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司会＝杉田弘毅企画委員（共同通信） 本日

は、加藤典洋さんをお招きしました。新書とし

ては日本で最も厚いとも言われていますが、

『戦後入門』という本をちくま新書から１０月

に出版されました。「戦後７０年 語る・問う」

というシリーズ企画を日本記者クラブで続け

ていますが、ちょうどこのタイトルにふさわし

い本をお出しになられたので、お話を伺おうと

いうことです。 

加藤さんといえば、『アメリカの影』とか『敗

戦後論』とか、戦後の日本の動きをフォローさ

れて、アメリカやカナダでも研究し、太平洋の

向こう側からも、日米関係の文脈で日本の動き

をウオッチされています。この本も刺激的な提

言もあり、ぜひ一度お取りになって読んでいた

だければと思います。 

冒頭、加藤さんからお話しいただいて、その

後、質疑応答としたいと思います。私は司会役

の共同通信編集委員の杉田です。 

では、加藤さん、お願いします。 

 

７０年変わらなかった対米従属 

 

加藤典洋氏 加藤です。きょうはこのような

機会を与えていただき、ありがとうございます。 

皆さんのお手元に２枚、レジュメらしきもの

が配付されていると思います。内訳は、最初の

１枚半が前段で、いまご紹介にあった『戦後入

門』という著作で自分としてはここがポイント

と思われるトピックをややランダムに挙げて

います。後段には今回の本を書いて後産的に頭

に浮かんできたこと、削除したが生かせばよか

ったかなと思うことなど、「その背景、ポイン

ト、補論」として７点をあげています。中心は

こちらなのですが、本を読んでいない人もおら

れるということですので、まず前段から、行き

たいと思います。 

全体を１時間ちょっとで、あとは質疑をと言

われていますが、時間が押して少し延びるかも

しれません。２０分ぐらいの時間延長かと思い

ますが、ご了承ください。 

 最初に、『戦後入門』という本で、どんなこ

とを書いたのか、ですが、第１のポイントは、

「対米従属」です。戦後が７０年続いたという。

結局、この間変わらずに続いてきたのは何だっ

たのだろう。その中身は一体何だったのだろう。

これが『戦後入門』に置かれた最初の問いでし

た。その答えが、私の場合は、対米従属だった。

それで、対米従属を前面に置き、正面から取り

上げることが、この問いに答えることだろうと

考えました。 

それがどんなあらわれを持ってきているか

を、『敗戦後論』など以前の著作との連関で言

うと、一つは、憲法の問題。もう一つは、戦争

の死者の弔い、あとは侵略相手国への謝罪とい

う問題となります。いまの政治課題に即して言

えば、憲法と靖国、従軍慰安婦問題ですね。 

あともう一つは、沖縄。これは日米安保条約

と米軍基地との問題から直接出てきます。 

ほんとうはもう一つ、『敗戦後論』で扱った

天皇の問題、戦争責任の問題、とりわけ戦後責

任があるのですが、今回は、考えた末、問題を

絞るために天皇の問題は注意深く切り取り、別

置しています。いま、眼前にある政治の危機的

状況をどうすればよいか、に問題を限定したか

ったからです。 

さて、これらを自分たちの力で解決するには

どうすればよいか。憲法、靖国、沖縄、そのな

かには、対米従属をめぐり、日米安保条約、米

軍基地の存在、核の傘の問題までが入ってきま

す。しかし、そのすべてを包含して、こうすれ

ばよい、こうすべきだ、と対案提示のかたちで

述べるものが、いまの日本には一つとしてあり

ません。誰もがなぜかそこまでは考えようとし

ない。全方位的に、すべてを引き受けて考える

ということをしていない。それで、その空白を

埋めようと考えました。そしたら第一次世界大

戦の起点にまで遡及せざるをえませんでした。 

これが第２のポイントですが、そこで手がか

りにしたのが「世界戦争」という新しい概念です。 

２００５年から９年間、外国からの留学生をま

じえた学生に英語で授業を行いました。そこで

日本の戦後を日本人じゃない人間に話すこと
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の意味は何か、という問題にぶつかりました。

まあ、いまの若い人の多くは、日本人でも、知

識の程度が「日本人じゃない人」と同程度なわ

けで、この問題は普遍的なのですが（笑）。彼ら

がとりたてていま日本の戦後を学ぶことの意

味はどこにあるのかと考えて、試行錯誤の末に

世界戦争という入り口にたどりついたのです。 

世界戦争といいますと、第一次と第二次の世

界大戦、あと戦後の東西冷戦があります。東西

冷戦は、よく三つ目の戦争とか言われたりして

います。このうち、第一次世界大戦ではおよそ

１，５００万とも言われる人が死んでいます。第

二次世界大戦で死者の数は５，０００万から８，０

００万です。さきの本、『敗戦後論』では、日

本の死者数である３００万、より厳密には３１０万

と、あと被侵略国のアジアの死者がおよそ２，

０００万、その二様の死者の関係をどう考えれば

いいかと述べたのですが、今回は、これに、上

の二つの膨大な死者数が、新たな参照項として

加わりました。世界のなかで、日本の戦後を考

えようと思ったわけです。 

すると一つの問いが浮かびます。 

第一次世界大戦では、１，５００万の人間が死

んで、生き残った者が、もう戦争はやめようと

考え、２５年後に第二次世界大戦が始まるまで、

２０年間、何とか平和を世界にもたらせないか

と考え、努力しました１９２８年のパリ不戦条約

などはその成果です。でも、第二次世界大戦で

は５，０００万から８，０００万もの人が死んでいる

のに、その後、人々がもうこういうことは絶対

に繰り返すまいと国際政治の舞台で動いた期

間は、約１年半しか続きませんでした。その後

すぐに東西冷戦、第三の冷たい世界戦争がはじ

まったからです。 

なぜこうなったのでしょうか。 

大きな違いの淵源をなしたのは、原爆です。

それで、第一次世界大戦から第二次世界大戦に

向かう過程で、じつは歴史の時計の針がだいぶ

逆に戻されています。奇妙な後退が起こってい

るのです。そして、これを隠蔽すべく、いくつ

かの新しい現象が生じた。またそのはざまから、

日本の戦後は始まっています。 

ずれとはこういうことです。 

世界戦争の特徴は、複数の国家グループ同士

の戦いだということです。ですから、その戦争

の理由は、もはや国益ではないもの、国益を超

えたイデオロギーでなければなりません。それ

で、第二次世界大戦、東西冷戦は、理念、イデ

オロギー上の対立として語られるのが常です。

しかし、そう考えてみると、第一次世界大戦、

第二次世界大戦、東西冷戦のうち、東西冷戦こ

そ、自由主義陣営と共産主義陣営の間のイデオ

ロギー同士の戦いだというのはわかりますが、

先の二つの世界戦争を、冷戦＝世界戦争の雛型

とみるのは、一種の遠近法的倒錯ではないか、

という疑問が生まれてきます。それらをもイデ

オロギー同士の戦いというようにみなす結果、

上のズレが隠蔽される結果になっているので

はないか。これがこの本で述べている世界戦争

の問題なのです。 

第一次世界大戦のイデオロギー性は、さほど

ではなかったのですが、それでも戦後、敗戦側

のドイツ皇帝が戦争責任に問われました。これ

は世界史上はじめてのことです。第二次世界大

戦となると、これは自由と民主主義とファシズ

ムのイデオロギー的な戦いとされ、戦後にはド

イツと日本で「文明による裁き」といわれる国

際軍事裁判が開かれて敗戦国の指導者の思想、

イデオロギーを裁きました。しかし、その実相

を見ると、第一次世界大戦は、国益を追求する

個別国の同盟関係同士の対立が主で、イデオロ

ギー、理念が現れるのは、１９１７年のソ連邦の

出現以降のことにすぎません。第二次世界大戦

の場合も、自由主義国間のイデオロギー的武装

こそ英米を中心に大西洋憲章という形で宣言

されたものの、これに対するファシズム陣営の

「同盟」関係にはさほどの実体はありませんで

した。たとえばヒトラーの対ソ開戦も日本の真

珠湾攻撃も、「同盟」国への事前通告はありま

せんでした。枢軸国間に特段の大規模な戦争共

同作戦もありませんでした。防共以外に日独伊

共通のイデオロギーもなかったのですが、その

点からいえば、英米仏も多かれ少なかれ同じ反

共の立場で、防共ということは当時、ファシズ

ム三国を特定するものではありませんでした。 
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逆に国際秩序の反逆者ということでいえば、国

際連盟の脱退国、除名国である日独伊プラスソ

連が共通していました。これら四国対国際秩序

の盟主である米英仏三国という対立のほうが、

よほどイデオロギー的にはすっきりしていたの

です。事実、ある時期まではその構図で進む気

配がありました。それが崩れたのは、ヒットラ

ーが無謀にも１９４１年６月、独ソ不可侵条約を一

方的に破棄してソ連に進軍を始めたからです。 

第二次世界大戦を世界戦争と見る見方に立

つと、見えなくなるものがあります。それは、

第二次世界大戦は、途中から原爆という超兵器

を手に入れた米英側、とりわけ米国が、それを

もとに戦後の世界覇権を視野に入れた戦略に

舵を切った時点で、性格を大きく変えることに

なったということです。その結果、「理念」がそ

の戦略を見えないものにし、また、それを可能

にするための「大義」そして「ソフトウェア」に変

質しました。そしてそれが第二次世界大戦の戦

後の「平和希求」の時期が１年半しか続かなかっ

た理由でもあります。原爆の独占とそれへの対

抗をめぐり、戦後１年半にして米ソ超大国の対

立ということが起こって冷戦となるからです。 

 

ポツダム宣言と無条件降伏 

 

第３のポイントの「ポツダム宣言と無条件降

伏の落差」も、ここから出てきます。米国とソ

連を含む連合国との間に、すぐさま米国の側か

ら一線が引かれます。その意識は、原爆を自分

たちだけが保有し、投下し、現にそれを独占し

ているという事実から出てきます。ポツダム宣

言は、連合国と日本の協定です。ですから、基

本は、江藤淳が指摘したように、対等です。た

だ、そのポツダム宣言受諾がいつのまにか無条

件降伏の根拠にすり替えられてしまう。それは

占領軍が日本を「骨なし」にしようとしてのこ

とで、戦後文学はそれに乗っかった虚妄の産物

なのだ、とそう江藤淳はかつて（『忘れたこと

と忘れさせられたこと』などの８０年前後の占

領研究で）このことを取りあげ、批判したので

すが、この江藤さんの主張も、じつを言えば全

体像を捉えたものではありませんでした。 

問題はよりはっきりしていて、米国は日本降

伏のおよそ一カ月後に、他の連合国の参加国を

排除して、自分と日本との関係だけで閉塞的な

関係軸をつくるということをめざしたのです。

ポイントはそこにありました。江藤さんが見る

ようにすでに日米二国間の問題ではなかった

のです。 

そこから、天皇の活用をめざし、天皇を人質

にとる形で、早く憲法をつくらないと、極東委

員会ができますよ、極東委員会ができると天皇

は処刑されてしまうかもしれませんよ、と日本

の憲法策定が米国主導で押し進められた。そし

て米国が憲法制定権力となることで、ほかの連

合国諸国、ソ連からの影響力を最終的に遮断し

たその後の占領体制が確立されました。本来な

ら占領軍は連合国の混成軍であるべきだった

のに、日本は米国の手で————無条件降伏政策と

いう名の下に————国際社会からカバーで覆わ

れてしまったのです。東京裁判も主席検事は米

国人で、完全な米国主導でした。ある意味では、

極東委員会こそが、連合国が日本を共同して、

開かれた形で一応、保障占領する上での米国暴

走への「歯止め」だったのですが、うかうかと

日本政府は米国の口車に乗せられてその「歯止

め」を無力化するのに手を貸してしまったので

す。気がついてみれば、ポツダム宣言は名目化

し、日本は実質的な無条件降伏のもと、米国の

単独の関係、いわば属国としての枠組みに「囲

い込まれ」ていました。 

なぜそんな「囲い込み」が必要だったか。江

藤さん、あるいはいまの櫻井よしこさんなどが

いうように、理由は日本精神を根絶やしにする

こと、日本人の精神的武器の解除などではあり

ません。当時の米国首脳は、そんな児戯めいた

ことは考えていません。戦後の米国の覇権のカ

ギは原爆の可能な限りの長期の独占と、それが

崩れた後でのそれを中心にした覇権体制の維

持です。ですから、原子爆弾の製造、所有と使

用が、戦後の国際秩序のもとで不法化され、使

用不可能となったり、道義的に非難されるもの

となることは極力避けなければならなりませ

んでした。もしそれへの糾弾の声があがるとし
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たら、またその糾弾に説得力が伴うとしたら、

