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第 5１回高畠ゼミ OB・OG 会読書会   ２０１４年５月２４日 報告者：佐藤 健人 

『永続敗戦論』――戦後日本の核心――  白井 聡 

 

政治家は、必要もないのに原子爆弾を二個も日本人の上に落とした米国の言

いなりになり、日本国の大臣は米国の国務長官の隣に立つとき、光栄に頬を

紅潮させて写真に写っている。 

この頬の紅潮はかくせない。まぎれもない事実である。 

            勤め先の広島で原爆にうたれ、歩いて故郷の長崎にもどってそこでふたたび

原爆を落とされて生き残った人は「もてあそばれた気がする」と感想をのべ

た。この感想から日本の戦後は始まると私は思うが、その感想は、国政の上

では、別の言葉にすりかえられたままである。  

      鶴見俊輔 『思い出袋』    

 

第１章 「戦後」の終わり 

 

著者は本書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体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。 

 

 著者は３・１１およびフクシマをめぐる政官財学メディアの各界の対応とその体制を検証して、

その現実のすがたに「屈辱」と＜無責任の体系＞をみて、そうして「戦後」の意味の転換を読み

とろうとします。 

 「屈辱」のなかを生きさせる権力の構造、社会的構造は、３・１１そのものによって立ち上

がったものではない、ということだ。それは、この国の歴史のなかで不断に存続･維持･強化さ

れてきつつも表面上は隠されてきたものが、誰の目にも明らかなかたちで現れてきたものにほ



2 
 

かならない。要するに、現在の体制は戦前･戦中さながらの＜無責任の体系＞以外の何物でも

なく、腐敗しきったものと成り果てていた。（12） 

 

原発事故以後、私は、とうの昔に読んで知っているはずの丸山（眞男）の日本ファシズム分

析を読み返して、それが恐ろしいまでの現実感を伴って迫ってくることを認めないわけにはい

かなかった。（17） 

 

 私には疑うことのできない確信がある。それは、「戦後」というあまりにも長く続いてきた歴

史の区切り、ひとつの時代が確かに終わった、という確信である。別の言い方をするならば、

あの地震・津波と事故は、「パンドラの箱」を開けてしまった。「戦後」という箱を。それは直

接的には、「平和と繁栄」の時代が完全に終わったことを意味し、その逆の「戦争と衰退」の

時代の幕開けを意味せざるを得ないであろう。（20） 

 

ゆえにわれわれは、いまあらためて歴史に向き合わなければならない。それは、簡単に言

えば、「戦後」＝「平和と繁栄」という物語を批判的に再検証しなければならないというこ

とであるが、より厳密には、この物語に内在的にはらまれていた「戦争と衰退」へと転化す

る可能性をはっきりと探り当てなければならない、ということである。 

 

私が「戦後が終わった」ことを確信するのは、震災・原発事故以来、この国の権力・社会が

急速に一種の「本音モード」に入っている、と感ずるからである。その最も端的な表れは、福

島原発事故を受けてなされた原子力基本法の改正である。（２０１２年６月）（22） 

 

原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的に 

これを行なうものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 

二 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及 

  び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行なう 

ものとする。 

 

この原子力基本法・第二条を、著者は次のように読みときます。 

「平和の目的に限り」という文面と「安全保障」（＝核武装）との間に大きな矛盾はない。

というのも、核武装するとき、その正当性のための理由づけとして、「気に食わない他国民を

皆殺しにするため」と宣言する国家など、世界中のどこにもない。その理由は必ず、他国の脅

威に対して自国を守り、核武装することによってかえって核戦争を避けることができるがゆえ

に核武装に踏み切るのだ、という論理に求められる。（24） 

 

「本音モード」＝「否認の構造」の崩壊（24） 

１．核兵器をめぐる問題 

２．日本を取巻く国際情勢の緊迫（それに対する日本社会の反応） 
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 －１日米関係の本質の露呈 

   ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、沖縄をめぐる本質の露呈 

 －２米国以外の近隣諸国との相互不信の継続と高まり 

   領土問題（北方領土・竹島・尖閣諸島）をめぐり戦争の可能性の露呈 

    代表的事例：石原慎太郎による尖閣諸島購入宣言騒動 

 

こうした対外的問題の二側面は密接につながっている。問題の本質は突き詰めれば常に、「対

米従属」という構造に行き着く。アジア諸国（ロシアを含む）に対する排外的ナショナリズム

の主張は、意識的にせよそうでないにせよ、日本に駐留する米国の軍事力の圧倒的なプレゼン

スのもとで可能になっている。日本が「東洋の孤児」であり続けても一向にかまわないという

甘えきった意識が深ければ深いほど、それだけ庇護者としての米国との関係は密接でなければ

ならず、そのために果てはどのような要求であっても米国の言い分とあれば呑まなければなら

ない、という結論が論理必然的に出てくる。かくして、対米従属がアジアでの孤立を昇進させ、

アジアでの孤立が対米従属を強化するという環境がここに現れる。また、こうした構造から、

愛国主義を標榜する右派が「親米右翼」や「親米保守」を名乗るという、言い換えれば、外国

の力によってナショナリズムの根幹的アイデンティティを支えるというきわめてグロテスク

な構造が定着してきた。 

 

震災・原発事故後に顕わになってきたのは、グロテスクなまでに「対米従属」という構造で

あり、「平和と繁栄」に支えられてきたとおもわれた「戦後」の本質です。 

しかし、二〇〇八年を境に表面化した世界的経済危機は、日米間の従属の構造を再編し、互

恵的なものから収奪の構造へと改変しつつある。さらに言えば、こうした傾向は、一九八〇

年代から徐々に姿を現してきたものであり、それは冷戦構造の崩壊という大局的文脈を踏ま

えるならば、必当然的な事態であるにすぎない。 

  

２０１４年５月現在、愚かな首相によって進行中の「積極的平和主義」「集団的自衛権」

の内容、論理展開を重ねて読みとることができます。 

 

「戦後」について 

「戦後」とは、端的に言って何であるのか？それは、「戦後」の始まりがどのような言葉

によって認識されているのかを考えてみれば、最も容易に知ることができる。「戦後」の始

まりたる八月一五日は何の日であるのか？この日は一般的に「終戦記念日」と呼ばれている。

しかし、当然、戦争が自然に「終わった」わけではない。大日本帝国がポツダム宣言を受諾

することで、戦争は日本の敗北によって終わった。にもかかわらず、この日は戦争の「終わ

った」日として認識されている。ここにすべてがある。純然たる「敗戦」を「終戦」と呼び

換えるという欺瞞によって戦後日本のレジームの根本が成り立っていると言っても過言で

はない。 
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 ＜八月一五日は敗戦
・・

記念日＞ 

“昭和”から“平成”にかわったにもかかわらず依然として『戦後』と呼ばれ続けている時

代、その時空間を生きているリアルタイムの戦後と、丸山眞男を読み、久野収・鶴見俊輔を読

み、さらに読書会でも採りあげた加藤典洋や豊下樽彦等の著書で習得した戦後を考察して、昭

和五〇年（一九七五年）生まれの白井聡は、「八月一五日は敗戦記念日」である。「八月一五日

は終戦記念日」などではなく、「八月一五日は敗戦記念日」である、と大胆に言いきります。 

「八月一五日敗戦記念日」式典が、毎年開催され、そのことに関係する事柄を新聞、雑誌やテ

レビで報道＜八月ジャーナリズム＞され続けてきたとしたら、私たちの「八月一五日」意識は

どう形成されただろうか？  

 

 本書のテーマとは直接的には関係しないが、「終戦」か「敗戦」かについての興味深い記述ある

ので参考までに。  『８月１５日の神話』佐藤 卓也 

   純粋戦無世代の私（佐藤卓也：1960 生まれ）にとっても、「八月一五日の終戦」は実体験を欠いて

いるが疑うべくもない歴史常識であった。 

 

