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世界現代史の自主編成 
（世界現代史の整理と資料）(世界近代史と一部重複） 
－世界史学習を日本の現実に即したものにするために－ 

 
                                                     山本良久(北海道立名寄高校時代） 

 
は じ め に 
 世界史の基本法則とは何か、という問題は研究者の間でもまだ決着がついていない。高校世界史教科書では、

近現代の時代区分ですら無関心であるかのように混乱した叙述が目につく。どうも基本法則など頓着してない

ように見える。といっても、それらしく「世界史」を教えなければならない我々現場教師は、教科書に不平を

述べているだけで済まない。近代史はなんとかなると思っていたが実に扱いにくい箇所が多い。たとえば、「国

民主義、自由主義の発展」などという章などは何年来教えているが、どうもスキッといかない。現代史（特に

第二次世界大戦後）にいたっては、無整理に事項を羅列したものにすぎないものになっている。あれこれ、不

満が多い。自分なりの数年の実践したものが、この『世界近現代史の整理と資料』である。 
 
１ 基本的観点 
 
この『世界近現代史の整理と資料』の作成にあたっての基本的観点を述べておきたい。 
(1) Ｅ.Ｈ．カーの言うように、歴史が過去と現在との対話である以上、歴史の把握、叙述は現代的関心から離
れてありえない。まして、現代に生き現代の社会で悩み苦しみ生きている生徒を対象とした世界史の授業では、

現代的関心が強く問われるであろう。したがって、この編成では、現代的課題に迫るものにしたい、というこ

と。 
(2) といっても、課題だけを認識させるだけでは、問題意識過剰の生徒を育てるだけになってしまう。 
 課題を法則的にとらえること、法則を現実の生活に生かそうとする態度を養うことが必要である。 
 そのためには、法則性に立脚した自主編成でなければならないこと。 
(3) 日本史と世界史の統一的把握 
 現実の課題を踏まえ、法則性によって貫かれた自主編成をめざすと、今まで述べた。さらに次の観点を加え

たい。日本史・世界史の統一的把握という観点である。我々国民が直面している現実は、日本だけの歴史的結

果でなく、当然のことだが、世界史に制約されたものであり、なかんずく東アジア史とも密接に結合し東アジ

アの歴史的展開に制約されてきたし、逆に日本の動きが東アジア史を制約したこともある。したがって世界史

の授業において両者を統一的に把握できる内容でなければならぬということである。アジアにおける日本とい

う観点でなければ日本国民が直面する課題なりを法則的に把握できないだろうというのが、第３の観点である。

以上が内容に関する観点である。 
(4) 次に実際授業に使用できるものにしたいという配慮から、できる限り小単元につき整理と資料で更紙１枚
（Ｂ４判）、多くても１枚半（整理に半枚、資料に１枚）と考えた（字数を制限するためにＡプリ横書きの謄写

版原紙を使った）。箇所によっては、適当な資料が見当たらず、空白になった所や、是非とも生徒に伝えておき

たい所では、多くの枚数を資料に割いた。 
(5) 資料選択の基準 
 生徒に生の資料を与えるよう努力した。理由は無内容の項目的な知識でなく、豊かにその時々の歴史的状況

を把握してもらいたかったからである。侵略、抑圧に対する人民の勇気ある闘いなどに最大の注意を払った。 
 
２ 整埋と資料のねらい－主に資料のとり扱い方について 
 
 これから各単元のねらいについて述べていこうと思う。紙数に制限があるので、逐一説明せず、重点をとり

あげで説明していこう。 
 
(1) 第３の観点「日本史・世界史の統一的把握」にかかわって 
 現在、日韓関係がいろいろ取り沙汰されている。その背景は金大中事件が起きたときからとか戦後からだと

かではなく、はるか以前からの問題がよこたわっている。それだけに日本の歴史を世界史（東アジア史）と統

一的にとらえていくことが要求される。また、単に朝鮮ばかりでなく、中国とも、東南アジア諸国とも、時に
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はアフリカの歴史とも固くむすびついていることを認識することが大切である。 
 このプランでは、当然ながら整理も資料もこの点に力が入っている。この観点からとりあげた資料は次のと

おり。 
 
資料近代２３  初代駐日総領事オールコックの言 
 〃  ２４  日本の海外侵略 
 〃  ２８  日本帝国主義の朝鮮支配（土地調査事業） 
 〃  ３３  対華2 1カ条要求に対する日本留学生の抵抗 
資料現代 １  対ソ干渉戦争のＢ 
 〃   ２  仙台の原田忠一という労働者の感想 
 〃   ３     三・一運動 
 〃   ５  五・四運動について登叡超の回想 
 〃   ８  米騒動 
資料現代１２  世界恐慌と日本 
 〃  ２０  戦争における残虐行為（加害者としての日本国民） 
 〃  ２１   〃        （被害者としての日本国民） 
 〃  ２４  べトナム民主共和国独立宣言 
 〃  ２９  財閥解体 
整理近代５   中華人民共和国の成立 
資料現代３３  朝鮮戦争と日本 
 〃  ３５  アメリカの対日占領政策の転換 
 〃  ４０  アフリカと日本（ムハレレのことば） 
整理６の３３  米ソの「雪どけ」と日本・西独の勃興 
 〃  ３５  ベトナム戦争－アメリカのアジア政策 
 〃  ３６  アメリカのインドシナ侵略の破綻 
資料現代４１  べトナム戦争と日本 
 
 以上なのだが、実際授業で最終的なおさえとして、４０の「アフリカと日本（ムハレレのことば）」をあげて

いる。これを読みあげるとうなずく生徒が多い。 
 
(2) 明治維新 
 日本のみが何故全面的な植民地化を免ぬがれ、独立を保ちえたかをはっきりと認識させたい。維新後政府の

富国強兵策に独立の原因を求めるのではない。文字通り一体化した世界の歴史の中に日本史を位置づけておき

たい。 
 明治維新がもつ進歩性とともに英米仏露などの欧米帝国主義列強が日本に寄せた反動的期待を明らかにして

おきたい。つまり、アジア諸民族の抵抗にくさびをうちこむ親西欧的政権の樹立の意図があったこと。日本の

歴史が世界史の動きに制約されつつ発展したことを具体的に把握させたい。また、客観的には共同闘争となっ

た、太平天国の乱、セポイの乱、イランの反乱などの関連を強調するよう考えた（資料近代２２「セポイと太

平軍との共同闘争」参照） 
 
(3) アジア・アフリカの従属化 
 この箇所では、時間配分が少なくなって、どこそこが、このように列強に分割されてしまった、という扱い

方になっていた。これでは、分割された側の声が出て来ず、結局はアジア・アフリカ人民の存在を否定してし

まうことになる。そこで「抵抗しながらも封建的後進性のために屈服せざるを得なかった」ということ。当時

のアジアがもっていた時代的制約を認識させることに目的をおいた。そのような資料は意外と手に入れにくか

った。できる限りヨーロッパ人の手によるものによらずに、アジア人自身の記録を資料にしたかったので尚更

であった（資料近代１６「セポイの乱」、同１８「ビルマ人の抵抗」、同１９「大津条約締結時のベトナム人の

抵抗」、同２２「セポイと太平軍との共同闘争」などを参照）。 
 帝国主義列強による世界の分割のところでのアフリカ分割についても、単に黒人が未開であったために列強

に分割された、という認識に陥らないようにした。そのためには、マリ王国やガーナ王国やモザンビーク、ザ
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ンジバルなどの黒人王国の存在を中世の学習で強調しておくことが大事である。 
 さらに、近代史では次のように取り扱うよう留意した。つまり、一般に日本に伝えられ、日本人の黒人観に

なっている未開民族観を打破するため、黒人の劣悪な生活条件、境遇が帝国主義によって分割された原因なの

でなくその結果なのだということを認識させたい。第二次世界大戦後のアフリカ諸国の解放闘争に連結して学

習できるように、列強の土地収奪をとりあげた（資料近代２７「帝国主義のアフリカ支配の実態－土地収奪」

参照)。 
 
(4) アジア・アフリカのめざめ 
 教科書では、帝国主義の世界分割と第一次世界大戦での間に「アジア・アフリカのめざめ」という形で章な

り節なりで出てこない(指導要領でもそうだ)。でもこれが抜けるなら第一次世界大戦の原因把握及び第一次世
界大戦後の歴史の大転換が連続して出てこないことになるので、このプランでは「近代５ １２」として独立

してとりあげた。第一次世界大戦が従属地域における民族解放闘争の進展に対する反動諸勢力の一つの対応で

あることを認識させたかったからである（整理近代５の１２「アジア・アフリカのめざめ」を参照）。 
 
(5) 第一次世界大戦 
 このテーマで留意したことは多い。 
ａ 原因について 
 従来、原因といえば帝国主義的対立の激化を教授していたが、私としては「植民地勢力のめざめ」を加えた

い。そして最重点として、戦争反対勢力の分裂もしくは未熟さを指摘するようにしたいと考えている。整理で

は、大衆的組織的運動の未熟を総括的に表現し、内容として、 
① 被抑圧民族同土の対立及び連帯行動の欠除 
② 社会主義勢力の分裂 
③    良心的平和主義の限界（トルストイ、ロマン・ロ一ラン）などをあげておいた。このことをきちんとお
さえるかどうかは、第二次世界大戦の学習、戦後史の学習にとって決定的に重要であると考えている。第二次

世界大戦における反ファシズム連合の結成、戦後における全面戦争を回避させている要因（平和勢力の伸長）

と結びつくからである。近代史と現代史を決定的にわける指標であり、内容だからとも考えているからである。 
ｂ 経過の中での日本の役割を考えさせたい。日本帝国主義の特徴である脆弱性、凶暴性をとりあげたいと考

えた。そのための資料が、近代８３「対華２１カ条要求に対する日本留学生の抵抗」である。 
 
(6) 第一次世界大戦後の「民族解放闘争の高揚」について 
 第一次世界戦後の主要な内容を、 
① 社会主義社会の成立（ロシア革命） 
② 民族解放闘争の高揚 
③ 労農運動の高揚 
④ 帝国主義諸国の不均等発展を考えた。 
 その中でアジアの民族解放闘争と日本帝国主義との関係を重視した。東アジア史における日本を明らかにす

る意味で、即ち、「三・一運動」と「五・四運動」との比較。日本帝国主義によって直接支配された朝鮮と半植

民地の中国との犠牲者の違いを強調した（資料現代３「三・一運動」のＤ、「三・一運動の犠牲者」の項参照）。

朝鮮の場合、弾圧の結果、死者は７千６百人に及んだ。また、アジア諸民族を犠牲にしたという意味でも、「五・

四運動」とならんで「五・三〇事件」を強調したい。なお、つけ加えるなら、「三・一運動」や「五・三〇事件」

に触れていない教料書が多いのには驚かされる。 
 
(7) ベルサイユ体制 
 ベルサイユ体制の整理はいつものことながら苦労する。教授しにくいところの一つである、毎年整理の仕方

を変えている。ここでの整理では、第一次世界大戦後の世界秩序の変化を総括する体制としてまとめた。前時

の学習と重複したり、時間がかかりすぎたりするなどの欠点があり、今後も検対したいところである。 
 
(8) 反ファシズム運動 
 いわば、この自主編成の中で私が一番苦労し、依然として不満の多いところである。従来、このテーマでは、

スペイン、フランスの人民戦線、中国の抗日民族戦線が登場する。日本のものが出てこないというのが私の不
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満であった。その不満は次の点にある。 
① 現在の戦争の不可避性を防いでいるのが人民諸勢力の平和を求める運動が高まっていることが大きな要因

と考えられるのだが、戦前、戦後の連結を従来の取り扱い方では、分断してしまうからである。 
② 日本国民の戦争責任という立場から、考えても重大であるからだ。なぜなら、戦争責任を天皇、軍部、財

閥のみに求める議論がある。けれども反面次のことを考えなければなるまい。欺瞞され脅迫されながらという

事を否定しないが、日本人の多くの部分が実際に戦争に協力した事の責任があいまいにされてはいけないと考

えている。その意味で、あの残酷な天皇制支配下においても反戦平和、反ファシズムも絶望的な状況の中で闘

った我々国民の選良たちがいたことを知らさなくてはなるまいと考えるからである。しかも、それが労働者階

級の出身者であったことを。 
③ また、現代史の主要な内容というべき人民の側に権力があり(社会主義国)、また資本主義国内においても、
自らが歴史を動かしていることを自覚し、そのための組織をもちはじめて、ときには世界の政治に主体的に働

きかけようとしているという好例と考えるからであり、日本においても例外ではないということを知らせるこ

とができると考えるからである。また、このことは戦後における平和勢力の伸長、なかんずく日本における平

和運動の学習ともむすびつけなければならないと考えるからである。 
 以上の不満を解決せんとして、「日本における人民戦線運動」（整理現代３の２１、「労働運動の発展と反ファ

シズム運動」参照）を教授してみた。これには困難な事が多かった。日本でのこの分野での研究がまだすすん

でいないこと。高校生に適当な資料がない。研究者の中で、現在の政治的動きと関連し合って重要なところで

意見の対立があることなどが主な困難点になっている。資料の選択では今後の検討が必要と考えている。 
 
(9) 第二次世界大戦 
 第二次世界大戦の学習では次のことを強調した。 
① 第二次世界大戦の性格（帝国主義戦争、植民施解放戦争、反ファショ戦争）を具体的に教える。その意味

で第一次世界大戦の原因、性格と対応させて、把握させること。 
② 日本帝国主義の侵略性（残虐性も）をその崩壊過程などの把握なのだが、最重点目標は、生徒に戦争責任

の問題を考えさせることにあった。そのためには戦争の状況を具体的に知らせることに力を置いた。この自主

編成の中で資料が一番多い箇所となった。加害者、被害者とにわけて生徒に資料を提供したが両側面を統一的

に把握できるようにもっていこうと考えた。また、この学習を身近なものにするため名寄市に近い、朱鞠内で

の朝鮮人強制労働の資料をとりあげてみた（資料現代２０「戦争における残虐行為」「加害者としての日本国民」

のＣ「朝鮮人、中国人強制連行」の項を参照。また、日本帝国主義の侵略をうけた東南アジア諸国が日本帝国

主義の侵略を現在どうとらえ、子どもたちに教えているかを考えてもらうために、インドネシアの『中学三年

用教科書』、フィリピンの『中学用歴史教科書』からの引用をおこなった。これを通して、あらためて日本が現

在東南アジア諸国に果たさなければならない戦争責任を考えさせたいと考えている。最近の日本のアジア進出

と重複するであろう。 
また、日本人が加害者であり、同時にそのことにより被害者であったということで、近衛上奏文、戦争に勝つ

ために老弱者、病弱者の皆殺しを説いた大阪陸軍司令官の発言や、沖縄での日本軍の沖縄住民に対する蛮行を

強烈に生徒に伝えたいと考えている。 
 戦後史の学習につながるものとして、原爆投下の意味とその惨状、沖縄戦のもつ意味を資料に基づきながら

認識させたいと考え教授した（資料現代２１のＧ「広島の惨状」、Ｅ「本土決戦は行われた－沖縄戦」参照）。 
 
３ 戦後史について（時代区分を中心に） 
 
 この部分については種々の問題点が多いので、章をあらためて述べてゆきたい。 
問題点の最大のものが、戦後史の時代区分の問題である。戦後史では殆んどそのままでは教科書は授業に役立

たないということは前に述べた通りである。実際の授業では、戦後史までいかないなど、実践的なことで問題

になりづらい。 
 けれども、いくつかの基準から戦後史をながめてみればそれらしいことはできると考える。その基準とは、 
① 平和と民主主義を求める人民の戦い 
② 従属地域の民族解放の闘いの進展とその達成しえた結果 
③ 社会主義諸勢力の発展 
 これらを典型的形態として、統一戦線運動（従属地域にあっては新民主主義運動）の発展の度合などが区分



 5

の基準になりうると考えている。さらにこの運動に加えて、戦後史の学習においても、既述した基本的観点を

貫徹させることである。このような考え方からできあがったのが、この整理と資料の戦後史の部分である。も

ちろんこれには、多数の諸先輩の研究成果を利用させてもらったことは言うまでもない。 
 以下に時代区分のみについてのべていく。 
 戦後史の第一段階として第二次世界大戦終了から冷戦が本格化し、中華人民共和国成立前後まで。 
 その主要な内容は 
① 社会主義世界体制の成立 
② 民族解放闘争勝利の時代開幕 
③ 労農運動の高揚 
④ そしてこれらに対決する形でのアメリカ帝国主義の冷戦策＝世界戦略の開始である。 
 第二段階は、中華人民共和国の成立から、朝鮮戦争、サンフランシスコ体制の成立、世界の平和運動の進展

を経て、アジア・アフリカ会議とその後のアフリカ諸国の相次ぐ独立の時期である。主な特徴は、社会主義世

界体制の発展と帝国主義支配からの解放を求め立ちあがるアジア、アフリカ、ラテンアメリカの諸民族の闘い

の進展である。 
 第三段階は、アメリカ、ソ連、中国などいわゆる「大国」間の関係に変化があらわれる時期である。 
 部分的核実験停止条約のような米ソの接近、一枚岩を誇っていた中ソの対立に典型的にみられる社会主義陣

営内の対立、これを背景に生じた民族解放運動上の一定の困難と後退（新植民地主義、米の柔軟戦略等）、及び

それに抵抗し対決し、米帝国主義の世界支配を動揺させる契機となったインドシナ侵略とその破綻を主な内容

としている。ここでは特に次のことを強調したい。世界の帝国主義・反動勢力の後退の原動力となっている各

国人民の闘いの現代的形態としての新民主主義革命運動の進展である（ベトナム解放民族戦線、チリでの人民

連合政府の樹立等）。 
また、フランス人民連合を扱ってみたかったが、今年は教材化ができなかった。 
 このような動きの中で、日本が西独とならんで、米の世界侵略の中に緊密にくみ込まれていく過程を冷徹に

見つめるようにした（肩代り政策、べトナム戦争協力、ニクソン・ドクトリン等）。そしてべトナム特需やドル

危機などの国際的要因を受けつつ、国内的には、労働者等勤労大衆を犠牲にしてＧＮＰ第二位になりえたこと

を学習し、第四段階への学習と続くようにと考えた。また、そのことにより、国内での矛盾ばかりか、第四次

防衛計画、東南アジア、朝鮮などへの帝国主義的経済進出（これを「侵略」とアジアの人々はいう）により、

アジア諸民族解放の闘いとは敵対関係になろうとしていること（その意味で明治維新以来の日本の歴史と軌を

一にしているのだが）、一方では、明治時代とは異なりアジア諸民族との連帯行動を追求する動きが、日本国内

で起きつつあることを強調した。 
 第四段階では、世界史の中の日本を浮彫りにし、国民的課題の学習に入ってていく。この部分の学習は、世

界史の授業では時間的な制約から実践していない。３年の「政治・経済」でと考えているが、今年度（昭和４

９年度）では相当実践し得たと考えている。「政治・経済」などで実践した結果からでは、この部分での学習プ

ランは、 
① 国民の生命と生活を守る運動 
② 平和を守る課題 
③ 民主主義を発展させる課題 
の三分野から迫ろうと考えている。 
 
おわりに 
 以上、私なりの自主編成を、実践を踏まえたものとして、述べてきた。これが今最善なものと考えていない。

自分なりにも特に戦後史については別な時代区分がありうると考えている。たとえば東アジアの日本というこ

とで、アジア諸国の民族運動の各局面を基準にして、時代区分を行なう方法であろう。同時代を客観的にみつ

めることは、きわめて困難である。諸先生方のご教示をお願いする次第である。  
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世界現代史まとめと資料 
 
