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第 75 回高畠ゼミ OB・OG 読書会 2018 年 5 月 20 日 報告者：佐藤 健人 

 

白井 聡著 『国体論 —菊と星条旗— 』  （集英社新書） 

 

報告者が白井聡氏の著書を読書会で採り上げるのは『永続敗戦論―戦後日本

の核心―』（第 51 回・2014．5.24）に続いて 2 度目です。 

 

本書『国体論』を一読しての報告者の＜感想＞は、前回とほぼ同様なので、

その時のレポートの一部を抜粋します。 

 

著者は本書（永続敗戦論）について、このように語っています。 

  私は歴史学者ではないから、本書において新しい歴史的事実の提示を行なうわけでは 

 ない。その代わりに私は、われわれが歴史を認識する際の概念的枠組み、すなわち「戦

後」 

という概念の吟味と内容変更を提案する。３４ 

 

「永続敗戦」という概念によって、日本の現在と近過去をとらえる試みを、本書では 

展開してきた。換言すれば「かつての敗戦の責任をこの国は対外的にも対内的にもほ 

とんど取ってこなかったではないか」という批判は、いままで数限りなく繰り返され 

てきた。その意味では、本書の議論もこうした戦後日本社会批判の大枠を踏襲するも

のであり、別段新しい事柄を語ろうとしているわけではない。 152 

 

たしかに本書は、別段新しい事柄を語っているわけではありません。がしかし、

戦争なんか知らないよ、という純粋戦無世代のなかのひとりである著者（一九

七五年生まれ）は、現在（３・１１および現在進行形の安倍政権）と近過去を

俯瞰して、戦後のみならず戦前・戦中の天皇制国家をもとらえた新しい独創的

な概念＝『永続敗戦』という概念を提示しています。 

 

 戦後日本では、保守が親米的であり、革新が反米的であるという傾向が、冷戦構造に

も影響されるかたちで長らく顕著に続いてきた。冷戦構造における親米か親ソかとい

うファクターを除いてみた場合、この親米・反米感情の起源のひとつは天皇に対する

米国の取り扱いに対する評価に求められよう。つまり、保守･右派にとって、日本国

民が持つ天皇への絶大なる愛着（この愛着は、「本当は平和愛国者だった天皇を誰が

憎めようか！」という物語によって支えられている）を理解し共感を抱いた米国は道

義的に「善い」ものと評価され、他方革新・左派にとって、天皇を傀儡として間接統

治のための便利な道具として利用した米国は道義的に「悪い」ものと評価されるので
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ある。～こうした（道徳的）評価という行為自体が政治的には無意味であり、この（道

徳的）評価に基づく親米ないし反米という態度もまた無意味なのだ。～ したがって、

次のように整理可能である。占領軍の「天皇への敬愛」が単なる打算にすぎないこと

を理解できないのが戦後日本の保守であり、このことを理解はしても「米国の打算」

が国家の当然の行為にすぎないことを理解しないのが戦後日本の左派である。 

 

天皇の戦争責任をめぐる左右のこうした構図は、憲法九条に対する見解においては、 

鏡像反転したかたちで現れる。右派は憲法第九条を戦後日本にとっての最大の桎梏と 

みなし、護憲左派はこれを対日占領政策のうち最も高く評価すべきものに教える。 

戦後の日米関係を考察する際に、あれこれの米国の政策の道徳的価値を云々している 

限り、われわれの側の問題を棚上げしておくことができるからである。ゆえに「親米 

か反米か」という問題設定は、斥けられるべき偽りの問いにほかならない。問題は、 

われわれの側に、永続敗戦の構造をつくりあげてしまった日本社会のうちに存在する 

のである。 

  ゆえに問題は、日本が政治的･経済的･軍事的な対米従属を強いられるとして、その責 

はわれわれの国家・社会の側にある、ということを徹底的に自覚することである。130 

 

戦後の国体 

  永続敗戦をめぐる政府と社会の構造は、戦前における天皇制の構造に実によく似て

いる。かって、久野収と鶴見俊輔は明治憲法レジームにおける天皇制を「密教と顕教」

の比喩を用いて腑分けしてみせた。 

 

 報告者が本書をテキストに選んだもうひとつの理由は、ここにあります。 

 

一九五六年に出版された『現代日本の思想 Ⅳ日本の超国家主義』で、久野収

と鶴見俊輔は、伊藤博文が苦心して創り上げた大日本帝国の天皇制国家の本質

を、秀逸な比喩「密教と顕教」によって私たちに教えてくれました。 

それから五七年後に、一九七五年生まれの著者によって戦後日本の本質を分析

する方法論として用いられたことに、虚を突かれる、と同時に、著者の着眼力・

力量に感嘆したからです。 

 

 戦前のレジームの根幹が天皇制であったとすれば、戦後レジームの根幹は、永続敗戦 

である。 

永続敗戦とは「戦後の国体」であると言つてもよい。そうであるならば、永続敗戦の構 

造において戦前の天皇制が有していた二重性はどのように機能しているのであろうか 

それは、「敗戦」という出来事の消化・承認の次元において機能している。すなわち、 
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大衆向けの「顕教」の次元においては、敗戦の意味が可能な限り希薄化するよう権力は 

機能してきた。「戦争に負けたのではない、終わったのだ」と。そのことに最も大き

く寄与したのは、「平和と繁栄」の神話であった。この顕教的次元を補完する「密教」

の次元は、対米関係における永続敗戦、すなわち無制限かつ恒久的な対米従属をよし

とするパワー・エリートたちの志向である。165 

   

