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2002年 7月 27日 

ホモ・セルヴィエンス研究会 

「尾崎行雄と人類の未来」 
内海 宙大 

（放送大学：産業と技術専攻） 

 
なぜ尾崎行雄なのか 
１． 幕末・明治・大正・昭和の４時代にわたって日本の政治史において、その基盤づくりに携わりながらも暗殺されること

なく生きてきた証人として 
２． 日本の民主主義政治の歴史において欠かすことができない人間 
３． 政治「家」であったこと 

例）政治家とは「井戸塀」 
「謹啓 政治家の心得とて特殊のものニハあらず、人之道ハ即政事家之道ニ候、但他ノ事業と異る所ハ、目的が自己利

害にあらずして一国の利害人類の利害の為に心身を傾注するに在るが故に、其の事業たる遠大高尚にして、常に心を一

段の高処に置く者たるは申迄もなし……」（大正６年４月２日） 
 

犬養毅が若き星島二郎に書いた手紙より 
４． 最後までスジを通し続けたこと……離脱後は無所属・無党派 
５． 63年間の国会議員生活 
６． 国際人であったこと 

例）娘、相馬雪香らの現在の活動 
７． 大学を出ていないのにその思想と教養と知識がすぐれていたこと 

慶應義塾→中退 工学寮（現東京大学工学部）→中退 
例）家は書庫があった。石川啄木や文化人らとの親交も厚かった。 

８． その演説は大衆から、彼を弾圧しようとする人間までも転向させるほどすばらしかったこと。 
例）軍部に反対する演説を地方でしているとき、静止に入った警察署長が後日尾崎の支持者になったこと。 
例）尾崎の演説は民衆が金を払って聞きに来ていたこと。 

９．50年以上たった現在においても、尾崎の思想と精神は古びれることなくそれを知る人々の心に響き動かすこと。 
 

みなさんに知ってほしいこと 
１． 永田町1丁目1番地にある憲政記念館のこと 
 なぜ元陸軍参謀本部の跡地にこの建物を作ったか？そして、その建物が小学生らの 10円募金のような市民の浄財によって
作られたこと。多くの人達の願いがそこにあったこと。 
 
尾崎行雄記念財団設立の経緯 
 

1956年 12月 10日、尾崎行雄の思想を基に、民主政治の向上発展と世界平和に寄与することを目的に設立され、1957
年 10月、文部省より財団法人の許可を受けました。 
 財団会長には、時の衆議院議長、または衆議院議長経験者が就任する慣例となっています。 
 1960 年には国会議事堂正面の前庭に尾崎記念館が建設されました。記念館は、広く一般市民及び海外からの寄金に
より建設され、その完成とともに衆議院に寄贈されました。1990 年、憲政記念館と改称され、館内に尾崎行雄メモリ
アルホールならびに財団事務局が置かれています 

 
２． 超党派で尊敬されている政治家であること 

例）右翼笹川良一のような人から、共産党野坂参三にいたるまで 
例）伊勢のハナミズキ運動においては共産党が反対質問をした。 

 
３． 第二次大戦下で軍部に抵抗し投獄されたこと 

 鳩山一郎、星島二郎、中野正剛（東条に反抗して自決）……いわゆる非翼賛議員たちがいた。 
 
４． 尾崎をはじめ、真に日本のために行動した崇高な精神と教養を持ち合わせ強固な意志のある人達が歴史に表れないよう

いまだに葬られていること 

５． 官僚的な雲の上の人のように思われがちだが、そうではなく、庶民のために本当に何をすべきかと常に考えて行動して

いたこと 

６． 今日の革新的だと思う政治家（屋）のいうことは実は尾崎が戦前・戦後とすでに言っていたことであり、単にわれわれ
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が未熟で過去を知らないために繰り返して言っているだけにすぎないこと。 
例）「日本は二大政党にしなければならない」「真の政党を作らなければならない」「党議拘束に束縛されない個々の政

治家の思想・信念が政治に反映されなければならない」「市民の手作り選挙」……尾崎の当選は地元民のボランティア

と浄財で支えられていた。 
例）尾崎記念館にある、地元民のボランティアによる尾崎家の警備の番、見まわり表 
 

 

意外に知られていない尾崎行雄の功績 
１． 東京市長時代 
 

ワシントンの桜とハナミズキ 

 
 

 
→小河内ダム用地買収と水源涵養林の設置……現在の都民は感謝すべき。尾崎がしなければいまごろ水源地

確保は困難であった。 
→銀座の並木通……ぞうり・下駄社会に西洋式の考えを導入したが当時は大反発を食らった。並木通りの延

長もその後失敗し今の短さだが、それでも銀座の顔として今の時代も生きている。 
→街路樹 

 
２． 世界連邦の提唱 
 
３．最初の東京都名誉都民、最初の名誉衆議院議員 
 
 

今に生きるわたしたちがすべきこと――私のしていること 
１． 尾崎行雄記念財団のサポート 
 
２． 世界連邦運動協会のサポート 

［世界連邦運動協会］http://member.nifty.ne.jp/uwfj/ 
１９４８年８月６日、広島被爆３周年を期して「世界連邦建設同盟」（現在の「世界連邦運動協会」）が結成され、初代

会長には尾崎行雄氏、副会長には賀川豊彦氏が選ばれました。 結成から５０年、組織は全国を覆って着々と伸び、い

までは、６８支部約５０００人の会員を擁しています。現在の会長は植木光教氏です。 
 世界連邦運動協会本部および各支部は国内において世界連邦の理念を広めるため、青少年に世界連邦への理解を深め

てもらう「世界連邦推進全国小・中学生ポスター作文コンクール」の実施、ユネスコの『世界寺子屋運動』を支援する

「世界連邦１日１０円運動」をはじめとして、講演会やセミナーの開催、各種出版、国際交流、奉仕活動など様々な活

動を行っています。 
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３． 世界連邦国会委員会のサポート 

国会の中にも「戦争のない世界を実現するため党派を超えて立ち上がろう」という動きが始まり、1949年 12月 20日、
衆議院議長松岡駒吉氏を会長・参議院議員田中耕太郎氏らを副会長に１０４名の超党派の両院議員によって世界連邦日

本国会委員会が結成されました。 
現在は衆議院議員石川要三氏を会長に約百名の超党派の議員が加入し、「世界連邦実現に関する決議案」採択に向けて

の運動を中心に、国連の改革への提言などさまざまな活動を行っています。 

 
世界連邦日本国会委員会会員名簿（2002年 6月現在） 
衆議院 参議院 

自由民主党党 

逢沢 一郎 
青山 丘 
伊藤 公介 
石川 要三 
稲葉 大和 
臼井日出男 
小此木八郎 
小野 晋也 
大野 功統 
太田 誠一 
奥谷 通 
奥野 誠亮 
河村 建夫 
瓦  カ 
木村 義雄 
岸田 文雄 
熊代 昭彦 
河野 洋平 
佐藤 静雄 
下村 博文 
鈴木 桓夫 
園田 博之 
高橋 一郎 
谷垣 禎一 
渡海紀三朗 
中馬 弘毅 
中川 昭一 
中曽根康弘 
中山 太郎 
中山 利生 
中山 正暉 
額賀福志郎 
野田 聖子 
橋本龍太郎 
林  義郎 
原田昇左右 
菱田 嘉明 
平沼 赴夫 
二田 孝治 
堀内 光雄 
御法川英文 
森岡 正宏 
森田 健作 
森山 眞弓 
八代 英太 
保岡 興治 
吉川 貴盛 
 

