
＜ 展 示 ＞

「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

～事件をめぐる‘出会い’と‘絆’をたどる～

１．「宮澤・レーン事件」８０周年特別展について

２０２１年１２月４日から２０２２年１月３０日まで、北海道大学総合博物館の１階企画展示室を会

場として、北海道大学総合博物館・大学文書館の主催、「宮澤・レーン事件を考える会」（代

表幹事：山本玉樹氏、唐渡興宣氏）の協力により、「宮澤・レーン事件」８０周年特別展を

開催した。

「宮澤・レーン事件」は、１９４１年１２月８日、アジア・太平洋戦争開戦の日、特別高等警

察が北海道帝国大学工学部２年宮澤弘幸と、予科英語教師ハロルド・レーン、ポーリン・

レーンの夫妻を検挙した事件である。宮澤がレーン夫妻に軍事機密を漏らし、レーン夫妻

がアメリカ大使館関係者に伝えたとする軍機保護法違反の容疑であった。３人は裁判で懲

役刑の判決を受け、レーン夫妻はその後アメリカ送還となるが、宮澤は終戦まで獄中生活

を送り、釈放後、２７歳で病死した。１９８７年、弁護士上田誠吉が著書『ある北大生の受難

国家秘密法の爪痕』（朝日新聞社）で３人が冤罪であると指摘し、以降、冤罪事件として

広く知られるようになった。

「宮澤・レーン事件」８０周年特別展は、事件から８０周年にあたり、資料から事件とその

現代的な意味をたどる内容である。また、３０年以上にわたり、兄宮澤弘幸の名誉回復を訴

え、「宮澤・レーン事件」を語りつぐための活動を続けた秋間美江子氏が、２０２０年１０月２５

日、アメリカ・コロラド州ボルダーで逝去された。秋間氏を偲ぶことも展示の開催の趣意

である。展示は以下の構成によった。

Ⅰ．北大予科英語教師ハロルド・レーン、ポーリン・レーン

Ⅱ．北大生宮澤弘幸の青春

（１）文芸活動 （２）外国人教師たちとの交流 （３）時代と社会への眼差し

Ⅲ．「宮澤・レーン事件」

Ⅳ．それぞれの戦後

（１）宮澤弘幸、再起の日々 （２）レーン夫妻の再来日

Ⅴ．現代から見る「宮澤・レーン事件」

（１）弁護士上田誠吉による冤罪の告発 （２）北海道大学の取り組み

（３）市民の視点から問い直す

展示は、資料８６点、解説・写真パネル３３点により構成した。会期中、総合博物館への入

場者数は１０，７２０人であった。
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展示ちらし（表・裏）

展示風景Ⅰ・Ⅱ 展示風景Ⅱ・Ⅲ

展示風景Ⅲ・Ⅳ 展示風景Ⅳ

２．展示ちらし・展示風景
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宮澤弘幸とＨ．レーンレーン夫妻

Ⅰ―０１ H. M. Lane, “Theses”（１９１４年）

大学文書館蔵

Ｈ．レーンの論文草稿集。イギリスの小説家Ｃ．ディケンズを題材とした論文、ハヴァフォード大
学に提出した歴史論文などの下書きを製本している。

Ⅰ―０２ H. M. Lane, “Hokkaido Imperial University History”（１９２６―１９２７年）

大学文書館蔵

『創基五十年記念 北海道帝国大学沿革史』の英訳稿にＨ．レーンが筆を入れている。

３．「宮澤・レーン事件」８０周年特別展の展示資料目録

Ⅰ．北大予科英語教師ハロルド・レーン、ポーリン・レーン

ハロルド・メシー・レーン（Harold Macy Lane、１８９２―１９６３年）は、アメリカに生まれ、

ハヴァフォード大学などで人文学を学んだ。第一次世界大戦時にはクエーカーとして「良

心的兵役拒否」の信念を貫いた経験を持つ。来日して１９２１年８月から北海道帝国大学予科

英語教師となり、１９２２年にはポーリン・ローランドと結婚した。レーン一家が住む大学構

内の外国人官舎には、予科生ら教え子が頻繁に訪れた。宮澤弘幸もそのような教え子の一

人であった。

ポーリン・レーン（Pauline Rowland Sistare Lane、１８９２―１９６６年）は、宣教師ジョージ・

ローランドの娘として京都に生まれ、父の札幌赴任に伴い４歳からは札幌で育った。日本・

アメリカの学校・大学を卒業後、日本の中学校などで英語を教え、１９３７年９月からは夫ハ

ロルドと同じく北大予科英語教師を務めた。日本人同様に日本語を話し、日本の文化と日

本人を理解し、多くの学生・市民に親しまれた。

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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Ⅰ―０３ 『創基五十年記念 北海道帝国大学沿革史』（１９２６年）

大学文書館蔵

前身校札幌農学校開校（１８７６年）から５０周年の１９２６年に北海道帝国大学が刊行した大学沿革史。
農学部教授中島九郎（１８８６―１９５９年）が執筆した。

Ⅰ―０４ H. M. Lane, “Archaeology Notes”（１９２８年）

附属図書館蔵

Ｈ．レーンの「考古学ノート」。

Ⅰ―０５ H. M. Lane, “Relations between English and Spain from the Beginning of the
Regina of Queen Elizabeth to the Time of Armada”（１９２９年）

附属図書館蔵

１９２９年３月にＨ．レーンがハヴァフォード大学に提出した論文「エリザベス女王期の始まりから
無敵艦隊の時代に至るイギリスとスペインの関係」の原稿。

Ⅰ―０６ H. M. Lane, “The ‘Japanese Exclusion’ Clause of the Immigration Act of
1924, with Special Reference to Editorial Comment thereon, both Japanese
and American”（１９２９年）

附属図書館蔵

１９２９年５月、Ｈ．レーンがハヴァフォード大学に提出した修士論文「１９２４年移民法の日本人排斥
条項、日米両国の社説を参考にして」。

Ⅰ―０７ Historical Sketch of Agricultural College of Tohoku Imperial University（１９１５年）

大学文書館蔵

北大の前身東北帝国大学農科大学の英文紹介冊子。著者の予科英語教師ポール・ローランドはＰ．
レーンの兄。Ｗ．Ｓ．クラークの言葉について、「“be ambitious”は富や私欲、名声という空しい
もののためではない。知識と公正さとすべての人々の向上のため、人としてそうあるべき目標に
達するためである。」と解釈している。

Ⅰ―０８ ポーリン・ローランドが作詩した“Song to Hoku Chu”（１９１７年）

『協学会雑誌』第１５号（１９１７年１月）／北海高等学校蔵

１９１６年から、ハロルドと結婚した翌年１９２３年まで、Ｐ．レーンは北海中学校（現在の北海高等学
校）の英語教師であった。北海中学校の校友会誌『協学会雑誌』第１５号は巻頭に、ポーリン・ロー
ランドが作詩した「北中への歌」を掲載している。

