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第６１回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

加藤 典洋著 『戦後入門』（ちくま新書）を読む 

２０１６年１月３０日  

 報告：工藤 敬吉  

  

 本書は、著者の“時代”に対する切迫した危機感に貫かれている。「はじめに」の中で、

「戦後 70年目を迎え、「戦後」が剝げかかっている。ここまで自分の住む国がとんでもない

状態になったことは記憶にない。まるで自分の国ではないようだ」と書いている。また、本

文でも「私は、（略）この戦後にまつわる本を現在の日本の政治状況への自分なりのコミッ

トメント（働きかけ）として書こうとしている。（略）2013年 12月以降の自民党政権の徹

底した対米従属主義の外装のもとでの復古型国家主義的な政策の追求に、何としてでも歯止

めをかけたいと考えている(p427)」と、執筆の動機について触れているとおりである。安倍

政権による去年の“戦争法案”の強行突破や、最近の「自らの手で新たな憲法を作る。いよ

いよどの条項について改正すべきか、新たな現実的な段階に移ってきた」（１月 21日の参議

院決算委員会での答弁）という発言をみても、その“やりたい放題”に加速度がついてきて

いる。（安倍政権については、第５部 p501～513参照）私は著者の危機感に共感するもので

ある。しかし、着地点の「左折の改憲」については、基本的には評価するとしても、危うさ

を含んだものと言わざるを得ない。以下この報告では、本題である「第５部」に力点を置い

て報告したい。（本書の「です・ます」調を「である」調に改めている） 

 

〇対米従属 

 対米従属は、戦後の日米関係の基本的枠組みである。淵源の一つは 1951年９月８日に締

結されたサンフランシスコ講和条約と、旧日米安保条約である。前者では「すべて占領軍は

90日以内に日本から撤退する」と規定されているものの、いわば例外として「二国間条約

による条約等による外国軍隊の日本駐留は可能」とされ、後者では「日本はアメリカ軍が国

内に駐留することを希望する」ことが記され、「米国に対して日本防衛の義務が明記される

ことはなく、また米国が同意しない限り、この米軍の駐留は永遠に続く(p26)」こととなる。

その後、「池田勇人による新政策（所得倍増計画）のもと、やがて社会の雰囲気は一変し、

対米従属の問題はいよいよ後景に退き、見えにくくなってゆく(p30)」。さらに「占領終了後、

対米従属の現実が日本の経済的な自立によって程度として緩和され、同時に、内面化された

という問題だった。「内面化」というのは、心理的にアメリカと自分を同じ側に感じるよう

になるということだ(p31)」。そのことに抗った江藤淳も、「（日米関係のもとでの、日本の）

自己同一性（アイデンティティ）の回復と生存の維持という二つの基本政策はおたがいに宿

命的な二律背反の関係におかれている。自己回復を実現するためには、「米国」の後退を求

めなければならず、安全保障のためにはその現存を求めなければならない(p51)」という「ね

じれ」から逃れることはできなかった。日本の対米従属が露骨に示されたのは、2009年の

民主党・鳩山政権による米軍普天間基地の国外移転の要求が、「米国政府と現状変更をめざ

す国内の従米勢力によって崩壊に追い込まれ(p53)」たことである。日本および日本人は、
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対米従属からついに自由になれないのか、そのことを問い、著者なりの回答を出したのが本

書である。 

 

〇世界戦争（第一次世界大戦と第二次世界大戦） 

 世界戦争が「古典型戦争と違うのは、ただ一つで、それが、一国と一国同士の戦争ではな

く、グループ間の戦争ということである(p95)」。「世界を二分する形で複数のグループをま

とめるには、国益よりも上位の概念、大義（理念、イデオロギー）といったものがなくては

ならない(p96)」。 

・「（第一次世界大戦は）以前の戦争と大きく違っていた。まずヨーロッパ全体を覆う複数

の主要国が二つの陣営に分かれての戦争である。最新の技術が投入され、戦闘の様相も様変

わりし、戦場と銃後の区別、戦闘員と非戦闘員の区別が曖昧になった。その意味でも総力戦

（兵器が高度な工業製品となり、軍事力がそのまま経済力の問題となる、国の総力をかけた

闘い）に変わった(p100)」のである。アメリカのウィルソン大統領は参戦を決定したとき、

この戦争を「戦争を終わらせる戦争」と呼んだ。しかし「多くの参戦国がヨーロッパの君主

国、帝国からなる列強国だったこともあり（略）イデオロギーというより、まだ一国と一国

間の国益の錯綜した連なりからなっていた(p100)」。 

新しい動きは、社会主義党派の国際組織がヨーロッパに存在しはじめ、労働者の国際的な

連帯が国益中心の戦争指導に明瞭に抵抗を示すようになってくることである。労働者階級・

大衆の登場である。そして、第一次世界大戦さなかの「1917年 11月、ロシア革命が起こり、

世界ではじめて理念先行の国家、ソヴィエト連邦が出現する(p104)」。革命直後にはレーニ

ンによる「平和に関する布告」が出される。「即時停戦」、「無賠償」・「無併合」、「民族自決」、

「秘密外交の廃止」を内容とする「一個の未曾有の理念的爆弾(p105)」であり、「これまで

誰も見たことのないイスクラ（火花）(p108)」であった。レーニンに対抗すべく、２か月後

に出されたのがウィルソンの「14カ条の平和原則」で、第一次世界大戦は過渡的な同盟戦

争でありながら、終結前後には、「もう理念とイデオロギーなしには収まりのつかない世界

戦争に近い戦争となっていた(p109)」。 

 ・「第二次世界大戦は、いわば本格的な総力戦としての世界戦争だった(p80)」が、「この

戦争がはじまったとき、それは必ずしもイデオロギー間の戦いではなかったということであ

る(p110)」。そこには自由と民主主義の理念、共産主義の理念、これに対抗する国家社会主

義・軍国主義的な動きがあった。従って、これらの関係は「二項対立というよりは三派鼎立

に近く、厳密に言えば、三派鼎立ですらなかった可能性が大なのである(p111)」。この戦争

に理念的性格を加えるのは、当時世界の中心に位置していた米英二国であった。米英は 1941

年８月に大西洋のニューファンドランド島沖で会談し、大西洋憲章を発表する。また、第一

次世界大戦の後、ウィルソンの提唱で創設された国際連盟がある。米英は、国際コミュニテ

ィ、国際社会の成立という新しいモメントにもっともよく通じていた。国際秩序の理念を自

分たちが体現できれば、国際秩序の擁護者として国際社会を味方につけて戦争を遂行できる

と判断したのである。そして、1941年 12月８日の日本軍の真珠湾攻撃を受けてアメリカが

参戦すると、直ちに 1942年１月１日、連合国共同宣言を 26カ国の連名で発表する。この宣
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言には「生命、自由、独立および宗教的自由の擁護」や「人類の権利および正義の保全」な

どが唱えられていた。加盟国の数は 45年３月には 47カ国に増え国際連合の母体となるので

ある。この段階での米英には、戦勝国として戦後秩序の主導権を握ることができるという思

惑が働いていた。 

 一方、日独伊の枢軸国には、何ら自らの共同の立場、主張を国際社会に向けて宣言すると

いった動きは見られないし、1940年の日独伊三国同盟でも「新秩序建設における指導的地

位」を認め合う以外、理念、大義の提示は皆無である。連合国間では、カサブランカ会議、

テヘラン会談、ヤルタ会談など数次の首脳会談がもたれたが、枢軸国間ではこうした首脳会

談の例はない。枢軸国の戦争協力に至っては結びつきも弱く、また信頼度も低いのが特徴だ

った。つまり、第二次世界大戦は「「連合国」対「枢軸国」という二大勢力間の闘争という

よりは、「連合国」対「個別的かつ散発的な秩序破壊的な国々」との戦いというべきで、1

対 1というよりは、1対０.５くらいの対立だったということである(p126)」。さらに、独ソ

不可侵条約、日ソ中立条約は、一時、日独伊三国同盟が日独伊ソ四国同盟の構想のもとに推

進されたことの副産物であった。「理念・イデオロギー上からいえば、米英仏の民主主義、

自由経済体制に対するに、日独伊ソの非民主主義、非自由経済があるという構図のほうがよ

り整合的である。（略）この三つ巴の対立が、「米英ソ」対「日独伊」となるか、「米英」対

「日独伊ソ」になるか、ほとんど紙一重のところだったといってよいのである(p128～129)」。

ファシズム（原義は、「団結」）という言葉にしても、ジョージ・オーウェルに言わせれば、

英国で語られているファシストとは、ごろつき（bully）と意味が変わらないということに

なる。 

 日本についていえば、枢軸国の中で「ほぼ唯一、例外的に、理念と国際社会にたいし、意

識的な対応を見せている。（略）1943年 11月に東京でアジア諸国の代表を招聘して大東亜

会議を開き、大西洋憲章の向こうを張る大東亜宣言なるものを発出(p136～137)」した。内

容で目新しいのは、前文に「大東亜各国は相連携して」戦争を遂行し「大東亜を米英の桎梏

より解放」すると、米英からの「アジアの解放」が明言されたことなどである。しかし、大

東亜会議の実態は、急ごしらえの、内容のない、看板倒れのもので、日本の独りよがりに過

ぎなかった。また、これより先の 1919年のヴェルサイユ会議では、国際連盟規約に人種差

別反対の条項を盛り込んではどうかという提案を行った。この提案は結局ウィルソンの判断

で否決されるのだが、「国際会議でこの種の人種差別撤廃が明確に一国の主張として示され

たケースは、このときの日本の動議が、世界で最初の例であった(p142)」。 

 このように見てくると「第二次世界大戦は、連合国と枢軸国の一方が自由と民主主義の原

則に立ち、他方がファシズムの政治体制を押し立て、互いのイデオロギーを掲げてぶつかっ

た世界戦争と理解されている(p121)」が、この戦争の勝者（特にアメリカ）が「正しいイデ

オロギーが誤ったイデオロギーを成敗したという物語に、成形し直し、仕立て直す必要を感

じたから(p158)」である。 

これに対して、「二つのイデオロギー間の戦争という説明がもっともよく該当するのは、

じつは第三の世界戦争ともいうべき 1947年にはじまる東西冷戦のほうである(p122)」。 
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〇原子爆弾の開発と無条件降伏政策 