民  主  党 

荒井 聰 
伊藤 英成 
池田 元久 
石井 一 
枝野 幸男 
大畠 章宏 
奥田 建 
海江田万里 
川内 博史 
川端 達夫 
菅  直人 
北橋 健治 
木下 厚 
桑原 豊 
五島 正規 
鮫島 宗明 
高木 義明 
筒井 信隆 
土肥 隆一 
中野 寛成 
長浜 博行 
羽田 孜 
鳩山由起夫 
伴野 豊 
細川 律夫 
前田 雄吉 
山谷えり子 
 

公 明 党 

遠藤 和良 
上田 勇 

自 由 党 

一川 保夫 
武山百合子 
中井 治 
西村 眞悟 
ひだか剛 

保 守 党 

海部 俊樹 
野田 毅 

社会民主党 

河部 知子 
今川 正美 
植田 至紀 
土井たか子 
東門美津子 
保坂 展人 
山口わか子 
横光 克彦 

無 所 属 

柿澤 弘治 
 

自由民主党 

井上 吉夫 
大島 慶久 
狩野 安 
佐藤 泰三 
鈴木 政二 
伊藤 忠一 
谷川 秀善 
西田 吉宏 
保坂 三蔵 
三浦 一水 

民主党・新緑風会 

江田 五月 
勝本 健司 
小宮山洋子 
佐藤 泰介 
千葉 景子 
ツルネンマルティ 
直嶋 正行 
長谷川 清 
羽田雄一郎 
広中和歌子 
藤井 俊男 
松井 孝治 
本岡 昭次 
山根 隆治 
 

自 由 党・ 
無所属の会 

高橋紀世子 
平野 貞夫 

公明党 

魚住裕一郎 
遠山清彦 
高橋 博師 
続 訓弘 
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４． 「尾崎行雄伝」を多くの人に読んでもらう 

私がある人に「本を寄贈してもしょうがない」と言われた時の回答 

 

咢堂は自由と民主主義、憲政を作ってきた日本の偉大な功労者です。 

私が寄贈している図書館ではほとんどの場合司書、館長から感謝状がきます。 

 渋谷区については、２セット（計４冊）ですが尾崎行雄伝が蔵書されました。財団の世界連邦も2冊蔵書され、世界連邦コーナ

ーを開設することも決まりました。山梨県の大泉図書館にも蔵書されました。 

物事はとにかく実行してみないと分からないと思います。星島先生とお話したときに出た結論は「学歴うんぬんではない、実行

することが大事」ということでした。咢堂精神は大衆そのものです。ですから、多くの人がいつでも気軽に触れられ、後世にも継

承されるべきものです。そのためには公共図書館に蔵書されることが、長い目で見ても重要なのです。 

咢堂も第二次世界大戦が始まろうとするとき「戦争するな」と演説して議会で封じ込められたら、もうダメだとあきらめたので

はなく、全国を歩き声をあげ民衆に呼びかけました。 

我々が動かずに「そんなの無理だ」と最初からあきらめるのは咢堂に失礼ではないでしょうか。恥ずかしいと思います。みなさ

んもぜひ図書館に一市民として寄贈を試みてほしいと思います。 

民主主義、自由は不断の努力が必要なのです。 

 
例）内海新聞ホームページ 

The UTUMI Sinbun 世界で初めての電子新聞  

電子メール版は無料。FAXでも配信しますが有料です（半年1,000円）発行部数1201部(2000/11/14現在）不定期発行 

◆このホームページはリンクフリーです。◆記事は禁無断複写転載（編集部に許可をとれば可能になります）バックナンバ

ーほしい人その他、詳細はこちらをクリック◆感想・意見・記事提供・転載許可希望はchudai9@hotmail.com 内海宙大ま

で◆広告も掲載できます。1回500円より◆特典いっぱい内海新聞友の会についてはこちらをクリック 

■朝日も読売も毎日も東京も産経も逃げる真実がここにある  
■右翼も左翼も宗教も避ける真理がここにある  
■あなたの声がダイレクトに政治家・役所に伝えられる……それが内海新聞 

 

●メニュー（一番下まで見てね!!） 

●内海総合研究所はこちら   ●過去の記事見出しはここクリック   ●暮らしの便利帳   ●内海ビル 

  ●内海君の本棚   ●読者の声（言いたい放題掲示板）   ●内海君の考え   ●内海君の音楽館 
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「 市 民 諸

君！今こそ

投票しよう。

小さなキミ

の一票が大

きなうねり

となるよう

に」 
 
……人類諸
君、この文章

を読んでほ

しい。日本に

５０年前こ

んなすばら

しいことを

言っていた

政治家がお

ったのだ。 

【選挙人が心得ておくべき国会議員の要件】尾崎行雄 
 

 
（昭和22年3月27日、
田川大吉郎候補の応援

演説をする尾崎行雄、

新宿にて） 
諸君、見るだけで圧倒

されるこの熱気と迫

力。今のあまちゃん政

治屋連中にこれだけの

演説ができるのか？ 
市民諸君、投票権は最

後の個人の抵抗だ。白

票でもなんでもいいか

ら投票せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一、国会議員は広く内外の形勢を明らかにし当世の事務に通ずることを要す。 
第二、国会議員は道徳堅固なるを要す。 
第三、国会議員は公共心に富むを要す。 
第四、国会議員は権勢に屈せざるの勇気あるを要す。 
第五、国会議員は名利心の薄さを要す。 
第六、国会議員は自説を固守するの貞操を要す。 
第七、国会議員は独立の見識あるを要す。 
第八、国会議員は思慮周密なるを要す。 
第九、国会議員は穏当着実なるを要す。 
第十、国会議員は多少の弁舌あるを要す。 
尾崎行雄『欧米漫遊記』（明治二十二年）より 
 
【選挙権の正しい行使】尾崎行雄 
一、自分がいかなる政治を希望するかと言う自分の意思をはっきり決めてかかることが大切。 
二、出たい人より出したい人を。 
三、金銭やご馳走、因縁や、情実で投票しないのはもちろん、選挙費用は、有権者の持ち寄りにしなければ