Ⅰ―０９ 齋藤初恵に宛てたＰ．レーンの手紙（１９２６年７月１０日）

大学文書館蔵

Ｐ．レーンは北海道庁立札幌高等女学校生徒齋藤初恵（１９１０―１９９８年）の英語の家庭教師を務めて
いた。齋藤はたいへん英語が堪能であった。

Ⅱ．北大生宮澤弘幸の青春

宮澤弘幸（１９１９―１９４７年）は東京に生まれ、１９３７年４月に北海道帝国大学予科工類に入

学、１９４０年４月に工学部電気工学科に進学した。在学中、詩作品を投稿し、弁論部に所属

するなど文芸活動に熱心であった。また、レーン夫妻、予科ドイツ語教師ヘルマン・ヘッ

カー（Helmann Hecker、１８８１―１９６７年）、小樽高等商業学校フランス語教師太黒マチルド

（Mathilde Oguro、１９０２―１９７５年）、アイヌ人類学を研究するイタリア人留学生フォスコ・
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Ｆ．マライーニと宮澤弘幸 樺太の大泊港にて（１９３９年７―８月）

（１）文芸活動

Ⅱ―０１ １９３７年度北海道帝国大学予科合格者を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９３７年）

『北海道帝国大学新聞』（１９３７年４月６日）／大学文書館蔵

宮澤弘幸は予科工類に合格した。予科工類合格は１２倍の難関であった。宮澤が受けた入試問題も
掲載している。

Ⅱ―０２ 宮澤弘幸「真理は時に嘆く」（１９３８年）

『桜星会雑誌』第４６号（１９３８年７月）／大学文書館蔵

宮澤弘幸が予科２年の時に予科文芸部の雑誌『桜星会雑誌』第４６号に発表した詩。宮澤は詩や散
文の創作を好み、旧蔵アルバムにも写真に添えて書き込んでいる。

Ⅱ―０３ 『桜星会雑誌』第４７号「編輯後記」（１９３８年）

『桜星会雑誌』第４７号（１９３８年１１月）／大学文書館蔵

掲載はならなかったが、宮澤弘幸は『桜星会雑誌』第４７号にも「山の詩」ほか１編の詩を投稿した。

Ⅱ―０４ 弁論部での活動を伝える『桜星会会報』（１９３９年）

『桜星会会報』第３号（１９３９年３月）／大学文書館蔵

宮澤弘幸が予科２年時に所属した弁論部の活動記録。宮澤は「宗教に対する一私見」、「美を見凝
めて」、「不思議な話」などの講演を行なった。

Ⅱ―０５ 宮澤弘幸の文武会理事就任を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９３８年）

『北海道帝国大学新聞』（１９３８年１２月２０日）／大学文書館蔵

「文武会」は北海道帝国大学の全学生が所属する課外活動団体。宮澤弘幸は理事に就任した。

マライーニ（Fosco Maraini、１９１２―２００４年）らと親しく、英語・ドイツ語・フランス語・

中国語など語学に通じた。特にＦ．マライーニとはよく登山へ出掛け、アイヌへ関心を向

けるなど様々な影響を受けた。宮澤はこうした外国人教師やそのもとに集まる学生たちと

共に、１９３９年６月、「ソシエテ・デュ・クール」（「心の会」）を開き、週１回外国語で講義や

議論をするなど、国際性に富んだ友好を育んだ。また、「満州」や樺太、千島なども巡り、

満鉄調査団、海軍工事、陸軍戦車学校講習に参加するなど行動力に�れる学生であった。

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１０１―



（２）外国人教師たちとの交流

Ⅱ―０６ H. Hecker, “Sapporo Symphonie Orchester”（１９４０年）

大学文書館蔵

Ｈ．ヘッカーの自筆原稿。北大生が１９２１年に結成した「札幌交響楽団」は、１９４０年に自主解散が
決まり、１２月１０日に最終演奏会を実施した。Ｈ．ヘッカーは最終演奏会を聞き、その感想と楽団
への感謝を記した文章を１９４０年１２月１７日付け『北海道帝国大学新聞』に寄稿した。

Ⅱ―０７ 『北大季刊』第２号（１９５２年）へのＨ．ヘッカーの寄稿

『北大季刊』第２号（１９５２年５月）／大学文書館蔵

『北大季刊』は北海道大学の教員・職員を中心とした関係者が寄稿・発刊した文芸誌。Ｈ．ヘッ
カーはたびたびドイツ語文を寄稿した。第２号には“Heimaterinnerungen”を寄稿、同僚の井手
賁夫教授による日本語訳「ふるさとの思い出」と共に掲載されている。

Ⅱ―０８ H. Hecker, Über Homers Ilias（１９６２年）

附属図書館蔵

Ｈ．ヘッカーのドイツ語著書『ホーメロスのイーリアス』（１９６２年１２月）。Ｈ．ヘッカーの８０歳記念
に際し北海道大学関係者が中心となって刊行の労を取った。

Ⅱ―０９ Ｈ．ヘッカー追悼号として刊行された『北大季刊』第３０号（１９６８年）

『北大季刊』第３０号（１９６８年１月）／大学文書館蔵

Ｈ．ヘッカーは１９６７年４月２０日、８５歳で逝去した。１９６８年１月刊行の『北大季刊』第３０号はＨ．
ヘッカー追悼号となり、多くの教え子、同僚、親族が寄稿した。

Ⅱ―１０ ヘルマン・ヘッカー先生像

百年記念会館蔵

１９７７年に彫刻家木田明二が制作した木彫作品。公私においてＨ．ヘッカーと深い親交のあった滝
沢義郎名誉教授夫妻から１９８６年に寄贈を受けた。

Ⅱ―１１ あてね・さっぽろフランス語講習会趣意書（１９４０年）

宮澤弘幸旧蔵アルバム／大学文書館蔵／複製展示

教養としてのフランス語研鑽を掲げて発会した。太黒マチルドが顧問、宮澤や友人の大條正義、
松本照男など「ソシエテ・デュ・クール」（心の会）のメンバーが講師に名を連ねている。

Ⅱ―１２ 太黒マチルド「札幌半世紀」（１９６８年）

『北方文芸』創刊号（１９６８年１月）／大学文書館蔵

太黒マチルドは『北方文芸』創刊号に回想を掲載し、戦時中に憲兵に監視されながらも小�高商
に通ったことなどを記している。『北方文芸』は北海道大学文学部教授小笠原克が編集した地方
文芸誌。

Ⅱ―１３ Ｆ．マライーニ『チベット』（１９４２年）

附属図書館蔵

１９３７年に東洋学者Ｇ．トゥッチに同行したチベット探検の旅行記。自ら撮影した写真を多数掲載し
ている。日本語版は１９４２年７月に春鳥会から出版した。イタリア語原書表題は“Lontano Tibet”。

