罪」 (軍機保護法違反)で懲役

15年 を科され、27歳で命絶たれた北海道帝国大学

生・官澤弘幸が眠るここ新宿・常園寺に結集 した一同

は、冤罪を闘い抜いた生涯を追悼・顕彰するとともに、

すべての国民に向け、「スパイ冤罪」の悪夢再来を断

つために秘密保護法の施行を阻止 し廃止 させるため

に立ち上がることを訴える。

秘密保護法は、憲法違反に加えて、当事者が家族

共々「国賊風評」にさらされる残虐性を帯びている。

現に富澤弘幸の妹・秋間美江子さん (87歳 )は、1980

年代の「国家秘密法」阻上で立ち上がるまでは「スパ

イの家族」とされ、息を潜めて生活していた。しかし

悪夢再来の危機に際し「スパイとその家族の苦しみを

繰 り返させないで」と国家秘密法阻上を訴えた。

昨年 1月 、秋間さんの思いを共有した有志が「北大

生・宮澤弘幸『 スパイ冤罪事件』の真相を広める会」

を結成 し、折から安倍政権が画策 していた 「軍機保護

法」再来の「秘密保護法」阻上に行動を起こした。法

案は国会で多数を占めた自民 。公明によつて強行可決

されたが、廃止を求める運動は、かえつて日に日に高

まつてきている。悪夢法の施行を許 してはならない。

必ず廃止させよう。

<事務局から>
◆12月 8日 北海道大学内で初めて開催 した「もうひ

とつの 12月 8日 」には 120人、常園寺での 2.22の つ

どいには 140人が参加しました。宮澤・ レーン「スパ

イ冤罪事件」の真相を広める活動は着実に進んでいま

す。北大OBのみなさんも立ち上がりました。2.22つ

どいの会場では 6万円のカンパに加えて 19人のみな

さんが入会し、会員は 279人 となりました。「真相を知

つて欲 しいJ「冤罪の構図」「引き裂かれた青春」「北大

の処置と対応」の4冊のパンフレットは、スパイ冤罪

事件の真相解明と運動方向を明確にする内容となつて

いるため、まとめて出版する計画を進めています。

◆2.22の つどいを取材 した新聞・テレビの記者たち

は、私たちの子ども世代です。若きジャーナリス トた

ちの真相を追求する取材姿勢は、誤った歴史認識に凝

り固まつている政治家たちを変えていく大きな力にな

ると思います。今後の活躍に期待 して激励 していきた

いと思います。

ここに、「宮澤弘幸追悼・顕彰 2.22のつどい」に結

集 した一同は、宮澤弘幸の無念を引き継 ぐ秋間美江子

さん同席のもと、秘密保護法廃止を求める全国の人々

と共に決意を込め、「真相を広める会」が提起 してい

る以下の行動を支持する。

第一、秘密保護法を廃止させるまで断固として行動

を継続する。「官澤・ レーン・スパイ冤罪事件」の真

相を徹底 して広め、悪夢阻上につなげる。宮澤弘幸ら

が一斉検挙された 12月 8日 には札幌で、命 日の 2月

22日 には東京 。新宿で、集会と行動を継続する。

第二、「宮澤・ レーン・スパイ冤罪事件」に際して

北大当局がとつた学問の府、教育の府、クラーク精神

に基づく建学の精神にもとる処置を糾 し、その責任を

追及 し当事者への謝罪を求める。

第二、戦前、北海道大学で外国人教師と学生とが交

流 。研鑽をつちかつた 「′いの会」の精神を現代に生か

し未来に伝えるため、顕彰碑 「′いの会の碑」 (仮称 )

の建立を期 し、広く賛同を求める。

以上

2014年 2月 22日
「官澤弘幸追悼・顕彰 2.22のつどい」

参加者一同

◆ 1月 24日 に発足記者会見をした「秘密法に反対す

る全国ネットワーク」は、25都道府県 49団体が参加

しています。「秘密保護法を許さない」の運動が確実に

広がっています。4月 6日 は名古屋で交流集会が開か

れますので本会も参加 して訴え、パンフレット「引き

裂かれた青春」を宣伝・販売する予定です。

◆北海道大学の処置と責任を追及 し、「′いの会の碑 J

(仮称)建設を実現する運動は、秘密保護法廃止と並

ぶ本会の二大目的です。秋間美江子さんの願いをしつ

かりと受け止め、山本玉樹代表の熱い思いと決意を共

有 して、大きな運動にしていきましょう。

◆秋間美江子さん 87歳、山本玉樹代表 85歳、宮澤

弘幸命 日の 2月 22日 が誕生目の山野井孝有代表 82歳。

「真相を広める会」は、11人の幹事のうち 6人が後期

高齢者です。あの戦争を経験 し、または戦後の苦難の

時期を知っている私たち高齢者は、今こそ戦争反対の

声をあげ、行動 し、訴えて、戦争への道を阻上しよう

ではありませんか。「負けてたまるか」を合言葉に一緒

にがんばりましょう。 (事務局長・福島 清 75歳 )
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