岸信介「真の独立」佐藤栄作「沖縄が還ってこない限り戦後は終わらない」中曽根康

弘「戦後政治の総決算」安倍晋三「戦後レジームからの脱却」 

  この顕教と密教の間での教義の矛盾は、対アジア関係において爆発的に噴出する。対

米関係において敗戦の帰結を無制限に受け容れている以上、顕教的次元を維持するた

めにはアジアに対する敗北の事実を否認しなければならない 166 

ここで問題は、この「新しい国体」がどのようにして形成されたのか、具体的にどの

ような過程によって戦前の国体との連続性が確保されたのか、というところにある。

168 

 

『安保条約の成立』（1996 年）から『昭和天皇・マッカーサー会見』（2008 年）に至る

豊下（楢彦）の一連の研究は、サンフランシスコ講和条約と同時に調印された日米安

保条約が、あからさまな不平等条約となった理由を追求することによって、象徴天皇

制というかたちでの天皇制の存続と平和憲法（そして、その裏面としての米軍駐留）

という戦後レジームの二大支柱はワンセットである、という従来からそれとなく意識

されてきた統治構造の具体的成立過程を明らかにするものであり、その過程における

昭和天皇の「主体的」行動の存在を説得的に推論するものであった。168 

 

  ほかならぬ昭和天皇こそが、共産主義勢力の外からの侵入と内からの蜂起に対する怯

えから、自ら米軍の駐留継続を切望し、具体的に行動した（ダレスとの接触など）形

跡である。～ 

 

その結果、一九五一年の安保条約は、「ダレスの最大の獲得目標であった「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、文字通り米側に“保証”した

条約」として結ばれることとなる。また、これらの過程で、沖縄の要塞化、つまりか

の地を再び捨石とすることも決定されていった。「要するに、天皇にとって安保体制

こそが戦後の「国体」としていちづけられたはずなのである」。そしてこのとき、永

続敗戦は「戦後の国体」そのものとなった。～ 

 

したがって、真の問題は、「国体」と呼ばれる一個のシステムの意味と機能を考えるこ

とにほかならない。それは、アメリカを引き込むことによって、敗戦を乗り越え、恒
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久的に自己を維持することに成功した。安保体制の確立を経て、ポツダム宣言受諾の

条件であった「国体の護持」の究極的な意味合いとは、米国によってそれを支えても

らう、ということにほかならなくなった。 １７０ 

戦前のレジームの根幹が天皇制であったとすれば、戦後レジームの根幹は、 

永続敗戦である。永続敗戦とは「戦後の国体」である、と著者は言います。 

 

『永続敗戦論』をレポートして、私は次のように記しました。 

「天皇への敬愛」、丸山や竹内好などが自分自身の内面と格闘した、この感情 

を抜きにした「天皇（制）」論を著者に期待したいと思います。 

 

真・善・美の内面的価値、さらに宗教性も合わせ持った天皇（制）と永続敗戦

を 

同等の「国体」として論ずることには、報告者は疑問を呈したいと思います。 

 

本書『国体論』で、著者の白井聡氏は私の問いに応答するように（勝手な思

い込みです）語っています。 

 

戦後に天皇制を語る際に繰り返し参照されてきた、「一木一草に天皇制がある」とい

う 

中国文学者の竹内好の有名な言葉がある。この言葉は、「天皇制的なるもの」が、天

皇 

と実際に近接・接触している政治機構上部の統治エリートのなかで発生し、社会全体 

に一方的に押しつけられていったのではなく、日本社会の至る所で、「天皇制的なる

も 

の」が形づくられているとの指摘である。あの天皇制ファシズムという異様な統治構 

造は、それを受け入れる広範で肥沃な土壌があったからこそ、成立し得たのであると。 

 この指摘は、日本社会のさまざまな組織や共同体にボスと茶坊主たちによる不条理 

な支配が見られるという現実に照らして、正当である。 

 しかし、「天皇制的なるもの」が仮に空気のように偏在する、すなわち日本社会の 

在り方を永久に規定する定めにあるのならば、その支配から逃れることをわれわれは 

諦めるほかないであろう。つまり、天皇制に関する一見「深い」議論は、その克服の 

不可能性を結論することにしばしば帰着する。 

 それゆえ本書は、天皇制あるいは国体を、基本的にあくまで近代日本が生み出した 

政治的および社会的な統治機構の仕組みとしてとらえることに、自己限定した。一木 

一草の揺らぎにまで天皇制の痕跡を求めずとも、われわれは十分検証できるほど近い 

歴史的起源をたどることでその機能を把握できるはずだ、という確信に基づいてのこ 
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とである。317 

 

『国体論 ―菊と星条旗― 』を読み進めます。 

「戦前の国体」とは、万世一系の天皇を頂点に戴いた「君臣愛睦み合う家族国

家」 

を理念として全国民に強制する体制であり、「戦後の国体」とは、菊と星条旗の 

結合であり、その核心は特異な対米従属―永続敗戦―が本質と著者は語ります。 

  本書は、日本近代史についての１個の仮説に基づいて歴史を語ることによって、その

トータルな構造を俯瞰し、「戦後」がいかなる時代であったかという問いに対する答え

を模索する。 

   本書が採る方法は、明治維新から現在に至るまでの日本近代史を、「国体の歴史」と

してとらえるというものである。 54 

 