日本からの声です。ですから、日本を「野に放

つ」ことは絶対に避けなければならない。その

ため、日本との関係は「無条件降伏」でなけれ

ばならず、日本は米国の勢力圏内に「囲い込ま

れ」なければならなかったのです。 

 

原子爆弾の登場と投下の意味 

 

第４のポイントはその「原爆」です。第一次

世界大戦を起点にすると、時代状況を革命的に

変えた２つの爆弾があります。一つは理念的な

爆弾で、ロシアの共産主義革命です。１９１７年、

レーニンは「平和に関する布告」で、無併合、

無賠償、秘密外交の廃止を宣言し一方的に全参

戦国に講和の商議の開始を呼びかけて、世界を

震撼させました。それ以降、これに対応できる

ような理念的な提言でないと使い物にならな

い。旧大陸の諸国家のやり方では、もはや対応

できなくなり、ウィルソンが１４カ条の平和原

則を発表します。ヨーロッパの頭越しにソ連と

アメリカという新しい国が理念的に対峙する

構図がこのときに生まれます。国際社会が成立

し、旧外交から新外交への転換が起こるのです。 

もう一つは、文字通りの新型爆弾である原子

爆弾です。これには投下された日本だけではな

く、全世界が息を呑みました。これが無併合、

無賠償、秘密外交の廃止という先の理念のもた

らした動きを、国際社会で１８０度逆転させ、歴

史の時計の針を逆戻りさせるモメントとなり

ます。 

秘密外交の復活、世界覇権の可能性、無条件

降伏の提示といった第一次世界大戦には考え

られなかった動きが、原爆を手にする可能性に

ふれた米国から生まれてくるのです。 

レーニンの「平和に関する布告」への対抗の

意味からウィルソン大統領は「１４カ条」の第１

項に秘密外交の廃止を掲げています。しかし、

原爆が登場した結果、米国は完全な秘密外交へ

と一挙に後退します。その秘密漏洩に対する疑

心暗鬼がこのときから米国の宿痾になり、戦後

のマッカーシズムにつながります。この秘密が

どんなに徹底していたか。そのプレッシャーが

いかばかりのものだったか。ルーズベルトは１

９４５年４月に６２歳で脳卒中で斃れ、そのまま死

去しています。私が３５歳ではじめてこの問題

を取りあげ、『アメリカの影』に書いたときに

は、これは、１２年、１３年も連続して大統領を

やったので、老齢でもあり、激務で倒れたんだ

ろうくらいに考えていました。しかし自分が実

際に６７歳になってみると、えっ、若いじゃな

いか（笑）。というわけで、調べてみると、当

時、チャーチルが７０歳、スターリンが６６歳で

すから、ルーズベルトはなかで一番若いんです

ね。でもなぜ脳卒中か。８月７日早朝、広島へ

の原爆投下の直後には７８歳の陸軍長官スティ

ムソンが心臓発作で倒れていますが、僕は、こ

のルーズベルトの死は、原爆秘密製造計画のス

トレスがすごく大きかったんだろうといまは

考えています。それくらい、国家で一番重要な

政策を世界の目、国民の目、政府部内の同僚、

部下の目から隠し、特別政策グループの６人、

それとチャーチルらの英国の数名の盟友にだ

け秘めて以後の世界戦略、戦後政策を極秘で展

開しようとしたルーズベルトの境遇たるや異

常だったと思います。ルーズベルトはそこから

発想した無条件降伏政策に反対されるのを嫌

って原爆製造計画を国務長官のハルにすら明

かさなかったのです。 

この問題を考えるうち、原爆を投下すること

については、投下するほうと、されるほうと両

方からみていくことを、投下された日本があま

りやってきていないことに気づきました。つま

り、４５年の８月６日以降の１年半、アメリカで

起こっていたことは、非常に大きな動揺と懐疑

で、ラインホルド・ニーバーをはじめとする分

厚いアメリカの宗教界、また、保守派、革新派

双方の言論人からそういう声が上がっていま

したが、その情報はＧＨＱが敷いた完全な統制

のもとで日本に入ってこないようにされてい

ました。１９４５年９月に朝日新聞を刊行停止に

すると同時に、同盟にも手が入り、外からの情

報が日本に入らないようになります。それが無

条件降伏政策の最初の適用のケースですが、

「そうか、原爆投下はいまアメリカの言論人、
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宗教人をも動揺させているのか」と日本に知ら

れるのを恐れたということだっただろうと思

うのです。出力のほうでも、広島、長崎の惨状

を世界に完全にシャットアウトして、南日本地

区には一切ジャーナリストを入れない。原爆情

報の禁圧が双方向的に徹底されました。 

 

吉田ドクトリンと顕教・密教 

 

第５のポイントは「１９６０年の骨折」。国内的

な論議で１９６０年を境に見られる断絶の意味で

す。 

１９５５年体制とよく言われるんですが、対米

従属の観点から見ての節目は、むしろ５０年の

全面講和論の展開、そして６０年の安保闘争＝

日米安保条約の更新です。５５年体制という区

切りはそれを見えにくくしています。５０年初

頭の論議をへて、６０年に一大骨折が起こって

いるからです。５０年代初頭に、全面講和、片

面講和という選択肢があって、日本の社会と政

治が大揺れに揺れます。まだ国際的に国連にも

入っていないわけですけれども、入っていない

からなおさらかもしれないんですが、このとき

には、とにかく国連に入った暁には、これをテ

コに、日本が米国に対して全面講和、世界平和

外交を展開していけるのではないかという希

望がありました。そして在日米軍基地を撤廃し

て、独立を回復するという構想が革新側の柱で

した。これに対し、もう一つは、現実的に日米

関係でいこうという。これが対立の基軸だった

のですが、この国連か米国か、全面講和か片面

講和かという選択肢の基軸が、５２年の片面講

和のあと、最終的に６０年の安保闘争の挫折で

消えているのです。 

いまからみると、５０年のときには吉田茂と

南原繁がぶつかり合うんですが、吉田茂と南原

繁の両方が、実はマッカーサーの承認を受けて

いるという状況がありました。マッカーサー自

身の中にその二つがあった。彼は、占領途中で

政策を冷戦に合わせ逆コースに転換していま

すが、そもそも「マッカーサーノート」で自衛

権をも否定すると完全な平和主義的路線の道

を開いたのも彼自身です。そこには戦争直後の

平和志向の「火花」的な回心の時期の影響もあ

ったと思われます。そのマッカーサーの中の二

つの方向が南原、吉田という二人のシゲルに分

担された時期があったのです。５９年の段階で、

坂本義和さんが、国連軍を日本に進駐させ、日

本の安全保障を米国から切り離すという中立

的防衛構想を打ち出します（「中立日本の防衛

構想－日米安保体制に代るもの」）。それがい

まで言う護憲派、平和主義陣営から主張された

と聞くと意外に聞こえるかもしれませんが、５０

年の論議の流れからいえば当然の主張だった

のです。 

しかし、こういう構図が消える。それが６０

年の安保闘争の敗北以後のことで、理由は日米

安保条約体制がいわば「前提」となって「国連」

カードが選択肢から消えてしまうのです。 

いまから見ると、５９年当時の論壇的な構図

は、平和理念派として国連との同盟を坂本義和

が主張するのに対し、平和現実派として高坂正

堯が親米経済ナショナリズム路線を主張する

という若手論者二人の一種のライバル関係の

うちに展開しています。そのことに、この本を

書き終わる頃に気づいたのですが、今回の一つ

の発見は、僕にとっては高坂正堯と永井陽之助

さん、この未知の２人の論者の論考にふれたこ

とで、高坂正堯という政治学者がいかに頭のい

い男であったかがよくわかりました。 

意外かもしれませんが、一つの政治勢力とし

ての「護憲派」の語が新聞に出てくるのは、６０

年代以降のことです。「護憲」という主張、考

え方は、６０年代以降、それまでの対立軸の「骨

折」のあとで、日米関係が主軸となり、それへ

の現実的対案（国連という選択肢）が消えた空

隙を縫って浮上してくるのです。 

そして、そこに新しく支配的になる高度成長

のもとでの政治指針を親米・軽武装（平和主

義）・経済中心主義という三位一体を核とする

経済ナショナリズム路線の確立として取り出

すのが高坂正堯であり、この自民党主流派の発

明を、護憲派との不思議な共生によって可能に

なった戦後日本の現実的平和主義として擁護

したのが永井陽之助でした。 



7 
 

そこから出てくるのが、今回の本で「吉田ド

クトリン」の「顕教・密教システム」と名づけ

たあり方にほかなりません。 

ここで簡単に説明しておくと、「顕教・密教シ

ステム」というのは、久野収と鶴見俊輔による

『現代日本の思想』（岩波新書）のなかで久野収

が提示した古典的な仮説です。僕の理解を加味

していうと、明治に入り、近代資本主義を導入

することになったときに、それまで前近代的な

ムラ社会の中に生きてきた日本の基層民、人民

大衆がこのドライなシステムに耐えられるかと

いう問題が生じました。その衝撃を緩和するた

めに、伊藤博文が近代天皇制という生き神様信

仰と近代君主制の双方をかねたシステムを発

明した。これが民衆思想史家渡辺京二の説を加

味した僕の「顕教・密教システム」説の理解です。 

その教育システムでは、まず初等教育で、基

層民、庶民層に対して、天皇は神様だと教えま

す。ついで高等教育に進むと、そこまで進んだ

一握りのエリートに対して、今度は天皇はじつ

は近代国家における一つの機関なんだと教え

ます。顕教はいわば「タテマエ」、密教は「申

し合わせ」です。このタテマエ（顕教）と申し

合わせ（密教）の併用システムで、日本は、近

代化の衝撃を緩和し、実現したと久野は述べた

のですが、僕の見るところ、戦後、特に対米従

属を基調とする片面講和の吉田茂の政治路線

が主流となると、自民党内に、同じような問題

が生じてきます。 

ここで緩和されなければならない衝撃とし

て受けとめられたのが、対米従属の現実です。

これをあまりに露骨に全面に出したら、戦後の

日本人は耐えられないのではないか。そこから、

平和憲法を口実にできるだけ米国の軍事産業

の利得がらみの再武装要求をそらし、堅実な日

本の経済復興を基調に、軽武装、親米路線で経

済成長を第一目標とし、豊かになることで経済

的に国民の自尊心を満たし、ナショナリズムの

自足感に代えるという軽武装・親米・経済成長

の経済ナショナリズム路線が作られます。 

その上に立って、自民党ハト派は、内部では、

「じつは対米従属・しかし米国に対しては戦前

との連続性をできるだけ確保し・国民に対して

は憲法９条を前面に対米従属（米軍基地の存在）

を感じられにくくする」という戦後従米・保守

的な現実認識を「申し合わせ」として共有しな

がら、対外的には「対等な親米パートナーシッ

プ・無条件降伏による戦前との断絶／否定・（米

国に対しては）憲法９条の平和主義」を「タテ

マエ」とする新発明の経済ナショナリズム政策

を追求することになりました。 

これにより、対米従属の現実を見えにくくし、

繁栄によりナショナルな自尊心を手当てし、平

和主義により政治的な優越感を保障し、堅実な

非軍事的経済の育成をめざすことができる盤

石の基本路線を確定したのです。しかし、米国

が大国でゆとりがあり、日本が経済的に米国に

脅威を与えないこと、かつ日本が経済成長を順

調に持続していること、さらに国内に戦争体験

にねざす平和主義の土壌が濃厚に存在するこ

と、加えて冷戦の存在が、このシステムの持続

のための前提条件となっていました。 

 

システムの崩壊と安倍政権の暴走 

 

ところで、明治の顕教・密教システムは、世

界恐慌によって日本の経済状況が困難に見舞

われ、国内的に軍部の独走が強まると、「顕教」

による「密教」の征伐という形で崩壊します。

具体的に起こったのは１９３０年代の国体明微運

動という動きですが、天皇は神聖不可侵な生き

神様のはずじゃないか、その天皇を一国の「機

関」だなどと呼ぶとは不敬ではないかと、初等

教育の「タテマエ」（顕教）が高等教育での「申

し合わせ」（密教）の糾弾をはじめると、もう

これに対する歯止めはなく、一気に日本は「神

国化」していきます。 

それと同じく、米国のゆとり、日本の経済繁栄

の持続、社会の平和主義的土壌といった上にあ

げた成立条件が後退すれば、戦後の顕教・密教

システムも崩壊せざるをえないでしょう。９０

年代前半の社会党の溶解に続く、２０００年初頭

の自民党ハト派の溶解・消滅の背後に進んでい

たのは、このシステム崩壊の過程です。そのあ

げくに、とうとう政権交代が起こる。しかし、
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誕生した民主党鳩山政権が拙速な対米自立の

