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「読書の秋」になりました。これから志成館の ASSETSが次々に出てきます。頭をクールに保って、志成館

が目指している「豊かな知性と感受性を備えた心の大きな人物に育つこと」を目標に、いろいろな知識を

積極的に身につけましょう。今回はネットから検索してコピーしたうえで、館長が加筆して再構成した、

「ブッダ」の言葉 を載せます。ブッダとは約２５００年前に仏教の教えを説いたお釈迦様のこと

で、ゴータマ・シッダールタとも呼びます。君たちの多くの家庭が仏教の信者だと思いますが、その始祖

であるブッダがこのような素晴らしい思想の持ち主であることを知っていましたか？ 最新の欧米の「哲

学」に比肩（ひけん）しうると思いませんか？だからビートルズも映画監督のコッポラもゴルファーのタ

イガー・ウッズ達も仏教に心酔したのです。素晴らしい言葉なので「保存用」に A4サイズで配布します。

下記の文中のアンダーラインのところは館長が付け加えた文章です。今回の ASSETSは後日志成館のホーム

ページでは「幸せになる思考方法」の箇所に載せておきます。 

つらいとき、ブッダの言葉で心の洗濯をしてみませ

んか？  

SNS の「いいね」合戦や、職場の微妙な人間関係、最近なんだか疲れていませんか？そんなときは、長い歴史の

中で数え切れないほどの人々の心を救ってきたブッダの教えが、優しくあなたを癒してくれるかもしれません。 

米メディア「Expanded Consciousness」でまとめられていた「心に響くブッダの教え 20選」には、現代社会を生き抜く上でのヒ

ントが詰まっていました。 

01. 愛はすべてを癒す 

憎しみは憎しみでは消せない。憎しみに打ち勝つことができるのは、愛だけである。孔子もキリストもムハンマドも同じ考えです。 

02. 行動は言葉よりも強い 

よく吠える犬が名犬なのではない。同様に、人間も良く話す者が優れているのではない。巧言令色少なき仁＜孔子＞ 

03. 過去を振り返ってはならない 

過去を振り返って嘆いてはならない。まだ見ぬ未来に希望をかけてもいけない。ただ、今だけを静かに生きよ。 

04. 答えはいつも、自分の中に 

空を見上げても答えはない。答えはいつも己の心の中にのみある。自分の胸によく聞いてみよ。 

05. 言葉は癒しにも武器にもなる 

http://expandedconsciousness.com/2015/08/14/insightful-lessons/


言葉を発するときは十分気を付けなければならない。言葉は相手を癒すものにも、相手を傷つけるものにもなるのだから。 

06. こだわりを捨てよ 

人は、執着するから失う。こだわりを捨て執着を捨てれば、失うこともなくなる。この言葉は「無常」というブッダの特有の価値観で、

現代のような「生きていく喜びを感じよう」という価値観には合わないと思います。生きていくためには、ある種の「こだわり」や「誇り」

や「望み」が必要だと館長は考えています。「出世欲や金銭欲などの無用なこだわりは捨てるべきだ」と解してください。 

07. 自分を救えるのは自分だけ 

誰もあなたを救うことはできない。自分を救うことができるのは自分だけ。自分の道は自分で決めて歩んでいかなければならない。 

先日の授業中に話したように「天は自らを助ける者を助ける＝Heaven helps those who help themselves」なのです。 

08. 幸せは分け与えてもなくならない 

ひとつのろうそくの火からたくさんのろうそくに火を灯せるように、幸せは分かち合うことができる。ろうそくの火のように、幸せは分かち合

ってもなくならない。自分に幸運が舞い込んだらそれを他人に分けるのです。そうすればまた次の幸運がめぐってきます。（館長の

名言集から） 

09. すべての人に、優しさを 

富める人も貧しい人も、若者も老人も、等しく苦しみを抱えている。どんな人にも思いやりと優しさを持って接しなさい。 人間は人

種、信条、性別、社会的身分または門地によって差別されてはならないのです。＜日本国憲法第１４条＞ 

10. まずは疑ってみよ 

何事もすぐに信じてはいけない。本に書いてあることや、誰かが言っていたこと、昔からずっとある伝統を、まずは疑い、自分で考えな

ければならない。お釈迦様がいかに「革新的」で「科学的」で現代でも尊敬される素晴らしい人物であるかが理解できるでしょう。 

11. すべては自分の行いの結果である 

今自分の身にふりかかっているすべてのことは、自分の行いの結果である。良いことを考え、良い行いをすれば、良い結果になる。

逆に、悪いことを考え、悪い行いをすれば、悪い結果になる。「情けは人の為ならず」も同じような教えである。 

12. 恐れてはならない 

恐れは何も生まない。恐れても何も変わらない。恐れずにすべてをあるがままに受け入れよ。そして抵抗せよ＜H・D・ソロー＞ 

日本人には権力者や富裕層そして高学歴者や著名な家柄であることなどひろく「強い者」を恐れて「抵抗する勇気」を持たないと

いう致命的な弱点がある。これは今でも孔子の「儒教」の影響が強いからでもあろう。乗り越えなければならない課題である。 



13. 真理はいつもそこにある 

この世には隠せないものが 3 つある。太陽、月、そして真理だ。 

※ 今回の ASSETSでは、実はお釈迦様のこの言葉を君たちに伝えたかったのです(笑)。
館長は、詐欺やペテンや隠蔽（いんぺい＝知らないふりをして隠し通そうとすること）がまかり通る

現在の安倍内閣の政治に辟易（へきえき＝ひどくいやけを感じていること）しているからです。 

14. 自分を律せよ 

人を良くない方向へ導くのは、外にいる敵ではなく、自分自身である。自分をよく律せよ。 

15. 人を信じよ 

人の心を疑ってはならない。疑いは人の心を滅ぼす毒である。人の心や気持ちを疑ってはならない。 

16. 自分を愛せよ 

世界中のどこを探しても、自分ほど愛するに値する者はいない。但し「他者を愛せる自分」でないと存在価値がない≪森≫ 

17. 打ち勝つこと 

自らに打ち勝つことは、何千何万の敵との戦いに勝つことよりも価値がある。その勝利は誰も奪うことができない。 

18. 魂を高めよ 

火がなければろうそくが燃えないように、人は精神的な活動なしには生きられない。志成館の Can-Do Spirit です(笑)。 

19. 嫉妬（しっと）は何も生まない 

他人を妬（ねた）んでも何も生まれない。他人を認め、慈（いつく）しむ（＝大切にする）ことで、自らも救われる。 

（「ねたみ」とは、他人が自分より優れている状態をうらやましく思って憎む気持ちを指し、すべての人が乗り越えるべき試練です） 

20. 幸せは心の内にある 

どこを旅して探しても、幸せは見つからない。（カール・ブッセ『山のあなた』参照）幸せはいつも、自分の心のなかにあるのだから。 

 

