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１．はじめに 

戦後60余年、日本国憲法施行60年の節目となる2007年、憲法改正の是非を問う国民 

投票法が成立した。今後、憲法改正論議が本格化、2010年以降、国民の判断に委ねられる 

状況が現実となる。議論の焦点は第９条・戦争の放棄となると思われるが、その制定過程 

や本質について十分に把握している有権者がどれだけいるであろうか｡  

翻って、現シルバ－･カレッジ学生の我々にしても、大多数の学生が昭和10年代に生を 

受け、太平洋戦争直後は幼少期にあたり、占領期に構築された次の３つの重要なシステム 

(1) 日本国憲法   (2) 対日講和条約･日米安全保障条約   (3) 経済復興 

の真相について知る由もなく、また、これら戦後システムの恩恵に浴してきたにも拘らず、 

十分な教育を受けた者が少ないのではないだろうか。 

白洲次郎(図 1･1)は、日本再建の出発となる上記戦後体制構築を主

導した、時の外務大臣、後の大宰相･吉田茂の懐刀として、占領期の連

合国軍総司令部(ＧＨＱ)のマッカーサー元帥を初めとする幹部と堂々

と対峙し、「黒子的存在」で活躍した日本近代史に銘記すべき人物であ

ろう。 

最近、白洲次郎に関する書物やドキュメンタリー放送で、憲法制定

の生き証人、占領を背負った男などと業績面での評価、および、プリ

ンシプルの男、風の男などと人間としての品格の評価が注目され、評

判を呼んでいる。グループ員一同は、白洲次郎が新しい日本の再建の

出発にどのように関わったのか、また、どのように立ち回ったのかを

紐解く中で、憲法制定をはじめとする戦後体制構築の歴史的事実を知

り、将来の改憲論議において、日本のとるべき針路を誤らないための

一つの判断材料を学習することを目的にした。また、白洲次郎がプリ

ンシプルを持って行動した人格が如何に形成されたのか、その背景を

学び、本来、日本人が有する資質を改めて認識することにより、自信

を喪失した最近の日本人に何らかの刺激になるのではないかと考え、

学習することをも目的とした。 

本論を進めるにあたって、調査、情報の収集には第三者の判断を鵜呑

みにするのではなく、できるだけ一次情報に近い位置まで迫って我々

の頭で考え、分析･判断しようとの合意のもとにグループ活動を行っ  図 1･1 白洲次郎 

た。                              (上:40歳(7)、下:49歳(6)) 

そして、情報の記述の相違、疑問、未知な点を把握し、できるだけ正し 

い情報を得るため、フィールド・ワークで検証した。 

 本報告の構成は以下のとおりである。 

第２章で、まず、戦後体制構築の真相の考察と、白洲次郎がどんな働きをしたのかを業 

績を中心に述べ、第３章で、この働きが出来た白洲次郎の人格形成の背景、吉田茂との絆 

の背景、第４章では、我々が学ぶに値するプリンシプルに基づく行動をまとめた。そして、 

第５章では、フィールド・ワークで知り得た幾つかの新事実や謎の解明を成果としてまと 

めた。 
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２．白洲次郎の戦後体制構築における貢献 

２.１ 戦後占領下から主権回復に到るまでの白洲次郎の役割 

２.1.1 日本国憲法制定の過程での白洲次郎の役割(2)(3)(6)(41)～(48)(70)(71)(74)(75) 

日本国憲法が制定された過程を調査し、表 2･1 に示すように、当時の世界の動き、米国政府･

連合国軍総司令部(ＧＨＱ)の動き、それに対する日本の対応を併記した年表を作成した。この

年表から、憲法制定に関して、敗戦国としての日本側と占領側のＧＨＱ、米国の動きが分かる。

以下、主要な関心事項と白洲次郎が果たした役割に着目してまとめてみた。 
 
(1) 終戦直後、日本の動きとＧＨＱの方針 

日本の戦時体制の一掃、国政の根本方針の転換を要求するポツダム宣言を受諾したにも拘わ

らず、終戦直後の東久邇首相等当時の日本政府は明治憲法の改正に着手する考え方がなかった。

これに対して、マッカーサーは憲法改正の重要性を東久邇に通知、政府部内で地味ながら憲法

検討作業が自発的に進められていたが、憲法を根本的に修正あるいは改正しようという意思が

なかったようである。そこで、1945･10･04、マッカーサーが近衛文麿国務大臣に憲法改正作業

を指示、近衛は天皇から内大臣御用掛に任命され、佐々木惣一京大教授(憲法学)と憲法改正作

業が宮中主導で進められた。白洲次郎は、ＧＨＱの空気を察し、近衛に対し、急ぐよう進言し

ているが、佐々木は法律学者の立場から純粋に憲法の検討を行おうとしたため作業の進捗がは

かばかしくなかった。その中、戦犯の疑いが出てきた近衛が憲法改正作業を主導するのは不適

当という米国の世論を考慮したマッカーサーが指示を撤回。明治憲法の大幅な変更の必要性を

認識した近衛案はまぼろしの作業となった。しかし、憲法改正作業は、最初は、日本人の手で

自発的に取り組まれたと言える。 

 

(2) ＧＨＱが期待した憲法の自主的制定と日本側の動き 

1945･10･11 幣原首相はマッカーサーと会談。マッカーサーは「五大改革指令」(婦人参政権･

労働組合結成奨励･教育制度改革･秘密警察などの廃止･経済機構の民主化)とポツダム宣言履行

に伴う憲法改正を言明した。マッカーサーは米国の初期対日方針により、間接統治方針を貫き、

日本政府主導で作業を進めるよう促したのである。 

これをきっかけに、10･25 日本政府の「憲法問題調査委員会」(商法学者･松本烝治国務大臣

が委員長、松本委員会)がスタート。松本は「松本四原則」(天皇の統治権･議会権限の拡大･国

務大臣の議会に対する輔弼責任･臣民の権利自由の保護)を基に多少改正の意思ありとしたが、

作業の怠慢さが指摘されていた。 

1946･1･1 天皇が自らの神性を否定するいわゆる「人間宣言」を発表。しかし、相変わらず、

天皇の統治権･皇位継承権･神聖性･元首性を宣言する明治憲法の最初の 4 か条は全く変更しな

い姿勢であった。これを1946・2・1に毎日新聞がスクープ記事として掲載。 

一方、日本の各政党や多数の民間の憲法草案が発表され、ＧＨＱではそれらを密かに研究し

ており、また、欧米諸国の憲法も調べる等、世界の潮流に沿った理想的憲法を検討していた。

しかも、民間の憲法草案の中にはＧＨＱの考えに近い思考様式の案、憲法研究会(鈴木安蔵等)

の「憲法改正案要綱」もあり、ＧＨＱは松本委員会の草案に期待を抱いていた。 
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(3) ＧＨＱのあせりと「マッカーサー３原則」に基づく「ＧＨＱ草案」の提示 

ＧＨＱは日本政府の考え方が予想以上に旧態依然であることに少なからず衝撃を覚えたよ

うである。また、マスコミの論調が日本政府案を批判していたことから、国民の意識とも大き

く乖離しており、受け入れに値しないと確信。 絶対主義的天皇制を温存し、単に、天皇の下に

おける民主主義という偽装に過ぎないと結論を出した。そこで、憲法改正案が日本政府から正

式に提出される以前に、日本政府に対して指針を示す方が、やり直しを命じて強制するよりも、

戦術として効果的と判断した。 

ＧＨＱにとって憲法制定を急がなければならない重大な状況があった。２月 26 日に「極東

委員会」の発足が予定されていたからである。マッカーサーは1945･9･27 に天皇と会見し、天

皇制の温存をする方針であったが、極東委員会が発足すれば天皇訴追の動きが厳しくなる。極

東委員会発足までに日本が自主的に制定したという既成事実を作ろうとした。 

そこで、1946･2･3 マッカーサーノート(マッカーサーの３原則) を提示、「ＧＨＱ草案」を一

週間で作成するように指示、1946･2･10 に作成を完了した。 

1) 天皇制の問題：天皇は国の元首の地位を与えられるが、その職務と権限は、憲法に 

従って行使され、国民の基本的意思に応える。 

2) 戦争放棄    ：戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否定、そして安全保障を「今や世 

界を動かしつつある崇高な理想に委ねる」 

3)  封建制度の廃止 

 

「ＧＨＱ草案」は、今日の世界各国の民主主義憲法の特性を

十分に採り入れていた。 

 日本政府は、ＧＨＱのこの動きを全く知らず、1946･2･8に

憲法改正要綱を提出していたが、1946･2･13 外務大臣官邸に

ＧＨＱの民政局長ホイットニーと起草委員会の運営委員会委

員の民政局行政課長ケーディス、マイロ･E･ラウエル、アルフレッド･ハッシー(ともに法律家)

が乗り込み、まず、松本案の受け取りを拒否、「一週間で作成したＧＨＱ草案」を手渡した。

日本側の出席者は、吉田茂、白洲次郎(吉田の個人的補佐官)、

松本烝治、外務省の長谷川元吉である。日本側はこうした強

硬な姿勢で、しかも独自の草案を提示してくるような事態を

予想もしていなかった。その内容は、日本政府が考えていた

案とは全く性質を異にし、天皇の地位･戦争放棄の考え方につ

いては、到底受け入れることが不可能な内容であった。日本

側は受け入れの意思を保留、幣原首相らと内容を検討、日本

政府としては、松本案で作業を進めたいとして、1946･2･15、

白洲次郎は松本委員長等政府の意向を受けて、「Jeep Way    図 2･1 Jeep Way Letter 

 Letter」（図2･1）（ＧＨＱ草案と松本案は、同じ目的をめざ  (上：白洲次郎の発信文(7) 