現代Ⅰ １５ ソビエト社会主義共和国連邦の成立  

ソビエト社会主義共和国連邦の成立 
 
○１１月革命以降、帝国主義列強の干渉、日本最大出兵→ソビエト「戦時共産主義」（極度に生産手段の社会的

所有化すすめる。農民より食料徴発）→列強の干渉しりぞける。 
○各ソビエト共和国の成立、ウクライナ、白ロシア、外コーカサス 
・２１年 「新経済政策」（ＮＥＰ）、一部の営利活動の自由を承認 
・２２年 ソ連邦成立（ロシア、ウクライナ、白ロシア、外コーカサス） 
 
歴史的意義 
○社会主義革命の拡大 
○各国の労働人民の闘いを鼓舞 
○各国の社会主義運動、民族解放闘争に大きな影饗 
・コミンテルン(共産主義イン夕ーナショナル)結成 
・１９年３月 モスクワで結成、レーニン指導 
 
現代１ 対ソ干渉戦争 
Ａ １９１７年の具体的・歴史的にひじょうに独特な情勢のもとで、ロシアにとって社会主義革命をはじめるこ
とは容易であったが、革命をつづけ、これをやりとげることは、ロシアにとっては、ヨーロッパ各国にとって

よりも困難であろう。 
（レーニン 「共産主義の左翼小児病」『レーニン三巻選集』 大月書店 ） 
 
Ｂ ……ついに（１９１８年）８月１２日、イギリス、フランス、日本の大部隊が、次いで３日後にはアメリカ
軍も、相次いで本格的な「シベリア出兵」を開始することになった。その正確な数はもとより不明であるが、

当時、ウラジオストークに上陸した連合軍（日英米仏軍）の総数は約２万４８００（そのうち約半数が日本軍）、

北ロシアのアルハンゲリスクに上陸の英米仏軍は１万５０００と推定される。その後、この軍隊はさらに増援

され、「干渉」の最盛時には日本軍は７万～７万５０００、アメリカ軍は１万～１万２０００となっている。 
（相田重夫「諸地域の革命運動と国際共産主義運動」『岩波講座 世界歴史』巻２５） 
 
現代２ 仙台の原田忠一という労働者の感想 
「……ところが迅雷霹靂のごとくロシアに大革命が起って、またたく間に天下は労働者の手に帰してしまった。

だが、やはりロシアではほんとうにそんな天下が現われたのだ。私はおどり上がった。そして家にかけ込んで

子供らを抱きしめてこう叫んだ。「おい小僧ども、心配するな、お前たちでも天下は取れるんだ！総理大臣にも

なれるのだ！」いわばロシアの革命はわれわれに生きる希望を与えてくれたのだ。」 
（塩田庄兵衛『ストライキの歴史』新日本新書 ） 
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現代Ⅰ １６ 民族解放闘争の高揚(その１)  

Ａ 中近東 
○アフガニスタン １９年自主権回復 
○イラン  ２５年 レザー＝シャー、パフレヴー朝成立 
○アラビア イブン＝サウドの運動→（３２年 サウディアラビア） 
〇ユダヤ人のパレスティナ運動 
〇トルコ  ２２年 トルコ革命、ケマル=パシヤ、トルコ国民党を率いてスルタン―カリフ制（帝政）を打
倒→２３年 共和制（２４年憲法制定－主権在民、国民議会）、旧習撤廃、エタティスム 
〇エジプト ２２年 英の保護権廃止 
 
Ｂ インド 
１９年 英、戦時中の約束を破り「ローラット法」を強制→不服従（非暴力）、ガンジー指導→英により停止

される 
 
Ｃ 朝 鮮(三・一運動) 
日本の朝鮮支配 「憲兵的警察的支配機構］「同化政策」→１９年 パコダ公園で、学生が独立宣言文を読み

上げる(「三・一運動］勃発)→労働者のストに発展→２０年までに弾圧される。 
 
Ｄ 中 国 
 大戦直後の中国の情勢 
〇対華２１か条要求撤回を講和会議に人民が要請→列国無視→人民の憤激、受諾した袁世凱政府に向けられる。 
 
現代３ 三・一運動（１９１９年） 
Ａ 三・一運動の前提 
……小学校の教師にまで佩剣させ、幼き子供にまで日本帝国主義の武威を誇示するほどに無数の銃剣と大砲の

力が朝鮮人民の前に立ちはだかっていた。朝鮮人民はいっさいの集会、結社、言論の自由を奪われた。集会は

結婚式でも任意でなかったし、結社は日本の走狗一進会すら解散を命ぜられた。また言論は朝鮮人刊行の新聞・

雑誌が一紙も存在しないほど徹底していた。 
……日本帝国主義の差別策は、労働者に想像を絶する長時間労働と低賃金を強要した。 
……鋳物工：日本人２．７３円（日給、以下同じ）、朝鮮人１．０９円、植字工：日本人１．８１円、朝鮮人１．

４１円、煙草工：日本人１．８５円、朝鮮人１．００円というように、同一労働であっても朝鮮人労働者の賃

金は日本人の四割から六割にみたない…… 
 
Ｂ 三・一運動の勃発 
３月１日午後２時、立錐の余地なきまで集合し、柵外まで溢れて居るパコダ公園の群衆中からも一人の青年が

小高い壇上に現はれた。今まで蜂の巣が崩れたようにどよめき合って居た群衆の注視は此の青年に集り、溢れ

る群衆が水を打ったよう、悉くの耳は他の雑音を弁ぜざるまでに此の方面に向けられた。青年は一葉の刷物を

出した。群衆は一段の緊張を加えた。青年の口から朗読せられるものは朝鮮民族の独立宣言である。……宣言

書の朗読が終わるや青年はこの独立宣言と同時に我国は独立国となったのであるから、吾人同胞は双手をあげ

て独立万歳を高唱しなければならないと云い終わるや彼は両手を高く挙げて万歳を唱えた。この一声は直ちに

昂奮せる群衆の迎ふる所となり、公園の内外に一時に独立万歳が高唱された。 
 
Ｃ 三・一運動体験者の回想記 
かれらは熱狂的に「朝鮮独立万歳」と叫びながら周囲の同胞たちに呼びかけていた。「朝鮮は独立したの皆で万

歳を唱えよ」とアジっていたがそうすると通りがかりの人々は最初はちゅうちょする様子であったが何時の間

にか示威の隊列に加わり群衆となって熱狂的に「独立万歳」を叫ぶ、そして午後３時頃にはみなぎりて寄せて

くる潮のように全京城の市街の何処に行っても「朝鮮独立万歳」の声と熱狂した市民の顔、顔であった。 
最初は学生と青年が先頭に立って居た。しかし、何時の間にか労働者や小市民たちが隊列に加わっている。六
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十を過ぎたと思われる老人が示威の行列へ飛びこんで来て若い人達と腕を組む。お婆さんが玄関から跣足で飛

び出してきて金切り声をあげ胸が裂けんばかり「大韓独立万歳」と叫ぶ。 
 
Ｄ 三・一運動の犠牲者 
殺されたもの ７，６４５人 負傷したもの ４５，５６２人 
逮捕者 ４９，８１１人 
（姜徳相「日本の朝鮮支配と三・一独立運動」『岩波講座 世界歴史』現代２、巻２５） 
 
現代４ インドの不服従運動 
ガンジーが、インドにおいてはじめて大規模なサティヤー・グラハ戦術を用いたのは、１９１９年３月に成立

したローラット法反対闘争のときだった。……ガンジーからインド人にたいして、民族屈辱と祈りの日を設け、

その日を期して全国いっせいに同盟休業・休校を行なうことが呼びかけられた。その日は４月６日と決定され

た。……この闘争では、市場も、港も、商店も、工場も仕事を休んで、抗議の意志が示された。こうして久し

ぶりに大きな抵抗のエネルギーが解き放たれはじめた。しかし、処々方々でガンジーの切なる非暴力の訴えは

無視され、非暴力の限界をこえた行動が行なわれた。デリーでは停車場で騒ぎがおき、官憲が発砲したために、

死者８名が出た。騒ぎはますます大きくなり、反乱党の対政府警告ビラが現われたりして１週間もつづいた。

……１９１８年１２月、「虐殺の都」アムリッツァーで開かれた会議派の大会は、出席代議員が７千人を超える

盛況でだった。青年、一般市民、農民が会場のそとにあふれ、会場内の代議員とがいっしょになって、「ガンジ

ー万歳」を叫んだ。 
（蝋山芳郎『インド・パキスタン現代史』岩波新書） 
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現代１ １７ 民族解放闘争の高揚(その２）  

〇人民の成長 大戦中、民族産業成長→労働者階級の成長→「五・四文化運動」 民族解放闘争の具体的展開 
〇１９年５月４日 北京の学生、激しい示威運動（五・四運動勃発）（袁弾圧→労働者の闘いに発展→鎮圧され
る）→２１年 ワシントン会議（米の要請で日本２１カ条を撤回） 
〇２１年 中国共産党成立→孫文が国民党( 12年結成)を率い、新三民主義を唱える→２４年 第１次国共合作

(労働者、闘争の中心に) 
〇２５年 ５・３０闘争（契機、日本がストライキに干渉→人民の反撃→スト全国の諸都市に波及）（香港人口

６０万中20万人が参加）→資本家の屈服、軍閥の弾圧で終る。 
〇北伐（２６～２７年） 国共両党北伐軍組織、各地の軍閥を押さえ中国をほぼ統一→２７年蒋介石のクーデ

ター(国民党は資本家や地主の利益を、共産党は労働者農民の利益を代弁するようになり互いに対立)→軍閥
戦争→内戦（第１次革命戦争） 

 
現代５ 五・四運動についての登叡超の回想 
その年５月４日、北京の学生はデモを行い「売国奴を処罰せよ」「ヴェルサイユ条約調印を拒否せよ」と要求し、

憤激のあまり趙家楼を焼打ちし、怒って売国奴を殴ったという事件がおこった。翌日その報が天津につたわり、

各校をおどろかせた。ごうごうたる議論がまきおこり、すぐさま北京の愛国運動に呼応し、７日天津の学生は

デモを行い、すみやかに天津学生連合団及び天津婦人愛国同志会を組織し、つづいて天津各界救国連合団が成

立した。当時われわれは、先にのべた二つのスローガンのほかに「２１カ条を取消せ」「青島をとりかえせ」「日

貨を排斥せよ」などのスローガンを叫んだ。当時北洋軍閥政府は学生の愛国運動に対して弾圧政策をとり、警

察、サーベル、弾丸、放水、殴打から逮捕にいたる各種の方法で圧迫した。われわれは、この闘争の中できた

えられ、次第に意識を高めた。また第１次世界大戦後の新しい思想、新しい文化は急速にふるくさい中国に入

ってきた。ロシア十月革命の成功も又中国青年の中に影響をおよぼしはじめた。こういったことが、五・四運

動に新しい進歩的要素をあたえ、これをまえむきに発展させたのである。 
（華崗「五・四運動史」『資料 世界史』東京法令 ） 
 
現代６ 新三民主義（国民党第１次全国代表大会宣言） 
１ 中国の現状 
中国の革命は、……辛亥に成功してついに君主政をくつがえした。……革命は成功と称されながらも、実際に

実現しえたものはわずかに民族解放主義だけであった。……いわゆる民国政府は軍閥に牛耳られ、軍閥はこれ

を利用して列強と誼みを通じ、それによって自分の地位を固めている。……しかも列強の側もこれを利用し、

巨額の借款をあたえてその軍費にあて、中国の内乱を収拾つかなくすることにより利権をかすみとり、それぞ

れに勢力範囲を占有している。 
２ 国民党の主義 
国民党の主義とはなにか。孫先生の主唱する三民主義がそれである。…… 
（１）民族主義 
国民党の民族主義には二つの点において意義がある。一つには中国民族がみずから解放を求めること。二つに

は中国国内の各民族がすべて平等であること、これである。… 
（２）民権主義 
……近世各国のいわゆる民権制度はつねに資産階級に専有され、そのまま平民を圧迫する道具となっている。

だが、国民党の民権主義たるや、一般平民に共有されるものであって、少数のものが手にして私するものでは

ない。……真に帝国主義に反対する個人及び団体はひとしく一切の自由と権利を享有しうるけれども、国を売

り民をなきものにして帝国主義に忠勤をはげむものは、団体と個人を問わず、この自由と権利を享有できぬ、

ということである。 
（３）民生主義 
……１に地権の平均、２に資本の節制である。……すべて本国人及び外国人の企業で独占的性質を有したり、

規模が大きすぎて私人の力では経営できぬもの……は国家が経営・管理して、私有資本制度が国民の生計を意

の如く動かしえぬようにする。これが資本の節制の要旨である。 
（孫文『三民主義』安藤彦太郎訳 岩波文庫 ） 
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現代Ⅰ １８ 労働・農民運動の高揚  

Ａ アメリカ 
戦後の繁栄→不況（２０～２１年）→反社会主義的風潮強まる→サッコ・ヴァンゼッティ事件→救済運動拡が

る、ＫＫＫテロも強まる 
Ｂ イ ギ リ 
〇１８年 ロイド＝ジョージ内閣、第４次選挙法改正(成年男子、婦人の一部)→２８年第５次選挙法改正(男女平
等の普選) 
〇２４年マグドナルド第１次労働党内閣成立―ジノヴィエフ事件で崩壊→２９年マグドナルド第２次労働党内

閣 
〇２２年 アイルランド問題 シン・フェイン党の蜂起→南部の各州、アイルランド自由国を樹立し独立 
 
Ｃ ド イ ツ 
ワイマール共和国成立→２３年 仏のルール出兵（ルールの労働者スト組織)→インフレ→シュトレーゼマン内
閣→ドーズ案による収拾 
 
Ｄ 日 本 
１８年原内閣→大正デモクラシー、１８年 米騒動 
 
Ｅ イ タ リ ア 
多数の復員者、生産の抵下、資本家のサボ→労働者の工場の自主管理 
 
Ｆ 世界各地でコミンテルン支部（共産党）成立（従来の社会主義政党と区別される。） 
 
現代７ ドイツのインフレーション（マルク対ドル換算率、月額平均） 
１９１４年 ７月 4.2 
〃 １９年 ７月 14.0 
〃 ２１年 ７月 76.7 
〃 ２２年 ７月 493.2 
〃 ２３年 １月（ルール占領始まる） 17972.0 
〃    ７月  353412.0 
〃    ９月 98860000.0 
〃   １１月 4200000000000.0 
（グスタフ・シュトルパー『資料 世界史』東京法令 ） 
 
現代８ 米騒動（１９１８年） 
１９１７年の不作のために米価はあがりつづけていたが、米商人、資本家、地主などがシベリア出兵をあてこ

んで米の買い占めをはじめると米価は数倍にはね上がった。 
はじめ、富山県魚津周辺の漁村の婦人たちが、樺太方面に出かせぎ漁業にいっている夫のたちの送金が不漁の

ためとだえたうえ、物価とくに米価の値上がりにたまりかねて「米よこせ」の哀願運動をはじめた。これがし

だいに強い大衆運動に発展した。この「越中女一揆」を新聞が報道すると、騒動は大都市に波及し、京都、名

古屋、神戸、大阪などをまきこんだ。そして、舞鶴、呉などの軍港都市の騒動から、最後には山口、福岡、佐

賀などの炭坑地帯に発展した。 
この米騒動は１道３府４３県におよび、軍隊が出動したところは１７県６０市町村、起訴された者は７７０８

人にのぼった。 
（全国民主主義教育研究会編『学習資料 政治・経済』） 
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現代Ⅰ １９ ヴェルサイユ体制  

Ａ 戦勝帝国主義国中心の体制 
１９年１～６月 ヴェルサイユ（パリ）会議（ロイド、ウィルソン、クレマンソー、西園寺公望）→６月 ヴ

ェルサイユ条約（独の軍備制限、植民地放棄、賠償金、ラインラント非武装、仏にアルサス、ロレーヌ返還）

←ウィルソンの１４か条無力 
 
Ｂ 対ソ包囲(反社会主養)の体制 
 ソ連、連盟に加入せず→１９年９月 サンシジェルマン条約（対墺）→１１月ヌイイ条約（対ブルガリア）

→２０年６月 トリアノン条約(対ハンガリ)、８月 セーブル条約（対トルコ）→東欧諸国独立（ハンガリ
ー、チェコスロヴァキア、ユーゴスラビア、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーラン

ド）→「防疫線」を形成（ポーランド・ソ連戦争→ポーランドはウクライナを領有） 
 
Ｃ 民族解放闘争を抑圧する体制 
   戦後の民族解放闘争の発展に妥協しつつ植民地体制を維持 
〇２２年 ワシントン会議（米主導）、ａ 軍縮討議、ｂ 九カ国条約（中国の領土保全、機会均等、門戸開放、
対華２１カ条破棄)、ｃ 四カ国条約（太平洋の諸島の現状維持、日英同盟の破棄）→意義（列強の利害調整
と植民地支配の一時的安定 

 
Ｅ 帝国主義国同士の対立を内包する休制 
   ヴェルサイユ会議→「民族自決」「秘密外交廃止」「海洋の自由」「植民地問題の公平解決」（←「ウィルソン
の１４カ条」←「平和の布告」）→国際連盟の創設（機関－総会、理事会、ＩＬＯ、国際司法裁判所、加盟国

－英仏が主導、米ソ独加盟せず） 
 
第１次世界大戦の余燼 
〇トルコ・ギリシャ戟争→トルコ領上回復、フィウメ紛争、伊とユーゴの争い →２３年 ルール出兵（仏・

ベルギーが独の賠償金不払いを口実にして占領→労働者のストライキ→天文学的インフレ） 
〇２４年 ドーズ案 
（独の賠償金減額と返還条件の緩和及び米の対独貸付け←米の意図、経済的支配と独内の共産党の成長防止） 
〇国際協調の進行（ヨーロッパの安定）→国際政治の安定（２５年、ロカルノ条約、２６年、独の連盟加盟、

２８年 不戦条約、２９年 ヤング案（賠償金減額）、３０年 ロンドン会議←米の影響力大［大戦後債務国か
ら債権国に、工業生産は英仏独伊日の計より大きい、莫大な戦時利益 １４～１９年間に３３５億ドル］） 