追求により無惨にも押しつぶされると、それへ

の国民の幻滅をバネにそれまで自民党内部で

周辺に追いやられていたもっとも頑迷愚昧な

タカ派部分が、政権奪取に成功し、「対米従属

の徹底・国家主義の復活・憲法９条の廃止改正」

というそれ自体矛盾を含んだ「ホンネ」の密教

部分をすべてさらけだす形で、暴走をはじめま

す。「対等な親米パートナーシップ・（無条件

降伏による）戦前の否定・９条の平和主義堅持」

という戦後の日本社会の「タテマエ」的主張は、

ことごとく「失われた２０年」の不況・失意・

不満をまえに駆逐されます。戦前とは逆に、こ

れまで押さえ込まれていた自民党反主流・タカ

派の「ホンネ」（申し合わせ）たる密教部分が

噴出し、緩和され穏健化されていた、金持ち喧

嘩せず的な従来型コンセンサスの「タテマエ」

（顕教）部分を一気に「征伐」するのです。こ

れがいま、私たちの前に起こっている政治現象

なのではないか、というのがこの本の現代日本

政治の分析と見立てなのです。 

 

憲法制定権力としてのアメリカ 

 

第６のポイント。この本の執筆を通じてのも

う一つの発見は、「憲法制定権力」です。米国

が極めてラディカルな憲法を日本のためにつ

くってくれました。しかし、その憲法制定した

権力は米国にあります。その米国が、その後、

西部劇の「シェーン」のように立ち去ってくれ

れば、ルソーのいう「立法者」のように伝説の

外部存在となってちょうどよかったわけです

けれども、そうではなく、居座った。そこから、

憲法を制定した権力が、自らつくった憲法を守

らなくともよい、という非常に困った事態が生

じました。それが日本の戦後の憲法問題の根本

だろうと僕は思います。 

本当であれば、憲法というのは、これを作っ

た存在が、国家にこれを守らせる、当然自分も

これを守るわけです。立憲主義ですね。それが

憲法なのですが、日本国憲法では、憲法をつく

った人間が、憲法を守らなくていい。憲法をつ

くった人間は、自分の国のアメリカの憲法とア

メリカの国益を守る必要がある、こちらに忠誠

義務がある。しかし日本の国益と日本の憲法を

守る忠誠義務はまったくありません。そのため、

戦争を放棄する平和条項を９条として定めた

けれども、冷戦になり、状況が変わって、日本

に軍隊を持たせたほうが米国の国益に叶うと

なれば、そう変えろと言って、実際に自衛隊だ

って作らせるわけです。憲法が米軍基地を認め

ていないと日本の裁判所が判決を出すと、法の

番人たる最高裁長官をも使ってこれを破棄さ

せる。それでも誰も文句を言わないという不思

議な憲法との関係がつくられてしまうのです。 

１９５７年の伊達判決がその最先鋭のケースで

す。日本の憲法が米軍基地の存続を禁止してい

るから、それに関わる事例の被告は無罪だとし

たら、ときの最高裁長官、田中耕太郎が、なん

と米国の大使、日本の外務大臣と密議し、連絡

をとりあいながら、これを実質的に破棄するよ

うに動きました。これは近年、米国の公文書に

よって明らかになった驚くべき事実です。しか

し皆さんもよくご存じのように国会もメディ

アもこれを大きく取りあげ、自ら事実をただす

ということはしませんでした。 

護憲論者のなかには、いまもって憲法は外か

ら来るのがよいのだなどと主張する人がいま

すが、外来の憲法制定権力がいまもどっかと居

座り、憲法を有名無実の存在にしているのです

から、そういう主張は無効です。自ら憲法の制

定権を回復する、そのために現在の憲法制定権

力を日本国外に放逐する以外にないのです。そ

うでない限り、憲法は、自分たちのものではない

だけでなく、他人のものでありつづけるでしょう。 

そのことをあらためて政権自体の企てとし

て、私たちの目に明らかにしたのが、２００９年

の政権交代によって成立した政権が、自分たち

の国に置かれた外国軍の基地をより安全な場

所に移そうとして、制定権力の国外放逐の企て

の一環とみなされ、国内の従米勢力、米国の妨

害により、簡単に瓦解させられたことでした。

鳩山民主党政権の頓挫です。現在の安倍政権の

徹底従米路線ともいうべきものは、明らかにそ

の反動としてやられています。 
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なぜ現在の選択肢ではダメか 

 

では、いまの状態を、安倍政権のやり方でつ

づけていってはなぜだめなのかということで

すけれども、理由は簡単で、基本的に大きな矛

盾をはらんでいるからです。それは二つありま

す。第一は、安倍政権は中国の脅威をさかんに

いいたて、その安全保障のために緊密な日米同

盟が必要だといいます。そのため、集団的自衛

権を閣議決定し、徹底従米路線を敷いて、有事

の際の米国による防衛の約束実行をよりたし

かなものにしようとしています。しかし、自民

党が５５年策定の「政綱」に自主憲法の改正、

再軍備の理由としてあげているのは、敗戦後の

国家の独立、もっといえば対米自立による戦前

型ナショナリズムの復興なのです。現行の米軍

への協力をやりやすくするための憲法改正の

追求、また米国の日本防衛を確実たらしめるた

めの徹底従米路線は、それが実行される段階で、

この対米自立の国家主義志向とぶつからざる

をえません。最後は、もしこれが意図的なもの

であればですが、衣の下の鎧を見せての反米国

家主義への転身しかないでしょう。 

しかし第二の矛盾は、その国家の自立による

ナショナリズムの復興という目標自身のなか

にある矛盾です。いまの安倍政権の支持母体で

は、日本会議の「誇りある国づくり」という目標

がこれを分担しています。安全保障は安倍政権、

ナショナルな誇りは日本会議という分担体制

なのです。しかしそれは、戦後の国際秩序を否

定することによって日本の戦前のあり方を名

誉回復するというものですから、どうしても戦

後の国際秩序への挑戦にならざるをえません。

日本の孤立、それも米国、中国、ロシア、韓国、

その他の国々すべてを含む国際社会のなかで

の孤立しか、そこからは生まれないでしょう。

それをなおも追求しようとすれば、もう一度戦

争を起こして、現在の戦後秩序を転覆する以外

にありません。結果は国家の破滅以外にない。

これも危険極まりない袋小路の路線なのです。 

では、護憲主義でいけばよいのか、というと、

ここにはもう８０年代末までは存在した親米・

軽武装・経済成長の三位一体の自民党ハト派路

線の前提条件が失われています。いまの護憲論

には、安倍政権の暴走に対してこれ以上の事態

悪化に歯止めをかけるという以上の展望がな

い、という問題があるのです。。憲法９条の理

念を生かせというが、では自衛隊を解体するの

か、といえば、そこまでをいう論者はごく少数

です。護憲をもとに、自衛隊を個別的自衛権に

限定させるとはいっても米軍基地の存続につ

いてはどうなのか。それを認め、本土負担を増

やすことにより沖縄の負担を軽減するという

護憲でよいのかといえば、その答えはまちまち

です。それは、現在の護憲論にそもそもの平和

条項の理念に照らして現状をどう打開するか

の展望が欠けているからでしょう。つまり、米

軍基地はどうするのか。核の傘はどうするのか。

自衛隊はどうするのか。それと平和構築の関係

はどうなのか、など。６０年代以降、自らの出

自をしっかりと確認することを怠り、現状維持

をつづけてきたツケがここにきてすべて現れ

ているのです。 

その最大の問題は、これではこれからの日本

に生きる若い人々になぜ平和主義でいくのが

よいのかをとうてい説得できないということ

でしょう。 

対米自立のことを真っ正面から考えないと

日本はこの後、とんでもないことになる。しか

しこの動きを護憲の主張でとどめるのには無

理があもう護憲だけでは足りない、と僕が考え

るようになった理由が、こういうものでした。 

 

国連中心主義 

 

さて、ここから先が、本の最終部分、提言の

部分です。では、どうすればよいのか。私の提

言の第一の柱は、米国との同盟に代えて国連と

の同盟を選ぶこと。その方針を宣揚することで

国際社会に受け入れられる対米自立のあり方

を追求しよう、というものです。 

第二の柱は、憲法にそれらのことを書き込む

ことでこのことは可能だ、というものです。 

国連中心主義については、ロナルド・ドーア

さんの『「こうしよう」と言える日本』を参考に
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しました。東西冷戦終結の後、ドーアさんは、

日本が新しい役割を国際社会において果たす

状況が生まれたと判断し、大胆な国連中心主義

に舵を切ることを提唱しています。それを実現

するため、憲法９条を変えることを提案しました。 

また、米軍基地をどう撤退させて、しかも、

その後、友好的な米国との関係に軟着陸してい

くかということについては、矢部宏治さんの

『日本はなぜ、「基地」と「原発」をやめられ

ないのか』に教えられました。１９９０年代初頭

のフィリピンがいいモデルを提供しています。

去年、ここでお話しさせていただいたときに、

来年『戦後入門』という本を書くと申しあげた

のですが、そのときはこんな本になるとは正直

思っていませんでした。あのあと、１２月に矢

部さんの本を知り、本の最後に、米軍基地の撤

去は憲法に書き込めばいいとあるのを読んで

目を開かれる思いがしました。そこで、そこに

言及のあったフィリピンの事例をいろいろと

調べたのです。 

ところで、だいたい物書きというのは人から

示唆を受けた場合に、それをどう自分の中に受

けとめ、消化するか、ということで態度が２つ

に分かれるものです。その受けた影響を少し小

さめに語るか、むしろ大きめぐらいに出してそ

れをはっきりさせるか。１０を１５で受けとめる

か、それを５に目減りさせて語るか。書き手と

いうのは、そのいずれかなのです。それは書か

れた本を読むとすぐわかります。特に、自分の

本が参考にされた場合などにはよくわかりま

す。それは、ある意味では物書きの根性が現れ

る、人間の「地」が出る場面なのです。 

僕は一貫して、人から影響を受けたときには、

それをしっかり出すようにしてきました。 

今回も、去年、ここでの話のあと、すぐに読

んだ矢部さんの本について書きました。それか

らしばらくして、それを読んだ矢部さんからお

手紙をいただきました。そのとき、御礼かたが

た、今後、今書いている本の柱の一つにさせて

いただきたいとお断りしたのですが、今回の本

では、このフィリピンモデルに敬意を表して

「矢部方式」と名づけています。 

なぜそういうことをするかというと、そうす

ると、その先まで自分で考えないと、物まねに

終わってしまう。それではみっともないので何

とかその先に自力で展開しないといけない。自

分へのプレッシャーがかかるのです。自分を追

い込む。また、そうでないと、今度は逆に影響

を小さめにしたり、隠したせざるをえなくなり

ます。書きながら、あまりほめられない心性に

追い込まれる。書き手としての品性が悪くなる

のです。そうなると、なかなか、論は広がりま

せん。そういうわけで、今回の本は、いわば背

水の陣で、ドーアさん、矢部さんの本に大きく

影響されたことを前面に出すことで、その先に

進まざるをえないように、自分を追い込んで書

きました。 

 

価格設定者と価格追随者 

 

さて、ドーアさんは、１９９３年に、石原慎太

郎の本を意識して、「ノー」ではなくて、『「こ

うしよう」と言える日本』という本を朝日新聞

社から出しています。去年、Ａｍａｚｏｎで手に入

れたのですが、中古本で１円でした。いまも１

円のままだと思いますが、極めてすぐれたすば

らしい本です。 

ドーアさんは、夫人が国連の関係機関に勤務

していた人のようで、そういう方面での資料が

極めて微細なところまでよく調べられている

のです。そのうえで、国連が本来どのくらいの

可能性を蔵しており、それがどのようにいまは

だめなのか、ということの落差をイギリス人の

広い視野のもとに提示しています。 

８９〜９１年の冷戦終結時が日本が新しい路線

を切り開く一つのチャンスだったことを受け

てこの９３年の本は書かれています。後に述べ

るように、西ドイツはこのチャンスを逃さず大

きな一歩を踏み出しますが、日本はこの機をう

まく生かせなかったわけです。同じ９３年には、

小沢一郎さんの『日本改造計画』も国連中心外

交への提言を行っていますが、この二つの提言

の間に、ふれあいが起こり、化学反応が生じる

ということはありませんでした。 
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ドーアさんは、この後もう一度、日本に提言