「終戦記念日」の法的根拠は１９６３年５月１４日、つまり１９４５年８月１５日から１８年後の 

池田内閣で閣議決定され、政府主催の「全国戦没者追悼式」が始まった。 

 

著者（佐藤卓也・１９６０年生まれ）は次のような感想を述べている。 

 私自身（佐藤卓也）が終戦記念日制定の経緯を知らなかったように、国民一般が８月１５日

を終戦記念日と感じる根拠は、こうした法的決定にはない。むしろ、戦後生まれが多数を占め

る現在の日本で「８月１５日の記憶」は、新聞報道やテレビ番組構成によって創られているの

ではあるまいか。 

 

１９７０年８月１５日付『朝日新聞』は８月１５日を終戦と呼ぶか敗戦と呼ぶかを１２名に尋ねて 

いる。 

終戦派４名、敗戦派５名、「お盆」と答えた簑島高校投手・島本講平、「勝った負けたの印象

がない」と答えた「天井桟敷」の北田登志子、「「８・１５革命」国民主権の日」と書いた家永

三郎教授。 

 

 蛇足ながら、報告者自身の「八月一五日」感は、丸山眞男『超国家主義の論理と心理』を読

み終えた時の超ド級の衝撃と名状し難い異様な感動！と、そのなかの最後の一文、 

日本帝国主義に終止符が打たれた八・一五の日はまた同時に、超国家主義の全体系の基盤たる

国体がその絶対を喪失し今や始めて自由なる主体となった日本国民にその運命を委ねた日でもあ

ったのである。 

一九四六年 

そして、同時にあまりにも有名な後記によって、私の「戦後」感は決定づけられました。 



5 
 

 もちろん戦後民主主義を「虚妄」とみるかどうかということは、結局のところは、経験的に検証され

る問題ではなく、論者の価値観にかかわって来る。そうして政治についてのどのような科学的認識
・ ・

も検

証不能の「公理」を基底においている限り、そうした「虚妄」観の上にも学問的
・ ・ ・

労作が花咲く可能性が

あることを私は否定しない。～ 

私自身の選択についていうならば、大日本帝国の「実在」よりも戦後民主主義の「虚妄」の方に賭け

る。 

                                 一九六四年 増補版への後記 

ついでにもうひとつ 

  敗戦という言葉は、小学生のぼくの心に、破滅とか屈辱とかのイメージ、もうどうしようもない絶

望的な状態のイメージをよびおこした。 

そして、終戦という言葉は、終結とか安息とかのイメージ、働きをおわって休息し再出発しようと

する、もの悲しいが、静かなイメージをもたらすものだったのである 

                          大江健三郎「戦後世代のイメージ」１９５９ 

 

読書会メンバー各位の「八月一五日」、「戦後」感はどのようなものでしょうか？ 

横道に逸れました。『永続敗戦論』にもどりたいと思います。 

 

戦後日本の根本レジームは『永続敗戦』 

大日本帝国がポツダム宣言を受諾することで、戦争は日本の敗北によって終わった。にもか

かわらず、この日は戦争の「終わった」日として認識されている。ここにすべてがある。純然

たる「敗戦」を「終戦」と呼び換えるという欺瞞によって戦後日本のレジームの根本が成り立

っていると言っても過言ではない。（37） 

敗戦を否認しているがゆえに、際限のない対米従属を続けなければならず、深い対米従属を

続けている限り、敗戦を否認し続けることができる。かかる状況を私は、「永続敗戦」と呼ぶ。  

  