ならないこと。一足とびにそこまで行けないとすれば、なるべく候補者に金を使わせないように工夫するこ

と。 
四、買収、ご馳走、哀訴、嘆願など、一切の不正な選挙運動をする候補者には、絶対投票しないこと。 
五、一から十まで政府に反対する議員も困り者だが、一から十まで政府に盲従する議員よりはましだ。 
  つねに政府党が勝つ選挙よりも、どちらかと言えば、在野党の方がうけのいい選挙の方が、民主政治の

趣意にかなっている。 
六、「人物よりも政党に入れよ」というのは、真の政党が存在していることを前提とした公式論で未だ真の政

党にまで発達していない現在の日本の政党を相手にしては、無条件に賛成することは出来ない。 
七、演説会場その他あらゆる機会をとらえて、有権者は各政党または候補者に向かって、具体的な政策を明

示するよう要求しなければならない。 
八、議場の内外で国会の品位をけがすような行為をするものには投票しない。当選後、公明正大な理由もな

く、選挙民の諒解もえずに党籍を変更し、または他の政党に入党するような者には投票しない。 
九、これまで日本の選挙では、大臣や政務官になると、投票は必ずふえた。これは官尊民卑の奴れい根性を

ばくろしたものである。また多数党でなければ何も出来ないから、投票しても損だと考えることも「長いも

のには巻かれろ」式封建思想のなごりであって、多数少数は有権者が投票して決めるのだという民主政治の

「いろは」さえわきまえぬもののたわごとである。 
尾崎行雄『民主政治読本』（昭和二十二年）より 
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「国会議員

の諸君これ

読んで顔む

けできんの

か。尾崎行雄

先生に」 
 
（以下公職

選挙法違反

にならない

ように一時

的に伏せま

した）……人
類諸君、この

文章を読ん

でほしい。 

政治家を志すものに……尾崎行雄 
 
 一国の政治にたずさわるものの資格は、自分自身の幸福がなんであるかをよく

知って、その通りに生活するものたることである。自分一個の幸福がなんである

かをよく知るものは、国民をそのように幸福にしようと努力する。自分の幸福を

知り、多数国民の真の幸福を知る、ということが政治の根本的な資格であると考

えている。 
 幸福とはなにか。単に自分の好きな通りにするということではない。健康な人

間が幸福であることは明白であろう。しかし、その人が、むやみに酒を飲んだり、

煙草をすったり、不摂生をすれば、かえって健康を害して不幸になる。健康だけ

を例にとってみてもわかるように、幸福になるということは、自分の好きなこと、

わがままをすることではないのである。 
 いい換えれば、政治家たるものには、なにが自分の幸福であるかをよく知り、

なにが国民の幸福であるかの善悪の区別を判断する能力が、絶対に必要なのであ

る。そして、国民のため善いと信ずることを、断固として行う勇気が必要である。

つまり自分の幸福を知るものは、万難を排して行動するものであることを要する。 
 政治家たるものは国民の幸福にならぬようなことは、それが法律であっても、

なんであってもこれに服従してはならないのである。私の若いころには官吏侮辱罪という悪法があった。官

吏を批難すると、すぐこの法律で罰せられたものである。私などもこの悪法によって、しばしば苦しめられ

たものであった。不敬罪なども、悪法の一つである。刑罰によって皇室の威厳を保とうなどという考えがよ

くない。刑罰によらねば保てないような威厳はなにもならぬ。不敬罪は国民を皇室から遠ざけるだけである。

イギリスあたりには、不敬罪等という罪名はなかったと思う。それでも国民と帝室の親愛の情は、わが日本

よりは深いように思われる。 
 要するに、政治家は自分自身で是非善悪の判断をしなければならない。自分自身の幸福を知って、自分で

善悪の標準を持たねばならぬ。他人に付和雷同したり、他人の意見を顧慮してこれに服従してはならぬ。良

心にしたがって行動することが、複雑な政治問題に対処する最良の方法である。良心とは自分の心のことで

ある。自分の判断によって勇往邁進することが、現実の政争や困難な場面に際して、政治家のとるべき態度

であり、政治家たるの資格である。ところが、日本の政治家には良心がない。孔子や釈迦のいったことにし

たがったり、外国の風俗習慣にしたがったり、他人にばかり服従している。孔子や釈迦の言葉の中には、む

ろんりっぱなことがたくさんある。しかし千年も二千年も前には通用したかも知れぬが、いまでは通用しな

いことが多い。 
 日本の政党がよい例である。政党は良心にしたがって行動していない。なんでもかんでも党議に服するの

である。良心と理性にそむいて党議に服する有様である。自分が悪いと信じていながら、党議にしたがい政

党の利害得失を第一に行動する。英国などの政治家はそんなことはない。自分が国民の幸福にならぬと考え

れば、自分の属する党にも服しない。反対党の意見でも正しいと信ずるものには賛成する。これからの政治

家は自分で判断し、自分の信ずるところにしたがわねばならぬ。適切な例は、前回（九〇）の議会で議長選

挙の問題について、私が決議案を出したときの政党の態度であった。私は議長は政党政脈にとらわれず、人

格識見において、衆議院を代表する人物を選挙すべきであるという演説をやった。至極当然のことで、誰も

理性的に考えて異議の出るはずはないと思う。私は全会一致で私に賛成するものと思っておった。ところが

決をとってみると、議員の半分以上が反対で、案は否定された。私の暗に賛成したのは、婦人議員や新しく

議員になった人たちであった。この人たちは私の意見を聞いて、自分で判断して、私の意見がよいと思った

から、賛成したものと思う。反対したのは自由党と進歩党の議員であった。これらの議員の中には、わが国

の政党の発達のために、私と苦労をともにした人もあり、私と親しいものも多く、私の子分のような関係に

あった人もいた。かれらも自分で自由に判断すれば、私の意見に賛成であったと思うのであるが、票決とな

ると政党本位に考え、党議に屈伏して良心の判断によって行動しないのである。私の未知の議員が賛成し、

旧知の人が反対したことが、私の言っている事柄のよい証拠である。 
 日本人は虚偽かしからずんば迷信を信奉している。日本の政治家から、虚偽と迷信をとり除かねばならぬ。

真実の、合理的なそして良心的な政治にしなければならない。そうでないかぎり、日本の復興などはできる

ものではない。 
 政治家になるには金が要る。だから人に迷惑をかけない方法で金を得ることが必要である。金が要るから

といって、他人に迷惑をかけて、金を集めてはいけない。嘘をいったり、脅かしたりして、金を集めるのは

もちろんいけない。いちばんよいのは世人のためになる仕事をして、収入を得る方法である。 
 私は若いときは新聞記者などをやったが、そのころの新聞記者の収入などというものは僅かなもので、そ

れだけでは生活ができなかった。文章を書いて、世の人を益して収入を得ることなどはよいと思う。私は金

に困ったので高利貸から金を借りたが、これには実に苦しめられたものであった。利息の支払いが大変だっ

た。しかし高利貸から借りるのは、利息を払って借金するのであるから、迷惑をかけぬばかりでなく、頭を

下げる必要がない。自分の信念をまげる必要もない。だから高利貸以外から金を出させる方法はいくらでも

あったが、高い利息を払っておった。東京市長になったときは一定の収入があったので、それほど苦しまな

かった。それでも私の借金を計算してくれた人があって、当時で十万円ほどあった。 
 つまり政治家になるには、やはり世のためになる職業を持っていた方がよいと思う。そうすれば他人に迷