しています。２０００年代に入ると、中国が台頭

してきていままでのアメリカ中心の国際情勢

が崩れる兆候を示します。この機を見据えて、

２００６年にもう一冊、『日本の転機』という本

を書くのです。その本からは、今回、核の問題

の示唆を受け、教えてもらい、引かせていただ

いているのですが、これらの提言を行うについ

ての基本姿勢が、こう書かれています。国には

価格設定者と、設定された価格の追従者と、二

種類の国があるとドーアさんは言います。歴史

は常に大きな国、あるいは強い国が新しい価値

観をつくりだし、現状を打開し、新しい価値と

指針を作りだし、経済的に言う価格設定者的な

役割を果たします。これに対し、小さな国はそ

れに追従し、これを活用して、その情勢の中で

利益を得ようと活動を続けるのですが、日本も

そろそろ価格設定者的な姿勢で世界とかかわ

るべきなのではないか、自分のものはそういう

観点からの提言だというのです。 

英米、あるいはソ連とか中国とか、そういう

国が、ある時期ごとに、そういう役割を担って

きました。ですが日本は一度たりと、そういう

国際社会に新しい価値を提案するような役割

を果たしていない。しかし、もう力量からいっ

ても、それをめざしてもよいのではないか、と

いうのです。 

国連は、いまたしかに当初の構想がほとんど

形骸化して、問題だらけです。とても再建のめ

どは立たないともいえます。だけれども、もし

どこかの国がこの国連をしっかりさせないか

ぎり自国が立ち行かないというような理由を

もってその再建に立ち向かったらどうなのか。

今回の僕の提案も、そういうものとして考えて

もらえるとありがたいのです。これまで世界は、

これをやらなければ自分自身が立ち行かない

という国があることの実現を担って率先して

動き、困難を打開する、というようにして、世

界は動いてきました。国際連盟、赤十字、国際

司法裁判所、ＵＮＣＴＡＤ、すべてそう言えます。

このあとに述べる西ドイツのＥＵ創設の突破力

もそうです。日本がいま、そういう形で国連に

打ち込めば、現状を打開できる。傍観者的に見

れば、脈がない、現実性がない、という評価に

なるのですが、価格設定者的に考えれば、挑戦

するに値する目標なのです。 

 

ドイツモデル、「信頼圏」をつくる 

 

そのことに関連して申し上げたいのは、先の

「フィリピンモデル」に並ぶ、私たちにとって

の「ドイツモデル」です。 

１９９０年代に冷戦が終結した時点で、フィリ

ピンは米軍基地の撤退を実現したわけですね。

対ソの包囲網の要めとしてのフィリピンの意

味はなくなった、自分たちにとっても米軍基地

にいてもらう有り難みはなくなったと言いま

した。ところで、このとき、実は西ドイツも対

米自立に向けて一歩を踏み出したと、いまの時

点からなら言えるのです。ここでドイツが日本

同様、対米自立を長いプロジェクトとして追求

してきたと考えてみましょう。すると冷戦終結

を機に一歩を踏み出すことに成功しています。

そのカギを、対米自立に必要な、米国との同盟

に代わりうるいわば「信頼圏」の創設というこ

とができます。ドイツがもし自分で戦後、対米

独立を目指すとしたら、当然、米国との間に摩

擦が生じ、周辺国に脅威を与え、またドイツの

ヨーロッパ制覇が起こるゾ、これを阻止せよ、

という声が巻き起こり、ヨーロッパの中でドイ

ツは孤立するでしょう。そういう事態を避ける

ためには米国との同盟（およびＮＡＴＯ）に代

わる「同盟の受け皿」が必要になりますが、そ

のゆりかごのような枠組みを「信頼圏」と呼ん

でおきたいのです。 

こういう問題意識に立ってこのときの西ド

イツを見ると、冷戦終結後、西ドイツは対米自

立も視野に新しい「信頼圏」の創設に舵を切っ

たと見ることができます。まず８０年に西ドイ

ツを火元として世界に広範に反核運動が広ま

っています。このときに、日本で吉本隆明さん

がこれに反対して、「反核運動というのは反米

運動なんだ、その結果、ソ連を利している」と

言いました。そのときの吉本さんの理屈という

のは、ドイツの反核運動は、「ポーランドの反
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ソ民主化運動とそれへのソ連の弾圧の隠れ蓑

になっている」というものでした。つまりこの

とき、ポーランド民主化の連帯の運動、反ソの

動きと西ドイツの反核運動、反米の動きが同時

に、一対のものとしてヨーロッパに起こってい

たのです。 

これは中距離弾道ミサイルである米国のパ

ーシング２とソ連のＳＳ２０とがちょうどヨーロ

ッパを戦場に擬して米ソ間で対峙するという

戦略を米ソ両国が採用したことに対して中欧

を中心に起こった不安と反発をもととした運

動でした。それが西欧での反核運動と東欧での

反ソ民主化運動に時期的に重なり、二つ合わせ

ると、このときヨーロッパの東西両陣営に米ソ

両国の支配圏から脱する動きが生まれていた

ことになるのです。こう考えると、その延長で、

約１０年後、ベルリンの壁が崩れ、東欧のソ連

離脱が起こり、これに端を発し、西欧にＥＵに

向けた動きが起こるのですが、その起点が、第

二次世界大戦の日本と並ぶ敗戦国である東西

ドイツであったことの意味が浮かび上がって

きます。 

そもそも、東西ベルリンの壁が崩れるのは、

東西ドイツの市民が両側からこれを崩してい

るわけですね。そしてあれが一つのきっかけに

なって、東欧でバタバタと民主革命が起こるの

ですが、これに並行して、自由主義圏で何がは

じまるかというと、ＮＡＴＯに代表される米国主

導のヨーロッパの連合に代わる、対米自立のＥＵ

が生まれてくる。冷戦終結後、これにより、ヨ

ーロッパからソ連と米国が排除されるのです。 

その動きにはいろんな要素があるわけです

けれども、一つの見方から言うと、西ドイツが

この動きを主導しています。かなり大きな犠牲

を払い、お金をかけてそれを実現した。一つは、

東ドイツを引き受けて、東西ドイツの統一をす

ぐ実現します。その後、中東への関与などで米

国との距離を徐々に明言するようになり、だん

だん対米自立を積み重ね、そうすることでフラ

ンスとの間に信頼関係を構築した。そしてこれ

を足場に、ＥＵを対米自立の「信頼圏」として

つくっているのです。 

こう考えると、このプロジェクトを実現する

のに、西ドイツがこのとき価格設定者として、

どれだけのお金をかけ、指導力を発揮し、世界

を変えたのか、ということが見えてきます。日

本の国連中心主義も、そのような価値の創造の

提言として受けとめてもらいたいわけです。対

米自立のための「信頼圏」として、日本は米国

に代わり国連に深くコミットする、そして国連

を立て直すことに一役を果たそう。これが提言

の第一の趣旨なので、まず、国連に舵を切る宣

言をし、その姿勢を鮮明にすることが、日本を

孤立から救う。その宣言が、「信頼圏」創設の

第一歩をなすだろうというのです。今回の提案

に対し、現実性がないということを言う人が多

いのですが、卵で言ったら白身のような形で黄

身を守る「信頼圏」を、国連中心主義の形で用

意する、対米自立のための信頼圏という意味が

一つ、国連の機能強化がもう一つ、という二重

構造をもった提言なのだということを付け加

えておきたいと思います。 

 

米国と中国の架け橋として 

 

これは、当初、この本に入れようと思ってい

たが、ここまで書いたら広くなりすぎると思い、

やめた部分です。９０年代であれば、菅原文太

さんがかつて述べたようにＥＵではなくてＡＵ

（Asian Union）、あるいは東アジア共同体など

という構想も可能だったでしょう。でも、いま

は中国が勃興して、米中対抗という基軸が生ま

れ、米国はまたしても冷戦的思考で「中国封じ

込め政策」に転じています。これに対し、日本

は、国連を「信頼圏」として、米中の「架け橋」

としての役割を果たすのがよいのではないか。

それが国益、日本の国民の幸せの追求には一番

合致したあり方なのではないかと思うのです。 

その場合、なぜ国連なのか、と言えばその答

えは憲法９条です。憲法９条というのは国連と

最初からつながっています。そしてそれを日本

はまがりなりにも７０年間、国是の中心におい

てきたのです。それは大いなる達成、実績とい

うべきでしょう。「憲法改訂私案」というもの

を、こういう考えから、最後にあげています。
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国連中心主義の徹底、交戦権の国連への委譲、

非核宣言とＮＰＴ（核拡散防止条約）に代わる

新しい国際核管理案の提言、そして米軍基地撤

去による対米自立が柱ですが、その内容につい

ては、本に書いたのでここでは繰り返しません。 

 

すべてをカバーした現状打開の対案 

 

さて、あと２０分ほど時間をいただいて、後

段の話として、この本を発表したあとに出てき

た批評、質問などを手がかりに、こう補足すれ

ばよかった、新たにこう思ったということども

を述べてみます。 

まず昨年からの展開ですが、去年この場で

「戦後」についてお話しさせていただいたとき

には（「『戦後』の意味を考えつづける」２０１

４年１１月７日）、こういうものを書けるとは思

っていませんでした。そこでの第１のポイント

が、もうお話ししたことですが、全方位的、と

いうことでした。日本には問題がある、ではど

うするか、という場合、すべてを網羅しなけれ

ば問題の輪郭は取り出せません。自衛隊の問題、

核の傘の問題、米軍基地の問題、憲法９条の問

題、靖国の問題、謝罪の問題、経済の問題、全

てをカバーして、少なくともこういう理念に立

って、こう考えていけば解決できる、またこう

いうやり方でなら、克服できるという対案を準

備してみよう。そういうものが一つとしてない

現状に一石を投じる、というのがこの本の出発

点となりました。 

第２として、僕自身は、護憲的な立場でずう

っと考えてきた人間ですが、従来のいわばディ

ドロ的な護憲論にルソー的な場所から危機感

をひきずり、批判してきました。３０年前に、

『アメリカの影』を書いて戦争体験を「受けと

る」側のイニシアテイブをどう作るかが問題だ

と主張し、２０年前、こんなヤワな護憲主義じゃ

将来、やばいことになるゾと次に『敗戦後論』

を書いて、憲法の選び直しとか、弔い、謝罪の

仕方とか、いくつかの提言を行いました。しか

し、世の受け入れるところとはならず、左右両

翼から批判を受け、どちらかというとこの間、

孤立してきた人間だと自分では思っています。

しかし、最近はこれらの見方に連なる論がさま

ざまに現れ、さしたる抵抗もなく、普通に受け

とられるようになっています。けれども、やは

り自分から見ればまだまだ不十分で、情緒でも

あれば、論としてもゆるい。ここは、この間の３０

年間の思考を受けた形で、できるだけ政治問題

に限定して、自分で「ではどうすればよいのか」

というところまで書いてみようと思いまた。 

 

対米自立と世界的視野の必要 

 

次に補足の部分です。実際に考えていく過程

で出てきた問題を、配付資料に７つほど挙げて

います。 

第１は、「世界の戦後」です。これももう触

れたことなので、簡単にすませますが、今回の

本では、日本の戦後の問題を、世界の戦後の問

題として考えました。日本にとっていま一番大

きな問題は、対米自立です。その対米自立が、

なぜこんなに困難になったのかということは、

それだけの背景、歴史的な理由があります。そ

こを考えていくと、日本の平和主義の「世界」

への開口部につきあたります。憲法９条と国連

の構想のつながりがそうです。対米従属と、憲

法９条と、その開口部でつながる国連と、その

三位一体の構造がこの７０年間、半ば忘れられ

ながらも存在しつづけたのです。そこに現状打

開の可能性がある、というのがこの本の着眼点

ですが、そのカギは日本の戦後を世界とのつな

がりにおいてとらえること、「世界の戦後」、

戦後の世界性への着目なのです。 

 

原爆がまだなかったころ 

 

第２は、「原爆の問題」です。僕は１９４８年

に生まれています。ここにおられる方で一番年

長の方でも、生年は１９２０年代くらい、あるい

は１０年代の方もおられるかわかりませんけれ

ども、いずれ極めて少ない割合になっていると

思います。ということは、１９４５年に原爆が登

場したんですけれども、原爆が登場する前の世
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界がどうだったか。そのころ人々が、どう世界