「永続敗戦」――敗戦から三〇年後に生まれた著者によって創られた概念から、戦後の日本がど

のように診えるかをおってみます。 

一九八二年に政権の座に就いた中曽根康弘は「戦後政治の総決算」を標榜し、二〇〇六年に

成立した安倍晋三政権（二〇一三年一二月に再登板＝第二次政権という悲劇）は「戦後レジー

ムからの脱却」を唱えた。 

また、一般的に「戦後民主主義」への批判・不満を語り続けてきたのは、新左翼を除けば保

守を標榜する勢力である。一見奇妙と言わざるを得ないのは、戦後日本においてほぼ一貫して

保守勢力が支配的立場を維持してきたにもかかわらず、「戦後を終わらせる」試みは成功しな

かった（つまりは失敗してきた）、という事実である。そうでなければ、中曽根政権から二四

年も経った年に成立した政権が「戦後レジームからの脱却」を掲げる必要性はなかったはずだ。 

～ 

「戦後を終わらせる」という意思の表明は、それを実行しないことによってのみ可能であっ

た、という逆説がここには横たわっている。 
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欺瞞に基づく虚構の綻び 

①普天間基地移設問題における鳩山政権退陣劇の迷走 

「国民の要望」と「米国の要望」とのどちらかを取り、どちらかを捨てなければならないとい

う二者択一を迫られた場合、後者を取らざるを得ない、という客観的な構造にほかならない。

「首相の政治手法云々」という話題は、この客観的構造を見ないための格好の手段として機能

した。ここに「敗戦」を「終戦」へと呼び換える際に作用しているのと同じ欲望が作用してい

るのを見て取るのは、むずかしいことではない。 

 

②日本が冷戦の真の最前線ではなかった  

 ・地政学的余裕（沖縄を排除した本土） 

   中国、北朝鮮と直接対峙しない 

戦後の東アジアの親米諸国（韓国・台湾など）の権威主義的で暴力的な反共政権 

 ・東アジア地域における突出した経済力 

   

 「日本が冷戦の真の最前線ではない」のは、同時代のアメリカの世界戦略によって決められ

たことにすぎない。一九四九年の中華人民共和国の成立、一九五〇年の朝鮮戦争の勃発による

共産主義勢力の侵攻をくいとめる軍事的役割は東アジアの親米諸国（＋沖縄）に、東アジアの

経済的発展は日本が担うことになった。 

 

敗戦による罰を二重三重に逃れてきた戦後日本の姿（42） 

①実行されなかった本土決戦 

②第一次世界大戦におけるドイツに対する戦後処理の失敗の反省の上に立った寛大な賠償 

③一部の軍部指導者に限られた戦争責任追及 

④比較的速やかな経済再建とそれに引き続いた驚異的な成長 

⑤かつての植民地諸国に暴力的政治体制の役回りを引き受けさせた上でのデモクラシー 

⑥沖縄の要塞化 

⑦「国体の護持」 

冷戦構造という最も大局的な構図に規定されることによって、これらすべての要素が、「日本

は第二次世界大戦の敗戦国である」という単純な事実を覆い隠してきた。（42～43） 

 

現実的および形而上的責任の議論とは別次元の問題として、徹底的に政治的な命題として、

「敗戦国である」という事実が存在する。これは単なる事実であるがゆえに、経済的成功によ

る国民的満足感の醸成や真摯な悔恨と反省に基づく不戦の誓いといった主観的次元によっては、

何ら動かすことができない。この事実を動かす方法があるとすれば、もう一度戦争を行なって

勝利する以外に道はない。（43） 

 

 第二次世界大戦後のドイツおよび日本の占領は、それまでのレジームの主体性に対する根本
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的な否定の上に遂行されたのであって、その意味で降伏は「無条件」的であるほかなかった。

ここで言う「主体性の否定」とは、占領軍が大日本帝国の「封建遺制」を人道的見地から根底

的かつ真摯に根絶しようとしたかどうかということとは無関係である。「封建遺制」は、占領と

戦後の世界統治のとって有効である限りでは利用されたし、障害となる限りでは攻撃された。

いずれの場合でも、第二次世界大戦が総力戦であったがゆえに、敗戦国の国家・社会の主体性

を全面的に否定するものとして、占領政策は遂行されている。「主体性の否定」とは、言い換え

れば、主権の否定である。（46） 

 