                        2017年 9月 24日(日)  福岡基本学習セミナー 志 成 館 



カール・マルクスの名言集 
 

 マルクスは資本主義社会の矛盾を極めて論理的に説明した稀有の努力家であると私は評価しており、学生時代

に彼に出会って以来、この評価が変わることは一度もありませんでした。彼の「資本論」及びそれに先行する各

種の経済理論書、それ以上に彼の「唯物史観」という哲学理論は、年齢を重ねるごとにそして今日までの世界の

政治の展開を肌で感じるごとに説得力を持ってきました。 

 旧ソビエトは崩壊し社会主義国家などどこにも存在しないから彼の理論はおかしいし間違っているという人

が多い。しかし彼のためにあえて弁護すると、「彼は一度として旧ソビエトやその支配下にあった東欧や現在の

中国その他の世界中に共産主義の名前で登場した諸国家の姿を認めたことはない」ということである。スターリ

ンのような恐るべき独裁者など彼が許すはずもないのであり、歴史は弱い立場の労働者が、暴力で、彼の名前を

借りて、共産主義という愚かで暴力的そして無知な独裁国家をつくり、そして滅びたのである。 

 彼は民主主義を標榜し、真の＝その意味は人間がその富や経済力や職業に差別されない自由で平等で生まれて

死ぬまで生活に不安がない社会を目指したのである。つまり彼はロックやモンテスキューやルソーなどに比して

も、より素晴らしい優れた民主主義者なのである。 

同時に人間は「物」への執着や渇望に支配されており、人間の日々の活動や、歴史的な戦いはすべて「物」へ

の執念から起こったものであるという「唯物史観＝唯物論」哲学を完成した。フォイエルバッハの理論を承継し

ている問うことは社会科学に少しでも造詣がある方ならわかるはずである。彼の「疎外論」を読めば今日の労働

者の苦しみや優しさや思いやりが評価されない社会の仕組みがよくわかる。彼の「恋愛論」を読めば、今日の恋

愛の多くが金銭関係でできていることが理解でき、金銭を気にしない恋愛や夫婦関係がそして友情がいかに尊い

ことか、いかに人間的な温かい血が通った行為であるかがよく理解できるはずである。 

ではなぜ彼の地位が貶められ、功績が評価されないのか？その答えは簡単である。現在の世界は「富裕層」中

心に動いており、世界支配的な企業により支配されており、それら富裕層が政治家を操って自己の既得権益を守

ろうとしているからである。さらに正確に言えば、その既得権益を守るために、政治家だけではなく、ありとあ

らゆるメディアを通じて、人民を（ここでは特に意識して国民という言葉ではなく人民という言葉を使う、もち

ろんルソーを意識してのことである）教育し洗脳し従順な国民に仕立て上げているからである。 

マルクスの戦いや理想が資本主義社会では実現できない、困難で絶望的な戦いであることは、彼の著作のいく

つかを読めば、賢い(悪い意味での)人間にはすぐに理解できるであろう。私も近代兵器が進歩し、個人の監視や

情報管理がなされ、地球資源の収奪がやまず、環境破壊を続ける現在の人間には彼の言葉が届くはずもないと感

じている。悲しいことと思いつつ、彼の理想社会が誕生する前に人類は消滅するであろうと考えているのであ

る。・・・若い頃に比べて本当に意気地なしのじじいに成り下がってしまったことかと嘆きつつも。もっとも、同

時に「彼の理論を持ち出す必要がないほど資本主義社会はうまく機能していると」いう見解も的外れではないと

言えるであろう。しかしそのように言えるのは、ごく一部の人たちだけであると思うのだが、いかがだろうか。 

ここではネットから借りて、彼の著作に対応した名言を掲載する。このいくつかの文章を読んだだけで、彼が

非凡な努力家であり、どんな社会を夢見ていたかは理解できると思うがいかがであろうか？資本主義社会の富と

いう役物に汚染された人々には理解できないのかもしれないが。 

彼の著作は多い。しかし難しいのかもしれない。とはいっても現在も彼の理論をわかりやすく解説した書物は

多い。ジュンク堂みたいな、多種多様で大量の書籍がある書店に足を運んで、彼の理論を紹介する書物のページ

をめくってほしい。そうすれば今の社会はまったく異なった風景に見えるはずである。もっと優しく、もっと暖

かく、生身である人間のすばらしさがわかるはずである。 

                          2018年 4月 22日(日) 志成館館長 森 英行     

 



※以下はネットで検索して最初にヒットするもので、誰でも目にすることが出来ます。著者に感謝いたします。 

※灰色一部赤の文章は私が説明用に書き加えたものです。 

 

カール・マルクスの作品 

1840年 デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異 

1842年 ヘーゲル国法論批判 

1843年 ヘーゲル法哲学批判序説、ユダヤ人問題によせて 

1844年 経済学・哲学草稿、聖家族 

1845年 ドイツ・イデオロギー、フォイエルバッハに関するテーゼ 

1847年 哲学の貧困 

1848年 共産党宣言 

1849年 賃金労働と資本 

1850年 フランスにおける階級闘争 

1852年 ルイ・ボナパルトのブリュメール 18日 

1858年 経済学批判要綱 

1859年 経済学批判 

1860年 フォークト君よ 

1863年 剰余価値理論 

1865年 価値 価格と利益 

1867年 資本論 

1871年 フランスにおける内乱 

1875年 ゴータ綱領批判 

1880年 労働者へのアンケート 

1881年 ザスーリチへの手紙 

宗教は、逆境に悩める者のため息であり、心なき世界の心情であるとともに、精神なき状態の精神であ

る。それは民衆の阿片である。 

出典：ヘーゲル法哲学批判序説 

物質世界の価値が増大するのに正比例して、人間世界の価値の剥奪が進行する 

出典：経済学・哲学草稿 

国民経済学者（アダム・スミスなどの自由主義経済学者のこと）は、私有財産制の運動法則を説明するの

に労働を生産の中枢と捉えても、労働者を人間としては認めず労働する機能としか見ていない 

出典：経済学・哲学草稿 

疎外され外化された労働の概念から（２０数ページからなる賃労働と資本または資本論の初めだけを読め

ば意味がすぐにわかります）、分析を通じて私的所有の概念を発見してきたように、我々はこの二つの要

因の助けで、国民経済学上の全範疇を展開することができる 

出典：経済学・哲学草稿 

歴史の基礎は生産と関連する人間関係であり、宗教も哲学も道徳も、全てその基礎から生まれた（これが

「唯物論」です） 

出典：フォイエルバッハに関するテーゼ 



環境の変革と教育に関する唯物論の学説は、環境が人間によって変革され、教育者自身が教育されなけれ

ばならないことを忘れている 

出典：フォイエルバッハに関するテーゼ 

哲学者達は世界を様々に解釈してきたに過ぎない。重要なことは世界を変革することである。 

出典：フォイエルバッハに関するテーゼ 

生産力が増大すると人間の生産様式は変わる。生産様式が変わると社会生活の様式も変わる。思想や社会

関係もそれに合わせて変化していく。 

出典：哲学の貧困 

ヨーロッパに幽霊が出る。共産党主義という幽霊である。 

出典：共産党宣言 

これまでに存在した全ての社会の歴史は、階級闘争の歴史である。 

出典：共産党宣言 

プロレタリアはこの革命において、鎖の他には失うものは何も持たない。万国のプロレタリアよ、団結せ

よ。 

出典：共産党宣言 

賃金とは労働力という商品の価格である。本来労働は、人間自身の生命の活動であり、自己実現なのだ

が、労働者は他に売るものがないので生きるためにその力を売ってしまった。したがって彼の生命力の発

現の労働も、その成果である生産物も彼の物ではなくなっている。(これがマルクスの言う「疎外論」であ

り、この文書を読まれている多くの労働者である人たちの悩みや不自由さやむなしさの原因をわかりやす

く説明してくれる書物です) 