 
現代９ ヴェルサイユ条約（１９１９．６） 
４２ ドイツ国はライン河の左岸および同河の東方５０に引いた線の西方にある同河右岸において築城を保有

し、または構築してはならない。 
４５ ドイツ国はフランス国北部の炭鉱破壊に対する補償として、……ザール河流域にある炭鉱に対する安全か
つ絶対的な所有権およびその採掘の独占権を…フランスに譲渡する。 

119 ドイツ国はその海外属地に関する一切の権利と要求を主たる同盟国および連合国のために放棄する。 
156 ドイツ国は、……支那国との間に締結した条約および山東省に関する他の一切の協定によって獲得した権
利、要求および特権の全部、ことに膠州湾地域、鉄道、鉱山および海底電線に関するものを日本国のために

放棄する。…… 
160 ドイツ国陸軍は１９２０年３月３１日までに歩兵７師団、騎兵３師団とせねばならない。……全陸軍兵力
は、上記の期限以降……１０万人をこえてはならない。 

173 ドイツ国における一般義務兵役制は廃止される、ドイツ国陸軍は志願兵制度のみによって組織し、かつ補
充すること。 
（村瀬興雄訳『世界歴史事典』巻２５ 平凡社 ） 
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現代Ⅱ ２０ 世界大恐慌とソ連の発展  

原 因 
〇生産力の発展と勤労大衆の生活低下（国内市場の相対的縮小）との矛盾 
  ２０年台からコンベア・システム、高分子化学技術→大量生産 
  国内市場の縮小（合理化、失業、実質賃金の低下）→相対的過剰生産 
 
経 過（資本主義の根本的矛盾を露呈） 
〇２０年１０月 ニューヨーク株式取引所株価大暴落→全世界に波及（植民地従属地域も）→恐慌の状況（企業
倒産、失業者増加、無土地農民増加、貧困、飢餓）→世界工業生産激減 

 
影 響 
１ ブロック経済化（３０年６月 米、輸入関税５０％アップ、３２年 英オタワ会議） 
２ 社会的影響（ａ 国家独占賀本主義成立［独占の国家機構の利用ニューディール政策］、ｂ 独占と勤労大

衆との対立激化) 
３ 政治的影響 
ａ 社会主義勢力の伸長と労農運動の高揚－スぺインの共和革命［３１年４月］、ｂ 民族解放闘争の進展（労

働者中心、資本家も参加－中国、インドシナ、インド、ビルマ、エジプト） 
 
ソ連の進展 
２４年 スターリン指導体制成立→第１次５か年計画（２８～３３年）（目標－重工業中心の近代工業建設、

農民の集団化、文化革命、軍備大増強）→４年３か月で達成（重工業３.３倍、世界５位から第２位へ）→２９
年７時間労働制実現、３０年 失業一掃）→第２次５か年計画（３３～３７年）→短期間で達成→３４年国際

連盟加入 
現代１０ アメリカ恐慌の実態（豊富の中の貧困） 
……シアトルを出発する晩に私が目にしたのは、市の中央市場のゴミタメに、婦人がたくさんむらがって食物

のきれはしをあさっている光景でした。モンタナ州の人々の話では何ブッシェルもの小麦が刈りとられずに畑

に残っているということです。値段が安くて、刈り賃もでないからだそうです。オレゴン州では、やはり何ブ

ッシェルのリンゴがリンゴ園で腐りっぱなしに放りだしてありました。いまでもぜんぜんきずのないリンゴだ

けは売れますが、２００個入り一箱が４０セントから５０セントという値段です。こんな状態ですのに、両親

が貧乏なために、この冬に１個のリンゴもたべられないような子が何百万もいるのです。……西部や南西部の

道路には、飢えた人々がぞろぞろと歩いていて、自分を運んでくれる車をさがしています。そして野宿する人々

がたいている火のあかりがどんな鉄道沿いにもかならず目にはいります。……一方ではすさまじい生産過剰、

もう一方ではおどろく程の消費の不足、この結果としてオクラホマでは農家の７０％が相当の利子を払えない

という状態でありました。オクラホマ州、それに他の州でも農民は、……農場を失い、そして、農場を手に入

れた抵当会社がこんどは税金が払えないで……農場を失うという、こんなおもしろい光景がみられるのです。

工業に従事している人々の貧窮のために農民も貧しくなっていきつつあります。どちらも相手の生産物を買う

金をもっていません。過剰生産と過小消費という現象が同時に、同じ国でおこっているわけです。 
（Ｄ．Ａ.シャノン『大恐慌』中公新書） 
 
現代１１ 世界の工業生産の推移 
 １９２９ １９３０ １９３１ １９３２ １９３５  
アメリカ １００．０ ８０．７ ６８．１ ５３．８ ７５．６ 
イギリス １００．０ ９２．３ ８３．８ ８３．５ １０５．６ 
ドイツ １００．０ ８５．９ ６７．６ ５３．５ ９４．０ 
フランス １００．０ ９９．６ ８６．４ ７２．２ ７３．１ 
日 本 １００．０ ９４．８ ９１．６ ９７．８ １４１．８ 
ソ 連 １００．０ １３０．０ １６１．３ １８３．４ ２９３．４ 
(鈴木正四『岩波講座 世界歴史』巻２８)



 13 

 
現代１２ 世界恐慌と日本 
Ａ 独占の発達 
……３０年上半期以来、ほどんどの産業がカルテル（企業連合）を結成して、生産協定や操業短縮をおこない、

物価下落をくいとめようとつとめた。政府も３０年６月に臨時産業合理化局を設け、３１年４月には重要産業

統制法を制定して、産業合理化とカルテルによる統制を助長した。カルテルの発展にならんで、トラスト（企

業合同）も、この恐慌の間に、ひじょうな発展をしめした。王子製紙、大日本麦酒など、合同によって成立し

た大会社は、一社で同部門生産高の８０～９０％以上を独占するにいたった。このようにカルテル、トラスト

の結成を通じて、大資本家の産業支配が進行し、工業のみならず、金融、商業、農業をも支配する巨大なコン

ツェルンが、三井、三菱、住友などの財閥を頂点に形成された。 
 
Ｂ 失業者の増加 
 
職員労働者失業者数 
 内閣統計局調、官庁統計では１週間のうちすこしでも収入のある仕事についたものは失業者でないと見なさ

れた。だから実際の失業者数はこの数をはるかに上回るものである。  
 
Ｃ 勤労者の惨状 
……それだけに故郷の父兄の厄介になればなんとか喰えると、労働者を

帰農させることで、資本家は失業労働者の最低生活を保障する義務から

免れようとし、政府も真剣な失業対策をたてなかった。旅費がなくて街

道筋をとぼとぼ郷里に向う人が多く、藤沢の遊行寺では、かゆの接待所

を設けたが、その繁昌に悲鳴をあげたと新聞は報じた。……やっとたどりついた農村でも、恐慌は猛威をふる

っていた。……米価は暴落した。１２～１５パーセントの増収に対して米価（深川正米相場、１石）は３０年

８月の３０円５３銭から３１年１月の１７円６５銭へと実に４２％の下落となった。 
（遠山茂樹『昭和史』岩波新書） 

年 次 人 数 
２９年９月 ２６８，５９０ 
３０年９月 ３９５，２４４ 
３１年９月 ４２５，５２６ 
３２年９月 ５０５，９６９ 
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現代Ⅱ ２１ 全体主義の台頭（その１）  

Ａ 全体主義とは何か 
Ｂ  イタリアのファシズム（世界最初のファシズム） 
［恐慌前］ 伊の資本主義体制の動揺（多数の復員者、失業者、経済の混乱→２０年「赤い年」、労働者工場管

理、共産党増大）→ファシスト党台頭（ムッソリーニ）（２２年 ローマ進軍・黒シャツ隊→国王の支持で政

権掌握→２３年 選挙法改悪［総投票の４分の１をとると議席の３分の２をとれる］→２８年 ファシスト

評議会が国政の最高機関となる→一党独裁体制の成立） 
 
［恐慌後］ ３０年 全国組合協同体会議結成（→３２年 下院廃止）→３３年 ナチス政権成立→３５年 エ

チオピア侵入、成功（←英仏の宥和政策・反共主義） 
 
Ｃ 日 本 
［恐慌前］ 絶対主義的天皇制支配（無権利、低賃金、慢性的失業者［２００～２５０万人］、国内市場狭小、

軽工業中心、農民貧困、欠食児、身売り）→慢性的不況（２０年代 農村恐慌、２０年 戦後恐慌、２３年

震災恐慌、２７年 金融恐慌）→侵略主義に傾斜（１２年と１５年の「満蒙独立計画」、２７年 東方会議、

２８年 張作霖爆殺事件 
 
［恐慌後］  
１ 国内 労働運動、小作人争議 
２ 植民地 植民地解放闘争進展（朝鮮－２９年１１月 光州の学生反日闘争、３１～３２年 中国東北部の

朝鮮人農民大暴動、台湾－３０年 霧社の抵抗、中国－日本商品のボイコット運動、満州－南満鉄赤字計上） 
３ 列強は国内対策に精一杯で中国に干渉する余裕なし 
４ 米国の宥和政策、国共の対立 
 
 
現代Ⅱ ２２ 全体主義の台頭（その２）  

［満州事変の勃発］（３１年）－戦後世界での新たな戦乱の始まり 
３１年９月１８日 自ら満鉄路線を爆破し、それを口実にして軍事行動を起こす→３２年 傀儡政権「満州国」
を建てる→「日満議定書」を締結→影響（ａ 国際協調崩壊、ｂ 中国侵略開始、ｃ アジアでの第二次大戦の
端初、ｄ 日本ファシズム成立の端緒［→３２年 ５・１５事件→３３年滝川事件→３５年 大皇機関説問題)、
ｅ 国際連盟脱退） 
〇 米 満州事変を批難するも侵略とは断定せず（宥和策） 
 
Ｃ ドイツ（ワイマール共和国の崩壊とナチス政権の成立） 
〇 資本主義国第２位のドイツでのファシズムの成立は、ファシズムが国際政治の決定的な一要因に転化した

ことを示している。 
［恐慌前］ 
 先勝国の苛酷な要求により独の政治、社会、経済度々混乱→社会民主党政権成立するも、国防軍内部で保守

反動派策動→国家社会主義ドイツ労働者党成立（没落した小市民多数参加）（帝国主義的・全体主義的性格と社

会主義的粉飾）→一揆に失敗し２５年再建→共産党伸長（支配体制の動揺）→ナチス、親衛隊、突撃隊を組織

し共産党を攻撃 
［恐慌後］ 
３０年 金融資本家ナチスを支持（←共産党の伸長）→３２年 ナチス第一党→３３年 大資本家ナチス支

持→同年ヒトラー首班内閣成立→３月 国会放火事件（→全権委任法、ナチスの暴力的支配＝マスコミ操作と

暴力、ゲシュタポ、強制収容所、突撃隊、ヒトラー・ユーゲント等）→３６年 ラインラント進駐（ロカルノ

条約破棄＝戦後国際秩序への公然たる挑戦）→英仏の反共主義・宥和策から対独制裁なし 
〇国際ファシズム・ブロックの結成 ３６年 スペイン人民戦線政府にフランコ将軍反乱→３６年 日独防共

協定→３７年 日独伊の三国防共協定 
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現代１３ ナチズム 
Ａ ヒットラーの『我が闘争』から（１９２７年） 
大衆の支持をえようと思うならば、我々は彼らをあざむかねばならぬ。たくみな宣伝をたえず用いれば、人々

に天国を地獄に見せることもできるし、その逆に、もっともみじめな状態を楽園のように見せることもできる。

諸君のいううそを大衆に信じさせるひけつは、諸君のいううその大きさにある。大衆は、小さなうそより、大

きなうそを信用する。なぜなら、彼らは、自分でも小さなうそはつくが、あまり大きなうそははずかしくてつ

けない。テロルはもっとも有効な政治手段である。ドイツ人をあらゆる方法をもちいて、苛酷な状況になれさ

せること、それが我々の任務だ。 
Ｂ ナチス綱領（１９２０年）の外交政策 
１ われわれは、諸国民の民族自決権の原則にのっとり、大ドイツ国を樹立するために全ドイツ人が統合するこ
とを要求する。 
２ われわれは、他国民に対するドイツ民族の平等権を要求し、ヴェルサイユ条約およびサン－ジェルマン平和
条約の破棄を要求する。 
３ われわれは、わが国民を養い、過剰人口を移住せしめるために、土地および領土（植民地）を要求する。 
４ ドイツ民族同胞たるもののみが、ドイツ国公民たりうる。ドイツ人の血統をもつもののみが、宗派のいかん
を問わず、ドイツ民族同胞たりうる。したがって、ユダヤ人はドイツ民族同胞たりえない。 
８ 非ドイツ人のこれ以上の流入はすべて阻止されねばならない。われわれは、１９１４年８月２日以降ドイツ
国に流入したすべての非ドイツ人を、即時強制的に国外に退去せしめることを要求する。 
（『世界歴史事典』巻２５ 平凡社） 
Ｃ 全権委任法（１９３３年３月） 
１ ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続きによるほか、ドイツ国政府によっても制定されうる。 
２ ドイツ国政府によって制定された法律は、ドイツ国会およびドイツ参議院の制度そのものを対象としない限
り、憲法に違反しうる。 
３ ドイツ国政府によって制定された法律は、ドイツ国宰相によって作成され、ドイツ国官報にて公布される。
それは別段の規定がない限り、公布の翌日をもって‥‥効力を発する。 
（ 『世界歴史事典』巻２５ 平凡社 ） 
Ｄ なぜナチスを阻止できなかったのか－マルチン・ニーメラー牧師の告白－ 
ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。

だからなにも行動にでなかった。次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分さらに不安を感じたが、社会主義

者でなかったから何も行動にでなかった。 
それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それ

でもなお行動にでることはなかった。それからナチスは教会を攻撃した。自分は牧師であった。だからたって

行動にでたが、そのときはすでにおそかった。 
（ 丸山真男 『現代政治の思想と行動』 未来社 ） 
Ｅ ナチスによる国内統制 
ナチス党に直属する組織としては、突撃隊、親衛隊、ナチス自動車運転手団、ヒトラー‐ユーゲント、ナチス

婦人団、ナチス‐ドイツ学生同盟、ナチス‐ドイツ大学教官同盟があって、それぞれの分野で独占的な全国組

織をつくっていた。たとえばヒトラー‐ユーゲントは、これまで数多く存在していた政治的・宗教的・体育的・

修養的青年組織のすべてに代わる国家組織であって、ほとんどすべての青年を強制的に加入させていた。 
このほかに党に附属する外郭団体として、医師同盟、教師同盟、労働戦線、ドイツ官吏同盟、ナチス‐ドイツ

技術者同盟その他があり、すべての団体がナチス党組織にならって、指導者原理にもとづく厳然たる軍事的組

織をつくっていた。労働組合は禁止され、雇主協会もまた廃止されて、労働者も資本家も技術者もいっしょに

した「ドイツ労働戦線」が結成された。団体契約権は廃止されて、国家が法律によってそれぞれ賃金を定め、

労資の争いを調停するためには政府の役人である労働監督官が任命された。いまや、指導者原理が経営のなか

にもちこまれたのである。…… 
（村瀬興雄『世界の歴史』中央公論社） 
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現代Ⅲ ２３ 労働運動の発展と反ファシズム運動  

資本主義国内における人民戦線運動 
 
独で反ファシズム労働運動高まる→社会民主主義政党・共産党の不一致で失敗→反ファシズム統一戦線理論の

形成＝コミンテルン第７回大会（３５年）（人民戦線戦術を決定、「反ファシズム」「民主主義擁護」で一致でき

る諸勢力の統一闘争、社会民主主義政党の一致を軸に）→３６年２月 スぺインでは２月、仏では５月に人民

戦線政府樹立（権利の拡大、平和政策、反ファシズム政策） 
 
植民地・従属地域における民族統一戦線運動 
 
コミンテルン第７回大会決定→各地で「反ファシズム」「反帝」の戦い展開（ブラジル、メキシコ、チリ、キュ

ーバ、シリア、レバノン、インド、インドシナ、朝鮮、中国） 
 
〇 中国における民族統一戦線運動 ３１年以来国共内戦→共産党 大西遷敢行（→３５年に延安に至る）→同
年８月「抗日救国宣言」→３６年１２月 西安事件→３７年９月 抗日民族戦線成立（国共合作） 
 
日本における人民戦線運動 
〇背景 ３５年 梅津、何応均協定→１１年２月華北に傀儡小政権設置→日本軍蘆溝橋に駐屯→政府内に南進

論、北進論の対立→３６年２月に２・２６事件（→日本のファシズム成立）→同８月政府「国策の基準」で

大陸、南方進出決定→日本国内准戦時体制成立 
〇人民戦線運動 ａ ２６年２月 野坂参三の「日本の共産主義者への手紙」→同５月「労農無産協議会」結成
→「反ファッショ人民戦線」を社会大衆党（３２年７月結成）に提唱→１２月、三反綱領（反共産、反資本、

反ファシズム）の立場から否決（麻生久書記長）、ｂ 並行して「反ファッショ」労働戦線統一の努力（総司

盟と全国労働組合の統一の努力）→ａ、ｂとも３７年１２月の人民戦線派の一斉検挙で挫折 
 
現代１４ フランス人民戦線（連合）政府綱領（１９３６年） 
◎人民連合綱領 
現在ある民主的諸権利の防衛をいっそうかためる決意をもった諸党派が共同の政府のなかで協力しあうことを

可能にするための行動綱領について、「人民連合」［人民戦線］を構成する諸団体のあいだで意見の一致がえら

れた。 
その文章の起草は、参加団体中もっとも大きな十団体の代表にまかされた。すなわち、 
人権同盟、……、反ファシズム知識人監視委員会……アムステルダム‐プレイエル委員会……戦士行動運動お

よび共和戦士全国連合……急進党……社会党……共産党……社会共和連合……労働総同盟…… 
◎政治的要求 
Ⅰ 自由の擁護 
１ …… 
２ ファッショ団体にたいして 
イ 法律にもとづき準軍組織の効果的な武装解除と解散をおこなう。 
（以下、７まで略） 
 
Ⅱ 平和の擁護 
１ 平和の維持と組織化のために、人民、とりわけ勤労大衆の協力にうったえる。 
４ 軍需産業を国有化し、武器の民間取引を禁止する。 
 
◎経済的要求 
  恐慌により消滅または減少した購買力を回復する。 
 
○失業と工業恐慌にたいして 
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・国家失業資金をもうける。 
・週給の引下げをともなうことなく、週労働時間を短縮する。…… 
○農業および商業恐慌にたいして…… 
・農産物の価格回復をはかる。 
  貯蓄の強奪に反対し、よりよい金融組織をつくる…… 
  財政を健全化する。…… 
（人民戦線史編集刊行委員会訳『フランス人民戦線』新日本出版社） 
 