惑をかけることもなく、悪い因縁をつけないで済むと思う。要するに政治資金は浄い金によることである。 
 
尾崎行雄「わが遺言」より 昭和 26年(94歳) 
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日米友好の

証を壊す三

重県と伊勢

市の横暴  

 三重県伊勢市には憲政の

神様と呼ばれ、今も全国会

議員が師と尊敬する尾崎行

雄の記念館がある。 
 尾崎行雄が東京市長（現

在の東京都知事）になった

とき、第二次世界大戦のと

きは違い対等な日米関係の

友好の証としてサクラの木

を贈った。そして、アメリ

カ政府によって大事に守ら

れ今もワシントンのサクラ

としてポトマック河に美し

く咲き乱れている。このお

礼に当時のアメリカ合衆国

第 27 代大統領ウィリア
ム・タフトは日本にハナミ

ズキの木を贈った。この木

はこの記念館の庭に植えら

れ 83 年間生き続けてきた。しかし、三重県と伊
勢市と建設省は結託して宮川の堤防工事や県道

の拡張工事の土建屋工事を推進するためこの記

念館の庭を大幅に削り取り、このハナミズキも移

植してどけようという工事を計画している。83
年も植わっている木は移植によって枯れる可能

性が高い。 
 地元の人も多くが尾崎行雄を忘れ、日本国民は

かつて日本とアメリカが一つの国と国として対

等な外交の証として友情の絆を結んだこのハナ

ミズキが枯れる事に知らん振りをしている。 こ

れでいいのか！ 
 内 海 君 は 、 こ の た び 伊 勢 市 長

(ise-koho@city.ise.mie.jp)宛てに以下のような電
子メールを送った。 
 
■メールの内容 
伊勢市長 
 伊勢市の尾崎咢堂記念館およびその庭とハナミズキは民主主義を守った国民的英雄尾崎行雄のモニュメン

トであり、ハナミズキは 1917 年アメリカ合衆国タフト大統領が尾崎行雄が東京市長のときに贈ったサクラ
の木のお礼にいただいた貴重なものです。 
 今、伊勢市が行おうとしている記念館の縮小工事そして目の前の県道拡張工事、それに伴うハナミズキの

移植などはまったく言語道断、日本国およびアメリカ合衆国の外交上の礼儀を失する行為です。 あの記念

館はそのままにして保存し、一切、庭木を抜いたりする事なく今以上にていねいにメンテナンスを行い、ア

メリカ合衆国大統領、議員団が来日のおりに日本国の儀礼として恥ずかしくない状態にしてお見せすべき場

所です。 
 これは伊勢市だけの問題ではなく日本国全体の問題です。 
 アメリカ合衆国タフト大統領から贈ってもらった日米友好の証であるハナミズキを伊勢市は何十年も放置

し、挙げ句の果てに道路工事のために移植するというのはおかしな話です。 
 また 83年も経過した植樹は移植によって枯れるリスクが多大にあります。 
 もし、枯れてしまったらその責任を伊勢市長および伊勢市議会議員全員はとるのでしょうか。 
 例えば伊勢神宮の境内の真ん中に県道を通すなんて話が出たら誰もが反対するでしょう。五十鈴川のあの

美しい渓流に護岸して堤防やテトラポッドを打ち込んだら誰もが怒るでしょう。 
 それと同じ事を今伊勢市はしようとしています。 
 本件について県道を有する三重県は「この案件は伊勢市の意思決定でどうとでもなる」とはっきり回答し

てきております。 
 ふつう、文学者や芸術家、歴史的偉人の生家などはそのまま庭ごと保存して街並みの誇りとして大事にす

べきであります。伊勢市はそのような文化遺産への認識が高いはずだと思っていますがいかがでしょうか。 
 伊勢市の決定でこの工事計画を即刻中止して、道路は迂回するなどの対応で十分処理できます。 
 憲政の神様と神道の神様を抱く伊勢市がこれ以上の愚行を行い天罰が下らないように願います。 
 
 なお、この件については私は日米両政府、および全日本国会議員、地方議会議員に働きかけを進めていま

す。アメリカ合衆国政府がこの件を知ったら深く悲しむでしょう。私は日本人としてこれほど恥知らずな話

をするのがつらいのです。 
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 日本人の礼節、義理、誠意という世界に誇れる精神性を無にする伊勢市の行為に私は深い悲しみを抱いて

おります。 
 しっかりした対応をお願いいたします。 
 
2000年７月 28日 
内海 宙大 

■内海宣言(19980415) 

第一条 すべての科学者や技術者はいかなる強制があろうとも一切の軍事技術へ協力しない。現在携わっている科学者、技

術者はただちに拒否せよ。これに背くのであれば人間の生存を否定するのであり、ただちに科学者および技術者としての呼

称および名誉を社会に対して返上しなければならない。すでに関わった者は軍事のための技術と知識と結果を即刻廃棄せよ。 

第二条 すべての政治家は平和を解決する手段に先制攻撃として軍事力を行使しない。もし戦争をする場合は自分から先に

前線に出ること。 

第三条 資産を軍事技術開発、販売によって得た者は保有するすべての資産を国際連合または戦争によって被害を受けた人

たちに分け与えること。そして一生涯を戦死者に謝罪するためにひとつひとつ墓参すること。 

第四条 兵器を製造しているもの、兵役につくものは即刻作業をやめ命令を拒否し逃亡せよ。  

第五条 全世界の国民は手を取り合って武装を解除するために行動すること。徴兵を拒否し逃亡せよ。 

第六条 全世界の国民はこの宣言を人類の存在する限り語り継ぎ心の中で守ること。戦争肯定者や推進者による弾圧、謀略、

脅迫にも抵抗と逃亡によって応じないこと。 

第七条 宇宙と地球は誰のものでもなく宇宙と地球であることを認識すること。 

 
例）尾崎行雄サブリミナル 
 
５． 咢堂塾のサポート 

（咢堂塾は第一期が 1999年から始まった）。各種政治塾と違って、リベラル、しかも格安で豪華な講師陣の講演を聴け
るのがメリット。 

 
第5期の塾生を募集中 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~gakudo/ 
期間 毎年 10月～翌７月の 10ヶ月間を１期とします。原則、月２回（土曜日午後）計 16回開催します。 
 

内容 

10月～２月は、講師による講義を中心とします。 
３月以降は、毎月、講義と塾生発表を交互に行います。  
年１回、合宿を行います。合宿では、パネルディスカッションやシンポジウム等を行います。 
 