   昭和天皇が積極的にアメリカを「迎え入れた」最大の動機は、共産主義への恐怖と

嫌悪であったと豊下は見る。東西対立が激化するなかで、内外からの共産主義の浸透

を防ぐ守護神として、昭和天皇はアメリカの軍事的プレゼンスを求めたのである。～

～  

アメリカの軍事的プレゼンスを積極的に受け入れることは、まさに「国体護持」の手

段たり得たのである。そこにおいて、天皇の政治介入がどれほどの直接的実効性を持

ったかということは、さしたる問題ではない。問われるべきは、戦前から引き継がれ

たシステムとしての「国体」が、対米関係を媒介としてその存続に成功したこと、そ

してそ 

れによって、どのような歪みが日米関係にもたらされたのか（不平等条約の恒久化、

対米従属体制の永久化）という問題である。 

 豊下いわく、「天皇にとって安保体制こそが戦後の『国体』として位置づけられたは

ずなのである」。57 

 

 国家体制が対米従属的であることそのものは、珍しくも何ともない。世界には、ア

メリカに対してさまざまな側面で従属的であったり、依存的である国は数限りなくあ

る。～問題は、日本の対米従属そのものではなく、その特殊なあり方にある。 

 その最も見やすい例を挙げるならば、日米安保条約に付随する取り決めである日米

地位協定の著しい不平等性である。59  

 

 そこにこそ日本の対米従属において他に類を見ない特徴があるのだが、それは従属

の事実が不可視化され、否認されているところにある。 
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われわれがいま現実に目にしているのは、「天皇陛下の赤子」の相似形である「アメリ

カは日本を愛してくれている」という物語の亡霊と、その亡霊がなおも生者をとらえ

ている異様な有様である。「国体」は、残骸と化しながら、それでも依然として国民の

精神と生活を強く規定している。 63 

 

「歴史は繰り返す」という警告は、ただそれだけでは抽象的であり、具体的に跡づけ

られなければならない。「国体の形成・発展・死」の反復する過程として近現日本史の

構造的見取り図を与えることが、本書の課題である。65 

 

「戦前の国体」 

Ⅰ明治時代 

天皇の国民 

明治時代は、近代天皇制の「形成期」であり、それは同時に近代国民国家としての

日本の基本的構造が確立されてゆく時代でもあった。紆余曲折を経ながら、天皇は明

治憲法（大日本帝国憲法）によって「神聖不可侵」な「統帥権の総覧者」として位置

づけられるに至る。天皇は、いわば日本国を主宰する存在となったのである。同時に

その過程で、日本の国土の住人は「天皇の国民」として再定義された。66 

 国体の形成期 

明治維新（一八六八年）に始まり、大日本帝国憲法の制定（一八八九年発布、翌年 

  施行）を経て、おおよそ日露戦争（一九〇四～〇五年）から大逆事件（一九一〇年） 

および明治の終焉（一九一二年）頃までの時代を「戦前の国体」が形成・確立された 

時期とみなすことができる。 84 

 

   「国体」の形成期は、その基礎が構築された時期に当たる。逆に言えば、基礎が構 

  築されるまでは、後に「国体」と呼ばれる何かは、この時期には確たる存在とはなっ

て 

いなかったことを意味する。86 

 

封建社会における、自律的に暴力を行使する権能を持った主体が複数存在した状態 

  を解消し、中央政府の許に「正当な暴力行使」の権能を集中させることが、新政府に

と 

って何物にも優越する最初の課題であった。なぜなら、それが近代的国家の成立のた

め 

に不可欠なことだからである。 

 しかし、そのプロセスは戊辰戦争のみで終結したのではない。新政府は、廃藩置県

に 
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よって旧来の「正当な暴力行使の主体となる組織」としての藩を廃止し、廃刀令と秩

禄 

処分によって「正当な暴力行使の主体を担う人間」の属した身分（＝武士階級）を廃

止 

したが、それに対する反発は度重なる士族反乱として現れた。 

 新政府は、国民皆兵の理念に基づく徴兵制を敷くことによって近代国家の許で新し 

く組織された暴力によって士族反乱に対抗し、勝利する。一八七七年の最後にして最

大 

の士族反乱たる西南戦争をもって、「暴力の独占」は完成したと見ることができる。 88 

 

一八八九年から九〇年にかけての大日本帝国憲法の発布と帝国議会の開設は、こう

した革命プロセスに終止符を打つものとして現れている。 

 同じく、「戦前の国体」を法制度的に確立した大日本帝国憲法の成立は、明治維新直

後の多様な可能性を孕んだ渾沌期が一定の安定へと移行したと同時に、明治レジーム

に含まれていた潜在的な可能性が除去され、ひとつの必然的な在り方へと収斂したこ

とを意味していた。91 

 ここで注目すべきは、憲法および議会をセットとして、一八九〇年に教育勅語が発

布 

されたことである。 

 

 天皇の名において出された教育勅語は、このような文脈において、封建時代を生き

てきた国民にとって馴染み深い儒教的な通俗道徳を援用することで、権利主張と要求

に対してタガをはめるものとして企図された。明治レジームの運営者たちにとって、

国民の権利主張と要求は、日本が近代国家を名乗る以上公認されるべきものであった

が、まさにそれは「国体に抵触しない限りにいて」公認されるものでなければならず、

そのような制約を国民が自発的に内面化するように導くための装置として、教育勅語

は導入された。92 

 

 かくして、一方では憲法と議会によって立憲政体の体裁を構築しつつ、他方では、 

国民の内面を「天皇の国民」としての規範の統制に服せしめる試みが同時に行われた。 

国家の制度と国民の内面という両面の整備において、明治レジームは不安定記を脱し

て確立された。言い換えれば、ここにおいて、明治維新から二〇年余りを経て、近代

前半の「国体」は一応の確立を見たのである。95 

 