 著者によれば「第二次世界大戦の戦争遂行の内奥には、大いなる「秘密」が、ある時点か

ら居座るようになる。それが原爆の開発、製造から使用にいたる、ルーズヴェルト主導によ

る一大極秘の「マンハッタン」プロジェクトにほかならない。私の考えでは、この原爆の登

場が、第二次世界大戦の戦争遂行の質を、第一次世界大戦のそれから、大きく変えることに

なった。再び、大いなる「秘密」を、国民に対してばかりか、政府の内部にも埋め込み、非

民主主義的な「前近代的」な闇ともいうべきものを、そこにもちこませる動因となったから

である。そこから、堤防の蟻の一穴のように、第二次世界大戦の戦争目的の理念の内部崩壊

がはじまったのではなかったのか(p167)」。著者のいう理念の「劣化」である。その劣化を

修復し、見えにくくし、再成形したのが、ニュルンベルク裁判と東京裁判であった。英国の

法曹界の重鎮、ハンキー卿によれば「米英の首脳がはじめて戦争犯罪という概念をいま遂行

されている戦争に適用する考えを発表するのは、ともに 1943年の２月で、１月 24日のカサ

ブランカでの無条件降伏政策発表の直後のことだという(p179)」。二つの裁判では「人道に

対する罪」と「平和に対する罪という二つの新しい概念が用意された。第二次世界大戦の構

図の再成形という目的により直結していたのは、「平和に対する罪」である。これは枢軸国

による戦争が単なる国益追求の従来型戦争を越えて、国際社会に対する違法的挑戦の企みで

あることを立証するために呼び出された罪概念であった。二つの裁判は、「文明」の名のも

とに敗者の「悪」を裁く「裁判劇」という色合いの強い、公平とは言えない裁判であった。

「その不公正さを際立たせたのは、東京の裁判における昭和天皇の免訴である。1931年か

ら 45年にわたる「共同謀議」に一貫して関わり続けた唯一の人物が免訴されたので、この

裁判全体が巨大な冗談めいたものになった」。 

 この善悪二元論的構図が形成されたのは、著者によれば、「原子爆弾の開発という未知の

要素が加わったからだ(p187)」という。そして、ルーズヴェルトは、原爆が手に入るとわか

ったとき、この違法の「無差別大量殺戮兵器」の相手国からの非難・抗議を封殺した使用を

可能にする方策（ソフトウェア）として、無条件降伏（unconditional surrender）政策を

考案したという。「国が悪をなしたにせよ、その国の人民につねにその国の再建の主導権が

与えられなければならないというのが、このばあいの民主原則だとすれば、一国に対して、

政府と政体と国民とをまるごと、袋に包むように、民主原則の埒外に一時的に放擲するとい

うこの戦争終結政策には、何かこの近代的な原則になじまない不穏な考え方がある(p188)」。

無条件降伏政策は、1943年１月 24日、米英首脳によるカサブランカ会議の最終日に発表さ

れる。ルーズヴェルトが記者会見前の雑談で、不用意に口にしたことになっているが、それ

は周到に準備された演出であった。無条件降伏政策については、米英両政府部内から疑義や

困惑が示されたが、ルーズヴェルトは頑として耳を貸さなかったと言われている。実は、カ

サブランカ会議に先立つ 1942年 12月２日、シカゴ大学の実験所で、核分裂連鎖反応の実験

が成功し、人類史上はじめて、人類が原子力を制御できることが明らかになった、つまり、

原子爆弾の製造が可能になったのである。原爆と無条件降伏政策は一つのセットとなって、

ルーズヴェルトの戦争政策が、大西洋憲章や連合国共同宣言の理念から、「とにかく戦争に

勝利するため─また戦後の圧倒的優位を確保するため─の手段へと変質した(p197)」のであ
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る。「英国以外の─というか原爆共同開発の盟友であるチャーチル以外の─どの同盟国の代

表とも相談することなく独断で無条件降伏政策を発表し、独走をはじめたルーズヴェルトは、

いわばこのとき、一歩を踏み出して「悪魔に魂を売る」に類した選択をしたといえるかもし

れない(p198)」。 

 その後、原爆の開発に関与した科学者たちから、政治指導者たちに向けて執拗な働きかけ

が始まる。原子物理学・量子力学の第一人者ニールス・ボーア、実験物理学のアーサー・コ

ンプトンが原子力将来計画のために組織した「ジェフリーズ委員会」、物理学・分子生物学

のレオ・シラードなどである。ボーアとジェフリーズ委員会は、直接原爆の使用に反対せず、

「ソ連への情報開示による信頼関係の構築」や「警察力をもった国際管理機関の設置」など

を提起している。一方、シラードは 68人の科学者とともに「原爆の対日使用に反対する立

場」を公表する。しかし、ルーズヴェルトも（後任のトルーマンも）チャーチルも受け容れ

ず、1944年９月には「この爆弾を「たぶん」「熟慮のうえ」事前警告を行った上で「日本に

使用するだろう」こと(p202)」を確認する。著者は「原爆を手にしたことで彼らがどこまで

後退したか、その「劣化」のありようを露わにするものだった(p198)」と指摘している。 

 ルーズヴェルトは 1945年４月１２日に、脳卒中のため急死する。63歳であった。後任の

大統領に指名されたトルーマンは、その直後に「陸軍長官のヘンリー・スティムソンにはじ

めて原爆製造計画がいま最後の段階にあることを知らされる(p206)」。副大統領だったトル

ーマンでさえ、極秘の「マンハッタン計画」の蚊帳の外におかれていたのである。 

 「原爆は、投下されるまで、それが何であるか、誰にもわからなかった。投下者自身もそ

の製造にかかわった者も、その点では例外ではなかったということが、ここで重要である。

この未知の爆弾は、1945年８月６日広島に、ついで８月９日長崎に、相次いで２回投下さ

れる(p209)」。原爆投下後、トルーマンやスティムソンは虚実ないまぜの声明を発表するが、

トルーマンはその中で次のような釈明と正当化をおこなっている。「私は、原子爆弾の悲劇

的な意味を認識している」。したがってわれわれは原子爆弾の開発と使用を「軽はずみに行

ったものではない」。（略）「敵（ドイツ）が原子爆弾を造ろうとしてい」て、「もう少しで手

にいれかけていた」からである。（略）われわれが「使用」した相手は、「予告なしにパール

ハーバーでわれわれを攻撃した者たち」であり、「米国人捕虜を餓死させ、殴打し、処刑し

た者たち」で、しかもわれわれは戦争を早く終わらせ「何千何万もの米国青年の生命を救う

ため」、これを使用したのである(p215～216)」。しかし、日本に対して原爆を使用する必然

性はなかった。米国戦略爆撃調査団は、「絶対確実なところ 1945年 12月 31日以前に、そし

てまず間違いなく 1945年 11月１日以前に」、「原爆が投下されていなくとも」、「ロシアが参

戦しなくとも」、「上陸侵攻の計画・企画がなされなくとも」、日本は「降伏するだろう」と

評価していたのである。 

 トルーマンは、その後も「何千何万もの米国青年の生命を救うため」日本に原爆を投下し

たのは正しかったと述べ、いまでもアメリカで人気のある大統領に数えられているというこ

とだが、「原爆投下と、それに続く戦争の勝利のあと、（原爆投下にかかわった人々に）やっ

てきたのは、言葉にならない動揺と虚脱、そして深い懐疑であった(p219)」。「当事者たちの

ふるまいで特徴的なことは、その直後の劇的ともいえる、態度の変化である。ある種の「回
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心」とはいわないまでも、同じ方向を示しているのである(p225)」。トルーマン政権から、

