自 ら の肉体 を捨 て︑
天皇 の大御心 の そ ば に帰一 す る精神 ̶̶
︒

︱三島由紀夫の自決︒元自衛官の荒谷先

は︑組織のトップを目指すエリート幹部

はあったでしょう︒幹部学校の学生たち

荒谷卓︵あらや・たかし︶
昭和 年︵１９５９︶
︑秋田県大館市出身︒武道家︵明治神宮至誠館三代目館長︶︒
元陸上自衛隊一等陸佐︑特殊作戦群初代群長︒

三島は﹁自決﹂によって
日本人の覚醒を期待した
荒谷卓・特別 イ ン タ ビ ュ ー
方総監部の幕僚たちにしてみれば︑指揮

生はあの事件のこと︑そして自衛官の野

絶を誇りとしていたわけです︒そういう

です︒当時︑彼らは口々に︑旧軍との断

野次を制止した自衛官もいました

次をどう思いますか？

官を人質に囚われたのだから反発の心情

荒谷 あの野次は当時市谷駐屯地にあっ

沙汰と言いますかね︑そもそも考え方が
間違っているということなんでしょうね︒

カルチャーの人間にとって三島は︑狂気の

︱事件のあと︑自衛隊内でアンケートを

た幹部学校の学生なんかが飛ばしたそう
︱あれが当たり前なんだと︒

取ったら︑三島さんに対する反発がずい

です︒
荒谷 市ヶ谷台でやるということは︑あ

ぶんあったようです︒
荒谷 市ヶ谷には三十二連隊という普通

最初に集まってきたのは東部方面総監部
の人間と︑幹部学校の学生なんです︒あ

科連隊も駐屯していて︑そこから駆けつ

る意味︑野次は予想されたと思います︒

そこに幹部学校がありましたからね︒東
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谷台は上級司令部とエリート学校ですか

