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第６２回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会         ２０１６．３．１９  報告者 佐藤 健人 

矢部宏治著 『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』（集英社インターナショナル）  

 

日本人は自分自身が神だと信じており、以下にしめされるような民主主義やアメリカの理想主義を知らないし、 

絶対に理解もできない。（フェラーズ：1945年春） 

     （１）アメリカ独立宣言 

     （２）アメリカ合衆国憲法 

 （３）大西洋憲章 

 （４）他人種、他宗教を認める寛容の精神 

 （５）公正な裁判なくして処罰なしの原則 

 （６）奴隷制反対 

 （７）個人の尊厳 

 （８）人民への絶対的信頼                 

『敗北を抱きしめて下』ジョン・ダワー ／岩波書店  

 

本書は、だれもが検索できる資料―大西洋憲章、サンフランシスコ講和条約・日米安全保障

条約、国際連合憲章、日本国憲法、公文書―を読み解き『戦後日本』を『戦後世界』史の視

点から考察した優れた【戦後史＋ポスト戦後史】です。 

明らかになったのは、リアル
現 実

（沖縄・福島＝日本国家）はスーパーリアル
言 葉 ・ 条 文

（サンフランシス 

コ講和条約・日米安全保障条約＝アメリカ）にコントロール
統 制

されている、という現状です。 

 

 戦後日本（安保村）の歴史を考えるうえで、昭和天皇や日本国憲法とならぶ、もうひとつ 

の重要なポイントがあります。いったい、それはなにか。 

 それは、日本は第二次世界大戦における敗戦国だということです。 

「そんなことくらい知ってるよ。お前はなにを言ってるんだ」と、みなさんおっしゃるはず

です。 

しかしわれわれ日本人は、本当にその意味がよくわかっていない。それは第二次世界大戦後、

すぐに「冷戦」というもうひとつの大きな戦争が始まり、そこでは日本はアメリカの保護の

もと、ずっと戦勝国側にいたからです。 

 

たとえば中国が尖閣問題で日本を非難するとき、国連総会でこんな演説をします。 
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「日本政府による尖閣諸島の購入は、世界反ファシズム戦争における勝利という結果への公

然たる否定で、戦後の国際秩序と国連憲章への挑戦である」（陽潔籭・中国外交部長＝当時） 

私たち日本人はこれを聞いて、 

「なにをわけのわからないことを言ってるんだ」 

と思います。しかし、これは日本以外の国の人にとっては当然の表現、少なくともすぐに意

味がわかる表現なのです。 

 

 そもそも国連の本質は「第二次大戦の戦勝国連合」であり、冷戦下においてもその枠組み

は維持された。そのなかで中国（中華人民共和国）は、拒否権をもつ安全保障理事会・常任

理事国（五大国）という特権的地位にある。 

一方、そうした戦後の国際秩序（国際法）のなかでは、日本は現在も「敵国」という最下

層国に位置付けられたままだということ。これは日本以外の国では周知の事実です。 

 

「敗戦後」の世界を考えた時に、「強い日本をとり戻す」などと時代錯誤なことを言ってい

る愚かな首相の、愚かな『政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起き』ようとしているのが平成２８年

の日本の政治的状況です。 

 

私たち日本人の知らないところで、在日米軍基地と憲法九条二項、そして国連憲章「敵国

条項」の問題は密接にリンクしている。このうちどれかひとつでも問題を解決しようと思

ったら、必ず三つをセットで考え、同時に解決する必要がある。 

 

では、どうするか？三点セットに【憲法９条２項の改正】という回答を提案していることが

本書のもうひとつの大きな特色です。 

「９条２項」をめぐる日本国内だけの議論＝『戦後日本』問題を、大西洋憲章を起源とす 

る『戦後世界』のオーソリティーに法るかたちの国連中心主義に書き変える、と同時に日本

国内の米軍撤廃を憲法に書きこみ、対米従属の『戦後日本』を終了させる、という著者の卓抜で

秀逸な見解に私は衝撃を受けました。 

 

Ⅰ．敗戦国 

著者は沖縄の現状を考察して語ります。 

最終的に鳩山政権を崩壊させたのは、米軍・普天間基地の、県外または国外への「移設」問題でした。外務省

自身が「パンドラの箱」と呼ぶ米軍基地の問題に手をつけ、あっけなく政権が崩壊してしまった。  

私は自民党に関して昔、本をつくったことがあったので（『巨悪VS言論』立花隆／文芸春秋）、自民党に 

 こうした米軍基地の問題、より正確に言えば対米従属の問題が、絶対に解決できないことはよく知っていま 
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した。 

 いくら日本人の人権が侵害されるような状況があっても、日本人自身は米軍基地の問題にいっさい関与でき

ない占領が終わり、1952年に日本が独立を回復したとき、そして1960年に安保条約が改定されたとき、どち

らも在日米軍の権利はほとんど変わらず維持されたという事実が、アメリカ側の公文書でわかっています。 

      ＊2008年４月、アメリカ国立公文書館で新原昭治氏が発見して初めてあきらかになりました。 

「占領軍」が「在日米軍」と看板をかけかえただけで、1945年からずっと同じ形で同じ場所にいるわけです。

本土は1952年の講和条約、沖縄は1972年の本土復帰によって主権を回復したことになっていますが、実際は

軍事的な占領状態が継続したということです。  

日本国憲法は沖縄の在日米軍には機能しない。このような異常事態が合法的になぜ許されるのだろうか？ 

1957年、東京都砂川町で起きた「砂川事件」と砂川裁判の全プロセスは、『敗戦国日本』の対米従属の構

造＝安保村―日米安保条約とそれに連なる「日米合同委員会」や「統治行為論」など―を明らかにしてくれま

す。現在の沖縄で起きている事態（＋福島）を『検証・法治国家崩壊  砂川裁判と日米密約交渉』を参考に

しながら記述します。 

 

「砂川裁判」 

砂川事件」とは、1957年（昭和32年）に、東京都砂川町（現立川市）にあった米軍立川基地で起きた事件。 

同年７月８日、基地の滑走路拡張のための測量に反対する、地元農民と支援の労働者・学生のデモ隊の一部

が基地内に数メートル入ったとして、同年9月22日、23人が逮捕され、そのうち７人の労働者や学生が起

訴された（砂川闘争）。容疑の内容は、日米安保条約にもとづく「刑事特別法」違反だった。 

「刑事特別法」とは、米軍基地への許可なしでの立ち入りや、米軍の軍事機密の探知などを取り締まるた

めの法律。 

1959年３月30日 

東京地裁・伊達秋雄裁判長は「米軍駐留は憲法第九条違反」の判決を下した！！ 

 ①憲法第九条は、日本が戦争をする権利も、戦力をもつことも禁じている。 
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  一方、日米安保条約では、日本に駐留する米軍は、日本防衛のためだけでなく、極東における平和と安全