国体概念の特徴 

１．「国体と政体」の二元論 
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 時代によって支配統治の政治的形態（政体）は変化するが、政治の次元を超越した 

権威者として天皇は常に変わらず君臨してきた（国体）という秩序観である。言葉を

換えれば、実質的「権力」（政体）と精神的「権威」（国体）が分かれてある、という

ことだ。この考え方は、近代の国体の最大の危機（＝敗戦と占領支配・属国化）にお

いて、 

やがて巨大な役割を果たすことになる。 98 

 

２．明治憲法の二面性 

  第一条は、いわゆる「万世一系」の神権政治的理念に関わっている一方で、第四

条は立憲君主制の理念に関わっている。102 

 

 戦後に、鶴見俊輔と久野収は、明治憲法レジームは、エリート向けには立憲君主制

として現れ、大衆向けには神権政治体制として現れたのであり、前者は明治憲法の

密教的側面、後者は顕教的側面としてそれぞれ機能した、と論じた。そして、昭和

の軍国主義ファシズム体制の出現とは、神権政治体制の側面が立憲君主政の側面を

呑み込んでしまった事態であった。 101 

 

 「統帥権の総攬」という概念は、素人目には「天皇自らが絶対的統治権を行使する」

ことを指すかのように映るが、法学的常識によれば、その意味するところは正反対

である。すなわち、「統治する」のではなく「統治権を総攬する」が含意するのは、

統治する行為を具体的な次元で決定し担うのは天皇の輔弼者であり、元首たる天皇

はこれを裁可するという形式的な行為をするにすぎない、ということだ。 104 

 

 憲法が欽定であったこと、つまり制憲権力を天皇が独占しているという建前で憲法 

 が発布されたこと、そしてそれと軌を一つにするかたちで、憲法は天皇の国民に対

す 

 る約束や誓いというかたちではなく、「天皇が『皇祖皇宗ノ神霊』に許可を求め、続 

いて国民のほうに向き直って憲法を賦与する形式をとった」こと―これらはすべて、 

権力の正統性の源泉は、天皇にのみあって、国民には存在しないことを物語ってい

た。 

  106 

  

  立憲政体としての体裁をとにもかくにも整えた大日本帝国は、日清・日露戦争の

勝 

 利によって本格的な帝国主義国家の地位を獲得するに至る。一九一一年には、幕末

以来の悲願であった不平等条約の改正も完了する。それは、幕末期の「独立の危機」
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に 

 始まり、維新という実質的な革命を経て、「一等国として立つ」という「坂の上の雲」 

 を追ってきた明治の国家体制のひとつの到達点であった。108 

  

「戦前の国体」相対的安定期～崩壊期 

    日露戦争の終結から大逆事件に至る時代は、「戦前の国体」の「形成期」から「相 

対的安定期」への転換期にほかならなかった。 

 教科書的に言えば、この転換期とは、明治時代の有司専制政治から大正デモクラ

シ 

ーへの転換を準備するものである。大正デモクラシーの時代は、それが軍部によっ

て 

打倒されるまで、「憲政の常道」に基づく政党内閣が常態化した、明治憲法下におい 

て最も安定した民主政治が行われた期間であるとされる。 

 しかし、この転換期の時代に流れた雰囲気は、「安定した民主政治の幕開け」とは 

程遠い、不安感と焦燥感に満ちたものであった。224 

 

「国体の本義」1937 年 

天皇制は支配機構の総体でありつつ、まさにこの社会に内在する敵対性の否認を 

そのイデオロギーの核心としていた。 

大日本帝国は、万世一系の家長とその赤子が睦み合って構成される「永遠の家族で 

あるとされた（家族国家観）。つまりそれは、支配であることを否認する支配なので 

ある。 

 かつ、論じてきたように、天皇制は、偏在するがゆえに不可視化されたシステム

と 

して念入りに形づくられ、圧倒的多数の日本人にとってほとんど「第二の自然」と 

化していた。 252 

 

「国体の敵」 

本書に重層さを加えているのは、著者の白井聡氏が、「国体」に抵抗した人物 

や、反対した運動を採り上げてそれぞれに共感的な論評をしていることです。 

  

 「戦前」の自由民権運動 内村鑑三不敬事件 大逆事件 大正政変 米騒動 朝日平吾

の安田善次郎刺殺事件 大正天皇像 戦前共産党の失敗 北一輝 二・二六事件の理

念 

「戦後」の講和論争 六〇年安保 三島由紀夫 連続企業爆破事件 東アジア反日武装 

戦線 べ平連 
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 ページ数の都合で記述は省略しますので、著書の本文をお読みください。 

 

「戦後の国体」の歴史―国体護持 

  1945.8.14：御前会議にてポツダム宣言受諾  8.15：玉音放送 

 

   日本の支配層にとって、ポツダム宣言の受託に至る連合軍とのやり取りは、そのよ

うな「国体概念の客観化」を切羽詰まったかたちで迫られた空前絶後の瞬間を印して 

  いたのだった。そこで神話的含意（「天孫降臨」「三種の神器」「万世一系」「万邦無比」 

  「現御神」「天壌無窮」など）を取り去られて抽出された国体の概念は、「天皇ノ国家

統治ノ大権」、「天皇が統治の大権を握る国家体制」であり、それは文字通り読めば、「専

制君主制国家」という「政体」を事実上意味するほかない。 

 