めて共鳴したでしょうね︒ところが市ヶ

いっぱいいるわけですから︑三島とは極

思い︑死ぬ場所を探して入隊した連中が

いう人たちには︑真面目に国を守ろうと

でいうと下々の隊員なわけですよ︒そう

レンジャーの隊員だとかは︑自衛隊全体

三島と富士学校とかで一緒に訓練した

較的純粋なんですよ︒

隊員は︑自衛隊に入る動機そのものが比

る人の比率は高いと思います︒そういう

人ほど︑三島の精神に共鳴するものがあ

僕の感触から言っても︑下の階級で若い

荒谷 もちろん︒少数でしょうけどね︒

すね︒

︱そうですか！ そういう人もいたんで

ですけどね︒

じゃないか！﹂なんてやっていたらしい

逆に﹁うるさい！ 黙れ！ 聞こえない

学校の学生たちの野次で聞こえないから︑

三島がバルコニーで叫んでいるのに幹部

けた隊員は︑何だかよくわからないけど

といいますか︑ 滞 ってしまうんですね︒

けです︒そうしないと︑精神が腐敗する

られると感じたときには肉体を滅ぼすわ

たものが邪魔になって精神の発動が妨げ

随する身分だとか立場だとか︑そういっ

うけれども︑物的存在としての自己に付

その方向に向かって動いているわけでしょ

肉体を駆使できる間は当然︑心身ともに

ときもそうです︒ 志 を達成せんがために

られてきます︒これは︑武士が切腹する

紀夫が取れる可能性というのは極めて限

とを考えたときに︑身体としての三島由

名人であるということとか︑いろんなこ

ます︒
﹁作家・三島由紀夫﹂
︑あるいは著

て環境的な要因が強すぎて制約が多すぎ

えたときに︑身体というのはどうしたっ

神的な存在としての自己ということを考

が超越するという象徴的な行為です︒精

の根底というのは︑物質的な肉体を精神

的に決定していく︒そして︑その主体性

的な行為です︒自分の生死に関して主体

荒谷 切腹というのは︑死に対する主体

かったんでしょうか︒

る貢献の精神というものは尊い﹂

なんです︒
﹁帰属する社会に対す

を尽くし力を尽くす﹂ということ

言えば﹁世のため︑人のために心

あります︒それをもっとも簡単に

としての強烈な価値観が前提に

けですけれども︑ここには日本人

本は﹁君民一体のお国柄﹂とよく言うわ

宿っている性質を考えてみましょう︒日

荒谷 まず日本人のひとつひとつの魂に

ると伺いました︒

た︒いま荒谷先生も憲法を研究されてい

き︑憲法についても研究会をつくりまし

日本を予言しながらいろいろなものを書

ことですね︒さて︑三島さんは︑未来の

︱それは︑文学者や評論家には見えない

だと思いますよ︒

士道に則って実行したと︑そういうこと

というものの行動的な側面を象徴する武

しょうか︒それを三島が日本の伝統文化

いう境地だったということじゃないで

精神的な自由を勝ち取るわけです︒そう

て自ら肉体を滅ぼす︒そこから魂の自由︑

す﹂ということですけれども︑しろしめ

天皇陛下の統治というのは﹁しろしめ

ことが成り立つんです︒

天皇陛下のご存在は極めて尊い﹂という

民安かれと︑ただひたすら祈りを奉げる

ことになるわけです︒そこで︑﹁国安かれ︑