現代１５ 第２次国共合作－中国共産党の八・一宣言 
わが国内外の労働者・農民・軍人・政治家・学者・各方面の男女同胞よ！日本帝国主義の我らに対する進撃は

ますますはげしい。南京の売国政府は一歩一歩投降し、わが北方の各省も、東北四省についで事実上陥落して

しまった！…… 
敵の関東軍司令部はいわゆる「蒙古国」と「華北国」を成立させる計画を積極的に実行しつつある。…… 
この数年来、わが国家、わが民族は、危機一髪の瀬戸際に臨んでいる。抗日すれば生、抗日しなければ死だ。

抗日救国は、すでに同胞ひとりひとりの神聖な任務となった！ 
しかし、痛心にたえないことは、われの偉大な民族の中に、少数の人面獣心の裏切者が現われたことだ。蒋介

石・張学良などの売国奴は、数年来、無抵抗政策をもってわが国土を売りわたし「長いものにはまかれろ」と

主張し、敵日本の一切の要求を受け入れている。彼らは横暴にも「外敵を払うには必ずまず国内を安定せよ」

と宣伝して内戦を押しすすめ、すべての反帝運動を圧迫している。……領土は省から省へと占領され、人民は

幾千人も相ついで奴隷化され、都市・村落は一つ一つ血にまみれ、海外同胞はどしどし追い払われ、すべての

内政外交はことごとに干渉にあい、これでも国家といえるだろうか！？…… 
そこで、いま国と民族を亡ぼす大きな禍が目前に迫っている時、共産党とソビエト政府はあらためて全同胞に

訴える。……各党、各派の間に過去・現在を通じて政見や利害の上でいかなる違いがあるにせよ、また各方面

の同胞の間に意見や利益の上でいかなる違いがあるにせよ、また各軍隊の間に過去・現在を通じていかなる敵

対行動がみられるにせよ、すべてのものが「兄弟は内輪もめをやっても、外の侮り一緒に防ぐ」あの真剣な覚

悟をまたなければならない。まずみんなが内戦をやめ、それによって全ての国力を集中し、神聖な救国事業の

ために戦いを有利にしなければならない。ソビエト政府と共産党はとくに重ねてねんごろに宣言する。……国

民党の軍隊がソビエト区攻撃をやめさえするならば、過去現在を通じて、彼らと紅軍との間にどのような喰ち

がいがあるにせよ、それにかかわりなく紅軍はただちに敵対行動を停止し、彼らと親密に手を携え、共同して

救国することを臨むものである。 
 
同胞よたちあがれ！祖国の生命のために戦え！民族の生存のために戦え！国家の独立のために戦え！領土の保

全のために戦え！人民の自由のために戦え！ 
（抗日救国のため全同胞に告げる書）（『資料世界史』令文社） 
 
現代１６ 日本における人民戦線運動 
Ａ 「日本の共産主義者へのてがみ」（野坂参三等、１９３６年２月） 
コミンテルン第７回世界大会の諸決議および現下の国際情勢の具体的分析にもとづいて、われわれはこの戦術

的方針を是正し一層的確なものにしなければならない。……さて今日においては闘争を敢行せねばならぬ主要

な敵がファシスト軍部だということはきわめて明瞭である。軍部は天皇制機構のうちもっとも反動的な、もっ

とも野蛮な帝国主義者である。……軍部ファシスト独裁の脅威にたいして、偉大な国民運動をまき起こすため

の条件は、今日わが国内に成熟しつつある。また反ファシスト的機運は、労働者階級の間に増大し、その力は

結成されつつある。軍部の権威は失墜しつつある。農民ならびに都市小ブルジョアジーの不満、救済を要求す

る叫びは、ますます軍事費の加重負担反対の方向に向っている。全国民の間、とくに勤労知識人の間に、自由

にたいする軍部の圧迫反対の抗議が増大しつつある。……わが国民をファシズムと戦争の恐怖から救う道は、

労働者階級の統一行動と反ファシスト人民戦線を基礎とする偉大な国民運動だけである。…… 
 
Ｂ １９３６年２月の総選挙－人民戦線の政治的条件 
社会民主主義諸党派２３議席６７万票獲得 
・大阪府１区 田万 清臣 東京府１区 河野 密－首位当選 
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     〃 ５区 杉山元治郎 前回の１万９千から３万４千（２８％）で再選 
・東京府５区 全評の加藤 勘十:１位 
                   社大党の麻生 久:２位(二人で４０％獲得して当選） 
「今度の選挙は、とくにファシズムにたいし、大衆は明らかに不信の態度を表明していると思う。僕たちの勝

利は、左右両翼の統一戦線の影響はもとより、自由主義者、民主主義者までも含めた大きな規模においての人

民大衆の政治的意志を明確に示したものだといえる。」 
（ 田万 『労働雑誌』１９３６年４月号 ） 
 
Ｃ ３６年９月７日 全国特別高等警察会議で人民戦線断固禁圧方針決定 
「コミンテルンの新方針に力を得て依然活動が活発化し」（丹羽福市『銃後特高方針』） 
（岩村登志夫『日本人民戦線史序説』校倉書房） 



 19 

 
現代Ⅲ ２４ 第二次世界大戦（枢軸国の優位）  

第二次世界大戦の原因 
 
今までの学習のまとめ 
１ 帝国主義国相互の対立（枢軸国と非枢軸国との対立） 
２ ファシズム勢力と民主勢力との対立 
３ 帝国主義国と社会主義国との対立 
４ 植民地人民と帝国主義勢力との対立 
 
枢軸国が優勢であった時期 
Ａ ポーランド戦（３９年頃）－第二次世界大戦の勃発 
独が墺を併合（３８年）→独はチェコのズデーデン併合要求→３８年９月 ミュンへン会談（チェンバレン、
ダラディエ、ヒトラー、ムッソリーニ）→独の要求承認（←ａ チェコを無視した大国の利己主義、ｂ 英仏

は、独ソ戦を期待）→仏の人民戦線政府崩壊←仏の独占資本の要求）→独、チェコをも併台（３９年３月）→

独ソ不可侵条約（３９年８月）→独、ポーランドのダンツィヒの併合要求→３９年９月１日 独はポーランド

を攻撃（３日 英仏、独に宣戦）→ポーランド２週間で屈服（←英仏の宥和策、誤算）→ソ連、対独戦にそな

えポーランドの一部占領、フィンランドを攻め国境の一部占領、バルト三国と相互援助条約 
 
Ｂ 西ヨーロツパの戦闘（３９～４０年） 
 独さらにオランダ、ベルギーを占領→４０年６月 独、仏に侵入しパリ占領、ヴィシーにペタン傀儡政権を

設立→抵抗運動（地下抵抗組織＝全民主勢力を糾合、ド・ゴール派） 
 
Ｃ、独ソ戦（４１年６月～） 
 ４１年６月２２日 独、ソ連領内に奇襲攻撃→独大勝利（戦争目的－＠ 東方帝国建設［スラブ・ユダヤ人

の抹殺または奴隷化］、＠ 資源の確保）→同年９月３０日 独、モスクワを攻撃し失敗―１２月８日 ソ連反
撃 
 
※独占領地域の実態（強制労働者数約１,４００万人、ユダヤ人虐殺＝殺戮センターの附近にファルベン、クル
ップ等工場を立て彼らを酷使、 ４５年までに６００万人殺す） 
 
Ｄ 太平洋戦争（日中戦争の拡大）（４１年１２月～４２年） 
〇 日本の中国本部侵略 ３７年７月 蘆溝橋事件（「日華事変」－日中戦争開始）→同年１２月 南京大虐殺

事件（→中国人民の民族的憤激爆発）→国民政府車、共産党軍の激しい抗日戦→日本「東亜新秩序」を提唱、

傀儡汪兆銘政権を樹立→中国人民の激しい抵抗にあって日本極めて劣勢→三光作戦 
〇日本 ヨーロッパの戦いに呼応して仏印に侵入→英米仏との帝国主義的対立深める→日本国内の戦時体制強

化（３８年４月 国家総動員法、４０年７月 閣議で「基本国策要綱」を決定→同年８月 全政党解散→同

年１０月 大政翼賛会→同年１１月 大日本産業報国会→４１年１月 戦陣訓→同年４月日ソ中立条約→

［独ソ戦］→御前会議［対ソ戦準備、仏印南部派兵決定］→関特演（満州に７０万の兵力結集、南進論台頭）

→４１年１２月８日 真珠湾攻撃（太平洋戦争勃発）→初期の勝利＝グァム、ウェーキ、香港→４２年 シ

ンガポール、ジャワ、英領ビルマ）→「大東亜共栄圏」の提唱→強制労働、食糧収奪（４５年 ベトナムで

２００万人餓死） 
 
現代１７ ポーランド戦下の独仏国境―“奇妙な戦争” 
ポーランド戦の大勢が決した９月中旬、わたくしはベルリンに出かけた。ドイツの首都の戦争風景をのぞいて

みようというわけである。 
ところが、ベルリン行きの汽車がスイス・ドイツ国境のバーゼルを離れて間もなく、“ポニー・ウォー”のミニ

チュアをわたくしの目をとらえた。ドイツ領内に入ると、汽車はラインのすぐそばをまっすぐ北上する。その

ラインの向うはフランス領で、河幅は狭いところで２００メートルほどしかない。その向こう中洲がいく重に
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も入り乱れていて、対岸の土手までは５００メートルか６００メートルの距離だろうが、わたくしの目に入っ

てきたのは、その中洲の一か所で動いているフランス兵の一群だった。よく見ると銃も剣も持たぬ丸腰で、中

には服もシャツも脱いで上半身裸の姿も見えた。ぶらぶら歩いているのや、まるで遠足にやってきたお行儀の

わるい中学生という光景である。おそらく、そう遠くはなれていない陣地から散歩にやってきたものだろう。

秋のはじめというよりは晩夏の暖かいひる下りで、このフランス兵たちは、ラインの水浴びとしゃれたものと

見えた。ラインのこちら側は、ヒトラー自慢のジークフリート要塞線のつづきである。そのまん前で、半裸に

なってねそべっているフランス兵。“ポニー・ウォー”を描くにはこれ以上の好画材はあるまい。……それは戦

争とはかけ離れた泰平無事な光景だったが、やがて電撃戦の餌じきとなるフランスの悲劇はこののどかさに胚

胎するものだった。『ドゴール回想録』の中にはつぎのような言葉が陰うつな調子で記されている。 
「フランスは、犠牲者として登場する自分の出番を待っていたのだ」 
（笹本駿二『第二次世界大戦下のヨーロッパ』岩波新書） 
 
現代１８ フランス・レジスタンスの提唱 
Ａ ド・ゴールの「すべてのフランス人に告く」（’４６，６） 
フランスは一つの戦闘で敗れた。しかしフランスは戦争全体を失ったのではない。政府首脳の地位にある人び

とは、恐慌におちいり、名誉を忘れ、国土を屈従におとしいれて、降伏した。しかし、万事窮したのではない。

なにものも失われていない。なぜならこの戦争は世界戦争だからだ。自由世界には、まだ巨大な力がかくされ

ている。やがてこの力が敵をうちくだくだろう。その日、フランスは勝利の場にいあわせなければならぬ。そ

の時、フランスはその自由と偉大をとりもどすであろう。それが私の目的であり、それだけが私の目的である。

このゆえに、私はすべてのフランス人が、そのいる場所にかかわりなく、行動と犠牲と希望と私とともにする

ことをねがう。わが国は生死の危機にある。フランスを救うために、私たちみなが戦おう。フランス万歳。 
 
Ｂ フランス共産党のレジスタンスのアピール（’４１，５） 
圧政者の支配は、つねに諸民族の抵抗をうけて崩壊する。フランスが全人民の団結の力によってやがて独立を

回復するであろうことを確信するフランス共産党は、フランス語で考え、フランス人として行動しようとする

すべての人びとに、一つの切実なよびかけをおこなう。フランス人の男も女も、全く自主的に団結しあわねば

ならない。そして侵略者に対し、それにつかえている裏切者どもに対して、民族抑圧反対闘争のための国民戦

線を組織しなければならない。このようにして、フランス人民は、ナチに圧迫されているすべての民族に対し

て、独立のための闘争の手本を示すことができる。あらゆる事業のうちで最も神聖な国家の独立という大業の

ために国民の統一を達成するという唯一の念願にみちびかれて、共産党は、国の利益を何よりも重く見、次の

とおり厳粛に宣言する。国民解放の一大戦線をつくりあげるために、わが党は、フランスがいまうけつつある

民族的抑圧と侵略者に仕える裏切者に対する真の闘争に向かって努力するものであれば、いかなる政府、いか

なる組織、いかなる人をも支持する用意がある、と。あらゆる地位や政見や信仰をもっているフランス人男女

諸君、フランスが本来のフランスとして残るために、また、フランスが自分を圧迫している民族的抑圧から解

放されて、自由で、独立のいとなみができるために、いたるところの町や村で団結していただきたい。 
 
フランス独立のためにたたかう国民戦線万歳。自由独立のフランス万歳。 
（小此木真三郎訳『世界歴史事典』資料編、平凡社） 
 
現代１９ 絶滅収容所の惨状－ユダヤ人虐殺－ 
ドクター・パッシュや他の地下運動者を通じて集めた直接の証拠のおかげで、私は左側に並べさせられた人々

の生前最期のようすを再構成することができる。みずから両眼を涙で濡らした囚人演奏隊のかねでる魅惑的な

メロディーに合わせて、不幸な人たちの一隊はビルケナウに向かって歩を運んだ。幸い彼らは、自分たちを待

つ運命のことは知らない。すがすがしく並んでいる赤レンガの建物を見ても、病院だと思っている。護衛のＳ

Ｓの態度も非難する余地のないほどしっかりしている。……不幸な人たちは大浴場に似ているＢ部と呼ばれる

地下の長い廊下と連行される。２千人まで収容できる所だ。白服姿の「浴場長」がみなに石けんとタオルと配

給する。……囚人たちは衣服を脱ぎ、貴重品をはずして大きな机の上に並べる。ハンガーの下にはヨーロッパ

各国語で「外出中所持品を必要とすることがあるから、この番号をよく覚えておくこと」と書いた金属板がは

ってある。ホールの右隣にある「浴場」は犠牲者のために整備されたガス室にほかならない。この部屋にはた

くさんのシャワー設備があるので、新入りはこれを見て、ますます安心してしまう。しかし、シャワーといっ
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てもぜんぜん用をなさず、蛇口からは水は一滴も出てこない。犠牲者が天井の低い狭いガス室いっぱいになる

とドイツ人は芝居をやめ仮面をはずす。……そのときなって、囚人たちが真相を知ったかどうかは疑わしいが、

やがてガス室の中には恐ろしい光景がくりひろげられるのだ。……室内の温度が上がり、空気が汚れてくる。

……ガス室の天井には格子状ガラス張りの正方形の小窓がある。時間がくると、ガスマスクをかぶったＳＳ衛

兵がこののぞき窓をあけて、そこからチクロンＢの円筒を投げこむ。デッサウで造られた青酸塩の水化物を基

にしたガスである。……ドイツ人は情け容赦もない。まだ息をしている死にそこないの犠牲者を火葬炉に運び、

炉の中に投げこんでしまう。 
 
ドイツ人は、毎回送られて来るもののうち、数千人は生かしておいたが、それは他の何百万にものぼる人間の

絶滅を促進するためであった。……彼らは特別部隊に編入されたのである。各火葬炉にたいして三百人から四

百人が働いた。彼らの任務は、不幸な人たちをガス室に押しこみ、大量虐殺が終われば、ガス室の扉を開いて

死体を引き出すことであった。ある種の労働には医師と歯科医とが好まれたが、とくに歯科医には死体の義歯

につけてある貴金属を抜き取る仕事もあった。そのほか特別部員には犠牲者の毛髪を刈り取る仕事もあった。

……ガス室のようすは目撃者の報告から推測することができる。あまりの苦しさに耐えきれず、他人の上には

い上がろうとするものもいた。苦悶のあまり、隣人の肉体に指の爪を押しこんだ人もいた。ふつうガス室をあ

けると、死体は互いに押し合い、からみ合っているので、それを分けるのが困難だった。……クレーンが死体

を炉の中に入れた。その前に死体が綿密に分類される。まず乳幼児が燃料として投げこまれ、次ははやせ衰え

たもの、最後に体が大きいものという順になっていた。……高温で溶け出る人間の脂を集めるため、大きな箱

が使われた。収容所の石けんがこれと同じような匂いしていたことも驚くにはあたらない。ある種の大きなソ

ーセージを見て囚人が疑いの念を持ったのも、そんなに不思議なことではない。死体の灰すらも、近所の農場

や庭園にまく肥料として利用され、余った灰は、ヴィスツラ川まで運ばれた。ヴィスツラの流れは、何万とい

う不幸な囚人の遺物を運び去ったわけである。…… 
 
……特別部隊に組み入れられたものの生活は本当の地獄であり、多くのものが発狂した。なかには自分の妻・

父・子ども、兄弟姉妹の死体の焼却を命ぜられたものすらあった。このような地獄の中で、三・四カ月働いた

末、特別部隊の労働者には自分が焼かれる番がまわってきた。 
 
（オルガ・レンゲル 金森誠也 訳 「アウシュヴィッツの五本の煙突」『世界 ノンフィクション全集』巻２８、
筑摩書房） 
 
※その外、他の文献によると、生体実験（伝染病、落下耐性実験、減圧耐性実験、凍死蘇生研究）、残酷な拷問

などを行っている。 
 
現代２０ 戦争における残虐行為（加害者としての日本国民） 
Ａ 南京事件 
投降捕虜・敗残兵・一般市民老若男女を含め中国人約１０万人虐殺、中国人を下関桟橋に並べて機銃で一斉射

撃し虐殺 
（本多勝一「中国の旅」『朝日新聞』１９７１年１１月１３日） 
 
Ｂ 生体実験・細菌爆弾 
・７３１部隊、北満ハルピン郊外、「防疫給水部隊」と偽称、部隊長石井四郎、ペスト、コレラ、チフス等の実

験 
・「マルタ」（人体実験用犠牲者数千人）、細菌を注射し効果を判定、戸外の柱に「マルタ」を縛り細菌爆弾を投

下し効果を判定、禽獣、万年筆、ねずみに細菌を仕掛け伝染病を人工的に蔓延させる実験 
・石井四郎、戦後米軍より優遇され朝鮮戦争の時細菌戦を行う。 
 
Ｃ 朝鮮人、中国人強制連行 
（朝鮮人） １９３９年「労務動員計画」、敗戦時在日朝鮮人全国２３６万人、北海道７万人、多くはタコ部屋
で炭鉱、ダム建設等で強制労働に従事させられる。 
「つらいなどと口では言い表わすことが出来ません。なまけるそぶりのある者は容赦なく裸にされ、先の尖っ
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た薪の上に正座、バケツで何倍も水をかけ、その上六角棒で打ちのめされていた」（三井氏談）。 
「棒頭という名の通り太い棒を持ち歩き、朝鮮人の体のいたるところを打ちのめして、そりゃ残虐の一語につ