の維持のため、戦略上必要と判断したら日本国外にも出動できるとしている。その場合、日本が提供した基

地は米軍の軍事行動のために使用される。その結果、日本が直接関係のない武力紛争にまきこまれ、戦争の

被害が日本におよぶおそれもある。 

 したがって、安保条約によりこのような危険をもたらす可能性をもつ米軍駐留を許した日本政府の行為は、

『政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起きないようにすることを決意』した日本国憲法の精神に反す

るのではないか。 

 ②そうした危険性をもつ米軍の駐留は、日本政府が要請し、それをアメリカ政府が承諾した結果であり、つ

まり日本政府の行為によるものだといえる。米軍の駐留は、日本政府の要請と、基地の提供と費用の分担な

どの協力があるからこそ可能なのである。 

  この点を考えると、米軍の駐留を赦していることは、指揮権の有無、米軍の出動義務の有無にかかわらず、

憲法第九条二項で禁止されている戦力の保持に該当するものといわざるをえない。結局、日本に駐留する米

軍は憲法上その存在をゆるすべきではないといえる。 

 同日、 

「伊達判決」が出たあと、ただちにアメリカ大使館（当時の駐日大使はダグラス・マッカーサー）から国務 

長官（ジョン・フォスター・ダレス）への「部外秘」公電が送られた。 

 「当大使館はマスメディアからさまざまな性格の異なる報道に関した数多くの問合せを受けている。外務省

当局者と協議のあと、これらの問い合わせには『日本の法廷の判決や決定に関して当大使館がコメントす

るのは、きわめて不適切であろう。この問題にコメントする最適の立場にあるのは日本政府だと考える』

旨答えている。在日米軍司令部もマスメディアの問い合わせに同様の回答をしている。外務省当局者がわ

れわれに語ったところによれば、日本政府は地裁判決を上訴するつもりであり、今夜の参院予算委員会質

疑で法務大臣がそれについて言明する予定である」 

同年３月31日 

 「私は〔＝マッカーサー大使〕今朝8時に藤山（藤山愛一郎外務大臣）と会い、米軍の駐留と基地を日本 

国憲法違反とした東京地裁判決について話しあった。私は日本政府が迅速な行動をとり、東京地裁判決を正す 
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ことの重要性を強調した。～私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接最高裁に上告することが 

非常に重要だと個人的には感じている。～～藤山は全面的に同意するとのべた。藤山は、今朝９時に開かれ 

る閣議でこの上告を承認するようにうながしたいと語った」 

同年４月３日                                                

  「法務省は本日、砂川事件に関する東京地裁伊達判決を、東京高裁を飛び越して直接最高裁に上告する 

ことを決めたと発表した。外務省当局者がわれわれに語ったところによると、法務省は近く最高裁に提出 

予定の上告趣意書を準備中だという。～～政府幹部は伊達判決がくつがえされることを確信しており、案 

件の迅速な処理に向けて圧力をかけようとしている」 

   ＊政府内部の情報をこまかく知らせてくる「外務省当局者」とは、山田事務次官（当時）か、外務省ア 

メリカ局（現北米局）や条約局の幹部ではないかと思われる。＝日米合同委員会 

同年４月24日 

   「外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、上訴についての大法廷での審理は、おそら 

く７月半ばに開始されるだろう。内密の話し合いで田中最高裁長官は大使に、本件には優先権があたえら 

れているが、日本の手続きでは審理が始まったあと判決に到達するまでに、少なくとも数カ月かかると語 

った」 

同年８月３日 

   「共通の友人宅での会話のなかで、田中耕太郎裁判長は、在日アメリカ大使館主席公使（ウィリアム・ 

レンハート）に対し砂川事件の判決は、おそらく12月であろうと今考えていると語った。～裁判長は 

争点を事実問題ではなく法的問題に閉じ込める決心を固めていると語った。～～ 

裁判長は、結審後の審理は実質的な全員一致を生みだし、世論を“揺さぶる”もとになる少数意見を回

避するようなやり方で運ばれることを願っていると付言した」 

同年11月5日 （マッカーサー大使と） 

  「田中最高裁長官との最近の非公式の会談（11月Ｘ日）のなかで、砂川事件について短時間話しあった。 

  長官は、時期はまだ決まっていないが、最高裁が来年のはじめまでには判決を出せるようにしたいと言っ 

た。～できれば、裁判官全員が一致して適切で現実的な基盤に立って事件に取り組むことが重要だと、 



6 
 

田中長官はのべた。裁判官の幾人かは『手続き上』の観点から事件に接近しているが、他の裁判官は『法 

律上』の観点から見ており、また他の裁判官は『憲法上』の観点から問題を考えている、ということを長 

官は示唆した。～ 

   田中最高裁長官は、下級審の判決が支持されると思っているという様子は見せなかった。反対に、彼は、 

それはくつがえされるだろうが、重要なのは15人のうちのできるだけ多くの裁判官が憲法問題に関わっ 

て裁定することだと考えているという印象だった。こうした憲法問題に〔下級審の〕伊達判事が判決を下 

すのはまったく誤っていたのだ、と、彼はのべた」 

   ＊裁判所法第75条（評議の秘密） 

  「評議は、裁判長が、これを開き、かつこれを整理する。その評議の経過ならびに各裁判官の意見およそ 

の多少の数については、この法律に特別の定めがないかぎり、秘密を守らなければならない」 

同年12月16日 

 最高裁判決「原判決を破棄する。本件を東京地方裁判所に差しもどす」 

 「日本国民は憲法９条２項により、戦力は保持しないが、わが国の防衛力の不足は、憲法前文でいわれてい

るように、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、安全と生存を保持しようと決

意した。そして、それは必ずしも原判決のいうように、国連の安全保障理事会などの軍事的安全措置などに

限定されるものではない。憲法９条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求める

ことを禁ずるものではない。憲法９条２項がその保持を禁止した戦力とは、わが国が主体となって指揮権・

管理権を行使し得る戦力を意味する。つまり、それはわが国自体の戦力を指す。だから、わが国に駐留する

外国の軍隊は、憲法９条２項が保持を禁止した戦力には該当しない。日米安保条約はわが国の存立の基礎に

きわめて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものだ。だから、その内容が違憲か合憲かの法的判断は、