出典：賃金労働と資本 

労働力は商品であるという点において、砂糖とは寸分の違いもない。労働力は時計ではかられ、砂糖は秤

ではかられる、その違いがあるに過ぎない。（ねっ、鋭い文章だと感じませんか？） 

出典：賃金労働と資本 

歴史上のあらゆる偉大な事実と人物は二度現れると、ヘーゲルは言った。彼はこう付け加えるのを忘れ

た。最初は悲劇として、二度目は茶番として。 

出典：ルイ・ボナパルトのブリュメール 18日 

人間は自らの歴史を作るが、自分が選んだ状況のもとで望み通りに歴史を作るわけではない。手近にある

与えられ、過去から伝えられてきた状況のもとで歴史を作る。 

出典：ルイ・ボナパルトのブリュメール 18日 

人間の意識がその存在を規定するのではなく、人間の社会的存在がその意識を規定する【唯物史観】 

出典：経済学批判 



大づかみに言えば、アジア的、古代的、封建的、及び近代ブルジョア的生産様式が、経済的社会構成体の

進歩していく諸時期として特徴づけられよう。ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産過程の最後の敵対

的形態である。 

出典：経済学批判 

学問するのに大道はなく、学問の険しい小径をよじ登る労苦をいとわぬ者だけが、その輝かしい頂上を極

める機会をもつのです。 

出典：資本論 

人間の創造物である神が人間の外に追いやられて人間を支配したように、人間の創造物である商品や貨幣

が人間の外に追いやられて人間を支配したのである。（彼が「宗教」についても厳しい批判的なとらえ方

をしていることがわかると思います） 

出典：資本論 

  

大洪水よ、わが亡きあとに来たれ、これが全ての資本家及び資本家国家のスローガンである。それゆえ資

本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対し、何らの顧慮も払わない。（資

源枯渇や環境破壊が資本主義社会の宿命であると述べているのです） 

出典：資本論 

資本主義的生産の真の制限は、資本そのものである 

出典：資本論  草稿はここで途切れている＝カール・マルクスはこの研究過程で人生を終えるのである 

 

 

(以下はカール・マルクスの人間性=心がわかるものです) 

真に偉大な人々は、自然の世界との多くの関係、興味の対象を数多く持っているので、どんな損失も克服

できるという。その伝でいけば、私はそのような偉大な人間ではないようだ。我が子の死は、私を芯まで

打ち砕いた。 

出典：フェルディナント・ラッサールへの手紙 

将来の一定の時点で何をなすべきか、直接に何をなすべきかは、言うまでもなく、行動が取られるその時

の事情の如何に全くかかっています。その問題にいつどこでも通用する答えを出そうとするのは、解のな

い方程式を解けというようなものです。（カール・マルクスは性急な改革を目指してはおりません。レー

ニンもそのことを理解していました。しかしスターリンがすべてをめちゃくちゃにしたというのが私の考

えです。私から見れば若い日本のマルクス法学者が、「カール・マルクスが目指した国や社会そして憲法

は今の日本国憲法が一番近いのではないか」と意見を述べられていることはこのような文脈から導かれる

主張であると思います。） 

出典：ドメラ･ニーウェンハイスへの手紙 

人間の職業は自由に決められる物ではなく、境遇が人間の思想を作り、そこから職業が決まってくる 



出典：職業選択に際しての一青年の考察 

我々が人類の為に最もよく働きえるような生活上の地位を選んだ時には、重荷は我々を押しつぶすことは

できない。何故なら、それは万人の為の犠牲だからである。（そのような指導者になってください） 

出典：職業選択に際しての一青年の考察 

(その他) 

歴史の推進力は精神的なものではなく、物質的条件の総和であり、これがその中で生きている人間に思考

し行動させる 

哲学が批判すべきは宗教ではなく、人々が宗教という阿片に頼らざるを得ない人間疎外の状況を作ってい

る、国家 市民社会 そしてそれを是認するヘーゲル哲学である 

神と人間が逆になっていたように、精神と人間が逆になっている 

境界線というものは公平に決められることはない。それは常に征服者が被征服者に押し付け、結果的にそ

の中に新たな戦争の火種を抱え込む。 

詩人というのは妙な人種で、彼らには好きな道を歩ませてやらねばならない。彼らを常人の尺度で、いや

常人ではない尺度でも図ってはならないのだ。 

 

 

※このネット情報は、マルクス理論の専門的な学者の先生が書かれたものであると思います。上掲の内容

よりもはるかに詳しく理論的に、そして楽しく検索できるようにしてあります。興味を持たれた方は自分

で検索してください。「マルクスの名言集」で最初にヒットします。 

※上掲「感謝」という言葉を使いましたが、ここに「著者に敬意を表したい」と追加いたします。 



「植木枝盛」と「トーマス・ジェファーソン」からの、君たちへのメッセージ 

 

昨今の、日本だけではなく、世界中の政府や企業や大学などの権力の腐敗に関して、明治時代の自由民権運動

の理論的指導者の一人で、土佐藩出身の植木枝盛の 1877年の「世に、良政府（立派な政府）なるものなき（な

どない）の説」からの一節を下記に載せます。「歴史」を学び、そのうえでこれから「公民」を学ぶ中学３年生は

これにより、民主主義の根本原理、三権分立の存在理由を理解することが出来ます。 

 

近代国家は法治国家であり、憲法を定立して国を運営するものである・・・と述べた後（館長がわかりやすい

ように、説明的な現代語訳をしています） 

「・・・人民にして政府を信ずれば、政府はこれに乗じ、政府を信ずること厚ければ、ますますこれに付け込み、

もしいかなる政府にても良政府などといいてこれを信任し（どんな政府であるにせよ、それを素晴らしい政府で

あるとほめそやして信任すると）、これを疑うことなく、これを監督する（しっかりと注目して点検しておくこ

と）ことなければ、（政府というものは）必ず大いに付け込んでいかがの事をなすも斗（はか）り難きなり（政府

は想像もできないようなひどいことも平気で行ってしま事がある）。故に曰く、世に良政府なしと（だからいかな

る場合でも、よい政府などないと考えておくべきである）と。（早稲田大学教授 水島朝雄 ホームページ参照） 

 