しているがＧＨＱの道は直線的、直接的なもので、非常にア   下：松本委員長の発想図(9)) 

メリカ的です。  

松本案の道は回り道で、曲がりくねり、狭いという、日本的なものにならざるを得ません。Ｇ

ＨＱの道はエア･ウエイ、松本案の道はでこぼこ道を行くジープ･ウエイ）をホイットニーに発

信。その後、「憲法改正案説明補充」を提出したが、受け取りを拒否され、1946･2･20 までに受

け入れなければＧＨＱが直接国民に発表すると迫られた。 

 

 

                   ４ 



 

 

1946･2･21 の幣原とマッカーサーの会談では、象徴天皇制（人民主権）･戦争放棄がＧＨＱ草案

の要点であり、この要求を受け入れない場合、間近に迫る極東委員会が開催されれば、天皇の

安泰を保障することが困難になるという趣旨を述べた。幣原は翌22日、吉田とともに天皇に謁

見し、事情説明。そして、2月 22日の閣議で受け入れ決定。この時点でも、日本政府はＧＨＱ

草案の一章と二章しか翻訳を完成していなかった。 
  

(4) 「憲法改正草案要綱」完成での白洲次郎の働き     

ＧＨＱ草案を下地にしながら、可能な限り日本側の考え方を取り入れて草案を作成すること

になり、1946･2･26 から作業が始まり、3月 2日案を完成。3月 4日に松本烝治・佐藤法制局長･

白洲次郎と翻訳官小畑薫良がＧＨＱに赴き、提出。3 月 4 日と 5 日の両日、日本政府とＧＨＱ

の間で逐条的に翻訳すると同時に即座に折衝が行われ、合意に達した部分はその都度待機して

いる閣議にかけて確定するというやり方で、昼夜を分かたず作業が行われた。冒頭から、前文

の省略、天皇の地位の淵源の記述の簡略化、内閣の輔弼の表現の不変更などで松本とケーディ

スが激論、平行線のまま、松本はこの場から去り、後は佐藤が折衝の中心となり、白洲次郎も

獅子奮迅の努力をした。ただ、重要な点は全てＧＨＱの意見を採り入れざるを得なかった。そ

して、「憲法改正草案要綱」（3 月 6 日案）が完成。これを日本政府の自主的な案とするため、

「日本国民の総意を基調として憲法に改正を加えた」とする勅語とともに公表した。そして、

マッカーサーは、これを全面的に支持するとの声明を発表。このときの悔しさについては、外

務省の1946年 3月 7日の白洲手記にある。即ち、「原則・根本方式は絶対不変たるべし」と厳

命され、憲法制定作業の最前線に居て、ＧＨＱとの折衝の矢面に立っていた白洲次郎は「かく

の如くして敗戦最露出の憲法案は生る。『今に見ていろ』という気

持ち抑えきれず密かに涙す」。これが、白洲次郎が「憲法制定の生

き証人」と言われる所以であろう。 
(5) 憲法公布までの動き 

 3 月 6 日案発表後、日本政府は草案を法律形式に改める作業を日

本側の法制局と外務省、ＧＨＱサイドの民政局の共同で行い、山本

有三等の国民の国語運動連盟の建議に基づき、口語体を採用した

「帝国憲法改正案」(4 月 17 日案)を完成、英語翻訳版を 4月 22 日

にＧＨＱに提出した。4月 17日案は、6月 20日、吉田首相から明治

憲法73条の憲法改正規定に従い、勅書を付して帝国議会に提出され、

議会での審議の後、最終的に10月 29日、天皇の裁可を得て、11月

3日公布された。                       図 2･2 昭和天皇とマッカ 

                                                                 ーサーの会見(47) 

(6) 象徴天皇制の誕生の経緯                                       (1945･9･27) 

1945･9･27 昭和天皇とマッカーサーの会見以降、マッカーサーは、天皇は国民統合の象徴で

あり、天皇を排除すれば日本に抵抗運動が起こるなど大騒乱がおき、日本は瓦解する。それを

防ぐには占領軍を増強、百万人の軍隊の配置が必要とし、天皇制を温存する方向に米国を導い

た。 

現行憲法にある「象徴」という言葉は、2月 13日のＧＨＱ草案で初めて登場。3月 4日、翻

訳官の小畑薫良が「Symbol of State」を、白洲次郎が持っていた井上の英和辞典を引いて「国

統合の象徴」と訳したことで決まったものである。 
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(7) 第９条・戦争放棄の条項化の経緯 

第一次世界大戦後の1919･6･28国際連盟規約、1928･8･27 戦争放棄条約(不戦条約あるいはケ

ロッグ･ブリアン協定)、1941･8大西洋憲章(米英共同宣言)、そして、第二次世界大戦後の1945･

6･26 国際連合憲章など、戦争違法化の潮流があり、フィリピンの 1935 年憲法でも「戦争の放

棄」の言葉が使用されていた。マッカーサーは1935年 55歳 陸軍予備役となり、フィリピン

を独立させるための国軍創設の軍事顧問となり、フィリピン憲法の草案作りに参画していたこ

とから、当然、戦争放棄は理想として持っており、ＧＨＱ草案作成時のマッカーサー3 原則に

入れた。 

これに対して、日本政府案、各政党案、ＧＨＱが最も評価していた民間の鈴木安蔵等の憲法

研究会案にしても、戦争放棄・戦力不保持などの軍事条項は一切なかったようである。敗戦直

後でどの政治勢力、知識人も軍事や安全保障に概ね関心がなかったといえる。 

ではなぜ、マッカーサーは第９条を必要としたのか。マッカーサーは象徴天皇制を考えたが、

戦争被害を受けたアジア･太平洋諸国は昭和天皇の戦争責任を忘れず、この程度では納得しなか

った。また、極東委員会（ＦＥＣ）が活動を開始する前に、天皇制を残し、ＦＥＣも賛成せざ

るを得ないような平和的･民主的憲法を昭和天皇が主導権を握って作成したと連合国に伝える

ことにした。つまり、戦争放棄を象徴天皇制と引替えにして日本側に納得させ、ＦＥＣ側には

戦争放棄で天皇制の存続を賛成させたことになる。 

 マッカーサーは、当時の仮想敵国・ソ連に対し、日本を防衛するには、陸･海軍よりも空軍に

依拠しなければならないという軍事上の理由から軍備を持たない憲法を作っても、沖縄を要塞

化すれば安全を保障できると考えていた。しかし、ＧＨＱケーディス大佐（民政局次長）によ

れば「どんな国であれ自衛の権利は本来的に持っていて当然のもの（いわゆる自然法）。」との

見解により、ＧＨＱ草案では「自衛戦争までも放棄する」文言を削除している。議会審議の過

程で第９条にいわゆる芦田修正がなされ、自衛戦力合憲論が主張される根拠となった。 

 

(8) 果たして押し付け憲法か 

 (１)～(３)で述べた経緯をみれば、1946･2･13 の会談を境として、日本政府の憲法改正作業

の自主性が失われたことは確かであろう。敗戦･占領という歴史的断絶とＧＨＱの強力なイニシ

アチブがあったことは事実で、しかも、その原因がＧＨＱ･米国政府とＦＥＣとの政治的駆け引

きの中で、日本に強制されたことも確かで、「押し付け」という印象を与えてしまった。しかし、

ポツダム宣言を冷静に把握する視点に欠け、絶対的な天皇制の温存のみに固執していた日本政

府に大いなる責任があったと言える。民主国家･平和国家への道を模索していれば、ＧＨＱの

強硬姿勢に直面することは無かったのではないか。また、(４)で述べたように、日本政府が 4

月 17日案を作成するまで、ＧＨＱとの共同作業の中で何度も推敲を繰り返していること、新選

挙法のもと1946･4･10 に衆議院議員総選挙が実施され、その衆議院の十分な審議を経て、かつ

圧倒的多数の賛成を得て成立していることも事実である。 

さらに、1946･10･6 貴族院で修正案が可決されるに伴い、天皇制問題の処理に不満を持ってい

たオーストラリア･ニュージーランドから、再検討規定条項「日本国憲法が施行されて 1 年以

上2年以内に憲法に関する状況を国会が再検討しなければならない」の要求があり、1946･10･

19 米国は賛成した。 

ところが、憲法再検討の期間は、1948･５～1949･４であったが、議論が盛り上がらず、日本政

府は再検討しないことを言明した。これらの事実から、単純に「押し付け」と考えるべきでな

いことを示していると言えよう。 
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２.1.２ 対日講和条約・日米安全保障条約締結の過程での白洲次郎の役割(18)～(26)(31)～(35)(78)(79) 