敗戦の帰結としての政治･経済･軍事的な意味での直接的な対米従属構造が永続化される一

方で、敗戦そのものを認識において巧みに隠蔽する（＝それを否認する）という日本人の大部

分の歴史認識・歴史的意識の構造が変化していないという意味で敗戦は二重化された構造をな

しつつ継続している。無論、この二側面は相互を補完する関係にある。 

敗戦を否認しているがゆえに、際限のない対米従属を続けなければならず、深い対米従属を

続けている限り、敗戦を否認し続けることができる。かかる状況を私は、「永続敗戦」と呼ぶ。 

（48） 

 

永続敗戦の構造は、「戦後」の根本レジームとなった。事あるごとに「戦後民主主義」に対

する不平を言い立て戦前的価値観への共感を隠さない政治勢力ができたのは、このレジームが

相当の安定性を築き上げることに成功したがゆえである。彼らの主観においては、大日本帝国

は決して負けてはおらず（戦争は「終わった」のであって「負けた」のではない）、「神州不敗」

の神話は生きている。しかし、かかる「信念」は、究極的には、第二次大戦後の米国による対

日処理の正当性と衝突せざるを得ない。それは、突き詰めれば、ポツダム宣言受諾を否定し、

東京裁判を否定し、サンフランシスコ講和条約をも否定することとなる。（もう一度対米開戦

せねばならない）。言うまでもなく、彼らはそのような筋の通った「蛮勇」を持ち合わせてい

ない。ゆえに彼らは、国内およびアジアに対しては敗戦を否認してみせることによって自らの

「信念」を満足させながら、自分たちの勢力を容認し支えてくれる米国に対しては卑屈な臣従

を続ける、といういじましいマスターベーターと堕し、かつそのような自らの姿に満足を覚え

てきた。敗戦を否認するがゆえに敗北が無限に続く――それが「永続敗戦」という概念が指し

示す状況である。  

 

   そして今日、このレジームはもはや維持不可能なものとなった。ひとつには、グローバル

化のなかで「世界の工場」となって莫大な国力を蓄えつつある中国は、日本人のかかる「信

念」が中国にとって看過できない害をなすのであれば、それを許容しはしないということ。

そして第二には、一九七〇年代以降衰退傾向を押しとどめることのできない米国は、冷戦構

造の崩壊以後、日本を無条件的同盟者とみなす理由を持たない、という事情が挙げられる。

そのとき、米国にとっての日本は、援助すべき同盟者というよりも収奪の対象として現れる。

だが、こうした客観的情勢にもかかわらず、「屈辱の体制」はいまだ頑として聳え立っている。          
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報告者はさらに第三の要因として、現在の東アジアは経済的に豊かになってきたので（東アジア 

の戦後の始まり）、米国の世界戦略のなかのアジア政策は変更され、東アジアは軍事的役割とともに

市場経済の対象にもなりつつある、と考えています。 

米国にとっては、米国の同盟国のひとつにすぎない日本の価値は相対的に下がり、日本においては 

世界中で唯一無二の同盟国・米国の価値がますます高まる、その結果として、「永続敗戦」の構造が 

ますます強化されている。 

 

第三章 戦後の「国体」としての永続敗戦 

 

永続敗戦の根本構造（日本社会が敗戦の意味を忘却可能となった） 

 戦後処理・占領改革・戦争犯罪者の処罰・日米安保体制の確立・経済復興の促進といった第

二次世界大戦後の米国の対日政策に直接・間接に関わっている。そして、冷戦構造の成立によ

って確固たるものとされた。 

 