個別テーマ（講師は要請予定） 
「尾崎思想」 富田信男（明治大学名誉教授）／阪上順夫（松阪大学教授） 
「経済・財政問題」 島田晴雄（慶應義塾大学教授） 「地方自治問題」 北川正恭（三重県知事）／浅野史郎 
「環境問題」 加藤三郎（環境文明研究所）「教育問題」 有馬朗人（元文部大臣） 
「国際問題」 青木一能（日本大学教授） 「社会保障問題」 山井和則（やまのい高齢社会研究所所長） 
その他…菅直人（衆議院議員）／森山眞弓（衆議院議員）／小沢一郎（衆議院議員）／福島瑞穂（参議院議員）／中村敦夫

（参議院議員）／海江田万里（衆議院議員）／福岡政行（白鴎大学教授）／神保哲生（ビデオジャーナリスト） 
 
費用その他について 
費用（社会人）70,000円（分納可：35,000円×２回） 
学生（大学生・大学院生・専門学校生）50,000円（分納可：25,000円×２回） 
※ 申し込みの際に学生証のコピーを添付してください。 
※  
場所：憲政記念館会議室（東京都千代田区永田町 1－1－1） 
 
特典 
尾崎行雄に関する研究書籍や資料の配布。  
月刊誌『世界と議会』の配布。  
尾崎財団主催の講演会その他事業への参加（費用無料）。  
小冊子『シリーズ討論集会』（財団主催の講演会の講義録）の配布。  
卒塾証書の授与、記念品の贈呈など。その他：１期終了後、希望者は専攻生（２回生）に進むことも可能です。  
 
募集･選考について 



 9 

定員：約 50名  
 
応募方法 
応募用紙に必要事項をご記入の上、財団までお送り下さい。 
 
締切日 
2002年９月 24日（火）必着 
 
選考方法 
応募用紙の内容（主張欄など）を基に選考します。 
合否の結果および入塾式の日時・場所については、10月中旬に郵送にてお知らせします 
 
６． 尾崎思想を実践する政治家を作る 

例） 
無知な鳩山由紀夫を再教育する 
※尾崎行雄の屏風が民主党党首の部屋に飾ってあるにも関わらず「何が書いてあるかわからないんですが」と平気な顔

をして演説で笑って話していたのに私は激怒した。 
「演説が下手。尾崎や犬養の時代の演説を勉強しなさい」……鳩山氏紅顔その後少しまともになった。 
 
無知な河野太郎を再教育する 
「伊勢のハナミズキを守ってほしい」……「知らない」 

衆議院議員 
河野 太郎 様 
konotaro@email.msn.com 
 
大変お忙しいということは「ごまめの歯ぎしり」のメールマガジンで常日頃よく存じておりますがその中で早速のご回答あ

りがとうございました。 
 
>現地を見たわけでもなく、実状がわかりません。 
>三重県、伊勢市の関係者をまず説得されてください。 
> 
>河野太郎 
 
１．本件の重要性はお父様の河野洋平氏ならよく存じていることです。一度お聞きになったらいかがでしょうか。これは衆

議院議員たるお方なら我が身に刺さった矢と同じぐらいの事件です。 
 河野様がアメリカにもいらしたということはホームページで知りましたが、だとしたらワシントンのサクラは一度でもご

覧になったことかと思います。アメリカはあれだけの敬意を日本に払ったのに日本は何をしていたでしょうか。人からの贈

り物、しかもアメリカ合衆国大統領からの贈り物を足蹴にして放置してしかもゴミ扱いしていたのです。もし、河野様が本

件に目をつむって伊勢市の工事を容認するならば、今後の河野様の日米外交はすべてお笑いで相手から馬鹿にされるレベル

の話です。基本的な国際道義を行えない政治家と国民をどうして相手国が信用し尊敬するでしょうか。 
 別に親子だからどうのこうのというつもりはありません。しかし河野一郎氏にさかのぼって日本の議会制民主主義という

ものが如何に出来上がってきたかということを考えるときに尾崎行雄という人の存在と行動は議員たるものしっかり知って

おくべきことだと思います。そのことについてよい先生が身近におられながら、知らずにいるのは大変残念なことです。 
 
２．現地にはこれまで２度、私は参りました。実状は悲惨なものです。大事にすべき木々が枯れそうになっております。県

外の人間がこうしてやらなければなしくずしになんでも進んでいくほど三重県と伊勢市の政治は腐敗しているのです。 
 
３．三重県、伊勢市には知事、市長宛て、県庁、市役所には何度もお願いをしており、そのたびに三重県と伊勢市でピンポ

ンのように責任のなすりあいと、不透明な工事計画だけが一人歩きして進められています。 
 
本件は特定の政治思想に関わらず、議会制民主主義を認め、自由と民主主義を理解される方なら誰もがその意義を認識する

問題です。このことをお忘れなきよう重ねて申し上げます。 
必要でしたらそちらに説明に参ります。 
 
2000年 10月５日 
内海 宙大 
 

無知な川崎二郎を再教育する 
「伊勢のハナミズキを守ってほしい」……黙殺（彼は「ハナミズキの会」なんてやっている身なのだが） 
※川崎二郎の父親川崎秀二、祖父の川崎克、ともに正義感の強い珍しい政治家であったが、三代目は……。 

川崎二郎 様 
 
 はじめまして。私は内海宙大と申します。河野太郎議員より川崎議員をご紹介いただきました。 
 まず以下をお読みください。 
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序文 
 
時代の国民に咢堂を語る 
 
川崎秀二 
 
 尾崎行雄とはどんな人物であろうか。政治家として公、私の生活に正しかったこと。世界の議会人の中で最も長い議員生

活を送った人であることは有名です。しかし、ほんとうの意味での尾崎行雄の偉大さは、目先のことにとらわれずに、長い

眼で日本や世界の将来を見透して、その信念と主張を変えなかったことです。 
 その信念の第一は、日本が古い封建制度から離れて国民のための政治をしようというなら、あらゆる権力的なものを排し

て議会政治を育てることに一生けんめいになるべきことを主張しました。明治から大正、昭和の初めまで約五、六十年間、

日本にはまだ藩閥、軍閥、官閥の力が強くて、国会が最高の機関でありながら、それらの勢力に脅かされ、また支配もされ

ていました。尾崎行雄は、その一生を通じて、それらの勢力と斗い抜いた人です。勿論、尾崎行雄のほか、共に憲政の神と

うたわれた犬飼毅やその他の人々も随分奮斗しましたが、正しい自由主義政治家たちは、大東亜戦争中などは国賊扱いをさ

れ、政府や官憲に圧迫されて志を果たさず、幸い尾崎行雄はひとり正義の言説を棄てず、終戦を迎えて議会政治の父と仰が

れるに至りました。 
 第二の信念は、世界の恒久平和は最後には世界連邦の樹立なくして達成されないという考えを今から三十年位い前に考え

ていたようで、第二次大戦後は、特にこの主張を強く日本および世界に訴えていました。今日の国際連合も咢堂が早くから

提唱したものの一つの現われですが、更に進んで、国家主権の返上なくして世界の平和なしとし、明治維新の廃藩置県にな

ぞらえて「世界の廃藩置県こそ急務なり」と警世の言葉を残しています。 
 公明選挙は咢堂が身を以って実施し、範を垂れ「選挙の腐敗こそ政治の堕落」であると戒めたのですが、今日の日本の実