国務長官のジェームズ・バーンズ、商務長官のヘンリー・ウォーレス、陸軍長官のヘンリー・

スティムソンが相次いで去るのである。スティムソンは、「原爆投下は偉大なできごとであ

った。（略）「しかしどんなに満足を感じても、そこにより深い感情からの影がさしてくるの

をどうすることもできない」。「その結果が余りにすさまじいため、この爆弾をもち、それを

使うことの責任がわれわれの精神と心に重くのしかかってくるのである」と辞任声明のなか

で述べている。また、トルーマン宛の覚書では、原爆問題でソ連と協議して信頼関係を作る

ことを主張している。「一般社会から隔離されたかたちで、誰にも相談せずに、ことによれ

ば全人類を破滅させかねない未曾有の兵器を開発、製造する仕事を進めるという作業が、そ

の当事者にとって─彼がまともな政治家であるばあい─どんなに孤独で、重圧のかかる仕事

だったか」と、著者は思いを馳せている。ルーズヴェルトの急死もまた、その重圧ゆえであ

ったのかもしれない。 

 1945年８月から、ソ連封じ込めのトルーマン・ドクトリンが発せられる 47年３月までの

ほぼ１年半あまりは、原爆投下の衝撃によってもたらされた第二次世界大戦後の「覚醒」の

時期であり、つかのまの希望の時間であった。「1946年１月、ロンドンで初の国連総会が開

かれ、第一回決議として原子力委員会の設置を決め、これと並行してやはり国連安全保障理

事会が初の決議として軍事参謀委員会に国連警察軍の創設に向けての検討を指示したとき、

たしかに世界の人々は、ことによれば、世界警察軍的な実力をもった国際組織が生まれ、原

子力委員会のもと、米ソが信頼関係を樹立し、原爆の国際管理が夢ではないかもしれないと

思う一瞬をもつことができたのである(p253)」。「原爆は、ルーズヴェルトにおいても二つの

顔をもっていた。その二重性が、彼の死後、原爆の投下をつうじて、無条件降伏の顔と憲法

九条の顔をもって（日本に）やってくる(p254)」。この「無条件降伏の顔」とは、「日本国民

を国際秩序の価値観のメンバーから排除すること、いわば、日本を一時的な禁治産国とし、

彼らから国際社会における倫理的なメンバーシップを一時的に奪うことが、ルーズヴェルト

の（略）無条件降伏の最終的な狙い、本質であった(p280)」。 

 では、原爆を投下された日本のほうはどうだったのか。1945年８月 10日、日本政府は国

際社会にむけ、抗議の声明を発表した。「新型爆弾」の投下先が、「軍事目標」ではなく「普

通の一地方都市」で、戦闘員、非戦闘員、老若男女を問わず無差別の破壊を行い、その程度

は「未だ見ざる惨虐なるもの」で、戦時国際法違反にあたることを指摘した。（後に実質「取

り下げ」） 

この抗議を発した５日後の８月 15日、日本政府はポツダム宣言を受諾する。ところで後

に、日本ではこのポツダム宣言受諾をめぐって、「無条件降伏であるか、ないか」の論争が

あった。江藤淳（無条件ではない）と本多秋五（無条件である）の間の論争であるが、著者

は江藤の論をベースに本書を書いている。「そもそも無条件降伏ではなかった日本の対連合

国ポツダム宣言を占領開始後、すぐに、米国が、対米国単独の、無条件降伏にすり替えた

(p258)」というのが著者の考えである。江藤によれば、「（1945年９月２日）米本国で、国

務長官のバーンズが、日本の占領については「物的武装解除」だけでなく「精神的武装解除」

も一層重要になるという内容の声明を、異例にも発表する。（略）そして４日後の９月６日
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には、着任一週間後のマッカーサーに、その趣旨にそって無条件降伏政策への転換を指示す

るトルーマン名の大統領指令が届いている。この大統領指令には、ポツダム宣言を否定する

内容、つまり「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つものではなく、無条件降

伏を基礎とするものである」旨が記されていた(p260～261)」。 

なぜこのような“解釈の改変”が可能だったのか？「ポツダム宣言は、日本と、連合国の

あいだのやりとりであって、日本は連合国に降伏したのだが、「天皇および日本政府の権限」

は、（略）米国の大統領の下位に位置する「マックアーサー元帥」の支配下におかれる。こ

の指令は、日本の敗戦が、日本と連合国ではなく、日本と米国の一対一関係に入ることを、

意味していた。（略）また、ポツダム宣言の解釈権は、戦勝国、このばあい、自分たち、米

国にあるということだ(p263)」。かなり恣意的な指令であるが、対日戦争は連合国といって

も、ほとんどアメリカ一国が戦って勝利したという“自負”が露骨である。 

また、米国は原爆投下についても、「道義的、法的、政治的な批判が、投下された当事国

から現れ、それが国際的に発信され、原爆をオールマイティの切り札として戦後秩序での完

全な優位性を確立しようとする自国の世界戦略に不利な影響を及ぼすことを警戒していた。

占領開始直後に、広島、長崎を含む「南日本」地域への海外ジャーナリストの立ち入りを厳

しく禁止し、この地帯を一種のブラックボックスとしたのも、そのためである(p278)」。 

戦後の日本人にとって、ＧＨＱのポツダム宣言違反の政策への批判は、返す刀で戦前日本

の政策、あり方に対する批判ともなりうるような“二重の意味”をもった批判でなければな

らない。広島の平和公園にある原爆死没者慰霊碑には「安らかに眠ってください 過ちは繰

り返しませぬから」とだけ刻まれ、責任の所在を問わない曖昧な形になっている。「原爆慰

霊碑の論理に消えているのは、あるいは隠されているのは、「けっしてうらまない」という

言葉の陰に隠れた「米国を批判できない」という無力感、あるいは「米国を批判すべきだ」

という抵抗の意思の放棄なのである(p293)」。「しかし、「憎しみ」や「うらみ」をもってで

はなく、自由と民主主義の原理を信じ、平和を希求するがゆえに、自国の犯した犯罪の責任

とともに米国の原爆投下の責任を論じる、批判する、という立場がありうる。（略）つまり、

「原爆投下の責任を論ずる」ことが、日本の加害責任を着脱可能なかたちではなく、にっち

もさっちもいかない、どうしてもそれから逃れられないあり方でそれを引き受けるための、

じつは入り口なのだ。そしてそれが、無条件降伏政策への抵抗の完成形でもあるだろう(p294

～295)」。 

1955年には、ノーベル賞受賞者を中心に 11人の科学者・哲学者が書名に加わった「ラッ

セル・アインシュタイン宣言」が発表されたが、この宣言を支えているのは、世界連邦運動

と呼ばれる理想主義的な世界政府運動である。47年に決議された世界連邦運動の基本六原

則は、①全世界加入、②世界連邦への主権一部委譲、③個人単位、④軍備全廃と世界警察軍、

⑤原子力管理、⑥個人負担であるが、著者は「あまりに理想主義的で、「現実」を踏まえて

いないというきらいはぬぐえない(p304)」と指摘し、それは「第二次世界大戦の戦勝国連合

にすぎなくなってしまった国際連合（略）の淡い補完物にすぎず、ほどなく幻滅の産物の位

置にゆるやかに拡散していく(p305)」と、突き放している。 

一方、先にも出てきたジョージ・オーウェルは、1945年 10月という早い時期に書いた新
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聞寄稿の中で、「原爆は、最終的にあらゆる被搾取階級と人民からことごとく反逆の力を奪

ってしまうかもしれないし、それと同時に、原爆を保有する国家の軍事力の基盤を均衡させ

るように事態を進めるかもしれない。（略）そのイデオロギー的な側面、つまりそこで世界

の見方、信念、社会構造が容易にひっくり返されず、隣国との「冷戦」といったあり方で永

続的に固定化されることになるだろうという側面は、まだ検討されたことがなかった。もし

原爆が自転車や目覚まし時計のように安価で簡単に作れるなら、原爆は簡単にわれわれを野

蛮状態（自然状態）に戻してしまうだろうが、と同時にそれは、国家主権の終わり、高度に

中央集権化された警察国家の終わりを意味するかもしれない」と予言に満ちたことを述べて

いる。（「冷戦(cold war)」という言葉を使用したのはオーウェルが最初） 

日本でも、絶対平和主義の原爆論を突き抜ける思考が、1960年代に現れる。小田実であ

る。「私たちには、連合国側が戦争犯罪人裁判の根拠としたのと同じ論理を用いて、原爆投

下の当事者たちを告発する権利がある。いや、これは、むしろ、人類の一員としての私たち

の義務なのであろう。（略）なぜ、日本人に告発する義務があるのか。それは日本人だけが

国民的規模においてそうした被害者体験をもち、それゆえに、それと自分の加害者体験との

からみあいの上で、原子爆弾に対決する人類の普遍原理を自分の個人原理になし得る契機を

もっているからなのだ(p328～329)」。小田は、大阪で空襲に遭って、逃げまわった体験をも

つ。そこで多くの人々が死んでいくのを目の当たりにした小田のなかに、国家原理（天皇原

理）と個人体験の「くいちがい」の意識が生まれた。そこから小田は「難死の思想」を生み

出す。戦時中に称揚された「散華」に対置する思想である。「人はただ日常のなかで異常な

死を死ぬ、つまり、「難死」をするだけだという。その「難死」の場所から国家原理をも、

そして普遍原理をも見上げる、そしてその下で逃げ回っていたときの「くいちがい」の感覚

に立脚する、それが自分の個人原理になったと、彼は言う(p333)」。 

 

〇押し付けられた憲法 

 「（日本は第二次世界大戦の）敗戦によって、戦前と戦後のあいだに価値観、国のあり方

の骨折・断絶を生じることになった。（略）骨折・断絶があったにもかかわらず、その本体

が生き延びると、その本体のなかに、骨折・断絶が矛盾点として残り、それが「ねじれ」と

して生きはじめるのだ(p57)」。著者が『敗戦後論』で提起した「ねじれ」をめぐる問いは、

次の二つである。一つ目は「なぜ、戦後の日本人は、先の戦争の死者を、うまく弔えないよ

うになってしまったのだろうか(p58)」。二つ目は、「なぜ、戦後の日本人は、憲法を占領軍

に押しつけられたのに、その憲法を「よい憲法」だと思ったのだろうか(p58)」。一つ目につ

いては、後に触れるとして、ここでは著者の憲法観を追ってみる。 

 日本側の憲法改正作業に見切りをつけたマッカーサーは、1946年２月３日、三項目の指

示書（「マッカーサー・ノート」）を出し、ＧＨＱ側が突貫作業で２月 10日に憲法草案を完

成させた。これが日本政府に示されるのが２月 13日である。「彼らが急いだのは、ソ連を含

む極東委員会の発足が２月下旬に予定されており、それ以前に主導で憲法に道をつけておく

必要があったからである(p340)」。マッカーサー指示書の三項目とは、１、国民と憲法のも

とでの「天皇制の保持」、２、「戦争の放棄」、３、「封建制度の廃止」であった。このうちの
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「戦争の放棄」について、著者は、日本側・ＧＨＱ側の双方が「見込み違い」をしていたと