  第三者の視点から見た一九四五年八月十日の時点での日本は、神権政治的理念によっ

て衝き動かされた極度の軍国主義的な「専制君主制国家」以外の何物でもなかった。

150 

   

   サンフランシスコ講和条約の調印・発効による主権の回復、日本の国際社会への 

  復帰は、論理的に見て、かかる政体に対する否定と改革抜きにはあり得なかった。 

   それは、ポツダム宣言第一二項に書かれた降伏後の占領条件提示―前期諸目的ガ達

成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府

ガ樹立セラルルニ於テワ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ―の延長線

上にある。 

   ここに言う「前期諸目的」とは、軍国主義の除去や体制の民主化を具体的には指し

ている。そして、占領改革を通じてこれらの課題が一定程度以上に達成された、つま

り、ファショ化の温床となった「専制君主制国家」という政体＝国体が、根本的に変

更されたと国際的に認められる状況になったからこそ、講和条約の締結が可能になっ

たはずである。151 

   ポツダム宣言の内容、受諾の際のやり取りを率直に解釈すれば、占領期における主

権 

  は、法的にも実態に照らしても、GHQ あるいはマッカーサーの許にあった。ゆえに、 

一九四五年八月に「革命」（主権の移動）があったとすれば、それは天皇からマッカー 

サーへの主権の移動である。 154 

   

   GHQ は、憲法を制定する権力を持っていたと同時に、政治的に必要であれば憲法を 

  破る権力（憲法に拘束されない権力）を持っていた。だが、ここ点にこそ、占領期に

お 
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ける主権をめぐる論争において曖昧にされ―もっと言えば、言及を忌避され―、無意

識 

化されたのであった。 155 

 

 占領期における「アメリカの日本」という構造は、占領期を超えて無制限に維持さ

れ 

ることとなった。それは、日本の側が自発的に主権を放棄することによってである。 

 かかる代償によってわれわれは何を得たのか。それこそが、「国体は護持された」と 

いう擬制にほかならない。159 

 

 発せられた時点では希望的観測にすぎなかった「既に国体を護持し得て」（玉音放送） 

は、国体は「毫も変更せられない」（吉田茂）へと接続することができた。そして、マ 

ッカーサーらのこの努力を、日本人は「アメリカへの理解と敬意」と解して、従属（主 

権の自発的放棄）を正当化した。159 

 

 「対米協力＝反共主義＝国体の防衛」という三位一体は、こうした変節を正当化す

る 

ための論理を与え、主権の自発的放棄を促す。 

 ポツダム宣言受諾から占領、サンフランシスコ講和条約、日米安保条約を通じて、 

主権の放棄と引き換えに、国体護持が得られたのである。 160 

 

「戦後の国体」の起源（政治神学の原点） 

1945.9.27 第一回 昭和天皇・マッカーサー会見 

  私は大きい感動にゆすぶられた。死をともなうほどの責任、それも 

 私の知り尽くしている諸事実に照らして、明らかに天皇に帰すべきで 

はない責任を引受けようとする、この勇気に満ちた態度は、私の骨の 

ズイまでも揺り動かした。私はその瞬間、私の前にいる天皇が、個人 

の資格においても日本の最上の紳士であることを感じとったのである。 

                         マッカーサー「回想録」 

  マッカーサーは、昭和天皇の高潔な人格（私は全責任を負う覚悟である等、天皇の発

言） 

を理解し感動した。そこから神話が始まる。120 

 

この神話を信じたい動機が戦後の日本人にあるからだろう。その動機とは、自分たちの 

戴く君主が高潔な人格の持ち主であってほしいという願望だけではない。天皇の高潔さ 

にマッカーサーが感動し、天皇に敬意を抱いた、つまりアメリカは「日本の心」を理解
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し 

た、という物語を日本人は欲しているのである。122 

 

「天皇を理解し敬意を持ったアメリカ」―この観念に、今日奇怪と評するほかないもの

と 

なり果てた日本の対米従属の特殊性の原点があるからだ。127 

 

 対米従属的な国家は世界中に無数に存在するが、「アメリカは我が国を愛してくれてい 

るから従属するのだ（だからこれは別に従属ではない）」などという観念を抱きながら従 

属している国・国民など、ただのひとつもあるまい。 

 

愛に基づいた従属ならば、それは従属ではない。在日米軍を「思いやり」、もてなすとい 

う精神に、この衝動は最も明瞭に現れている。 128 

 

  戦前のデモクラシーの限界が明治憲法レジームによって規定された天皇制にあったと 

すれば、戦後のデモクラシーもまたその後継者によって限界を画されている。いずれの 

時代にあっても、「国体」が国民の政治的主体化を阻害するのである。 

 被支配とは不自由にほかならず、支配の事実を自覚するところから自由を目指す探求 

が始まる以上、支配の事実が否認されている限り、自由を獲得したいという希求も永遠

に 

あり得ない。つまり、日本の戦後民主主義体制とは、知性の発展と自由への欲求に対す

る 

根本的な否定の上に成り立っている。 130 

 

  表面上の敬意と愛情と、その真の動機としての軽蔑・偏見・嫌悪を日米が相互に投射

す 

るという過程が「天皇制民主主義」の成立過程の本質であった。そして、天皇制民主主

義 

の成立とは、「国体護持」（変容を通過しつつも）そのものである。136 

   

「戦後の国体」の完成 ―「日本国憲法」＋「日米安保条約」 

  1946．11.3 「日本国憲法」公布  

  1951．9.8 「サンフランシスコ講和条約」＋「日米安保条約」調印 

   

