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第 42 回 立命館大学の銅像（その２：末川博像、わだつみ像、及びムッちゃん平和

像）               筆者：林 久治（記載：2017 年 10 月７日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 
を記載することに心掛ける所存です。 
最近、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は、９

月 14 日から 31 日まで大阪に滞在していた。その間、立命館大学に銅像探索に行っ

た。なぜなら、ここには多数の銅像があるにもかかわらず、日本銅像探偵団の「日

本の銅像ギャラリー」と「銅像指名手配」になぜか収録されていないのである。 

前回の記事/fでは、立命館大学・朱雀キャンパスの中川会館にある中川小十郎像

と衣笠キャンパスの平井嘉一郎記念図書館にある平井嘉一郎像を紹介した。今回は

衣笠キャンパスの末川記念会館にある末川博像とアカデイミア立命 21 内の国際平和

ミュージアムにあるわだつみ像とムッちゃん平和像を紹介する。図１に、立命館大

学・衣笠キャンパスの略図を示す。なお、資料の説明を緑文字で、林の意見や注釈

を青文字で記載する。 

 

図１．立命館大学の・衣笠ャンパスの略図。本図は、２）のサイト/lより借用。 

 

（２）加藤肇さん 

今回の記事は、９月 21 日に行った銅像探索の紹介である。この日は、加藤肇さん

を誘って、彼と話しながら楽しく探索することが出来た。まず、加藤肇さんのこと

を簡単に紹介しよう。なお、彼は、大変面白いＨＰ（３）のサイト/）を書いている

ので、興味のある方は是非ご覧下さい。なお、加藤さんの奥様のブログ（自然流の

日々雑記、寧楽悠々自然流）も大変素晴らしい。奥様の「アベ政治反対」や「原発

即時廃絶」の主張は、私と同意見である。 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-41.pdf
http://www.ritsco-op.jp/shopinformation/kinugasa.html
http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/
http://natureflow1.blog.fc2.com/
http://natureflow1.blog.fc2.com/
http://natureflow.exblog.jp/
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図２．立命館大学の案内標と加藤肇さん（2017 年９月 21 日に撮影）。 

 

３）のサイト/によれば、加藤さんは 1941 年９月４日、岐阜県関市生まれで、私

と同い年である。1965 年に、京都大学理学部化学科を卒業され、大学院に進学。加

藤さんは、４回生から修士課程まで、山本常信先生（1921？-2015）の研究室に所属。 

山本研究室では卒業研究はなく、物理学科の授業に出席して基礎学力を付けられた

そうである。加藤さんは博士過程では、福井兼一先生（1918-1998：1981 年にアジ

アで初のノーベル化学賞を受賞）の一番弟子であった米澤貞次郎（1923-2008）先生

の研究室に所属されていた。 

今回、私は加藤さんと、定年後に初めてお会いした。彼は私に「我々が若い頃は、

物理化学の研究では、東大の長倉研究室が日本一活発であった」と言われた。しか

し、私は「いや、いや。福井先生の一門が日本一であった」と反論した。当時、東

大では化学科の教育は全くお粗末で、私は教授の先生方の目を盗んで物理学科の授

業に出ていた。しかし、この程度では不十分で、私は「ノーベル賞を取られた福井

先生の一門の方々には、基礎学力で敵わない。」と痛感していた。 

 加藤さんは、1969 年 2 月に尾山聡子さんと結婚され（奥様は加藤さんのＨＰで

「愚妻」の名でよく登場する）、同年３月に神戸大学理学部化学科の加藤義文先生

（？-1984）の研究室に助手として赴任。1973-1975 は、ラムゼー記念奨学生として

英国ケンブリッジ大学に留学し、A. D. Buckingham 教授 の下で研究された。加藤

http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/
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さんは教授に「研究テーマは自分で模索します。困難な問題に直面したらご相談に