きました。空腹をかかえ体力が無い所をやられたのですから……ほとんど虫の息になり、しばらくすると死ん

でいました。こんなことは数え切れない程です」（中江氏談）。 
 
朱鞠内湖 「ダムの高さ３百尺！そこで組立てする時に上にのぼりそこから落ちたら、死ぬか片輪になるかどっ
ちかだった。けっして助けには下りないでそのままコンクリートを打ち込んで埋めてしまった」 
 
（中国人） 
１９４２年「労工狩り」決定 
１９４３年４月～１９４５年５月の間に３万９千人（本道１万９千人）、秋田県花岡では中国人が蜂起する→鎮

圧される。 
（挑戦人の抵抗・蜂起）－３９年４０の炭坑で、４０年２炭坑 
 
Ｄ 三光作戦 
◎それでもなお日本軍は、かれらに反抗する兵力を全滅させることに成功しなかった。そのためかれらは１９

４１年の冬から１９４２年の春になって、行き当りばったり見つけしだいに、一切の物と一切の人間を焼き払

い、みな殺しにしはじめた。「みな殺せ、みな焼け、みな奪え」－これが日本軍の合言葉だった。ある地域に掃

蕩戦で入った日本軍は、すべての若い男を殺し、あらゆる家畜を殺したり盗んだりし、一切の農民の道具や穀

物をこわしたり略奪した。かれらの目的は、何ものも生きていらねない無人地帯をつくり出すことにあった。

同時にかれらは、経済封鎖を強化し、一切の塩と布が遊撃地区に入るのをおさえ、住民が抵抗したのでは餓死

しなければならなくなるように仕向けた。 
（ジャック・ベルテン、安藤彦次郎訳『中国は世界をゆるがす』筑摩書房） 
◎われわれ河北省徐水県の場合には、日本侵略者の虐殺で、四か村が「やもめ村」になった。男はほとんど日

本の鬼どもに殺されてしまったのです。たとえば、胡家営、米村などは、８月１８日だけで４００人以上が殺

された。ある家は一家みな殺しです。おとなが殺されて、残された赤ん坊が地べたにころがって泣き叫んでい

るところもありました。また若いものが殺され、寄る辺のない年寄りだけになった家もありました。干坊、背

楼の二か村の場合、残虐な日本侵略者は、身に寸鉄も帯びない千余名をしばりあげ、粉をひく空き地に追い込

んで、手当たりしだいに銃剣で突き刺すのです。血潮が地におおい、屍が山をなし、二目とみられない惨状で

した。 
（藤村俊郎『中国革命』叢書現代のアジア・アフリカ５、三省堂） 
 
Ｅ アジア人は太平洋戦争をどうみたか 
◎インドネシアの中学３年生用の歴史教科書から（’５８年発行） 
 
日本は、白人の圧政からのアジア民族の独立と大東亜共栄圏の建設というスローガンのもとにインドネシアに

やって来た。一致協力していこうという彼らの呼びかけは、いたるところで喜んで迎え入れられた。……日本

の占領中はわれわれの祖国は四分五裂させられ、ジャワは軍政府（陸軍）の支配下に入った。これらの軍政府

間には直接の連絡がなく、したがって占領中には諸地域間の連絡は切断されてしまっていた。日本はインドネ

シアを支配するや、すべての出版物や手紙の類に厳しい検閲を行なった。ラジオ放送局もその対象になり、わ

れわれは軍政府検閲済みの放送しか聞けなかったので、読み物も、聞く物も日本軍政府の宣伝ばかりであった。

その間われわれ国民には、われわれの敵はイギリスとアメリカであり、また日本民族の先祖は神々であって「ア

マテラス‐オオミカミ（天照大神）」の末裔である「テンノウヘイカ」は神々の長として崇拝しなければならな

いことが教えこまれた。白人、とくにオランダ人は忌み嫌われ、オランダ人捕虜の運命や、日本人のオランダ

人に対する処遇を知って、われわれはかれらの凋落を目のあたりに見たのだった。そうしているうちにも太平

洋戦争は進展したが、戦況はだんだん日本にとって苦しいものになっていった。けれども素晴らしい勝利のニ

ュースに酔わされてばかりいたわれわれは日本軍が蒙った敗北について何も知らなかった。日本の敗退が続け

ば続くほど、国民に求められる協力も多くなり、国内の生活は苦しくなり国民の難渋もひどくなっていった。

……村々では青年たちが捕らえられ、他の占領国、特にビルマへ送りこまれ、そこで「ロームシャ」として働

かされた。占領中に数百万のジャワの青年たちが外国へ送られたが、その大部分が死んだり、消息不明になっ
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たりしている。この頃には、日本人のインドネシア人に対する虐待と傲慢は顕著になり、わずか数カ月の間に、

日本人への熱烈な歓迎は恐れと憎しみに変わっていった。……概して３年半ばかりの日本の占領は、国民に限

りない困窮と、オランダ植民地政府以上の残虐で専制的な弾圧、かつてわれわれが経験したことのなかったよ

うな苦痛と悲惨を招いた。 
また飢饉は猛威を振るった。「ケンペイ」、日本の軍警察に対する恐怖は、ほとんどすべての抵抗を麻痺させて

いた。しかし、数カ所ではあるが、すでに小さい叛乱も起こっていた。たとえば、インドラマユでは一般大衆

が、ブリタールでは日本によって創設されたＰＥＴＡが叛乱を起こしたが、この二つの叛乱は残忍なやり方で

弾圧された。ビルマではわれわれの青年たち何百万が消息不明になったか数え切れないほどである。カリマン

タン（ボルネオ）では、民衆、特に知識層に対する大殺戮が行われた。 
（スロト著 熊谷令子訳「世界の中のインドネシア」（中学３年用教科書）『軍国主義－東南アジアの教科書に見
る日本』合同出版） 
 
◎ フィリピンの中学用教科書 
１９４２年４月９日バターンは陥落した。……死の行進 約３万６千の米比軍兵士と１６人の将軍（うち６人は
フィリピン人）がバターンで降伏した。日本軍は、文明時代の戦争のすべてのルールを無視して無力な捕虜を

家畜のように集め、彼らの個人的な貴重品－金、時計、指輪、シガレット・ケース、万年筆－を略奪した。や

がて、文明時代の人類を驚かした、悪名高い「死の行進」が起こった。飢え、渇き、病気、疲労に苦しむ戦時

捕虜たちは、マリベス、バターンから、サンフェルナンド、パンパンガへの行進を強制されたのである。彼ら

には、食物も水も与えられなかった。もはや歩くことのできなかった何百という落伍者たちは、心なき衛兵た

ちによって、無慈悲にも銃剣で突かれて殺されたり、残虐にも打たれたりした。その行進で生き残った捕虜た

ちは、サンフェルナンドから鉄道貨車に投げ込まれ、ターラックのカパスにはこばれ、そこで収容された。目

的地に着くまえに、多くのものが貨車のなかで窒息して死んだ。 
（Ｇ．Ｆ．ザイデ著 土田房子訳「普通中学用フィリピン史」（普通中学用教科書『軍国主義―東南アジアの教
科書に見る日本』合同出版） 
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現代Ⅲ ２５ 第二次世界大戦（連合国の反攻と諸会議）（４２～４５年）  

連合国の反攻 
４２年１月 英米ソを中心とする２６カ国「連合宣言」を決め国際的な「反ファショ連合」成立（殊に米ソ

の協力が軸）→反撃開始（４２年８月 ガダルカナル島陥落、同年１１月 スターリングラードでソ連軍反撃、

独がアフリカでチュニジアまで後退）→４３年２月スターリングラードの独軍降伏（８０万人死傷、９万人捕

虜）（→ソ連の本格的反攻開始→独内でヒトラー不信高まる）→４３年７月 英米軍シシリー島上陸→同月２５

日 ゲリラ蜂起、ムッソリーニ死ぬ、独に宣戦（１０月）→４３年１１月 カイロ会談（ルーズヴェルト、チ

ャーチル、蒋介石が日本の領土処分、降伏条件を協議）→同年１２月 テヘラン会談（ルーズヴェルト、チャ

ーチル、スターリンが第２戦線決定）→ソ連レニングラードでも反攻→ルーマニアでも反独蜂起→４４年６月

英米軍ノルマンディー上陸→同年８月 パリの独軍降伏→９月パリ解放、ド・ゴール臨時政府成立→４５年２月
ヤルタ会談（ルーズヴェルト、チャーチル、スターリンが対独処理、ソ連対日参戦及び千島列島割譲等を協議）

→４５年４月独の地下抵抗運動高まる→同２３日 ソ連軍 ベルリン突入→同３０日 ヒトラー自殺→５月７
日独軍無条件降伏 
 
日本軍国主義の崩壊 
４３年５月 アッツ島の日本軍全滅→１２月 学徒出陣→４４年１月 特攻戦術出現→５月 サイパン島米

軍占領→７月 グァム島陥落→８月 台湾で徴兵制→米の沖縄攻撃と神風特攻隊→１１月 Ｂ２９ 東京初空
襲→４５年 最高戦争指導会議「本土決戦」「一億玉砕」→２月 近衛首相 敗戦の必至と共産主義革命の脅威

を上奏、国体護持の終戦工作を始める→３月１０日 東京大空襲→７月 ポツダム会談（チャーチル、スター

リン、トルーマンが日本の戦後処理を協議）→８月６日 広島に原爆投下される→８日 ソ連対日参戦→９日

長崎に原爆投下される→１４日 ポツダム宣言受諾→８月１５日 玉音放送→敗戦（第二次世界大戦の終結） 
 
現代２１ 戦争における残虐行為（被害者としての日本国民） 
Ａ 近衛上奏文 
「英米の与論は今日までところ国体の変革とまで進み居らず。したがって敗戦だけからは国体上はさまで憂る

要なしと存候。国体護持の建前より、最も憂うるべきは敗戦よりも敗戦に伴ふて起ることあるべき共産革命に

御座候。」 
Ｂ １９４５年６月 大阪陸軍司令官発言 
「此の際食料が全国的に不足し、且つ本土は戦場となる由、老弱者及び病弱者は皆殺す必要あり。是等と日本

とが心中することは出来ぬ。」 
（家永三郎『太平洋戦争』岩波書店 ） 
 
Ｃ 東京大空襲、室蘭の空襲被害 
室蘭地方が初めて砲撃を受けたのは、１９４３年５月９日で、米軍潜水艦による幌別方面である。……大きな

被害を受けたのは７月１４日と１５日である。……海防艦２隻、汽船４隻、機帆船４～５隻、航行中の大型船

３隻が沈没した。……もっとも被害を受けたのは、門前水町……などの日本製鋼所や日本製鉄に隣接するとこ

ろである。門前水町付近では、退避ごうに避難した人や御崎の駅で働いていた人に死亡者が多く……（１００

名以上）。輪西町では防空頭きんをかぶり、氏名、年齢、血液型、現住所、本籍を書いた木札を身につけ、小さ

いリュックを背おった人たちが横穴式防空ごうで３０数名、中島町では……直径１０～１２ 、深さ４～６に

もおよぶ直撃弾で１０２名の死亡者を出した。空襲による室蘭での犠牲者は４８２名とされているが、……死

亡した船員……中国人民、朝鮮人民や捕虜の犠牲者が不明である以上さらに増加する…であろう。そのありさ

まを……総合すると、爆風で吹き飛ばされた犠牲者の手足が散らばり、電信柱や電線にぶらさがったり、破壊

された水道管の噴水が血でそまるなど目をおゝうばかりであった。 
（鈴木登「１５年戦争と室蘭」） 
 
Ｄ 戦時下の国民生活 
戦時下の国民生活－「世の中は星に碇に闇に顔、馬鹿者のみが行列に立つ」－４４年からは全食品類の総合配

給制が実施されたが、その量は減った。４４年３月の東京において、一人あたり３日にねぎ３本、５日に魚一
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切れといったほんの形ばかりの配給で、……「筋大根」といった粗悪な品ばかりとなった。……もっとも早く

窮屈となったのは衣料品であった。原料の大部分を輸入に仰ぐ繊維製品は、日中戦争開始直後から不足してい

たが、４０年にはメリヤス、タオル、靴下などが切符制となり、４２年には全面的な衣料切符制が施行されて

点数制となり、……４４年の国内供給量は３７年の７．４％にしかならず、……その他、調味料、燃料、嗜好

品など生活物資すべてにわたって配給量だけでは最低の生存すらできないありさまとなった。 
（ 遠山 茂樹 『昭和史』 岩波新書 ） 
 
Ｅ サイパン島の状況 
断崖に追いつめられて集団自決。岩上から投身しようとためらっている一家族を発見した日本兵、父親を射殺、

第２弾を母親に命中させ、鮮血にまみれた母親が二人の子をつれて脱出（米兵が目撃）。 
（家永三郎『太平洋戦争』岩波書店 ） 
 
Ｆ 沖縄戦 
〇本土決戦は行われた 
沖縄戦は１９４５年３月２３日、米軍の慶良間列島上陸によって開始された。米軍は沖縄本島とその周辺諸島

に約１８万の兵力を投入し、日本軍は約１１万の兵力でこれと応戦した。……そして６月２２日の沖縄戦終結

までに２カ月間に、一般市民１０万から１６万（推定）、日本軍１０万、米軍２万２０００がその生命を失った。 
一般市民の犠牲が軍隊のそれを上わまっていたのは、この戦争の一つの特徴であった。 
（中野好夫『沖縄問題２０年』岩波新書 ） 
 
〇慶良間（けらま）列島渡嘉敷島守備隊長、米軍の上陸にそなえて、島民に食糧を部隊に供出して自決せよと

命じる。島民３２９名、恩納河原でカミソリ、斧、鎌などを使い集団自決。 
〇島の南岸で洞穴に国民とともに逃げこんでかくれるようになってから、幼児が泣き出すと、その声によって

米軍に所在を知れることを恐れた兵士が母親の手から幼児をひたっくり大勢の前で絞め殺す。 
（家永三郎『太平洋戦争』岩波書店） 
 
Ｇ 満蒙開拓団の逃避行 
 
Ｈ 原子爆弾投下の歴史的意味 
「第２次世界大戦最後の軍事行動であったというよりもむしろ現に進行しているロシアとの冷戦の最初の主要

作戦の一つであった」 
（ブランケット『恐怖・戦争・爆弾』） 
 
◎広島の惨状 
爆心地には雲散霧消した犠牲者の《足だけ二本、ぴったりとコンクリートの路の上にはりついて、つっ立て》

いる。また、不思議なことに《電車の中で、娘さんが手さげをしっかりにぎったまま、傷もなく、黒こげの兵

隊さんと頭をつき合わせて死んでいるのが》発見される。 
 
……《浅野泉邸の池では、屍体のあいだを生きた鯉がおよいでいました》《気がついてとび出してみると、敬礼

姿のまま、戦友たちが立っている。「オイッ」と肩をたたいたら、さらさらと戦友はくずれおちました》という。

…… 
《病気の兵隊の家では、若いおくさんが、子どもを抱いたまま、大きな材木の間にはさまれていました。隣の

おじさんが助け出そうとしても、一人や二人の力では、どうすることもできません。赤ちゃんだけでも、早く！

早く！いいえ、一緒に死にます。主人もどうせ生きていません。この子を残して……、それよりおじさん早く

逃げてください》…… 
《罹災者には食糧の配給がありました。行列の中におばあさんの孫もいました。孫のまえに、素裸の娘さんが

いました。娘さんは５人前のカンパンを受けとったとたんに、ばったり倒れてうごかなくなりました》 
《いのちびろいをした》とよろこんでいた人たちが、からだのあちこちに斑点がでたり頭の毛がぞっくりぬけ

落ちたりして、だんだん死んでゆきました》 
（大江健三郎『ヒロシマ・ノート』岩波新書） 
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現代２２ 第２次世界大戦における損害 
1 人的被害 

国別 死者･行方不明者 国別 死者･行方不明者 
オーストラリア 37,637 南アフリカ 9,500 
ベルギー 22,651 ソ連 6,155,000 
ブラジル 975 イギリス 403,000 
カナダ 42,666 ユーゴスラヴィア 305,000 
中国 1,500,000 オーストリア 220,000 
チェコスロバキア 6,683 ブルガリア 18,500 
デンマーク 6,400 フィンランド 76,893 
フランス 245,000 ドイツ 3,250,000 
ギリシア 17,024 ハンガリー 147,435 
インド 48,674 イタリア 380,000 
オランダ 230,177 ルーマニア 73,000 
ニュージランド 10,764 アメリカ 545,108 
ノルウェー 1,598 日本 2,565,878 
ポーランド 550,000   
 
 
２ 直接戦費 
国別 単位１００ドル 
アメリカ 317,600 
 ドイツ 272,900 
ソ連 192,000 
 イタリア 94,000 
 フランス ― 
イギリス 120,000 
 日本 56,000 
 計 1,154,000  

３ 物的損害 
国別 億ドル 
ドイツ 480 
 ソ連 1,280 
 フランス 215 
 東ﾖｰﾛｯﾊﾟ 7 ｶ国 806 
 ポーランド 200 
 西ﾖｰﾛｯﾊﾟ 10 ｶ国 900 
 イギリス 68  

Henry Claude,Qu Va l'imperialsme americain,Paris 
１は、朝日年鑑別冊『戦後２０年世界の歩み』（１９６６年版）から 



 27 

 
現代Ⅳ ２６ 社会主義世界体制の成立 
社会主義世界体制の成立 
東欧諸国の社会主義化 
〇背 景 
独占領下における抵抗運動（パルティザン等）の中軸に共産主義者が活躍→ソ連及び自力による解放→社会主

義政権（国家）の成立 
〇社会主義世界体制 

国   名 成立年 
ソビエト社会主義共和国連邦 ２４ 
 ハンガリー人民共和国 ４９ 
 ポーランド人民共和国 ４５ 
 ドイツ民主共和国 ４９ 
 アルバニア人民共和国 ４５ 
 モンゴル人民共和国 ２４ 
 ルーマニア人民共和国 ４７ 
 朝鮮民主主義人民共和国 ４８ 
 ブルガリア人民共和国 ４７ 
 中華人民共和国 ４９ 
 チェコスロバキア人民共和国 ４８ 
 キューバ共和国 ５９  

 
国際連合の成立 
 
〇経過と背景 第二次大戦の惨禍→４１年「大西洋憲章」→４４年 タンバートン・オークス会議 
 
４５年４～６月 サンフランシスコ会議、 ５１カ国が国際連合憲章に調印（目的 ａ 国際平和と安全の維持、
ｂ 諸国間の友好関係の促進、ｃ 経済、社会、文化、人道面での国際協力、ｄ 国際活動の中心の形成） 
 