その条約を締結した内閣と、それを承認した国会の高度の政治的、自由裁量的判断と表裏一体をなしている。

それゆえ、違憲か合憲かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則として

なじまない。～ ＝統治行為論 

 米軍は外国軍隊であって、わが国自体の戦力ではなく、わが国には米軍に対する指揮権・管理権もない。 
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  米軍の駐留は憲法９条、98条２項、前文に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが

一見きわめて明白であるとは、とうてい認められない。 

   原判決が、米軍の駐留は憲法９条２項前段に違反し、許すべからざるものと判断したのは、裁判所の司

法審査権の範囲を逸脱し、同条項と憲法前文の解釈を誤ったものである。したがって、それを前提にして、

刑事特別法を違憲無効としたのは誤りであり、破棄する」 

同年12月17日 「秘」公電 

  「最高裁大法廷判決が全員一致で判決を下したことは、多くが田中最高裁長官の手腕と政治的資質による

ものであり、判決と法廷におけるその賢明な指導力は、彼が8月に計画した予定をこえて審理を引き延ば

そうとした弁護団法律家たちの大がかりな取り組みを抑えこむことに成功しただけでなく、最後には15

人の裁判官による責任ある全員一致の判決をもたらした。本件での長官の貢献は日本の憲法の発展ばかり

か、日本を自由世界に組みこむうえで画期となるものである」 

1960年10月４日 書簡 極秘 

   「アメリカ軍基地の合憲性。1959年３月30日の砂川事件東京地裁判決により引き起こされた米軍基地

に対する脅威は、1959年12月16日の全員一致による最高裁判決によって取り除かれた。それは下級審の判

決を拒否し、日本における米軍駐留の合憲性を確定した。最高裁は再審を命じ、それは1960年７月７日に、

異なる裁判官により東京地裁で行なわれたが、問題の法律上の争点は最高裁によって明確に解決され、日本

国内におけるアメリカ軍隊の地位はもはや疑問の余地がない」 

以上のような流れから明らかになってくるのは、 

最高裁は「憲法体系」――主権在民にもとづく独立国家の根幹である憲法の法体系――よりも「安保法

体系」――軍事同盟――を優越させる判断を下した。そのことは、アメリカ政府・米軍にとって、「安保

法体系」による米軍の基地運営や訓練実施や戦闘作戦への出動など軍事活動の自由という特権が、「憲法

体系」によって、制約されないことを、最高裁判決が保証した。日本政府も安保条約によるアメリカとの

軍事同盟を通じ、アメリカ中心の資本主義陣営に属して共産主義陣営と対峙するという政策をとる以上、

最高裁判決を歓迎した。 

「安保法体系」と「憲法体系」 長谷川正安憲法学者  
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「安保法体系」 

 ・安保条約・地位協定（旧行政協定）・特別法とつづく法体系：日本における米軍の事実上の治外法権とい

える特権を保証 

 ・米軍は、「憲法体系」に制約されない基地運営や訓練実施や戦闘作戦への出動など軍事活動の自由という 

特権を保証されている。安保特別法・安保特例法と総称される特別法は主なもので22ある。 

「憲法体系」 

 ・憲法・法律・命令（政令・省令）とつづく法体系 

  「［日本国］憲法には、およそ軍隊の存在を前提とした条文がなく、したがって、軍事機密を保護したり、

軍人の権利・義務を特別にあつかったりする法令を生みだすはずがない。しかし、安保条約から生まれる

行政協定（現在の地位協定）、それにもとづく刑事特別法などをみると、憲法では予想しえない、軍人の

特権や軍事機密の保護があつかわれている。このように憲法体系と安保法体系とは、全面的にあい容れな

い二つの法体系であることは、虚心にこれをみればだれもが否定できないところである」（『昭和憲法史』

岩波書店1961年） 

「伊達判決」は「憲法体系」を基準として「安保法体系」の違憲無効を宣言し、二つの法体系を否定しよう

とした判決。 

  検察側（政府の代表）は、安保条約にもとづき駐留する米軍は日本の戦力ではなく、憲法第９条には違反

していない。 

 そして、安保条約のような「わが国の存立の基礎にきわめて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」

については、違憲か合憲かの法的判断【憲法体系】は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所にはその

権利はない。それは要するに米軍に特権を認める「安保法体系」は「憲法体系」に優越する、つまり米軍を

憲法を超えた「超法規的存在」と位置付けた。 

 ＊参考までに：アメリカ側からの考察   

  国務省は、大西洋憲章の「領土不拡大」の原則に法り、1946年６月６日には沖縄返還構想（米軍基地を

なくしたうえでの返還）をしていたが、1947年３月11日トルーマン・ドクトリンによるソ連封じ込め政策、

1949年10月１日の中華人民共和国の成立によって、アメリカは対日政策を転換します。 
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   ポツダム宣言12項：「平和的傾向をもち、かつ責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍

はただちに日本国より撤退するものとする」から、日本を防共のためのアジアの前線基地とするために米

軍駐留化へ転換。 

   だがそれは、アメリカが積極的役割をはたしたポツダム宣言や国連憲章の定める世界の流れに反し、な

によりも国連憲章の影響のもとに成立した日本国憲法を否定する行為です。 

ジョン・ハワード国務長官特別顧問は、日本が憲法で放棄したのは「日本の戦力」であって、条約などに

より日本に維持される「アメリカの戦力」ではない、という最高裁の論理―米軍駐留は憲法９条２項にい

う戦力に違反しない―を1950年に考案します。 

 1950年３月３日 ハワード報告書 極秘 

  「〔日本〕占領終了後の安全保障協定に関して、そして、今後考えられる国連加盟に関して、次のような

憲法解釈を日本が採用するか、さもなければ憲法を改正しなければならない。 

  日本が平和条約に調印したあとに、国連憲章第43条［国連の軍事措置のための陸海空軍提供を加盟国と

結ぶ特別協定］であれ、地域的防衛協定であれ、あるいはアメリカとの2国間防衛協定であれ、侵略に対

して軍事的制裁を加える目的で、緊急事態であれ継続的であれ、日本国以外によって維持され使用される

軍事基地を日本におくことを可能にするのは憲法の範囲内であって、日本が軍隊その他の戦力の保持を求

めてことにはならない。 

  そのような憲法解釈には次のことが含まれる。 

  すなわち、日本が保有しないという「戦力」とは日本の戦力であって、占領中の連合国によるものか、平

和条約にもとづくものか、あるいは日本国との協定にもとづく国連または地域的な防衛協定、あるいはア

メリカとの協定により保持される戦力ではない」 

「日米地位協定の考え方」外務省の機密文書 1973年４月作成    

  沖縄返還の翌年に、外務省条約局条約課とアメリカ局（現北米局）安全保障課により作成 

  ・住宅地上空での米軍機の低空飛行訓練や騒音被害の容認 

  ・米軍による主権侵害の正当化（米軍ヘリ墜落現場の封印） 

  ・施設整備費用の日本側負担 
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  など、米軍の基地使用と軍事活動のフリーハンドの特権、事実上の治外法権を認める。 