 日本もようやく憲法が制定され、新しい理念の下に独立の回復への歩みを始めた。しかしそ

の後の道は正に「ジープウエイ」であった。国際共産主義の脅威の拡大、朝鮮戦争の勃発、東

西冷戦の深化、日本の再軍備（自衛）、沖縄基地交渉など世界情勢変化への対応が必要であった。

吉田首相の懐刀として、憲法問題の矢面に立ち続けた白洲次郎は、1946年終戦連絡中央事務局

専任次長に任じられた。実質的事務局トップである。（事務局総裁は吉田茂）。ＧＨＱ内で憲法

制定を主導した左翼的なホイットニ－の民政局（GS）から、日本の再軍備・独立国家を目指し

たウィロビ－の参謀第二部（G2）に接近し、アメリカ本国の情報収集に努めた。マッカ－サ－

とトル－マン大統領の関係が悪化しつつあり、ＧＨＱだけを向いていたのでは国の舵取りを誤

ると感じていたからである｡白洲次郎も吉田も英国人脈は豊富だが､米国人脈は今ひとつであ

り、アメリカのエ－ル大学を卒業した情報通の松本重治を吉田のブレ－ンに引き込んで、アメ

リカ国内の政治情勢を貪欲に吸収した。 

日本の国際社会への復帰には共産圏（ソ連、中国）との講和交渉に大きな問題があり､全ての

国と講和条約を結ぶ全面講和は不可能であった。一方、特定の国とのみ講和を結ぶ「単独講和」

というのは一部の陣営に組することにもなりかねず､戦争を放棄するという理想との間で矛盾

が生じる可能性があった。また、吉田は強烈な反共主義者であり､ソ連との友好などはなから考

えていない｡南原繁東大総長の非武装中立、「全面講和」という主張を吉田茂は「曲学阿世の徒」

と罵倒したのは有名なエピソードである。また、中国にしても中国共産党が国民党との内戦に

勝利し、1949年中国共産党一党独裁の「中華人民共和国」が成立したばかりで、まだ、とても

安定した正当な政府とは言えず、講和交渉の相手とする段階ではなかった。 

吉田は極秘に、ＧＨＱにも内緒で、1950年４月池田ミッションを米国に派遣、白洲次郎を特

使の資格で同行させた｡吉田は白洲次郎が英国で学び、外国人と交渉する際のセンスに全幅の

信頼を置いていたのである｡講和実現の重要な会談であった｡池田・宮澤(英語堪能,cf.池田は英

語が大の苦手)は陸軍省顧問であったドッジと会い，日本としては早期講和を望んでいること、

早期独立のためならば、米軍基地の存続を認めてもいいという切り札を池田に持たせた。ソ連

の脅威への対処を迫られていた米国にとってこれは願ってもない申し出であった｡一方、国務

省は次郎こそ池田ミッションの本命と踏み、対日講和担当のバタ－ワ－ス国務次官補が次郎を

自宅の昼食に招き、極めてシリアスな意見交換をしている。米国政府は吉田のように日本側か

ら米国の基地存続を申し出てくれればよいと考えていた。結局、アメリカは吉田の提案に乗り、

日本からの依頼に基づいて日米安全保障条約を結ぶ一方、ソ連など一部の国を除く形で講和条

約を結ぶ道を選んだ。これをきっかけに、1950年６月ダレス国務省顧問が初来日し，日本が講

和を結んで独立国家になるなら、米国としても日本の再軍備を認める、いやむしろ積極的にそ

れを望むとした。その後も次郎は吉田の指示で米国に派遣され、ダレスと会談、ダレスからの

警察予備隊増強の圧力を拒否。ダレスに「日本には一筋縄でいかないやつがいる」という印象

を抱かせた。しばらくしてトル－マン大統領は再びダレスを日本に派遣、吉田首相との会談に

おいて講和条約・日米安保条約・行政協定の締結が約束された。この少し前に来日したダレス

の秘書官ロバート･A･フィアリとの会談で、次郎は沖縄と小笠原両島をアメリカが領有するこ

とに反対している｡米国の高官に領土問題を正面から話題にしたことは歴史的に大変意味のあ

る発言である｡まさに白洲次郎のプリンシプル「戦争に負けた以上、戦力を放棄することはや

むを得ない。しかし、日本の領土を守ることだけは相手が誰であろうが断固主張すべきだ。」

を実践。 
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1951 年 9月 8日のサンフランシスコ講和会議、吉田は再び白洲次郎 49 歳に全権団顧問の資

格で参加要請した(図 2･3、2･4)｡調印後の講和条約の受

諾演説、当初準備されていたものは、外務省がＧＨＱ外

交局や国務省ダレス顧問とすり合わせた英文草稿であ

った。 

自国の独立の宣言にも当たる講和受諾の演説を旧敵国の

言葉で行う、此の期に及んでさえ、尚自国に屈辱を加え

ようとする外務官僚の無神経に激怒した次郎は英文原稿

をひったくり全面的に日本語で書き直した。                      
結局、吉田が声高く堂々と演説したのは次郎が起稿し、

サンフランシスコのチャイナタウンで入手した和紙に   図 2･3 航空機内で吉田と歓談(2) 
毛筆で認めた巻紙形式であった。 
その長さ 30m、直径にして 10cm。原文になかった、懸

案である奄美大島･琉球諸島･小笠原諸島の返還につい

ても次郎の意向で  追加言及している。各国マスコミの

打電に曰く「吉田のトイレット･ペ－パ－」(図 2･5)。こ

の日本文原稿を吉田が演説した(図 2･6)。この講和条約          

の発効時、日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を

持たないので､日米安全保障条約を結び、米国が侵略や内

乱に対して日本を守ることを定め、日本は米軍の駐留と

軍事基地の存続を認めたものである。トルーマン大統領           

の対日講和歓迎演説で明確に意志表示されている。    図 2･4 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和会議調印式(24)  

                        
講和会議に続いて、午後6時よりプレシディオ陸軍基地第六兵団将校

集会所にて日米安全保障条

約が締結された。本条約が将

来批判の対象となると予測し、

吉田全権代表のみが署名して

いる。「講和条約」と「日米安

全保障条約」のワンセットで

日本はようやく「独立国家」

としての体裁を整えたのであ

る。 

図2･5 吉田のﾄｲﾚｯﾄ･ﾍﾟｰﾊﾟｰ 

                  (受諾演説原稿)        図2･6 吉田全権 
                                        受諾演説(10) 
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２.２ 経済復興への白洲次郎の貢献(6)(40) 

２.２.１ 貿易庁長官・通産省誕生 

1946年５月、吉田首相誕生に伴い、白洲次郎は政権運営をできるだけバックアップするよう

になる。冷戦の緊張が高まり、日本を防共の盾とする対日方針の転換に伴い、民主化から経済

復興へと力点が移り、1946 年末に白洲次郎は経済安定本部次長を兼任し､経済復興の大役を引

き受けた。日本の経済自立は未だの段階で､1948 年ＧＨＱは「経済安定９原則」いわゆるドッ

ジラインなる超均衡財政によりインフレを収束させようとした。これに対処するため、白洲次

郎が人材を求め、大蔵省事務次官･池田勇人が大蔵大臣に抜擢された｡池田は期待通り獅子奮迅

の活躍をし､池田蔵相とドッジとの間で何度も意見交換が行われた。1948 年末、白洲次郎はマ

ッカーサー元帥の推薦で初代貿易庁長官に抜擢され､持ち前の強い正義感で贈収賄の悪弊を断

ち切る綱紀粛正に力を発揮し、貿易を推進した。長官就任と共に、商工省からはお目付け役と

して永山時雄が貿易課長として派遣されている。次郎はＧＨＱのG2（参謀第二部）の協力を得

て悪徳役人を震え上がらせる辣腕を振るったが、それにもかかわらず「浜の真砂」のように汚

職の種は尽きなかった。そして、「汚職を撲滅する早道は貿易庁を廃止することだ」と決断した

のが如何にも次郎らしい。商工省の外局であった貿易庁はやがて商工省本体に吸収され消滅、

通商産業省の誕生へと繋がっていく。即ち、次郎が自分の職務を汚職撲滅という後ろ向きの仕

事だけで終わらせなかった。 

1949年１月にはマッカ－サ－は、年頭で日本復興計画の重点が政治から経済へ移行したと語

り、民主化の終了を宣言した。世界情勢を分析する能力に長けた白洲次郎は、実際に貿易に携

わっていた経験を生かし、輸出産業を育成し外貨獲得のドライブをかけるため、古い体質の商

工省を改組して強力な組織に変革する必要を主張、1949年2月9日に通商産業省の設立を発表、

1949年５月に設置された。初代通産大臣、稲垣平太郎。通産省発足を見届けると次郎は公職か

ら完全に離れた。正に風の如くに走りすぎた。世界の情勢と日本の置かれた状況を見透す力の

なんと的確なことか。これも曇りのない目で何ものにもとらわれず、自分の頭で、自分のプリ

ンシプルに従って考え、行動する、次郎でなければできない芸当ではなかろうか。以後、永山

は通商産業省事務次官として活躍。 

 

２.２.２ 官から民へ、民営化のはしり 

次郎は、暫くは陰の存在として鶴川にて百姓生活に入っていたが、前述のように、吉田茂の

要請もあり、講和にむけて密かに渡米し、後のダレス国務長官、またドッジラインのドッジ氏

等とも会談、講和の煮詰め、そして、戦後経済の復興発展のための諸打合せをし、またまた、

鶴川に引っ込んでいた。ＧＨＱから過度経済力集中排除法の指定を受けた電気産業の再編成に

取り組み、電力会社９分割に成功、自らは 1951 年５月には、戦後初めて民間企業への就職と

なる東北電力会長に就任、只見川水系の電源開発を推進した。民営化のはしりを実現したとい

える。 
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これは戦時体制の下、国家総動員法と併せて電気事業を国家管理下に置く法令で設立された特

