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第６4回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会  

               

孫崎亨著 『２１世紀の戦争と平和』（徳間書店） 

                     ～きみが知るべき日米関係の真実～ 

 
                           ２０１６．７．３    報告者 吉田正一 

   序章 日本はこのまま崩壊するのか 

   米大統領共和党候補のドナルド・トランプは、日本の核武装もあり得ると述べた。 

日本は、長く非核三原則「作らず・持たず・持ち込ませず」を堅持してきた。だが、それは、日本

国内の保守層による内圧と、９０年代以降の米国からの外圧によって脅かされてきたものであり、

安定した自明のものではなかった。 

 横畠裕介内閣法制局長官は、「集団的自衛権を合憲」・「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用

が禁止されているとは考えていない」と国会で発言している。核武装・集団的自衛権・安保法制は、

国民生活を犠牲にする。 

集団的自衛権は自衛隊を米国戦略に奉仕させるシステムで、防衛費を増大させる。軍国主義

化の道は、軍事予算の増加や米軍基地問題などで、国民生活を犠牲にする。第二次世界大戦を

経験した世代には、「日本を再び戦争をする国家にはしたくない」強い思いがある。日本の行く末

に危機感がある。「戦後の日本は、平和国家だというが、たった一日で平和国家に生まれ変わっ

たのだから、同じく、たった一日で、その平和を守るという名目で、軍事国家、つまり、戦争をする

事にだってなりかねない（野坂昭如）。」 

 経済誌フォーブス２０１５年では、世界で最も平和な国のベスト１０の８位にランクされていた。しか

しながら、特定秘密保護法が成立し、マスコミを従属させる傾向が強化されている。情報統制・情

報操作により国が危うくなっている。岸信介元首相は「結局煎じ詰めれば、守るべきは、人々の自

由。国土を守るということでなく、国民の自由を守ること。我々の自由を擁護することが究極の目的

であり、政治の基礎。」と述べている。今の日本は、異論を口にする場が奪われつつある。 

 フランスやベルギーで発生した連続多発テロ。日本が集団的自衛権の行使を容認すれば、日

本国内にテロを呼び込む。日本の安全保障の基本はどうあるべきか。「一人も兵士が戦死しない

で７０年を過ごしてきた国。どんな経緯で出来た憲法であれ世界に誇れる。戦争しないんだと。複

雑で利害が異なる隣国とも、ポケットに忍ばせた拳銃や石ころよりも最大の抑止力は友人であると

思う。その為に世界に友人を増やしたい。絵空事と笑われても（渡辺謙）」。 ドイツとフランスは二

つの大戦の悲惨さを経験し、「憎しみ合い」から「協力による実利の認識」に移る必要を学んだ。１

９５１年のヨーロッパ石炭鉄鋼共同体創設条約に調印し、今日のＥＵ（欧州連合）に発展した。 

 

 第１章 集団的自衛権こそが平和を壊す 

  集団的自衛権の本質は、『他国防衛』、すなわち、自衛隊を米国の戦略の為に差し出すシステ

ムである。 

元内閣法制局長官宮崎礼壹は「集団的自衛権とは、『他国防衛』なのである。」「集団的自衛権

とは、『自国が直接攻撃されないにも拘わらず』、『自国と密接な関係にある外国に対する武力攻

撃が起きた場合にこれを実力をもって阻止・反撃する国際法上の地位ないし権利である』１９７２年

政府説明書、１９８１年政府答弁書、２００４年政府答弁書」。 

 自国を守るのは、自分で守る。「国民は、自国を守る気概がなければならない（重光葵）」。「他国

の軍隊を、国内に駐屯せしめ其の力で独立を維持するというが如きは真の独立国の姿ではない

（岸信介）」。米国でも元国家安全保障担当大統領特別補佐官のブレジンスキーは、日本をアメリ

カの『安全保障上の被保護国（＝外国に支配され、保護されている国）』と位置付けていた。自国

の首都上空が、外国軍の管制下にある世界に例を見ない国。日米安保条約締結後も準占領体
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制が継続している。 