私たちは、第 2次世界大戦の『戦勝国アメリカ』と『敗戦国日本』との関係（対米従属）を 

沖縄の現在に見ています。 

 米太平洋軍のハリス司令官は23日、普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の同県名護市辺野古への移設の完了

が、2025年になるとの見通しを示した。～辺野古移設自体については「完成させることは、日本の責任であ

り義務だ」と強調した。 

 菅官房長官は「日本からはそうしたことは全く伝えていない」と説明。翁長知事は「辺野古ができなければ

危険な普天間を使い続けるということは、許されない。日米は辺野古と関係なく、普天間飛行場の運用停止に

取り組むべきだ」と語った。 2016年2月25日 朝日新聞朝刊 

「戦後レジームからの脱却」のまやかしが見事に露呈しています。 

平和憲法の改悪は声高に叫び、もうひとつの「押しつけ」国家主権を侵害されている安保条約、地位協定の

「戦後レジーム」は現状のままで固定する。 

Ⅱ．昭和天皇 

フェラーズ（冒頭参照）は、【天皇】の戦争責任について述べています。 

「1941年12月8日の『開戦の詔書』は、当時の主権国家の元首として、それを布告する法的権利をもって

いた天皇のまぬがれられない責任を示すものだった」 

アメリカ政府の基本政策文書（「日本国天皇ヒロヒトの身柄の処遇」）は、このように結論しています。 

「ヒロヒトは、戦争犯罪人として逮捕・裁判・処罰をまぬがれない」 

しかしながら、１９４２年６月には、アメリカ陸軍軍事情報部の心理戦争課は、日本を占領したあとは、「天

皇を平和の象徴
シンボル

として利用する」という「日本
ジャパン

計画
・プラン

」を立てていました。『象徴天皇の起源』加藤哲郎／平凡社 

同年9月に、ライシャワー（知日派：元駐日大使）は陸軍省に提案していました。戦争に勝ったあとは、 

「ヒロヒトを中心とした傀儡
パペット・

政権
レジーム

」をつくれば、アメリカの国益にかなうと。 

フェラーズ自身も、米軍兵士の死傷を避け、占領政策を達成するために、天皇の協力を要求しました。 

「とにかく日本人は天皇が絶対だから、それを利用すべきだ。だから退位させず、使おう」と。 
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昭和天皇にまったく戦争責任がなかったというのは、日米（ＧＨＱと日本の支配層）が合同でつくったフィ

クションなのです。ここを押さえておかないと、占領期前半に起きたさまざまな出来事の意味が、まったくわ

からなくなってしまいます。このあと1948年までの占領期前半に起こる「人間宣言」「日本国憲法の制定」

「東京裁判」という重大事件の影の主役は、いずれもこの昭和天皇の戦争責任問題だったからです。 

 そもそも昭和天皇自身が、自分に戦争責任があることは一番よくわかっていて、敗戦後、何度も退位をして

責任をとろうとしています（『裕仁天皇五つの決断』秦邦彦／講談社）。昭和天皇の側近や皇族、外務省の幹

部のなかにも、退位すべきだというひとたちが多数くいました。 

 しかし結局、マッカーサーが退位させなかったわけです。それは昭和天皇を使って戦後日本をコントロール

しようという有名なシナリオが早くから存在し、その路線が占領政策のなかで最終的に勝利をおさめたからで

した。 

アメリカの昭和天皇を利用した対日占領政策は、以上の概要でほぼ間違いはないでしょう。 

しかしながら、ヒロヒトはアメリカのパペット
操 り 人 形

ではなかったのです。＜天皇制＞維持のためにＧＨＱのみな 

らず、内外の共産主義による天皇制打倒という脅威に対しても優れた政治リアリストとして積極的に行動して、

「天皇＋米軍」の日米安保体制＝『安保国体』（豊下楢彦）という『戦後日本』の形をつくったのです。 

戦前は真・善・美を体現していた『現人神』から、戦後は日本人の『象徴』となった昭和天皇。 

『昭和』から『平成』になって28年、依然として『戦後日本』に大きな影響力を及ぼしている昭和天皇（制）

について、著者の記述に従い豊下楢彦氏『諸和天皇の戦後日本＜憲法・安保体制にいたる道＞』を参考にして

コメントを付記します。 

安保村（＝日米安保村）とはなにか  

「日米安保推進派」の利益共同体。 

 財界や官僚、学会や大手マスコミが一体となって、安保推進派にとって都合のいい情報だけを広め、反対派 

の意見は弾圧する言論カルテルとして機能している。経済規模は年間530兆円 （CF.原子力村年間2兆円） 

占領が終わって新たに独立を回復したとき、日本は日米安保体制を中心に国をつくった。『安保国体』 

安保村とは、軍事・外交面での徹底した対米従属路線＝『戦後日本』の国家権力構造そのものであり、その構

築の中心となり、また決定的な役割を演じたのが象徴天皇となったはずの昭和天皇（＋側近たち）です。 
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それはアメリカ側の公開資料で明らかになっているのです。 