殊法人「日本発送電会社」が、戦後の電力事情向上のため、ＧＨＱの占領政策の一環として民

営化の方向で解体、分割されるに当たり、戦時中、電力統合管理に強く反対し引退していた電

力業界のドン･松永安左衛門を電気事業再編成審議会の会長職に就けるに至り実現したもので

ある。審議委員のメンバーには、上記永山時雄も含まれ、また後の国策パルプ副社長水野成夫

もおり、吉田茂の意向が強く働いている。1949年にはタバコ事業を民営化する日本専売公社を

発足させてもいる。 

３．白洲次郎の生まれ･生い立ち(3)(6)(50)～(57)(63)(64)(66)～(69)                       

３．1 三田藩九鬼一族と白洲家 

白洲次郎は1902年兵庫県芦屋に生まれた。系譜を図3･1に示す。 その先祖は三田藩家 

老の家に繋がり、祖父白洲退蔵は藩政奉還時、川本幸民（三田藩出身、福沢諭吉の師･緒方 

洪庵と兄弟弟子）を通じて親交のあった福沢諭吉（福沢は白洲退蔵の学識･政治手腕に惚れ 

込んでいた）の進言もあり、将来の発展性を見込んで、開港間もない神戸に出、元藩主九 

鬼隆義・元郷掛小寺泰次郎と共に明治６年、1873年 2月「志摩三商会」を設立、貿易業、 

特に医療用器具、薬品、化学品の輸入を手がけた。また、神戸に進出して来た三田藩の仲 

間とともに牛肉の缶詰、牧羊業にも手を出していたが、いかんせん武士の商法からか、不 

動産売買以外はうまくいかず、店を閉じざるを得なくなった。この間特筆すべきことは、 

当時開港されたばかりの神戸の土地、特に、生田川付替工事に伴う河川敷に造成された広 

大な土地を安く購入し、神戸の発展と共に土地の値上がりで富を築いたようである。また、 

新規輸入商としても莫大な利益を得たようである。 

父･文平は当時としては珍しく、米国･ハーバ－ド大学、ドイツ･ボン大学に留学、帰国 

後、銀行、鐘紡等に会社勤めをしたが、長続きせず独立し、神戸に「白洲商店」を設立、 

綿花を中心に貿易業に励み、時代にマッチしたのか財を成した。少々奇人であったのか、 

自宅内に宮大工を抱え、家を作るのが趣味であった。その傑作として伊丹に広大な敷地、 

約４万坪を購入、後に「白洲屋敷」を構えている。 

 

３.２ 英国留学時代のプリンシプルの人格形成 

白洲次郎は父･文平の次男で、家系の良さと、裕福からか、次郎はいたって奔放に育ち、 

将来の彼の性格形成の一部をなしていく。彼は180cmと長身で、訥弁であったが現代的なハ 

ンサムな顔立ちをしていた。また、性格は生まれから来るものか、短気で、乱暴者の雰囲気 

があった。しかし、1916年名門の神戸一中に入学、1921年 19歳で卒業。神戸一中では父･ 

文平や叔父の順平･長平同様、野球部だけでなく蹴球部にも所属し、親父からあてがわれた、 

当時としては珍しい外車をこの年代に乗り回していたカー

キチ(図 3･2)で、宝塚少女劇団の女性問題などもあり、恐ら

く軟派であったのだろう。同級生には将来何かと縁が出来る、

後の文化庁長官今日出海とか中国文学者で有名な吉川幸次

郎、評論家河上徹太郎がいた。今、河上は途中で転校してい

る。在学中の交友は詳らかではないが、白洲次郎は、後日、

太平洋戦争末期の東京空襲を予想して、今一家のために武相

荘の一角を用意していた。河上一家は戦争で家を失い、お手

伝いさんの部屋に居を置いていた。本当に信義の篤い男である。図3･2 神戸一中時代の次郎(6) 
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図 3・1 九鬼家・白洲家・樺山家・吉田家系譜 
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ケンブッリジ大クレア･カレッジ(図 3･3)では歴史、特に西

洋史の勉学に励んでいる。有り余る父からの送金を手にあの

奔放な性格から派手な生活を送っていたと言われる。この留

学中に、彼の生涯の性格を定義付けた「プリンシプル」を植

え付けたのは、英国生活そのものだとは思われるが、特に、

その意識を強く感得させた２つのことが上げられよう。一つ

は優れた物理学教授、J.J.トムソンによる感化。即ち、教科

書通りの答案は評価されず、「自分自身の考え」を盛り込んだ

答案を良しとする文化。このことは「自分の頭で考える」事

の大切さを次郎にたたき込んだと思われる。後年、彼は日本 図 3･3 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学入学(1923年)(6) 

人にこのことが失われた点を強く嘆いている。二つ目は、生 

涯の友となったストラッフォード伯爵家の御曹司であり同級 

生として付合ったロバート･セシル･ビング（Robert Cecil 

BYNG、通称ロビン）、後の第７世 Strafford 伯の名を忘れる

訳にはいかない。彼とは、在学中、当時でも高級車であり有

名な「ベントレー」、輸入品であり、名高いイタリー製「ブガ

ッティ」を二人で乗り回し、ヨーロッパ大陸への旅行に出か

けるなど「オイリーボーイ」(カーキチ)であった(図 3･4)。

時には現地のカーレースにアマチュアとして参加していたよ

うである。日本からの多額の送金に、併せて持ち前の性格か

ら、また良き貴族出の友を通じて段々と彼の性格、そして将

来の活躍へと繋がる「プリンシプル」を体現する人格が形成  図 3･4 ｵｲﾘｰ･ﾎﾞｰｲのﾛﾋﾞﾝと次郎(6) 

された。生涯最良の時期を英国での学園生活を通して過ごし、 

英国文化をあまねく吸収して行った。1926年ケンブリッジ大学を卒業し、そのまま大学院へ 

と進んでいたが、時まさに世界恐慌の時期に直面し、財を成していた 実家「白洲商店」もその影

響をまともに受け、如何ともするすべもなく 1928 年倒産、彼は不本意ながらも帰国せざるを得な

かった。 

 

３.３ 樺山正子と結婚、吉田茂との絆 

帰国間もない時、父･文平のドイツ留学時知り合いとなった樺山愛輔との交友関係からか、樺山

愛輔の長男、丑二と知り合う。丑二自身もアメリカ、プリンストン大留学中であったが、当時の不

況からこの伯爵家も影響を受け、呼び戻されている。丑二が妹の正子を次郎に紹介したところ互い

に一目ぼれ、即結婚へと進んだ。1929 年、次郎27歳、正子19歳であった。正子自身も弱冠14歳

の若さで単身米国に留学、同じように呼び戻されたところであった。破産の状況下、生活の糧を得

ねばならず、英国への留学、そこで培われた「プリンシプル」精神のお陰で、当時としては破格の

待遇で英字新聞発行のジャパン･アドバタイザー社に職を得た。その後、英国系商社セール･フレー

ザー商会に転職、後、日本食糧工業(現在の日本水産)に取締役として迎えられ、ヨーロッパ向け缶

詰製品の輸出を担当。このときのヨーロッパ出張時英国での商談の際には必ず当時日本大使館の吉

田茂を訪ね、そこを定宿とし、関係を深めた。正子夫人の人脈、即ち樺山家と吉田茂の岳父牧野伸

顕以来の薩摩藩を通じた関係から吉田茂を「おじさま」呼ばわりする正子夫人の人脈が大きく貢献

している。大使館の地下にあった撞球室で、まるで 24 歳の年齢差を忘れて、玉突に大声を張り上

げながら付合った。 
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彼は商業を通じ世界各国を商談で飛び回っており、時には正子夫人を伴い片道１～２ヶ月を

要する船旅で年に一、二度出かけ、国際人としての磨きをかけた。この間、吉田茂夫人の雪子

さんより娘・和子さんの縁談を頼まれ、米国からの帰国途中の船内で、当時米国留学中で帰国

途中であった麻生太賀吉と知り合い、彼こそ和子さんの婿にと推薦し、まもなく二人は結婚し

た。麻生太郎の両親である。 

 

３.４ 武相荘でのカントリー･ジェントルマン 

時は既に戦争の兆し強く、わずか３年足らず勤めた日

本食糧工業を 1940 年に退職し、退職金を元手に現町田

市の鶴川に農地を買い、戦争になれば敗戦になることを

予測し、近所の百姓の指導を得て、米作りからあらゆる

百姓仕事を妻正子と一緒に営んで自給自足の生活を始め

た。場所柄、武蔵と相模の国との国境であったが故、そ

の地を無愛想と引っ掛けて、「武相荘」と名付け、戦争   図 3･5 武相荘(68) 

中の生活の基盤とした(図 3･5)。 

この間、英米派吉田茂の属する宮中の戦争反対派(ヨハンセングループ)の末席につながりながら

活躍していた。特に空襲の激しくなって来る戦争末期にはここを疎開先とする有名人も多々あり、

英国で培った貴族的騎士道精神 Noblesse Oblige（高貴な者に伴う義務。一朝ことあらば、真っ

先に戦場に駆けつけるエリート意識）から発露したカントリー･ジェントルマン（地方から中央

の政治に目を光らせ、そして、いざという時には中央出て行く人）の気概を持ち、来るべき将来

に備え満を持していたと考えられる。 

 