情はこの大先哲の言とはおよそ似つかわしくないのは残念であります。 
 尾崎行雄はいつの選挙でも立候補の挨拶状を配り、時に多少言論戦をするのみで悠々二十五回も当選しました。常に法廷

費用の十分の一位いの費用で済ませていました。 
 日本の政治が今後良くなるかどうかは平和の信念に徹し、議会主義を擁り、公明選挙を実施する政治家がどのくらい増え

て行くかどうかにかかっているものと見て良いと思います。 
 七十余年に亘った尾崎行雄の多彩な政治生活を貫いたこの三つの信念と行動こそ「議会の父」として残った大きな要素で

あります。 
 
……永田町の尾崎行雄記念財団を訪れ、手にした「尾崎行雄伝」の上巻を開いたときに飛び込んできた文章でした。当時の

厚生大臣の方とあります。今の自民党の姿からは想像できない、立派な方だと思いました。志と信念を貫くこのような政治

家の方々から尊敬されていた尾崎行雄とはいったいどのような人なのだろうという問いから、私の人生は大きく変わったの

です。 
 
 なかでも、ワシントンに今も咲く桜の木が尾崎行雄が贈ったものであること。そして、その桜をアメリカ合衆国が戦時中

も、今も大事に守っているという事実に私は世代を超えて感動しました。なぜなら、この平和な今でもアメリカと日本は対

等な関係でないからです。敗戦後日本が贈ったもののどれだけがアメリカにインパクトのあるモニュメントとして残ったで

しょうか。でも尾崎が贈った桜は日本がまだれっきとした独立国で国際親善の道義的精神とお礼という間柄で贈った木なの

です。そして、アメリカもまたハナミズキの木をお礼に日本に贈ったのです。 
 私は、２年前、あるＮＧＯの大会でワシントンを訪れました。そのとき、わずかな時間でしたが必ず行こうと決めていた

のがポトマック河のほとりの桜でした。夏でしたので桜は咲いていませんでしたが、ワシントンのホテルには必ず桜の絵ハ

ガキがあり、この日本の贈りものは今もアメリカ市民に愛されていました。 
 桜のある場所は、アメリカ合衆国の政府と市民にとって名誉ある場所です。ベトナム戦争や戦没者の墓標があります。そ

こに、本来なら敵国で排除されるはずの日本の桜は日米友好の平和のシンボルとして堂々と咲いているのです。 
 その様子を見て、私は日本人としての誇りが心の中から沸いてくるのを感じました。 
 
 帰国してから、私はそのお礼にアメリカからもらったハナミズキを探しました。しかし、日本国民のいったいどれだけが、

そのような経緯と歴史を知ってハナミズキを大事にしているでしょうか。 
 外国での日本人へのイメージには「礼儀正しい」ということもあったと思います。そんな日本人を尊敬している外国の方

もいらしました。 
 今では少ないとはいえ、やはりお中元やお歳暮をもらったり、プレゼントをもらったりしたら電話や手紙でも「ありがと

う」と言って、相手に連絡するし、人様から贈ってもらったものは大事に使うのではないでしょうか。少なくとも私の両親

はそうしていたし、私が小さいときにそういうことをしないことがあると叱られました。 
 
 咢堂塾に入った私は今年の６月尾崎行雄の足跡をたどり、三重県伊勢市の咢堂記念館を訪れました。尾崎行雄を知らなか

ったら私が三重を訪れるなんていつになったことでしょうか。 
 初めて訪れた伊勢市で、咢風会の倉井、馬瀬氏らとお話しました。今も咢堂を慕い、彼のような政治家を生み出そうと考

えておられることに感動しました。訪れた記念館は尾崎が選挙のとき戻ってよく寝泊りしたゆかりのある場所です。建物の

たたずまいも庭園も質素ですが、尾崎行雄らしい品の良さを感じ、今もここに尾崎の魂が宿っていると思いました。少なく

とも、若き政治家、志を持つ者はこの静かな記念館と美しい宮川の景色を見てきっと感じとるものがあると思います。議員

にとって心のふるさとです。 
 
 庭の片隅に細く弱ったハナミズキの木が立っていました。しかし、これが 1917年以来ここに立っていた事を知ったとき、
私はワシントンの桜を思い出しました。 
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 いったい私たちは何をしていたのか。 
 宮川土手をハナミズキでうずめて、アメリカの政治家と市民にこたえるのならまだしも、まるでゴミのように放置してい

るのです。 
 
 記念館を去ろうとするとき、館員の人にここが近いうちにほとんど取り壊され、せっかく日米が交歓して植えた桜やハナ

ミズキの植樹も引っこ抜いて移動し、尾崎の魂が宿るこの庭も建物もなくなってしまうと聞かされました。私は卒倒しそう

になりました。 
 
 私は叫びたくなりました。日本人はいつからここまで心のない民族になってしまったのか。本当に愛すべき、尊敬すべき

存在を見失ったのか。 
 
 伊勢神宮が日本の神道を信ずるものすべてのより所であるなら、この咢堂記念館は、三重県や伊勢市だけのものではなく

日本のすべての民主主義を知る国民、そして議会政治に身を投じるもの、その人たちの永遠の守り神であり、より所なので

す。私たちがこの咢堂記念館を失い、ハナミズキを枯らすときは日本の自由と民主主義の生命を失うのです。 
 
 日本にはいまやこのハナミズキの生命を延ばし、子孫を増やし、美しく造園するあらゆる技術があるのに、心と精神は世

界の中でも一番貧しくなってしまった。 
 
 先月、咢堂塾の女性でアメリカのワシントンに行った方がいらしました。彼女は私に３ドルのパンフレットをお土産に贈

ってくれました。それは日本語訳されていて、美しい桜の写真とその桜がどのような歴史をたどったかが書かれていました。

最初は届いた桜を２本植えてだんだん増やしていったそうです。 
 
でも、1938年にジェファーソン記念館の敷地に植えてあった桜をどかそうとしたら、アメリカの婦人の方たちが 
「木にからだを縛り付けても、その作業に反対する」 
と言って、この桜は命を救われ、タイダルベイスンの南岸で今日も記念館を飾っているのです。 
 