いう。日本側のさまざまな憲法草案のどれにも、戦争放棄は盛り込まれていなかった。一方

のＧＨＱ側は、パリ不戦条約（1928年）、大西洋憲章（1941年）、連合国共同宣言（1942年）、

国連憲章（1945年）などについて、「敗戦の衝撃のなかにあってなお、冷静な頭脳と判断力

を失わない観察者がいれば、このとき、占領軍側がどんな新憲法をめざしているのかは、（略）

十分に予測可能(p344)」だと思っていたというのである。 

例えば、「大西洋憲章」の最後の項目には「（米英）両国は、世界のすべての国が、実際的

および精神的のいずれの見地からも、武力の使用の放棄に到達しなければならないと信ずる」

と書かれている。そして、「マッカーサー・ノート」に「日本が陸空海軍を維持する機能は、

将来ともに許可さることがなく、日本軍に交戦権が与えられることもない」とあるように、

「日本のような前科ある侵略国を当分、「武装解除」しておく、という懲罰の意味も籠めら

れるというのであるから、この戦争放棄＝武装解除の方針は、単に表向きは平和の理想のた

めに語られ、一方裏では日本の武装解除をめざす、という偽善的施策であったというほど、

簡単なものではない。理想と懲罰と二つがすでに理念として書き込まれているのだ、という

事情がわかるはずである(p347)」。 

「しかし、このとき、（石橋湛山のような慧眼の持ち主もいたが）日本の側から出てきた

松本委員会案に、このような世界の動きの意味を洞察するだけの認識力はなかった。あるい

は世界で進行している戦後政策に応じた対応は見られなかった(p349)」。 

憲法草案は、1946年３月６日、日本政府の「憲法改正草案要綱」として公表され、４月

17日には、正式に条文化された現代かな遣いの「憲法改正草案」が国民に提示される。こ

れを受けて５月 27日に毎日新聞が戦後初の世論調査を行った。その結果は、「戦争放棄」条

項への賛成が 70％、反対が 28％で、戦争放棄条項は国民の圧倒な支持を得たのである。著

者は、戦争放棄条項に対する支持の「力源」が三つあったと考える。「第一は、連合国の戦

争目的の理念から流れ出てくる考え方で、ＧＨＱ、マッカーサーがその担い手である。（略）

第二は、敗戦国日本の選民層、指導層、支配層の考え方で、保革二様の方向を示すが、とも

に、右（第一）の一歩の“踏み出し”は共有していないため、これを含まない従来の国際秩

序である第一次世界大戦後秩序の考え方に立って、そこからの一歩の“踏み出し”である「交

戦権の放棄・剝脱・移譲」には、抵抗を試みる。国際紛争の解決の手段としての戦争は認め

ないというまでは、譲歩しても、国の自衛権はそれぞれの国家の固有の権利（主権）として

剝脱されえない。（略）しかし、第三は、第一とも第二とも違う背景から、この戦争放棄条

項が世界で唯一、憲法としては自衛権までを放棄する先駆的な規定であることを全面的に評

価し、支持するものである。（略）その「力源」とは、彼らのかけがえのない戦争体験であ

る(p356)」。「憲法九条をいわば一種絶対平和主義的な─自衛権の否定まで含む─解釈のもと

に支持し、このあと、護憲論と結びつき、戦後の日本の平和主義の母体に育っていくのは、

ＧＨＱの理想型国際主義的な理解とも、日本の左右指導層の現実型国際主義的な理解とも異

なる「力源」をもつ、この支持の考え方だった(p356～357)」というのが著者の考えである。

そして、「それは、国民に広く共有された共通体験に基づき、戦後の生活感覚と結びついて

いる点で一国主義的であり、各人のかけがえのない戦争体験に根ざしている点で、いわば非
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合理的な反戦感情に立つものだった。また一国的で被害者体験に立つところから、他国に対

する被害者意識・加害者意識に弱いという難点を抱えるものであったと思う(p357)」と指摘

する。 

憲法九条を支えた三つの「力源」のうち、第一のＧＨＱ側の支持は、早くも１年後に、本

国政府の政策転換（ソ連封じ込めのトルーマン・ドクトリン）により、あっけなく冷戦思考

的なものへと変質、劣化していく。日本では、1949年の中華人民共和国の成立、50年の朝

鮮戦争の勃発を受け、ＧＨＱ（とそれに従属する吉田政権）が冷戦体制、再軍備へと大きく

舵を切る。以後、この動きは「逆コース」と呼ばれるようになる。第二の日本の指導層を主

体とした条件付き支持層、ないし面従腹背的支持層に生じるのは、一つに、保守陣営におけ

る、占領軍の動きに追従した従来・反共産主義への傾斜、二つに、特に講和成立後に生じる

戦前への回帰の動きである。（前者は吉田茂の従米路線、後者は 1955年の保守合同を主導し

た鳩山一郎、岸信介の憲法改正の主張である）。第三の戦争体験に根ざした憲法九条に対す

る国民の支持（平和主義）は、吉田の後継者たちに引き継がれ、新しい、安定した、戦後政

治の正統の経済ナショナリズムを作り上げるようになる。1960年の安保闘争は、第三の勢

力、憲法の支持層が、戦後民主主義の定着層と重なり、分厚い戦後社会の主体に育ってきた

ことの逆証明でもあった。日本の従米型・ないし親米型保守派が、この第三のあり方を大い

に活用し、またこれに影響を受けながら、両者の合作としてつくり出した非政治的アプロー

チによる、経済ナショナリズム路線は、「吉田ドクトリン」と呼ばれる。いわゆる保守本流

の政治路線である。 

 

〇戦後型顕教・密教システム 

 戦前の「天皇の権威と権力」を「米国の権威と権力」に置き換え、その通俗的解釈（たて

まえ）と高踏的解釈（申しあわせ）によって政治を運営するシステムを、著者は「戦後型の

顕教（けんぎょう）・密教システム」と呼ぶ。「顕教と密教」は、鶴見俊輔と久野収がわれわ

れに教えてくれた天皇制支配構造の卓抜な分析である。簡単におさらいすると、顕教とは天

皇を無限の権威と権力を持つ絶対君主とみる解釈のシステム、密教とは天皇の権威と権力を

憲法その他によって限界づけられた制限君主とみる解釈のシステムである。戦前の「天皇制

ファシズム」は、軍部が中心になって、「顕教による密教征伐、すなわち国体明徴運動を開

始し、伊藤（博文）の作った明治国家のシステムを最後にはメチャメチャにしてしまう(p376)」

のである。 

 著者のいう戦後型の顕教・密教システムにおける、「顕教とは、日本と米国はよきパート

ナーで・日本は無条件降伏によって戦前とは違う価値観の上に立ち・しかも憲法九条によっ

て平和主義のうえに立脚しているとみる解釈のシステム。密教とは、日本は米国の従属下に

あり・戦前と戦後はつながっており・しかも憲法九条のもと自衛隊と米軍基地を存置してい

るとみる解釈のシステムを意味している(p377)」。つまり、国民全体には、日本は憲法九条

をいただく平和主義の独立国家だという認識をゆきわたらせる（たてまえ）、そのじつ、国

政を運営する秘訣としては、対米従属のもと自衛隊と米軍基地によって軍事的負担を最小限

にとどめながら、もっぱら経済大国化をめざす（申しあわせ）路線である。そこでのポイン
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トは、①対米従属からくる政治的焦慮を経済大国化による自尊心の醸成によって緩和するこ

と、②従属の対価である米国の「傘」を最大限に利用することで、米国に迫る経済大国化を

めざすこと、③米国の再軍備の要求を憲法九条を盾に最小化し（吉田対ダレス）軽武装に徹

することで平和主義を温存し、道義的優位性に訴えることで国民の自尊心の醸成に資すると

ともに、経済の健全化をはかり、社会の安定をたしかなものにすることの三つである。 

 しかし、自由民主党の政綱には「現行憲法の自主改正」、「自衛軍の整備」、「駐留外国軍隊

の撤退」が謳われている。自民党は「戦前と戦後のつながり」を大事にし、「対米独立」め

ざしているのである。すると、「自己回復を実現するためには「米国」の後退を求めなけれ

ばならず、安全保障のためにはその現存を求めなければならない」という江藤淳が述べた二

律背反（自民党の内的矛盾）に陥ってしまう。「「戦前と戦後のつながり」の上に「日米同盟」

をおくことが矛盾だというのは、「戦前と戦後のつながり」に政治主体を基礎づけようとす

れば、素朴にことを進める限り、戦前の政治を肯定することとなり、戦前の誤りを認めるこ

とに後ろ向きにならざるをえず、「敗北」を進んで認めるという姿勢を放棄することにつな

がるのだが、その結果、どうしても第二次世界大戦の戦後秩序とぶつかり、それは、その代

表者を自任する米国との対立に帰着せざるをえないからである(p393)」。永井陽之助のいう

保守本流の政治は、市民原理と民主原則に立脚するところまで踏み出なければ完成されない、

つまり、「当時のいわゆる自民党ハト派（主流派）が、自民党タカ派（反主流派）と袂を分

かち、分党し、しっかりと戦前の価値の否定と戦後の価値の揚言へと踏み出ることが、あり

うべき戦後の政治を担う政党となるための必須の要件だったのである(p394)」。ところが、

現実には、顕教・密教システムを成立させているカギである「憲法九条をいただく平和主義」

も「高度経済成長路線」も、事実上崩壊してしまった。社会党の凋落と自民党ハト派の壊滅、

そしてバブル経済崩壊後の“失われた 20年”がそれを象徴する。現在進行しているのは、

戦前とは逆の密教による顕教の放伐に他ならないのである。 

 では、どうすべきか。「一言でいえば、憲法九条を手がかりに、これを「使って」対米従

属からの独立をはかる、これがその要諦だということになるだろう(p399)」。 

 

