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　　まえがき

海軍じいちゃんというのは私の父（故・水谷秀澄）のことです。大

正 2 年生まれ、海軍兵学校に入り第二次大戦では東南アジア海域で

戦いました。戦後海上自衛隊に入隊し海将で退任しています。メモの

内容に、自衛隊、軍隊、戦争、政治といったものがよく出てくるのは

そのためです。この抜き書き帳は父の死後見つかりました。主に昭和

39 年から 48 年の十年間の新聞・雑誌・書籍からの抜き書きメモです。

当時の社会を映す情報から古い名言・格言・諺まで新聞・本・雑誌・

機関紙等からかなり多方面にわたって収集しています。こんな風にラ

ンダムかつ継続的に書き留めているのは、多分に父の何でもメモする

性格によるものだと思います。周りからもメモ魔といわれるくらいで、

部下の方が自分の家族の誕生日が判らなくなっても、父に聞けば判る

というほどでした。とにかく気になったものをメモしておりました。

旧軍人ですから当然右寄りの人でしたが、共産主義・社会主義につい

てもその内容を知るということからでしょうか、関連する書籍も読み

多くを書き留めています。　

　　　

このメモを読んでみて感じますのは、日本の社会が 40 ～ 50 年前

とあまり変わっていない、というより人々の自立性とか社会性という

面ではむしろ後退している観があるということです。同時に昭和とい

う時代に、我々は何か人として、あるいは社会人として大事なものを

置き忘れてきてしまったのではないか、という想いが湧いてきます。

このメモの頃の、いわゆる戦中派が円熟期に入っていた時代の諸意見

は、戦後派以降の日本人にとってむしろ新鮮に映るものが多いのでは

ないでしょうか。個人が個人としての世界観を確立している気がしま

す。最近の無責任、欲望過多、権利意識過剰はますます酷くなってき

ています。人類の滅亡の原因は、恐らく人間の欲望のコントロール不

能によるものではないかとさえ思えてきます。
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世の中には実に様々な個人の意見や団体・組織の考え方があります

が、過去を眺めてみますと、このまま既存の思想・宗教・イデオロ

ギー・政治手法で未来が築いていけるものかどうか、とても疑問に思

えてきます。この百年ほどの間だけでも、人類は物質面ではともかく、

精神面では殆ど発展していないのではないでしょうか。精神的な面だ

けでみれば紀元前の世界と比べても殆ど人類に進歩はないように思え

ます。

かたや現代の溢れるほどの情報の波のなかで、我達は果たして自分

自身の価値観、国家観、社会観をはっきりと持ち合わせているのでしょ

うか。現代は価値観の多様化の時代と言われますが、見方を変えると

一人の人間が自分の都合のいい価値観をうまく使い分けているだけの

ようにも思えます。今後心配なのは、情報過多の中で個人の思考能力

が弱まり、大半の人間が宗教や思想よりも、単なる情報に精神までも

が操作されてしまうことです。

　　　

父は憂国の士であり、「日本人が自力で国を守れない限り、自立し

ていない人間同様に、周りからみれば頼りにならない国だろう」と言

い、経済力だけでは結局世界に対してリーダーシップがとれず、なん

だかんだ言いながらもアメリカの核にのみ守られている現状では、ど

の国に対しても信頼を得られず、指導的な態度をとることが出来ない

だろうと憂いておりました。

その時代にはなるほどと思っていた事や、真実と思っていた事が、

40 年も時が経つと、まるっきりの嘘であったとか、ただの詭弁であっ

たりプロパガンダに過ぎなかったことが判ってきます。ソ連の指導者

が資本主義は滅亡するかの如く発言していますが、結局崩壊したのは

ソ連邦自体でした。世界の指導者達が目指すもの、理想としてきたも

のは、よくみれば大差はなく、皆が自由と幸福と平和を願っています。
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それが一旦国家や社会体制や思想・宗教・民族がからんでくると、理