 館長は政治学や憲法や比較憲法を学んでいるので、この植木枝盛の言葉の出典をずーっと昔から知っています。

それはアメリカ建国の主役の一人で、アメリカ独立憲法の起草者であり、第３代アメリカ合衆国大統領である、

トーマス・ジェファーソンの次の言葉にもとづいているのです。 

「信頼は、どこでも専制の親である。自由な政府は信頼ではなく猜疑心に基づいて建設される。われわれが権力

を託さなければならない人々を、制約的な憲法によって拘束するのは、信頼ではなく、猜疑（さいぎ＝うたがう

こと）に由来する」                <１７９８年「ケンタッキー州議会決議」> 

 

≪トーマス・ジェファーソンの名言集から≫ 

一生懸命やればやるほど、幸運に恵まれることを、私は発見した。 

幸せを与えてくれるのは、富でも豪華さでもなく、穏やかさと仕事である。 

正しい心の姿勢を持っている人が、目標を達成するのを阻むものは何もない。 

間違った心の姿勢を持っている人を、助けられるものなど存在しない。 

腹が立ったら、十まで数えなさい。それでもおさまらないなら百まで数えなさい。それでもダメなら千ま

で数えなさい。 

つねにしなやかな手で、物事を掴みなさい。 

過去に何があったかよりも、未来に何があるかということに私は興味がある。  （・・・だから館長は

ＮＨＫの歴史ドラマなど全く見ない(笑)「歴史に学ぶ」のは当然のことだが。） 

健全な身体を作りなさい。そこには力強い精神が宿る。自身の信念だけは、岩のように微動だにしてはい

けない。しかし、それ以外の事は、譲ってしまえばいい。 

自由は猜疑心によってしか守れないのです‼      <志成館 森館長> 



マザー・テレサ （Mother Teresa）  の名言を英語で  （志成館） 

 1910年 8月 26日 - 1997 年 9月 5日）、あるいはコルカタの聖テレサ (Saint Teresa of 

Calcutta) は、カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者。またカトリッ

ク教会の聖人である。本名はアルーマニア語でアグネサ／アンティゴナ・ゴンジャ・ボヤジ 

(Agnesa/Antigona Gongea Boiagi)、アルバニア語でアニェゼ／アグネス・ゴンジャ・ボヤジウ 

(Anjezë/Agnès Gonxha Bojaxhiu)。 

「マザー」は指導的な修道女への敬称であり、「テレサ」は彼女の敬愛したリジューのテレーズにち

なんだ修道名である。コルカタ（カルカッタ）で始まったテレサの貧しい人々のための活動は、後進

の修道女たちによって全世界に広められている。 

生前からその活動は高く評価され、1973 年のテンプルトン賞、1979 年のノーベル平和賞、1980年の

バーラト・ラトナ賞（インドで国民に与えられる最高の賞）、1983年にエリザベス 2世から優秀修道

会賞など多くの賞を受けた。1996年にはアメリカ名誉市民に選ばれている（アメリカ名誉市民は彼女

を入れて、わずか 7人しかいない）。   ・・・ネットで簡単に拾えます（館長） 

 

マザー・テレサ の名言のいくつかを示します 

 Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. 

 いつもお互いに笑顔で会うことにしましょう。笑顔は愛の始まりですから。 

God doesn’t require us to succeed; he only requires that you try. 

神様は私たちに、成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ。 

 

It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in the giving. 

大切なのは、どれだけ多くをほどこしたかではなく、それをするのに、どれだけ多くの愛をこめたかです。大切なのは、ど

れだけ多くを与えたかではなく、それを与えることに、どれだけ愛をこめたかです。 

Love is doing small things with great love. 

 愛とは、大きな愛情をもって小さなことをすることです。 

 People are often unreasonable and self-centered. 

Forgive them anyway. 

 人はしばしば不合理で、非論理的で、自己中心的です。 

それでも許しなさい。 

If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. 

Be kind anyway. 

人にやさしくすると、人はあなたに何か隠された動機があるはずだ、と非難するかもしれません。 

それでも人にやさしくしなさい。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1910%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8826%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%81%93%E5%A5%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%81%93%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E3%81%AE%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%A3%E6%95%99%E8%80%85%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%8B%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%81%93%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1973%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%B3%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%8A%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1983%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B92%E4%B8%96
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If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. 

Succeed anyway. 

 成功をすると、不実な友と、本当の敵を得てしまうことでしょう。 

それでも成功しなさい。 

If you are honest, people may cheat you. 

Be honest anyway. 

 正直で誠実であれば、人はあなたをだますかもしれません。 

それでも正直に誠実でいなさい。 

What you spend years creating, others could destroy overnight. 

Create anyway. 

 歳月を費やして作り上げたものが、一晩で壊されてしまうことになるかもしれません。 

それでも作り続けなさい。 

If you find serenity and happiness, some may be jealous. 

Be happy anyway. 

 心を穏やかにし幸福を見つけると、妬（ねた）まれるかもしれません。 

それでも幸福でいなさい。 

The good you do today may be forgotten tomorrow. 

Do good anyway. 

 今日善い行いをしても、次の日には忘れられるでしょう。 

それでも善を行いを続けなさい。 

Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. 

 持っている一番いいものを分け与えても、決して十分ではないでしょう。 

それでも一番いいものを分け与えなさい。 

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. 

愛に対する飢えの方が、パンに対する飢えを取り除くことよりも、はるかに難しいのです。 

The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of being unloved. 

最もひどい貧困とは、孤独であり、愛されていないという思いなのです。 

There is more hunger for love and appreciation in this world than for bread. 

 この世界は食べ物に対する飢餓よりも、愛や感謝に対する飢餓の方が大きいのです。 

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less 
because of that missing drop. 