〇ではどうすればよいのか──私の九条強化案 

 著者は、「はじめに」で、ユダヤ人の「バビロン捕囚」（BC597年）が、たった 59年間で

終わっていることを知って、ショックを受けた、と書いている。日本の「バビロン捕囚」は、

それよも 10年以上も長く続いているのである。「外国軍基地の存置がなかば常態化し、それ

が 70年も続くとは、（略）誰一人考えていなかった(404)」ことは確かである。 

その最大の要因は、「東西冷戦」である。それは、米国の占領目的を日本の民主化・非軍

事化から、「共産主義浸透の防波堤」へと転換させ、「アメリカ軍が、日本を極東における対

共産主義圏戦略の拠点としてひきつづき利用しうる状態にしておくこと」になる。 

1949年以降、連合国側との講和が問題に上がってきたときには、その独立のあり方、つ

まり、全面講和か片面講和かが大きな争点になる。片面講和の立場をとる吉田政権は「ソ連

を除く片面講和の実現と平和条約締結後のアメリカ軍の駐留継続という方向」に意見を固め、

49年５月には講和後の日米安全保障条約方式による米軍駐留の希望を公然と表明する。し
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かし、1949年 10月に中華人民共和国が成立したため、片面講和の対象から、もっとも長い

間侵略戦争を行った相手を排除するかたちになったのである。一方、全面講和の立場から片

面講和を批判したのが、東大総長の南原繁であった。（吉田が、南原を「曲学阿世」と罵倒

したことは有名）また、都留重人、丸山眞男、久野収ら 35人の知識人からなる「平和問題

談話会」も講和問題に向けて声明を発表する。声明は、「日本がポツダム宣言を受諾して全

連合国に降伏したことを思えば、われわれが全連合国との間に平和的関係の回復を願うのは、

蓋し当然の要求」であるとした上で、一、講和問題について、われわれ日本人が希望を述べ

るとすれば、全面講和以外にない。二、日本の経済的自立は単独講和によっては達成されな

い。三、講和後の保障については、中立不可侵を希い、併せて国際連合への加入を欲する。

四、理由の如何によらず、如何なる国に対しても軍事基地を与えることには絶対に反対する、

と主張した。しかし、51年９月８日、政府の方針通り、片面講和方式でサンフランシスコ

講和条約が調印され、同日、（隠れるようにして）日米安保条約（旧安保）が締結され、52

年２月 28日、それに基づく日米行政協定（現在は日米地位協定）が調印される。「このとき

から、現在に続く日本の米国への「軍事基地の提供」がこの条約、協定により法的に担保さ

れることとなるのである(p408)」。 

吉田内閣の片面講和は、二つの方向から反対を呼び起こす。①全面講和の主張の延長に現

れる革新側からの反対。1960年代初頭まで続く各地の反基地闘争と、“60年安保”。②保守

陣営のなかから起こってくる吉田の従米姿勢への反発。ほぼ国家主義、ナショナリズムに立

っての反対。著者の考えでは、「ここに対米従属路線への反対における最大の分岐点があっ

た。ナショナリズムかインターナショナリズムか。これが、じつは大きな意味をもっていた

のである(p410)」。先の平和問題談話会の声明には、国際主義に立脚した対米独立の考え方

の基礎が、よく示されている。日米条約に換えるに国連中心主義をめざすというのが、そこ

での中心的な方向をなしていた。著者は、「平和問題談話会の考え方の示唆する方向が、今

後の日本の指針に一つの基礎を提供している(p412)」と述べている。そのカギは対米独立に

際しては、ナショナリズムに立脚するのでは脈がないこと、インターナショナリズム（国際

主義）徹すること、米国に代わる国際社会との主要窓口＝連携先として、国連を選ぶ、国連

中心主義を採用するという点にある。この方向設定の一つの力点は、これが、米国と敵対関

係に入ることなしに米国から独立し、互いに平等な友好関係に移行する唯一無二の方法だと

いうことにある。「けっして、反米に陥らないこと、米国との友好関係を堅持しながら、中

国、韓国、ロシアとも健全な友好、信頼関係を築き、長く将来にわたって持続可能な経済的

な安定と安全保障をめざすこと、最終的に北朝鮮とも安定的な国交関係に入り、第二次世界

大戦の「全面講和」を達成することが念頭に、おかれている。そう考えるとき、私たちの手

にあるカードとして、憲法九条が、このインターナショナリズムの最重要の存在であること

が見えてくるのである(p413)」。憲法制定後間もなく、憲法九条は、身寄りのない「落とし

子」となったとはいえ、それは第二次世界大戦の終結直後の「回心」の火花（イスクラ）が

世界を照らす奇跡の「１年半」に産み落とされた産物である点で、国連の理想に結びついて

いた。 

英国の社会学者で知日派のロナルド・ドーアは、1993年の『「こうしよう」と言える日本』
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で、「いまこそ日本は国連の平和構築の理念を実現すべく、半世紀近い頓挫の歴史を受け、

国連改革の中心的存在になって世界に貢献すべきではないか」訴える。また、「平和憲法の

平和的修正─すなわち『進んで人類の自由と正義を擁護する為に、互に血と汗の犠牲を払う

ことに依って相共に携えて世界恒久平和を確立する』ための努力に日本も参加できるような

修正」を行い、国連中心主義外交へと足を踏み入れるべきではないか、と提案する(p423)」。

ドーアの提案と著者の違いは、①ドーアが日米同盟から国連中心外交への踏み出しの提案を

日本人の「プライド欲」を満たすための提案としているのに対し、著者は、日米同盟からの

国連中心主義への転換の提案を、対米自立を勝ち取るための起死回生の唯一の方途として提

案していること、②ドーアが、国連中心主義への踏み出しに際して、自衛権を認め、軍隊の

保有と、その戦力の発動を国連の直接指揮下の平和回復活動への参加に限るとしている点を、

国家の自衛権と国民の自衛権を区別し、もう少し厳密に、憲法九条の理念を生かす方向に手

を加えようと考えている点である。（ドーアのいうプライド欲とは、「外国人に接したり、あ

るいは新聞で外国人の自国に対する評価を読んだりする時に、「何々国に生まれてよかった」

という感じが湧いてくるような状態を確保すること)このドーアの指摘が憲法九条をめぐる

議論をすすめるうえで有効なのは、戦後の日本社会の「誇り」をめぐる問題が、そもそも、

憲法の生みだした平和への取組みを核に再結晶を遂げてきたという歴史があるからである。

戦前の日本にとって国際社会に向けた「誇り」の結晶核は「万世一系の天皇」だった。戦後

日本の「平和憲法」は、敗戦国に道義的優位性を付与するための代償作用という側面がある

にしても、そこには日本人の国民的な共通体験としての戦争体験の裏打ちがある。戦争体験

に、そのまま形を与えたものとして、憲法九条を受け止め、これを戦後の「誇り」の核とし

てきたのである。なぜ、現在の復古型国家主義的政治の流れが生まれてきたのか。この社会

変化をもたらしている最大の要因の一つ、安倍政権が支持を集めている要因の一つに、「誇

り」への欠乏感、飢餓感があることは間違いない。ドーアの指摘した時点からさらに一歩、

この「プライド欲」（誇り）への飢餓感を枯渇感の程度にまで強め、それがこの新しい動き

を支える力となっているのだ。ところで、「誇りある国づくり」には二つの方向がある。①

他国との関係を必要としない、あるいは他国から尊敬と称賛という、一方向的な関係しか必

要としない「誇り」の作り方である。②他国との関係を深めるなかから、（戦争の加害者と

して）謝罪すべき点はしっかり謝罪し、信頼を培い、謙虚に国際社会の一メンバーとして行

動することを通じて、他国からの敬意と尊敬をかちうる双方向的な「誇り」の作り方である。

「誇りある国づくり」は、その「悪」＝侵略を認めることのうえに、「誇り」を作りあげる

か、その「悪」＝侵略には目を瞑って、それをないことにして、「誇り」を捏造するか、二

つに一つしかないのである。著者の提起する「誇りある国づくり」は、憲法の前文に書かれ

た「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼する」、「平和主義」に立ち戻ることである。そ

のための唯一実現可能な方途が、46年の時点で提示された第一の道（局外永世中立の一国

平和主義）、第二の道（米国の保護国となる道）に代わる、第三の道、つまり、─南原、高

柳が示唆した─憲法九条を国連の理念とコンパチブル（compatible＝共存できる）な形に整

合化しつつ、ともに憲法制定時・国連設立時の理念を実現すべく国連に積極的に介入してい

く「国連中心外交」にほかならない。そのためには、対米従属を脱し、国民本位の政治的自
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由を回復しなければならない。つまり完全な独立国家となること、一国的ナショナリズムで