の平和、世界の未来、世界の秩序を思い描いた

か、ということを知る人がもうほとんどいない、

ということなのです。 

原爆の登場する以前、世界はどうだったのか。

その頃、世界は、いわば青天井だったのです。

人類社会、国際社会が一致協力して事を進めれ

ばいつかはいまよりずっとみんなが住みよい

世界を実現できるし、それは不可能ではない、

理想の未来がどこかにある、という世界観が前

提として生きていました。それが、原爆が登場

し、見上げると、２５階くらいの高さに、コン

クリートの天井ができているというようにな

った。それ以前と、以後とで、世界はまったく

違ってしまっていることを、思ってみる必要が

あると思うのです。 

そこで、原爆の特徴は何かといったら、一回

生み出されたらもうそれがなかった世界には

戻れないということです。科学的な成果ですか

ら、その製造可能性の知識が残ります。世界中

の国がいったん原爆をすべて廃棄しても、「な

かった」ことにはできないのです。 

しかも、原爆製造、保有の難易度はますます

下がる一方です。原爆はいまや、材料さえあれ

ば大学院生でもつくれると言われています。そ

して、こういうものが、いまＩＳと言われている

ような「何一つ失うもののない」ことを標榜す

るグループに渡るのは、ほとんど時間の問題だ

というところまできています。 

ここでＩＳの意味は何かといったら、原爆の製

造、保有、使用のうち、最後の使用の難易度が

これにより圧倒的に下がるということです。失

うものは何もない、全世界に包囲され、絶望の

底の底まで追いつめられた集団を、いま、米ソ、

ヨーロッパを中心に世界がさらに追いつめよ

うとしているのですが、そのことで、ＩＳとかボ

コハラムとか、原爆を手に入れたら、使用をた

めらわないだろう、と思われる疑似国家集団が

出現するようになりました。これは、核の拡散

の危機が新しい最終段階に入ったことを示し

ているでしょう。 

 

ＮＰＴはなぜまずいか 

 

２００９年にプラハで核のない世界をとオバマ

大統領は言ってノーベル平和賞を受けたわけ

ですが、具体的にそれは何かといえば、一度生

まれた核が「なく」はならない以上、ＮＰＴ体

制の強化ということでしかありません。しかし

もうそれに脈がないことははっきりしている

のではないでしょうか。またこの機能不全をこ

れ以上放置できないまでに危険が高まってい

ることも、ＩＳの登場が示すとおりです。ですか

ら、全然別なことを考えなくてはいけない。 

この本では既存の核保有国の既得権を認め

たツリー状のＮＰＴ（核拡散防止条約）体制に

代わるリゾーム状の新核国際管理体制の創設

を提案しています。そのポイントは、これも補

足したい点ですが、核抑止によって安全度を高

めるということではなく、核保有国を含めたす

べての国の条件を等しくすることで全世界が

核廃絶をめざすほかない、そういう核廃絶への

新たなスタートラインを作り出すということ

です。核抑止によって核安全保障が担保される

とは考えていません。しかし、現在のＮＰＴ体

制では、核保有国が自分たちの特権・既得権を

守るため、どうしても非核国の核廃絶努力にブ

レーキをかける。そしてこのあり方が打開でき

ない。これに対し、誰もが核を保有できること

にして核保有国の既得権を無に帰してしまえ

ば、米ソも核廃絶によってしか自国の安全が確

保されないということになります。ＮＰＴの最

大のブレーキ条件を取り除くことができれば、

これではじめて、すべての国が、同じ条件で、

核廃絶に向かう、向かわざるをえない環境が整

うわけです。この本の提案のキモはそこにあり

ます。そして、いま、そういう主張を率先して

できる国があるとしたら、その筆頭にくるのは、

なんと言っても日本なのです。 

 

二つの平和主義――永井陽之助・高坂

正堯、そして平和問題懇話会 

 

第３は、「現実的平和主義の問題」。今回、
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永井陽之助、高坂正堯という現実的な平和主義

の系譜を自分なりに再発見できたのは、僕にと

っては大きなことでした。永井陽之助さんはも

ともと丸山眞男のゼミから出てきた人ですね。

彼をもっと平和主義の論者としてしっかり受

けとめるべきだったと思います。この永井さん

は江藤淳を東京工大に呼んだ人でもあります

ね。ハーバード大学に研究滞在中、キューバ危

機が起こって理念派から現実的平和主義とも

いうべき方向に舵を切ります。高坂正堯、猪木

正道などとともに自民党ハト派路線の理念を

作り上げますが、江藤さんが永井陽之助のいわ

ゆる親米・政治的リアリストの立場から対米・

軍事的リアリストの立場、自民党タカ派の国家

主義的主張に傾斜し、親米ハト派路線の対立者

として現れるようになると、これに自民党主流

のハト派路線の擁護者として、立ちはだかるの

です。そのうえで、大きな手札となったのが、

高坂正堯さんの「吉田茂論」であり、「吉田ド

クトリン」の顕彰でした。 

高坂正堯さんも先に述べたように今回の本

の一大発見で、極めて明晰な頭脳、文章もいい。

誰かの文章に似ているなと思ったら、これが柄

谷行人の文章に似ているんです（笑）。 

「中央公論」という雑誌も、以前は主張のは

っきりしないヌエのような総合雑誌だなと思

い、そんなことをこの雑誌の編集者の人に苦言

として言ったりもしたのですが、「現実的平和

主義」の橋頭堡として重要な役割を果たしてい

たのだなと見直す結果になりました。 

 また、第４は、これも先にふれましたが、そ

れに先立つ時期の「戦後平和論の源流」です。

５０年代初頭の、『世界』に依拠した講和問題

時の平和問題懇話会あたりの議論の重要性の

発見。詳しくは本に譲りますが、丸山真男さん

とか都留重人さんとか桑原武夫さんとかから

南原繁さんまで。そういう幅で、全面講和が主

張された。このときの主張、考察の蓄積が、安

保闘争の挫折をへて、断絶してしまう。平和問

題懇話会の全面講和構想とは、いまの目から見

れば国連との連携によって対米自立をはかる

というアイディアです。ソ連・中国の社会主義

陣営に与するというものではないのです。しか

し、片面講和成立後、この峻別がぼかされるこ

とで国連という選択肢が米国の国連支配のも

とでかすんでしまい、国連カードが後退し、忘

れられた果てに、現在に続く一国限りでの護憲

の主張が生まれてきます。この全面講和論と護

憲論の断絶を乗り越えて、両者を再結合させる

という課題が、護憲派には残されている。しか

し、そこで先の現実的平和主義の積極的評価と

取り込みも、同様に重要になるのではないかと

思います。 

 

ヤスパース、アンスコムに抗して 

 

第５が、これに関連しますが、「戦後体験の

位置づけと論理的不整合の意味づけ」です。日

本の戦争体験のあり方には尽きせぬ可能性が

あるのではないか。これは、先頃、ヤスパース

の「戦争責任論」について日本ヤスパース協会

で話をさせてもらった際、痛感したことですけ

れども、ヤスパースは、戦後の起点としてのド

イツ人の戦争体験の核心を、「生きるか死ぬか」

という極限体験にまで追われた人間がそこで

生きることを選ぶ、というところに置いていま

す。ですから『私たちの戦争責任について（罪

責論）』では、そこのところでヘーゲルの主人

と奴隷の弁証法が引かれています。 

しかし、これに比べると、日本人の戦争体験

の核心は、だいぶ違うのです。むしろ自分の身

近な近親者が生きるか死ぬか、つまり自分が身

近な人間に死なれて「生き残った、という事実」

に置かれている。それが足場であり、起点なの

です。 

死なれた人間をどう忘れず、その死を無にし

ないようにして後の世を生きていくか。愛する

者を戦争で死なせ、愛する者に戦争で死なれた

人間として、残った自分は何をすべきか。だか

ら、そこでの「自分」は、生を選んだ人間とい

うより、近親者に死なれた人間だというのがよ

い。それが日本の戦後体験の原型なのではない

かと、今回、気づきました。 

そもそも戦争体験のなかの何がこれだけ、戦

後の日本人、戦争体験者たちを動かしてきたの
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だろうか。そう考えると、自分の身近な人間が

戦争で死ぬ、近親者に不自然な、また悲痛・悲

惨な形で死なれるという経験が、その核心にあ

ることが見えてくるのです。戦争体験とは、そ

ういう経験を核に、それに自ら戦火に遭い、空

腹に苦しんだといった体験が積み重なり、もう

どんなことがあっても二度と戦争はごめんだ、

という思いに結実したものだったと言えるか

と思います。井伏鱒二の『黒い雨』で主人公が

「いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方が

いい」といいます。その言葉にその思いが結晶

化されているでしょう。３１０万人の国民が戦場

と銃後で死にましたが、戦争が終わったとき、

日本の人口は７２１５万でしたから、近親者を失

い、回復不可能なダメージを受けた国民はその

数倍の規模で、それは、全人口の四分の一を優

に超える数でした。ほかに大多数の国民が空襲

に遭い、家を焼かれ、もう戦争はこりごりだと

思いました。その特徴は、それが論理的なもの

というよりも、非合理的とでもいうべき頑強な

戦争反対の感情に裏打ちされていたことだっ

たといってよいと思います。加害者意識も弱か

った。それ自体問題を多く含む、しかし、不合

理であるだけに強固、強烈なある種絶対的な反

対感情だったのです。 

ですから、それは、この本にも述べましたが、

たとえばイギリスの哲学者エリザベス・アンス

コムのトルーマンの原爆投下批判のような論

理的反対論には、とうてい論理的に太刀打ちで

きません。戦争自体が不法なら、そこでの無差

別殺戮（原爆）と戦闘員だけを対象とした殺戮

（通常兵器）の区別は出てこないだろう。原爆

の不当性をいうには、なかに正当な「戦争」が

ありうる、という観点が入らなければならない。

論理的にはそうなるのですね。しかし、日本の

戦争体験に立脚したら、正当な戦争がありうる、

という考えには賛成できない、となります。僕

自身の中にもそういう感情があるのです。言葉

にすると、原爆は、むろん不法、しかも戦争そ

れ自体にもそもそも反対だ、となるのですが、

それは、論理的には不整合なのです。でも、も

し、そう指摘されても、その通り、この論理的

な不整合こそ、われわれの立場なのだといって

よいのではないか。そして、そこから、アンス

コムとは別の道を通って、この不合理な戦争体

験を出発点として、新しい日本の平和主義の道

筋、また、加害者意識を取り込んだ論理を作り

上げることがめざされるべきなのではないか。

そういうことを、この本ではジョージ・オーウ

ェル、また小田実を手がかりに考えようとしま

した。 

１９７７年のバングラデシュでの日航機ハイジ

ャックのときに福田赳夫首相が「人命は地球よ

り重い」と言い、ハイジャック犯と取引きしま

した。いまから見て驚くべきは、それに対して

日本の社会が、まあ、いいだろう、という支持

を与えたことです。いまならそんなことはあり

えないでしょう。何しろ、テロリストとは取引

きしない、と米国がいい、しばしば人質が犠牲

になっているのですから。いま、日本の首相が

テロリストの要求を呑み、１６億円支払って、

服役中の最左翼活動家らを釈放したら、弱腰だ、

世界の笑い物になるとか批判が百出、首相は辞

任に追い込まれるに違いありません。しかし、

そうではなかったのは、そこに、「人命は地球

よりも重い」という、あの「正義の戦争より不

正義の平和」という日本の戦争体験に根ざした

価値観が、しっかりと日本社会に生きていたか

らだろうと思うのです。 

 

若い人と「誇り」 

 

第６が、「誇り」です。これも大事なポイント

ですが、もう時間もないので、簡単にすませま

す。本に書いたことですが、「誇り」への踏み込

みというのは、いまの若い人間に、あ、なるほ

ど、こう考えればいいのか、あるいは、こう考

えれば、自分たちも日本に生まれてよかったな

と思えるのか、という――そういうことを伝え

る必要があるということです。そういうことは

どうでもよい、重要ではない、と僕が言うとし

たら、それは浅薄なことだと思います。僕自身

も学生のころは、誇りとかアイデンティティーな

どについては、無関心というより、むしろ後ろ

向きで、嫌な言葉だと思っていました。でもい
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まは、自分が、さまざまなものに支えられてい