３.５ 吉田茂の懐刀・黒子としての登場 

1

945年８月15日、東京の無残な焼け姿をはるかに

見て終戦の日を鶴川で迎える。戦後初めての内閣、

東久邇内閣の成立と共に、国務大臣の近衛文麿が

ＧＨＱマッカーサー元帥(図 3･6)を訪問、日本国

憲法の改正を強く申し付けられた事がスタートと

なり、憲法改正への道へと進んでいく。残念なが

ら、東久邇内閣は、わずか２ヶ月と云う短命で終

わり、後を継いだ幣原内閣へと憲法改正問題を含 図 3･6 ﾏｯｶｰｻｰ元帥(72)  図 3･7 終戦連絡 

め、戦後体制の構築の道も引き継がれていき、マ          中央事務局次長の辞令 

ッカーサー元帥、ＧＨＱ側との熾烈な交渉が始まっていく。この舞台の日本側主役となるのが、 

外務大臣に就任した吉田茂であり、戦後体制への幕開きとなる。その体制の確立までの厳し 

い道のりを彼の陰となり、あたかも「黒子」として活躍したのが白洲次郎である。 

1945 年 12 月、吉田茂は次郎をＧＨＱとの交渉窓口である終戦連絡中央事務局参与(後 1946 年

3月、次長、図3･7)としてかの鶴川より中央に呼び出した。 

彼の英国における「プリンシプル」精神こそ勝利の気分で交渉に当たるＧＨＱの面々に「さ

し」で当たれると判断した吉田茂の英断であった。当時の鶴川と東京の外務大臣公邸は離れて

おり、特別なホットラインがひかれ(2007 年 7 月 11 日武相荘訪問時の牧山圭男氏談)、緊密な

連携態勢がとられた。 
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４．風の男の由来  (3)～(12) 

４.１ 白洲次郎の生き方 

1957年吉田茂の政界引退を期に彼も相前後して一切の経済界の関わりからも引退した。時に

57歳。今では非常に若すぎるが、やはり培って来た「プリンシプル」精神の成せるところ大で

あると思われる。「風の男」と称せられる所以である。請われれば,ご意見番的なこともやって

来たと思われ、特にエネルギー問題には、業界再編も兼ね石油業界再編にタッチしたようであ

る。鶴川村に引退、農耕作業に従事すると共に、軽井沢の別荘での生活を大事にしていた。特

に、軽井沢ゴルフ倶楽部での理事、そして理事長就任に伴い益々政界からは離れて行った。こ

こで知り合ったトヨタ自動車の御曹司豊田章一郎氏との関係から、彼の生まれながらのＤＮＡ

から来る「カーキチ」精神から,トヨタ本業の自動車設計にまで口を出す様になった。特に,ト

ヨタ機種の「ソアラ」の設計には、保有する「ポルシェ」を提供し、分解解体し参考にさせた。

正に「カーキチ」、英国での「オイリーボーイ」の本領発揮であった。彼のアドバイスを受け

て再開発された「ソアラ」を見ることなく、彼は 1985 年 11 月、生涯の友であり、「プリンシ

プル」精神を注ぎ込まれたロビンの死を追いかけるようにこの世を去った。遺言は葬式無用、

戒名不用(図 3･8)。トヨ

タ側も新「ソアラ」完成

と共に彼の祀られている

三田市の心月院の墓に

(図 3･9)、この車を横付

け(山門前)して、墓前に

報告。彼の死は,数々の名

言,苦言を残し,静かなう

ちに騒がれることなく訪

れた。         図 3･8 次郎の遺言書(7)      図 3･9 次郎(右)と正子(左)の墓 

 

 

４.２ 白洲次郎の残した言葉(1)～(6) 

(1) プリンシプルな生き方に学ぶ 

(a) プリンシプルとは何と訳したらいいのか分からない。原則とでもいうのか・・ 

西洋人と付き合うには、すべての言動にプリンシプルがはっきりしていることは絶 

対必要である。日本も明治維新前までの武士階級等はすべての言動は本能的にプリ 

ンシプルによらなければならないと教育を徹底的にたたき込まれたものらしい。 

(b) 原則に従って行動し、原則に従って意見し、原則に従って生きた。プリンシプルを 

  持って生きれば、人生に迷うことはない。プリンシプルを持って生きていけばいい 

からだ。そこには後悔もないだろう。 

(c) ボクは人から、アカデミックな、プリミティヴ(素朴)な正義感をふりまわされるの 

  は困る、とよくいわれる。しかし、ボクはそれが貴いものだと思っている。他の人 

には幼稚なものかもしれんが、これだけは死ぬまで捨てない。ボクの幼稚な正義感 

に触るものは、みんなフッとばしてしまう。 
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(2) 日本人としての誇りを失わなかった直情一徹の侍 

(a)  マッカーサーを叱り飛ばす 

(昭和天皇からマッカーサーへ贈られるクリスマス・プレゼントを渡すときの話) 

(b) 従順ならざる唯一の日本人((a)の次郎の一喝を含め、後、ＧＨＱ幹部が発言) 

(c) 日本には一筋縄ではいかないやつがいる。（ダレスが会談後） 

(d) 戦争に負けたけれども奴隷になったわけではない。敗戦を境に、武士道の国とし 

   て民族的誇りを胸に生きていたはずの日本人が、一転して卑屈な精神の民族に堕 

してしまっていた。 

(e) 日本人くらいおとなしい被占領国民もなかった。占領中の日本で、ＧＨＱに抵抗 

らしい抵抗をした日本人がいたとすれば、ただ二人。一人は吉田茂であり、もう 

一人はこのぼくだ。 

(f) 再び独立国家に復帰したことの意義を日本国民はもっと認識するべきだ。 

(g)  思ったことを率直に言うこと。今の日本のような国では、これは大きな欠点だよ。 

     自分の良心はきれいだと思っているから、人が何を言おうと平気なんだ。 

(h)  朕戦いを宣すの終わりをつけずして、国際社会に信頼を回復することはできない。 

(天皇の退位と吉田茂の引退を主張) 

(i)  日本ぐらい自分でものを考える奴が少ない国はありませんよ。違ったこというと、 

そこらへん全部ご機嫌が悪い。 

(j) 人様にしかられたくらいで引っ込むような心臓は持ち合わせがない。 

(k) 俺が死んでも葬式はいらんぞ。知りもしないやつらがお義理で来るのなんか真っ 

平だ。もし、背いたら化けて出るぞ。遺言：葬式無用、戒名不用(図 3･8) 

 

４.３ 白洲次郎の光と影(6)(9)(13)(62)                       

丁度我々がこのレポートを纏めているとき、『文芸春秋』2007年 12月号に徳本栄一郎という

ジャーナリストの「白洲次郎 隠された履歴」というレポートが掲載された。徳本氏による指

摘は、戦後占領期から主権回復に至る白洲次郎の活躍ぶりを描いた書籍が種々出版されている

が、日本人離れした彼の交渉力や侍ぶりを評価する反面、占領期に出現した国際的ブローカー

のような働き、彼が歩んだ人生の光と影をフェアに直視すべきではないかということである。

例えば、ハーバード大学出身の女性エコノミストが指摘した、彼が日本水産取締役として業界

ぐるみで買収され、日本政府とＧＨＱに働きかけていたこととか、義父樺山愛輔の公職追放を

見逃したのではないかといったこと、これは公私混同ではないかという指摘である。また、日

本製鉄広畑製鉄所をイギリスのジャーディン・マセソンと合弁させようとして、後の新日鉄社

長永野重雄氏と激しく対立したといったことも、彼が国際的ブローカーの役割を果たした例と

してあげている。当時の外貨事情から考えて、 

白洲次郎はそれなりの意図があったのではないかと思うが、確かに鉄鋼業にとっては浮沈を

賭ける一大事だったに違いない。 

戦後、民間人でありながら吉田茂首相に見込まれ、終戦連絡中央事務局次長としてＧＨＱと

様々な折衝をするうちに、ＧＨＱと白洲はお互いの情報を知りたかったであろうし、また、利

用し合う相手として混乱期の日本に必要な相手であったことは間違いあるまい。 

柴田哲孝の「最後の下山事件」という書物に出てくる、右翼の大物が経営する亜細亜産業と

いう、実態が今ひとつ判然としない会社に、当時、情報収集のためか、多くの政財界人、ＧＨ

Ｑ、とりわけ、Ｇ２と言われる、民政局と対立する連中が出入りしていたとされる。 
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白洲次郎もまた此処に出入りしていたと言うことは、詳しい事実関係はまだ分からないが注

目すべきことであろう。これは我々の憶測の域を出ないが、白洲次郎はＧＨＱの動向を、個人

的に接触を図りながら、彼等が日本にどのように対処してくるのかという情報収集に動いてい

たのではないかと考える。当然、当時ＧＨＱの意向を知り、様々な仲介を彼に頼みに来るとこ

ろもあったであろうし、相手によってはできるだけの協力をしたこともあるであろう。また、

そこで様々な人脈が出来たことも考えられる。それが国際的ブローカーの役割と言えるかどう

か、長女の牧山桂子さんのいう「正式な契約ではなく個人的な信用で仲介をした報酬を貰って

いたようだ」と言うのは何も不思議でもない。 ある意味、当然のリターンとして考えられるし、

戦後自信喪失、呆然としてなす術もなく負け犬的であった日本で、彼が日本人としての矜持を

持ち続け、堂々と戦勝国と渡り合った事実は評価されるべきであろう。ただ、晩年多くの書類

を不愉快だから忘れたいと燃やしてしまったことや、戦後、孫の信哉氏が戦後のことを聞いて

も話したがらなかったと言うことは、矢張り墓場まで持って行くべき性質のものがあったのも

また事実であろう。亜細亜産業と言う会社の事跡が解明されれば、さらに正確な事実が浮かび

上がってくるのかもしれない。 

 