のってください」とお願いしたそうである。その後、サセックス大学の McCaffery 

教授の研究室に移動して、高分解能レーザー分光による研究を始められた。 

 1975 年 9 月に帰国した加藤さんは 1977 年には助教授、1985 年には教授に昇任さ

れ、ゼロから研究を立ち上げて、分解能・波数精度で「世界一」を誇るレーザー分

子分光装置を完成し、「２原子分子のレーザー誘起発光スペクトルによる研究」で

極めて独創的な成果を挙げられた。加藤さんは 2005 年３月に神戸大学を定年退職さ

れ、４月より名誉教授になられている。その間、1981 年 4 月より二年間分子科学研

究所の客員助教授に併任された。分子科学研究所では、長倉所長の主宰するグルー

プで、加藤さんは私と共同で「化学反応への磁場効果」の研究を行った。 

 このように、加藤さんは極めて優れた研究成果を挙げられたが、彼のＨＰによれ

ば「賞罰」なしである。加藤さんが 70 才になられる時、神戸大学の事務から叙勲申

請の打診があったそうであるが、「人間に等級を付けるべきではない」と申請を断

られたそうである。一方、私はどんな低い叙勲でも喜んで受けるつもりであるが、

理研の事務からはそのような打診は未だない。今回、私は加藤さんに「定年退職後、

研究をきっぱり止められたのはどうしてですか？」と質問した。彼は「やりたい研

究を総てやれたから」と答えられた。私は「やりたい研究を沢山やり残して、定年

退職を余儀なくされた」ので、加藤さんが羨ましい。 

定年退職後の加藤さんは、悠々自適に趣味の世界で暮らしている。その模様が

「加藤肇のＨＰ（３）のサイト/）」に、面白く記載されている。先ずは、単身赴任

の神戸から奥様の待つ奈良に戻り、自慢の料理で腕を振るわれたり、奥様の母上が

作られた庭園の世話をされたり、奈良の古寺を散策したりされている。大学時代か

らの趣味のテニスは続けておられるが、定年後にピアノや乗馬を習い始められた。

大学時代の友人や奥様の親類の方々と、よく近畿地方の山々にも登られている。又、

奥様と度々、国内旅行や海外旅行を楽しまれている。 

定年直後には、加藤さんのお嬢さんが二人とも東京におられ、お孫さん達が小さ

かったので、加藤さんご夫妻は度々東京に手伝いに来られていた。最近は、二人の

お嬢さんは米国におられるので、加藤さんご夫妻はよく米国に行かれている。又、

お孫さん達が大きくなられてからは、お孫さん達が奈良に度々来られている。この

ように幸せ一杯の加藤さんにも悲しい出来事があった。それはお孫さんの一人の男

児が心臓奇形で生まれ、小さいうちに亡くなられたのである。 

このような老人生活を、加藤さんは３）のサイト/の「ブログ」で詳細に紹介され

ている。彼の口癖は「感謝、感謝」である。加藤さんの充実した生活ぶりは、老人

生活のお手本であろう。一方、私は大変ズボラで料理もしないし海外旅行も面倒で、

「うつ病」を罹ったりしているが、加藤さんのＨＰを読んで大変励まされている。 

 

 
 

図３．加藤さんの奥様のブログ（自然流の日々雑記）より。 
日本は史上最大の福島原発事故を起こし、いまだ収束できず、地球を

汚染し続ける。安倍政権は原発に固執、再稼動と新規原発も計画する

始末。原発は過去のエネルギーを”東芝の破産状態”が示しているに

も関わらず。大日本帝国を取戻す 安倍政権は過去に向かっているよ

うだ。 

http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/
http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/
http://natureflow1.blog.fc2.com/
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（３）立命館大学・末川記念会館 