 ２０１６年４月、右派の寵児・田母神俊雄元航空幕僚長が逮捕された。彼は、国防の基幹がアメリ

カに依存していることを指摘。自衛隊はアメリカの技術支援を受け、アメリカの暗号、アメリカの敵

味方識別装置、アメリカのＧＰＳを使用。戦闘機もミサイルシステムも戦闘指揮の根幹をアメリカに

握られている。（吉田注：イージス艦のＣＩＣ＝戦闘指揮所でも、全ては防衛庁・自衛隊の司令部よ

り前に、横須賀の第７艦隊と直結している。／実態は、同盟関係というよりも、主従関係に近い）。 

田母神元航空幕僚長の逮捕は、米国の①軍事強化②対米独立を説く人物を日本社会の中枢から

排除してきた一環か。 

  ポツダム宣言１２条には、「日本国民の自由に表明せる意志に従い平和的傾向を有し、且つ責

任ある政府が樹立せらるるに於いては、連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし」とあ

ったが、アメリカの本音は、「望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留する権利」を日

本から勝ち取ることであった。それは今日まで続いている。 

 １９５１年、日本はサンフランシスコ平和条約を同市のオペラハウスで４８か国と締結した。当時は

東西冷戦時代で、長距離弾道ミサイルはまだなく、日本の空軍基地の維持が不可欠だった。 

 （「戦後史の正体」注：日米安保条約はサンフランシスコ郊外の米国陸軍第六軍の基地内の下

士官クラブで調印された。アメリカ側は４人／国務長官アチソン・国務省顧問ダレス・上院議員ワイ

リーとブリッジス、日本側は１名／吉田茂のみ）（時系列的には、平和条約➡安保条約➡行政協定

の順）（その持つ意義は、行政協定➡安保条約➡平和条約であり、真の狙いは行政協定にこそあ

った）（旧安保条約には米軍の日本駐留の取り決めが何も書かれていない）（条約は国会での審

議や批准を必要とする）（政府間「協定」ではその必要がない）（日米行政協定では、占領中使用

していた基地の継続使用、米軍関係者への治外法権、有事での「統一指揮権〈＝日本軍が米軍

の指揮下に入る〉」など、占領中の米軍の権利をほぼ全て認めるものだった）（新安保条約で日米

地位協定と改称するも、実態は、殆ど変わっていない）（都合の悪い取り決めは全て地位協定に

入れられている）。 

  米軍基地問題の根本は、「望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留する権利」と

いう、「日米地位協定」にある。日本でこの問題を変えようとする動きは必ず潰されてきた。（「戦後

史の正体」注：片山内閣の芦田外相の米軍の有事駐留案／鳩山一郎内閣の重光葵外相は、米

軍の完全撤退／石橋湛山内閣の日米対等の関係・自主外交の確立／岸内閣の対米自立路線

模索，駐留米軍の最大限の撤退・沖縄・小笠原の返還も提案した）。 

 ドイツは、ＮＡＴＯと地位協定を結んでいる。その４８条５で「共同の防衛任務に照らしてもその使

用よりもドイツ側の利益が明らかに上回る場合には、ドイツ当局の当該施設区域の返還請求に適

切な方法でこれに応ずるものとする」と規定されている。ドイツは、これに基づき多くの米軍基地の

返還を実現させた。基地返還は、①国内が一体になって主張すること。②理路整然と主張すること、

の原則を以って臨むことが必要なのだ。 

 米国は厳密な意味では、日米安保条約上、日本を防衛する義務を負っていない。少なくとも、１

９６０年までは、法的に日本防衛の義務はなかった。新安保条約では、「自国の憲法上の規定及

び手続きに従って共通の危険に対処する。」米国では、戦争宣言の権限は議会にある。大統領に

は戦争宣言をする権限はない。 

 しかし、ＮＡＴＯ条約では、①地域の安全を回復するために②兵力の使用を含め③直ちに行動を

とる、と明言している。    

在日米軍は何の為に日本にいるのか（２０１０．１２．２４朝日新聞調べ） 

日本防衛の為           日本 ４２％   アメリカ  ９％ 

      アメリカの世界戦略の為      日本 ３６％   アメリカ ５９％    

     日本の軍事大国防止の為    日本 １４％   アメリカ ２４％  

米国はあくまで「防衛に必要な支援を行う」のであり、「一体となって戦う」わけではない。「日本

は日本国民及び領域の防衛為の主体的責任を負う」。尖閣諸島を中国が攻撃してきたとき、初動
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の段階で米軍は出動しない。中国が尖閣諸島を支配すると、「施政権」は中国に移り、安保条約