〇機構－総会、安全保障理事会―最高機関、常任理事国（ソ連邦←社会主義世界体制の成立の反映、中華民国

―民族解放闘争高揚の反映、英、仏、米←英に代わって世界帝国主義の中心になったことの反映）、事務局、専

門機関（ｌＬＯ、ＩＭＦ等）、国際司法裁判所、その他 
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現代Ⅳ ２７ 民族解放開争勝利の時代開幕 

新独立国家成立の歴史的背景 
〇大戦中 諸民族が主体的に反帝国主義闘争をすすめるなかで、独立国家の担い手にふさわしく成長した結果 
〇共産主義の影響力増大 
〇政治的な独立にかかわらず、歴史的に形成された経済的、社全的な従属関係があり、真の独立は前途多難で

ある。 
 
Ａ アジア 
〇中国 反ファショ連合で中心的役割を果した。共産党勢力増大→不平等条約解消、国連安保常任理事国となる。 
〇朝鮮 ４５年９月、全国人民代表者会議→朝鮮人民共和国樹立宣言→３８度線の軍事境界線でソ連占領域と米
軍等占領域とに分断される 
〇ベトナム ４２年、ベトナム独立同盟結成→４５年９月、ベトナム民主共和国宣言→４６年１２月、反仏帝国
主義人民解放闘争→５４年休戦協定 
〇フィリピン フクバラハップ団の対日ゲリラ闘争→４６年７月 フィリピン共和国独立宣言→米帝国主義再進
出―フク団反米闘争開始 
〇インドネシア ４５年８月１７日 インドネシア共和国独立宣言 
〇パキスタン ４７年８月１４日パキスタン独立 
〇イ ン ド ４７年８月１５日インド独立 
※インドとパキスタン分離独立（←英の干渉、分断支配） 
 
Ｂ アフリカ 
〇４５年 第６回汎アフリカ会議→４６年 パマコ会議（マリ）で、「アフリカ民主連台」（ＲＤＡ）結戎、仏

支配域で独立運動高まる。 
 
Ｃ ラテン・アメリカ 
 
現代２３ 第６回汎アフリカ会議（４５年 マンチェスター） 
デュ・ボイス博士によって組織される。主要な代表、エンクルマ、アキントラ首長（西部ナイジェリア独立運

動の指導者）、Ｈ.Ｏ.デーヴィス（ナイジェリア青年運動の組織者）、ジョモ・ケニヤッタ氏 
 
同会議の宣言 
「ここに集まった代表は、平和の立場をとる。数世紀にわたって、アフリカ人が暴力と隷属の被害者であった

からには、どうしてこれ以外の立場をとれようか？……われわれは自由であろうと決意している。……われわ

れは自由のため、民主主義のため、社会的改良のため、なしうるあらゆる方法で、たたかうであろう」 
（デヴィットソン『アフリカ史案内』岩波新書） 
 
現代２４ ベトナム民主共和国独立宣言（４５、９、２２） 
１９４０年秋以来、わが国は事実上フランスの植民地であることをやめ、日本の所有物となっていた。日本軍

が連合国軍に降伏した後、わが全民族はわれわれの民族主権を取戻し、ベトナム民主共和国をうち建てるため

に立ち上がった。実際、われわれはわが国の独立を、フランス人からではなく、日本人からもぎとったのであ

る。 
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現代Ⅳ ２８ 資本主義国内での労農運動の高揚 

一般的傾向 
 
抵抗運動の中で、共産党影響力増大→戦後も続く 
 
Ａ フ ラ ン ス 
４６年１１月、国民議会選挙で、共産党第一党となる→共産党と共和党との連立政権成立 
 
Ｂ イ タ リ ア 
共産党第一党となる。 
 
Ｃ 日本における民主的改革（人民の闘いと占領軍の対日政策） 
〇日本人民の戦争体験（被害・加害）→政治的自覚成長 
〇４５年１０月 治安維持法廃止→連合司令部（ＧＨＱ）の五大改革（ａ 男女同権、ｂ 労働権の承認、ｃ

教育の自由主義化、ｄ 経済の民主化、ｅ 専制廃止）→４６年１１月 日本国憲法公布→労働基本法 
〇経済の民主化 ａ 農地改革（背景 英－地主制はダンビングの社会的条件、ソ連－天皇制は軍国主義の支

柱の一つ）→４７年３月第二次農地改革、英ソの折衷→改革前の自作農３０％から６５年伍の８０％に増加

→農村・農民の保守化、ｂ 財閥解体 四大財閥系の資本総額に占める割合２４％、銀行資本では４８％→

四大財閥本社とトラストの解体→米国の対日政策の転換の影響で３２５社中１８社のみ→新たな独占形態

（銀行） 
 
※沖 縄 
４５年４月米軍沖縄占領→４６年１月沖縄分離統治決定→同４月民政府成立（米・軍政支配）→４６～４７

年 住民の権利一切剥奪される。収容キャンプ  
 
現代２５ 日本国憲法前文（４６年１１月公布） 
日本国民は、……政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主

権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…… 
 
現代２６ 文部省編『新しい憲法のはなし』 
戦争の放棄 
……そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことをきめました。

その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争するためのものは、いっさいもたないということです。これ

を戦力の放棄とといいます。「放棄」とは、「すててしまう」ということです。しかしみなさんはけっして心ぼ

そく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に正しいことぐ

らい強いものはありません。 
 
現代２７ 教育基本法（１９４７年３月３１日） 
われらは、さきに、日本国憲法を確立し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献

しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。…… 
第１０条  教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行なわれるべきものであ
る。 
 
現代２８ 農地改革に関するマッカアサーの声明 
健全穏健な民主主義を打ち立てるために、これより確実な根拠はありえず、また急激な思想の圧力に抗するた

め、これより確実な防衛はありえない。 
（ 藤井等『戦後日本の歴史』） 
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現代２９ 財閥解体 
Ａ ポーレー報告 
財閥は日本最大の戦争潜在力である。あらゆる日本の征服と侵略を可能ならしめたのは彼らであった。……財

閥が解体されぬかぎり、日本人が自由人として自らを統治する見込みはほとんどない。（安達喜彦『戦後史学習

の実践』から再引用） 
 
Ｂ ロック少佐の証言 
財閥を解体したまえ。十年間は混乱を覚悟しなくちゃならない。我々は強力な日本を必要とする。なぜならわ

れわれは近い将来ロシアと相対されなければならないし、同盟国を必要とするに至るであろう。日本がそれだ。

（マーク・ゲイン『ニッポン日記』） 
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現代Ⅳ ２９ 冷 戦（世界の反動の主柱－米帝国主義） 

冷戦の背景 
戦後の米の世界戦略→世界帝国主義国の盟主として社会主義、自由主義勢力、民族解放勢力を抑圧し、帝国主

義、植民地体制の維持を図る←背景（ａ 戦争による西欧［英仏］の没落と米の絶対的優位、ｂ 社会主義勢

力の増大、民族解放闘争、労農運動の進展による資本主義の全般的危機の深化） 
 
冷戦の展開 
４６年３月チャーチルのフルトン演説（「バルト海のステッチンからアドリア海のトリエステにかけて鉄のカー

テンがおろされている」）→４７年３月トルーマン・ドクトリン［冷戦の本格化］－政治的側面（「反ソ反共政

策、原爆生産設備大増強」「封じ込め政策」「企業の自由擁護」→軍事基地網設置、反ファショ連合崩壊）、経済

的側面（４７年６月マーシャル・プラン、国務長官マーシャル「米国の承認できるような復興計画を共同して

たならば米は援助を拡大する」→４４年７月 ドルの世界支配を図りブレトン・ウッズ体制を設立→４７年３

月ＩＭＦ発足）（←米国 反共主義、労働権の制限） 
 
冷戦の激化 
４９年４月 ＮＡＴＯ結成←→同年１０月１日 中華人民共和国成立→５０年 中ソ友好同盟条約→対日占

領政策の転換 
 
現代３０ 冷戦の開始 
Ａ チャーチルのフルトン演説（１９４６年３月） 
バルト海のステッチンからアドリア海のトリエステにかけて、大陸を横断して鉄のカーテンがおろされている。

この線の背景はモスクワの支配に服従している。……ソ連は世界を支配しようという侵略者であるから、われ

われはソ連に対する力の力の優位をうちたてなければならない。そのためにはアメリカによる西側諸国にたい

する強力な軍事上経済上の援助が必要である。 
 
Ｂ 「封じ込め政策」（１９４７年１月） 
アメリカの対ソ政策の主たる要素はソ連の膨張傾向にたいする長期の、辛抱づよい、しかも確固たるコンティ

ンメント（Containment＝封じ込め）である。……具体策としてはソ連の周囲の戦略的地点に軍事的基地網を
張りめぐらし、ソ連を永久に包囲することである。（ジョージ・ケナン） 
 
Ｃ トルーマンドクトリン（４７年７月） 
世界の自由国家は全体主義国家の直接、間接の侵略によって脅かされている。これが世界の平和をみだし、ア

メリカの安全を妨げている。したがってアメリカはこれと全世界的に闘争しなければならない。 
 
Ｄ マーシャル・プラン（４７年６月） 
いかなる国であれ自国の復興事業に尽力する国には米政府として全面的な協力を惜しまないことを保証する。

他国の復興を妨害しようとする国に対しては米国は援助しない。 
 
Ｅ 北大西洋条約（４９年４月） 
……したがって締約国は右の攻撃が行われた時は……兵力の攻撃を含めて、その必要と認める行動を、個別的

に、および他の締約国と共同して、とることによって右の攻撃を受けた締約国を援助することを援助する 
（以上 安達喜彦『戦後史学習の実践』から） 
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現代Ⅴ ３０ 中華人民共和国の成立 

中華人民共和国の成立＜新民主主義革命＞の原因と革命 
 
４５年８月 日本軍国主義崩壊後も八路軍、新四軍と日本軍、傀儡軍戦闘続行→抗日戦争時の抗日軍・解放

区の比重（日本軍支配地の５９～６４％、傀儡軍支配下の９５％が抗日軍により解放）→蒋介石は日本軍等に

国民党軍に降伏することを命ず、又米軍に依頼し国民党軍を華北、東北（旧満）に空輸→４６年１月 ３人委

員会（マーシャル、張群、周恩来、停戦協定決定 同１月、中国人民政治協商会議［政府改組、施政綱領、軍改
組]）→同３月 国民党の決議を拒否→共産党これを非難→７月１２日 国民政府軍（５０万）解放区攻撃－内
戦→緒戦時の国共の兵力（国－近代装備の４００万、共－１２０万）→国府軍支配の特徴（半封建的売国的支

配、米帝の中国進出に迎合）→国府軍の残虐行為（生き埋め等）（＝人民戦争の特徴）→４７年９月、中国人民

解放軍、総反攻→４８年２月米議会、トルーマンの要請で４億６３００万ドルの対華援助を決定（戦後援助合

計２００億ドルの資金その他を国府に与える）→４８年９～１２月間、中国人民解放軍は済南→長春→徐州を

解放→４９年５月 蒋介石、南京より台湾に亡命（独裁政権樹正）→同ｌ０月１日中華人民共和国宣言 
 
中華人民共和国の成立 
 
〇首相＝周恩来、主席－毛沢東←４９年９月、中国人民政治協商会（労働者、農民、短識人、資本家その他）

→新中国の性格（新民主主義国家－労働者農民に指導された民主主義国家という規定）→５４年新憲法制定 
〇革命の発展と影響（ａ 農民の集団化－合作社→５８年８月 人民公社、ｂ アジアの民族運動を激励、ｃ

米帝国主義のアジアでの後退→逆に兇暴化→対日占領政策の転換（朝鮮戦争、安保条約、日華友好条約）、ｄ

社会主義世界体制の発展 
現代３１ 国民党支配下の中国 
Ａ 生き埋め 
国民党よりも残忍なのは、地主どもだった。きわめてしばしば、地主どもは、減租の闘争に加わった人たちを

生き埋めにした。そういう人たちを見つけることができなかったときには、その家族を生き埋めにした。地主

どもは、ときには、共産党となんの関係もない女や子供を、溝や、穴や、井戸に生きたまま投げこみ、上から

土をかけた。 
安陽県政府の数字によると、わたしの到着する時期までに、４百人の男女、子供が、国民党の手に落ちていた

４百２３か村において殺され、生き埋めにされた。 
わたしには、この数字をたしかめる手段がないが、それが誇大でないことを信ずるに足りるあらゆる理由があ

る。ある村で、わたしの滞在中に、女子供を含む２４死体が同じ一つの穴から発掘された。かれらはこの穴の

中で生き埋めにされ、その後、一部が犬にあばかれて食われた。わたしは村を歩きまわっている間に、身うち

の人びとを生き埋めにされたというたくさんの人たちに出会った。……李とその配下は、村内の４軒の家をの

ぞくすべての家をとりかこんで、人びとをそとにひっぱり出した。李は十人をかれた井戸に投げこみ、生き埋

めにした。他の１４人をむりやりに溝にねかせ、上から土をかけた。生き埋めにされた人たちのなかには、生

後２カ月の赤ん坊や、十才の男の子や、八十の老婆もあった。 
Ｂ 国民党軍の軍事的崩壊 
戦争の初期には、国民党軍内部の矛盾は、将兵と兵士のあいだの衝突に、もっともするどくあらわれていた。

共産党の土地改革が、農民出身の兵卒、下士官の不満をかきたてるのに、おおいに役だったからである。１９

４８年をつうじて、戦闘地区の将校や将官の規律と忠誠はひどく動揺した。経済的大混乱、秘密警察のテロル、

首脳部のおそるべき戦略上の失策等はみな、将校団に、戦争が現におこなわれているやりかたにすっかり嫌気

をおこさせてしまった。南京での各派の派閥あらそいは、戦線でも同様なひどいあらそいをつくりだした。た

びかさなる内閣更迭は、将軍の忠誠を中ブラリンにさせた。 
さいごに、将のアメリカへの完全な依存、反米示威運動の弾圧、アメリカ軍人の中国駐留、中国領土内の米海

軍基地の保持、アメリカとの特別条約の調印、教育ある中国民衆の民族主義的感情を憤慨させたこれらすべて

が、軍人仲間に大きな不満をつくり出し、将校の愛国的虚栄心をきずつけ、かれらを共産主義宣伝の標的にさ

せた。 
（ジャック・ベルデン「中国は世界をゆるがす」『現代世界ノンフィクション全集』巻１８ 筑摩書房 ） 
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現代５ ３１ 朝鮮戦争 

朝鮮戦争の背景 
 
大戦中の米ソの軍事境界線で南北に分断→朝鮮統一の運動起きる→米ソの介入で失敗（４８年５月南朝鮮で単

独選挙→同６月北朝鮮労働党、統一の呼びかけ→同８月１３日李承晩大韓民国→同月２６日 金日成、朝鮮民

主主義人民共和国→冷戦激化→５０年６月２６日朝鮮戦争勃発（戦局各段階、ａ ５０.６.２６～９.１５［米
軍仁川上陸］、ｂ ９.１５～１０.２５［中国義勇兵の登場］、ｃ １０.２５～５１年６.２３［マリク休戦協定
提案］、ｄ ６.２３～５３年７月２７日休戦協定調印）（特徴－残虐行為、ナパーム弾、集団殺人、細菌爆弾、
巨済島事件） 
 
朝鮮戦争の影響 
１ 原爆使用の危険（５０年１１月トルーマン［原爆使用も辞せず］と声明→国際世論の反発、平和運動の高

揚で防止 
２ 日本－補給・出撃基地として機能 
３ 軍国主義復活の道（軍隊復活、権利抑圧、「アカハタ」停刊、全国労働組合連絡協議会解散される。レッド

パージ） 
４ 戦犯の追放解除と釈放 
５ 教育の反動化（５３年１０月、池田ロバートソン会談［防衛力漸増、国防教育の必要性確認］）→５４年４

月ＭＳＡ協定→同５月教育二法 
６ 労働運動の右傾化 
７ 朝鮮戦争と米国－アイゼンハワー政権成立（５３年）（←背景、朝鮮戦争のゆきづまりと赤狩りが不十分と

いう国民の不満、米独占資本家の支持）→アイク・ドクトリン（ダレス外交－スパイ、暗殺、内政干渉などの

方法でソ連、東欧諸国を内部より崩壊させる。植民地には「アジア人をしてアジア人とたたかわせる」→５３

年７月 朝鮮戦争休戦 その後の米国の世界戦略、核兵器の威嚇外交（５２年 米国、水爆開発、５３年ソ連

も）→５４年 大量報復政策→５５年 戦争瀬戸際政策→同年、西独、再軍備、徴兵制復活、共産党非合法化

→第二共産党 
 
現代３２ 朝鮮戦争の開戦当時の事情 
攻撃開始に選ばれた時期は、北側の見地からして、たしかに非常に不適当な時期のように思われた。その前の

日曜日には、李承晩反対派が圧倒的な多数を占める新国会がソウルに召集されたばかりだった。内部からの圧

力でまもなく統一交渉にのり出す用意のある新政府に転化できたかもしれぬ政府を、なぜ攻撃したのだろう

か？ 
さらに、当時攻撃を開始した不利な理由がもう一つあった。ソ連はその年の１月共産中国の国連参加不承認に

抗議して国連ボイコットを開始して以来、安保理事会に出席していなかった。（ストーン『秘史 朝鮮戦争』） 
 
現代３３ 朝鮮戦争と日本 
アメリカの空軍は日本の飛行場から飛び立って北朝鮮の爆撃に向かった。軍艦は日本の港から出動し、陸軍も

日本を中継補給の仕事で直接アメリカ軍にやとった。日本の全産業は、アメリカの戦争のために動員された。

船舶も鉄道も米軍の輸送に最大限に使用された。工場も全能力を挙げて米軍の需要のために働かされた。そし

てこの「特需」が日本経済をすさまじい戦争景気に巻きこんだ。ドッジ・ライン以来の不景気に悩んでいた資

本家は、この戦争を「天佑神助」と喜んだ。 
(遠山茂樹『昭和史』岩波新書） 
 
現代３４ ダレス（アイク政権の国務長官）外交の基本原理 
われわれは威厳を急速に失いつつある。われわれの政策から離れていく者はしだいに多くなる。それにはあま

りにも金がかかり、あまりにもまちがいが多く、あまりにも決断に欠いていて、かれらはついてゆけないから

だ。われわれの軍事計画は多くの人をこわがらせている。かれらは、われわれが平和のために公的な奉仕をし

ているのではなくて、ロシアと私的な喧嘩をしてかれらを危険に陥し入れようとしているのだ、と感じている。
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……（だから）もっと開明的な効果な効果ある方法……合衆国の世界支配をうちたてるために、諸外国の内政

に堂々と干渉したり、スパイを派遣したり、共産主義的指導者を暗殺するというような、いわゆる”解放”の

方法によって、共産主義とたたかわねばならない。 
（ダレス、５２年６月１６日『ライフ』藤井等『戦後日本歴史』から再引用） 
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現代Ⅴ ３２ サ ン フ ラ ン シ ス コ 体 制 の 成 立 