 私たちがやっていることは大海の一滴にすぎないことは、私たち自身感じています。しかし、大海はその一滴分は少なく

なっているのです。                              - Mother Teresa （マザー・テレサ） 



ドワイト・Ｄ・アイゼンハワー大統領の退任演説 

「国家や国民を守るための戦争ではなく、企業と軍隊が一緒になって、お金儲けする

ために戦争をわざと起こす時代がやってくる」という、現在のアメリカ社会の実像を

警告した、第 34代アメリカ合衆国大統領 

アメリカの巨大な産業界、軍事の世界、学会、そして政治にかかわる人々が一体となって、一方では世界

の軍事的な支配力を保持し、他方では、そのシステムを通じて莫大な利益を上げている社会が今日の社会で

す。アイゼンハワーは後掲のように、「軍産複合体性」と演説していますが、実は軍隊と産業界の一体化だけ

ではなく、今日では軍隊＝日本の場合は防衛省と自衛隊、産業界＝大企業の世界、そして国や企業の利益を

代弁するばかりの御用学者と呼ばれる大学の学者並びに研究者、そして国を動かしている政治家及び官僚が

一体となって、軍事企業が中心となって国が運営されている、「産・軍・学・官の４者の複合体性」とも呼ぶ

べき国家形態となっています。つまり、アイゼンハワーの予言通り以上になっているのが今の世界の姿なの

です。自由主義社会、ないしは民主主義社会と呼ばれている、近代の先進諸国の実態は、実はこのような仕

組みになっているのです。さらにこれに加えて大手メディアなどの広報機関まで一体化されていると言えま

す。 

わかりやすく言い換えますと、「近代の先進国は、民主主義社会で、国民一人一人が主役となって、国を運

営している」という建て前、ないし法律的な仕組みになっていますが、実際の社会は「お金持ちの大企業が

ないしは富裕層が、さらに一層儲かるように、その膨大な資金力を使い、政治家への献金を通じて政治家を

思い通りに支配し、その政治家は官僚を自由自在に操り、日本の基幹産業ともいうべき企業はその資金力を

使って、大学の研究者のうち、企業の利益を主張してくれる学者だけに研究資金を提供し、更に企業は、大

手メディアを支配して、企業が儲かるなら、国民の生命や身体の安全や生活の在り方などは二の次であると、

賢い人なら誰にでもわかるような、国民をだましたような宣伝を、テレビなどを通じて、臆面もなしに、た

れ流している」ということなのです。 

もちろん自由も豊かさもない不自由なロシアや中国の現在の姿に比べると、はるかにましであり、「それで

いいではないか、批判しなくても、これで上出来ではないか」という意見も間違いではありません。要する

に、社会の評価や、政治的理念は、個人の自由であって、いちいち議論する必要はないと考える人がいても

何ら不思議ではありません。 

しかしヨーロッパの一部の進んだ国家の仕組みに比べると、やはり劣った国家であるという批判は間抜か

れないでしょう。またそのような社会であるがゆえに、真の意味での人権の尊重や、地球の環境保全の戦い

そして平和への戦いは気が遠くなるほど遠く厳しいものだということがわかるかと思います。 

しかし人類は、とりわけ私のように一生を終えようとしている高齢者にとっては、当然の責任として、次

の時代の子供たちのためへの平和への戦いや、人間や動物そして植物がこの地球上に生命を維持できる環境

の保持、世界中のすべての、全く同等に価値がある人間が、豊かな人生を送るための戦いをやめることは許

されないと思うのですが、いかがでしょうか。   

実はアイゼンハワー大統領のこの言葉の重要性を、今になってはっきりと意識し、お金を儲けるために軍

備を強化し、場合によっては、たとえば日本が起こした満州事変のように、わざと戦争をして儲けようとい

う産軍複合体性のひどさに呆れ果てて、もうそんな無駄な支出や戦争をやめようという考えで成立している

のが、なにを隠そう、ドナルド・トランプ大統領、正確には彼を支える、誇り高いアメリカの軍人たちなの

です。ドナルド・トランプ大統領の側近を良く調べてください、まさしく軍事政権だということに気が付か

れるはずです。それは戦前の日本とは異なって、もうアメリカの若者の貴重な命を、企業の金儲けのための

戦争で、失いたくないという、良い意味での軍事政権（といっても合衆国の憲法や組織の上で、アメリカを

動かすのは政治家であって、軍人ではありませんので、このような言葉は不適切だとは思っています）だと、

私は考えています。ドナルド・トランプさんが、大統領に当選する前に行っていたではありませんか「私な

らロシアとも仲良くやっていける」と。また「世界中に散らばるアメリカの軍隊を自分の国に帰す」と。彼

はちんぷんかんぷんなところがありますが、商売人なので、そもそも戦争は好みません。彼そして彼を支え

るアメリカの現在の主流である誇り高い真の軍人の組織、国防総省＝ペンタゴンは、平和を目指していると

私は本気で考えています。その線から、ドナルド・トランプ大統領がヒラリー・クリントンに勝つと予言し

たのです。韓国大統領のムン・ジェインの恐るべき平和への情熱がその出発点にあったとはいえ、北朝鮮の



キム・ジョンウンとドナルド・トランプの歴史的な会話は、今後どのようになるかはわかりませんが、それ

でもなお、ドナルド・トランプさんの本質が平和主義者であること、確かにはったり屋さんではありますが

(笑)、そして最初に述べた、ドワイト・Ｄ・アイゼンハワーの警告した、戦争を好み、戦争をわざと仕掛け

るような、現在の軍産複合体性を、壊してしまおうとしている部分があることは認める必要があるのではな

いでしょうか。アメリカのメディアで、ロシア疑惑を報じ、彼を失脚させようとしているグループこそが、

産軍複合体性のアメリカを、今後も保ち続けようという勢力であると私は考えています。                              

2018年 6月 17日(日) 