たために、そう思えていたのだと思っています。 

なぜ僕がそう思っていたかというと、当時は、

日本は非常に豊かで、勢いがあって、高度成長

で、黙っていても自分が日本の人間であること

にある種の自信を持てたからなんですね。そう

いうイケイケの時代に育ったものですから、黙

っていても活力が身体にみなぎっていたわけ

です。そしてその背後には、憲法９条という立

派なものに代表される日本の平和主義もあり

ました。「衣食足りて礼節を知る」で言うなら

衣食も礼節もあったのです。 

明治期に、井上毅が、大日本帝国憲法と帝国

憲法に「大」の字をつける提案が出たときに、

そういうことを言う国はみんな小さな国ばっ

かりだ。大英帝国には確かに「グレート（Great）」

という言葉がついているけれども、それはスコ

ットランド、イングランドとかが集まっている

からそう言っているので、ほかに「グレート」

などと自分のところにつけているのは虚勢を

張った誇りに乏しい弱小国だけだ。日本はそん

な恥ずかしいまねはするな、と主張しました。

それは容れられなかったのですが、それと同じ

ような感じを、高度成長期の人間は、別に井上

でなくとも、持てたのです。 

しかし、いまそういうことをもし僕が言うと

したら、傲慢だということになるでしょう。い

まは繁栄も平和主義の矜持もありません。その

いずれもが、ともに国内で危殆に瀕しています。

それがいま、ああ、この国に生まれてよかった

と、若い人間が思えることの意味について、私

たちが考えなければならない理由の背景なの

です。 

第７の「信頼圏」については先に述べました。

これくらいで、とりあえず、私の話を終わらせ

ていただきます。 

 

■ 質 疑 応 答 ■  

 

司会 ありがとうございました。 

常々、護憲の結論はいいけれども、そこに至

る過程の肉付けが足りないとよく言われます。

そこの部分を私案の形で、しかも、過去３０年

以上にわたる評論活動を通して得られた知見

をもとに導き出されたことは大変すばらしい

ことだし、われわれも大いに勉強すべきだと思

います。それにつけても戦後の日本、戦前、２０

世紀、及び２１世紀の日本の歴史は、アメリカ

との関係だということを、きょうもまた加藤さ

んの話で非常に強く感じました。 

それでは、質疑に移りたいと思います。 

私のほうから一つ。世界戦争のところで、イ

デオロギーの戦い、大義の戦いが、第二次世界

大戦においては、中途半端な形で、劣化した形

で終わって、冷戦の段階で極めてイデオロギー

がぶつかり合う、いわゆる大義同士の、世界中

を引き込もうとしての大義を抱えての戦いと

なった。その冷戦が終わったことで、例えばＩ

Ｓの問題とか、あるいは中国との緊張とか、こ

れらとイデオロギーの関係はどうみたらいい

んでしょうか。つまり、イデオロギーは、冷戦

が終わった段階で一旦終わって、その後、いま

われわれが世界でみている緊張やぶつかり合

いは、これはイデオロギーではなくて、新しい

レベルに至っているということになりますか。 

加藤 イデオロギーをこの本では、理念、イ

デオロギー、大義という順序で空洞化していっ

たと書いています。理念は大西洋憲章あたりの

時点ではまだ実質がありました。イデオロギー

は、レーニンの「平和に関する布告」の段階で

は力も実質もありましたが、スターリンの段階

からだいぶ怪しくなってきます。そして、それ

がさらに劣化すると、ほぼ相対的な検証、自由

検討の精神に耐えない名目だけのイデオロギ

ー、大義になるという順序です。その意味では

現在は、中国の共産主義もほとんど空洞化して

いますし、米国の自由主義理念も怪しい限りで

す。ただ、これらとは別に、民衆・市民レベル

での基本的人権と市民原則、民主的感覚の成熟

が、かろうじて国際社会の戦後の基準則として

これを支えているという現状だと思います。 

そのうえで、現在、問題化しているのがイス

ラーム世界とこれら市民原則の価値観との衝

突ないし摩擦です。中東問題は、一つの火だね

がイスラエルだったのですが、これは米国のイ
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スラエルへの異常な肩入れが問題をこじらせ

てきた結果です。しかしこれとは別に、ソ連の

アフガン介入、米国のイラク戦争以後、中東の

石油資源のピークアウトとの関連もあり、イス

ラーム世界の不安定化が激化してきました。東

アジアにも北朝鮮など火だねはありますが最

貧国で資源がないので誰も介入しない。しかし、

ともに、もうイデオロギー的な、ないし、文明

の衝突的な価値観の対峙、対立、という段階か

らもずり落ちつつある。シリアからの難民のＥ

Ｕへの流出を含め、長期的には、中東世界の「富」

の崩壊ということがはじまっていると感じて

います。 

ご質問の新しいレベルということで、すぐに

頭に浮かぶのは、先にもふれたＩＳとかボコハラ

ムですね。「失うもの」がないために国家レベ

ルでのアクターとなることを拒否する集団が

新しく生まれてきています。そしてこれに対し

て、欧米の大国が共同していままでにない対応

を示しています。欧米の主要国の、米英仏、ま

たロシアといった大国が、「問答無用」とばか

り一致してＩＳの「殲滅」をはかっている。こう

いうことはこれまでになかったし、これはどう

考えても異常です。しかし国連もこれにしっか

りした対応をできていません。 

本来なら、ＩＳは、アルカイダのように姿を隠

しているのではないのですから、交渉がめざさ

れるべき対象であり、問題であることは明白で

すね。どんな価値観の違いをも、人間はそれま

での最小公倍数的な価値観をアップデートす

ることで克服してきたという歴史があるので

すが、それへの努力が見られない。これまでの

常識を踏み外しているのはＩＳであると同時に

いまや米英仏、そしてロシアなのです。 

石油資源が有限性を露わにし、米ロの原油シ

ェア率の拡大もあり、原油の価格を中東がコン

トロールできなくなれば、今後、中東が経済不

振のもとで、これまでの対外的介入抑止力を失

うことが考えられます。そうすれば、１９７０年

代初頭の石油ショックを契機とした中東の浮

上のちょうど逆の事態、中東の沈下がはじまり、

大きな世界の火薬庫になってくるでしょう。そ

の変化の兆しが、このＩＳ攻撃の包囲網の成立な

のかもしれません。どうＩＳを「殲滅」するので

はなく「交渉相手」に立ち戻させることができ

るかが試金石だと思います。これができなけれ

ばＩＳを「殲滅」しても必ず次のＩＳ、またボコハ

ラムが出てくるでしょう。 

 

中国は侵略的ではない 

 

質問 一つお伺いしたいのは、共産主義に関

連しているんですけれども、中国はここまで大

国になった。私は７２年の日中正常化も取材し

たし、その後の中国で１９７８年、４人組が逮捕

されたころに中国の人々を対象に１００人ぐら

いのアンケートをやったことがあるんですけ

れども、あのころから鄧小平路線によって近代

化、民主化が進んで、今日のような世界になっ

てきていると思います。豊かになってきたこと

に伴って、共産主義体制がそのまま続いていく

のか、あるいはもっと逆に締めつけが強まる過

激な共産主義になっていくのか、どうもわから

ないところがあります。いまの世界の中で大き

な行方を左右するキーポイントの一つは中国

だと思いますし、この中国という国をどういう

ふうにみていったらいいのか、どうつき合って

いったらいいのか。 

加藤 ここにおられる皆さんのような専門

家ではないので、とてもお教えする立場にはあ

りませんが、個人的な考えを言わせていただく

と、通時的な見方と、共時的な見方とで言える

かと思います。共時的にみた場合に、中国にい

ろんな問題があるのは明らかです。まず民主化

の未実現。国内に基本的な自由がない、少数民

族問題が深刻である、そして共産党と一般社会

の落差。そういう落差で言ったら、いまの政権

は大分賄賂に対する取り締まりとかしていま

すけれども、その関係の本などを読むと、そう

いう形で国民の不満のガス抜きをやらざるを

得ないほど問題はかなり根強い。しかし根本的

な解決にはならない。さらにそれが国民の目を

そらすための対外膨張の一つの要因にもなっ

ている。今後の経済成長も国内の賃上げの要求

などがからみ、問題含みである。いろんな問題
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がいまの中国にあります。特に民主化の抑圧、

党の独裁と権力集中をめぐり、何らかの抜本的

改革を必要とする事態が、必ずや来るでしょう。

そういう問題があります。 

ですが、それをすぐに、だから中国は信用の

できない相手だとか、これを敵視するだとかと

いう議論に結びつけるべきではないというの

が僕の考えです。というのは、縦軸で通時的に

考えると、中国には２，０００年以上の歴史があ

って、日本との交友の歴史も長い。中国は少な

くともそれほど侵略的な国ではない。日本の経

験から言えば、一度、元が攻めてきていますけ

れども、これは中国を征服した異民族が日本の

対応に腹を立てて攻めてきた例で、中国は少な

くともよその国に侵略していくような経験を

いままでほとんど持っていない。米国、ロシア、

ヨーロッパ諸国と比べても格段に対外侵略的

な国ではないのです。 

日本は、いままでも、いろんな問題をはらみ

ながらも、たとえばＬＴ貿易とか、独自の友好

関係をつくり上げてきました。大事な隣国なの

で、ほかの国とは違うつき合い方を追求する国

家的理由があるのです。妥協するという意味で

はなくて、民主主義的な原理がない国内で自由

を求めて闘っている人たちがいる、その彼らを

あくまで支援する姿勢は貫きながら、だけれど

も、例えばヨーロッパとか米国、ロシアとは一

線を画した、日本ならこういう形で中国と外交

をするという外交の機軸を鮮明に打ち出して

つくり上げることが、大きな選択肢としてある

と思うのですね。 

特に米国は自分が没落傾向にあることもあ

り、冷戦開始時のソ連に対すると同じ、中国封

じ込め政策を繰り返そうとしています。いまの

安倍政権はその先兵的役割を果たしているわ

けですが、われわれまでがそれに同調してはい

けないと思います。むしろ、中国・韓国には、

しっかりと謝罪さえすれば、劇的に関係を改善

できるという「潜在的外交資産」があると考え

るべきです。９０年代から２０００年代にかけ、ド

イツとフランスがどのように劇的に相互信頼

を築くようになったかを考える必要がありま

す。日中間で、ほかの国が認めざるを得ないよ

うな独自の関係を作る外交思想、あるいは外交

哲学を設定できると思うんですね。 

司会 加藤さん、少し時間をオーバーしても

構わないということですので、もうちょっと続

けたいと思います。 

 

日本が国連中心主義に打って出れば起

爆剤となる 

 

質問 要は、国連中心外交に、９条を改めて

いくという大変建設的なご提言だと思うけれ

ども、問題は、国連そのものに対する幻滅が非

常に強くなっています。提言をどう具体化して

いくかという一種の運動論も含めて考えない

と、提言に終わってしまうのではないかと思い

ますけれども、いかがですか。 

加藤 そのとおりだと思います。運動論のよ

うなものは、この本には書いていなくて、僕自

身の中にも、まだそういう用意はありません。

ですから、いまのままであれば、提言に終わっ

てしまうだろう、というのもそのとおりだと思

います。ただ、これは何度か強調していますが、

僕は今回、日本が国連中心主義でいくべきだと

いう提言を、いままでとは違った仕方で提言し

ているつもりなんですね。つまり、先に「価格

設定者と価格追従者」という話をしました。「信

頼圏」に関わって、西ドイツは、８０年当時だ

れもが客観的に困難だと思われたＥＵ創設を、

９０年の冷戦終結の機をとらえて、やりとげた。

それは、その道でしか自分が運命を切り開く方

法がないと思ったからだとも述べたつもりで

す。日本も、いま、対米自立を国際社会の信頼

をつなぎ止め、孤立せずにやり遂げるには、国

連強化に積極的に荷担することが唯一の道な

のだ、これしかないという国内のコンセンサス

を作り上げることができさえすれば、その幻滅

をはねのけて挑戦目標に変えることができる

と思っています。 

国連のほうから言うと、国連は「国連がなか

ったら、自分たちの国が成りいかない」という

主要な国連の構成国をこれまで持ってこなか

った。つまり、当初、米国が国連は使えるとい
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うので、これに投資してきた時期があります。

６０年までですね。まだアフリカからの加盟国

が多くなくて、自分の主張が全部通った。その

時期までは、アメリカが国連の支え手でした。

しかし、その後、総会でアメリカの意見が通ら

なくなり、使い道がないというので、だんだん

力を入れなくなり、パイ自体が小さくなってき

たという歴史があります。もちろん小さな国に

とっては非常に大きな意味を持っているので、

大事な存在なのですけれども、そんななかで国

連に対する幻滅が深まってきたということだ

ったと思います。 

でも、もし、ある国が、「もう自分たちが国

連をしっかりさせないと、自分たち自身がやっ

ていけない」という理由で、国連中心主義に打

って出る道筋を明らかにして、再び、そういう

介入を積極的に行うようになればどうか。いま

までのところ、日本は国連に対してアメリカに

次ぐ額を拠出しています。そういう国が、こう

いう行動に出れば、少なくともその行動が起爆

剤になって、いろんな議論がここから起こって

くるでしょう。運動論以前のそういう考え方の

道筋を一応提示したつもりなのです。 

 