冷戦下の日本の情勢 
 
米の対日占領政策の転換(４８年１月ロイヤル米陸軍長官、日本を防共の「防壁」とすることを言明)→１１月、
米代表マッコイ、対日経済援助（マーシャル・プランの日本版）→４９年政府は行政整理、国鉄人員整理発表

→労働運動激化→７月下山事件→８月松川事件→反共攻撃と４３万人の首切り強行 
 
対日講和（サンフランシスコ）条約成立の経過 
５０年１月アチソン国務長官、新アジア政策発表→同６月朝鮮戦争→国連（米）軍劣勢→９月、米、対日講和

条約の原則を発表（日本独立、連合加盟、米軍駐在継続、中国除外）→ソ連、中国、インド、ビルマは反対 
 
日本国民の反対運動 
５１年１月 全面講和愛国運動協議会（社党左派、共産党、労働組合）→同３月総評、平和四原則（再軍備反

対、中立堅持、米軍基地反対、全面講和）決定 
 
対日講和（サンフランシスコ）条約 
５１年９月４日 調印成立（４８カ国、問題点 ａ 中、印、ビルマ不参加、ソ連、ポーランド調印拒否、ｂ

米軍の駐在権承詔、ｃ 沖縄、小笠原の国際法不法な米の支配、千島の譲渡→同時に安保条約（←サ条約第三

条）（内乱規定、主権侵犯の恐れ）→５２年、日米行政（地位）協定（在日米軍にあらゆる便宣を与える義務、

軍属にも治外法権、軍事機密立法、土地収用法→５２年４月２８日サ条約等発効 
〇同時に、日華条約も成立－日本、米の中国敵視政策に加担し、二つの中国 
〇沖縄県民の米の排除要求無視、５１年４月日本復帰促進期成会結成→１６日までに有権者の７２％署名→本

土の闘争無関係 
 
現代３５ アメリカの対日占領政策の転換 
アメリカの対日政策は、日本の進む方向にアジアを進ませることができると、いう仮説の上に立っている。－

－この仮説は、アメリカの政策の道具としての日本は、イギリスとドイツとネパールの３つの国が具有してい

るすべての価値を一身に兼ね備えている、というおどろくべき理論の上に立っている。まず第一に、日本はイ

ギリスと同様、据え付けの不沈空母としてつかうことができる。第二に、日本は、ドイツと同様、まわりの国々

のどれよりも発達した工業をもっているから、付近の国々の工業の発達を利用し、また統制することによって、

それを反ロシア方向に指導するための中心にすることができる。第三に、日本はインドとイギリスに対し凶暴

なグルカ人傭員を供給しているネパールと同様、生まれつき訓練された日本人は「伝統的に反ソ的」であるか

ら、やがて時がたつにつれ、アメリカに鞏固な忠誠をつくす新しい種類の植民地軍隊を供給する国となるだろ

うと期待されているのである。 
この仮説の連鎖の第１の環は、日本をアジアを支配する工場に仕立てることができるという空想的な理論であ

り、第２の環は、日本をロシアに対する政治的に信頼すべき防壁にすることができるという、やはり空想的な

理論であり、第３の環は、日本は一つであり、あたかも一人の共和党員のごとく、また、一頭の訓練されたア

ザラシのごとくに、堅固で不可分な一体だとする、いわば空想的な理論である。 
（オーエン・ラティモア「アジアの情勢」『資料日本史』 東京法令 ） 
 
現代３６ 対日講和（サンフラシコ）条約 
第２章 領域 
第２条（Ｃ）日本国は、千島列島並びに日本国がポーツマス条約の結果……獲得した樺太……に対するすべて

の権利……を放棄する。 
第３章 安全 
第６条（Ａ）……すべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべく速やかに、……撤退しなければならな

い。但し……日本国を他方とし、双方の間に締結された……協定に基づく……外国軍隊の日本国の領域におけ

る駐屯……を妨げるものではない。 
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現代５ ３３ 世 界 の 平 和 運 動 
背 景 
〇冷戦の激化－朝鮮戦争、南北ベトナム、東西ドイツ、中東紛争 
〇全世界の平和勢力の自覚の伸長（大衆参加の組織発展） 
 
平和運動 
〇４９年４月 第１回世界平和擁護大会（パリ）（７２か国代表１７８４人参加）→５０年３月 同上常任委員
会第３回総会（「原子兵器の絶対禁止を要求する署名を呼びかけるストッホルム・アピール」を採択）→５億人

が署名（日本 １１月までに６４５万あつめる） 
〇５１年２月 世界平和評議会第１回総会（「米英仏ソ中五か国間平和協定締結を要求するベルリン・アピール」

を採択→６億人が署名） 
 
日本の平和運動 
 
〇契機 ５４年３月１日 米がビキニ環礁で水爆実験→第五福竜丸事件（久保山愛吉氏死亡）→日本で原水爆禁
止運動始まる。 
〇経過 ５４年 焼津市議会原水爆禁止決議→国会、原子力国際管理決議→杉並アピール→２０００万署名→

５５年８月 第１回原水爆禁止世界大会（１４カ国、外国代表５０余名）（署名運動展開、日本原水爆禁止協議

会結成）→以後発展 
 
砂川闘争（５６～５７年）－軍事基地反対闘争の原因 
米軍原爆搭載ジェット機用飛行場拡張計画→土地収用法で農民私有地取り上げ→拡張されたが、農民、学生、

労働者の闘いで完了せず 
〇５６年 日ソ共同宣言←全面講和の要求に押されて 
 
現代３７ 原子兵器禁止のためのストックホルム・アピール（’５０年３月１９） 
われわれは、侵略兵器および人民大量殺りく兵器としての原子兵器の無条件禁止、およびこの決定を履行する

ための厳重な国際管理が達成されることを要求する。われわれは、いかなる国に対しても最初に原子兵器を使

用する政府を戦争犯罪人とみなすであろう。われわれは、全世界の善意ある人々に対して、このアピールに署

名するよう要請する。 
 
現代３８ 米国の水爆実験に関する国会論議 
Ａ ５４年３月２５日 岡崎外相、衆議院で「米国の核実験阻止は日本としてはすべきではない」と答弁 
Ｂ ５４年１２月 衆議院予算委員会での野党の米国の水爆実験廃止の要求を米国にすべきだという質問に対す
る鳩山総理の答弁 
「……何がゆえに米ソ戦争、第三次世界大戦がないか、これは一言にしていえば、アメリカの戦闘力がソビエ

トよりも優越しておるために、第三次世界大戦がないものであろうかと思うのです。……ソ連もアメリカもと

もに原子爆弾や水素爆弾を用いないという世の中にしたいことはしたいのですけれども、一方だけがやらない

というのでは戦争はむしろ始まるわけですから……外務大臣にまかせて、適当な時期にそういう（核兵器の実

験廃止の要請）ことを発言して……やってもらいたいとは思っています。」 
（末川博等編『日米安保条約体制史』三省堂） 
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現代Ⅴ ３４ アジア・アフリカ会議 

植民地諸国の独立と米の策動 
 
５０年３月 ネルー非同盟を唱える→５２年 ボリビア革命→同年 l０月アジア太平洋平和会議（世界平和評議
会地域会議）（３３か国）（平和と民族独立の不可分を説いた「民族独立にに関する決議」を採択）→５３年４

月ギアナ革命→同６月エジプト共和革命（ナギブ大統領）→５４年 「ディエンビェンフーの決戦」（←米国原

爆使用を仏に提案するが断られる→仏敗退→５４年４月～７月ジュネーブ会議（参加国－カンボジア、ラオス、

ベトナム、中国、ソ連、仏、英、南ベトナム）（決定事項カンボジア、ラオス両国独立、ベトナムに関する協定、

［同国の独立、外国の一切の軍事介入禁止、５６年７月に選挙による統一ベトナムの実現］）→米国調印せず→

南にゴ・ジェン・ジェム傀儡政権樹立→軍事同盟結成→５４年９月ＳＥＡＴＯ 
〇（英、仏、米、パキスタン、ニュージーランド、タイ、フィリピン、豪州）→ＭＥＡＴＯ（のちのＣＥＮＴ

Ｏ）（英、米、トルコ、イラク、パキスタン） 
 
アジア・アフリカ会議（５５年４月～） 
〇 ５４年 中印間で平和五原則決定（領土・主権の尊重、不侵略、平等、互恵、内政不干渉） 
〇アジア。アフリカ会議（人口１４億を代表するＡＡ・ＬＡ諸国の代表、インドネシアのバンドンに集まる「バ

ンドン十原則」採決）→民族闘争の一層の発展 
 
民族解放闘争の進展と帝国主義国の策動 
５６年１月スーダン独立→同３月モロツコ、チュニジア独立→同７月２０日チトー、ナセル、ネルー会談で軍

事ブロック反対、植民地反対、原爆禁土の共同コミュニケ決定→７月２６日エジプト 新アスワン・ハイダム建
設資金のためスエズ運河の国有化を宣言←米、非同盟政策を理由に援助打ち切り→１０月英仏イスラエル出兵

（スエズ動乱）→米の介入と国際世論の反発、米、核兵器使用を示唆→英仏イ軍徹退、国有化実現 
 
キューバ及びブラック・アフリカの独立 
 
５７年３月、ガーナ共和国独立（エンクルマ大統領）→１０月アルジェリア解放民族戦線→同月２６日ア・ア

人民連帯会議（カイロ、 ４５か国、連帯宣言「帝国主義反対、アルジェリア解放民族戦線支持、経済発展、軍
縮要求」を決定）→５８年２月シリア、エジプト合併（アラブ連合共和国）→４月第１回アフリカ独立諸国会

議→９月アルジェリア共和国、臨時政府成立）→１０月ギニア共和国成立→１２月第１回全アフリカ人民会議

（２８か国、継続活動決議）→５９年１月 カストロ率いるキューバ革命軍、バチスタ政権を打倒（キューバ

革命）→２月カストロ、首相となり社会改革推進（封建的土地私有・外国会社の土地所有禁止、土地分配）→

ＬＡ諸国に多大な影響を与える→６０年４月第２回アジア、アフリカ人民連帯会議（５２カ国、独立と平和の

ための「コナクリ宣言」採択） 
 
６０年「アフリカの年」 
 
〇仏より独立した国－マリ連邦、マダカスカル、ダオメ、ニジェール、オートボルタ、象牙海岸、チャト、中

央アフリカ、コンゴ、モーリタニア 
〇独より独立した国－カメルン、トーゴ 
〇英より独立した国－ナイジェリア 
〇べルギーより独立した国（コンゴ） 
〇伊より（ソマリア） 
〇 ６２年 アルジェリア独立→６３年 タンガニーカ独立→同年第１回首脳会議（アジスアベバ）（アフリカ
統一機構［ＯＡＵ］の創設、南アの人種隔離政策反対闘争やアンゴラその他民族独立闘争支援決定）→新興諸

国の課題（自主的な経済発展、社会開発、教育文化、その他の発展） 
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現代３９ バンドン（アジア・アフリカ）会議（５５年４月） 
Ａ スカルノ大統領の開会宣言 
過去数十年にわたって、われわれは世界に発言権をもたない国々であった。われわれは無視され、自国に利益

を至上とする他国に支配され、貧困と屈辱に下におかれた。そこで、我々は独立を要求し、そのために戦った。

われわれは独立を達成した。われわれは再びわが家の主人となった。 
（ 藤井ほか『戦後日本の歴史』上 青木書店 ） 
 
Ｂ 周恩来首相の発言 
中国代表団がここに来たのは、共通の基盤をみい出すためであり、意見のくいちがいをつくりだすためでない。

私たちのあいだに共通の基盤をみい出すためには、なにか根拠があるであろうか。根拠がある。アジアとアフ

リカの国々と人民の絶対多数は、植民地のわざわいかつて受け、いまもその災難をこうむっている。……もし

私たちが植民地主義の支配のもとにおける苦しみとわざわいからぬけだす共通の基礎をさがそうとするならば、

私たちはお互いに疑い、おそれ、お互いに排斥し、対立するのではなく、非常にたやすくお互いに理解し、尊

重し、お互いに同情し、支持し合うことができる。 
（ 藤井等『戦後日本の歴史』上 青木書店 ） 
 
現代４０ 新興アフリカ諸国の課題 
Ａ ナイジェリアのタイ・ソラーリン 「われわれが独立を手に入れた日には、近代的な下水設備のある……町
はただのひとつもなかった。義務教育もなければ、職業紹介所も名ばかりであった。無料の医療もなく……医

者も５万人に１人の割にすぎなかった。」 
 
Ｂ タンガニーカ・ニエレレ博士 「ひとたび最初の自由な政府がつくられるや、その最高の任務は前方にあっ
た……人民の生活水準を高めるため、国の経済を建設すること、病気を根絶し、無知と迷信を追放することが、

その任務であった。このことは、植民地主義に対するたたかいにおとらず、成功するためには、最大限の挙国

一致の努力を必要とするものである。」 
（Ａ、Ｂとも デヴィットソン『アフリカ史案内』岩波新書） 
 
現代４１ アフリカと日本（ムハレレのことば） 
※岩波書店が世界平和についての論文を南アフリカの著名な学者ムハレレに依頼したことに対する「ことわり

状」 
「あなたの国は正しい道からはずれて、南アフリカと金銭的な通商条約を結びましたね。なお、その上に、南

アフリカの日本人は、いまや白人政府によって『準白人』と見なされているという事実があります。われわれ

南アフリカの抑圧された人民が、英国や米国や仏国ごときわが国と通商している国々に対して、武器をとって

立ち上がっているということを、日本は認識していないのでしょうか。南アフリカに投資された一銭一銭が、

人種差別の主張を強め白人圧政者たちの繁栄を一層進めるために使われているということを日本は認識しない

のでしょうか。……日本人が南アフリカの白人政府を富ませ、彼らが武器を購入してわが民衆を射ち倒すこと

を可能にしているとき世界平和について、日本人の知らないことを私がなんで語れましょう。……私が言及し

た通商条約に対して日本ではどんな反対の世論がありますか。あなたの出版社はそれに抗議しましたか。」 
（岩波講座『現代』４） 
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現代Ⅴ ３５ 米ソの「雪解け」と日本、西独の発展 

Ａ 「雪どけ」 
〇背景 植民地解放勢力・平和愛好勢力、社会主義勢力の伸長―全般的危機の深化（５７年８月ＩＣＢＭ１０

月スプートニク１号）→ソ連、「平和共存」策展開（ ２０回共産党大会以降）→米の世界戦略変化 
〇経過 ５９年１月ミコヤン、ソ連第一首相訪米→９月１５日アイク・フルシチョフ会談（キャンプ・デヴィッ
ト）→１１月２０日 １０か国軍縮委員会→８２カ国軍縮共同決議（「全般的かつ完全な軍備撤廃の問題こそ、 
世界が現在直面している最重要な問題」→日本政府「夢想」ときめつける）→６０年５月、パリで東西首脳会

談を計画 
〇再緊張 ５８年 金門、馬祖紛争→６０年５月１日Ｕ２型機事件、ソ連領空侵犯の米領察機Ｕ２型機撃墜→パ
リ東西首脳会談流産→朝鮮３８度線で紛争続発 
 
Ｂ 西独の復興 
〇６０年の西独生産高３５００万トン（西欧第一位）←→５８年ＥＥＣ設立 
〇５７年３月アデナウアー首相、「西独軍を戦術的核兵器で装備する」と発表（←米の要請）→６１年 米ソ首

脳会談（ベルリン問題協議、ソ連と西独とで平和条約を結び、西ベルリンを非武装自由都市とすることを提

案、東独との単独講和をほのめかし西側のべルリン駐在権を奪い東独との交渉を余儀なくさせると、示唆す

る）→米、西独は兵員を西ベルリンに空輸→６１年 ８月東独、境界線を閉鎖→米ソの軍拡競争を背景に東

西対立激化（米、 B５７に２５メガトンの水爆２個をつんでソ連周辺パトロールー→９月ソ連外相グロムイ
コ、国務長官ラスクと会談（→解決せず）→９月１～６日非同盟首脳会議で米ソ両国に使者を派遣し対立解

消を要請＜米にスカルノ、ケイタ、ソ連にネルー、エンクルマ＞→９月１３日ケネディ、スカルノ・ケイタ

会談後対立収拾→以降、西独発展（←米援助） 
 
Ｃ 日本の復興 
日本の国際的地位の変化―米の日本の期待高まる。米の弧立 
 
安保条約改定阻止闘争 
〇５７年岸内閣成立→５８年１０月 日米間で安保改訂交渉始まる→同８月警職法改正案国会提出→反対闘争
始まる。 
〇５９年２月 藤山外相、自民党懇談会で安保改訂構想発表、特徴（ａ 旧安保の片務性を改め双務性強化［相
互防衛義務］、ｂ 内乱条項削除、ｃ 適用範囲、ｄ 廃棄条項）→問題点（ａ 軍備拡張義務、ｂ 政治的、

経済的協力事項、ｃ 適用範囲があいまい、ｄ 沖縄が米韓、米台の範囲に入っており、沖縄を要石とした

ＮＥＡＴＯ結成の基礎（？）、ｅ 事前協議の実効性に疑問） 
 
〇国民の反対蓮動 
５９年３月 安保改訂阻止国民会議結成（社会党、共産党［オブザーバー］、総評、中立労連、日農等他）（→
各都道府県に約２０００の地域共闘組織）→４月１５日 安保阻止第１１次統一行動（２８次まで続く）→

６０年１月１９日 新安保条約調印→５月１９日自民党、機動隊を導入して衆院で新安保の批准と会期延長

を単独採決→議会制民主主義破壊に爆発的行動起こる→６月４日ゼネスト→６月１１日ハガチー事件→６月

１５日新左翼学生国会突入事件（樺美智子死）→６月１９日自然成立→６月２３日ゼネスト 
〇安保闘争の歴史的意義 
戦後史上末曾有の政治闘争→国民の政治的自覚の一層の伸長 
〇沖縄米軍による→土地取り上げ５６年６月９日プライス勧告（核基地化、軍用地とりあげ）→土地闘争発展

→県民の政治闘争本格的に展開され始める。「島ぐるみ闘争」爆発 
 
現代６ ３６ モスクワ宣言、声明と中ソ対立  
〇モスクワ宣言 
 ５７年１１月、モスクワ宣言（「平和共存・戦争防止の現実的可能性、国際共産主義連動の原則」を決議）＜

各国共産党労働者党会議で＞→同１１月６４カ国共産党、労働者党会議で「平和宣言」（軍拡競争廃止、核実験
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即時停止、平和共存）を決議→「東風は西風を制す」と社会主義陣営の団結を誇示 
〇モスクワ声明 
６０年１２月 世界８１カ国共産党、労働者代表会議「モスクワ声明」（平和共存と反帝国主義を擁護） 
〇中ソ対立の経過 
５６年２月 ソ連共産党第２０回大会（「スターリン批判」及び「両体制の平和共存」「戦争の宿命的不可避性の
否定」「社会主義への平和的移行」路線決定）→５９年９月フルシチョフ、毛沢東を訪問するも共同声明出ず→