安保村の掟・その１「重要な文章は、すべて最初は英語で書かれている」 

 ①降伏文書 ②一般命令第1号 ③天皇の布告文 1945年８月21日 

アメリカによる日本占領は、もとは英文で書かれた布告を日本側が翻訳して、昭和天皇が指示どおりそれを 

発表することでスタートしたのです。 

対米従属路線の起因は公式文書からこのようにしてはじまったのです。 

④人間宣言 1946年１月１日 

昭和天皇自身の判断で冒頭に「五箇条の御誓文」を加え、戦争には負けたが、また心をひとつにして素晴ら

しい日本をつくっていこうというメッセージにアレンジして発表しました。著者は読み解きます。 

１．自分はなにもＧＨＱに言われてこの人間宣言を書いたのではない、というスタンスをとること 

  絶対に逆らわず、相手の要望をつねに100％実現する。しかしそのなかで、重要なポイントについて 

は独自にアレンジをほどこし、みずからの利益もしっかり確保していく。そうした昭和天皇の、宮廷 

  外交の神髄ともいうべき洗練されたスタイル。 

２．ＧＨＱの文案をバージョンアップしたということ。 

  「わたしは神ではない」という問題よりも、重要なのは日本が明治時代から立派な民主主義国家だった

（立憲君主国）。この主張の背景には、日本人の意識にはほとんどのぼらないことなのですが、戦後 

  ヨーロッパでの敗戦国の王室はすべて廃止されたという歴史的経緯があります。 

   国際世論へのアピールとして120点なわけです。 

３．皇室と日本の国益もきちんと確保している。 

   戦後日本と皇室の繁栄・ポジティブなシナリオを示した。基本的には天皇自身は開戦に反対だった 

  今後はまた天皇のもとで、軍部の暴走以前の体制にもどり、イギリスやアメリカなど、世界の民主勢力 

  と力を合わせ、民主的な天皇制でがんばってやっていけば、日本は必ず復興する。          

  アメリカ陸軍の軍事情報部による「日本計画」以来の「天皇利用計画」にも沿うものでした。 

アメリカ側の描いたシナリオ――「マッカーサーの権力」と「昭和天皇の権威」というふたつの車輪で占領 

統治を進める――のもとで、それをうまくアレンジし、そのなかで自分たちの利益も実現していく。 
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これが昭和天皇と側近たちが構築した、昭和後期の日米関係の基本形（＝対米従属）でした。 

後述する天皇の「沖縄メッセージ」「口頭メッセージ」および「文書メッセージ」等で、日本国憲法によって

象徴天皇となった昭和天皇のマッカーサーや吉田首相を“バイパス”した＜積極的な政治行動＞を、天皇の側

近たちと、「アメリカ対日協議会」とそのメンバーの「非公式のチャネル」が、講和交渉における基地問題な

ど、戦後の日米関係に大きな影響を及ぼしていくのを明らかにしていきます。 

＊「アメリカ対日協議会」 （ＡＣＪ）1948年6月設立 

  ジュセフ・グルー（元駐日大使で知日派）：名誉議長  ハーリー・カーン（「ニューズウイーク」外

信部長）：設立委員長  コンプトン・パケナム（同誌東京支局長兼ＣＩＡの協力者） 

  マッカーサーの一連の「改革」政策によって占領は惨めに失敗していると決めつけ、ＧＨＱの官僚機構

の改編や公職追放者の“復権”、米民間企業による対日投資の奨励、共産主義勢力の侵略を撃退する米

駐留軍の強化と日本の治安組織の整備などを主張。            『昭和天皇の戦後日本』 

⑤サンフランシスコ講和条約 日米安保条約 1951年９月８日 

同じ日に結ばれたサンフランシスコ講和条約に日本側代表６人全員がサインしたのに対し、日米安保条約に 

は吉田茂ただひとりがサインしたことはよく知られていますが、理由は非常に単純で、そもそも日本語の条 

文がなかったので、ほかの５人の代表は安保条約の内容をほとんどわかっていなかったのです。 

＊サンフランシスコ講和会議は９月４日から開催され８日に講和条約と安保条約が調印されたが、後者の場

合、吉田茂がただ一人で著名した。なぜなら、安保条約の全文が公表されたのは調印式のわずか２時間前

のことであり、吉田以外の全権団はその内容を全く知らされていなかったからである。このような“秘密

裡”の調印は、ダレスが危惧したように、全土基地化・自由使用という「特権」を米国に付与する「いか

なる政府」も「日本の主権侵害を許したという攻撃」にさらされる恐れがあったからである。もっとも、

全権団も国会も世論も知らされていなかった安保条約の内容を昭和天皇は十二分に把握し、「慶賀すべき

もの」と（ダレスに）讃辞を送っていた。 『昭和天皇の戦後日本』 

 

安保村の掟・その２「恐ろしいのは原爆よりも共産主義」 

「近衛文麿上奏文」1945年２月14日 
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 「残念ながら敗戦はもはや避けられません。（略）しかし敗戦は大きな痛手ですが、アメリカ、イギリス

の世論は、いまのところ天皇制を廃止せよというところまではいたっておりません。したがって敗戦だけ

なら、天皇制の維持についてはそれほど心配する必要はないと考えます。心配すべきは敗戦よりも、それ

にともなって起こる共産革命です」 

日本の支配層にとって共産主義革命は、唯一無二の危機であり、しかも革命の成功は彼らにとって、ダイレ 

クトに生命の危機を意味していました。戦前、最終的に最高刑が死刑にまで引き上げられた治安維持法も 

根底にあったのはそうした共産主義革命への恐怖だったのです。 

「木戸日記」同年８月９日 

「８月９日（木）晴れ（略）陛下に拝謁した。ソ連が我が国に対し宣戦し、本日から交戦状態に入った。つ

いては戦局の収拾について、早急に研究し決定する必要があると思うので、首相とよく話し合うようにと

の仰せだった」 

最終的に降伏を決断する決め手となったのは、８月６日の広島への原爆投下ではなく、やはり８月９日のソ連

参戦でした。 

共産主義への恐怖が、朝鮮戦争が勃発した翌日の「ダレスへの天皇メッセージ」につながっていきます。 

 

「口頭メッセージ」1950年６月26日 ＊朝鮮戦争勃発の翌日 （ダレス宛） 

＊『昭和天皇実録』から  

「午後、式部官長松平康昌を御文庫にお召しになり、約１時間30分にわたり拝謁をお受けになる。 

24日午前に松平の拝謁をお受けになる。22日、松平は、ニューズウイーク誌東京支局長コンプトン・パ 

ケナム邸にて、来日中の米国国務長官顧問ジョン・フォスター・ダレスと会合し、26日、翌日のダレス 

の離日を前に、再びパケナムを訪問する。後日ダレスは、パケナムから天皇の伝言を託されたとの記述を 

含む訪日の報告者（7月3日付）を米国国務長官に提出する。 

   そこには、米国から高官が来日し、日本側と講和問題で話し合う場合、日本政府や連合国最高司令官が 

承認する人物と会うだけでなく、現在公職追放中であれ、日米双方の信頼を得た善意と経験のある人物と 

も会うべきである旨 
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また講和条約の詳細に関する最終決定に官民双方で構成する諮問委員会を作るべきである旨、また公職追 