「敗戦」、そして「占領」期間中の米国の影響力について（検閲関係は除く）参考までに 

「戦後民主主義とは何だったか」高畠通敏 

１.政治的な民主化、民主主義的体制の樹立 

     特権的、身分的な支配の否定と人民主権での民衆の政治参加 

     弾圧法規の廃止（治安維持法）、女性の参政権の付与、新憲法での国民主権、議会の位置付け 

     議員内閣制の確立、違憲立法審査権をもつ最高裁判所の設置、華族制度の廃止  

基本的人権の確認、地方自治制度の導入 

２.社会的な民主化 

     社会的特権や差別（身分・門地・性・家長）の禁止、権威主義的な文化や教育の否定  

教育の機会均等 家制度の廃止と新民法の制定、無料の公教育の普及と教育委員会の導入、

地方国立大学の設立 労働者の団結権の保証と労働組合の組織化への援助、 

     新憲法下での法の下での平等、生活権の保証 

３.経済的な民主化  

     独占企業の分割、大地主制度の解体、自由競争システムの活性化 

     財閥解体、農地改革 累進所得税の導入 

占領（連合国＝米国）による民主化の特質 

１.日本の軍国主義の解体と平和主義的政府の樹立の政策 

      軍国主義指導者たちの追放と極東軍事裁判 

      憲法第９条の平和主義 戦争放棄と戦力の不保持宣言 

２.占領統治をスムーズに実現させるための不徹底な民主化 

      天皇性問題――象徴天皇制として延命、戦争責任を回避 

      官僚制度を戦前のまま温存 

３.朝鮮戦争の勃発 1950 

      占領政策の変化――日本を極東における西側陣営の前線基地の位置付け 
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      自衛隊の創設（アメリカ軍の後方支援・国内治安維持）、米軍の駐留・軍事基地の維持 

４．上からの強権による民主化 

      検閲 原爆報道を封じる レッドパージ 

５．民主化を支える下からの勢力が未成熟 

     多くの国民にとって民主主義（＋基本的人権）をはじめて知った。六三制度、地方自治制度 

 新憲法理解？（非武装宣言・象徴天皇制・国民主権）天皇と国民の共同統治 

 

＊平和憲法を頂点とする戦後民主主義 

    普遍的な理念（基本的人権の保障）非武装平和国家の理念（国際軍縮条約） 

  ＊当時の日本が独力では到底なしえなかった（占領）改革 

 

さらに言えば、これらの典型的に政治的な次元においてのみならず、戦後日本にとっての米

国は「特別な他者」であった。すなわち、「アメリカ的なるもの」の洪水のごとき流入は、国

民生活のあらゆる領域に影響を与えたが、その影響はあまりに巨大であったために、われわれ

がこれまでどのような影響を受けてきたのかをほとんど意識できないほどである。（123） 

 

 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。 

 

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
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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） 

 

現在（２０１４．4月）も継続中の対米従属＝永続敗戦の代表問題 

ひとつはＴＰＰ問題であり、もうひとつは安全保障問題である。 

問題は、それを進んで受け入れ、あまつさえ積極的に手引しようとする知的にも道義的にも低

劣な人々がいること、そして彼らが指導的地位を占めていることにほかならない。（135） 

 

現代の「安全保障サークル」の若手住人も永続敗戦の構造に目を向けようとはしない。「米国

の言いなり」どころか「米国の言いそうなことの言いなり」になることによって、日米以外の

諸国との関係において何を失うことになるのか（一体そのような国を世界の誰が尊敬するとい

うのだろうか）、彼らは考えもしないのである。 

日米関係という世界の外の世界は、彼らの想像力の外にあるものと見受けられる。（143） 

 

ここでも問題は、「日米同盟の強化」のマントラを唄え続け、対米従属の無限化を自ら嬉々と

して推し進める勢力がこの社会を支配している、特に外交･安全保障の世界についてはとりわけ

権力を独占しているという日本の側の問題なのである。（137） 

 

現在（２０１４．５月）も継続中の対米従属その２ 

 第二次安倍政権の発足の悪夢とその愚劣きわまる政策が実現しようとしている現在 

靖国神社問題 

東京裁判によって死刑に値する有罪者とされたＡ級戦犯が一九七八年以降「神」として祀

られている場所に日本の政治家が参拝するという行為は、本来はアジア諸国との関係におい

てのみ問題となる事柄ではない。どう理屈づけしようとも、参拝は東京裁判に対する、すな

わち米国を筆頭とする全連合国に対する不満の表明のメッセージたらざるを得ない。 

 