※ 尚、以下の有名なアイゼンハワーの退任演説、「軍産複合体性がこの国を支配する時が来ている」をネットで

知らべていたら、この佐賀大学教授の和訳が見つかりましたので、コピーさせて頂いています。 

※ ちなみにこのような事態を招いた責任者は、多くの人々が驚かれると思いますが、下記のアイゼンハワーの

演説で明らかなように、ジョン・Ｆ・ケネディであります。彼の大統領選挙の時の、大統領に当選するため

のキャンペーンである「ソビエト脅威論」というはったりに出発点があり、冷戦に備えてのＩＣＢＭの大量

配備や、ロシアとアメリカがそれぞれ７０００発という、恐るべき、具体的には全人類を 32回殲滅する原子

爆弾を持つようになった責任は、Ｊ・Ｆ・ケネディにあります。もちろんその後、ケネディは自分のやり方

を反省しますが、そのことも絡んで軍事企業に殺害されることになりました。 

※ ドナルド・トランプさんは一方でケネディの無念さを晴らそうとしていますが、他方でケネディと同じ行動

をすれば殺されるということが分かっていますので、昨年の秋に、ケネディ暗殺をめぐるアメリカの公式文

書の公開はしませんでした。私は賢い選択だと思います。 

※ このホームページの各所で述べていますように、私はアメリカ嫌いではありませんし、ロシアや中国がまだ

まともな民主主義国家であるとも評価していません。欠点だらけとはいっても、まだ日本も、ロシアや中国

よりはましだと思います。今のところは。・・・ということは、このままだとアメリカが世界を破滅させ、日

本は将来、ロシアや中国よりも劣った国家になるであろうと考えて、このホームページをつくっています。

人本よ頑張れ、アメリカよしっかりせいという発想です。 

あれこれ考えていたらとても長い文章になりましたが、以下に、アイゼンハワーの演説を貼り付けます。 



アイゼンハワーの国民への離任演説―1961 年 1月 17日 

 アメリカ国民の皆さん、こんばんは。まず私は、この何年間、皆様への報告とメッセージを伝えるために

私に機会を与えていただいた、ラジオとテレビの関係者に感謝申し上げたいと思います。今夜も皆さんに話

しかける機会を与えられたことに対して、彼らに特別の謝意を表します。 

３日後に、我が国に奉仕してきました半世紀を経て、伝統的で厳粛な式典において大統領職の権限を私の後

継者に与え、私は職を辞します。 

（※  ドワイト・D・アイゼンハワー＜Dwight David Eisenhower＞は、１８９０年生まれ。１９６９年

に亡くなっている。１９１５年にウエスト・ポイントを卒業しているので、１９６１年に、我が国

に奉仕してきた半世紀、と言っているのは決して誇張ではない。１９５３年からトルーマンの後を

ついで第３４代合衆国大統領に就任、２期８年を勤めた。なお、私の後継者、と言っているのは、

合衆国第３５代大統領、ジョン・F・ケネディである。） 
 

今夜、私はお別れのメッセージを皆様にお届けし、後にいくつかの考えを皆様と分かち合いたいと思いま

す。国民の皆様と同様に、私は新大統領の、また彼とともに働く人々の成功を祈ります。私は、将来におい

てすべての人々が平和と繁栄に恵まれることを祈ります。国民は、大統領と議会がこの重要な時に諸問題に

ついての基本的な合意を見つけ、その賢明な解決策が国家をより良く形作って行くことを期待しています。

議会との私との関係は、はるか昔、ある上院議員が私をウェストポイント（陸軍士官学校）の教官に任命し

た時に遡ります。初めは遠い関係でしたが、戦争とその直後の時期に親しいものになり、最後のこの８年間

はお互いに相互に依存し合う関係になりました。この最後の頃の議会と政府は、最も重大な問題について、

単なる党派心ではなく国家のために役立つようによく協力し合いましたので、国家業務は着実に遂行されま

した。したがって、議会と私との公的な関係の終わりに際し、私はこのように良く協力し合えたことへの感

謝の気持ちを抱いています。大国の間の４つの大きな戦争を経験した一世紀の中間点を過ぎて、今 10年が経

ちました。これらの戦争のうちの３つは我が国自身が係わりました。これらのホロコーストにもかかわら

ず、アメリカは今日世界で最強であり、最も影響力があり、最も生産力の高い国家です。この優位性を当然

誇りにしていますが、それ以上に私たちは、その指導力と地位が、単にわれわれの不相応な物質的進歩や富

や軍事力だけではなく、われわれの力を世界平和および人々の生活の改善のためにどう使うかということに

依存することを理解しています。 

（※ 大国の間の４つの大きな戦争は、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争の３つは分かるが、