立命館大学で記念会館が建設されるほどの業績を挙げられた末川博（すえかわ・

ひろし）先生の略歴を、ウィキペディアを参考にして以下に簡潔に記載する。 
1892 年：山口県玖珂郡玖珂町（現・岩国市）に生まれる。 

1914 年：旧制岩国中学（現山口県立岩国高等学校）を経て、第三高等学校を卒業。 

1917 年：京都帝国大学法科大学卒業。 

1919 年：京都帝国大学大学院法科修了、京都帝国大学法学部講師。 

1920 年：同助教授。  

1922-1924 年：ハーバード大学・プリンストン大学など欧米で法律研究。 

1925 年：京都帝国大学教授となる。民法・ドイツ法講座を担当。 

1930 年：岩波書店より『岩波六法全書』を刊行。 

1931 年：京都帝国大学法学博士（学位論文「権利侵害論」）。 

1933 年：滝川事件が起こり京都帝国大学を依願免官。 

次いで、恒藤恭とともに大阪商科大学（現・大阪市立大学）専任講師となる。 

1940 年：大阪商科大学教授となる。 

1946 年：第二次世界大戦が終結すると立命館大学が末川を学長に迎える。 

なお、京都大学も末川を学長に迎える考えであった。 

末川は立命館大学の抜本的改革に着手、憲法と教育基本法を尊重して「平和と民主主 

義」を教学理念に据えた。 

1948 年：立命館大学総長に就任。 

1949 年：理事者・評議員・専任教職員・学生・生徒からなる全学代表による総長公選制 

（初の選挙により同大学総長就任）を導入。同年、学園運営の重要事項の合意を形成す 

る。理事会・教授会・学友会・教職員組合などの全ての学園組織と学生の代表を加えた 

全学協議会制度を創設する。以降、学生・大学院生・教職員と理事会の協議の場を拡大、 

教学の民主的発展に最大の努力を行い、末川の思想に基づき「立命館民主主義」と呼ば 

れる学園運営を行う。 

1950 年：平和問題談話会発足時には主要メンバーとなる。日本学士院会員に選任される。 

1953 年：わだつみ像を立命館大学で受け入れることを決定する。 

1960 年：「民事法学辞典」を編集。 

1969 年：立命館大学総長を退任。 

1970 年：立命館名誉総長となり、その後も立命館の発展のため力を尽くす。同年、京都市 

名誉市民となる。 

1977 年 2 月 16 日：84 歳で逝去。 

1983 年：立命館大学・末川記念会館が完成。（本記念館の場所は、図１に記載。） 

 

図４．末川記念会館の入口。 
末川は民法学の泰斗である我妻

栄に並び「東の我妻、西の末

川」と称される関西の民法学の

雄であった。末川の極めて大き

な社会的業績として現在の六法

全書の形を作り上げたことが挙

げられる。末川が六法全書を刊

行する以前にも六法全書という

名の付いた法規集が刊行されて

いたが、それらは非常に高価

で、さらに民法、商法などに分

冊された形式で大変不便であっ

た。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1892%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%96%E7%8F%82%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%96%E7%8F%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%9B%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/1914%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%B2%A9%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1_%28%E6%97%A7%E5%88%B6%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/1917%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91%E3%83%BB%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1919%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1920%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%81%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%AB%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%A0%E3%81%A4%E3%81%BF%E5%83%8F
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（４）末川博先生の銅像 

 図５上に示すように、末川記念会館の１階にある「末川博メモリアルルーム」に

は、末川先生の銅像が置かれ、銅像の左右に「先生の書斎」と「先生の応接室」が

再現されている。この銅像は、日本銅像探偵団の「日本の銅像ギャラリー」と「銅

像指名手配」には、なぜか収録されていない。図５下に、末川像の拡大写真を示す。 

 
 

 
図５．「末川博メモリアルルーム」に展示されている末川博先生の銅像。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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図６．末川博像の下に貼られている銘板。本像は、1963 年に村上炳人が製作。 

 「末川像」や次節で紹介する「ムッちゃん平和像」を製作した村上炳人（へいじ

ん）の経歴は、５）のサイト/lに記載されている。その経歴を、本稿末に転載する。 

 