の対象にはならない。オバマ大統領は２０１４年、尖閣諸島問題がアメリカの軍事行動に出る「レッ

ドライン」ではないと明言した。 

「核の傘」など、はじめからからない。 

「核の傘理論」・・・①Ａ国がＢ国を核で脅迫②Ｂ国はＣ国に助けを依頼③Ｃ国はＡ国に核で牽制 

しかし、④Ａ国がＣ国を核で攻撃したら、Ｃ国はＡ国核でを攻撃すると応酬 ・・・・・・ 「核の傘はな

い」となる・・・極端な危険が伴う同盟の有効性に疑問／核の傘は幻想。 

 日本の管轄地に対する中国の脅威への対応は、日米安保条約の問題の範疇で、集団的自衛

権の問題ではない。①米国は日本を守る義務をどこまで負うか②米国は中国と軍事的に対峙する

か③軍事的な対応がベストか、考えることは多い。 

 

 第２章 米国の世界戦略に翻弄される自衛隊 

 第二次世界大戦後の米国の対日戦略は、終戦直後の「再び軍事国家にしない」➡朝鮮戦争頃

の「日本に軍事力を持たせ戦わせる」へと変化。１９６０年新安保条約で、日本側は米軍草案の

「太平洋地域」を「日本国の施政下にある領域」へと限定。極東での米国への攻撃に巻き込まれな

いよう苦心。政治学者・猪木正道は、日米安保条約のマイナス面として「米軍の行動は、必ずしも

日本の国益と一致しないし、日本国民の多数の希望とも一致しない事もあり得ることを正しく認識

しておく必要がある」と指摘している。韓国軍はベトナム戦争で、始めは医療部隊➡次第に戦闘部

隊（延べ３２万人を派遣）。 

ソ連の崩壊を受けて、１９９１年にアメリカで行われた「アメリカの対外的脅威」に関する世論調査

によれば、最大の脅威は日本だった。 

    日本の経済力  大衆 ６０％    指導者層 ６３％  

    中国の大国化  大衆 ４０％    指導者層 １６％   

    欧州の経済力  大衆 ３０％    指導者層 ４２％ 

１９８９年、マクナマラ元国防長官は上院予算委員会で『ソ連の脅威が減じた今、３０００億ドルの

国防予算は半減できる。この資金は経済の再構築に回せる』と証言。しかし、米国の世界戦略は

「唯一の超大国としての米国の地位を、十分な軍事力で、永久化させる」となった。 

 その為には、敵がいる。そして、作り出された「悪の枢軸」は北朝鮮・イラン・イラクの三ヶ国。日独

を軍事に参加させる集団的自衛権（同盟体制を変容させ、同盟諸国の積極参加を求める）。軍事

行動の目的は米国が設定する。①自衛隊に国連のＰＫＯ、人道支援、災害援助の任務を行わせ

る②こうした任務には日本国内の世論も反対しない③そして日本の世論が慣れたところで、自衛隊

を戦闘場面で利用する。これが国防総省の日本部長ポール・ジアラの描いた図式である。冷戦終

結後、日本では「世界的、地域的規模での多角的安全保障協力の促進」を追求する動きがあった

が、米国により潰された。 

 