５．フィールド･ワーク 

５.1 九鬼一族と白洲家の開港神戸進出の栄光の軌跡  

(1) 九鬼家･白洲家のルーツ三田市でのブーム(6)(69) 

九鬼家菩提寺は三田市の心月院(図 5.1)で、伊勢志摩

の九鬼水軍の将･二代目守隆、三田藩主・初代久隆以下

13 代隆義の墓所がある。三田藩最後の藩主･隆義の墓所

のそばに白洲家代々の墓を次郎の母芳子がまとめ、ここ

を白洲家の墓所とした。図3･9は次郎(右、不動明王の    図 5･1 心月院･白洲家墓所 

梵字)と正子(左、十一面観音の梵字)の墓で、次郎が東北電力会長のときに只見川柳津ダム 

の建設中、現場で良い石を見つけ、自身の墓とするためと持ち帰ったもので、白洲正子の 

デザインによる。児島正龍住職(図 5･1後列左端)に九鬼家･白洲家の由来を聞いた。最近の 

白洲次郎ブームで観光客の訪れが増えており、次郎･正子の標識が、また、三田藩武家屋敷 

・祖父白洲退蔵の居住地跡には、退蔵の標識が2007年３月30日に設置された。 これらは 

「NPO 法人九鬼奔流で町おこしをする会」により設置されている。  

付近には、九鬼隆義が創設した三田教会、また、三田城跡･九鬼家

居館跡は現在の有馬高校、三田小学校にあり、これらを視察。その後、

三田歴史資料収蔵センターで紹介を受けた、九鬼奔流の会の高田義久

氏(三輪会館事務局長)を訪ね (図 5･2)、九鬼家にまつわる白洲家三代

の軌跡を大河ドラマにして三田市を全国に発信しようと活動する熱い

思いを伺った。(58)(59) 
                    

 図5･2 九鬼奔流の会･             

高田義久氏(右) 
 (2) 明治の初め三田から開港神戸へいかに進出し発展したのか 

 明治維新後、開明的な福澤諭吉が開港神戸の発展性を見込んで三田から神戸へ進出するこ 

とを祖父･白洲退蔵に進言したことが、白洲次郎が吉田茂の懐刀となるベースとなった。 
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明治初期、三田の財政改革に努力していた元家老白洲退蔵が元藩主九

鬼隆義、元郷係小寺泰次郎等と図って、士族16人とともに神戸へ進出

した状況は３.1で記述している。彼等が設立した志摩三商会のその当

時の所在地、また、次郎の父白洲文平の白洲商店の当時の所在地、さ

らに、昭和の金融恐慌のあおりで倒産した状況を調査した。文平は綿

業クラブに所属せず、一匹狼で事業を展開していたようで、当時の倒

産に関する情報に接することはできなかった。神戸市中央図書館での

調査中に偶然お会いした篠崎紘昭氏に紹介してもらった兵庫県郷  

土史研究家･前田章賀氏をシルバーカレッジに招聘し(図 5･3)、両所在 

地ならびに、彼等主従トリオの各邸宅の所在地などを詳細にご教示し 

て頂いた。志摩三商会は神戸市栄町通3丁目、白洲商店は元町通2丁 

目、現在の南京町の西端付近(図 5･4)と特定できた。志摩三商会は当 

時の神戸市の中心街、当時東洋のウォール街と呼ばれた地にあったこ 

とがわかった。また、栄町通 5 丁目には九鬼隆輝(キリスト教洗礼名

摩爾)名義の土地が多数   

存在することを明治26年の字 

限図から確認した。当時の繁栄の

一端を物語っている。 白洲                                      

退蔵は神戸ホーム、後の神戸女学

院創設時、邸宅の土地を提供した。

現神港学園高校の校門横に神戸女

学院の創設地の碑がある(図 5･5)。

小寺泰次郎が明治九年に建てた邸

宅･蘇鉄園は神戸市に移管された 

現相楽園である。九鬼隆義の邸宅 

は平野町、五宮神社の東側にあったが、今は、五宮神社の社殿前の右側の石柱に九鬼家地家局

の奉賛記念碑名があり、往時を偲ぶのみ。その後、移転、花隈城東側に宜春園という邸宅を有

していたが、今は痕跡が見当たらない。なお、隆義、 蔵等が創設した神戸摂津教会は、現在

も相楽園の近くにある聖ミカエル大聖堂。三田･心月院にはキリスト教洗礼名の墓碑がある。

これは隆義の娘･肇のもので、キリスト教の葬儀が行なわれ、祥福寺の墓地に特別の計らいで

葬られていたが、その後、心月院に移されたものである。このよ

うに、隆義･退蔵はキリスト教の熱心な信者で宣教師の教会活動

に注力していた関係から、白洲文平･白洲次郎はともに幼少時か

ら英語および外国文化を習得する環境下にあった。これが外国留

学への道を拓き、先進性を身につけたと考えられる。心月院の住

職の話では、三田藩士にはキリスト教徒が多く、墓碑に十字マー

クが印刻され、永眠の表示が多く見受けられる。 

 

図 5･5 神戸女学院碑  
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図 5･4 白洲商店 

上：字限図(58)、右：跡地 

 

図5･3 兵庫県郷土史 

家･前田章賀氏(前列) 



 

 

前記の前田章賀氏をご紹介して頂いた篠崎紘昭氏は、現神戸大学医学部の前身である東洋初の病

院建設時に伊藤博文の呼びかけに応じ、500 坪の土地を提供した庄屋・瀬鴻氏に興味を持ち、事

跡を追及する中に、明治10年の字限図

から神戸市の中心部に志摩三商会、白

洲退蔵・小寺泰次郎ら元三田藩士が関

係する名義の土地が多いことがわか

り、字限図を拡大して整理されていた。 

このことを知った我々は、篠崎氏を

シルバーカレッジへ招聘し(図5･6)、 

現フラワーロードの西、三宮町から相

生町までの字限図をつなぎ合わせた 

 (図 5･7)。               図 5･6 篠崎紘昭氏を招聘    図 5･7 字限図の合成(59)  

                                 (左から３人目) 

その結果、広大な区画に志摩三商会名義が多く存在し、白洲退蔵、小寺泰次郎や元三田藩士の

名義の土地も散在している。これらの字限図は、明治６年の地租改正後実地測量されたものであ

るが、国債頭(こくさいのかみ、当時の大蔵省の負債取調掛の上位職位)名義の大きな区画の土地

が特に志摩三商会の近傍に多数並存している。これは何を意味するのか。明治６年初に主従トリ

オを含む 16 名の元三田藩士で設立された志摩三商会が、明治６年の地租改正（新しい土地評価

額の十分の三の租税納入義務)があり、保有土地に対する租税が払えず、代物弁済として、保有

土地の一部を手放し、大蔵省所管になったものが多いと考えられる。 

いずれにしても、志摩三商会の主従トリオおよび元三田藩士一族が、神戸進出に伴い不動産業で

莫大な財を成したと思われる。白洲退蔵の財は文平に引き継がれ、これをベースに文平は白洲商

店を興し、綿花輸入業で大成功、その豊かな財力のもとで白洲次郎は育ったことになる。 

(3) 父・文平の財力を示す伊丹・白洲屋敷と白洲商店倒産処理の関係(61)(69) 

 3.1 で４万坪の白洲屋敷建築のいきさつを述べたが、1928年白洲商店が倒産したときに負債処

理のために手放したようである。1929年(昭和４年)の白洲屋敷周辺の航空写真が、伊丹市のコミ

ュニティ誌2004年 10月号「いたみティVol.61」に紹介されている。しかし、現在は跡形もない

らしい。そこで、発行元の伊丹経済交友会を訪問、坂上氏が白洲のことをよく知っており、すぐ

斜め前に住む久保氏宅に白洲屋敷の長屋門だけが移設されて実存していることがわかった。2007

年 10月 25日伊丹市東野5丁目の久保氏宅を訪問（残念ながらこの一週間前に坂上氏は急逝され

ていた。ご冥福をお祈りする）。久保貞雄氏にお話を伺った(図 5.8、5･9)。久保さんは「梅香園」

という造園業を営まれており、今年12月に99歳になられる３

代目の父親の後をついでおられる町の旧家である。父親が

1960 年(昭和 35 年)に長屋門を含め白洲屋敷が解体撤去され

ることを知り、日本建築に凝っていた白洲文平が、財力に任

せて1923年頃に作った長屋門を購入して、自宅に移設したも

のである。屋敷の材木は中山寺や京都のお寺の建築に活用さ

れているとのこと。白洲屋敷は、白洲商店倒産時の負債処理

のため、1928年（昭和３年）軍事食料を納入する軍需産業を

経営していた八崎家に売却された。                   図 5･8 長屋門(移設直後)(61) 
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久保貞雄氏から旧制伊丹中学時代の同級生・小野勝之氏を紹介して頂いた。小野さんは昭和 9