はなく、インターナショナリズム、国際主義を通じての「誇りづくり」が、理念的基軸なの

である。 

さて、ドーアは先の「国連中心外交」を日本が採用するとして、そこに軍事制裁への参加

を含むと決めた場合、日本社会に生じる反応、批判を予想して列挙している。リベラル派は

４パターン考えられ、すべて反対。保守派は３パターンで中間的な部分的賛否を浮遊してい

る。（p439～440の本文を参照のこと）この結果についてドーアは、①いずれもが、外交を、

自分から国際秩序を構築しようという高い意識で考えていないこと。すべて、外圧への対応、

利用、あるいは受け流しとして消極姿勢を出ていないこと。②いずれのばあいも、憲法九条

の改正・改変を平和憲法の放棄を意味するものと解していること、憲法九条の改正による平

和憲法の強化という発想が見られないことである。ドーアの九条改正案は、第一項はそのま

まで、第二項以下は次の通り。 

二、以上の決意を明確にするために、日本国民はここに宣言する。日本が保持する陸海空

軍その他の戦力は以下の目的以外では、これを発動しない。 

１、日本の国際的に認められている国境に悪意をもって侵入するものに対する防衛。 

２、国内の災害救援。 

３、国連の平和維持活動や、国連憲章第 47条による、国連の直接指揮下における平和回

復運動への参加。 

著者は、ドーア案に賛成というより、敗戦国民としての観点から、一つ変更を加えたいと

考えるのは、「自衛権」をめぐる個所であり、戦争放棄の条項に二つの意味を認める。第一

は、他の国にさきがけて戦争放棄を宣言することで、国連の初期理念に示された国連常備軍

制度の確立に先駆的コミットを行っていること、その優位性である。第二は、国が軍隊をも

たないことで、国民に対し開かれた存在になったという側面である。国民が自分たちの意思

で、国家の政体を変え、また決定しようとするとき、既存の国家政体が、これを阻もうとし

て、用いる暴力組織が、軍事組織である。軍隊にはつねにそのような国家を守るために国民

に銃を向けるという役割が入っている。これに対し、憲法九条は、軍隊をもたないことで、

国民の政治行動を国の暴力組織で抑止しないということも宣言していると考えられる。「自

衛権があろうと、なかろうと、他の国が軍隊で攻めてくれば、私たちは、それに抵抗するだ

ろう。私は、他国の軍隊の侵略に対しても丸腰で対するという完全無抵抗主義、あるいは、

絶対非暴力主義の立場はとっていない(p443)」。 

「現在の自衛隊を組織改編のうえ、国連の指揮下におかれ、他国の軍事・非軍事組織との

連携作戦活動を基本とする軍事組織（国連待機軍）と、国の防衛と国際災害救助にあたる軍

事組織（国土防衛隊）とに再編し、国の自衛権と国民の自衛権（人民起源の自衛権）とを区

別したうえで、これに国民の自衛権を与える代わり、「国民に銃を向けること」つまり治安

出動を禁止するという条項をここに加え、国土防衛用に高度な専門性をもった必要最小限の

軍事組織だけを、国内用には認めようと思うのだ。そのうえで、国連待機軍を固定化するの

ではなく、それを足場に国連常備軍の創設を提唱し、それが成就したのちは、はれて憲法九

条の交戦権の移譲がなされたものであることを宣揚する。そこで、私の案はこうなる。 
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二、以上の決意を明確にするため、以下のごとく宣言する。日本が保持する陸海空軍その

他の戦力は、その一部を後項に定める別組織として分離し、残りの全戦力は、これを

国際連合待機軍として、国連の平和維持活動及び国連憲章第 47条による国連の直接

指揮下における平和回復運動への参加以外には発動しない。国の交戦権は、これを国

連に移譲する。 

三、前項で分離した軍事組織を、国土防衛隊に再編し直し、日本の国際的に認められてい

る国境に悪意をもって侵入するものに対する防衛の用にあてる。ただしこの国土防衛

隊は、国民の自衛権の発動であることから、治安出動を禁じられる。平時は高度な専

門性を備えた災害救助隊として、広く国内外の災害救援にあたるものとする(p444～

445)」。 

このうち、治安出動を行わない国の軍事組織（国土防衛隊、災害救助隊）の定義は、カン

トの『永遠平和のために』に根拠を置いている。「国境に悪意をもって侵入するものに対す

る防衛」の用にあてる「国土防衛隊」の性格決定のために援用している。「自分」と「祖国」

を「外からの攻撃」から防備することは、国家による防圧に対しても、外国による攻撃に対

しても、ともに、備えるという意味（山室信一は「国家に対する武装の権利」が含まれてい

るとする）である。この国土防衛隊は、国の軍事組織ではあるが、それが行使する自衛権は、

人民に固有の自衛権に基づいている。それゆえ、憲法に、治安出動を禁じるという規定が入

るのは、こうした国の自衛権と人民の自衛権を二分するカントの理解に基づいているのであ

る。逆に言えば、国民の抵抗権を実力で抑圧しようというときには、自ら国に対して自衛行

動を取るのである。軍隊、自衛隊が、自国内の人民による治安紊乱に対し治安出動する任務

を与えられていることを考えれば、その違いがわかるだろう。 

著者の九条改定私案のポイントは、①憲法九条を国連の創設の時点まで遡ったうえで、国

連の機能をより設立目的に合致したものに強化する「実行」のための改定であること。②し

かし、憲法九条の大原則─国の交戦権を含め、交戦権を放棄する─は、理念上、崩していな

いということ、である。そして、国連中心外交の宣言でもある九条改定に合わせ、常備軍設

立を最終目標とする国連の機能強化のため、今後、日本が基金を拠出する用意のあることを

宣言するのがよいと、提案している。 

 

〇非核条項 

 核の国際管理は、国際連合設立の時からの課題であった。1946年１月 24日の第一回国連

総会は、はじめに、原爆の国際管理をめざす国際原子力委員会の設置を決議した。しかし、

東西冷戦の開始とともに、この委員会も 47年末には実質的な機能停止、無期限休会に追い

込まれる。これを受けて、科学者、知識人たちの側から対抗運動として生まれてくるのが、

世界連邦運動であるが、結局、この運動は現実と歯車を噛み合わせることなく、「首尾一貫」

しながらも「空想的な」絶対平和主義の方向へ向かい、原水爆と戦争の廃絶に向けた 1955

年の「ラッセル・アインシュタイン宣言」に一つの結実をみることとなった。 

 現実の核の管理は、米国主導のもと、「国際原子力機関（ＩＡＥＡ）」の設立、次いで、「核

拡散防止条約（ＮＰＴ）の締結という形をとった。このうち、1970年に発効するＮＰＴは、
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現状以上の核拡散を防止することと、核兵器の廃絶を加盟国全体の最終的目標に掲げた初の

国際条約であったが、1967年１月１日現在で核を保有している核兵器国（米ソ英仏中）と

非核国を固定するなど、国連の安保理制度に匹敵する不平等を内部に埋め込んだ国際条約で

ある。この条約の締結に関しては、日本は真剣な検討を迫られた。敗戦後の外交で最も枢要

な決定の一つを強いられたのが、このときだったかもしれない。この条約の成立の可否が、

日本の対応如何にかかっていたといっても過言ではなかった。理由の一つは、このとき、ド

イツと日本が核拡散防止の主要なターゲットになっていたことがある。当時、核兵器の開発、

製造の能力をもちながら、核兵器国になることを安保理５カ国から望ましくないとか考えら

れていたのが、経済大国化した旧敗戦国の二国だったのだ（敵国条項が生きている）。もう

一つは、世界唯一の被爆国である日本が、この不平等な条約の枠組みを受けいれるかどうか

が、この条約の道義性を保障するうえでの試金石ともなっていた。1967年に当時の佐藤栄

作首相が核を「製造せず、保有せず、持ち込まない」非核三原則を明言し、日本は、他の国

に遅れて 70年に条約署名、76年に批准する米国の核による「核の傘」が有効であることを

条件に、ＮＰＴに加盟するというのがこのとき日本政府が明らかにした最終的な態度だった。

要は、いったんことが起こればＮＰＴを脱退し、可及的すみやかに核兵器を製造できること

を内外に示すことをもって核抑止に変える。しかもそのことが、国際社会で疑惑を呼び「掣

肘をうけない」ための防波堤として、非核三原則を活用するというものであった。 

 ところで、「核のない世界」といっても、決して 1945年以前の「核のなかった時代」に戻

ることはないし、「核のない世界」を再び作り出すことは、不可能なのだ。「ラッセル・アイ

ンシュタイン宣言」でも、たとえ熱核兵器の廃絶が実現しても、最終的な解決にならないと

している。核兵器は「廃棄」してもなくならず、核は「廃絶」しても、なかったことにでき

ないからである。核廃絶のゴールはどこにあるのか。「核のない世界」に戻ることができな

いとすれば、次善の策として、「核兵器のない世界」を実現するか、「核兵器行使のない世界」

を実現するのか。 

「核」をどうするかについて、科学者や哲学者たちは延々と議論を重ねてきた。「核廃絶」

か「核抑止」か、「完全ゼロ」か「国際管理」か、「核兵器」ゼロか「核戦争」ゼロか、とい

った二者択一の相互のレベル間の混乱が、これまでの議論の進展を停滞させてきたのではな

いか、と著者は考える。先のロナルド・ドーアは、2012年の『日本の転換』で、後者の「核

兵器のない世界」の実現をめざす、新核国際管理案を提案している。それは核保有国と非各

国の差別をなくする方向で、核拡散防止ならぬ核拡散の平等化を行うという一種奇手めいた

考え方である。それは「できるだけ多くの国」を「核抑止」のゲームに引き入れることで─

ツリー状の核保有国の優位性を消し─より安定したリゾーム（地下茎）状の抑止の網の目の

もとで「戦争の勃発を防ごう」という提案である。ドーアが提案する新案「核兵器管理体制

の中核的な目的は、外国からの攻撃を抑止してくれる「報復の確実性」を、現在の核保有国

および核保有国の同盟国ばかりでなく、世界のあらゆる国に与えることにある(p483)」とい

う。この提案の画期的な点は、すべての国に、核保有国たることと非核国たることの選択が、

自由に行えるようになることである。また従来型の核保有国の戦略的優位性が際だって減衰

してしまうことである。それは、例えば、中東ではイスラエルだけが核を保有しているが、
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米国の学者ケネス・ウォルツが「イランに核兵器をもたせること」が事態を好転させるカギ