想とは全く違う現実となるのは如何なる力によるのでしょう。また右

でも左でも一旦権力を手にするとなりふり構わずしがみつく姿もよく

見うけられます。

民族・宗教・国家・イデオロギーに関する記事・発言が、総じて古

臭いと感じるのは、時が流れて今や過去のことになってしまい、まる

で古文書を見ているかのように感じるためでしょう。世界の秩序は、

科学技術や様々なシステムの発達に追い越されてしまったようで、現

実に旧態依然とした組織・体制が、どの様な体制であっても機能不全

に陥っていて、最近のアラブ諸国の民主化などはいい例でしょう。そ

の実情があまりに想像していたものと比べて古い体質であったため、

唖然とするばかりでした。社会・国家・世界を維持するための新しい

秩序が必要な時代だと感じます。

この本の内容はあくまでも個人のメモ書きをまとめたものですの

で、写し間違いや勘違い等々あると思います。出典としているものの

数も多く、また出典先が不明で検証不能のものもありますのでそのま

まに掲載しております。正式な報道でも研究書でもありませんので、

どうか単なる読み物としてご容赦願います。事例の掲載方法について

はメモのとおりにして、特にジャンル別にするとか人物でまとめるよ

うなことはしておりません。また敬称は略して掲載しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　平成 24 年 4 月

                                                                              編集者　神居　青
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◆外国人識者の終戦後の日本観（郷友　S39.5 月号）
◇ピーター・ハワード（S38.4.25 早大講堂において）

・日本が受けたのは、単に敗戦の傷だけではなかったのです。我々

は占領軍として日本に来て、意識的計画的に日本の伝統を破壊し

たのです。我々は日本人に愛国心を軽蔑することを教え、天皇

や国を愛することは時代遅れであると言い続けてきました。冷

たい西欧の物質主義を無理矢理におしつけました。

◇シーン（米　説教家　S23.6.9　日比谷公会堂「現代人の不安と克服」
　　　　 から）

1. 東洋人は徒なる西洋模倣から目覚めて自己を築かねばならない。

2. 日本人には何千年の文化があるではないか、この文化を騙されて

すり替えられるようなことがあってはならない。

3. 世界の将来はまさに日本の双肩にかかっている。はたまた神と悪

魔が戦う場こそ東洋である。

4. 我々の欧米文化は老衰期に入っている。東洋の人々にはやがて満

開の花のように美しく咲く時が来ることを信ずる。

◇レッドマン（滞日 30年の英国大使館情報部長　S36.7月帰国の際）
・日本人が安定した社会を作り上げ、ひいては国の力を安定させ

るために、　社会構成の一番基礎的なユニットを何に求めたら良

いか。それは家庭であり家族である。家族制度の善き本質を否

定したところに戦後社会の混乱した大きな原因がある。親の恩、

兄弟の愛、子供に対する愛、これ等は人間生産の最も良き基本

的な幸の根拠であって、この精神をもって社会を構成し国を形

作っていた過去の形態のどこが悪いのか ?　終戦後これらの自然

的な社会構成細胞が人為的に分解せられ、親孝行とか、国の親

たる天皇に対する忠誠心（つまり国民全体を象徴するものへの

尊敬と愛情は、国民という家族に対する愛ということに繋がる）
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が失われてしまった。私は先ず立派な家庭人となり、如何なる