年生まれ、４歳頃横浜から伊丹市内に引っ越してきた。 

小野氏の父親が八崎家の経営する大阪栄養化学研究所(元白洲屋敷の北辺、現ロザリオ教会･同

幼稚園の場所)の勤務になったからであり、昭和15年には、八崎社長の勧めにより、白洲屋敷の

元敷地内の住宅に転居。小野氏は一級上の八崎家の次男・久徳氏と白洲屋敷そのものでよく遊ん

だそうで、屋敷全体の記憶を辿って描いた見取り図をわざわざ描いて持参され、当時のお話しを

聞いた。 

終戦後、八崎家は没落したため、昭和 25 年には、かっての同業の花川産業に売却されたよう

である。このため、小野氏も転宅を余儀なくされたらしい。 

花川産業は元白洲屋敷の北側の松林の一部を住宅地として開発したようで、昭和 26 年に伊丹

市内から引っ越してきたお婆さんの話では、住宅地に併設して、サツマイモ畑や牧場があったと

のこと。1960年には白洲屋敷そのものが解体され、周囲全体が次第に住宅その他に変わっていっ

たようである。この地は南側と北側にそれぞれ伊丹断層が東西に走り、

高台になっている。このため、白洲屋敷には高さ約10ｍの当時では珍し

いレンガ造の給水塔があった。  

そのすぐ横に、昭和42年に引っ越

して来られた元木さんの話では、建

屋解体時、壊すと縁起が悪いという

ことで残され、昭和63年まであり、

平成元年に給水塔は解体されたそう

である。 

 

  図 5･9 長屋門(上)を視察    久保貞雄氏と面談(右) 

  

さて、4 万坪について、小野氏の話では、白洲屋敷の西側の南北の道路より西の現春日丘１～３

丁目は、その西側の大鹿村の畑や墓地であったから、また、伊丹市役所総務部総務室総務課長・

荒西完治氏の話ではブドウ畑であったそうだから、白洲屋敷の所有は考えられない。 

したがって、現春日丘４～６丁目ならびに6丁目北側の旧西国街道を挟んで、現高台５丁目の

自衛隊共済会館(2002 年まで使用されていた)、その北側のロザリオ教会･同幼稚園や、さらに西

北の現高台４丁目のコニカミノルタ工場の敷地を含んでいたと考えられる。 

誠に広大な松林を含んで所有していたようである。文平がこの地を選んだ理由は、神戸栄町

の本店は弟の長平に面倒を見させ、自身は大阪中ノ島に支店を展開、両方の通勤に便利で、大阪

まで眺望できる利点からと推定される。 
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５.２ 人格形成の場となった英国での軌跡              

(1) ケンブリッジ大学クレア･カレッジの入学・卒業の実態 

 白洲次郎の人格を形成した英国留学の精神的雰囲気に触れる

ためケンブリッジ大学クレア・カレッジを訪問した(図 5･10)。

白洲次郎は神戸一中を中退、17歳で渡航、19歳でケンブリッジ

大学クレア・カレッジに入学したとする書物が多い。 

この真偽を確認すること、および、次郎が如何にして入学で 

                 図 5.10 クレア･カレッジ 

きたか、何を目指して勉学に勤しんだかを調査することも大 

きな目的でもあった。大学側にｱﾎﾟｲﾝﾄしたLibrarian Mrs. Anne 

Hughes, Archivist Miss Elizabeth Stratton に面談 

(図 5･11)、在学時の状況を確認した。学籍簿(図 5・12)から入

学許可は1923 年 4月 19日、入学は1923 年 10 月(図 3･3)、卒

業は 1926 年であることが確認できた。親友となるロビンの入

学許可は7月であるが入学は同じである。学生は全寮制 

でグレートホールで昼食と夕食をとるが、夕食時は教授も一      

図 5.11 面談状況 

緒でジェントルマンの作法を身につける。このときに次郎が   (右：Mrs. Anne Hughes 

使用していたイギリス製のカトラリー・セットが武相荘に保    中：Miss Elizabeth  

存展示されていた。その箱には ‶Jiro Shiras, Clare                  Stratton) 

College, Cambridge 1923-1926″の文字とカレッジの校章が

手彫りされている。在籍期間と一致している。白洲次郎関連

の書物で在籍年が正しいものがないという大きな発見となっ

た。白洲次郎は海外からの留学生(69名の中、東洋人は一人)

としてどのようにして入学できたかを伺った。入学資格は年

齢18歳以上、入学前のパブリックスクール等での成績が一定

基準以上特別な才能があること、然るべき筋(他大学、学会の

権威者、有名人)からの推薦、多額の寄付などカレッジで認め

られた場合などで、日本の一般入試のようなものはなく、面

接が基本。白洲次郎の場合、1923 年に何らかの方法で

Application(例えば、次郎の兄･尚蔵が京大経済学部卒業後、

Oxford 大学に先に入学していた関係からその教授または学

会関係者からの紹介）があったので はということ。ある書物

では、直前にラテン語を勉強して受験、それが認められたと

あるが、それは考え難いとのこと。なお、専攻課程については、図5.12 学籍簿(入学許可) 

担当教授など資料が無く一切わからないとのこと。面談後、G.S.ウォーバーグ氏(米国からの 

留学生でトリニティ･カレッジ出身者。白洲次郎は、G.S.ウォーバーグ社顧問を勤め、多いに貢 

献。)が寄贈した白洲ライブラリーの蔵書を見学、学内のチャペル、グレートホール、英国式庭 

園などを案内して頂き、次郎の青春時代を育んだ伝統と気品のある雰囲気に浸ることができた。 

この後、我々はトリニティ･カレッジの前庭にあるニュートンのりんごの木を確認、また、ニュ 

ートンがこの木を眺めていた部屋を教わり、青春時代を思い出し、大いに感激した。 
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(2) 次郎のダンディズム・ヘンリープール仕立ての実態 

 次郎は180cmと背が高く、ハンサムであった。裕福な環境

で育ち、英国留学中にロビンを介して英国貴族のスノビズム

を学び、愛用品や嗜好品は全てブランド指向であった。日本

で最初にジーパンをはいた男、三宅一生のモデルになった男

などダンディな面があった。とくに、洋服はロンドンの

Savile Row にある高級仕立屋の老舗   Ｈenry＆Ｐool を利

用した。この老舗は1806年創立で、ナポレオン三世、ヴィク

トリア女王など英国王室御用達、チャーチル首相や各国貴賓 図 5.13 ﾍﾝﾘｰ･ﾌﾟｰﾙでの面談 

客が利用した履歴があり、日本皇室の御用達でもある。 

2007 年 9 月 25 日に飛び入りで訪問し、店主 Mr. Daniel 

Kisiel から白洲次郎が利用していた様子を伺うことができ

た(図 5.13)。次郎が 1953 年に対日講和条約発効後、吉田首

相の特使として欧州歴訪のときにも訪れた。その時の注文仕

様が図 5.14 のとおり残っている。今でも孫の白洲信哉が利

用しているぐらい懇意であった。 

1921年(大正10年)に昭和天皇が皇太子時代に日英同盟の  

 更新の機会に欧州を訪問されたが、バッキンガム宮殿での 図 5.14 次郎の注文仕様 

歓迎晩餐会用の礼服を多量に調達され、その後、1923年(大正 

12 年)に日本皇室御用達の掲額を許可する旨の証が掲げられているのを発見し,次郎のハイソ

サエティを実感。次郎はケンブリッジ大学時代から、そのガウン･タキシードなどを親友のロ

ビンの紹介で利用していたものと思われる。 

     

(3) 次郎の留学生活拠点・リンゼイハウス 

 次郎が在学中、ロンドンに滞在する時には、ロビンの家・ストラッフォード伯爵が保有 

するLindsey House リンゼイハウス(99/100 Cheyne Walk, Chelsea, London SW 10)の一 

室を利用していた。終生の友となったロビンとの付き合いの深さがわかる。残念ながら、 

現在、ナショナルトラストに移管されており、雨中、門前まで訪問、確認するに留めた。 

 

(4) 白洲次郎の神戸一中入学・卒業年の真実(60) 

神戸一中の 1921 年卒の同窓会名簿には、同期に入学し

た吉川幸次郎、今日出海、白洲次郎が掲載されている。し

かし、今日出海は途中で東京麻布中学へ転校している。ま

た、白洲次郎は1919年 17歳で中退、英国へ渡航したとす

る書物が殆どである。この二人がこの1921年卒の同窓会名

簿に記載されていることが疑問。一方、河上徹太      図 5.15 神戸高校訪問 

郎も同期に入学し、途中で転校している。この河上徹太郎はこの同窓会名簿(名簿作成時 

の物故者を含む)に記載されていない。ケンブリッジ大学クレア･カレッジで次郎は1923 

年 21歳で入学していることが判明したこと、1920年に日本の実家で家族と一緒に撮影さ 

れた写真が存在することから、1919年 17歳で英国へ渡航し、ケンブリッジ大学に入学し 
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たとする記述は不正確であろう。これらの矛盾を確認するため、現神戸高校を訪問(図 5. 