人のために心を尽くしているか︑という

そう考えたときに︑誰が一番世のため

習ではないんですね︒

獲物を先に獲った方が勝ちという社会慣

付かせ︑文化として定着させたんです︒

て人々を育て社会を育むという慣習を根

米は穫れませんからね︒稲作が︑協力し

できません︒お互いが助け合わないとお

稲作というのは︑みんなで協力しないと

ながら︑育まれてきた価値観でしょう︒

要な土台であるわけです︒

という社会的価値慣習が︑最も重

ら心情的にはかなり違っていました︒

精神が滞るということは︑﹁気﹂が滞る︑
﹁気が枯れる﹂
︑つまり﹁穢れ﹂です︒身
して︑気持ちというものが衰退していき︑

た 結 果︑非 常 に 長 い 時 間 を か け

の神勅により天孫が稲作を広め

武士が肉体を滅ぼす時とは

気が枯れて穢れる︒そういう穢れを嫌っ

こ れ は お そ ら く は︑天 照 大 神

︱あの自決というのは︑荒谷先生から見

体を保全するがゆえに精神の発動が停滞
て︑何を意味していたのか︑何を訴えた

29

▼総監部のあった建物は、いま
市ヶ谷記念館として敷地内に移
築されている。そこにいき事件
を思うにつれ、三島精神を強く
感じる

自衛官の下の階級で︑また若い人ほど
三島の精神に共鳴する比率は高かった
第二章 検証・
「楯の會」

日本人の魂は神勅により天孫が
稲作を広めた結果、長い時間、
育まれてきた価値観。
助け合わないとお米は穫れませんから。

▲稲作文化が消えてしまった時、日本は亡んでしまうのではないか

す︑きこしめす︑みそなわすと言って︑

差別なく心を知ってくれる︑差別なく聞

いてくれる︑そして差別なく見てくれる︒

日本の神社の神さまは︑みんなそうで︑

お参りに詣でた人々の心をしろしめして

くださるわけですから︒天皇陛下はまっ

たく神々しいご存在なんです︒

なぜ天皇はしろしめすだけで
統治できるのか

︱なぜ︑しろしめすだけで統治ができる

のでしょうか︒

ん︒
﹁お前こうしなさい﹂とか﹁ああし

荒谷 天皇陛下は一切︑命令はされませ

なさい﹂とか︑そういうことはおっしゃ

らない︒知ってくれるだけでなぜ統治が

成り立つかというと︑国民側が︵天皇陛

下を︶尊いご存在だと思っているからで

す︒ですから︑国民の心がそこに集って︑

自らそれを範にし︑主体的にそれに従っ

て自分の力を尽くそうとする︒天皇陛下

の万分の一でもいいから︑そのご心境に

近づいて︑自分も自分の立場で︑世のた

め人のために力を尽くそうと︑国民側が

主体的にアプローチする︒だから統治に

なるわけです︒逆に︑天皇陛下の大御心

を他人に強要するようなやり方は断じて

よくありません︒あくまで︑国民一人一

人の主体性が大事なのです︒

ですから︑日本のしろしめす統治とい

うのは︑天皇陛下の大御心と国民の側の

主体的忠義で成り立つわけです︒ここで

大変重要なのは︑天皇陛下だけいらっ

しゃっても君民一体の国は成立しないと

いうことです︒神社の神さまと同じで︑
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いうよりは行政権を持つ役人的性質に