（５）わだつみ像とムッちゃん平和像 

 図１に示すように、末川記念会館の近くに「アカデイミア立命 21」がある。その

中に、「国際平和ミュージアム」があり、そこに「わだつみ像」と「ムッちゃん平

和像」が展示されている。これらの銅像も、日本銅像探偵団の「日本の銅像ギャラ

リー」と「銅像指名手配」には、なぜか収録されていない。 

 「アカデイミア立命 21」の建設目的を、６）のサイト/lは次のように説明してい

る。立命館大学は、21 世紀への飛躍を目指す学園創造のために、学術・文化・国際化の発

信基地として 1992 年に「アカデメイア立命 21」を建てました。本館には「国際平和ミュ

ージアム」（地下 1 階・1 階・2 階）の他に、「孔子学院」（2 階）、立命館大学教員の個

人研究室（3 階・4 階）が配置されています。（本文は、８ページに続く。） 

 
図７．「国際平和ミュージアム」の入口 

http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10557.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/museum/other.html
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図８．立命館大学の「国際平和ミュージアム」に展示されている「わだつみ像」。 
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 図７に、「国際平和ミュージアム」の入口の写真を示す。玄関には階段の上に、

「わだつみ像」が直ぐに見える。しかし、この像は回りから光が入っており、極端

な逆光状態で写真撮影は難しかった。図８に、私が撮影した「わだつみ像」を示す。

本像の建立と立命館に設置した経緯を、６）のサイト/lは次のように説明している。 
「わだつみ」とは、「わたのかみ」と同義で「海をつかさどる神」を意味します。1949 年

10 月 20 日、東京大学協同組合出版部から『きけわだつみのこえ』という戦没学生の手記

が刊行され、広く普及されました。「わだつみ像」はこの刊行収入をもとに戦没学生記念

会（通称「わだつみ会」）が計画したもので、本郷新氏の作品です。当初、東京大学構内

に設置する予定でしたが、朝鮮戦争さなかの 1950 年 12 月 4 日に評議員会が拒否、その背

景には日本を占領していた連合軍の意向も働いたと言われています。東大では「わだつみ

像設置拒否反対集会」が開かれましたが、結局、設置場所は定まらず、「わだつみ像」は

本郷氏のアトリエに置かれることになりました。1951 年、立命館大学の末川博総長が「わ

だつみ像」を引き受ける意思を表明したことをきっかけに、学内外からの強い支持も寄せ

られ、1953 年 12 月 8 日、太平洋戦争開戦の記念日に立命館大学での建立除幕式を迎える

に至りました。翌 1954 年からは、12 月 8 日前後に「わだつみ像」の前で「不戦のつど

い」が開かれるようになり、立命館の伝統行事として今日まで続いています。 

 なお、1969 年に立命館大学全共闘によって、像が破壊された。1976 年に、わだつ

み像は再建立され、1992 年に「立命館大学国際平和ミュージアム」の開館に伴い展

示場をここに移動され、現在に至っている。 

 

 
図９．「わだつみ像」の碑文。 

 