だと主張しているのと見合っている。 

この核兵器管理の問題を解決できてはじめて、「核技術の選択」が人類に開かれることに

なるということを指摘したうえで、著者は、もし日本がこれをＮＰＴの脱退とともに国際社

会に提案するとすれば、五つの意味があるという。それは①唯一の被爆国として日本がこれ

まで国際社会に向けて発信してきた─原爆慰霊碑に代表される─脱歴史的な被爆観からの

脱却、②米国の「核の傘」依存からの自立、③非核三原則の延長で、日本が世界に向けて働

きかける非核外交の定立、④非核三原則と米国の「核の傘」への依存というこれまで日本の

核政策がはらんできた内的矛盾の解消、⑤はじめて核技術の問題を開かれた場所での検討に

移行できる条件の確立、である。 

「そこで、私の憲法九条改定案は、先の三つの条項に加え、第四項として、次の非核の宣

言を加えることになる。すなわち、 

四、今後、われわれ日本国民は、どのような様態のものであっても、核兵器を作らず、持

たず、持ち込ませず、使用しない(p490)」。 

この「非核条項」に基づいて、著者は、米国に対して、戦後初めてとなる原爆投下に対す

る抗議と、謝罪要求をするのがよいと、考える。「この謝罪要求には、当然ながら、これま

で他国からなされている日本への謝罪要求に誠実に応じるという行為が先立たなければな

らない。すなわち、中国からの南京虐殺事件等をめぐる謝罪要求、韓国からの従軍慰安婦問

題等をめぐる謝罪要求に、正当な謝罪を含む誠実な対応と、侵略の事実をしっかり認めたう

えでの二度と同じ過ちを繰り返さないための施策の提示を行う必要がある(p491)」。なぜ、

日本政府は自分のかつて行った過ちについて、アジアの諸国にしっかりと謝罪できないのか。

このことは、なぜ、日本政府は原爆投下という誰の目から見ても非人道的な行為について米

国に対し、抗議できず、謝罪要求を行えないできたか、という問いと一対である。この謝罪

要求に対し、米国が誠実に応えないばあいでも、日本は、いわば一方的に贈与を申し出て、

自らの「報復の潜在的権利」を放棄し、今後日本は、未来永劫、どの国に対しても徹底した

非核の態度を貫くと宣言するのだ。憲法九条の第四項の非核条項には、こうした意味も含ま

れる。「原爆投下について、日本政府から戦後、70年にわたって米国の責任が一言も問われ

なかったこと、謝罪要求どころか抗議一つなされないことが、どれくらい米国の対日政策の

基礎部分を不安定にさせてきたか、わからない(p494)」。 

 

〇基地撤廃条項 

 なぜ、基地撤去が問題になるのか、といえば、それが日本の国家主権を損なう、いわば

1945年から 52年までの占領の延長として行われている外国軍隊の駐留だからである。周知

のように、沖縄には日本に駐留する米軍の約 74％がおかれている。また、約５万人に上る

駐留米軍のために、国内での特別な法的待遇を定める地位協定が設けられ、治外法権から「横

田空域」など多くの空域での管制権まで、多様な主権制限が含まれている。基地問題は、占

領の永続という文脈から自由ではない、日本の主権に関わる厄介な問題なのだ。 

 基地問題で著者が参考にするのは、矢部宏治の『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止め
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られないのか』である。「衝撃的な内容(p499)」が多い。例えば、近年米国で開示された政

府資料によれば、占領直後の米軍基地の存在を憲法違反とした東京地裁判決（砂川判決）を

最高裁が覆した砂川裁判最高裁判決（統治行為論）は、時の最高裁長官・田中耕太郎が米国

（ＣＩＡとの説も）と秘密裏に協議し、その意向に沿うかたちで下されたのである。矢部に

よれば、フィリピンでは 1987年に改正した憲法に「基地撤去」を書き込み、実際に米軍基

地の撤廃を成功させたのである。 

この後、安倍政権批判や憲法論が続くが、ここでは「憲法制定権力」にだけ触れる。 

「考えてみれば、この憲法を制定したのは、ＧＨＱだった。日本国憲法の制定権力は、そ

もそも米国のもとにあった(p526)」。その米国は、講和条約をへても、撤退することはなか

った。そのときから、状況は変わらず、制定権力たる米国は国内に基地を置き続け、力を行

使している。最大の問題は、彼らにとっては他国の憲法であったため、自らが制定権力であ

るにもかかわらず、この憲法を遵守する義務をもたなかったことであった。むしろ、自国の

国益にしたがってその権力を行使することを、義務と考えたことである。憲法制定権力が、

自ら制定した憲法に拘束されないと、どういうことが起こるか。戦後の日本に起こった不都

合なことがらの起源は、ここに尽きる。理想的な憲法を与えるのも、冷戦で方針を変えるの

も、憲法に違反する再軍備を迫るのも、占領終了後も自国の軍隊を国内に駐留させるのも、

制定権力である米国の国益のためであった。砂川裁判の違憲判決を、最高裁で覆したのは、

日本が自国の憲法を行使しようとすると、憲法制定権力がこれを阻む、最初の歴然とした例

となった。いまでは、日本政府も官僚組織もマス・コミも、さらに国民自身も、この憲法制

定権力に自発的隷従めいた動きしか示せなくなっているのだ。「ですから、憲法を「使って」

この憲法制定権力を日本の外に撤退させる、そのことによって、憲法を「わがもの」にする

しか、方法はないのである(p530)」。 

矢部宏治の論を圧縮すると、①元凶は「日米地位協定」、②国連憲章第 107条にある「敵

国条項、③憲法九条一項と二項の矛盾、一項は平和条項だが、二項は日米安保、米軍基地存

置と両立可能。したがって、矢部は、現在の米軍基地体制を脱するために必要なのは、国連

憲章の敵国条項の削除をめざし、九条二項を「必要最小限の防衛力はもつが、集団的自衛権

は放棄する」と改め、同時に、「今後は国内に外国軍基地をおかない」と憲法に明記するこ

とを主張する。 

内田樹は、2006年、憲法九条は自衛隊と相補的であり、この「相支え」の構造が戦後日

本を安定させ、平和を実現してきたのだから、そのまま尊重しよう、結果的は護憲でよいで

はないかと主張した。 

しかし、憲法九条は自衛隊だけでなく、米軍基地とも相補的なのである。憲法九条が現状

通りにあるままでは、米軍基地の永続化を補完してしまうのだ。 

フィリピンでは、1987年に新憲法を制定する。その第 18条二五項で、1991年の米比軍事

基地協定が満了したあと、所定の条件を満たさなければ、以後、「フィリピン国内に外国軍

事基地は許可されない旨を規定した。この憲法をもとに、紆余曲折をへて、92年 11月米軍

は、当時、東洋最大といわれたスビック海軍基地から完全撤退し、姿を消した。この在外軍

事基地という発想は、ソ連封じ込め政策など核のもとでの世界戦略の必要上、東西冷戦下に
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米国によって発明された新奇な安全保障形態である。米国は、これを運用するうえで、基地

の具体的な取り決めは、協約(treaty)に限定せず、それとは別に行政協定（地位協定

agreement）として定めるという形を原則化するという発明も行っている。条約だと、議会

で審議し批准しなければならないが、基地の取り決めは駐留自国軍の特権を一方的に認めた

ものにしないわけにはいかず、非民主的規定を多く含むので、軍事的観点からいって、文民

的な統制を受けるのは好ましくないからである。 

矢部宏治と著者の見解が分かれるのは、九条二項についてである。「「国連軍の創設」を矢

部が「見果てぬ夢」で終わったと見るところ、私が、日本の対米独立を理念的に戦後の国際

秩序につなぎとめるカギと見て、これはなお「未完のプロジェクト」で、追求可能なのだ、

再度目標に掲げよう、と考える点である。そのため、九条二項は、矢部にとっていまや「米

軍基地」と相補的な存在として捨ててかまわないものとなるのに対し、私にとってはいわば

同盟先を「国連」に代えるための切り札として、なくてはならないものとなる(p549)」。矢

部は、憲法九条改定で、「何より重要なのは、今後は国内に外国軍基地をおかないこと、つ

まり米軍を撤退させることを必ず憲法に明記し、過去の米軍関係の密約をすべて無効にする

ことだ」と述べている。これを受けた著者の憲法九条案のち第五項は─ 

五、前四項の目的を達するために、今後、外国の軍事基地、軍隊、施設は、国内のいかな

る場所においても許可しない。（著者の憲法九条全文は、p551～552を参照されたい） 

 