質問 国連、しっかりしろという激励と思い

ながら受けとめました。 

私案の中で、ＰＫＯなどへの国連待機軍の関

与の提言があります。いま１６ＰＫＯが展開して、

軍、警察、文民、１２万５，０００人が参画してい

ますが、毎年１３０人ぐらい亡くなっている現状

があります。市民の保護というマンデートがあ

り、危険に身をさらし命を落とすこともある。

いまの日本のＰＫＯへの参画には、ＰＫＯ５原

則があります。提言は、この５原則の中での参

画なのか、それとも、より踏み込んで市民の保

護に参画するのか、いかがでしょうか。 

加藤 じつはレジュメの３ページ目に、この

ことについて、本に書いたところが十分に明確

でなかったという反省から、国連の平和維持活

動への関与について、より正確には、これを、

「国連憲章第四七条による、国連の直接指揮下
．．．．．．．．

における
．．．．

平和維持活動ならびに平和回復活動

への参加以外には、発動しない」というふうに

書くべきであったと断ったつもりです。その意

味は、一つには、ここにいう国連待機軍による

平和維持活動が現行の延長なのではないとい

うことです。現在機能していない国連軍事参謀

委員会の機能を回復する。そのうえで「国連の

直接指揮下における」国連待機軍として、平和

維持、ならびに平和回復活動に参加するという

ことです。本を出した後、ちょうどいま言われ

たのと似た質問に出会って、この書き方では正

確ではないことに気づき、今回つけた付記なの

です。 

いまのＰＫＯについて、僕は全くの素人目で

見ているだけなので、細かいことについては何

の成案もありません。現行のものについては、

いろんな意見が出てきうるでしょうが、そのこ

とについては白紙です。まずこの現体制を抜本

的に変える。完全な国連警察軍的な機構への転

換をめざし、それを実現すべくそこに参加する、

という構想です。そのため、他の国に率先して、

国の交戦権を国連に移譲する形を取る、また他

の国にもこれに倣うことを求めていく、という

ことです。 

先にあげた「信頼圏」としての「国連」の活

用という短期目標と、困難だが、そこからスタ

ートして国連の「初期理想の実現」をめざす、

という長期目標との二本立ての提案なのです。 

 

こういう形で社会に寄与したいと考えた 

 

質問 ２点お聞きします。一つは、「対米従

属」というキーワードですが、戦後７０年、ず

うっと日本がそうだったというのは、日本の戦

後史を切るうえで非常に重要な言葉だと思う

んですね。今回、こういう形で、対米従属とい

う形を変えるために、抜本的、包括的な、ある

意味で、どこかの政党が出してもおかしくない

ような政治的な解決案を出されたわけですね。

思索の過程の中で。その動機は何だったんです

か。安保法制とか、沖縄とか、いろいろあると

思うんですが、思索の形をこういう政治的な一

つの大綱、一つの政策プログラムとしてつくり
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上げた理由は何なのかをお聞きしたい。 

もう一つ、対米自立を求める動きは、戦後、

日本政治の中でいろんな形で試行錯誤が行わ

れてきたと思うんですね。岸信介さんの安保改

定も試みの一つだったし、今度の安倍晋三さん

のやっていることも、彼からすれば、とりあえ

ずもう一歩アメリカに協力しておいて、その後

に別の自立の道を歩みたいと思っている部分

もある。そういう戦後日本政治の歩みの中で、

対米自立においては限界的なことしかできて

いないんですが、加藤さんが打ち出された構想

は、どういう政治勢力に担ってもらいたいと思

いますか。保守の中から出てくるんでしょうか。

それとも民主党とか、そういうところから出て

くるんでしょうか。 

加藤 ２つ質問されましたので、最初のほう

からお答えします。 

こういう政治プログラムのような形で、今回、

本を書いて提案した理由、きっかけ。もともと

僕は文芸評論家なんですね。それで、これまで、

『アメリカの影』と『敗戦後論』と、もう一つ

「戦後から遠く離れて——私の憲法９条論」（２０

０７年）と３度、憲法９条について、あるいはア

メリカとの関係について、戦後をめぐる考えを

展開しています。しかしそれは、そういうこと

を書くことが日本の社会に生きる自分の問題

につながると考えたからで、特に最初の二つの

ものでは文芸批評と区別しないでこうしたこ

とを書くことが、僕にとっては大事なことだっ

たのです。 

ですから、無条件降伏政策の出自に関する仮

説とか憲法の選び直しなど、かなり具体的な仮

説、社会への提案も入っているのですが、受け

とる方にも戸惑いがあったかもしれません。さ

まざまに誤解もうけたし、提案への専門家から

の応答もありませんでした。しかし、こういう

経緯を踏まえ、今回は、いわば文学抜きで戦後

という問題に決着をつけたいと思い、この本を

書きました。全方位的に、「ではどうすればよ

いか」まで書く。とするならどこからはじめな

ければならないか、ということでちょうど１００

年前の第一次世界大戦が出発点になりました。

きっかけの一つは、安倍政権の最近の暴走と、

それに対するメディアをはじめとする言論界、

思想界のチェック機能の欠如です。これでは困

ると思った。誰もやらないのなら自分でやるし

かないと思いました。 

危機感を募らせ、今年のはじめからの８カ月

間、いってみれば朝から晩まで本を読んだり書

いたりしていました。一方で、安保法制反対の

デモなども起こってきていて、２～３度様子を

みに行きましたけれども、自分のいまやる仕事

はこれで、こういう形で社会に寄与したいとい

う気持ちで書きました。 

今回は、お一人ですが、専門家からの応答も

ありました。要訂正の指摘を含む懐の深いお手

紙で、ありがたいことでした。これとは別に、

たとえば、今後、おまえのこの案はなかなか気

に入ったからここのところをもらうよ、という

ような呼びかけがあれば、これに応答したいと

思っています。 

そのうえで、政治勢力、対米自立ということ

だけで言えば、いろんな対米自立のやり方があ

りますけれども、本を読んでいただけばわかる

ように、私の主張は、単に対米自立すればいい

ということではありません。それがそのままナ

ショナリズムと結びついては、戦争で私たちが

学んだ教訓を生かすことにならないし、またそ

の結果、国際的に孤立することにしかならない。

どういう方向で、何のために対米自立を図るこ

とが日本の国民の幸せに通じるかということ

が、一番大事だということですね。ですから岸

信介とも安倍晋三とも、方向は違います。かつ

ては、１９６０年代から７０年代、吉田ドクトリン

が有効だった時期には、親米と平和主義の組み

合わせが日本の国益と日本の国民の幸せにつ

ながる条件がありました。でも、そういう条件

が崩れてきています。平和主義を基調に、対米

従属政策から、対米自立政策への転換が必要だ

という判断なのです。国連中心外交をここでは

対案として提示していますが、これをどういう

政治勢力に担ってもらいたいか。二つ目のご質

問に答えれば、２００９年の政権交代直後に鳩

山・小沢民主党政権がめざした対米自立、国連

中心外交への政策転換が、この本の方向に一番

近いでしょう。 
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２００９年の政権交代は戦後一番大きな

出来事だ 

 

中にも書いていますが、この本の原点は、あ

の２００９年の政権交代です。あの政権交代は、

民主党一党が３０８議席という圧倒的多数を獲

得して実現した戦後初の本格的な政権交代で

した。いま考えればあの政権交代は、起こるべ

くして起こっています。９０年代の半ば以降、

戦後のあらゆる矛盾が顔を出してきていた。そ

の果てにやってきた。そういう意味では、あれ

が戦後、一番大きな出来事だった。いまはあの

政権交代の無惨な失敗の反動期なのです。僕は

２０１０年の４月から２０１１年の３月まで日本を離

れていました。そのこともあってすぐにはわか

らなかったけれども、２０１１年の３．１１の直後、

３月末に日本に帰ってきて、その後の展開をみ

て痛感したのは、鳩山・小沢両氏がやった試み

は、――あの見るも無惨な失敗が国民をひどく

失望させて政治に対する無力感を決定的にし

たのですが————５０年の全面講和論、６０年の安

保闘争でめざされた問題、自民党ハト派の課題

のそのままの延長上にあったということです。 

２００９年の政権交代の担い手というのは、小

沢さん、この人は年齢が上ですが、旧自民党主

流のハト派の理念を孤立しながらも追求しよ

うこの間動いてきた。あと、ほかの当時の主力

メンバーは僕とほぼ同年代の人たちです。首相

の鳩山という人もそうだし、菅という人もそう。

仙谷という人などは元全共闘です。僕は６０年

代の末に大学生で、やはり全共闘の一員でした

けれども、そういう人間が学生のころから自分

なりに考えてきたことが、日本の政治状況と絡

み合って、国民のああいう選択になり、３０８議

席票という結果を生んだのです。しかし、民主

党にその自覚が足りず、いま、全く何の結果も

残していません。むしろ大いなる政治への幻滅

を生みました。 

なぜかといえば、小沢さんとたとえば仙谷さ

んとが、大きな目標を見すえ、その重大さを自

覚し、さまざまな違い、対立を乗り越えて、そ

の大きな目標の実現のために連帯するという

流儀を作れなかったからです。その責任の多く

は、仙谷、菅のほうにあります。党内政治しか

見ていない。対米自立という大目標を見ていな

い。小沢は、しっかりした目標をもっていまし

たが、米国にも官僚にも恐れられ、雁字搦めに

動きを封じ込められていました。鳩山という人

はアバウトで臆病な人ですが、その点、その目

標を共有していました。しかしあまりに心の準

備なしにうかうかと対米自立という課題に向

かいすぎた。それで普天間基地の移転問題であ

っというまにつぶされました。 

でも、あのときの国民がそこに求めたものに

応えるような政治勢力を、どのような形でか、

もう一回結集できれば、希望が生まれるという

のがぼくの考えです。旧自民党ハト派から共産

党までの対米自立をはっきりと視野に入れた

野党連合が理想です。いまでいうなら、共産党

が提唱し、小沢一郎、市民連合などが支持する

野党の連合がそういう母体になりうると思い

ます。 

 

日本の必要からみてドイツのモデルは使え

る 

 

質問 質問というよりも、むしろ加藤説に対

する疑問なんですけれども、ドイツが対米自立

をするに当たってＥＵをやったということなん

ですが、これは後講釈的にはそういう解釈は可

能かもしれませんが、ドイツが戦略的に果たし

てそうやったのか。 

 戦後、統合の度合いを強めてＥＵになったわ

けですね。そのきっかけになったのは、確かに

東西ドイツ統合ですが、問題はそこなんです。

ＥＵが機能するようになったのは、統一通貨で

あるユーロができて、それが機能するようにな

ったからです。ドイツはマルク圏を拡大してい

く戦略をとっていたけれども、やむを得ずユー

ロ創設に賛成した。その理由は、東西ドイツ統

一に対して、フランスと英国に反対された。要

するに、旧戦勝国です。敗戦国であるドイツと

しては、負い目があった。東西ドイツ統一のた

めにマルクを放棄して、かわりにユーロという

統一通貨に合意したわけです。これによってユ
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ーロ圏が機能して、したがってＥＵも機能した