 「わだつみ像」の手前には、末川総長が書かれた碑文が置かれている。その写真

を図９に示す。「像と共に未来を守れ」と題する碑文は、次のように書かれている。 

http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/museum/other.html


 9 

未来を信じ未来に生きる。そこに青年の生命がある。その貴い未来と生命を聖戦という美

名のもとに奪い去られた青年學徒のなげきと怒りともだえを象徴するのがこの像である。

本郷新の制作。 

 なげけるか いかれるか はたもだせるか きけ はてしなきわだつみのこえ 

この戦歿学生記念像は廣く世にわだつみの像として知られている。 

 一九五三年一二月八日 立命館大学総長 末川博記す 

なお、「わだつみ像」の作者である本郷新（1905-1980：札幌生まれ）を記念した

「札幌彫刻美術館」にも本像が展示されている（７）のサイト/）。しかし、日本銅

像探偵団の「日本の銅像ギャラリー」と「銅像指名手配」には、札幌市の本像が収

録されていない。本郷新の経歴は、７）のサイト/に記載されている。 

本像脇から室内の「ムッちゃん平和像」が見える。この階は、「１階ラウンジ」

と呼ばれている。私は、「わだつみ像」の勉強中に、「ムッちゃん平和像」の存在

を初めて知った。現在では、先の大戦も遠くなり、本像への関心は全く失われてい

る。本像の写真を、図 10 に示す。本像の拡大写真と説明板の写真を次ページの図

11 に示す。 

本像の建立の経緯は、図 10 下の説明板に記載されている。総務省のＨＰには、

「一般戦災死没者の追悼」の欄に、大分市平和市民公園内「ワンパク広場」に「ム

ッちゃん平和像」が 1983 年８月 12 日に建立された経緯（８）のサイト/l）が記載

されている。この文を読むと、防空壕で一人さびしく死んでいった「ムッちゃん」

と、世界各地で同様な気持ちで亡くなられた多くの戦没者の方々のお気持ちを察す

ると、胸が痛む。この文も、本稿末に転載する。なお、日本銅像探偵団の「日本の

銅像ギャラリー」と「銅像指名手配」には、大分市の本像が収録されていない。 

 
図 10. 「国際平和ミュージアム」に展示されている「ムッちゃん平和像」。 

http://www.hongoshin-smos.jp/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.hongoshin-smos.jp/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/virtual/memorialsite/ooita_ooita_001/index.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
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「ムッちゃん平和像」建立の契機となった手記を書いた主婦の中尾町子さんは、

1982 年に「ムッちゃんの詩」という題の児童文学作品を出版した。本書を原作とす

る映画が 1985 年に作られている。９）のサイト/には、本映画のあらすじが書かれ

ている。その文も、本稿末に転載する。 

１階ラウンジの東西壁面には、手塚治虫（1928-1989）が描いた「火の鳥」の壁画

が展示されている。その由来を、６）のサイト/lは次のように説明している。 

図 11. 「国際平和ミュー

ジアム」に展示されている

「ムッちゃん平和像」。 

上：拡大写真 

下：説明板 

https://movie.walkerplus.com/mv17445/
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/museum/other.html
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これは、手塚氏が「火の鳥」に込めた恒久平和の願いと、国際平和ミュージアムがめざす

平和実現への決意には共通したものがあることから展示しています。 

東壁面の「火の鳥」は「過去」を表し、戦禍による人類の未曾有の苦しみと悲しみを語り、

また西壁面の「火の鳥」は「未来」を表し、平和への希求と実現を呼びかけています。そ

して両者の間の空間を「現在」とし、常に平和を考えるラウンジとなっています。 

 
 

 
図 12. １階ラウンジの壁面に描かれた「火の鳥」（手塚治虫作）、上：東壁の

「過去」の図、下：西壁の「未来」の図。 
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（６）今回の銅像探索の感想 