 アメリカも日本と同じように桜も邪魔者扱いされたことがあったのは初めて知りました。でも、それをアメリカ人が自ら

守ったということにいっそうの感動をいたしました。よく日本人の「義理」や「人情」だとかを誇ってアメリカ人にはその

ような日本人の心だとか神道や仏教の崇高な東洋思想や精神は理解できない、日本民族は欧米人より精神的に優秀なのだと

いう人もいますが、とんでもない。たった１本のハナミズキを守れない私たち日本人のほうこそ恥ずかしくないのでしょう

か。 
 
 驚くことにこのような事件について誰も立ちあがらないのです。市民はおろか議員でさえも。 
 
 私は咢堂塾のメンバーの人と三重県に聞いたり伊勢市にも質問しました。そうしたら、三重県は伊勢市が態度を変えれば

無理してやらなくてもいいと言うではありませんか。一方で伊勢市は県道の拡張工事だから、宮川河川敷は建設省の管轄だ

からしかたない。といい訳に終始しております。彼らの誰もこの問題の重要性を認識していないのです。目の前の道路を広

げることに躍起で、国益を考えようなんてことが微塵もないのです。 
 
 もし、このことをアメリカの市民や政治家が知ったら、どう思うでしょうか。ただでさえ、森首相が世界的にバカにされ

ているのに、尾崎行雄のような哲人政治家がそれこそ、多大な労力をかけて培った遺産をゴミ扱いするというのでは、また

もや国際的に笑われるでしょう。 
 そして、アメリカで桜を命がけで守ってきた人たちは嘆き悲しむでしょう。 
 
 私は日本国民としてこんな恥知らずなことを容認することは到底できません。 
 
 今年の 10月に伊勢市にアメリカから桜の女王の使節団が親善訪問します。 
 伊勢市はこのことを隠しているようです。まともには言えないでしょう。 
 私がアメリカ合衆国大統領なら即座に日本政府に抗議するか在日米軍のコマンドーを派遣してハナミズキを守らせます。 
  
 ぜひ、工事を白紙撤回、もしくは道路を迂回させるか宮川堤防を河川敷側に拡張させて咢堂記念館の敷地と庭にビタ一文

手をつけさせず守り、今後も尾崎行雄の魂が宿るこの記念館を三重県と伊勢市民、そして全国の市民と議員の魂のより所と

して守るようお願いします。 
 具体的には、本件について責任回避して逃げている三重県、伊勢市に工事計画撤回、見直しの申し入れをいたしてほしい

ということと、ハナミズキを今のまま移植せず、庭園もそのままにしてこれまで植樹した日米相互の木々を静かにしておい

てもらいたいこと。枯れそうなハナミズキを再生させて、その子孫を宮川土手に並木のように植え、伊勢市内にも植え、ア

メリカの守る桜に負けぬように育て、将来アメリカ合衆国大統領、議員団、市民が日本を訪れたときに日本国として最大の

誠意をもって感謝を伝えたいということです。 
 よろしくお願いいたします。 
2000年８月 20日 
内海 宙大 
追伸、なお参考資料としてパンフレットのコピーと、これまでの経緯などを同封いたします。 
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秋葉広島市長のハナミズキ運動に注意 
「とっくの昔にアメリカからハナミズキをもらっており、アメリカは日本の桜を今も守ってきているのに日本は切り払った。

まず必要なのは謝罪であり、それからアメリカに再度もらうならまだよいが、やるべきなのは、生き残っている 100年前の
ハナミズキの DNAを継承することである」……広島市役所「わかりました」 
 
７．憲政記念館を市民のために取り戻す 

例）土日の開館に成功（昨年より） 
 

尾崎のことば 
「人生の本舞台は常に将来に在り」……どんな人間であれど人生は年をとればとるほどその積み重ねてきた経験と知識
が増すものであり、それを用いれば過去よりもよい今を生きることができるのだ。→老人になれば暗くしぼんで生きて、若

いときよりも劣ってつまらなくなるのだとたいていの人は悲観的に思いがちであるが、それを覆す斬新な発想である。 
 

「戦争責任は軍部・官僚だけではない」 
「世間では、日本敗戦の責任を、軍閥や官僚にのみ転嫁しておるものもあるけれども、実際の責任は全国民にある。事態を戦争に導い

たのは軍部であるけれども、軍部をして横暴ならしめたのは国民であった。すなわち軍事費を決めたのは国会議員であり、その議員を

選挙したのは国民ではないか。」 

 

「愛国心」 
「いったい、忠とか孝とか愛国とかいうことは、国家が力を入れて教えねばならぬほどのねうちのあるものだろうか。という意味は、

忠孝ないし愛国心にねうちがないというのではない。そのこと自体はいいことにちがいないが、そんなことは国家が教えてくれなくて

も、人間なみの情操をもつ人なら、自然にあるいは本能的に誰でも実行できること、また現に実行していることであって、ことさら国

家が骨を折って教えるほどのねうちはなかろうという意味である。日本人には、忠君愛国を日本人の専売特許とうぬぼれている人は多

いが、その日本人の中に、戦争という国家の最大不幸に乗じ、国家に高いものを売りつけて、大金をもうけたものがある。それを見て

けしからん奴だと怒りもせず、うまいことをやったと、うらやましがっている多数の国民がある。嘘八百の戦果を発表して、国民とと

もに、天皇さえあざむき奉った軍人があったことを思わねばならぬ。」尾崎行雄（わが遺言より） 

 

「真の政党政治とは」 
「日本の政党がよい例である。政党は良心にしたがって行動していない。なんでもかんでも党議に服するのである。良心と個性にそむ

いて党議に服する有様である。自分が悪いと信じていながら、党議にしたがい政党の利害得失を第一に行動する。英国などの政治家は

そんなことはない。自分が国民の幸福にならぬと考えれば、自分の属する党にも服しない。反対党の意見でも正しいと信ずるものには

賛成する。」尾崎行雄（わが遺言より） 

 

人類の未来 
１．「現時点で出ている結論」地球上の生命は比較的短期間で滅亡する 
（１）人口の増大→森林の削減 
（２）エネルギー資源の枯渇 
（３）食料供給量の不足 
（４）長年の核実験による地球環境の破壊 

→全人類のガン罹患リスクを上昇させた。 
（５）宇宙開発・ジェット航空機の飛行によるオゾン層の致命的破壊 
（６）地球温暖化進行（100年よりもっと短い模様） 
 
２．地球人類滅亡への対応方針 

アメリカ→科学技術で乗りきる。このまま地球が枯渇するまで「資源をすりつぶして」その間に地球を捨てて火星に行

く「京都議定書なんかいくらやろうがもうダメ」 
……国際宇宙ステーション、火星探査計画（100年以内に火星移住開始） 
 
EU,日本→倫理的対応、科学技術は防御に使う。「人間が精神的に欲を律すればなんとかなる」 

 
アメリカ・EUの共通的対応 
緩慢的政策によって、HIV・飢餓などが蔓延しても消極的対応をすることでアフリカ・アジアの人口爆発について人口消
耗を結果的に容認してブレーキをかける。→欧米支配階級民族だけが生き残ればいい。アフリカ、アジアの人間は長生きし