よって法律をうまく解釈して︑自分たち

の権力を拡張しよういうことが出てくる

会に積極的に貢献しようという主体的な

が天皇陛下を尊んで︑なおかつ自分が社

果ててしまいますね︒ですから︑国民側

がいなければ︑その神社はさびれて朽ち

その神さまが尊いと思って参拝に来る人

に貢献できる形にして実行するか︒そう

心身の力というものを︑どのように社会

とが大切なんです︒そこで培った自分の

天皇陛下の大御心に副い奉るかというこ

荒谷 それをやることによって︑いかに

︱そうですね︒

天皇陛下の大御心には︑とてもなりえな

境から脱することはできないわけです︒

損得︑勝ち負け︑立身出世︑そういう心

政治という俗の仕事をしていますから︑

理大臣でも︑一門一党に偏向してますし︑

どんな立派な統領でも︑どんな立派な総

妥協するわけです︒

会が権限を持っているはずのところまで

か︑本来︑大日本帝国憲法では︑帝国議

の要求︑たとえば予算権とか編成権だと

なったわけではなくて︑政府側が︑軍側

歴史を見てみますと︑突然軍隊がそう

わけです︒

意識と行為がないと︑日本の国は成立し

るような仕組みをつくっていったわけで

その妥協を重ねた結果︑軍側が憲法の

すよ︒でもそれは︑ひとえに︑本来権限

規定を超えて︑自分たちの考えを主張す
日本の国民の大多数は︑そこは未だに

を持っている政治の立場の方がちゃんと

い︒そうした人間が精神的な中枢にはな

ちゃんとしている感じはありますよね︒

憲法に従って︑ダメなものはダメだと

れないし︑なってはいけないんです︒

大震災のときなんか︑みんなで被災者を

言っておけばいいものを︑遠慮したり︑

いう心と工夫がなければ︑いくら身体を

助けなきゃという意識が働いて︑そして

強く出る者に対して引き下がったり︑と

鍛えようが全然︑意味がありません︒

やはり︑天皇陛下がいらっしゃると本当

いうことが重大な原因だった︒統帥権が

な い︒
﹁ 君 民 一 体 の 国 柄 ﹂と い う の は︑

にありがたいと思う︒それは︑天皇陛下

そういうことだと思いますよ︒

荒谷 檄文でも︑結局︑自衛官の国家を

が本当に国民のことを思ってくださるご

だから僕は︑この三島の行動というの

思う忠誠心が天皇陛下にむかってないと

思うんです︒
﹁三島由紀夫﹂という肉体

としての気概を示したものではないかと

は︑伝統文化を防衛する立場の日本国民

を持った存在として強烈に極まり︑いっ

意味がないんだと説いていますね︒憲法

統帥権とは天皇の権限であって︑
軍の権限ではない︒

君民一体というものを示した︒
だから
﹁そ

たん精神を忠心に帰一し︑それによって

︱今回の震災で︑天皇陛下の尊さという

皇陛下の大権というものを︑自分たちの

のは世界中で起こってきたことです︒天

たちの権力志向の道具にしてきたという

行する側がそれを曲げて解釈して︑自分

あったから軍が暴走するとかというのは︑

ものはよくわかりましたね︒

組織権益のために拡大解釈したり︑本来

安易な分析だし︑正しくないと思います︒

過去︑日本の実質的な政治・政体の権

荒谷 ええ︒今回は本当に︑日本人みん

存在ということが︑みんなの求めている

勢を誇った武士団は︑武門の統領に忠誠

ながそこに気づいたんじゃないでしょうか︒

与えられているはずの権利を施行しな

ものだからそう感じるんですよ︒そこに

までも天皇の大御心のそばに帰一しよう

を尽くしますね︒その統領が天皇陛下に

かったり︒そういうところに問題があっ

だとか法律だとか︑日米関係だとか︑そ

という精神を︑国民側として強烈に顕現

対する忠誠心があるときには︑間接的に

︱さて統帥権の問題ですが︑これについて

たわけだから︑正すのなら︑そういうと

んなところに忠誠を示していたのでは︑

することによって︑日本人の覚醒を期待

天皇陛下に対する忠誠にということに

して会内の憲法研究会で討論しています︒

三島由紀夫も﹁楯の會﹂会員に問題提起を

のあとに続く者を信ずる﹂というのは︑

したんじゃないかと︑そう思いますね︒

なっていきますが︑その統領にその精神

ころを正すべきですね︒

ただ思想的にそういうことを考えるとか︑

要するに︑文化防衛というのはそうい

がないと︑そこで断ち切れてしまう︒い

暴走したんだというように言われていま

荒谷 あたかも統帥権があったから軍が

本来崇高な考えを持っているのに︑実

うことですよ︒国民の一人一人が︑天津

つの世も︑そこが政権の末期ですよね︒

すが︑統帥権というのは天皇陛下の権限

菅さんとかが来たところで心うちが違う

日嗣たる天皇陛下の大御心に帰一しよう

北条にしても︑足利にしても︑徳川にし

で︑軍隊の権限ではないわけです︒だか

ので︑受け入れられないわけです︒

という思いと行為がないと︑日本文化は

てもね︒統領が一番になってしまって︑

ら︑軍隊に何か特別の権限を与えている

日本を守るという根本的な考え方におい

防衛できないんですよ︒
﹃ 文化防衛論 ﹄

天皇陛下に対する忠誠心がなくなった途

わけではありません︒それを軍側が︑と

て不十分なんですよ︒

にもありますが︑ただお茶とかお花を

端︑日本全体としてのまとまりを欠き︑

同じようなことをするとか︑狭い意味で

やっていてもダメなんですよ︒武道だっ

社会が混乱するわけです︒残念ながら︑

はないと思います︒自らの肉体を捨てて

て︑道場で稽古しているだけじゃ何の意

歴史の教訓としては︑不当に権威を権

権威を権力として利用する者を
どう防止するか

味もないわけです︒
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政に任ずるものとして選んだとしても︑そ