Ⅱ―１４ F. Maraini, Gli iku−bashui dogli Ainu.（１９４２年）

附属図書館蔵

Ｆ．マライーニは１９４２年、日本留学中の研究成果をイタリア語論文『アイヌのイクパスイ』とし
てまとめた。イクパスイはアイヌ民族が儀式で使用する酒べら。装飾や機能からイクパスイの役
割を考究している。
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Ⅱ―１５ F. Maraini, Meeting with Japan.（１９５９年）

附属図書館蔵

Ｆ．マライーニの日本文化についての英語版エッセイ『日本との出会い』。東京、京都、奈良、名
古屋などを取り上げている。１９５９年刊行。

Ⅱ―１６ Ｆ．マライーニ「アジアにおけるイタリア人の旅行者」（１９７０年）

大学文書館蔵

１９７０年大阪万国博覧会の「イタリア館」プログラムに寄せた文章。Ｆ．マライーニは「イタリア
館」の副館長を務めた。

Ⅱ―１７ 宮澤弘幸が届け出た「支那語講習会」（１９３８年１２月２日）

「集会届一覧 昭和十一年九月起」（帝大／２０１６／０４２９）／大学文書館蔵

大学内の学生生徒控所８号室で中国語講習会を開催することを届け出ている。講師には中国人留
学生があたった。

（３）時代と社会への眼差し

Ⅱ―１８ 宮澤弘幸の工学部「学科志望願書」（１９４０年２月１５日）

「昭和拾五年度入学関係書類 北海道帝国大学工学部庶務係」
（工／２０１０／０１１４）／大学文書館蔵

予科を修了後に１９４０年４月から工学部へ進学するに際し宮澤弘幸が提出した「学科志望願書」。
第一希望の電気工学科に進学する。電線技術者であった父親と同じ分野であった。

Ⅱ―１９ 満鉄主催学生懸賞論文の当選通知（１９４０年７月１８日）

宮澤弘幸旧蔵アルバム／大学文書館蔵／複製展示

宮澤弘幸は、満鉄（南満洲鉄道株式会社）が主催した学生懸賞論文に応募し当選、満鉄の招聘に
よる「満州」視察旅行に出かけた。当選した論文は旅行後に改稿し、満鉄が発行する雑誌『満洲
グラフ』に連載した。

Ⅱ―２０ 宮澤弘幸「満洲を巡って（一）」（１９４０年）

『北海道帝国大学新聞』１９４０年１１月１２日／大学文書館蔵／複製展示

宮澤弘幸は１９４０年８月、満鉄の招待で「満州」を回る旅行をした。羅津（現北朝鮮の東端、日本
海に面する港湾都市）から出発した。『北海道帝国大学新聞』に掲載。

Ⅱ―２１ 宮澤弘幸「満洲を巡りて（二）――旅行メモより」（１９４０年）

『北海道帝国大学新聞』１９４０年１１月２６日／大学文書館蔵／複製展示

「満州」移民団の様子を中心に視察している。日本人小学校が立派であるのに対し「満人小学校」
が粗末である点を批判的に指摘している。『北海道帝国大学新聞』に掲載。

Ⅱ―２２ 宮澤弘幸「満洲を巡りて――旅行メモより」（１９４０年）

『北海道帝国大学新聞』１９４０年１２月１７日／大学文書館蔵／複製展示

視察旅行のまとめとして、「満州」開発における北大出身者の責任の大きさ、日本国家が高調す
る「民族協和」が現地では容易な問題ではないことを指摘している。『北海道帝国大学新聞』に
掲載。

Ⅱ―２３ 満鉄招聘学生満洲調査団の報告会通知（１９４０年１２月）

宮澤弘幸旧蔵アルバム／大学文書館蔵／複製展示

満鉄が主催した「満州」視察旅行参加学生による報告会の日程。宮澤弘幸は視察旅行で撮影した
写真と共にアルバムに貼付して保存していた。

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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Ⅱ―２４ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（一）」（１９４１年）

『満洲グラフ』第９巻第５号（１９４１年５月）／大学文書館蔵

満鉄主催「満州」視察旅行のための応募論文に、視察旅行後の見聞を加筆して投稿した論文。４
回にわたる連載となった。「序」で「満鉄はもはや南満州の鉄道会社ではなくして、亜細亜の鉄
道省たるべきである」との問題意識を提示している。『満洲グラフ』に掲載。

Ⅱ―２５ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（二）」（１９４１年）

『満洲グラフ』第９巻第６号（１９４１年６月）／大学文書館蔵

東京－バンコク、大連－ハルビン、奉天－バグダッド、ハノイ－カシュガル、ハノイ－カルカッタ
といった路線を有する「亜細亜大陸一貫鉄道計画」の構想を記述している。『満洲グラフ』に掲載。

Ⅱ―２６ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（三）」（１９４１年）

『満洲グラフ』第９巻第７号（１９４１年７月）／大学文書館蔵

大陸一貫鉄道を全線電化による計画を唱え、電力資源の確保策を記述している。『満洲グラフ』
に掲載。

Ⅱ―２７ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（四）」（１９４１年）

『満洲グラフ』第９巻第８号（１９４１年８月）／大学文書館蔵

全線電化の理由として石炭節約、保守費軽減等を掲げ、まとめとして大陸一貫鉄道計画に伴う諸
問題を論じている。『満洲グラフ』に掲載。

Ⅱ―２８ 宮澤弘幸「開拓風景 朝から朝まで」（１９４１年）

『満洲グラフ』第９巻第１号（１９４１年１月）／複製展示

東京の大学生久保が「満州」で卒業論文の調査を終えた後、知人が移民として入植した村を訪ね
るという創作小品。「満州」の曠野に憧れる宮澤の心情を反映している。『満洲グラフ』に掲載。

Ⅱ―２９ 陸軍戦車学校における訓練（１９４１年３―４月）

宮澤弘幸旧蔵アルバム／大学文書館蔵／複製展示

宮澤弘幸は、１９４１年３月２６日～４月８日、大日本機械化義勇団が主催する千葉陸軍戦車学校にお
ける講習会に応募、参加した。その際の日程、心得通知文書。参加した際の写真と共にアルバム
に貼付していたもの。

Ⅱ―３０ 陸軍戦車学校での記念撮影（１９４１年３月）

宮澤弘幸旧蔵アルバム／大学文書館蔵／複製展示

Ⅱ―３１ 宮澤弘幸「戦車を習ふ」（１９４１年）

『北海道帝国大学新聞』（１９４１年６月１０日）／大学文書館蔵

１９４１年３―４月の陸軍戦車学校の講習会の参加記。戦車を操縦した感想として「人間らしい呑気さ
などはてんで認められない」、「頑固冷酷な鉄、鉄、鉄の世界」「学生らしさなど消し飛んでしま
ふ」などと記している。『北海道帝国大学新聞』掲載。