  占領下では、憲法制定権力の実質は GHQ にあったが、その形式的行使権限は天皇に委 

ねられていた。言い換えれば、国体の頂点を占める GHQ（＝連合国、実質的にアメリカ



13 

 

であり、より実質的にはマッカーサー）が、天皇を通じて主権を行使する。163 

 

  新憲法の謳う国民主権における「国民」は、政権過程において一貫して不在であり、 

 GHQ が日本国民の主権者としての地位を代行・擬制しているにすぎない、という事実か 

らは、目が閉ざされたのであった。 

   

  GHQ が憲法改正を日本側に指示し、国務大臣の松本烝治が明治憲法に小規模の改定を 

加えた案を作成するが、GHQ は到底これに満足せず、「マッカーサー三原則」（「天皇を元

首とする」「戦争を放棄する」「封建制度を廃止する」）に基づく憲法草案を急遽作成し、

日本側に受け入れを要求する。日本側は、「戦争放棄」の条項に驚愕するが、GHQ 側はそ

れを押し切り、現憲法の骨格が確定される。 

ここにおいて重要なのは、「マッカーサー三原則」における「天皇を元首とする」と「戦 

争を放棄する」は、相互補完的な関係にあった、ということだ。165 

 

昭和天皇は～国体を護持するためには、自らが大元帥の地位をさることはもちろんの

こと、戦後日本が自衛戦争の権利すらをも放棄する姿勢を見せねばならない、というき

わめて透徹した認識がそこにはあった。 

マッカーサーからすれば、円滑な占領統治のために是が非でも天皇を救いたい。ここ

に 

は両者の、阿吽の呼吸とも言うべき、協力関係を見て取ることができる。 

こうして、占領初期においては、天皇の国体護持を目指す強固な意思は、GHQ による 

占領統治への積極的協力として現れた。 166 

 

  沖縄問題の「処理」における昭和天皇の「沖縄メッセージ」の発信は、国体のフルモ

デ 

ルチェンジによる護持過程の中核部に位置した出来事であった。167 

天皇制の存続と平和憲法と沖縄の犠牲化は三位一体を成しており、その三位一体に付 

けられた名前が日米安保体制（＝戦後の国体の基礎）にほかならない。「沖縄メッセージ」 

は、この仕組みの国体護持にとっての死活的重要性を物語っている。168 

 

昭和天皇が果たした超法規的な役割 

    

   旧憲法下においても新憲法下においても、自らの意向をほのめかすことによって統 

治エリート集団が進むべき方向性に示唆を与えるという点が共通しており、その意味 

で根本的役割は異ならなかった。また、そのような天皇と統治エリート集団との意思

の 
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 調整・一致が、国体イデオロギーの言う「君民共治」の実態であり、限界でもあった。 

 当人の認識はともかくとして、終戦から日米安保体制の成立に至る体制全般の危機の 

過程で天皇が果たした役割は、超憲法的なものであった。戦争終結を天皇自らが実質 

的に裁断した場となった御前会議は明治憲法において規定のない超憲法的存在であっ 

たし、新憲法の下では、主権者であると擬制された国民の選んだ政府と超憲法的権力 

そのものである GHQ およびアメリカ政府とを媒介する役割を果たしたのであった 169 

豊下樽彦氏によると、天皇にあっては、天皇制の危機を乗り越えることは、憲

法規定を遵守することよりも重要なことであったこと。 

さらに興味深いことは、マッカーサーとの第二回会談（1946．5.31）において、

国会での審議が始まっていない段階で、天皇は「新憲法作成への助力に対する

謝意（天皇制が維持された、こと）」を表明していた事実です。『昭和天皇の戦後

日本』 

 

「戦後の国体」の現状 

   今日、名護市辺野古沖の新基地建設問題をはじめてとして、沖縄は国民統合の危機

が 

  最も明瞭に可視化される場所となっているが、それは「戦後の国体」の歴史的起源の 

  帰結である。「天皇制の存続」は憲法九条による絶対的な平和主義を必要としたが、他 

方で、その同じ「天皇制の存続」は日米安保体制を、すなわち世界で最も強力かつ間

断なく戦争を続けている軍隊が「平和国家」の領土に恒久的に駐留し続けることを必

要とした。 

 この矛盾に蓋をする役割を押しつけられたのが沖縄である。167 

   

「失われた時代」としての平成 

1．経済成長の終焉―民族再起の物語の空転 

  バブルの崩壊は、戦後ほぼ一貫して右肩上がりであり続けた日本経済の成長期にピリ 

オドを打った。～ 

しかし、戦後日本にとって、「経済成長」は「豊かになること」以上の意味を持って

いた。それは、「エコノミック・アニマル」と罵られ、過労死によって世界を驚愕させ

てまで、追求させるべき何かがあった。なぜなら、そこにこそ、敗戦という巨大な挫折

からの民族の再起という、戦後日本の物語が懸けられていたからであ。43 

 

2．東西冷戦の終焉―アメリカによる「庇護」から「収奪」 

  拙著『永続敗戦論』と『戦後政治を終わらせる』で論じたように、日本の戦後レジー

ムの構造ならびに「平和と繁栄」に基礎を与えた最大の要因は東西冷戦において日本

が占めた絶妙の地政学的な位置にあった。 
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   ソヴィエト連邦という日米にとっての共通敵がある限り、アメリカはアジアにおけ