 私（林）は、今回の銅像探索で、立命館大学で多くの銅像を見学した。「末川博

先生の銅像」を見て、戦前・戦後を通じて、自由と平和を追求された末川先生の逞

しい生涯に接し、大変感動した。また、私は「わだつみ像」と「ムッちゃん平和

像」を見て、「先の大戦で、戦陣に散り，戦禍にたおれた多くの方々のお気持ち」

を察し、心から追悼の念を抱いた。 

 「世界から戦争の惨禍を無くすこと」は我々人類の共通の願いであることは当然

である。しかし、世界には好戦的な勢力が存在することも動かし難い現実である。

先の大戦から現在までの、代表的な好戦勢力を以下に指摘してみよう。 

①米・英・仏・蘭・露などの欧米列強：アジア・アフリカの殆ど総てを植民地とし、

原住民を搾取し虐殺した。 

②米国のルーズベルト大統領：参戦を好まない米国民を騙し、日本には無理難題を

吹きかけて戦争を挑発した。その結果、日米で数百万の人々が戦争の犠牲となった。 

③ソ連のスターリン書記長：日ソ中立条約を一方的に破棄し、満州国や日本の北方

領土を強奪し、数万の日本人捕虜をシベリアに拉致し強制労働を強いた。 

④シナの毛沢東政権と蒋介石政権：内戦を起こし、多数の自国民を殺害した。 

⑤朝鮮の金日成首相と李承晩大統領：内戦を起こし、多数の自国民を殺害した。 

⑥南ベトナム政府と米国：ベトナム国民の独立運動を抑圧し、多数のベトナム国民

を殺害し、多数の若い米兵が戦死した。 

⑦米国とイスラム勢力：同じ神様を戴きながら、互いの宗教を邪教と見なし、世界

中を巻き込んで戦争に明け暮れている。 

⑧：北鮮の金王朝：自国民を虐待しながら、核兵器とミサイルの開発を断行し、周

辺諸国を威圧している。日本国民を多数拉致していることは、許し難い戦争行為で

ある。 

 先の大戦後、米国は東条大将らを戦争犯罪人として処刑した。降伏した敗戦国の

元首相らを戦勝国が処刑することは、明らかに国際法違反である。もしも日本の元

首相らに犯罪行為があったのなら、日本国が裁くべきである。（フセインは、イラ

ク政府による裁判で死刑になったはずである。） 

先の大戦で、日本が米国と戦争をして、自国民に数百万の戦死者と戦没者を出し

た事は悲しい事実である。しかし、私は「当時の戦争はいけなかった」と単純には

言えない。米国からあのように脅された時、日本はどうすれば良かったのであろう

か？「ハイ、ハイ。あなた様に従います」と言って、米国の要求を 100％飲むべき

であったのであろうか？独立国として、そんな事は出来なかった。 

私は「だが、東条大将が率いる大日本帝国政府が 100％正しかった」とも言い難

い。私は「当時の日本政府の対応にもまずかった点が多い。ヒットラーの初戦の大

勝利に日本が舞い上がって、独・伊と三国同盟を締結したことが間違いの元凶であ

った。むしろ、日本は狡猾に欧州戦争には不介入・中立を堅持して、漁夫の利を狙

うべきであった」と考えている。 

 それでは「お前は、日中戦争をどのように考えているか？」との質問が来そうで

ある。私は「現在の基準で、戦前の戦争を批判してはいけない。この観点から、私

は日中戦争を次のように考えている」と言いたい。 

①満州国は、1911 年の辛亥革命でシナ本土から追われた満州民族が、彼らの故郷に

建国した民族自立の国家である。その満州国の発展を、日本が支援したことは間違

っていない。 
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②日支事変は、日支間の条約をシナの蒋介石政権が一方的に破り、在支邦人を虐殺

したことが発端である。当時の常識では、彼らの違法行為を日本軍が膺懲する権利

があった。 

③南京事件は、米国が自ら犯した原爆の大参事から、世界の目をそらせるために、

シナと共謀して捏造した事件である。当時の南京では、敗北した蒋介石軍が軍服を

便衣に着替えてゲリラ化したことが、騒動の原因である。日本軍にも行き過ぎがあ

り、それを日本の新聞が仰々しく報道したことは、日本側の失策であった。 

④先の大戦の終戦直前には、シナの日本占領地は日本軍により治安がよく保たれて

いた。その証拠に、李香蘭の上海公演は日支両国民で満員の盛況であった。終戦直

後には、負けていた蒋介石軍が、勝っていた日本軍の武装を解除したので、大きな

混乱が生じた。 

 