Ⅱ―３２ 「大本営」看板（１９３６年）

総合博物館蔵／撮影画像展示

１９３６年１０月、陸軍が北海道で特別大演習を行ない、昭和天皇が来学した。北海道帝国大学農学部
本館が「大本営」、「行在所」となった。その際に使用した看板。

Ⅱ―３３ 「大本営」となった農学部本館の写真（１９３６年）

大学文書館蔵／複製展示

「大本営」となった農学部本館前には、臨時に柵を設置して守衛を配置している。
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Ⅱ―３４ 「聖蹟碑」除幕式の写真（１９３７年）

大学文書館蔵／複製展示

１９３７年４月２９日、前年の陸軍特別大演習の際の昭和天皇行幸を記念して、北大は「聖蹟碑」を設
置した。宮澤弘幸が北大予科に入学後間もない時期である。中央は式辞を読む今裕総長。

Ⅲ―０１ アジア・太平洋戦争開戦を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９４１年）

『北海道帝国大学新聞』（１９４１年１２月１６日）／大学文書館蔵

今裕北大総長が訓示をする様子を伝え、アジア・太平洋戦争開戦を報じている。

Ⅲ―０２ 村田豊雄「北工会四十年史」（１９６５年）

『北工会誌』第２８号（１９６５年１月）／大学文書館蔵

事件当時、工学部事務職員であった村田豊雄が聞き知った「宮澤・レーン事件」の状況を回想し
ている。

Ⅲ―０３ P. Lane, “Prison Life in Japan”（１９４７年）

Middlebury College News Letter１９４７―０１―０１／ミドルベリー大学蔵／複製展示

戦後、Ｐ．レーンが母校ミドルベリー大学のニュースレターに掲載した「日本での監獄生活」と
題した回想。ポーリンが昼食中に検挙されたこと、拘留中に警察署長や看守などが親切であった
ことなどを記している。「宮澤・レーン事件を考える会」が翻訳を作成している。

Ⅲ―０４ 宮澤弘幸の「退学願」（１９４２年４月１日）

「入学 退学 休学 卒業ニ関スル書類 自昭和十七年至昭和十九年」
（工／２０１３／００１１）／大学文書館蔵

宮澤弘幸自筆の「退学願」。当時宮澤は札幌拘置所に拘束されており、自身の意思であるかは疑
わしく、不明である。北大工学部は５月初旬までに願を受理し、４月１日に遡って「退学許可」
の事務手続きを踏んだ。

Ⅲ．「宮澤・レーン事件」

１９４１年１２月８日、特別高等警察が外諜容疑者の全国一斉検挙を行ない、その中に宮澤弘

幸とレーン夫妻も含まれた。宮澤が旅行中に見聞きした港・灯台・飛行場・工場などの「軍事上

の秘密」を「探知」して旅行談中でレーン夫妻に「漏 」し、レーン夫妻がそれを「探知」

してアメリカ大使館に「漏 」したとする、軍機保護法違反の嫌疑であった。１９４２年１２月

の一審判決はハロルドと宮澤が懲役１５年、ポーリンが１２年であった。１９４３年５、６月に上

告棄却、刑が確定した。外諜事件では死刑判決が下った「ゾルゲ事件」に次ぐ重刑であった。

レーン夫妻は、１９４３年９月、日米交換船によりアメリカへ送還された。宮内大臣を父、

秩父宮妃を妹に持つ松平一郎（横浜正金銀行サンフランシスコ支店）との交換であったと

の説がある。一方、宮澤弘幸は、起訴直前の１９４２年４月１日に北大工学部へ「退学願」を

提出した。余儀なくされた退学であった。判決確定後、１９４３年６月に網走刑務所に収監さ

れたが、栄養失調と極寒の過酷な獄中生活が宮澤の体を蝕んだ。病舎に入った後、１９４５年

６月に仙台の宮城刑務所に移送され、８月１５日の終戦を迎えた。GHQの指令に基づき日

本政府が宮澤を釈放するのは１０月１０日のことである。

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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Ⅲ―０５ 宮澤弘幸判決書のコピー（１９４３年）

上田誠吉旧蔵資料０００１／大学文書館蔵

大審院（現最高裁判所）の判決書。これにより懲役１５年の判決が確定した。判決書コピーは弁護
士上田誠吉が「宮澤・レーン事件」を問い直す際に収集した資料である。多くの付箋、書き込み
がなされている。

Ⅲ―０６ ハロルド・レーン判決書のコピー（１９４３年）

上田誠吉旧蔵資料０００３／大学文書館蔵

大審院の判決により懲役１５年の判決が確定した。宮澤やレーン夫妻への量刑の重さは、同種の諜
報・諜略活動の疑いによりＲ．ゾルゲや尾崎秀実が死刑判決を受けた「ゾルゲ事件」に次ぐ内容
であった。

Ⅲ―０７ ポーリン・レーン判決書のコピー（１９４３年）

上田誠吉旧蔵資料０００５／大学文書館蔵

大審院の判決により懲役１２年の判決が確定した。

Ⅲ―０８ レーン夫妻のアメリカ送還の経緯に言及する『日米交換船』（２００６年）

鶴見俊輔・加藤典洋・黒川創『日米交換船』（２００６年３月、新潮社）
上田誠吉旧蔵資料１０８０／大学文書館蔵

１９４３年９月、レーン夫妻は「日米交換船」でアメリカへ送還された。レーン夫妻や娘姉妹の送還
経緯などにも言及している。著者の鶴見俊輔も交換船帰国者の一人。

Ⅲ―０９ レーン夫妻の娘姉妹のアメリカ送還に言及する『嵐の中を』（１９９１年）

コーネリア＆ギルバート・シュレーヤ『嵐の中を』（１９９１年６月、日本基督教団出版局）
／宮澤・レーン事件を考える会提供

岩手県盛岡の宣教師シュレーヤ夫妻が戦時下の日本での体験を回想した本。日米交換船でレーン
夫妻の娘姉妹と出会ったこと、日本語しか解さない姉妹が両親と離れアメリカへ送還される事態
の深刻さなどを記している。

Ⅲ―１０ レーン夫妻の娘姉妹の証言による Katherine F. Berry記者の記事（１９４３年）

宮澤・レーン事件を考える会提供／複製展示

当時１１歳のレーン夫妻の娘姉妹のよる証言をまとめた記事。１９４３年秋、マサチューセッツ州ウス
ターの日刊紙“Worcester Telegram”の掲載記事と思われる。事件当日や日米交換船による送還
中の姉妹の様子が分かる。「宮澤・レーン事件を考える会」が翻訳を作成している。