る最重要の同盟者である日本を庇護する具体的な理由があり、したがって日本が対米

従属を国家方針の基本とすることにもそれなりの合理性があった。この構造に守られ

て、日本は対米従属状態にありながら、経済の面ではアメリカにとって脅威となるま

で強大化した。 

 だが、ソ連を首領とする社会主義圏の崩壊は、事情を一変させた。この変化によっ

て、アメリカが日本を庇護しなければならない動機は、基本的に消滅した。～ 

 これらの協議（「日米構造協議」「日米包括経済協議」「年次改革要望書」、TPP、日米

FTA 協議）では、公正な貿易によってアメリカの対日貿易赤字の削減を図ると称して、

新自由主義的な政策の採用を強いる内政干渉的ですらある要求が突きつけられてきた。

そしてその延長線上で、いわゆるジャパンハンドラーたちの手による、アーミテージ

＝ナイ・レポートのごときものが、日本の政府与党の安保政策から経済政策まで重要

な政策を公然と規定するという事態が生じるに至っている。45 

  

３．昭和の終焉 

   第三に、これは全くの偶然であったが、このふたつの大転換とほとんど同時に、一

九八九年、昭和天皇の逝去によって昭和が終わった。関東大震災の余燼と大恐慌に始

まり、ファシズムの台頭と一五年戦争の敗北、焦土化、そして驚異的な復興から経済

大国への道をたどった激動の時代が終焉を迎えた。 

 一度は亡国の事態に直面し、「現人神」と「人間天皇」の二生を生きた昭和天皇は、

バブル経済に沸く日本の資本が、ニューヨークのシンボルたるロックフェラー・セン

ターやコロンビア映画を買収した、というニュースが世間を賑わすのを見届けるかの

ごとく世をさった。 46 

 

平成時代は「愚かな時代」 

   平成の時代は、この時に始まったのである。してみれば、この時代の課題は、戦後

日本の「平和と繁栄」を支えた条件の消滅を受け止め、新しい条件に適応するための

変化を成し遂げることであったはずである。 

 しかし現実には、力強い経済成長を取り戻すことはできず、さりとて経済成長に代

わる新しい豊かさや幸福の在り方を確立することもできないまま、格差拡大と貧困の

蔓延によって、新しい階級社会が生み出された。（経済における「失われた二〇年」）。

46 

 

 他方、政治においては、九〇年代に盛んに喧伝された「アジアへの着地」は、頓挫

し、対米従属の必然性が消え去った時代において対米従属が亢進するという逆説的事

態が進行してきた。 
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 対米従属とアジアにおける日本の孤立は別の事柄ではない。それは、冷戦時代から

コインの両面として機能してきたのであり、永続敗戦レジームの根幹的な構造をなす

ものである。第二次世界大戦後のアジアにおいて、「アメリカの一番目の子分」の地位

をしめることによって、侵略と植民地支配という負の歴史に対して向き合うことを最

小限に済ませることが可能となったからである。47 

 しかし、冷戦の終焉は、日本の戦後レジームを清算しなければならない状況を生ん

だ。 

 しかし、われわれがいま、現実に目撃しているのは、清算どころか永続敗戦レジーム

の原理主義的な純化である。自民党を筆頭に、政官財学メディアに根を張った永続敗

戦レジームの管理者たち（＝親米保守派の支配層）は、アメリカからの収奪攻撃に対

して抵抗する代わりにその先導役として振る舞うことによって自己利益を図るように

なり、対米従属は国益追求の手段ではなく自己目的化した。その一方、日韓や日中間

の信頼醸 

成があらためて始まる気配は見えない。 

    

  安倍晋三の自称する「保守主義」とは、この暗愚なる者を二度までも宰相の地位に押

し上げた権力の構造を、手段を選ばずに「保守する」という指針にほかならなかった。 

 

  政治の次元で「戦後を終わらせる」試みのすべてが対米従属体制の強化へと帰結した

ことは、平成時代の政治の極度の不毛性を表している。（政治における「失われた二〇

年」）49 

 

以上のように記して、平成時代とは明治維新以来の日本人の欧米に対するコン 

プレックスとほかのアジア諸国民に対するレイシズムにまみれながら、「あの頃 

（＝冷戦時代）はよかった」という白日夢にまどろみ続けた時代、ひとことで

言 

えば、それが平成である。と断言し、さらに、筆者自身（白井聡氏）が大部分 

の生を過ごしてきた平成時代を「愚かな時代」として規定されると語ります。 

 

蛇足ながら、「愚かな時代」の最高・最良の「愚かな首相＝安倍晋三」の「愚か 

さ」を見事に証明してみせたのが、安倍首相 70 年談話です。（その一部を抜粋） 

 

  「日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争に 

  は何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに、謝罪を 

続ける宿命を背負わせてはなりません」 
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ここで語られていることは、日本国家の、そして日本国民の代表者である首相

が、 

世代と国民を混同していることに気づかない愚かさ、そして、そのことによっ

て 

日本国民を分断していることに思いも及ばない無知と愚かさの証左です。 

戦争世代、戦後世代であろうが、さらに戦無派世代でも、「日本」という国号が

変わらない限り、「日本国民」は、あの戦争に対して積極的、消極的、または無

関心でさえあっても関わり続ける宿命、運命であるのが、＜歴史の重さ・宿命

＞だと、私は思います。皆さまは談話をどう読みましたか。 

 