の上でひたすら﹁国安かれ民安かれ﹂と

祈る天皇陛下の御存在があるのだから︑そ

のお気持ちを体してくれよと︒そうでない

功利的にパッパ︑パッパとやっちゃうもん

と︑今の経済のように︑何でも合理的に

だから︑下々の人たちがそれによってどん

な思いをして生活をしているかというとこ

なんていらないですね︒江戸時代だって

︱今のお話を聞いていると︑日本に憲法

そういうことだと思いますね︒

ろに心配りが行き届かないじゃないですか︒

はいたとしても︑その人間が本当に﹁生

ちゃんと天皇陛下がおられたんですから︒

荒谷 軍人として将軍として優秀な軍人

総理大臣でも損得︑立身出世の
心境から脱することはできない︒
天皇陛下の大御心には
とてもなりえない
信頼を置ける人間であるということは︑

き死に﹂の問題に関して全兵士が全幅の

たり︑人物であったり︒我が国の伝統文

いま現に権力を行使している組織であっ

るわけですよ︒その歪めているものは︑

ということは︑何かの形で歪められてい

そうなっていませんよね︑現実の社会は︒

はずなんだけど︑どう見ても実際的には

んていって︑国民が一番上位に来ている

がいい︒今の憲法だって﹁国民主権﹂な

防止するかと︑そういうことを考えた方

力的に利用しようとする者をどのように

と天皇陛下を比べたときに︑
﹁生き死に﹂

誰になるかわからない︒そういう人たち

荒谷 総理大臣はコロコロ変わる︒次は

︱天皇陛下ですね︒

持つべきでしょう︒

の命令を発するに値する人物が統帥権を

これは︒命令そのものというよりも︑そ

問題ですからね︑損得じゃないですから︑

値観がないといけないわけです︒生死の

社会的なコンセンサスを得られている価

は︑その命令には生死を超えたひとつの

よって決定されるわけです︒ということ

上の天皇の大権といわれるものですよ︒

帥権を持てる人ですよね︒あるいは憲法

た者が模範とするべきご存在︑これが統

る︑あるいは行政権︑指揮権を与えられ

ですから︑それについて最終的に決断でき

の生活と﹁生き死に﹂に関わってくるわけ

しかしながらそれは︑すべからく国民

治と戦争はうまく運用できないわけです︒

いう能力を持った人間にやらせないと︑政

か軍事機能を考えた場合は︑やはりそう

も万全とは言えない︒ただ︑政治機能と

けた政治家であっても︑人格的に必ずし

から︒江戸時代までは︑地方自治は中央

社会が運営できる社会慣習があるんです

荒谷 本来日本は︑成文憲法がなくても

苦心があったと︒

︱大日本帝国憲法も欧米に対する妥協と

法を作るかに多大な苦心をしたわけです︒

統精神を保守しながら︑西欧式の成文憲

相手として認めないから︑いかに日本の伝

うな政体を作らないと彼らが国際交渉の

正するためには︑西洋近代列強と同じよ

等条約を結ばれて︑その条約を平等に改

荒谷 幕末に植民地化されかけて︑不平

憲法は限りない妥協の産物

化と全く違う価値観の現憲法ですけども︑

そもそも陛下は︑しろしめすご存在なの

だから︑政治にしたって︑政治能力に長

可能性としてはきわめて低いわけです︒

その現憲法ですら︑根本的な思想は現に

そういうご存在としてどちらがふさわし

に関わる決断を命令として兵士に下せる︑

もし︑統帥権がだめだから解体したと

歪められて施行されている︒

その﹁朕が意を体せよという崇高なる精

うところまでしか言わないわけです︒でも︑

組でしょ︒そして︑その五人組が︑誰か

と︑一番下は向こう三軒両隣という五人

市は地方自治で運営されていた︒江戸だ

の地方三役等の制度があって︑地方の都

政府は直接的には管理していませんでし
指揮権は別です︒指揮権は作戦上の合

神のご存在﹂があった方が︑ないよりよっ

た︒庄屋・名主︑組頭・年寄︑百姓代等
理的な指示ですから︒だから︑指揮権は

ぽどましだと思わないのか？ というのが︑

分の心を推し量れと︑朕が意を体せよとい

いじゃないですか︒それなら即刻︑今の

組織的に軍隊の長に与えればいいので

で︑専制的な命令は下さないんですよ︒自

憲法をやめたらいいですよね︒国民主権

あって︒でも︑人間の生死にかかわる最

が今日は一銭もなくて飯も食えないと

ですよ︒
統帥権とはそういうものなんです︒

の実態なんかないでしょう︒

逆に僕が不思議に思うところでね︒政治

なったら︑必ずそのまわりの家がご飯を

いかということを考えてみたらいいわけ

︱ああ！ なるほど︒

終決断をできる人は⁝⁝

だとか経済だとかの能力のある人間を国

いうのであれば︑いまの状態だって︑現

荒谷 軍 人 は︑ふ つ う の 一 般 公 務 員 と

︱やっぱり天皇陛下ですよね︒

憲法の理想とする理屈通りになっていな

違って︑生き死にの問題を国家の命令に
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第二章 検証・
「楯の會」