放令の緩和が日米双方の国益に最も好ましい影響を与える旨などが記される。」 

  ダレスはこのメッセージを、「今回の旅行における最も重要な成果」と評し、提案にあるような「諮問

会議は価値 があるであろう」として「同意」を表明した。 

豊下楢彦氏は、述べています。 

長く「天皇外交」の研究を行い、「口頭メッセージ」の重要性を指摘してきた筆者からすれば、このメッセ 

ージの背景と内容が記述されたということは、今回の『実録』最大の収穫と言うべきである。 

昭和天皇の「口頭メッセージ」の重要性は、マッカーサーを“バイパスする”ばかりでなく、講和問題や日 

本の安全保障の問題を、首相である吉田茂に任せておくことはできないという立場を鮮明に打ち出した。 

「文書メッセージ」1950年８月19日 （ダレス宛） 

  「口頭メッセージ」とその基調を同じくしているが、占領改革と追放解除への批判がより鮮明に打ち出さ

れている。天皇は、日米両国に「最も有益な効果」をもたらすであろう行動は「追放の緩和」であると主

張する。それによって「現在は沈黙しているが、もし公に意見表明がなされるならば、大衆の心にきわめ

て深い影響を及ぼすであろう多くの人々 」「多くの有能で先見の明と立派な志をもった人々 」が自由に活

動できるようになるからである。 

  「仮に彼らの考え方を公に表明できる立場にいたならば、基地問題をめぐる最近の誤った論争＊も、日本 

の側からの自発的なオファによって避けることができるであろう」と強調した。 

天皇の言葉を受けて、ダレスは語ります。 

「我々 は日本に、我々 が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を獲得できるであ 

ろうか？これが根本的な問題である」 

つまり、それは講和後も占領期と同様の全土基地化と自由使用を米軍に保証できるか、ということにほかな 

らない。 

 ＊「基地問題をめぐる最近の誤った論争」とは吉田首相の参議院外務委員会の答弁：７月29日 

  「私は軍事基地は貸したくないと考えております」「単独講和の餌に軍事基地を提供したいというような

ことは事実毛頭ございません」                                  
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＊昭和天皇にとって、安保条約を基礎づける米国側の「根本の趣旨」――日本としては、その国防のために

米軍の駐屯を希望し、駐兵の権利を米国に与える、米国はこれを受諾する――に基づき、内外の共産主義

から天皇制を守るためには、米軍駐留を確保することが絶対条件であった。～昭和天皇にとっては、戦後

において天皇制を防御する安保体制にこそが新たな「国体」となった。 「安保国体」の成立である。  

                   『昭和天皇の戦後日本』 

安保村の掟・その３「沖縄は『固有の本土』ではない」 

「沖縄メッセージ」1947年９月19日 （寺崎英成からシーボルトへ） 

 「寺崎氏は、アメリカが沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を継続するよう天皇が希望していると、明言した。 

 天皇の見解では、そのような占領は、アメリカのためになり、また日本にも保護をあたえることになる。（略） 

 さらに天皇は、沖縄（および必要とされる他の島々 ）に対するアメリカの軍事占領は、日本に主権を残した 

ままでの長期リース―25年ないし50年、あるいはそれ以上―というフィクションにもとづくべきだと考え 

ている。天皇によるとこのような占領方法は、アメリカが琉球諸島に対して永続的な野心をもたないことを 

日本国民に納得させるだろう（略）」 

豊下楢彦氏『安保条約の成立』岩波新書でこのメッセージを読んだ時のショックを私はいまでも忘れることが 

できません。もっと驚くべきことは、沖縄の現状は、このときに天皇が希望した状態のままになっている事実 

です。残念なことに事態はさらに悪くなっています。＊ 2016年２月25日 朝日新聞朝刊参照 

参考までに：「第４回天皇・マッカーサー会談」 1947年５月6日   

  マッカーサー「日本が完全に軍備を持たないこと自身が日本の為には最大の安全保障であって、これこそ

日本の生きる唯一の道である」と憲法9条の意義を強調するとともに、国連についても「将来の見込みとして

は国連は益々 強固になって行くと思う」と語った。それに対して天皇は、「日本の安全保障を図る為にはアン

グロサクソンの代表者である米国がそのイニシアティブをとることを要するのでありまして、その為元帥の御

支援を期待しております」と、事実上の米軍による日本の安全保障の確保を、平和憲法が施行された３日後に

＜象徴天皇＞は語っています。 
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Ⅲ．日本国憲法 

           日本国憲法 第９条 

１項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による 

    威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

２項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めな

い。 

私が本書をテキストに採りあげた理由のひとつは、日本国憲法、とくに「９条」をめぐる日本国内だ

けの内向きの議論＝『戦後日本』の問題を、大西洋憲章を起源とする戦後世界のオーソリテ

ィーに法る国連中心主義に「９条２項」を書き変えて『戦後世界』に対して、理念としても、

現実的な効果としても価値あるものとして提示する、という著者の思考に私は＜このような

考えがあるのか？＞という大きな衝撃を享けたからです 

 現在の日本の状況は、だれが考えても非常におかしなことになっています。そのなかで、いろいろな人が解

決策を模索している。しかし、いったいどうすれば国家主権をとりもどし、正常な国にもどれるかという問題

を、さまざまな切り口から検討していっても、最後は必ず憲法の問題に収斂していくことになるのです。沖縄

や福島で起きている重大な人権侵害を、どうすれば食い止められるかという問題も同じです。 

 ここで重要なのは、第二次世界大戦後の世界において、主権国家が憲法に条文として書きこんでしまえば、

それほど強いものはないということです。「主権平等の原則」は、国連憲章でアメリカ自身が示した戦後世界

の大原則でした。ですから一度憲法に書きこんでしまえば、いくら超大国でもどうすることもできない。憲法

は、力の弱い国が強い国に立ち向かうための最大の武器なのです。 

フィリピンはその武器を使いました。憲法改正で1992年に米軍を完全撤退させています。 

 

大西洋憲章（正式名称は「イギリス・アメリカ共同宣言」）                                

１．両国は、領土その他の拡大を求めない。 

２．両国は、当事国の国民が自由に表明した希望と一致しない領土の変更は望まない。 

３．両国はすべての民族が、自国の政治体制を選択する権利を尊重する。両国は、かつて強制的に奪われた 
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主権と自治が人びと に返還されることを望む。 