ないほうがむしろよい。 
具体例）欧米でのタバコ禁止促進と逆行する、アジア、日本なんかの喫煙促進状況。 
 
経済モデルの採用を変えなければならない 
「消費の拡大（市場の拡大）」→「生産の拡大」→「利益の拡大」→「より一層の消費の拡大」→人口の増大かより大きな人

口国家への消費市場のスライド（なくなったらどうするのか） 
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「生産の拡大」は地球資源（エネルギー）を使いつぶす。 
「市場の拡大」は人口を増大させなければならない。または、未熟で経済的規模が小さい国を経済的にインフレーションさ

せて「ふくらませなければ」ならない。 
 
「インフレーションして成熟した国の経済をゼロリセッションしないと新たなインフレーションが期待できな

い」 
→戦争を起こす。政治が成熟して平和があっても無理して起こす（9.11テロなどのアメリカの方向性） 
 
悪魔のバランスシート（内海宙大作） 
 
【借方】--------------------------------【貸方】---------------------------------- 

１位アメリカ…………2946億ドル(38.3兆円)｜全世界途上国の債務をなくす……4010億ドル     

２位ロシア…………… 588億ドル( 7.6兆円)｜全世界の核兵器の廃棄…………… 600億ドル 

３位日本……………… 444億ドル( 5.8兆円)｜全世界の化学兵器の廃棄………… 500億ドル 

４位中国……………… 411億ドル( 5.3兆円)｜全世界の化学兵器汚染地域浄化… 500億ドル 

５位フランス………… 342億ドル( 4.4兆円)｜通常兵器、小型兵器の廃棄……… 120億ドル 

６位イギリス………… 338億ドル( 4.4兆円)｜世界の埋まっている地雷の撤去… 330億ドル 

７位ドイツ…………… 282億ドル( 3.7兆円)｜すべての地雷被害者に義足を贈る   3億ドル 

８位イタリア………… 205億ドル( 2.7兆円)｜アフガニスタンの復興…………… 250億ドル  

９位サウジアラビア… 183億ドル( 2.4兆円)｜世界の飢餓に苦しむ人１年分食糧 980億ドル 

10位ブラジル………… 175億ドル( 2.3兆円)｜世界中の難民支援用テントや毛布  1億ドル 

12位インド…………… 144億ドル( 1.9兆円)｜世界中の人々に基礎教育をする    60億ドル 

13位韓国……………… 125億ドル( 1.6兆円)｜世界中の子供達の栄養不足失明予防 0.2億ドル 

15位イスラエル……… 94億ドル( 1.2兆円)｜世界中の人々に上下水道設備提供  90億ドル 

16位カナダ…………… 75億ドル(9750億円)｜世界中の女性の出産保健衛生費   120億ドル 

17位イラン…………… 73億ドル(9490億円)｜世界中の砂漠化の防止………………87億ドル  

19位オーストラリア… 70億ドル(9100億円)｜---------------------------------------- 

20位パキスタン……… 36億ドル(4680億円)｜世界救済費計7651.2億ドル(99兆4656億円) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

計       6531億ドル(84兆9000億円) ｜悪魔が 

世界軍事費合計 7980億ドル(103兆7400億円)｜▲328.8億ドル(４兆2744億円)勝っています。 

 
（英国国際戦略研究所資料・ほか） 
 
もし経済モデルをシューマッハーらが唱えたように、本来の各人類の宗教心に根ざす「欲」を律した生活にみんなが信仰

心厚く献身的に生きて「戻せば」実は滅亡の歯車は止まる。だが、これは欧米支配者層の握っている世界支配の経済的権力

を放棄しなければならないので彼らが嫌がっているのである。 
「もし先進諸国の国民が仏教でいうなら禅寺のような生活スタイルをすれば、現状の問題のほとんどは解決する」「イスラム

のような分配と節度のある生活をしても同じ」「キリスト教の修道士のような生活をしても同じ」 
 
３． 21世紀以降、人類の試練は「善と悪」のハルマゲドンである。（内海宙大の予測） 
「善」の勝利……世界連邦によるワンワールドの形成と、人類が平和的な「宇宙人」の一員となり、世界人類の戦争から解

放された人類間の団結が宇宙へ出る作業への進捗を早め、人類は宇宙に出て、より高次元の先人宇宙人の仲

間としてコンタクトして繁栄していくことができる。 
宇宙開発は、現状の国家が分散して存在する地上経済の規模ではとうていできない巨大な経済と知恵と人材

の集合が必要とされる。世界連邦ができれば一気に解決する。 
例）日本政府が小さなロケット一発発射失敗→非難轟々、予算も限界。 
例）国際宇宙ステーション、アメリカはじめ 13カ国でもまだあの程度。6人滞在で精一杯。 

 
これが成功した場合、地球上には認められ限られた人類だけが生存し、宇宙に大部分の人類は展開する。 
 
「悪」の勝利……人類は地球から出ることができず、地球は温暖化で灼熱地獄となり阿鼻叫喚の弱肉強食の殺し合いの世界

となる。単純に話すと、地球温暖化などで国家が次々と領土の絶対的面積を失い、さらに食糧不足、エネル

ギー資源の取り合いによって人口巨大国家と先進国のさながら肉食恐竜同志の食べあいのような状況とな

る。「法治」ができず、「武力統治」だけの恐ろしい戦国時代となる。もちろん、大量の弱者が死ぬ。だが、

生き残った人類がいても激しい戦争のため文明と科学技術とエネルギーを失い、最終的には地球環境の悪化

を食い止められないまま、生命生存が困難な環境となった地球で絶滅する。 
 
 また、世界連邦でない場合のワンワールドが実現した場合も同様である。 
ア）共産主義による世界共産主義国化……現在は不可能になっている。 
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イ）ユダヤ陰謀説に代表される、国家指導者を超越したシンジケートによるワンワールド 
 
これからの科学技術動向に注意しなければならない 
 
現象 
（１）人類への IDチップ産め込み技術完成。→現在動物で進む。商業化されている。 

※いずれ人類は簡単な電波センサーでどんなところにいてもたちどころに所在追跡と個人情報の照会ができ、極

端になると行動制限の命令を送られて肉体の制御の制限までされるだろう。 
 

（２）テレパシーと呼ばれる技術が実際に利用できるようになる。これは脳波の微弱電流を利用して通信状態にしイン

ターネットのような環境で人間同志が情報を通信できる。当然支配者の介入がある。 
 

（３）クローン人間、DNAからの人工的な人類・および生命体の創生技術の実現（菌類で成功） 
（４）人工臓器、人工肉体などがバイオ技術で簡単に作れるようになる 
（５）アンチエイジング、代替人体への脳移植で事実上の不老不死を実現する 

※アンチエイジングは欧米で浸透しても全人類に安価に提供する方針はなし。 
※日本では 200万円ぐらいやれば 1年ぐらい継続できる。 

（６）原子転送技術によって物質の瞬間転送が実現する（現在大腸菌で成功） 
（７）反重力？使用の従来にない高速な動力移動装置（UFO）部分的技術開発着手（アメリカ国防省） 
 

以上 