あと一つは何だろうか？１８５０年から１９５０年に起こった大国間の戦争で、アメリカが関わら

なかった戦争である。アメリカが関わらなかった戦争を見つけるのは難しいが、まったく軍事的に

関わらなかった大国間の戦争と云うことになると日露戦争だろうか？） 
 

アメリカの自由な政府の波乱の歴史を通じて、そのような根本的な目標は、平和を守り、人間活動の成果達

成を助けること、そして諸民族および諸国家の自由と尊厳と独立を前進させることでした。わずかなものを

めぐって争うことは、自由で信仰深い民族にふさわしいものではありません。傲慢や無理解のために、ある

いは犠牲を嫌ったために起きるどのような失敗も、私たちに国の内外で大きな傷を負わせるでしょう。これ

らの崇高な目標への前進は、いま世界を巻き込む争いによって常に脅かされています。この前進は私たちの

全身全霊の注意を要求します。私たちは、地球的な広がりを持ち、性格的に無神論で、目的追及において冷

酷で、その方法において狡猾な、敵意あるイデオロギーに直面しています。不幸にもそれがもたらす危険性

がいつまで続くかは分かりません。これにうまく対処するには、危機に対する感情的で一時的な犠牲が多く

要求されるわけではなく、むしろ着々と確実に、長く複雑な戦いの重荷を淡々と担って進んで行くという犠

牲が要求されるのです。自由を支えとして、これによってのみ私たちは、いかなる挑発があろうとも、恒久

平和と人類の福祉の増進への針路を取り続けることが出来ます。 

（※ ここで、敵意あるイデオロギーといっているのは、共産主義イデオロギーのことだろう。アメリカ

の「崇高な目的」というのは、世界の「アメリカ化」のことであった。アメリカによるアメリカの

ための「自由世界」を作り出すことであった。共産主義は全くこの「世界のアメリカ化」の敵では

あった。） 
 

危機は常に存在し続けるでしょう。国内であれ国外であれ、大きいにせよ小さいにせよ、危機に直面する

時、華々し、また金を掛けた何らかの行動によって現在のすべての困難が完璧に解決するかのような誘惑に

繰り返し駆られるものです。我が防衛力の新たな装備を大きく増やすこと、農業ではあらゆる病害を駆除す

るというような非現実的な計画の推進、基礎研究と応用研究の劇的な進展、これらの、また他の多くの可能

性は、それぞれがそれ自体としては有望で、我々が辿りたいと思う唯一の方法として提案されるでしょう。

しかしそれぞれの提案はより広い視野から比較考量される必要があります。すなわち、国家の諸計画の間の

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower


バランスを保つ必要性、私的経済と公共の経済との間のバランス、コストと期待される利益のバランス、明

白な必要性と「あれば便利」というものとのバランス、国民としての基本的な要求と国家が個人に課す義務

とのバランス、現在の施策と将来の国民福祉とのバランスです。良い判断というものは「バランスと前進」

とを求めます。それなしでは「アンバランスと失敗」という結果になります。何十年にも亘る実績は、私た

ち人民とその政府が、概して、脅威と圧力に直面しながらこれらの真実を理解し首尾よくそれらに対応した

ことを証明しています。しかし、新たな種類ないし度合いの脅威は絶え間なく起こっています。私は、これ

らの中の２つについてだけ述べたいと思います。平和を維持するための不可欠の要素は私たちの軍組織で

す。私たちの武力は強力かつ即応的でなければならず、そうすればだれも自らの破滅の危険を冒してまで侵

略しようとはしないでしょう。 

（※ ここは、具体的にはどんなことを云っているのかよく分からない。というのは少なくとも、第二次

世界大戦が起こるまでは、アメリカは平和時、常備軍をもたない国だった。建国以来、アメリカほ

ど戦争ばかりやっていた国も珍しいが、それでも平時には常備軍は削減された。それが１９４４年

１月にジェネラル・エレクトリックの社長、チャールス・ウイルソンが「我が国が必要としている

のは、永久的な戦争経済である。」と言うまでになった。アイゼンハワーはこのウイルソンの言葉

を肯定しているのか、否定しているのか、この短いことばではまるで分からない。） 
 

私たちの今日の軍組織は、平時の私の前任者たちが知っているものとはほとんど共通点がないどころか、

第二次世界大戦や朝鮮戦争を戦った人たちが知っているものとも違っています。最後の世界戦争までアメリ

カには軍事産業が全くありませんでした。アメリカの鋤*の製造者は、時間をかければ、また求められれば剣

[つるぎ]も作ることができました。しかし今、もはや私たちは、国家防衛の緊急事態において即席の対応と

いう危険を冒すことはできません。私たちは巨大な規模の恒常的な軍事産業を創設せざるを得ませんでし

た。 

訳者註 * 「鋤」は民生産業、平和産業の代名詞 

（※ 第二次世界大戦までアメリカに軍事産業が全くなかった、というのは軍需売り上げが企業の大半を

占める企業がなかった、という意味では事実である。第二次世界大戦中に兵器生産を行ったのは、

クライスラーやジェネラル・モータース、ジェネラル・エレクトリックやダウケミカル、アライド

ケミカルといった平時には民需を売り上げの主体とする企業群だった。しかし戦後気がついてみる

と、レイセオン、ジェネラル・ダイナミックスといった軍需を売り上げの大半とする企業群ができ

あがっていた。またグラマンやロッキードのように、既存企業の中でもいつの間にか軍需の売り上

げが激増した企業が増えていた。） 
 

これに加えて、350万人の男女が防衛部門に直接雇用されています。私たちは、アメリカのすべての会社の純

収入よりも多いお金を毎年軍事に費やします。 

（※ これも事実である。１９６９年、この演説からわずか 8年後、フルブライト上院議員は「ペンタゴ

ンの軍事支出はアメリカの１０％以上の人の生計を支えている。」＜１９６９年５月２０日づけ米

議会記録＞と言うまでになっている。） 
 

私たちは、この事業を進めることが緊急に必要であることを認識しています。しかし、私たちは、このこと

が持つ深刻な将来的影響について理解し損なってはなりません。私たちの労苦、資源、そして日々の糧、こ

れらすべてが関わるのです。私たちの社会の構造そのものも然りです。我々は、政府の委員会等において、

それが意図されたものであろうとなかろうと、軍産複合体による不当な影響力の獲得を排除しなければなり

ません。誤って与えられた権力の出現がもたらすかも知れない悲劇の可能性は存在し、また存在し続けるで

しょう。 

（※ ここはかなり遠慮がちな表現であろう。「誤って与えられた権力」とは直接にはペンタゴンを指す

ものと思われる。この時点で、ペンタゴンはすでに国務省、ＣＩＡなどを自らの支配下に置いてい

た。この婉曲な表現で、どれほどのアメリカ市民が事態の深刻さを認識できたであろうか？） 
 

この軍産複合体の影響力が、我々の自由や民主主義的プロセスを決して危険にさらすことのないようにせね

ばなりません。何ごとも確かなものは一つもありません。警戒心を持ち見識ある市民のみが、巨大な軍産マ

シーンを平和的な手段と目的に適合するように強いることができるのです。その結果として安全と自由とが

共に維持され発展して行くでしょう。我が産軍のあり方の根本的な変化とごく類似し、またその変化を生じ

させた主たるものは、最近の数十年間に起こった技術革命です。この革命では、研究活動が中心的なものに

なり、それはまたより計画的になり複雑化し、費用がかかるものとなってきました。着実に増加する研究予

算の配分は、連邦政府のために、連邦政府によって、或いは連邦政府の指示に基づいて実施されています。

今日、自分の仕事場で道具をいじくり回している孤独な発明家は、実験室や実験場の科学者による研究チー

ムの陰に隠れてしまいました。同じように、歴史的に、自由なアイデアと科学的発見の源泉であった自由な



大学が、研究方法における革命を経験してきました。莫大な資金が絡むという理由を一因として、科学者に

とって政府との契約が知的好奇心に事実上取って代わっています。使い古した黒板の代わりに、現在、何百

台もの新しい電子計算機があります。 

（※ 「自由なアイディアと科学的発見の源泉であった自由な大学が・・・政府との契約が知的好奇心に

事実上取って代わっています。」とは全くその通りで、原爆開発に協力したハーバード大学、シカ

ゴ大学、カリフォルニア大学、マサチューセッツ工科大学などをはじめ、１９６０年代にはいると

陸軍化学センターは、陸軍の毒ガス計画に協力している大学として、カリフォルニア大学ロスアン

ジェルス校（ＵＣＬＡ）医学部、ベイラー大学、テキサス大学、スタンフォード研究所、コーネル

航空研究所などをあげている。また陸軍生物研究所は致死性細菌―化学兵器―の実験に従事してい

る大学として、ジョンズ・ホプキンス大学、メリーランド大学、ミネソタ大学、エール大学、イリ

ノイ工科大学などをあげている。しかし、真の問題は、こうした理科系の学問分野ばかりではな

く、政治学、社会学、政治学、人類学、経済学と言った社会科学系の学問分野で、アイゼンハワー

がここで指摘しているように、アメリカ政府＝ペンタゴンからの研究資金を得て、軍産複合体制を

強化するイデオロギーや研究を各分野で拡大再生産していることだ。これがアメリカの一流大学の

教授のブランドと権威で、世界に広められ、信じられていることだ。「核抑止論」などは代表的な

例だろう。１９６０年代のはじめ、高名で良心的な経済学者ケネス・ボールディングは自身の「紛

争解決研究センター」のために国防総省から２５万ドルを得ようとした。同教授の研究は一方的軍

縮を研究目的とするためペンタゴンはまったく興味を示さず、まったく金をださなかった。これに

対してアメリカン大学の社会科学研究センターは、チリやその他の地域での反乱対策研究のための

「キャメロット計画」を扱い、数百万ドルを得ている。） 
 

連邦政府による雇用、プロジェクトへの資源配分、および財政力によるわが国の学者層への支配の可能性は

常に存在しており、このことは深刻に受け止められるべきです。 

 

しかしまた私たちは、科学研究と発見を、当然敬意を持って扱いますが、その際に公共の政策それ自体が科

学技術エリートの虜となるかもしれないという逆の同等の危険性も警戒しなければなりません。 

 

これらの、あるいは他の権力や影響力、それらには新しいものも古いものもあるでしょうが、それらを、自

由社会の究極の目標を絶えず目指しているわれわれの民主主義制度の諸原則の中にはめ込み、それらとバラ

ンスを取り、それらと統合させていくのは政治家の仕事です。 

（※ ここでアイゼンハワーが触れている「自由社会」とは、フリーエンタプライズのための自由であ

り、民主主義制度も当然限定されたものとなる。いわばマルクス主義の言葉を借りて云えば、ブル

ジュア民主主義の枠内の話である。軍産複合体はそれすらも形骸化しつつあると、警告しているこ

とになる。） 
 

バランスを維持することにおける別の要素は時間です。 

 

私たちが社会の未来を見つめるとき、私たち‐あなたと私、それに政府‐は、自らの安楽と利便のために、

未来の貴重な資源を略奪して今日だけのために生きるという衝動を避けなければなりません。 

 

私たちは、孫たちの世代に属する物質的な資産を抵当に入れることは出来ませんし、それは政治的、精神的

な遺産についても、その損失を要求することになってしまいます。 

（※ このアイゼンハワーの演説を今日から見ると、ジョージ・ウォーカー・ブッシュのアメリカ現政権

は、アイゼンハワーが危惧した通りの事態になったことが分かる。もしミルトン・フリードマン流

の新自由主義経済・市場原理主義が、究極の所、「世界のアメリカ化」なのだということが承認さ

れるならば、アメリカだけでなく世界が危機的状況を増していると云うことにもなる。） 
 

私たちは民主主義がすべての未来の世代において存続することを望んでおり、それが明日は破産してしまっ

た見せかけのものになることを望みません。 

 