 第３章 第二次世界大戦後の国際秩序 

 有史以来、人類は戦ってきた。古来、戦に備える必要性は戦略家からも、宗教家によっても説か

れてきた。 

トゥーキュディデースは「強者と弱者の間では、強者がその欲する事をなし、弱者はそれを甘受

する。正義を説くのもよかろう。だが力により獲得できる獲物が現れたとき、正邪の分別にかかずら

わって侵略を控える人間などあろうはずがない」と説いた。キリスト教は殺人を咎めていたが、時と

ともに、戦を肯定しはじめる。 

４～５世紀の神学者アウグスティヌスの「正戦論」は、「個人は如何なる場合でも、殺人を正当化

出来ないが、国の指導者は国民の平和を守る義務があり、この義務が戦争を正当化する」という

論を展開。本来最も非暴力的なキリスト教徒が、最も秀いでた戦士を輩出した歴史の皮肉。ルタ

ーも同様の論を展開している。 

 クラウゼビッツは「①戦争とは、相手に自らの意志を強要するための力の行使②目的を確実に実
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施するために、敵を無力化する。これが戦争の本質③戦争は政治行為であるばかりでなく、政策

のための手段であり、政治交渉の継続である。④戦争により何を達成したいのか、どう戦争を遂行

するのかの考えなしに戦争をはじめてはならない」とする。モルトケはさらに「①敵政府のあらゆる

戦力源、経済力・運輸通信手段・食料資源・国家の威信すらも奪取しなければならない。②現代

戦は全人民を動員する③如何なる同盟であれ、同盟国の利害はある程度でしか一致をみない」と

指摘した。 

 １７世紀の３０年戦争で、主戦場となったドイツでは国土が荒廃し、全人口の１５～３０％（男性は

半減）を失った。チェコでも人口の１/３が失われた。悲惨な３０年戦争の結果、１８世紀までには戦

争の規模を制限する暗黙の了解がうまれた。思想的にはカントの『永遠平和ために』を生み、ウエ

ストファリア条約の「国家主権の尊重・内政不干渉」に結実した。 

 しかし、こうした考えは次第に風化し、ドイツとフランスは第一次世界大戦と第二次世界大戦で膨

大な死者を出すことになった。 

  第一次世界大戦   戦死者  兵士 約  ８６０万人  ／ 市民         約 ５０ 人 

  第二次世界大戦   戦死者  兵士 約２，３６０万人  ／ 市民 約２，０００～３，０００ 万人 

戦費・人的損失・物的被害は莫大で、勝者にも犠牲が多く、引き合わない＝「ピュロスの勝利」

であった。このことは国際紛争解決の道として「国際政治の相互依存」の考えを進めた。 

また、核兵器の出現で、「どちらが先制攻撃をしても、必ず両国とも壊滅する」という力の均衡、

いわゆる「相互確証破壊戦略」の考え方が生まれ、国家間の戦争を抑制している。つまり「相手国

を無力化する」➡「いかに戦争しないか」の戦略へと１８０度変化したのである。 

国際政治には、「リアリズム＝（現実主義）」と「複合的相互依存主義」によるアプローチがある。 

リアリズムの三前提①国家が主体②軍事力が優越的手段③安全保障優越的目標。この三前提を

逆にしたⒶ国家が唯一の重要な主体ではなく、脱国家的主体も重視Ⓑ軍事力と経済操作と国際

制度の活用が優越的手段Ⓒ福祉が優越的目標とする。紛争のリスクは、相互依存の関係で減少

できる。ＥＵやＡＳＥＡＮに 複合的相互依存主義の効用を見ることが出来る。 

 