Ⅳ．それぞれの戦後

GHQが日本政府に対し国民の人権を侵害する法律の廃止を命じた１９４５年１０月４日の指

令に基づき、１０月１０日、宮澤弘幸は宮城刑務所から釈放された。獄中生活で蝕まれた宮澤

の体調は、家族の献身的な介抱により少しずつ快方に向かった。１９４５年１２月８日、宮澤は

北大工学部に「復学願」を提出し、さらにアメリカ留学を見据えた。しかし、宮澤の体は

完治せず、肺結核を悪化させ、１９４７年２月２２日、北大復学も留学も果たせず、２７歳の若さ

で逝去した。

一方、アメリカ送還後、ボストン郊外で暮らしていたレーン夫妻は１９５１年３月に再来日

し、ハロルドが４月１日から北海道大学一般教養部の英語担当外国人教師に就任した。ハ
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Ｆ．マライーニの子女を迎える宮澤弘幸と家族
（１９４６年１月２３日）

北大創基８０周年に来日したＷ．Ｓ．クラークⅡ世
夫妻を迎える杉野目晴貞学長とレーン夫妻

（１９５６年）

（１）宮澤弘幸、再起の日々

Ⅳ―０１ 宮澤弘幸の宮城刑務所入出所年月日を記した文書（１９８７年２月２４日）

上田誠吉旧蔵資料００９６／大学文書館蔵

宮澤は網走刑務所収監の後、獄中の劣悪な環境に病を得て病舎に入り、後に宮城刑務所に移され
終戦を迎えた。弁護士上田誠吉の調査により、宮城刑務所には１９４５年６月２５日に入所し、１０月１０
日に釈放になったことが分かった。

Ⅳ―０２ 宮澤弘幸の「復学願」（１９４５年１２月８日）

「退学 休学 入学 卒業関係 自昭和二十年四月至〃二十一〃〃 工学部」
（工／２０１３／００１２）／大学文書館蔵

宮澤弘幸は１９４５年１０月１０日の釈放後、４年前に検挙された同じ日付である１２月８日に自筆の「復
学願」を北海道帝国大学工学部に提出した。再起への強い意思が感じられる。大学は１２月２１日付
けで復学の事務手続きを行なった。

ロルドは、教養部の英語を担当したほか、海外留学・研修、英語論文やサマリーの添削な

どに支援や助言を惜しまなかった。妻ポーリンは、札幌の中学校・高校などで英語教育に

携わり、所属する北光教会のボランティア活動や子どもの英語教室にも積極的であった。

外国人教師官舎のレーン宅には、戦前同様に北大生や卒業生、地域の人々が集った。

１９６３年８月、ハロルドが急逝すると、ハロルドの退職記念事業を企画していたレーン先

生夫妻謝恩記念事業会とポーリンは、事業の資金を北海道大学教養部の学生を対象とする

「レーン奨学金」に充てた。現在は、英語成績優秀者を表彰する「レーン記念賞」として

続いている。

１９６６年７月にポーリンが逝去した後、レーン家は旧蔵書を「レーン文庫」として教養部

に寄贈した。現在は附属図書館が引き継ぎ、北図書館に「レーン文庫」の開架コーナーを

設けている。

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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Ⅳ―０３ 宮澤弘幸死去による「退学」の手続き文書（１９４８年１月）

「休学 退学 復学伺簿 昭和廿三年度以降 工学部教務係」（工／２０１３／００１９）
／大学文書館蔵

宮澤弘幸は北大に復学したもの、劣悪な獄中生活で崩した体調が十分戻らず、来学することのな
いまま、１９４７年２月２２日に逝去した。北大工学部は１９４８年１月に宮澤逝去の報を受け、「死亡に
よる退学」の事務手続きをとった。

（２）レーン夫妻の再来日

Ⅳ―０４ レーン夫妻からのクリスマスカード（１９５７、１９５８、１９６１、１９６２年）

杉岡昭子氏、青木ミツ氏提供

レーン夫妻の連名で教え子、友人、知人などに毎年、クリスマスカードを送っていた。

Ⅳ―０５ 杉岡昭子氏に宛てたＰ．レーンの手紙（１９６３年６月１８日）

杉岡昭子氏提供

杉岡昭子氏は当時北海道学芸大学（現在の北海道教育大学）附属中学校教師。「北海道学芸大学
付属札幌小中学校」用紙を使用している。

Ⅳ―０６ 留学中の杉岡昭子氏に宛てたＰ．レーンの手紙（１９６５年５月２３日）

杉岡昭子氏提供

アメリカ留学中の杉岡氏に宛てた手紙。エアメール封筒の表裏いっぱいに書き綴っている。

Ⅳ―０７ Ｈ．レーンの逝去を伝える『北海道大学新聞』（１９６３年）

『北海道大学新聞』（１９６３年９月１０日）／大学文書館蔵

Ｈ．レーンは北大退職を控え、在職のまま逝去した。記事は北大の寮歌やエンレイソウを模した
校章をたいへん好んだエピソードを紹介している。

Ⅳ―０８ Ｈ．レーンの葬儀順序（１９６３年８月１０日）

大学文書館蔵

Ｈ．レーンは１９６３年８月７日、７０歳で逝去した。札幌北光教会での葬儀では杉野目晴貞北大学長
が大学代表、三田村健太郎農学部教授が友人総代として弔詞を読んでいる。

Ⅳ―０９ Ｐ．レーン葬儀順序（１９６６年７月１８日）

大学文書館蔵

Ｐ．レーンは１９６６年７月１６日、７３歳で逝去した。葬儀は札幌北光教会で行なった。

Ⅳ―１０ Catalogue of the Library of Harold M. Lane（１９６７年）

大学文書館蔵

１９６７年、北海道大学はレーン家から旧蔵書の寄贈を受け、教養部に「レーン文庫」を設置した。
その後、附属図書館が所蔵し、現在は北図書館にレーン文庫の開架スペースを設けており、手に
取って読むことができる。
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Ⅳ―１１ レーン文庫蔵書

D. S. Muzzey, A History of Our Country : a Textbook for High−school Students
A. Conan Doyle, Tales of Sherlock Holmes
The Royal Prince Readers
R. H. Blyth, Haiku
Charles Dickens, The Posthumous Papers of the Pickwick Club
The Poetical Works of Alfred Tennyson : Poet Laureate／附属図書館蔵

英米文学、歴史、伝記、アジア事情などの分野の英書が多い。ハロルドの研究テーマであったイ
ギリスの小説家Ｃ．ディケンズ関係が目立つ。また、ポーリンの兄Ｐ．ローランドの署名のある英
語学習用図書もある。英語講義のテキストとして使用した蔵書には細かい書き込みがあり、使い
込んだ様子を覗わせる。