中ソ対立激化→６０年４月中国共産党[レーニン主義万歳」で平和共存策を批判→５３年９月『人民日報』『紅
旗』で前々日のソ連の公開状への批判を発表→６４年中国同紙でソ連指導部を分裂主義者と批難 
〇ケネディ政権成立と柔軟戦略（新植民地主義） 
６０年１１月ケネディ政権成立（国務長官ラスク［ロックフェラー財団理事長］、国防長官マクナマラ［フオー

ド自動車会社社長］、財務長官ディロン［ディロンリード会社会長］）→ケネディ・ドクトリン（←ミサイル・

ギャップ）（ａ 軍事優先、ｂ 軍産複合体制強化［←→５０年代後半の不況回傾]、ｃ 「進歩のための同盟」、
ｄ 中国封じ込め政策［←中ソ対立利用］） 
↓ 
軍事力強化（ａ 核兵器体系［ポラリス・ミサイル計画］、ｂ 通常兵器、ｃ 対ゲリラ戦［南ベトナム、ドミ

ニカ、パナマのゲリラ鎮圧］） 
↓ 
新値民地主義（武力と「進歩のための同盟」「平和部隊」等経済的政治的影饗力強化策）→６１年３月ケネディ・

フルシチョフ会談→６３年８月ホットライン設置と部分的核実験停止条約 
 
民族解放闘争の一定の困難な状況 
〇６０年７月ルムンバ政権成立（革命派）→カタンガ州首相チョンベ、同州の分離宣言→チョンベ、ルムンバ

を虐殺→国連軍ルムンバ派を弾圧→コンゴー米の影響下に入る。 
〇中ソ対立→米の北ベトナム爆撃（６５年２月）→中国の孤立（←文化大革命）→６５年予定の第３回アジア・

アフリカ会議流産→新興諸国の右傾化（アルジェリアのベンべラ政権・インドネシアのスカルノ政権・ガーナ

のエンクルマ政権崩壊） 
〇米国内の情勢、５９～６０年鉄鋼スト→６２年末ドル危機（米金保有高１２６億ドルを割る）→６３年１１

月ケネディ暗殺→ジョンソン取権成立 
〇仏の反米的姿勢 
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現代Ⅵ ３７ ベトナム戦争－アメリカのアジア政策  

〇アメリカのベトナム介入の目的 
・「北ベトナムからの共産主義の浸透に対処する」と公言 
・実際は、１ 社会主義攻撃政策の一環（各個撃破策）、２ 東南アジア支配権の確保、３ 南ベトナムの資源

（アイク「ベトナムにはゴムもタングステンもあります」）、４ 世界の植民地解放闘争の阻止 
 
〇ベトナム戦争（第二次インドシナ戦争） 
・５５年１月米、南ベトナム、カンボンア、ラオスに直接援助→６月、北ベトナム副首相ファン・バン・ドン、

南べトナムに南北統一のための予備会談を申し入れる→南ベトナム拒否（ジュネーブ協定違反）→１０月２

６日ゴ・ジェン・ジェムが共和宣言を発す（ジュネーブ協定違反） 
・５９年前後武装ゲリラ抵抗闘争はじまる→６０年１２月南ベトナム解放民族戦線結成（米帝国主義とゴ・ジ

ェン・ジェム独裁権打倒、民族民主連合政府の樹立等の行動綱領決定）→６１年５月副大統領ジョンソン、

南ベトナムと軍事協定→１０月米大統領顧問テーラー南ベトナム訪問→６２年２月米、在べトナム援助司令

部設置（軍事顧問４０００人）→６３年５月 仏教徒反ゴ・ジェン・ジェム焼身自殺→８月学生デモ→１１

月南ベトナムでクーデタが起きるゴ・ジェン・ジェム兄弟暗殺さる（→以後、政情不安定）→６４年８月「ト

ンキン湾事件」（後にねつ造と判明）→報復として北ベトナム海軍基地爆撃（→同８月米上下両院、大統領の

東アジアでの権限を強化決議）→６５年韓国その他の国で南ベトナム派兵決定 
・ベトナム戦争の拡大－６５年２月北爆開始（北ベトナムのドンホイ爆撃）―米海兵隊の上陸－ジェノサイド

（ナパーム弾、毒ガス弾、Ｂ５２、パイナップル爆弾、枯葉作戦）→６月 米の援助でグェン・カオ・キ政

権→６７年民族戦線軍事力強化、８月に政治綱領→同年末までに米軍１１万６干人（５０万人中）を死傷（米・

南政府－計１２０万、毎月８万トン、１億発の爆弾、年２５０ドルを投入、それにもかかわらず解放区拡大） 
〇ベトナム戦争と日本の役割 
１ 政府は米を支持「日本はベトナム戦争にたいして中立ではない」「安保条約にもとづいて米軍の行動にたい

して援助する義務をおっている」（椎名外相） 
２ 軍需資材、資金、技術の提供、輸送要員、医療団、軍事顧問派遣 
３ 沖縄基地「沖縄がなければ、われわれはベトナム戦争をつづけることができない」（シャープ太平洋軍司令

官）「沖縄は東南アジア防衛の基礎である」（ワシントン弁務官） 
４ 本土―軍事基地、補給基地、原子力潜水艦入港基地、輸送、修理人員、などの調達 
５ 特需の激増（６６年中推定額約６億５干万ドル、間接特需を含めれば最低１５億ドル） 
６ 東南アジアへの日本の進出－東南アジア閣僚会議、インドネシア債権国会議、アジア開発銀行、アジア農

業開発会議、米と結合しながら新植民地主義的進出 
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現代Ⅵ ３８ アメリカのインドシナ侵略の破綻  

アメリカのベトナム侵略の破綻 
 
〇米軍の侵略行為、史上最大、６６年中の爆弾投下量、太平洋戦争のそれの３倍、米の国防予算７７２億ドル

中２７５億ドルを費やす、第２次大戦の最高時４３年の８１５憶ドルに迫る（国防予算規模）－ナパーム弾、

黄リン弾、ボール爆弾、毒ガス、細菌爆弾、農・化学薬品、暴行、凌辱、虐殺[６８年３月ソンミ村]→犯人帰
国後投獄 
〇ベトナム人民の反撃、南ベトナムの大半を解放（５４機撃墜）→６８年１月下旬テト攻勢→以降、民族戦線

優勢保つ→７３年１月 停戦協定 
 
〇米のベトナム侵略挫折の意味 
１ 米国内（ａ ドル危機（ ６８年３月以降、７１年８月ピーク←ベトナム戦費７００億ドル、その他を含め
れば千億ドル－米の金準備の８倍、 ｂ 黒人闘争 ６７年アーサー・キング牧師、ベトナム反戦を標傍→６８
年キング暗殺さる、黒人暴動［黒人差別、生活劣悪］、ｃ 反戦運動高まる ） 
 
２ 東南アジア、南朝鮮を先頭とするＡＡＬＡの民族闘争の高まり 
 
３ ６７年グァム島でニクソン・ドクトリン→米の内外の危機を同盟国に転嫁（「肩代り政策」＝前進基地での

軍備強化要請、外国基地の規模縮小と機能強化、ポラリス潜水艦による戦略体制の「合理化」） 
 
〇民族解放闘争の新局面 
・７０年第３回非同盟首脳会議（６４年以来６年開催されず）→７２年１月第３回アジア・アフリカ会議→７

３年９月第４回非同盟首脳会議 
・民族解放（民族民主革命）の進展（１ インドシナ三国の共同闘争の進展、２ ７０年５月セイロン及びｌ

０月チリで 「人民連合」（統一戦線）政府成立、特徴（選挙による、統一戦線組織を母体、共産・社会党指導、
民主的議会制度の存在）→自主的民主的政策実行→周辺諸国の経済封鎖と支援→９３年９月軍部の攻撃のため

崩壊（アジェンデ大統領死亡）→軍事独裁政権の支配 
 
現代４２ ベトナム戦争と日本 
Ａ ベトナム特需 
「日本飛行機……は米海軍と総額４２８万５０００ドル（約１７億３７００万円）にのぼる航空機修理請負契

約を結んだと、８月１日発表した。……作業内容は米海軍の艦載機などジェット機のオーバーホール、破損修

理、機体・機能部品の修理および修理用治工具の設計、製作など。……この契約にもとづいて同社は、米海軍

厚木基地隣接の厚木製作所で西太平洋艦隊司令部厚木修理部の指示および監督を受けて作業を行う。」 
 
ベトナム特需に関するおもな企業と受注の例  
豊和工業－小銃、追撃砲 日本製鋼所－戦車、高射砲／帝国火工製造－ロケット弾、砲弾 三菱重工業－ジェ
ット機、ヘリコプター／日特金属－機関銃 石川播磨重工業－航空エンジン／日産自動車－各種ロケット 川
崎重工業－護衛艦、潜水艦、駆潜艦  
（「日刊工業新聞」昭和４１年８月２日 東京法令『資料日本史』）  

 
Ｂ 北爆に対する日本政府の態度 
「米国の報復爆撃はやむをえない措置であり、軍事行動に関連して、わが国にある施設、区域を作戦基地とし

ている事実はない。したがって事前協議の問題も起っていない。」 
（６５年２月１６日衆議院本会議 佐藤首相 『現代史資料』三省堂） 
Ｃ 事前協議 
「アメリカ大使館から、岩国のＦ４戦闘機を中心とする部隊を南方に移動させると通報があった。それに対し

て、作戦命令を受けておるのかと聞いたが、答えは、作戦行動命令を受けていないという話だ。したがって事
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前協議の対象になる事項ではない。」 
（７２年４月１２日 衆議院予算委員会 福田外相 東京法令『日本史資料』） 
Ｄ 国際反戦デー（'６０年１０月２１日） 
   日本史上初の国際連帯ストライキ、９１単組約５４０万人参加 
"南ベトナム労働組合から総評への連帯メッセージ" 
 
日本労働運動のこの力強い行動は、南ベトナムの労働者階級と勤労人民にたいする日本の労働者と人民の崇高

な戦闘的連帯および南ベトナム人民の抗米救国闘争にたいする熱烈な指示をあらわしている。 
 
私たち両国人民の共同の利益のために、日本のみなさんがすすめているアメリカ帝国主義の侵略に反対する闘

争の輝かしい勝利をおさめるようにいのっている。 
南ベトナムの労働者階級および勤労人民と日本の労働者階級および勤労人民との間で、戦闘的連帯が日増しに

強化発展するよう希望します。 
１９６６年１０月１０日 南ベトナム解放労働組合連合 
（『資料日本史』東京法令） 
 
現代４３ たたかう北ベトナム（小銃でジェット機撃墜） 
「米軍機が私たちの町（ビン市）にとんできたのは、（６４年）８月５日の午後０時３０分です。トンキン湾に

侵入したアメリカの第七艦隊の航空母艦からとんできたのです。」「……米軍機は２つの編隊にわかれてとんで

きました。……そして、市の上空にくると機関銃掃射と爆弾を投下しました。……最初の数分間で全市数千名

の民兵たちは迎撃位置についていました。民兵は銃さえあれば、どこでも敵を射つことができます。あるもの

は自分の工場の建物の屋上ので、あるものは田んぼの土手のかげで、あるものは漁船からとびおり、川岸に突

っ立って、一せいに米軍機に銃弾をあびせました。たくさんの女性の民兵たちも、川の岸辺にすわって射ちま

した。－民兵の武器は小銃と機関銃です。民兵はいつも工場や田んぼや漁船で、傍らに銃を置いて仕事をして

います。主力部隊は－正規軍も高射砲でたちむかいました。低空でくるのは民兵がひきうけ、高いのは高射砲

隊が射ちました。……米軍機は低空でとぶことができなくなりました。彼らは、近代的なジェット機に乗りな

がら、正しく射撃することができず、上空から盲掃射をつづけるだけでした。たくさんのロケット弾を人のい

ない水田のなかにおとしました。 
……彼らは約３０分間市の上空を駆け巡ったすえ、……あわてて逃げ去りました。しかし、午後３０分、また

べつの編隊が襲ってきました。やはりＡ４Ｄ１型ジェット戦闘機で、４機でした。……」「……空と地上とで射

ちあっているなかを、たくさんの女性や老人たちがタマはこびを手つだいました。……市内の電話局の娘たち

は、米軍機の来襲中、そばにある壕にもはいらず、落ちついて、交換台をまもりました。……市内の電気もふ

つうに送電されていました。ある工場では電線を切られて、停電しました。発電所の労働者はすぐに直行して、

これをなおしました。……爆撃中、１２メートルのハシゴをのぼって、電線を修理した労働者もいました。」「ビ

ン市は海から８キロメートル離れています。木材工場は軍艦ではありません。兵器工場でもありません。それ

をなぜ爆撃しましたか……２人の母親をふくむ善良な市民たちをなぜ殺したのですか……世界の人民のまえに

非難してください……」。ファン大尉は……さいごに、こうつけ加えた。「私たちはこの空襲で、はじめて米軍

機と戦い、３機を撃墜しました。ギアン河口やホンゲイ地区をふくめると８機撃墜、１名の米人飛行士を捕虜

にしました。……正直にいって、それまで私たちのなかには、いくぶん米軍の空襲を恐れる気持ちがありまし

た。しかし、じっさいに戦ってみて、ジェット機は射てない……という迷信がうちくだけれました。……」 
（窪田 精『たたかう北ベトナム』飯塚書店） 
 
現代４４ トラのおり（フーコク捕虜収容キャンプ） 
  １９６９年に苛酷な弾圧の時期がはじまった。……Ａ６キャンプで憲兵はＭ１９銃または機関銃さえ用いて
１８人の捕虜の死をひきおこし、３０人を負傷させた。……戦争捕虜にも強制労働を課すことを命じた。ほか

の拷問も発明された（２枚の板のあいだで指をくだくこと、背骨や足の骨に釘を打ちこむこと、顔や関節を金

槌で打つこと、煮湯をかけること、歯を折ること、爪をむしること、有刺鉄線の輪の上を走らせること、捕虜

たちを赤アリの巣の上に投げること、身体中に焼け火箸をあてること、へその中に溶けたゴムを流しこむこと）。

－南ベトナム政府の残虐（河合 亨『わが告発』 新日本出版社） 
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現代６ ３９ ＧＮＰ第２位－日本の経済成長 
〇６０年代の日本経済成長 
・成長率 ６５～６８年 １２.４％（５５～６０８.９％、 ６０～６５年 １０.０％）－世界に例のない高度成
長 
・戦後日本資本主義の弱点－１ 国内市場、戦前と比較しても依然として狭い（低賃金、インフレ、重税）、２

金融、技術、原材料の不足、３ 独自の海外市場をもたない。 
〇５８年以降米、「ドル危機」から「自由化」を日本に強制 
〇「高度経済成長政策」（「所得倍増計画」とも呼んだ） 
  ６０年７月 池田内閣「経済成長」と「低姿勢」をかかげて登場→高度経済成長政策（財政利用、産業構造の
[合理化」、農基法）と日米経済協力（自由化、ケネディ・ラウンド、ＩＭＦ八条国に行）、ＯＥＣＤ加盟）→結
果、ＧＮＰ世界第２位 
↓ 
問題点 
１ 対米従属深刻（１ 輸出入とも米の比重増大、２ 米資本の日本進出[技術外国依存]） 
２ 個人所得世界６～７位 
３ 税金の大盤振舞[財政資金の大放出] 
４ 労働強化（［モーレツ社員］) 
５ 安全対策怠る［公害、労働災害］ 
６ 農業破壊 
７ 低賃金及び差別賃金の再編成 
８ 日本の対外進出－東南アジア、南朝鮮→「日本帝国主義侵略」と批難される→反日暴動 
 
現代４５ 日本の経済成長 
Ａ 米商務省極東部長来日時の発言（'６１年２月） 
日本が貿易で門戸を開放しない限り、アメリカ国内の対日輸入制限の動きはおさえられない。（大江『戦後日本

の歴史』青木書店） 
Ｂ 富士通の労働者 松山まさる君の話 
ぼくたちの職場は、情報産業といわれる電子計算機を中心とした職場で時代の最先端を行く花形産業といわれ

ます。従業員２５，０００、平均年齢２５才、半分近くの人が、６畳に２～３人の寮生活者です。毎月給料袋

と一緒にくばれる社内報に「やる気十分」という記事が特集されております。その一つに「設計課は幸せなと

ころである。"朝来てみると、誰かがかならず徹夜で仕事をしている。私はそのたびに思う。なかなかよくやっ
ているわい、と。会社のファイターがそろっているという感じだね。"」（Ｋ取締生産技術部長）というような
記事がのっております……月に残業が５０時間以上はざらで、工場は休日でも、夜でも電灯のついていないこ

とはありません。ぼくと一緒に入社したＴ君は２００時間あまりの残業をやらされて働くことに疑問を感じて

やめていきました。又、Ｍ工場では１９歳のＳ君が徹夜して１日あけてまた徹夜の真夜中に、データ装置の前

で冷たくなっているのが発見されました。Ｓ君をはじめとする仲間のいたましい犠牲の上に、会社は１９５９

年に１８億だった資本金を１９６８年には１８９億と１０倍に増大させました。 
（『資料 政治・経済』東京法令） 
 
国民総生産の推移 

１９５０年 1９６０年 １９６５年 １９６８年  ＧＮＰ 
順位 国名 ＧＮＰ 国名 ＧＮＰ 国名 ＧＮＰ 国名 ＧＮＰ 
１ 米国 2,851 米国 5,038 米国 6,849 米国 8,606 
２ 英国 370 西独 742 西独 1,132 日本 1,419 
３ 仏国 274 英国 719 英国 1,001 西独 1,332 
４ 西独 231 仏国 604 仏国 941 仏国 1,176 
5 インド 219 日本 450 日本 883 英国 873 
６ カナダ 169 
７ 日本  



 45 

 
Ｄ 猛吠（もうはい）訓練 
日本文化シャッターでは、このほど猛吠訓練なるセールスマン教育を行った。これは近代的な意欲訓練の一つ

で、文字通り大声でモーレツに吠えるもの。猛吠文の一部を紹介すると 
 
一 貴様の考えは甘いぞ。世界は厳しいぞ！ 
一 プロ根性なきものは去れ！ 
一 ３６５日、２４時間勤務をもって分とすべし！ 
一 販売の鬼となれ！生命をかけて燃えあがれ！ 
一 販売は戦争である。勝つことのみしかないない！ 
これらの項目を声をあわせてドナるわけだ。……従来から行われている知識教育に加えて"心理学的な面から各
自の潜在能力を開発していこう"というねらい。 
（『日経連タイムス』１９７０年４月９日） 