第４章 日本の軍事力は無力である 

 日本の保守派には「日本独自の核兵器を持ちたい」という考え方があった。米国のネオコン（新

保守主義）にも、日本に核を持たせて中国に悪夢を見せ、中国・北朝鮮へのカードにしたらいいと

の考え方がある。その下準備として日本国内の国家主義的な感情を高ぶらせるのが望ましい。日

本の保守派論客が「核兵器保有の可能性」に言及するのは、米国のネオコンや産軍共同体と意

識連携してしまっているからである。 

 冷戦時代の１９７０年代後半、ドイツでは米軍の核配備に反対、米軍の核依存をやめた。独自の

対ソ連外交を展開し、「ソ連とは戦わないシステム作り」に傾注した。フランスは核抑止力として３０

０発の核を持ち、運搬手段としてＩＣＢＭ・戦略爆撃機・原子力潜水艦の３つを持っている。日本の

核保有肯定派は「１０発程度の核兵器を持てば抑止力になる」というが、その程度では相手国は

ひるまない。相手がひるまなければ抑止力にならない。核の脅威には、同等の核の抑止による自

衛力しかない。 

 日本の最大の弱点は、相手国の行動論理を読み、相手国の数手先を予測する戦略的思考が

欠けていることである。  

 北朝鮮のミサイル発射実験の度に、政府は「破壊措置命令」を出し、あたかもミサイルを迎撃で

きるような印象を与えるが、実際は不可能である。日本の弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）による迎撃は、

①海上自衛隊のイージス艦（３隻）からの海上配備型迎撃ミサイル（ＳＭ３）発射による大気圏外で

の破壊②逃がした場合は地上近くで地対空誘導弾パトリオット３（ＰＡＣ３）で破壊の二段階である。

しかし日本の都合のいいように相手がミサイルを撃ってくれるわけではない（吉田注：６．２３のムス

ダン場合、４００ｋｍを５分、落下速度マッハ１６～１７。迎撃ミサイルはマッハ４～５）。ミサイル防衛

システムによる迎撃がまったく不可能であることは、常識で考えればわかることである。しかも ＢＭ
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Ｄには１２年間で１兆３５００億円超の費用を要した。日本が際限なき軍拡に巻き込まれるおそれが

現実になりつつある。 

 米国がミサイル防衛の開発を進めるのは、軍事産業に莫大な利益をもたらすからである。防御の

優先順位を間違ってはならない。弾道ミサイル防衛に資金を投入することは、フランスのマジノ線

と似た運命を辿る可能性がある。敵は、防衛システムを迂回させればいいのだから。 

 

 第５章 中国脅威にどう対処すべきか 

 日本政府は何故、尖閣諸島問題の「棚上げ」をやめたのか。 

１９９３年、８党連立の細川内閣が成立。日本の安全保障と防衛力のあり方、通称「樋口レポート」

を作成した。同レポートは「冷戦終結の今、①世界的・地域的規模での多角的安全保障協力の促

進②日米安全保障関係の機能充実」を提言。これは、米国の新世界戦略と真逆だった。米国の新

世界戦略は、米国の新世界戦略は①唯一の超大国としての米国の地位を、十分な軍事力で、永

久化させる。②この目的達成のため、集団的国際主義は排除する③同盟国の日本にはこの体制

に協力させることであった。 

また１９９５年、村山内閣は「防衛計画の大綱」を改定し、「わが国周辺における平和と安定を確

保し、より安定した安全保障環境を構築する」ことを強調した。 

しかし米国にとっては、日本周辺の緊張が必要だった。尖閣問題で日本と中国の関係が緊張

することは、米国にとって望ましい状況なのである。日本国民のあいだの「中国に対する懸念」を

増幅させ、それによって集団的自衛権を受け入れさせる。防衛支出を増額させ、それを米国のた

めに使わせる。そして辺野古基地を建設させる、というからくりが見えてくる。 

日中関係は、尖閣問題の棚上げ合意に戻れば、その緊張は一気に減少するのだが、日本に

強い影響力を持っている米国防総省、軍需産業の人々にとっては、日中は緊張関係にある方が

都合がいいのである。 

 南シナ海に関しては２００２年にＡＳＥＡＮと中国との間で署名された「南シナ海における当事国

の行動に関する宣言」がある。宣言では「国家関係を規律する基本的な規範となる国際法の普遍

的に承認された原則へのコミットメントを再確認する」ことなどを詳細に規定している。この宣言をＡ

ＳＥＡＮ諸国と中国が守れば、南シナ海の緊張はなくなる（吉田注：国際法を守っていないのは中

国なのだが）。 

 