ということで、結果的にドイツは自立がある程

度できた。 

もう一つ、日本にも同じようなことが９０年

代にあればとおっしゃいましたが、実は日本で

も同じようなことを考えた。９７～９８年のアジ

ア通貨危機の際に、アジア通貨基金（ＡＭＦ）

を構想して、少なくとも国際通貨という面では

アジアで自立し、その中で日本が主導的な役割

を果たすということまでは構想したわけです。 

ということで、ドイツとＥＵの問題、それか

ら日本はどうだったかという問題については、

加藤説には疑問を持っているということです。

いかがでしょうか。 

加藤 細かい点で、いまご指摘があったよう

なところは、そのとおりだろうと思いますね。

後知恵的解釈と言われればその通りですが、こ

れを新しい意味づけと受けとってもらえばよ

いかと思うんです。ドイツがこの間ずうっと、

ここで言う「信頼圏」の創設を目指してやって

きたというのは違うだろう、と言われれば僕も

そう思います。もちろん、いろんな条件の中で、

そういうことが実現したわけですね。そのこと

が、「信頼圏」という基軸を作り、そこから再

評価すると、いま後知恵的にそう見える。僕が

そう再意味づけしていると受けとってもらえ

るとありがたいのですが、先の言い方が不十分

だったかもしれません。 

レジュメにここのところ、「ドイツモデル―

―フィリピンモデルに加えての」と書いてあり

ますけれども、フィリピンモデルというのも、

そういう意味では、後付け的な「再評価」の例

なんですね。憲法による米軍基地撤去とはいえ、

フィリピンも紆余曲折を経ているわけで、最初

からそんなことを考えてこの方法を追求した

わけではありません。それをこう「再評価」し

たのは矢部宏治さんなのですね。つまり国際関

係とはそういう形で動いていくものだ、という

ことを前提に、新しい問題意識に立てば、こう

いう事例が一つのモデルとして浮かび上がっ

てくるだろうということだと思います。そこは

ちょっと修正します。 

２点目の９０年代後半の日本。その辺は、不勉

強で詳しいことを知りませんでした。ですから、

いまおっしゃったようなことはなるほどと勉

強になります。 

ただ、僕がここで言うのは、財務省が官僚的

な思惑から動くのではなくて、こういう方針を

国民に問い、政府が国民に問い、政治的選択と

して選んで動くことが大事だということです。

そしてその場合には、つねに、憲法９条を柱に

考えるのがよい、ということです。そういう意

味では、１９４５年からずうっと日本がとにかく

持ってきた一つのカードとして使える――使

えるというのはすごく嫌な言い方ですけれど

も、でも、もちろん国連との関係を意識してず

うっと持ってきたわけじゃないですよね、これ

も右往左往しながら持ってきたのだけれども、

————それをいま生かして、新しいプランに接続

することは可能だし、大事だということです。 

お話にあるアジア通貨危機の際の大蔵省＝

財務省の構想にしても、確かにあのとき、アジ

アの通貨基金に対しては日本に対するアジア

諸国の評価が高かったですよね。僕にもそのこ

とは印象に残っています。そういうものがその

後、一度立ち消えになる。でも長い目で見れば

そういうことの積み重なりが、「再評価」を通

じて新しい構想を生み出す、ということはいつ

でもありうると思います。 

 

沖縄の抜本的解決は基地をアメリカに撤

去すること 

 

司会 予定時間を３０分ぐらいオーバーしま

した。これだけは聞いておきたいという質問が

あれば。いま手をあげたお二人、どうぞ。 

質問 沖縄の問題を先生はどう考えている

のか。僕のところの地域には基地が一つあって、

そこにオスプレイが飛んでくるとも言われて

います。沖縄の問題を本土の人間としてどう考

えていったらいいのか。地域の中で、むしろ沖

縄に協力して、オスプレイが飛んでくるなら、

受け入れたらどうだろうかという意見もある

んです。本土としてどんな考え方をしていった
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らいいのか。 

司会 もう一問、続けてどうぞ。 

質問 いま本屋さんに行くと、内田樹さんと

か赤坂真理さんとか、白井聡さん、そして孫崎

享さんとか、大体「アメリカの影」を強調して

いる本が相当売れているのではないかと思い

ます。先生からごらんになって、彼らの行動と

か思想と先生との違い、その辺のスタンスをお

聞きしたいと思います。 

加藤 最初の沖縄の問題。僕は、「沖縄の本

土化」という言葉がありますけれども、逆に「本

土の沖縄化」とむしろ考えるべきところまで事

態は進んできているのだと思っています。 

つまり、沖縄の負担を本土も分有しよう、基

地負担を本土も分担しようというよりも、本来

あるべきものではない基地負担を、本土も沖縄

と同じ立場に身を置いて、日本全体から撤去す

るよう、主張転換しよう。もうそうでなければ、

この問題は解決できないところまで来ている

という考えです。 

基地の撤去については、米国自身が、それが

可能だと言って、日本の外務省がそれを断った

という経緯がありますね。モンデール米国大使

の頃のことです。安倍政権のやり方は、こうい

う外務省の対米従属一辺倒のやり方を政府大

に極大化したもので、安保法制化というのはそ

の国民への訴えです。もう国の方針を対米自立

へと切り替えなければ、この問題は解決できな

いと思います。 

 ２０１０年１１月に、チャルマーズ・ジョンソン

さんが亡くなっていますが、この年の５月にロ

サンゼルス・タイムズに遺言めいたすばらしい

コラムを寄稿しています（May 6 2010，“Another 

Battle of Okinawa”）。沖縄がいかに戦後の国

際政治のもとで犠牲になってきたか、また日本

の鳩山首相がいかに臆病か、それは見るも無残

だ。しかしもっとひどいのはアメリカだと言っ

ているんです。普天間は、いま自分の住むサン

ディエゴの基地に受け入れろ、サンディエゴに

は西海岸で一番大きな米軍の基地があります

ね。そこでいくらでもそんなものは受け入れら

れる、と主張しています。誰が考えても、この

問題の抜本的な解決というのは、米軍基地をア

メリカに撤去する以外にない。もう国内負担の

均等化という段階ではないのではないでしょ

うか。 

 

内田樹さんの言説について 

 

次の質問。内田さんとか赤坂さんとか、あと

孫崎さん、白井さんですかね、挙がった名前は。 

このうち、内田さんについては、この本の中

でも書いています。僕は前に書いたもので、一

度、内田さんの、９条はいまのままでいいんじ

ゃないか、という主張に説得されて、この論か

ら教えられたと書いています（「憲法がこのま

まで何か問題でも？」『９条どうでしょう』毎

日新聞社、２００６年、所収）。そして自分のそ

れまでの論を一部変更しました（「戦後から遠

く離れて————わたしの憲法９条論」『さような

ら、ゴジラたち——戦後から遠く離れて』岩波書

店、２０１０年、所収）。これについては先にも

述べましたが、２００７年のことです。憲法９条

と自衛隊の論理的な不整合のままでの一対が

日本の戦後を逆説的に支えてきた、その現実を

受けとめ、生きることが大事だというのが、そ

こでの内田さんの主張です。でもその後、いや、

２００９年の政権交代の対米自立の試みとその頓

挫をへて事態は変わったんじゃないか、いまや

憲法９条と一対になっているのは自衛隊では

なく米軍基地なんじゃないか、そう思うように

なりました。それでそのとき、６０枚くらいの

『戦後入門』の予告編のような論を書いていま

す。（「戦後の起源へ−−——今、私が考えてい

ること」『ｍｙｂ』新装第一号、２０１５年４月）。

内田さんの２００６年時点の認識は、非常にすぐ

れたものだが、政権交代後、現実に乗り越えら

れたんじゃないだろうかとそこには書いてい

ます。 

内田さんから孫崎さんまで、少なくとも主張

としては賛同できるところが多いんです。ただ、

みなさん、主張が局所的で、憲法９条はどうす

るか、自衛隊、日米同盟、核の問題はどうか、と

いったことに全方位的に旗幟鮮明に意見を述
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べるというようなことは、あまりされていません。 

ただ、内田さんについては、「おじさん的思

考」と言われていて、今回の本で、さらなる発

見がありました。僕の発見は、７０年代、８０年

代の永井陽之助とか高坂正堯の考え方が、形の

上ではいまなら北岡伸一さんに継承されたよ

うに見えていて、北岡さん自身もそう思ってい

るに違いないんだけれども、そうではないだろ

う、ということです。高坂、永井の現実的平和

主義の路線はいまであれば内田さんの主張と

こそ重なるし、内田さんに引き継がれています。

そう考えると、内田の見解も、永井、高坂の論

も、アップデートされる。「再評価」され、生

き返る、生きるんです。つまり、永井陽之助は

８０年代に中曽根政権が軍事的リアリズムに舵

を切ろうとしたときに、高坂正堯の論理に立ち、

「憲法がこのままで何か問題でも？」と言って

改憲派に立ちはだかったんですね。去年の安倍

談話でのやりとりを見ると、それだけの勇気は

北岡さんにはありませんでした。 

 

赤坂真理さん、白井聡さんは戦後の呪

詛 

 

あと、赤坂さん、白井さんですが、赤坂さん

については、人が言うので読んで見ると、なに

しろ僕の考えと似ているんですが（笑）、ただ、

参考文献とかには一切出てこない。編集者がア

ドヴァイスしたなかに入っていなかったので

読まれなかったのだろうというのが僕の思っ

たことです。でも、どこからもこの作品に対す

る書評依頼もありませんでしたからね。僕の論

への言及は、あまりプラスにならないので忌避

されたのかもしれないのですが、単にかくも

人々の健忘症は激しいということかもしれま

せん。 

ただ、それとは別に、小説の『東京プリズン』

については、世評高い作品なのですが、僕はち

ょっと批判的です。極めてマイナーな媒体に少

し書いていますが、小説としてあまり評価でき

ません。 

最後、白井さんについては、赤坂さんもそう

ですが、戦後に対する呪詛になっている。つま

り、戦後に対して、こんなに日本はだめじゃな

いか、こんなにアメリカはひどいじゃないか、

こんなにいまの安倍政権はだめじゃないか、と

いわばクソミソに言うんだけれども、では、ど

うすればいいのかということについては、十分

な提言がない。 

論については、本のなかでも触れているんで

すが、日本の敗戦の否定、『永続敗戦論』、あ

れは安倍政権以降については合致している、そ

の通りなんですが、昔から日本はこうだった、

戦後ずうっとこうだった、という言い方は事実

ではないと思います。いまとまったく違うその

ときどきの状況下で、日本の社会も、政府も、

「敗北」をどのようにか衝撃を弱め、緩和し、

不可視化しようと努力してきたというのが事

実だからです。「吉田ドクトリン」の顕教・密

教システムというのはその好例です。しかし、

その後、このあり方が崩壊し、フラストレーシ

ョンが蓄積し、安倍政権にいたって「敗北の否

定」となった。そういうふうに展開すれば、こ

れで行けると思います。しかし、言いっ放しだ

と、呪詛になってしまいます。 

あと、孫崎さんについても、本の中で触れて

いますが、共感するところがすごくあるんです。

対米自立というところについては共感します

けれども、では、そこから新しく、それをはね

のけて、どんなふうにしてやっていくかという

ことについては少しずれがあります。僕は孫崎

さんに比べると、戦後と戦前の断絶ということ

を重視するんですね。そのうえで継続を考えま

す。そのあたりで、例えば重光葵の評価では違

いが出ています。孫崎さんは重光を評価します。

僕も重光は戦前戦後の外交官で最もすぐれた

一人だと思うのですが、やはり戦後、戦前のや

り方ではダメだったと一度がくっと膝を折る

くらいであってほしかった。その上で立ち上が

っていたら、もっともっと戦後の政治で果たす

役割があったし、その政治活動も生きただろう

と残念に思うのです。そういう意味で僕のもっ

とも評価する政治家というのは、政治家でかつ

言論人でもありますが、石橋湛山なんです。 
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司会 加藤さんに聞きたい話は本当に尽き

なくて、いろいろ刺激的な話を聞いて、われわ

れの思索も深まるんですけれども、加藤さんは

長くこのテーマをずうっと追いかけて、提言ま

でされるところまで行った。しかも、きょうの

お話では、私が非常に印象に残ったのは、南沙

の問題も一緒に考えなくてはいけないという、

そういうスケールの大きい、日本だけがどうす

ればいいということではない部分まで含めて

考えていらっしゃる。示唆に富んだすばらしい

本をまとめられたと思います。中身はきょう大

分、話されてしまいましたけれども、もっと深

いエピソードが書いてあって、刺激というか、

思考をそそられる本ですので、ぜひ手にとって

読んでみてください。 

加藤さん、どうもありがとうございました。 

ゲストブックのほうは、きょうのお話の中に

も出てきましたけれども、「『信頼圏』の創設

を」と書かれました。まさにこれが結論かなと

思います。日本記者クラブから、２時間１０分に

わたるお話をいただいた御礼のネクタイをお

渡ししたいと思います。（拍手） 

加藤 あと、一言だけ。今日はネクタイだけ

変えているんですが、告別式の帰りです。新聞

記者をやってきた学生時代からの大事な友人

の告別式でした。僕は新聞記者という職業に深

い敬意を抱いています。いろいろ苦言めいたこ

とを繰り返していますけれども、新聞というの

は非常に大事です。皆様のこれからのご精進、

ご努力を期待して話を終えさせていただきま

す。（拍手） 

司会 ありがとうございました。 

（文責・編集部） 

 