著者は現状についてさらに語ります。 

  日本の対米従属の問題性の核心は、日米安保条約でもなければ、大規模な米軍基地が 

 国土に置かれていることでもない。 

  対米従属の現状を合理化しようとするこれらの言説は、ただひとつの真実の結論に決 

して達しないための駄弁である。そしてそのただひとつの結論とは、実に単純なことで

あ 

り、日本は独立国ではなく、そうありたいという意思すら持っておらず、かつそのよう

な 

現状を否認している、とい事実である。 297 

  本物の奴隷とは、奴隷である状態をこの上なく素晴らしいものと考え、自らが奴隷で 

 あることを否認する奴隷である。さらにこの奴隷が完ぺきな奴隷である所以は、どれほ

ど 

 否認しようが、奴隷は奴隷にすぎないという不愉快な事実を思い起こさせる自由人を非

難し誹謗中傷する点にある。 

  深刻な事態として指摘せねばならないのは、こうした卑しいメンタリティーが「戦後

の国体」の崩壊期と目すべき第二次安倍政権が長期化するなかで、疫病のように広がっ

て 

 きたことである。 298 

 

「戦後の国体」の幻想的観念 321～ 

① 「万世一系の皇統」 

天皇による支配秩序の永遠性（天壌無窮）を含意するが、今日、外交の場面で大真面

目で謳い上げられているのは、日米同盟の永遠性（天壌無窮）である。 

② 「祭政一致という神聖的理念」 

   司祭者＝政治指導者は、宗教的実践の原初的形態においては、五穀豊穣や大漁を祈
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る 

   マツリゴトの場面で、祈念したり神の宣託を受けたりといった主役の役割を 

   果たす。今日の社会でこれに類似する機能は、「グローバリスト」たちによって構成 

   される専門家（中央銀行関係者、経済学者、アナリスト等）集団が果たしている。 

③ 「天皇と日本国による世界支配の使命」 

戦前国体の「八紘一宇」のイデオロギーと直結するものであるが、その戦後的機能は 

「パックス・アメリカーナ」に見出されうる。 

④ 「文明開化を先頭にたって推進するカリスマ的政治指導者としての天皇」 

戦後におけるアメリカニズムの流入に鑑みれば、その機能を了解することができよう。 

アメリカニズムの流入の日本的特徴は、戦後日本の国民経済が成熟し、日常的な消費

生活においてアメリカが「憧れの中心」の地位から去った後、「アメリカ的なるもの」

は、「制度改革の原理」のようなより抽象的で、時に見えづらい次元で機能するよう

になった。 

 

 「戦後の国体」の末期たる現在において現れたのは、「戦後日本の平和主義」＝「積極的 

平和主義」＝「アメリカの軍事戦略との一体化」という図式である。この不条理そのも

の 

の三位一体は、しかしながら、三項すべてが「天皇制平和主義」であるという一点にお

い 

て首尾一貫しているのである。 

 

「平和主義」の意味内容の変遷は、「戦後の国体」の頂点を占める項が、菊から星条旗へ 

と明示的に移り変わる過程を反映している。337 

 

「お言葉」について 

  自らの展開してきた「お言葉」の解釈が、現実政治にあからさまに関係するという意

味で政治的であること、また「お言葉」にある種の霊的権威を認めていることを決して

否定しない、と著者は語っています。 339 

 

報告者は、白井聡氏の「お言葉」の政治的・霊的解釈に同意することに異存は 

ありません。ただ一つ付け加えたいことがあります。 

 

   憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、 

  このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも 

  皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来 

  を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、 
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  安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話し 

  いたしました。 

   国民の理解を得られることを、切に願っています。 

 

「天皇制」は遠からず滅びる、しかし、＜天皇家＞は途切れることなく存続し

な 

ければならない。ここに「お言葉」を発したもう一つの意味、そして最も強い

覚悟があると思います。 

実質的には、「初代」象徴天皇である平成天皇は、皇后さまと二人三脚で、「象

徴天皇」のあるべき姿＝像を、たぶんご結婚以来お考え続けになり、＜お務め

＞ 

にその解答を見出したのではないでしょうか。 

 

まとめ 

１．「一草一木国土悉皆天皇」（竹内好）は「専制君主制国家」 

    「戦前の国体」の神話的含意を取り除くと、1945.8．10 の時点での日本は、 

    「専制君主（天皇）制国家」である、と著者は語ります。 

 ＜現在の国体＞は、神話的含意（アメリカは日本を愛している）を取り付

け 

 て「一草一木国土悉皆米国」の「専制君主（米国）制国家」なのであろう。 

（たぶん、いや間違いなく） 

 

 ２．日本は独立国にあらず 

     日本の対米従属の問題性の核心は、日本は独立国ではなく、そうありたいとい

う 

   意思すら持っておらず、かつそのような現状を否認している、とい事実である。 

  著者はそう喝破しました。そして、それは事実であることを国民の多くは、

疑問も抱かずに目撃しました。（愚かな首相は悦んで！！） 

  2017.11．10、日本国に公式訪問のアメリカ大統領・トランプは、軍服姿で 

横田米軍基地に降り立ったのです。 

 

 ３．「国体」は国民の政治的主体化を阻害 

日本の戦後民主主義体制とは、知性の発展と自由への欲求に対する根本的な 

否定の上に成り立っている。 

   社会学者の吉見俊哉氏は、こう語っています。 

    戦後の「民主化」とは、大衆にとって政治的自由である以上にアメリカ的な 
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豊かさの獲得だった。 『親米と反米』 

 

 本書は「国体」―天皇とアメリカ―をキーワードに、戦前と戦後の統治機構の

仕組みを記述しています。報告者には、既読・既知のことが多く、前作（「永続

敗戦論））ほどの衝撃を受けなかったのが正直な感想です。しかしながら、「永

続敗戦の否認」「国体」」の心情にまで深化させた著者の力量には敬服します。 

 以上 

 

 