   第６章 北朝鮮の脅威にどう対処すべきか 

韓国が北朝鮮に対して行った「太陽政策」という融和政策は、うまくいかなかった。Ｈ．キッシン

ジャーは、北朝鮮の核兵器開発を止める最大の手段は、「国・指導者を武力により排除しないこと

を相手に理解させること」と指摘した。 

イギリスの経済平和研究所が発表した２０１５年の平和度指数ランキングでは、北朝鮮は１５３位。

金正恩体制は極めて不安定に推移している。度重なる側近の解任・処刑からもそのことが覗える。

今日、北朝鮮が世界でもっとも好戦的な国家であることは多くの人が同意するところだろう。 

 国際情勢の分析の出発点は、超大国米国が特定の地域情勢に如何なる利害を持ち、どう関与

していくか。そして米国は各地域、各国をその世界戦略の下で具体的にどの様に動かそうとして

いるのかを見ることである。 

 冷戦後の米国の世界戦略の中で、北朝鮮はどのように位置付けられているのか。 

ソ連の崩壊後、米国には、軍事力を削減し、資源を経済に回すという選択肢もあったが、最強の

軍事力を維持する事を決定した。軍事力の維持には、「敵」が必要だった。そこで、自ら米国を攻

撃することのあり得ない、イラン・イラク・北朝鮮の「悪の枢軸」とした。米国は、これらに国が脅威で

ある様な環境を作る。最も簡単な方法は、これらに国に対して、米国などの軍事的脅威が迫って

いる印象を与える。そうすれば先方は、必ず、軍事力を高める行動をとる。つまり、①米軍関係者

は、北朝鮮のミサイル・核開発を真に脅威とは、受け止めていない。②米軍は、簡単にその脅威を

排除できる。③米韓軍事行動で北朝鮮を追い詰めれば、北朝鮮は益々軍事敵冒険主義の方向
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に追いやられる。④これは、韓国、日本を米国に引き付けておくのに有利である。 

 北朝鮮との融和的な関係改善を志向し、南北基本合意締結を実現した蘆泰愚大統領は、１９９

５年、大統領在任中の不正蓄財と粛軍クーデター・光州事件の追及を受け、懲役刑となった。金

大中・蘆武鉉政権は「太陽政策」をとったが、以後の政権では凍結している。米国の北朝鮮政策

は、様々な考えが混在していた。米国の北朝鮮戦略を読み違え小泉首相は、厳しい批判に晒さ

れた。小泉首相は、米国の不信感を払拭するため、極端な対米従属路線を進んだ。北朝鮮との

関係で失脚した政治家に、金丸信・田邊誠・武村正義・野中広務がいる。北朝鮮への経済制裁で

は、独裁政権は倒れない。キッシンジャーが指摘するように、「中小国の核兵器の使用防止の道

は、無条件降伏を求めない事、国家生存の問題を含まない余地を作ること」なのである。 

 

  第７章 みずからテロを呼び込む日本 

 ２００１．９．１１米国同時多発テロ事件以降、現代は、テロの活動期に入っている。西側諸国がイ

スラム社会に軍事介入していけば、テロをまねく。それは既に、イギリス・フランス・スペイン・ベルギ

ーで起こっている。日本が集団的自衛権でイスラム社会に対する軍事協力を深めていけば、日本

国内にテロを呼び込む可能性が高まる。 

「テロとの戦い」後も、テロは増加している。テロリズムの現象は攻撃回数、殺傷性、テロリストの組

織の規模で一段と深刻化している。有効なテロ対策は警備強化ではなく、軍事不関与である。 

 １９９６年、オサマ・ビン・ラディンは「聖地メッカ、メディナのあるサウジアラビアを占拠している米

国に対する戦争宣言」を出した。この時点で、米国がサウジアラビアからの軍の撤退を決定してい

れば、９．１１テロは起こらなかった。ＢＢＣは２００３年４月、「ほぼ全ての米軍がサウジアラビアから

撤退した」と伝えた。米軍はサウジアラビア王族の求めに応じて、密かに撤退していたのである。 

「米国の世界戦略」の背景には、絶えず戦争を必要とする米国の「産軍共同体」の存在がある。

今日、「産軍共同体」は１９６１年にアイゼンハワー大統領が警告した時より、遥かに巨大で悪質に

なった。ベトナム戦争後、徴兵制度をなくした米軍は戦闘能力を維持するため、補給部門を大幅

に民営化した。これが、米国をそれまで以上に戦争する国にしてしまった。私的企業は、イラク戦

争での役務提供で少なくとも１，３８０億ドルを米国政府から獲得した。受注企業のトップはハリバ

ートン社で、元副大統領のチェイニーは長らく同社のＣＥＯだった。いま米国の国防産業は、海外

市場に着目している。世界の各地域での緊張を歓迎するグループ、これらの利益集団は米国の

政治に大きな発言力を持っているのだ。 

 