15)、事実関係を調査することにした。 英国からの帰国後、2007年 10月 5日、永田實 

先生に面談した(図 5.16)。先生は、2007 年 3 月で定年退職、

雇用延長の非常勤講師であり、校史編纂室で活動されている。

2007 年 8 月 16 日付けで神戸高校校史だより第１号を発行され

たところである。その中で、「白洲次郎の一中時代について、

通説への疑問」と題し、次郎は芦屋精道小学校を 1914 年 12 歳

で卒業、御影師範の付属小高等科を1916年 14歳で卒業、1916

年に神戸一中に入学、1921 年 3 月 19 歳で卒業していることが

明らかにされている。当然、学内関係者であり学籍簿をもとに 図 5.16永田實先生(右)と面談 

記述されているので真実であろう。 

これまで発行された書物の記述は明らかに間違いである。1921年に英国へ渡航、英国生活

へ慣れ、入学資格を得るための助走期間をおいて、1923年 4月に無事ケンブリッジ大学クレ

ア･カレッジの入学許可がおり、1923 年 10 月 21 歳で入学、1926 年 24 歳で卒業、引き続き

大学院に残り、尊敬する祖父白洲退蔵と同様、学者への道を歩み始めていたと思われる。と

ころが、1928 年 26 歳のとき、父白洲文平の経営する白洲商店が倒産、帰国させられたのが

真実である。先生が今回このように白洲次郎を取り上げられたのは、神戸高校に問合せが

多々あり、とくに、ＮＨＫが次郎・正子の夫婦を描くドラマを企画するに当たって関係者か

ら問合せがあったことが発端である。ここでもブームを実感した。 

 

 

５.３ 戦後体制構築での白洲次郎の事績 

(1) カントリー･ジェントルマンを実践した武相荘(68) 

 白洲次郎は正子との結婚で吉田茂、樺山愛輔等英米派

と交わり、戦前から友人の牛場友彦とともにヨハンセン

グループに参加し反戦活動を行っていたこと、勤務して

いた日本食糧工業の業務の関係上、英国へ出張すること

が多く、吉田茂駐英大使との交流から世界の       図 5･17牧山圭男氏(中央)と面談 

情勢を熟知していたため、戦争が始まれば敗戦、東京は焼野が原になることを断言し、1942

年には町田市鶴川に築100年のかやぶき農家を購入、1943年から本格的に転居し、近在の

百姓に指導を受けながら、カントリー･ジェントルマンとして生活を営んだ。 

この武相荘は、1985 年白洲次郎没後 15 年、現在の関東地方の代表的農家として町田市

の文化財に指定され公開されている。白洲次郎の娘･牧山桂子さんがオーナーである。 

2007 年 7 月 11 日の午後に訪問、事前に依頼していたので、桂子さんの夫・牧山圭男氏に

面談できた(図 5･17)。白洲次郎とじかに接しておられた方から次郎の生活状況･家族との

接し方、ものの考え方をお伺いし、常に公正、人にも自分にも厳しい、理不尽なことに憤

慨する、不正は嫌い、筋は絶対通す、私心がなく公私混同を嫌った、などプリンシプルの

男の姿を垣間見ることができた。また、テレビでは、勧善懲悪の水戸黄門のドラマを好ん

だそうである。面談後、往時を彷彿とさせる雰囲気の生活空間を見学でき,Gentleman 

Spiritを体感した。 
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(2) 国立公文書館・外務省史料館・吉田茂記念館で事跡調査 

 日本国憲法施行60年記念の2007年 5月に国立公文書館では再建日本の出発の特別展示 

が催され(図 5.18)、大日本帝国議会で可決後,枢密院で可決成立し,昭和天皇が裁可した日 

本国憲法の原本などが見学できた。グループ全員が見学した2007年 7月 10日は一般公開 

で、その一部を確認するに留まった。外務省飯倉公館の横にある外務省史料館では、ペリ 

ー来航に伴う日米修好条約や変

遷するパスポート、編纂された

外交文書の展示、さらには、ユ

ダヤ人の脱出に尽力した杉原大

使の当時の活動記録と顕彰板を

知り、感無量。この後、同別館

の吉田茂記念館を見学(図 5･      

19)、日本の外交の歴史がすべて

展示されており、しかも今回の      

主題に関連したサンフランシス

コ講和条約調印式ならびに白洲  

次郎が急遽作成した、外電のい   図 5･18 国立公文書館･     図 5･19 吉田茂記念館･ 

う、いわゆる、トイレット･        特別展示         吉田茂の胸像 

ペーパーと称される吉田首相の受諾演説原稿(レプリカ、前掲図 2･5)を見つけ、感激の一語

につきる。 

 

(3) ＧＨＱ本部マッカーサー元帥執務室 

 ＧＨＱ本部のあった旧第一生命ビルは往時の外観を保ち、六階のマッカーサー元帥の執 

務室は保存され公開されていた。しかし、2001年 9月 11日の米国同時テロ事件以来、公 

開は中止されている。2007年 7月 10日に訪問、受付で保存を記載したパンフレットを入 

手、特別警戒中で公開中止の掲示板を確認した。ＧＨＱ本部に指定された建物だけあり、 

重厚で威圧感があふれ、現在は隣接の高層ビルＤＮタワーとして併用されている。 

 

(4) 憲法学者･鈴木安蔵らの戦争放棄･武力不保持の考え方の調査 

 憲法学者鈴木安蔵等の憲法研究会の「憲法草案要綱」は、民間の提案ではあるが、連合国 

軍とくに米国の構想からみて評価できるとされ、考え方が採り入れられた。この研究会の 

活動を広く日本人に知ってもらいたいとの思いと、第９条を守る主張の為につくられた映 

画「日本の青空」を鑑賞。日本国憲法制定過程を調査した結果から知り得た真相をよく描い 

ているが、注目されるのは、鈴木安蔵等は自衛軍の保持や戦争放棄についていかにすべき 

か悩んだ末、結局、憲法条項化しなかったことを活写していることである。当時の日本の 

各党、民間の憲法草案と同様であることは2.1.1(7)に記述したとおりである。ただ、第９ 

条を守り、平和憲法を遺そうと運動を推進する人達の支援を受けた映画であることに多少 

違和感がある。また、ＧＨＱ草案の戦争放棄条項について、幣原首相がマッカーサーに言 

い出したように描かれている。これは、マッカーサー元帥の回想記に準じたものであるが、 

2.1.1(7)で述べたような経緯から、事実とは異なる。 
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６．おわりに 

今回のグループ学習において、日本国憲法制定の経緯、対日講和・日米安全保障条約締 

結に到る世界の軍事的･政治的環境、経済復興への官庁組織の変革･民営化実現への努力な 

どを知ることが出来た。また、これらの戦後体制構築において、白洲次郎がいかなる場面 

で大きな働きをしたかを知ることができた。そして、白洲次郎がこれらの働きができたの 

は、正子夫人との結婚でできた吉田茂との絆、それに、吉田茂の人間力・人間の品格を見 

抜く眼力に拠るところが大きいことを知った。さすが、戦後の大宰相と言われるだけある。 

白洲次郎の人格形成の背景には、九鬼水軍のルーツをひく三田藩九鬼家の進取の気性、 

藩主九鬼隆義のキリスト教の信教による先進性が連綿と流れているようである。そして、 

藩儒で家老であった祖父･白洲退蔵がそれを会得、彼の英邁さが大きく関係していること 

がわかった。さらに、三田藩蘭学者･川本幸民と関係した福沢諭吉の勧めにより、九鬼隆 

義･白洲退蔵･小寺泰次郎の主従トリオが元藩士等と明治５年に開港神戸に進出、明治６年 

の地租改正に伴う土地高騰の時流に乗り、この不動産業での成功が栄光の基盤となったよ 

うである。これが、米国・ドイツへ留学した父の白洲文平の綿花輸入貿易業に開花した。 

そして、この財力の下で育った環境が、白洲次郎の飛躍の原点であり、英国留学時のスト 

ラッフォード伯爵家の御曹司・ロビンとの終生に亘る交流と英国社会から会得した、プリ 

ンシプルを持ち行動する人格が形成されたことがわかった。このプリンシプルは人間の品 

格として、我々、現在の日本人が学ぶべき点が多いと思われる。 

以上の各事象に関係する各地域・施設を訪問調査するフィールド･ワークを実行した。 

その結果、三田市心月院住職･児島正龍和尚、三田市NPO法人九鬼奔流の会･高田義久氏、 

兵庫県郷土史家･前田章賀氏、篠崎紘昭氏、神戸高校･校史編纂室永田實先生、伊丹市造園 

業･久保貞雄氏、および、その同級生で白洲屋敷に関する情報を頂いた小野勝之氏、伊丹 

再発見シリーズのホームページを開設している伊丹市役所総務部総務室総務課長･荒西完 

治氏、白洲次郎の娘で武相荘ｵｰﾅｰ･牧山桂子さんの夫･牧山圭男氏、ケンブリッジ大学クレ 

ア･カレッジのLibrarian Mrs. Anne Hughes および Archivist Miss Elizabeth Stratton、 

ロンドンの高級洋服仕立屋Henry Poole & Co.の Mr. Daniel Kisiel からそれぞれ絶大な 

るご協力と有益な情報を頂いた。ここに記して感謝の意を表します。お陰で刊行されてい 

る書物からでは知り得ない多くの事実を把握することができた。 

特記すべきは、白洲次郎の神戸一中入学･卒業年、ケンブリッジ大学クレア･カレッジ入 

学･卒業年について検証し、既刊書物で間違って記述されていることを確認したこと、志 

摩三商会･白洲商店の所在地に不正確な記述があり、それを明確に把握できたこと、三田 

藩の神戸進出時の所有土地について明確に記述されたものがなかったが、それを把握した。 

伊丹の4万坪と言われる白洲屋敷の実態をほぼ特定でき、白洲商店倒産に伴う資産処理の 

実態をもほぼ把握できたことなどである。 

白洲次郎ブームの中、関連資料として、今後の参考になれば幸いである。 

 

最後に、楠本利夫先生には熱意溢れる御指導と叱咤激励を頂きました。ここに記して, 

感謝の意を表します。また、シルバー･カレッジ事務局の梶野順子コーディネーターおよ 

び谷澤節子担当には学習が捗るようにご配慮とご援助を頂き、厚く御礼申し上げます。 
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