４．両国は、現存する債務関係について正しく配慮しながら、すべての国家が、大国、小国を問わず、また 

戦勝国、敗戦国にかかわらず、経済的繁栄のために必要な、世界における商取引と原料の確保について、

平等な条件で利用できるよう努力する。 

５．両国は、改善された労働条件、経済的進歩および社会保障をすべての人びとに確保するために、経済分野 

におけるすべての国家間の完全な協力が達成されることを希望する。 

６．両国は、ナチスによる暴虐な独裁体制が最終的に破壊されたのち、すべての国民がそれぞれの国境内で安 

全に居住できるような、またすべての国の民族が恐怖と欠乏から解放されてその生命をまっとうできるよ 

うな平和が確立されることを望む。 

７．そのような平和は、すべての人びとが妨害を受けることなく、公海・外洋を航行できるものでなければな

らない。 

８．両国は、世界のすべての国民が、現実的または精神的な理由から、武力の使用を放棄するようにならなけ

ればならないことを信じる。もしも陸、海、空の軍事力が、自国の国外へ侵略的脅威をあたえるか、また

はあたえる可能性のある国によって使われつづけるなら、未来の平和は維持されない。そのため両国は、

いっそう広く永久的な一般的安全保障制度 

  ［ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｓｙｓｔｅｍ of ｇｅｎｒａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｙ＝のちの国連］が確立され

るまでは、そのような国の武装解除は不可欠であると信じる。両国はまた、平和を愛する諸国民のために、

軍備の過重な負担を軽減するすべての実効可能な措置を助け、援助する。 

 1941 年８月 14日：アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトと、イギリス（連合）王国首相 

ウィンストン・チャーチルが大西洋上で会談をおこなって共同声明に合意。 

 

大西洋憲章（「イギリス・アメリカ共同宣言」）を読書会のみなさまは、どう読みますか？ 

書かれた条文を時代の状況のなかにおき、現在の状況のなかにおいて読み解く、そうすると、 

大西洋憲章は『戦後世界』の原点として＜リアル
現 実

＞によみがえります。 
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まず、1941年８月 14日という日付に注目します。                   

この共同宣言が調印された１９４１年８月といえば、イギリスはヨーロッパ戦線でドイツ

に連戦連敗している最中で、アメリカにいたってはまだ戦争に参加もしておらず、４ヶ月

後にようやく真珠湾攻撃が起こる、そんな時期だということです。 

 それなのに八つの合意事項をひとつずつ読んでみてください。そこに書かれているのは、

これから始まる現実の世界大戦についてではなく、すべて「戦勝後の世界」についての基

本構想なのです。 

 （略）ちょうど４年後の同じ日に、日本がポツダム宣言を受諾して第二次世界大戦が終わ

る、その同じ８月 14日なのです。 

その理念と条文は、国連憲章・日本国憲法へと受けつがれていきます。 

 この大西洋憲章（英米共同宣言）の理念がのちに国連憲章となり、第二次世界大戦後の国際社会の基礎とな

っていくのです。その大きな流れのなかで、日本国憲法もまた、成立することになります。 

もう一度、大西洋憲章の条文を見てください。「平和を愛する諸国民」（第８項）や、「すべての国の民

族が恐怖と欠乏から解放されてその生命をまっとうできるような平和の確立」（第６項）といった言葉は、

どちらもほぼそのまま日本国憲法の前文に使用されています。 

 さらには第８項に書かれた「世界のすべての国民が、武力の使用を放棄するようにならなければならない」

という基本理念が、憲法九条に受けつがれていくことになるのです。 

大西洋憲章を起源として、連合国共同宣言―ダンバートン・オークス提案―国連憲章と『戦後世界』の国際

秩序の理念化が構築されていきます。 

著者は、世界史的にはあまり知られていない（知らないのは私だけかも？）国連憲章の原案になったという「ダ

ンバートン・オークス提案」のなかの「一般の加盟国に、独自に戦争をする権利を認めていなかった」という

条文に注目して、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」という概念は存在しなかった。もうひとつ、日本国憲

法９条２項の前提となった、と読み解きます。 
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 しかし、世界の歴史はその後、冷戦が始まり５大国による国連軍創設のための会議（軍事参謀委員会会合）

は打ち切られた。そして「集団的自衛権」という例外規定が猛威を振るい始め、「個別国家の戦争＝違法」と

いう国連の理念はその実態を失っていきます。 

 その結果、日本国憲法９条２項は現実の世界における基盤を完全に喪失してしまうことになったのです。209 

正規の国連軍構想が消滅した1948年以降、思想としてではなく、現実の政策として９条２項を支持すること

は、やはりユートピア思想だと私は思います。その結果として起きている現実は、米軍による日本全土への永

久駐留であり、民主主義国家アメリカの「基地帝国化」だからです。  

ではどうするか？著者は大胆に問題を提起し、かつ解答します。 

新しい憲法を制定して、市民の人権がまもられるようなまともな法治国家を、いちからつくる。そのために、

【憲法・九条二項の改正】を訴え、改正条文を提案しているのです。 

改正のポイントは、フィリピン・モデルを参考にしながら（1992年フィリピンは憲法改正で米軍を完全撤退さ

せています）「国連中心主義」と「米軍撤退」を同時に行う、という現実的な政策に即した独創的なアイデア

です。 

・国連中心主義 

 国連憲章103条 

 国際連盟加盟国において、この憲章（国連憲章）にもとづく義務と、他のいずれかの国際協定にもとづく義 

務とが抵触するときは、この憲章にもとづく義務が優先する 

  現在200近い国が国連に加盟していて、それらの国が結んだあらゆる国際協定のなかで、国連憲章が最優

先される。つまり国際法の最上位に位置する。 

  これが大西洋憲章で定めた「第二次世界大戦後の世界」の基本的な枠組みでした。そこでは国際法が最大

の武器になる。ですから過去70年間の世界の歴史は、軍事力による戦いの歴史であったと同時に、この

国際法を武器とした熾烈な戦いの歴史でもあったわけです。 

・米軍撤退 

戦後70年、私が生まれて65年、＜独立国家・日本に、米軍基地があるのは自然なこと＞、一種の“バビ

ロン捕囚”化状態の私には、憲法を改正して同時に米軍を撤退させるというような考えは衝撃的でした。 
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ポイントは、９条の１項（戦争放棄）と２項（戦力および交戦権の放棄）を分けて議論すること。 

なぜならば、「憲法九条を守れ」とひとくくりに主張してしまうと、米軍を撤退させることが永遠にできな 

くなってしまうからです。 

 