やっているわけだから︑もっと大きい集

いわけですよ︒田舎はまして田んぼを

つにお米が一粒もなくても︑何も困らな

きていて︑お金が一文もなくても︑米び

話をみるし︑そうやって共助の体制がで

作ってくれるし︑病気だったらみんな世

皇のまわりに日本国民が集結して︑お互

たように︑天皇陛下を尊いと思って︑天

体として一つにまとまるには︑さっき言っ

荒谷 そうですよ︒君民一体で︑日本全

︱国民典範ですか！

日本な君民一体ですから︒

のように生涯を完遂するわけです︒お互

するのは国民なんですよ︒その国民にそ

宇を祈るのは天皇だけども︑それを実現

為宇を実現するのは国民ですよ︒八紘為

値観で社会を営んでいこうという︑八紘

いに助けあう慣習が日本の隅々にまで行

の性質がなかったらできないんですよ︒

いに﹁世のため人のため力を尽くす﹂価

き届いていたわけですから︒だから︑外

ということは︑僕は︑憲法より上位の国

団でそれをやっていた︒今のように孤独

国の連中が来たときに︑日本人はただの

体規範として︑皇室典範とともに︑
﹁国

民はかくあるべし﹂という国民典範がな

知らないと︑とにかくみんなが心から平
和を喜んでいると驚愕しているわけで

▲天孫降臨して九州に稲作を中心とする豊かで平和な農業社会を築いた神

を建設しようとした。
その心が日本人の魂の中にある。
大な統一国家
（瑞穂国）
荒ぶる神となって征した。
そして
「正しきを養い」
「慶を積み」
「暉を重ね」
た偉
みずほ

ても笑顔をみせて、
幸福な顔をしていることだった。
明治になって西欧の近

江戸時代、
外国人が日本を訪れて驚愕したのは、
日本人が礼儀正しく、
貧しく

なっていっているわけです︒欧米では︑

思想の憲法を捨てる﹂
︒素晴らしい︒

︱﹁憲法を変える﹂ではなくて﹁欧米的

いて適時適切に考えてあたれと言っても

の二つがあれば︑あとは諸処の状況にお

いいわけですよね︒

︱国防的なことは？

すよ︒でも︑明治に入って西欧との関係

くても平和な社会が営まれていたわけで

ているようなチマチマした憲法改正議論

の波が来ますからね︑そのとき︑今やっ

荒谷 そのうちまた世界的な大きな時代

荒谷 日本が本当は戦争にものすごく強

︱外国が攻めてきたら⁝⁝︒

手続きは法律で定めておけばいい︒

国民典範を作れ

をおもんぱかって︑彼らと同じ仕組みの

を考えていてもね︒僕なんかいま考えて

いのは︑本当に平和を探求するがゆえで

を守らないと思いますか︒こまごました

荒谷 憲法で規定しないと日本国民は国

憲法を作った︒でも︑もう一回考えたら

るのは︑皇室典範と国民典範︒なぜなら︑

いから︑これでやめておこう﹂と︒とこ

争でも相手の方が強かったら﹁相手が強

理的・功利的に利益を考えていれば︑戦

という正義の心が強いんです︒もし︑合

それを乱そうとするものは絶対に許さん

たちで創っていこうとしているからこそ︑

す︒それも︑主体的に平和な世界を自分

いいんじゃないでしょうか︒

日本は︑そんな契約的成文憲法を作らな

憲法を作らなければならなかった︒でも︑

やってまともにしようかという契約的な

伝統的に国民が不幸な中の社会をどう

でもいいと思いますよ︒逆に言うと︑そ

ため人のため力を尽くすということだけ

難しい話はいらないと思います︒世の

いといけないと思う︒

結局︑欧米的近代化によって物質的に

んじゃないですか︒

べたら︑日本はダントツで世界一だった

しょう︒もし︑当時の国民の幸福度を調

一人も不幸という心の顕れというものを

死だとかストレスなんかない︒当たり前

代化に追いつこうとしたが、
いつの間にか豊かな心まで変貌してしまった!?

欧米的近代化によって
国民は不幸になってきた
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は豊かになったが︑肝心な心が不幸に
武天皇は、
高天原の精神を部族抗争に明け暮れ混乱する東方に向けて遠征し、