Ⅳ―１２ レーン記念賞賞状

北海道大学蔵

１、２年生が在籍する教養部の廃止（１９９５年）に伴い、「レーン奨学金」は、１９９６年から英語成
績優秀者を表彰する「レーン記念賞」へと改まった。

Ⅳ―１３ レーン記念賞メダル

北海道大学蔵

レーン記念賞受賞者にはＨ．レーンの肖像をかたどったメダルを授与する。

秋間浩・秋間美江子夫妻と上田誠吉弁護士

Ⅴ．現代から見る「宮澤・レーン事件」

戦後の重大事件の多くの裁判に携わってきた弁護士上田誠吉（１９２６―２００９年）は、著書

『戦争と国家秘密法』（１９８６年）で「宮澤・レーン事件」に触れ、それをきっかけに宮澤

弘幸の実妹秋間美江子氏（１９２７―２０２０年）と出会い、事件の解明に取り組んだ。その成果

として出版した著書『ある北大生の受難』（１９８７年）、『人間の絆を求めて』（１９８８年）によ

り、「宮澤・レーン事件」は冤罪事件として広く知られるようになった。

上田との出会いを契機に、秋間美江

子氏は「宮澤・レーン事件」の事実を

社会に訴える活動を始めた。秋間氏と

の対話の中で、北海道大学は「宮澤・

レーン事件」に関する資料の調査と収

集を行ない、報告書・論考等を作成し

て、展示等でその成果を公開した。ま

た、国際意識に富んだ宮澤弘幸の名を

冠した「宮澤記念賞」を創設して、第

二外国語成績優秀者に授与することと

した。

秋間氏を支援する市民は、「北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会」

や「宮澤・レーン事件を考える会」などを結成し、刊行物や書籍の発刊、集会や講演会の

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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（１）弁護士上田誠吉による冤罪の告発

Ⅴ―０１ 上田誠吉『戦争と国家秘密法』（１９８６年）

上田誠吉『戦争と国家秘密法 戦時下日本でなにが処罰されたか』（イクォ
リティ、１９８６年２月） 上田誠吉旧蔵資料１０７２／大学文書館蔵

１９８０年代半ばに国会が「スパイ防止法案」の審議を行なった。弁護士上田誠吉は法律家の立場か
ら反対の論陣を張り、戦時期に起きた「宮澤・レーン事件」などを例にその危険性を指摘した。

Ⅴ―０２ 上田誠吉に宛てた秋間浩の手紙（１９８６年１１月９日）

上田誠吉旧蔵資料００１８／大学文書館蔵

『戦争と国家秘密法』で「宮澤・レーン事件」を取り上げていることを知り、宮澤弘幸の実妹秋
間美江子の夫秋間浩が上田に手紙を送った。これを機に秋間夫妻と上田の交流と、事件の本格的
な解明調査が始まる。

Ⅴ―０３ 秋間浩に宛てた上田誠吉の返信控え（１９８６年１１月２０日）

上田誠吉旧蔵資料００２０／大学文書館蔵

「宮澤・レーン事件」を取り上げた自著に、感想の手紙を寄せた秋間夫妻に感謝の念を述べている。

Ⅴ―０４ 『記録集 国家秘密法に反対する市民集会「宮澤事件の真実」』（１９８７年）

上田誠吉旧蔵資料０３２７／大学文書館蔵

１９８７年７月９日、アメリカ在住の宮澤弘幸実妹秋間美江子が来日し、「宮澤・レーン事件」を取
り上げた市民集会で「わが兄宮澤弘幸とわたし」と題した講演を行なった。事件当時の家族が置
かれた環境や、戦後釈放された後の宮澤弘幸の様子などを証言している。ほかにＦ．マライーニ
がメッセージを寄せている。

Ⅴ―０５ 上田誠吉「Ｍ事件通信ファイルⅠ～Ⅲ」（１９８６年１１月～１９８７年８月）

上田誠吉旧蔵資料００１５／大学文書館蔵

「宮澤・レーン」事件の徹底解明に乗り出した上田は、その日その日に明らかになったこと、疑
問点、調査方針等を記述し、調査協力者・関係者と情報を共有した。

Ⅴ―０６ 上田誠吉ノート「宮沢事件研究」（１９８７年１―４月）

上田誠吉旧蔵資料００１４／大学文書館蔵

上田が「宮澤・レーン事件」についての調査内容等をメモしたノート。

Ⅴ―０７ 札幌地方裁判所宛て刑事事件確定判決閲覧謄写申請の控え（１９８７年１月２７日）

上田誠吉旧蔵資料００９０／大学文書館蔵

上田は「宮澤・レーン事件」判決を復元するため、関係する裁判所、検察所、刑務所などに判決
書の所在を照会し、徹底した調査を行なっている。

Ⅴ―０８ 札幌地方裁判所からの返信（１９８７年２月１０日）

上田誠吉旧蔵資料００９２／大学文書館蔵

上田の照会に対し、札幌地方裁判所が判決原本等を保管していない旨を回答した返信。

開催、構成劇の上演などを通じ、事件を掘り起こし、語り継ぐ活動を続けている。
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Ⅴ―０９ 上田誠吉『ある北大生の受難』（１９８７年）

上田誠吉『ある北大生の受難 国家秘密法の爪痕』（朝日新聞社、１９８７年９月）
上田誠吉旧蔵資料１０７３／大学文書館蔵

上田の「宮澤・レーン事件」への関心は、国家秘密法阻止のための歴史的教訓の一例であったが、
秋間夫妻との出会いにより、事件の全貌解明調査へと移っていく。上田は本書で宮澤弘幸とレー
ン夫妻の冤罪を主張した。

Ⅴ―１０ 上田誠吉『人間の絆を求めて』（１９８８年）

上田誠吉『人間の絆を求めて 国家秘密法の周辺』（花伝社、１９８８年７月）
上田誠吉旧蔵資料１０７４／大学文書館蔵

上田は、宮澤やレーン夫妻が豊かな人間関係を築いていたこと、また事件の解明調査を通じ自身
も秋間夫妻や周囲の人々と交友を深めたことを、人間同士の絆を断つ国家権力のあり方に対置し
ている。

Ⅴ―１１
ラジオ番組リーフレット「落合恵子のちょっと待ってMONDAY」№２５（１９８８
年９月２２日）

上田誠吉旧蔵資料０６４７／大学文書館蔵

作家落合恵子がパーソナリティーを務める文化放送（ラジオ）の情報番組に、上田誠吉がゲスト
として出演し、「宮澤・レーン事件」について語った。上田の著書はメディアでも話題になった。

Ⅴ―１２ ビデオ『レーン・宮澤事件 もうひとつの１２月８日』（１９９３年１２月）

上田誠吉旧蔵資料１１０８／大学文書館蔵

上田誠吉の著書を基に作成された「宮澤・レーン事件」紹介ビデオ。市民運動の集会などで上映
された。

Ⅴ―１３ 岸本羊一『スキャンダラスな人びと』（１９９１年）

岸本羊一『スキャンダラスな人びと レーン夫妻スパイ事件と私たち』（新
教出版社、１９９１年９月） ／大学文書館蔵

戦時中に日本国家が異端視して排斥しようとする「スキャンダラスな人びと」の一例として「宮
澤・レーン事件」を取り上げている。法律家の上田とはまた異なるクリスチャンの視点からも、
事件の重大性を指摘している。