組織においてもその精神を適用し、それが国のまとまりの一番

の基本になることを念願している。勿論これは私の個人的意見

であるが、率直に言えば戦後の民主主義は、日本においては戦

前の天皇制の枠内で民主運動が漸進的に行われた方が良かった

と思う。

◇ウエップ博士（米人学者の日本史研究発表会において）
・大日本史を編纂した学者達は、過去の歴史の中に日本の社会秩序

の根本思想を発見し、更にその原理をもって将来の日本を方向

づけようとしている。政治的には無力に等しい天皇が、日本の

永い歴史において統一の中心であり、平和の源泉であったこと

を我々は理解しなければならない。

シラー（フリードリヒ・フォン・シラー　独劇作家　史劇「ドン・カル
　　　ロス」より）

・大いなる精神は　静かに忍耐する

ジェ・ランドル（AP通信東北アジア総局長　S37年東京新聞に寄稿の
　　　　　　　要旨）

・日本を愛し、5 年の 10 年のと住み着いた外人は、日本独特の持

ち味ある日本と、その文化が次第に失われていくのを見ている。

この調子で行ったら 20 年後の日本は如何になるであろうか。

・日本は歴史ある素晴らしい美しいものを、あまりにすげなく捨て

去っているようだ。やがて如何に高価なものを多く失ったこと

に気がついて、果てない繁栄の夢から覚める時が来るだろう。



11

ウィリアム・メレル・ヴォリーズ（メンソレータム社長　日本に帰化し
　　　　　　　　　　　　　　　た時の記者達との問答の一部）　

社長 : 君達よりも私の方が本当の日本人だよ

記者 : 何故です？

社長 : 君達は私より日本を愛していない。ただ偶然に日本に生ま　

れてきたというだけだ。然し私は自ら進んで日本国民になっ

たのだ。

記者 : この惨めな日本のどこがそんなに良いのでしょうか

社長 : 一番良いと思うところを一つだけ言ってみよう。世界のど　

の国にもおられない天皇を戴いているということだ。私は　

君達と違って、選んで日本人となったことを喜んでいる。

フルシチョフ（ニキータ・セルゲーイエヴィッチ・フルシチョフ　ソ連
　　　　　　政治家・首相　カイロ演説から　S35.5.10）

・ソ連とアラブ連合の青年達が平和を守り、次の世界戦争を防止す

るための闘争を共に戦っているのは喜ばしい。人類が新しい公

正な基盤の上に生活を築こうとするこの時期において、植民地

主義はどのような形態であれ許しがたい。

・帝国主義者が、解放された国々の内政に干渉し、各種の奴隷化協

定・条約を押しつけるのを許すことは出来ない。民族解放運動

は退潮することなく帝国・植民地主義勢力に対する完全な勝利

の日まで成長を続け、ますます深まるだろう。

・民族解放のために立ちあがった人民は、これを共同で抑圧しよう

とする敵に直面している。自由と独立の思想を尊重する諸国民

は社会主義国、全世界民族解放運動、資本主義国の進歩勢力を

統一して反植民地戦線を結成し敵に対抗すべきだ。

渋沢　雅英（MRA日本最高責任者）　　
・日本は世界に大きな使命をもっている。アジアもアフリカも西欧
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も、この国が動き出す日を待っている。日本の使命は、共産世界

も非共産世界も含めて、全人類を世界歴史の次の段階に導くこ

とである。現在の指導者は、左右問わず考えが小さく党派的利

益を主張するばかりで、国の将来に責任をとろうとしていない。

この人々に代わって正しい国づくりをすることの出来る新しい

世代を作らねばならない。それら新しい世代の人々が、今日以

後如何なる困難があっても、自分の人生を天の命を実現するた

めに使うという決意をするとき、日本は変わりはじめる。また

日本が国としてそのような決意をしたとき、日本は全人類を新

しい世界への道に導くことになるのである。

市村　清（株式会社リコー社長）
・誰よりも耐え、誰よりも忍び、誰よりも努力し、誰よりも勉強

し、誰よりも受けず。そして私は常に、民族を越え、国境を越え、

思想を越え、宗教を越えて世界はどうなればいい、どうすれば

人間が幸せになるかという道を発見すべきではないか、と呼び

かけてきている。

赤枝　郁郎（医学博士　「どくとる氏のいろ艶筆」より新版養生訓）
1. 仕事から引退すべからず　　　　　　　　

1. 仕事に惚れ女房に惚れ土地に惚れるべし　

1. 何でもよし　道楽を一つ作るべし　　　　

1. うまくない酒は飲むべからず　　　　　　

1. 歩くべし　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 房事さかんに行うべし　　　　　　　　　

1. 中年以降は痩せることに努むべし　　　　　

1. 奥さんに長生きしてもらうべし　　　　　

1. 不要に薬飲むべからず　　　　　　　　　

1. 癌など恐れるべからず　　　　　　　　　
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1. あくせくするべからず

1. 粗食すべし　　　　　　　　　　　

1. 野菜を食うべし　麦飯にすべし

1. 食事はしゃべりながら食うべし　黙って食えば消化が悪い

1. 煙草は習慣的に吸うべからず　欲しい時だけ吸え

1. 漫画を愛読すべし

1. 便通を常に整えるべし

1. 薄着すべし　薄着厚着は習慣なり　

1. 冷暖房は短命のもと

1. 血圧に用心血圧は死亡原因第 1 位

1. 若い連中にかわいがられよ

1. 暇があったら居眠りすべし

1. 窓を開けて寝るべし　冬もしかり

1. 無病短命

大松博文（日紡貝塚女子バレー部監督）
・日紡は素質のある選手は 1 人もいない。あるのは誰にも言えな

い苦労の蓄積だけだ。

・打倒ソ連、やる以上 2 位では意味がない。世界一になるんだ。

・後には引けない。進歩には限界はない。オリンピックに勝つため

には前進あるのみ。

河西主将（同上）
・毎日勝つために練習してるんです。だから負けることは考えられ

ません。　

小林　一三（阪急電鉄創業者）
・100 里先の見える人は気違いにされる。現状に踏みとどまる者

は落伍者になる。10 里先を見て、それを実行する人が世の成功者
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である。