とを言われますか︒

荒谷 三島さんに対して何かを言うとい

うことではないですけど﹁そういう精神

はまだ生きていますよ﹂とご報告いたし

ます︒第三者的に︑三島の外に立って三

ですよね︒

を糾弾していくわけ

いる日本人というの

の思うように生きて

戦後体制︑アメリカ

︱それを三島さんは︑

ですよ︒三島が一番恐れていたのはそれ

わってしまうと︑日本の国は解体するん

している︒もし日本国民の意識がそう変

正しいんだという意識に転換させようと

よりも︑自分のために生きることの方が

瀬戸際ですよ︒世のため人のためという

荒谷 本当にそこは︑文化防衛のかなり

なってきているんだなあと思います︒

ら三島を評価していてもね︒特に文学者

オリジナルとなる︑という連続性︒いく

荒谷 ﹃文化防衛論﹄でいうとコピーが

︱連続性ですね︒

のスタイルでね︒

持たない﹄継承という︑日本独特の文化

本文化は︑オリジナルとコピーの弁別を

化防衛論﹄で︑書いているような︑
﹃日

三島の精神をコピーして
オリジナルにすることが重要です

島を評価するのではなくて﹁三島の精神

荒谷 たとえばシリ

を宿している日本人がいますよ﹂
と︒
﹃文

ア 問 題 に し た っ て︑

ることが尊い﹂という国民の価値観を高

存在としての三島を語っている人が多い︒

価しているわけなんですよ︒自分の外の

んですよね︒外側にいて︑亡き三島を評

の人なんかは︑やっぱり 自 分は 自 分 な

ではないでしょうか︒

める社会制度をつくらないといけません︒

だから︑伝統的な﹁他者のために頑張

日本はアメリカがや
い﹂と言う︒ドイツ

ると言えばすぐ﹁は
なんか反対している

創造していくんですよ︑つくっていくんで

主義を嫌うんです︒

る人間は︑そんな妥協はしません︒事大

ろが︑本当に平和を創造しよう思ってい

る︒よけいに軽蔑されてしまう︒防衛問

やると言ったのに何でやらないんだとな

実には何もしない︒アメリカから見たら︑

ろが日本は﹁はい﹂と言うんだけど︑現

ているということが大事なんです︒とこ

くならないですよ︒ちゃんとものを言っ

メリカの関係が悪くなるかと言えば︑悪

であれば︑国民の側からそうした性質の

でも︑それを国家がつくらないというの

の軍隊がいないとバランスが悪いですね︒

ものとするならば︑やはり皇軍的な性質

荒谷 自衛隊の性質を日米同盟のための

はいい考えだと思いますが︑どうですか︒

︱三島さんが考えた民兵組織﹁楯の會﹂

三島の精神そのものを宿している
日本人がいますよ

時の三島をとやかく言うんじゃなくて︑

うものではないでしょうか︒だから︑当

なっていく︑そこが三島精神の継承とい

て︑コピーしているうちにオリジナルに

すから︒

ですよ︒文化として死んだということで

嫌っていた部分︑つまり﹁死んだ文化﹂

本 意でもなんでもないし︑むしろ彼 が

ニュメント︑記念碑みたいに考えている︒

僕は︑それは三島が期待したものでは

す︒日本人は︑創って行く側の立場にな

題は全部そうです︒米国から見たら︑ま

義勇軍をつくればいいのではないでしょ

す る の は 天 皇 家 だ け に な る だ ろ う ﹂と

作りも工業化して︑いずれ日本で稲作を

︱ そ う か！

軍は法的には問題ないでしょ︒

今の状態で﹁三島の精神﹂を顕現すると

そうじゃなくて︑その精神をコピーし

そんな記念碑をつくってもらうのは彼の

ないと思うんです︒要するに︑三島のモ

らないといけません︒世界の平和は日本

るで﹁やるやる﹂詐欺に見えるんじゃな

うか︒国家緊急時のための非武装の義勇

じゃないですか︒反

人が創るんだというぐらいの使命感を持

いでしょうか︒

を助け︑強きをくじく﹂を名誉としてい

︵笑︶
︒最後に︑もしと当時の三島由紀夫

対したらドイツとア

てば︑それを乱すやつはこらしめなければ

︱さて三島さんは︑﹁楯の會﹂
の会員に
﹁米

たわけであって︑相手が強ければ強いほど

言っていた︒そんな日本にしてはいけな

に何か言葉をかけるとしたら︑どんなこ

︵了︶

いうことが︑僕は重要だと思います︒

戦闘力が上がるわけです︒そういう強さ

い︒しかし︑ＴＰＰを見ていると︑そう

その手があるんですね

を武道で育成していかないといけません︒

平和というのは受容じゃないんです︒

に自分より強くても︑日本の侍は﹁弱き

いけない︒だから強いんですよ︒相手が仮

▲自衛隊体験
入隊の三島
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