Ⅴ―１４ 上田誠吉に宛てた岸本羊一の手紙（１９８９年９月１１、２１日）

上田誠吉旧蔵資料０８６２／大学文書館蔵

『スキャンダラスな人びと』執筆に当たり、著者岸本羊一が上田誠吉の著書を参考にしていると
記している。

（２）北海道大学の取り組み

Ⅴ―１５ 論考、資料調査報告、寄贈資料目録を掲載した『北海道大学大学文書館年報』

『北海道大学大学文書館年報』第５、６、７、９号（２０１０、２０１１、２０１２、２０１４
年３月） ／大学文書館蔵

大学文書館のスタッフがそれぞれの立場から、「宮澤・レーン事件」に関する論考、資料調査報
告、寄贈資料目録を作成し、掲載した。「宮澤・レーン事件」を北海道大学の歴史として捉え、
位置付けていくための取り組みである。
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Ⅴ―１６ 宮澤記念賞賞状

北海道大学蔵

第二外国語の成績優秀学生に授与する賞。複数の外国語に堪能で、国際交流の意思に富んだ学生
であった宮澤弘幸を顕彰する意図を込めて命名した。「宮澤・レーン事件」に関する北大の取り
組みの一端である。宮澤の実妹秋間美江子から名前の使用について快諾を得た。

Ⅴ―１７ レーン記念賞・宮澤記念賞の授与式を報じる『北大時報』（２０１５年）

『北大時報』№７３６（２０１５年７月）／大学文書館蔵

２０１５年６月２６日、第１回宮澤記念賞の授賞式を行なった。英語成績優秀者に授与するレーン記念
賞と対をなす。

（３）市民の視点から問い直す

Ⅴ―１８ 「北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会」の刊行物

大学文書館蔵

「北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会」は、２０１３年１月に発足した。秋間美
江子の友人山野井孝有氏、上田誠吉の調査にも協力した山本玉樹氏が中心となり、秋間の訴えを
サポートする活動を続けた。現在は、国家権力の暴走を批判する運動へと活動を広げている。

Ⅴ―１９ 「宮澤・レーン事件を考える会」の刊行物

大学文書館蔵

「宮澤・レーン事件を考える会」は、札幌で講演会や演劇、ガイドツアーなどにより事件を語り
継ぎ、新たな視点から事件の事実、関係者の人物像や交友関係を掘り起こす活動を行なっている。

Ⅴ―２０ 「構成劇と講演のつどい」（２０１６年１２月１１日）の脚本と DVD

大学文書館蔵

「宮澤・レーン事件を考える会」は、事件を題材にした構成劇「エルムに寄せて」の上演を中心
に、合唱、講演を加えたプログラムで集会を行なった。アメリカ在住の秋間美江子も出席し、自
らの思いを語った。これが、秋間の最後の来札となった。
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Ⅰ―０１ H. M. Lane, “Theses”（１９１４年）

Ⅰ―０２ H. M. Lane, “Hokkaido Imperial University History”（１９２６―１９２７年）

４．資料図録

Ⅰ．北大予科英語教師ハロルド・レーン、ポーリン・レーン

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展
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〔左図〕Ⅰ―０３『創基五十年記念 北海道帝国大学沿革史』（１９２６年）
〔右図〕Ⅰ―０４ H. M. Lane, “Archaeology Notes”（１９２８年）

〔左図〕Ⅰ―０５ H. M. Lane, “Relations between English and Spain from the Beginning of the
Regina of Queen Elizabeth to the Time of Armada”（１９２９年）
〔右図〕Ⅰ―０６ H. M. Lane, “The ‘Japanese Exclusion’ Clause of the Immigration Act of 1924,
with Special Reference to Editorial Comment thereon, both Japanese and American”（１９２９年）
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Ⅰ―０７ Historical Sketch of Agricultural College of Tohoku Imperial University（１９１５年）
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Ⅰ―０８ ポーリン・ローランドが作詩した“Song to Hoku Chu”（１９１７年）

Ⅰ―０９ 齋藤初恵に宛てたＰ．レーンの手紙（１９２６年７月１０日）
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Ⅱ―０１ １９３７年度北海道帝国大学予科合格者を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９３７年）

Ⅱ―０２ 宮澤弘幸「真理は時に嘆く」（１９３８年）

Ⅱ．北大生宮澤弘幸の青春

（１）文芸活動
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Ⅱ―０３『桜星会雑誌』第４７号「編輯後記」（１９３８年）

Ⅱ―０４ 弁論部での活動を伝える『桜星会会報』（１９３９年）
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Ⅱ―０５ 宮澤弘幸の文武会理事就任を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９３８年）

Ⅱ―０６ H. Hecker, “Sapporo Symphonie Orchester”（１９４０年）

（２）外国人教師たちとの交流
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Ⅱ―０７『北大季刊』第２号（１９５２年）へのＨ．ヘッカーの寄稿

Ⅱ―０８ H. Hecker, Über Homers Ilias（１９６２年）
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Ⅱ―０９ Ｈ．ヘッカー追悼号として刊行された『北大季刊』第３０号の口絵（１９６８年）

〔左図〕Ⅱ―０９ Ｈ．ヘッカー追悼号として刊行された『北大季刊』第３０号（１９６８年）
〔右図〕Ⅱ―１０ ヘルマン・ヘッカー先生像
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Ⅱ―１１ あてね・さっぽろフランス語講習会趣意書（１９４０年）

Ⅱ―１２ 太黒マチルド「札幌半世紀」（１９６８年） Ⅱ―１３ Ｆ．マライーニ『チベット』（１９４２年）
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Ⅱ―１４ F. Maraini, Gli iku−bashui dogli Ainu.（１９４２年）

Ⅱ―１５ F. Maraini, Meeting with Japan.（１９５９年）
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Ⅱ―１６ Ｆ．マライーニ「アジアにおけるイタリア人の旅行者」（１９７０年）

Ⅱ―１７ 宮澤弘幸が届け出た「支那語講習会」（１９３８年１２月２日）
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Ⅱ―１８ 宮澤弘幸の工学部「学科志望願書」（１９４０年２月１５日）

（３）時代と社会への眼差し
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Ⅱ―１９ 満鉄主催学生懸賞論文の当選通知（１９４０年７月１８日）
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Ⅱ―２０ 宮澤弘幸「満洲を巡って（一）」（１９４０年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１２７―



Ⅱ―２１ 宮澤弘幸「満洲を巡りて（二）――旅行メモより」（１９４０年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１２８―



Ⅱ―２２ 宮澤弘幸「満洲を巡りて――旅行メモより」（１９４０年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１２９―