まだ書かれていない歴史の長い道を下って見ると、アメリカは次のことを知っています。それは、我々の、

いっそう小さくなりつつあるこの世界は、ひどい恐怖と憎悪の社会ではなく、相互の信用と尊敬にもとづく

誇るべき同盟にならなければならないということです。 

（※ 残念ながら歴史はそうはならなかった。） 
 

そのような同盟は互いに対等な国々の同盟でなければなりません。最も弱い立場の者が、道徳的、経済的、

軍事的な力によって守られた我々と同等の自信を持って話し合いのテーブルにつかなければなりません。こ



のテーブルは多くの過去の失敗の傷跡を残していますが、戦場の悲惨な経験を理由に投げ出してはなりませ

ん。 

（※ 再び、残念ながらそうではなかったし、少なくともアイゼンハワー個人は別として、アイゼンハワ

ー政権も、そうではなかった。） 
 

相互の尊重と信頼による軍備縮小は継続する緊急の課題です。 

 

併せて、私達は意見の相違を、武力ではなく、知性と慎み深い意志をもって調停する方法を学ばなければな

りません。 

 

このことの必要性は極めて鮮明かつ明白なので、私は、この分野については明確な失望の気持ちを持ってこ

の公職を去ることを告白せざるを得ません。 

 

戦争の恐ろしさと今なお残るその悲しみを目の当たりにした者として、また、別の戦争が、かくもゆっくり

と、またかくも苦痛を伴いながら数千年以上もかけて作り上げられて来たこの文明を完全に破壊できること

を知る者として、恒久の平和が間近であると今宵皆様に言えたらと思うのですが。 

 

幸いにも、私は戦争は避けられて来たと言うことができます。究極の目標へのたゆみない前進がなされてき

ました。しかし多くのことがなされないままに残っています。一市民として、世界がこの道に沿って進む一

助となるよう、どんなわずかなことでも私のできることを続けたいと思います。 

 

大統領としての私のこの最後の挨拶で、私は、皆様方が、戦時においてもまた平時においても私に与えてい

ただいた多くの機会に感謝致します。その仕事の中には、いくつかの価値あるものを皆様が見つけていただ

けると確信しています。そのほかのことに関しては、私は、将来あなた方がより良い方法を見出して下さる

ことと思います。 

 

市民の皆さん、あなた方と私は、すべての国家が、神の下で、正義をともなった平和という目標に到達する

という強い信念を持たなければなりません。私たちが、常に確固として原則に忠実であり、信念を持ちなが

らも力の行使においては謙虚であり、国家の偉大な目標の追求においては勤勉でありますように。 

 

私は、世界中のすべての人々に向けて、アメリカの祈りを込めた不断の抱負を再度表明します。 

 

私たちは祈ります。すべての宗教、すべての人種、すべての国の人々がかれらの重要な人間的ニーズを満た

せるように、いま（仕事の）機会を失っている人々が十分にそれを享受できるように、自由にあこがれるす

べての人々がその精神的な恩恵を得られるように、自由を持つ人々はその重い責任を理解するように、他の

人々の必要に無関心なすべての人々は思いやりを学ぶように、貧困の苦しみ、病気や無知の苦しみが地球か

らなくなるように、そしていつの日にか、すべての人間が、たがいの尊敬と愛が結びつける力によって確か

なものとなる平和の中で共に生きることを。 

 

さて私は金曜日の正午に一市民となります。私はそのことを誇りに思っています。そして楽しみにしていま

す。 

 

ありがとうございました。おやすみなさい。 

 

※ 以下は、佐賀大学理工学部教授・豊島耕一氏の訳である。ご本人の了解を得て 再録させていただい

た。 

なお豊島氏のサイトは http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/Default.html であり、この原文は

http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/kb/EisenhowerAddress.html で読める。また豊島氏のブログは

http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/ である。 

※ 軍産複合体（Military-Industrial Complex）という概念は、アイゼンハワーがこの言葉を使うからあ

ったようだ。（http://en.wikipedia.org/wiki/Military-industrial_complex または 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E7%94%A3%E8% 

A4%87%E5%90%88%E4%BD%93 ）しかし、アイゼンハワーの頭にあった概念は、第二次世界大戦後、急激

にアメリカの中で成長した体制である。よくある誤解は、これを単に軍部と軍需産業界の結びつきと捉

http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/Default.html
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/kb/EisenhowerAddress.html
http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/
http://en.wikipedia.org/wiki/Military-industrial_complex
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E7%94%A3%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E7%94%A3%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93


 

える概念である。アイゼンハワーの演説草稿では、これをもともと「軍産学議会複合体」としてあった

が、大統領が議会を非難するのは拙いという理由で「議会」という言葉を削ったように、また現在では

「軍産学複合体」という言葉でも使われるように、アメリカの金融資本、産業資本、軍需産業、政府、

官界、議会、産業別利益団体、ほとんどの有名大学を巻き込んだ学界、労働界、ほとんどの有名マスコ

ミを含んだジャーナリズム界、広告・広報業界、退役軍人の団体、各州地方の利益団体、宗教界などな

どを巻き込んだ広範な概念である。その萌芽はマンハッタン計画を中心とした「核兵器開発」体制とそ

の後の展開に典型的に見られる。 

※ 段落替え、行替えは私の判断で行った。文章中の註は私のものである。色を青字に変えてある 



キリスト教の聖典である新約聖書から 

ルカ伝 ２３－３４ 
 

 新約聖書のこの部分はとても有名です。状況も、イエス・キリストが、死刑の宣告を受け、火刑に処せられる

ところで、一連の聖書のストーリーの流れの中でも、（不謹慎だと批判される言葉になりますが）いわば佳境の箇

所になります。イエス・キリストの様々な教えにもかかわらず、多くの人々が彼に刑を科すのですが、その際に

彼は、自分に刑を科した人たちを批判するのではなく、彼らを許そうとするのです。その理油は、彼／彼女たち

の多くの人たちが、「無知」であり。「真実を理解し知ろうともしない」ので仕方がないという理由からです。 

 今日の社会のいろいろな問題が解決しないのも、「多くの人たちが無知であり、本当のことを知ろうとする努

力をしないからである」と言えるでしょう。その意味でも、聖書のこの一節は、現代社会においてもとても重要

な教えになります。私はキリスト教徒ではありません。これまでの人生で、あまりにもひどい歴史や現実を知っ

て以来、「神ほど薄情なものはない」という判断をもとに、更には自分のこれまでの恵まれた人生という幸運に感

謝して、無神論者を自認しています。しかし、このイエス・キリストの教えは、志成館のこのホームページの存

在理由と同じで、「真実を知ろうという努力をしない限り、人々が幸せに暮らせる社会は実現しない」というもの

です。いつともなく私が考え行動していることが、偉大なイエス・キリストさんと共通部分があることに、喜び

を感じています。 

 ところで、どんな理由で、ここに聖書を張り付けたかわかりますか。それは現在の日本の総理大臣を中心とす

る政治家の腐敗と怠慢、企業トップの無責任、教育やスポーツ現場の退廃、映画の世界等におけるセクハラ等、

多くの力がある人上での不正行為をしている人たちは、「自分の行っていることの意味を分かっていないほど無

知である」ということと、「あなた達普通の人たちが真実を学ぼうとしないなら、世の中の悲劇はやむことはな

い」と伝えたかったからです。それにしても、多くの人々が聖書を読んでいるはずなのに、そのエッセンス＝最

も大切な部分を理解していないのだから、Oh Jesus, Oh my god !!と叫び続けなければならないのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