武者小路　実篤（作家・画家　「論語私感」徳孤ならず必ず鄰ありの章
　　　　　　　について）

・徳とは何か、その人の真心をもって人間の価値を高めることだ。

美しい心がけをもって、間違いのない行為を行うことである。心

がけを良くして行動していくと、自ずと備わってくるもの、こ

れが徳である。だから我々は、人が認めてくれるかどうか、そん

なことは考えずにただ誠をもって正しい行いを励めばよい。必

ず理解してくれる友はあるものである。

ローラン夫人（仏革命で断頭台の露と消えた時の最期の言葉）
・おお自由よ、汝の名のもとにいかに多くの罪悪がなされしことよ。

正力　松太郎（読売新聞社社長）
・無は無限大である。あるものを欲しがってはならぬ、無を欲せよ。

無から有を引き出せ、それが創意というものだ。

・義理人情は義理人情でよい。ただそれを仕事に利用しようなどと

は、根本的に間違っている。

・アイデアは決断である　勇気である　実行である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レーニン（ウラジミール・レーニン　ソ連の指導者　1870～ 1924）
・相手国の大衆を味方にひきつけ、相手国の政府に対抗させよ。敵

国の大衆を大量動員すれば、自国の数個師団を動員するより有

効である。

ギボン（エドワード・ギボン　英歴史家　「ローマ帝国衰亡史」の結論）
・蛮族来たって滅ぼしたるか、非ず、ローマ自ら解体したるなり。

民族の精神正しくして衰亡の道を辿った国は史上その例がない。
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出口　直日（大本教教主　文春 S39.7月号）
・世に宗教家にして政治家たり得る人は存在しましょうが、その時

には純粋な宗教家ではなくなっていくものです。政治家の使命

であるところの立派な政治社会を造るには、そのための素質と

技術を必要とすることは当然のことです。宗教の使命はその素

質と技術を動かす心の中に結ばれて、政治を精神的に指導して

ゆくところにあると思います。いわば政治の歩みのその一歩手

前に立って、光明となる灯火をかかげるのであって、決して政

治の歩みそれ自体となるのではないでしょう。宗教はいつも政

治を超越した立場に立たなければなりません。

クレマンソー（元仏首相　文春 S39.7月号に加瀬俊一元国連大使寄稿）
・第一次世界大戦でフランスは、軍隊が赤旗を振り武器を放棄し

て叛乱に次ぐ叛乱を起こし、敗北主義が横行して敗戦の一歩手

前まで追い込まれた。この時 76 才のクレマンソーは決然として

立ち、青年さながらの情熱を傾けて戦争完遂に全力を傾注した。

1918 年 3 月 8 日パリ市民が空襲におののいている時に、彼は国

会に臨んで虹の如き気を吐いた。「戦争が長期となって精神的危

機が到来した。これは古来戦争の常であって異とするにたりな

い。よく忍耐するものが最後の勝利を得るのだ。東洋の大国日

本は戦争の試練に耐えて真理を発見した。曰く、最後に 15 分だ

け敵よりも長く勝利を確信するものが勝つ。余の目的はただ一

つ、戦争精神の堅持あるのみ。余の答えはただ一つ、内政如何

にと問われれば戦争　と答える。如何なる質問に対しても戦争

と答える。戦争あるのみ。ロシアはフランスを裏切った。だが

フランスは戦いつづける。ルーマニアは屈服した。だがフラン

スは戦いつづける。フランスは敵よりも 15 分だけ長く戦う。諸

君、正義が必ず勝つことを確信して最後まで戦い抜こうではない

か。」　ポアンカレエ大統領は内閣の弱体を改めるため、年来の