Ⅱ―２３ 満鉄招聘学生満洲調査団の報告会通知（１９４０年１２月）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１３０―



Ⅱ―２４ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（一）」（１９４１年）

Ⅱ―２５ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（二）」（１９４１年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１３１―



Ⅱ―２６ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（三）」（１９４１年）

Ⅱ―２７ 宮澤弘幸「大陸一貫鉄道論（四）」（１９４１年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１３２―



Ⅱ―２８ 宮澤弘幸「開拓風景 朝から朝まで」（１９４１年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１３３―



〔上図・左図〕Ⅱ―２９ 陸軍戦車学校における訓練（１９４１年３―４月）
〔右図〕Ⅱ―３０ 陸軍戦車学校での記念撮影（１９４１年３月）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１３４―



Ⅱ―３１ 宮澤弘幸「戦車を習ふ」（１９４１年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１３５―



〔左図〕Ⅱ―３２「大本営」看板（１９３６年）
〔右図〕Ⅱ―３３「大本営」となった農学部本館の写真（１９３６年）

Ⅱ―３４「聖蹟碑」除幕式の写真（１９３７年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１３６―



Ⅲ―０１ アジア・太平洋戦争開戦を伝える『北海道帝国大学新聞』（１９４１年）

Ⅲ―０２ 村田豊雄「北工会四十年史」（１９６５年）

Ⅲ．「宮澤・レーン事件」

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１３７―



Ⅲ―０３ P. Lane, “Prison Life in Japan”（１９４７年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１３８―



Ⅲ―０４ 宮澤弘幸の「退学願」（１９４２年４月１日）

Ⅲ―０５ 宮澤弘幸判決書のコピー（１９４３年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１３９―



Ⅲ―０６ ハロルド・レーン判決書のコピー（１９４３年）

Ⅲ―０７ ポーリン・レーン判決書のコピー（１９４３年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１４０―



Ⅲ―０８ レーン夫妻のアメリカ送還の経緯に言及する『日米交換船』（２００６年）

Ⅲ―０９ レーン夫妻の娘姉妹のアメリカ送還に言及する『嵐の中を』（１９９１年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１４１―



Ⅲ―１０ レーン夫妻の娘姉妹の証言による Katherine F. Berry記者の記事（１９４３年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１４２―



Ⅳ―０１ 宮澤弘幸の宮城刑務所入出所年月日を記した文書（１９８７年２月２４日）

Ⅳ．それぞれの戦後

（１）宮澤弘幸、再起の日々

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１４３―



Ⅳ―０２ 宮澤弘幸の「復学願」（１９４５年１２月８日）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１４４―



Ⅳ―０３ 宮澤弘幸死去による「退学」の手続き文書（１９４８年１月）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１４５―



Ⅳ―０４ レーン夫妻からのクリスマスカード（１９５７、１９５８、１９６１、１９６２年）

Ⅳ―０５ 杉岡昭子氏に宛てたＰ．レーンの手紙（１９６３年６月１８日）

（２）レーン夫妻の再来日

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１４６―



Ⅳ―０６ 留学中の杉岡昭子氏に宛てたＰ．レーンの手紙（１９６５年５月２３日）

Ⅳ―０７ Ｈ．レーンの逝去を伝える『北海道大学新聞』（１９６３年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１４７―



Ⅳ―０８ Ｈ．レーンの葬儀順序（１９６３年８月１０日）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１４８―



Ⅳ―０９ Ｐ．レーン葬儀順序（１９６６年７月１８日）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１４９―



Ⅳ―１０ Catalogue of the Library of Harold M. Lane（１９６７年）

Ⅳ―１１ レーン文庫蔵書

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１５０―



Ⅳ―１１ レーン文庫蔵書

Ⅳ―１２ レーン記念賞賞状 Ⅳ―１３ レーン記念賞メダル

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１５１―



Ⅴ―０１ 上田誠吉『戦争と国家秘密法』（１９８６年）

Ⅴ―０２ 上田誠吉に宛てた秋間浩の手紙（封筒・名刺、１９８６年１１月９日）

Ⅴ．現代から見る「宮澤・レーン事件」

（１）弁護士 上田誠吉による冤罪の告発

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１５２―



Ⅴ―０２ 上田誠吉に宛てた秋間浩の手紙（１～２枚目、１９８６年１１月９日）

〔左図〕Ⅴ―０２ 上田誠吉に宛てた秋間浩の手紙（３枚目、１９８６年１１月９日）
〔右図〕Ⅴ―０３ 秋間浩に宛てた上田誠吉の返信控え（１９８６年１１月２０日）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１５３―



Ⅴ―０４『記録集 国家秘密法に反対する市民集会「宮澤事件の真実」』（１９８７年）

Ⅴ―０５ 上田誠吉「Ｍ事件通信ファイルⅠ～Ⅲ」（１９８６年１１月～１９８７年８月）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１５４―



Ⅴ―０６ 上田誠吉ノート「宮沢事件研究」（１９８７年１―４月）

Ⅴ―０７ 札幌地方裁判所宛て刑事事件確定判決閲覧謄写申請の控え（１９８７年１月２７日）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１５５―



Ⅴ―０８ 札幌地方裁判所からの返信（１９８７年２月１０日）

Ⅴ―０９ 上田誠吉『ある北大生の受難 国家秘密法の爪痕』（１９８７年）

Ⅴ−10 上田誠吉『人間の絆を求めて 国家秘密法の周辺』（1988年）

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１５６―



Ⅴ―１１ ラジオ番組リーフレット「落合恵子のちょっと待ってMONDAY」№２５（１９８８年９月２２日）

〔左図〕Ⅴ―１２ ビデオ『レーン・宮澤事件 もうひとつの１２月８日』（１９９３年１２月）
〔右図〕Ⅴ―１３ 岸本羊一『スキャンダラスな人びと レーン夫妻スパイ事件と私たち』（１９９１年）

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１５７―



Ⅴ―１４ 上田誠吉に宛てた岸本羊一の手紙（１９８９年９月１１、２１日）

〔左図〕Ⅴ―１５ 論考、資料調査報告、寄贈資料目録を掲載した『北海道大学大学文書館年報』
〔右図〕Ⅴ―１６ 宮澤記念賞賞状

（２）北海道大学の取り組み

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１５８―



Ⅴ―１７ レーン記念賞・宮澤記念賞の授与式を報じる『北大時報』（２０１５年）

Ⅴ―１８「北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会」の刊行物

（３）市民の視点から問い直す

〔展示〕「宮澤・レーン事件」８０周年特別展

―１５９―



Ⅴ―１９「宮澤・レーン事件を考える会」の刊行物

Ⅴ―２０「構成劇と講演のつどい」（２０１６年１２月１１日）の脚本とＤＶＤ

北海道大学大学文書館年報 第１７号（２０２２年３月）

―１６０―
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