考参資料 

１）のサイト：日本銅像探偵団 

２）のサイト：http://www.ritsco-op.jp/shopinformation/kinugasa.html 

３）のサイト：http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/ 

４）のサイト：自然流の日々雑記、寧楽悠々自然流 

５）のサイト：http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10557.html 

６）のサイト：http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/museum/other.html 

７）のサイト：http://www.hongoshin-smos.jp/ 

８）のサイト： 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/virtual/memorialsite

/ooita_ooita_001/index.html 

９）のサイト：https://movie.walkerplus.com/mv17445/ 

 
村上炳人氏の経歴（７）のサイト/より転載） 
二科会理事の彫刻家村上炳人（へいじん）は 1997 年 3 月 28 日午前 2 時 18 分、脳こうそ

くのため京都市西京区のシミズ病院で死去した。享年 81。大正 5（1916）年 2 月 25 日、

富山県高岡市佐野の浄土真宗の寺に生まれる。本名丙（あきら）。昭和 8（1933）年富山

県立工芸学校（現・富山県立高岡工芸高等学校）を卒業して上京し、平櫛田中の内弟子と

なる。同 9 年日本美術院春季展に初入選。同 12 年第 24 回院展に「鹿」で初入選し、以後

同展に入選を続け、同 17 年 9 月院友となる。同 12 年より 15 年まで、および同 18 年より

21 年まで戦地に赴く。帰国後、京都に住んで古社寺をめぐり彫刻研究を進め、一方、連年

院展に出品を続けた。同 24 年第 34 回院展に「青年像」を出品して奨励賞、同 25 年第 35

回同展に夫人をモデルにした「婦女像」を出品して同じく奨励賞を受賞。同 28 年の同展

小品展でも奨励賞を受賞している。この間、同 28 年より 29 年まで石井鶴三の主導による

法隆寺金堂の復元事業に参加。院展には第 43 回展まで連続入選するが、抽象彫刻への興

味が高まり、同 32 年「献水」を院展に出品したのを最後に同 34 年、日本美術院を退会し

て二紀会に参加し、以後、同展に出品を続けた。同 36 年第 15 回二紀展に「道化」「人間

模様」を出品して同人優賞受賞。同 30 年代から 40 年代にかけて抽象彫刻の研究を進める

一方で、同 36 年より 38 年まで大阪四天王寺金堂本尊救世観音菩薩像を、引き続き同 39

年より翌年まで同寺八角大灯篭を制作するなど、古典的仏教彫刻や具象的な作品も制作し

ている。同 48 年第 27 回二紀展に「つめこまれたちえぶくろ」「文化人間」を出品して菊

花賞受賞。同 50 年代には再度具象的な表現にもどり、抽象彫刻で培った幾何学的な形態

の構成力をもとに、対象のかたちを再構築する作品を制作。同 52 年二紀会評議員となり、

同 55 年二紀会理事となった。この間、同 54 年東京都銀座の和光ホールで第 1 回目の個展

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.ritsco-op.jp/shopinformation/kinugasa.html
http://web1.kcn.jp/kansha-kansha/
http://natureflow1.blog.fc2.com/
http://natureflow.exblog.jp/
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10557.html
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum/museum/other.html
http://www.hongoshin-smos.jp/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/virtual/memorialsite/ooita_ooita_001/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/virtual/memorialsite/ooita_ooita_001/index.html
https://movie.walkerplus.com/mv17445/
http://www.hongoshin-smos.jp/
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9556.html
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9309.html
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を開催。同 57 年京都朝日新聞社の朝日画廊で個展を開催する。同 59 年第 38 回二紀展に