著者の日本国憲法 「第９条」案  

 １項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による

威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

２項 前項の目的を達するため、日本国民は広く認められた国際法の原則を自国の法の一部として取り入れ、 

    すべての国との平和および友好関係を堅持する。 

著者は、９条１項は1928年のパリ不戦条約の流れを引く、国連憲章の理念そのものといってよい条文なので

問題はない、といいます。 

大西洋憲章―ダンバートン・オークス提案から受けついだ「平和的手段による国際紛争の解決」の理念は、 

国連憲章 第２条にこう書かれています。  

 国連憲章 第２条  

 ３項 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって（略）解決しなければならない。 

 ４項 すべての加盟国は、武力による威嚇または武力の行使を（略）慎まなければならない  

日本国憲法の憲法草案執筆プロジェクトの責任者であったチャールズ・ケーディスは語っています。 

「〔９条をつくったアメリカ側の目的は〕日本を永久に武装解除されたままにしておくことでした。ただ自

国を保存する権利は残しておく。言いかえれば、日本は防衛用の兵器以外は、決してなにももたないという

ことです」 

 「〔９条の執筆については〕『私が〔ひとりで〕やる』ということを自分から宣言しました。（略）その理 

由のひとつは、パリ不戦条約のなかにうたわれていること〔第一条「国際紛争解決のための戦争を否定し、国

家の政策の手段としての戦争を放棄する〕を思い出したからなのです。パリ不戦条約ができたとき〔1928年〕、

私はロースクールにいましたが、これは世界の歴史の一大転換になるだろうと感じたものです」 

1946年当時のケーディスの想いを、2016年の私たちはどれほど理解できているでしょうか？ 
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問題は９条２項です。なぜならば、冷戦の開始により「集団的自衛権」（国連憲章51条）が猛威をふるい始

め国連軍の編成は実現不可能になり、国連の理念は見果てぬ夢に終わったのです。もうひとつ、大きな理由と

して、「敗戦国家・日本」に関係する国連憲章「敵国条項」（53条・107条）の存在です。 

 国連の本質は「第二次大戦の戦勝国連合」であり、冷戦下においてもその枠組みは維持された。～～戦後の

国際秩序（国際法）のなかでは、日本は現在も「敵国」という最下層国に位置づけられたままだということ。

これは日本以外の国では周知の事実です。 

敵国条項―53条・107条― 

第53条1項（後半） 

もっとも、（略）敵国のいずれかに対する措置で、第107条にしたがって規定されるもの、またはその敵国

における侵略政策の再現にそなえる地域的取り決め〔地域的安全保障協定〕において規定されるものは、関係

政府の要請にもとづいてこの機構〔国連〕がその敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外と

する  

第107条 

この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国〔たとえば日本〕に関す

る行動で、その行動について責任を有する政府〔たとえばアメリカ政府〕がこの戦争の結果としてとり、また

は許可したものを無効にし、または排除するものではない  

敵国条項の主な目的は、ドイツと日本の永久的
・ ・ ・

かつ
・ ・

有効
・・・

な
・

非武装化
・ ・ ・ ・

であり、それら2カ国の支配である 

                                   アーサー・ヴァンデンバーグ 

９条２項は、「日本人の不戦への祈り」がこめられた条文であると同時に、そうした大西洋憲章から国連憲

章「敵国条項」へとつづく、「日本の永久的武装解除＝侵略政策の再現阻止」という負の起源を、あきらかに

もっているのです。 

このように「敵国条項」は『戦後世界』における『戦後日本』の立ち位置を雄弁に物語っています。 

しかし、日本と同じ境遇のドイツは、冷戦下における「東方政策」展開、冷戦終結直後の「２プラス４条約」

そして、100年の敵国フランス（ベック）との和解など戦略的な外交努力の末、現在のＥＵの中心に位置する
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までに、独立を回復しました。その結果、日本だけが世界でただ１国だけ、国連における「敵国」という国際

法上最下層の地位にとどまっていると、著者はいいます。 

ほんとうだろうか？と、疑いたくなるような現状です。 

在日米軍基地・憲法９条２項・国連憲章「敵国条項」は『戦後日本』難問である、と同時に『戦後世界』に 

対する日本の問題でもある。このような問いを私ははじめて知りました。さらにまた著者の矢部宏治氏が出し

た解は私の想定外の広い視野と深く考えた内容のあるものです。 

          

著者の日本国憲法 「第９条２項」 

２項 前項の目的を達するため、日本国民は広く認められた国際法の原則を自国の法の一部として取り入れ、 

    すべての国との平和および友好関係を堅持する。 

しかし、９条２項の具体的な条文については、自説を強く主張するつもりはありません。とにかく国連憲

章本来の精神にもとづき、専守防衛のしばりをかけた最低限の防衛力をもつことを決めて、それを憲法に反

映させる。 

なによりも重要なのは、そのとき同時に、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ということです。 

 

「オモテ側の役者」である安倍首相をいくら批判しても、この大きな流れを食い止めることはできません。

長年リベラル派が闘ってきたように「憲法には指一本ふれるな」といって食い止めることも、もうできない。

唯一、状況を反転させる方法は、憲法にきちんと「日本は最低限の防衛力をもつこと」を書き、同時に「今

後、国内に軍事基地をおかないこと」を明記すること。つまり「フィリピンモデル」です。 

 

  なぜ私がそこまで断言できるかというと、それが私が頭のなかで考えた「政策提言」などではなく、戦後

世界において巨大な帝国に占領され、主権を失った国が、主権を回復するための「唯一無二のセオリー」だ

からです。憲法を自分たちの手で書き、それにもとづき占領軍を撤退させる。それしかないのです。 

「この改正憲法の施行後、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されない」 
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 この条文を１行、憲法に書きこむことができれば、それでゲームセット。この長い長い戦後の対米従属の物

語と、米軍と日本の支配者が一体化した安保村の歴史も、終わりをむかえることになるのです。 

 

まとめ 

 本書を読んでの感想は、著者のような考えならば護憲派の私も、「改憲」に同意できると

いうことです。その理由をふたつ述べます。 

  ひとつは、本書のあとがきにある一文です。 

 「しかし天皇制自体は、もっと政治から切り離さなければいけない。文化的象徴・精神的 

 象徴の枠内にとどめ、そのなかで、むしろ皇室の方々の人権（言論の自由、思想信条の自

由、婚姻の自由、職業選択の自由など）を保障していかなければならない」 

 ―― 私が知り得た限りでは、私の想いを語ってくれた文章に初めて出会いました。 

 日本国憲法第 1章を削除し、天皇家は政治から解放されて、京都あるいは天孫降臨の地に

お戻りになって日本の伝統・文化の語り部・伝道師として生きていただく、というのが私

の意見です。 

  もうひとつは、９条２項を国連中心主義に書き変える、と同時に米軍撤廃を行い、対米

従属の『戦後日本』を終了させる、そして九条を『戦後世界』の価値にする道すじを開い

た矢部氏の卓見に同意するからです。 

  ＊９条２項に関する考え方では、私は矢部氏よりも加藤典洋氏の意見（国家の自衛権の

否定）に与することは申し上げておきます。 

 

 

 

 