〇おわりに 

「この九条改定案が日の目を見る可能性は、あるでしょうか。 

 私には、現在日本のどのような政治勢力がこのような変革を担いうるのか、またそこにど

れだけの現実性があるのかは、わからない。しかし、現在の安倍政権流の「誇りあるくにづ

くり」を阻み、このような復古型国家主義と徹底的な対米従属路線の合体が日本の将来にも

たらす災禍を避けようとすれば、それに代わる新しいヴィジョンを提示することがどうして

も必要である。代案がなければそれに対抗できないところまで事態は来ているからである

(p553)」。 

 矢部の著書を読んだ池澤夏樹は、「憲法の問題とは、①「占領軍が作った（私たちが「受

け入れ」を「強要」された）」②憲法が、にもかかわらず②「日本人にはとても書けない良

いものだったというねじれにある。これまで（ぼくも含めて）いわゆる護憲派は②が大事な

ために①をないことにしてきた。言ってみれば右折の改憲を止めるために直進と言い張って

きた。しかしいまはもう左折の改憲を考えるべき時かもしれない。この本（矢部著）の真価

は改憲の提案にある」と強い感銘を受けたことを記している。 

〔著者のまとめ〕 

・価値観 

 安倍路線の「誇りある国づくり」を支える価値観は、日本中心主義であって、戦後の国際

秩序に反するものだ。（ただ、著者は「いまや、戦前のあり方を敵視する必要はない。批判

を内在させつつ、否定すべきは否定し、しかし新しい関係を模索すべき時期かもしれない

(p556)」とも書いている。この辺が、「言わずもがな」の印象を与える） 
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・日米関係 

 安倍路線の徹底した対米協調路線の追求が、「誇りある国づくり」の日本中心の「自主独

立」の価値観とぶつかってしまうことである。その対米協調（従属）路線の底に、反米的な

「ノー」のフラストレーションが隠されていることを、だんだん国内外の誰もが感じるよう

になるだろう。それは本質的にフライジャル（もろい）な不確定性をはらんでいる。 

・国防と安全保障 

 安倍路線は、国民の安全と、これまでの日本の平和構築の路線との連続性をもっていない。

対中敵視策を基本としているため、国際緊張をつねに高めざるをえない。また信頼関係をも

つ連携の相手国として、米国以外にはもっていない。そのことが、安倍政権に、集団的自衛

権行使、安全保障法制等で対米協調路線を強調して、米国が「日本を見捨てられない」よう

にする、一種見苦しい努力にかりたてている。 

・経済、産業問題 

 政治的、軍事的敵対という要素を外し、逆に友好善隣関係を中国、韓国とのあいだに作り

出せれば、経済的に遥かに大きな可能性が開けることは明らかである。安倍が「誇りある国

づくり」の方向性を復古型国家主義に定めたために、国内の右翼的傾向が高まり、嫌中、嫌

韓なる排外主義が蔓延し、それに安倍自体が足を取られ、政策選択の幅を狭めている。アベ

ノミクスは、基本的な国民の「将来への不安」に応えきれず、それが国内消費の停滞を持続

させている。かつてと同じ経済成長を見込むのは不可能だということをしっかりと受けとめ

た上で、安定成長政策のもとでの「将来への安心」を作り出す必要がある。 

社会の非核化に踏みだし、核燃料サイクル政策を中止し、保有プルトニウムをＩＡＥＡ移管

した上で、純粋に産業的観点から、エネルギー政策を再検討することが必要である。 

・平和理念の遺産を継承して 

 日本が防衛構想上、憲法九条を基軸に国連軍創設と一対で対米自立を図るという考え方は、

1959年に坂本義和が提案したものの派生形である。坂本は「私は中立的な諸国の部隊から

なる国連警察軍の日本駐留を提案したいと思う。もとよりこれは米ソ中日の中立保障方式と

矛盾するものではなく、それを補完するものである」と述べている。著者と坂本の考えは、

日米安保体制に代わるものとして、国際警察軍もってきているところが同じである。違いは、

坂本が国連軍に「駐留」を要請して日本の中立を護ってもらうという受恵者的な立場から国

連中心主義を考えているところ、著者は、国連軍活動の恒常化にむけ中軸的な役割を担うこ

とで「対米従属からの脱却」をはかるという贈与者的な立場に立っている点である。大事な

点は、基本的に、「米国との同盟」を、憲法九条の初期設定のかたちである「国連との同盟」

に戻すという二人の共通認識である。 

 

〔報告者のまとめ〕 

 本書を読んで、加藤典洋氏にメールを出した。「読んだ直後の感想は、連帯を求めて、孤

立を恐れず、ですね。私は大変面白く読んだし、有意義な問題提起だと思いますが、この本

も左右両サイドから批判を浴びるでしょう。加藤さんという「個」（孤）が屹立しているか

ら、同調圧力の強い日本ではなかなか理解してもらえないかも知れません」といった内容で
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あった。本人が「あとがき」でこれまで発表してきた『アメリカの影』、『敗戦後論』での主

張を誰も引き取ってくれないので、ほかに仕方がなく、自分ですべてを引き受けるつもりで

もう一度戦後について考えてみた」と書いているとおりである。 

 「個」を強調したのは、戦後への問題意識というか、「こだわり」を 30年以上持ち続ける

のは容易なことではない。しかも、基本線がほとんどぶれていないのである。しかし、 

「個」は孤＝孤高にもつながる。本書もリベラル（左翼は死語か？）と保守（ハト派）を架

橋しようとする大胆な提案であるが、両サイドからつまはじきにされる恐れもある。それで

も、本書は戦後のバックグラウンドを詳しく調べ、勉強し、よく書けた九条改定案だと思う。

ある意味で、日本の（戦後）民主主義が到達したピークをなす作品である。惜しむらくは、

著者の思考回路が複雑で、著者の本にしては分かりやすいとはいえ、「高校生にも理解でき

るはず」という希望からは遠いと言わざるをえない。 

 本書の「憲法九条改定案」には、おおよそ次のような批判が予想される。 

 １、対案を出すこと自体、安倍政権に「こういう案も出てきているので、自民党の憲法改

正案とどちらが優れているか、国民に聞きましょう」というように利用されるだけだ。

安倍の支持率が高い時に出すのは、タイミングが悪い。 

 ２、国連との連携を柱にしているが、国連そのものが紛争を解決する力を失っていて、空

想論に近い。特に、国の交戦権を国連に移譲するというのは、国民国家（ネイション・

ステート）基本的権利を売り渡すものだ。 

 ３、国の自衛権と人民の自衛権を分けて考えるのは、難解だし実際的でない。 

 ４、米軍基地の撤廃のモデルをフィリピンにとったのは、斬新である。しかし、中国の海

洋進出が著しい現状で、米国に撤退を要求しても受け入れるはずがない。 

 ５、「憲法九条改定案」の実現を目指すロード・マップが示されていない。この指摘は説

得力があるかも知れない。本書ように、日本の最大の政治的イッシューについて、ただ

提示するだけでは意味がない。本書は、もともと 1,200ページもあって、約三分の一を

削除したという。その幻の部分に、いかにして実現させようとしているかが、書いてあ

ったかもしれない。それにしても、現在の与野党の議席の差、野党のふがいなさ、選挙

制度など、問題はいくつもある。 

 ６、条文は、いくら精緻に書いても、必ず、解釈の余地が残る。素人が手を出すべきでは

ない(長谷部恭男)。 

 ７、多く引用されているのが、江藤淳、高坂正堯、永井陽之助といった当時の保守ないし

右派の論客である。なぜ、そこから「左折の改憲」論が生まれてくるのか。著者の本質

はナショナリストで、改憲論を出して裏から安倍を応援しているのではないか。 

 

 最後に、「ねじれ」について。「なぜ、戦後の日本人は、先の戦争の死者をうまく弔えな 

いようになってしまったのだろうか」という問いの立て方の「謎」が解ったと思う。517ペ 

ージから 518ページにかけて、次のような「心情の吐露」がある。「これまで自分は考えて 

みると、物事を考える価値の基準を戦争で死んだ人々の場所においてきたように思う。 

（略）判断がつかないときには、どう考えることが戦争で死んだ人たちの思いにより応え 
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ることになるか、というように、戦争で死んだ人々の思い─と自分が考えるもの─を一つ 

の手がかりに、考えてきた。いや、単に自分がそう感じる、というより、それが日本の戦 

後の価値観の基本なのだと、思いみなしてきた。つまり、戦前の日本の価値の源泉が天皇 

だったとすれば、戦後、「天皇」に取って代わったのが「戦争の死者」だ、というように考 

えればよい、そう私は思ってきたのでした」。 

 引用が長くなったが、これを読んだときは、とても驚いた。きわめて特異な戦後感だと 

思った。報告者は 70歳、著者は 67歳である。「物事を考える価値の基準を戦争で死んだ 

人々におく」という発想は 70歳の報告者には全くない。一度も、心にかすりもしなかった 

心情である。丸山眞男や鶴見俊輔のように、戦争で生き残った人々が抱いた「悔恨の共同 

体」に近い“思い”をどうして、３歳若い著者が抱いたのか。『敗戦後論』の問いの立て方 

の「謎」は解っても、彼の心の奥底に何が潜んでいるのか、そちらの「謎」は深まった。 

 

 本書が、それこそ、一瞬の火花（イスクラ）に終わることがないよう、祈りつつ・・・ 

 

                                  了 