 第８章 真の平和国家・日本のために 

 安全保障、外交政策をめぐって、おびただしい嘘と詭弁が幅を利かせている。集団的自衛権は

本質的には米国戦略に自衛隊を差し出すシステムである。米国の 産軍複合体（国防総省・防衛

産業・防衛関連研究所なと）は、日中の緊張を高めることにより、日本に①集団的自衛権を容認さ

せる②国防費を増大させ、その戦力を米国戦略に利用する③米軍基地の維持拡大に賛成させる、

ことを意図している。 

 日米開戦の原因は、①指導者の嘘と詭弁の説明②この嘘と詭弁で政策を誘導③マスコミはこの

嘘と詭弁を検証せず、この嘘と詭弁の拡散に加担④国民はこの嘘と詭弁を信じ（信じるふりをし）政

策を容認⑤異なる見解を持つ者が弾圧された。この状況は、現代の日本にも類似している。例え

ば、原発の再稼働を危険と言ってはならない。ＴＰＰにＩＳＤ条項（投資家対国家間の紛争解決条

項）があるが、それが国家主権を侵すものと指摘してもいけない等。 

 「批判力を失い、思考力を失い、家畜的盲従に一切を委ねるようになった国民の文化的無気

力・無自覚・無反省・無責任などが悪の本体なのだ。あのような専横と圧制を支配者にゆるした国

民の奴隷根性とも密接につながる（伊丹万作）」のである。 
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 おわりに 

 いま日本は伊丹万作が指摘したような時代に再度入ってきた。 

「国境なき記者団」の発表によれば、２０１６年「報道の自由度ランキング」で、日本は１８０ヶ国中、

７２位である（１０年１１位／１４年５９位／１５年６１位と悪化中）。 

特定秘密保護法や、「中立性」・「公平性」を求める政府の圧力が、メデイアの自己検閲をもたら

している。放送法は、政府に放送局を直接規制する権限を与えた。併しながら、「インターネット自

由度」では、日本は世界７位。インターネットは玉石混交ではあるが、事実・解釈・結論の論理的な

整合性を、自分の頭で検討ほしい。 

 

 ＜報告者から＞ 

 まるで陰謀論の塊の様な著作であったが、孫崎が外務省にあっての知見がベースにあった事は

確かだろう。最後にもう一つ。アメリカは日本の占領解除にあたり、周辺国との間に３つの国境問

題となる棘を埋め込んだと孫崎は「日本の国境問題」でのべている。ソ連との北方四島問題（南千

島二島の国後・択捉島を追加）・韓国との竹島・中国との間に尖閣諸島。第二次世界大戦に至る

経過でもそうだが、アメリカの数十年単位の、深謀遠慮にはおそれいる。 

 本書の孫崎の中国寄りの姿勢には辟易。だが、日本はアメリカとの非対称な同盟関係か、中国

枢軸（アメリカが日本から出ていけば日本を属国とする）関係か、国連平和信仰しかないのだろう

か。 

アメリカ大統領選での混迷を見るにつけ、アメリカの世界戦略の変更もあり得る激動の時代に入

ったという感を強くする。諸賢の活発なご意見を受け賜りたい。 

 当初、高畠通敏先生の「平和研究講義」を当読書会のテキストにしたかったが、本の入手が困難

の為、生々しい本書となった。その間、カント、マックス・ウエーバー、池上彰、堺屋太一、加藤陽

子、内田樹等の著作も検討したが、結局本書を選択した。読書会の本の選択の難しさを痛感して

いる。ご寛恕願いたい。 

 

                                                    ～了～ 
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