化粧する舞妓をモティーフとした「esquisse」を出品して文部大臣賞を受賞。同 61 年東

京銀座和光で第 2 回個展、平成 5 年には同所で第 3 回個展を開催した。抽象彫刻を制作し

はじめてから、公共空間のための作品やモニュメントをも手がけ、富山市制 80 周年記念

のための壁面彫刻「め」（昭和 55－56 年）、大分市平和祈念像「ムッちゃん」（同 57－

58 年）、尼崎市近松公園の「近松門左衛門像」（同 60－61 年）、大分市総合彫刻「宇宙

曼荼羅」などの作例がある。平成 8 年 7 月、郷里の高岡市美術館で「村上炳人展 日本の

心を刻む造形への執念」展が開催されている。逝去は同展準備中のことであった。 

 

「ムッちゃん平和像」の経緯（８）のサイト/lより転載） 
この「ムッちゃん平和像」は、昭和五十二年に毎日新聞社大阪本社が企画した戦争体験

記（終戦三十三回忌の夏）に、京都府宇治市の主婦中尾町子さんが疎開先の大分市で出会

った少女「ムッちゃん」の思い出の手記を投稿し、それが記事として掲載されたことが建

立のきっかけとなりました。 

 横浜で両親と弟を戦災で亡くし、大分のおばさんを頼って疎開していたムッちゃん（当

時十二歳）は、結核を患い飢えと孤独の苦しみの中、昭和二十年の終戦直後、西大分駅近

くの防空壕の中でひとり寂しく死んでいったという。 

 この戦争悲話は、全国的な反響を呼ぶこととなり、ムッちゃんの記念像建立にと各地か

ら約六百五十万円の寄付金が寄せられ、その平和を願う多くの浄財により、昭和五十八年

八月十二日、ここ平和市民公園ワンパク広場に「ムッちゃん平和像」（村上炳人）が建立

除幕されました。 

 二度と戦争による悲惨な惨禍を繰り返さないためにも、この平和像建立を機に平和への

誓いを新たにするとともに、平和像が恒久平和のシンボルとして皆様に愛され、そして平

和の輪がさらに広がることを願っております。 大分市 

 

映画「ムッちゃんの詩」のあらすじ（９）のサイト/より転載） 

昭和 20 年横浜。小学校 6 年の山下睦子は父の出征後、食堂で働いて一家を支えている

母にかわり、小さい弟・勝の面倒を見ている。母は父の戦死の知らせを信じようとせず、

一家は疎開しないで父の帰りを待っていた。近所の子供は、皆学童疎開に行ってしまい、

睦子の友達は、母を焼夷弾で亡くし弟と父親の帰りを待っている同い年の正一だけである。

5 月 29 日、横浜大空襲で母と弟を亡くした睦子は、大分の伯父夫婦を頼って出発した。だ

が、大分に着くと伯父夫婦はすでに亡く、唯一人の従姉・香代に面倒をみてもらうことに

なる。香代は料亭の住み込み女中をしており、睦子を置いてもらうかわりには座敷に出て

客の相手をしなければならなかった。彼女には海軍下士官の島崎という恋人がいた。ある

日、睦子が血を吐いた。肺結核だった。香代は睦子を近くの防空壕に隔離する決心をした。

一日中防空壕に横たわっている睦子にとって空襲が唯一の楽しみだった。そんな中、彼女

は京都から疎開してきた町子という少女と知り合い「ムッちゃん」「マコちゃん」と呼び

合う仲良しになる。ある日、睦子は近所のトマト畑で、トマトを盗みにきた朝鮮人、金ビ

ョンホと出会う。金は強制労働のため日本に連れてこられたのを逃亡してきたのだ。密か

に二人の交流が始まるが、彼はやがてトマト泥捧で捕えられてしまう。7 月 16 日大分大空

襲の夜、香代が死んだ。面倒を見てくれる人がいなくなり、睦子の容態は急速に悪化した。

終戦になり、町子は睦子を訪ねるが、睦子はお手玉を託し、息をひきとった。終戦で釈放

された金は、睦子の死を知り遺体を乗せた大八車に泣きすがるのだった。 

http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10557.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/virtual/memorialsite/ooita_ooita_001/index.html
https://movie.walkerplus.com/mv17445/