 靖国参拝で米国を＜失望＞させた安倍は、オバマ大統領の来日による日米交渉で、より一層

の「日米同盟」強化に取り組み、安保条約第五条有事の際には米国が守ってくれる、ことを明

記したことを最大の成果として誇る愚かさ。その極めつけは支離滅裂な憲法解釈による「集団

的自衛権」問題。 

安倍は、二〇一二年に第二次安倍政権を発足させるとともに、従軍慰安婦問題についての河

野談話（一九九三年）ならびに植民地支配と侵略についての村山談話（一九九五年）に対する

見直し、新見解の提示を打ち出したが、これに対し、米国の有力メディアが機敏な反応を見せ

て厳しい批判を加えるに至っている。～ 堪忍袋の緒が切れかかっている、「傀儡の分際がツケ

上がるな」、というわけである。 

起きつつあることは、米国とサダム・フセインやウサマ・ビン＝ラディンとの間で起こった事

柄と本質的に同型なのである。～オフショア・バランシングのさまざまな策略の果てに、自ら
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が指名して育てたエージェントが全く価値観を異にする統制不可能な怪物として敵対してくる

に至ったわけである。（151） 

 

歴史認識問題の次に来るより一層実際的な問題、すなわち日中の軍事的緊張の問題を米国と

して放置するわけにはいかないだろう。その際には、二つの選択肢が考えられる。すなわち、

これ以上の甘やかしを断固として止めることによって、日本に対アジア諸国との友好関係構築

を強制するか、あるいは甘やかしを維持拡大し、紛争を焚きつけてそれをまたとない武器の商

機とするか、という選択である。～いずれの場合にせよ、福田恆存が語っているように、日本

は米国から「見放される」のである。そのときには、日本社会・国民は、永続敗戦の構造、そ

の本質に拒応なく向き合わされることになる。（151） 

 

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。

かつて、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、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
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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。 

しかしながら、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。 

 

下記の論点もいささか強引すぎると考えています。 

 

国体の本質は、「国体を否定する者＝共産主義者＝左右を問わない革新論者」という定式に

はっきりと現れている。どれほど熱烈に国体を支持する者（すなわち、右翼）であっても、「革

新」を口にしたとたん、その者は「左翼」分類されるべき存在となる。してみれば、国体とは、
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一切の革新を拒否することにほかならない。 

  

国体とは自主的決意による革新・革命の絶対的否定を意味するものである以上、国体護持を

実現したかたちでの敗戦は、敗北という外見に反して、その実革命に対する華々しい勝利にほ

かならなかった。  

 広島・長崎の被爆の経験もこの観点から、その意味を読み取らなければならない。原爆の衝

撃が本土決戦の回避を促し、ひいては革命の可能性を核の炎によってやきつくすことができた

のであればこそ、それはまさしく「天佑」だったのである。核攻撃は、戦況の加速度的悪化を

背景に押しとどめがたい革新の動きが天皇制国家の支配層を包囲しつつあることが明白にな

ってくるなかで、国体が逆転勝利を収めうる契機としてとらえられたのである。その意味で、

日米の共犯関係を基盤とする戦後の国体は、広島・長崎において、すでに起動していた。言い

換えれば「戦後」はすでに始まっていたのであった。（184） 

 

私は国体なるものの本質とその戦後における展開の軌道を見通し得たと信ずる。問題は、それ

を内側からわれわれが破壊することができるのか、それとも外的な力によって強制的に壊される

羽目に陥るのか、というところに窮まる。～  

 三・一一以降のわれわれが、「各人が自らの命をかけても護るべきもの」を新に見出し、それを

合理的な思考によって裏づけられた確信へと高めることをやり遂げるならば、あの怪物的機械は

止まる。なぜならそれは、われわれの知的および倫理的な怠惰を燃料としているのだから。（185） 

 

第二章 「戦後の終わり」を告げるもの 

 日本国家は三つの領土問題（尖閣諸島・竹島・北方領土）を事実上抱えている。それぞれ

の問題は、歴史的経緯や日本による実効支配の有無といった重要な事情においてそれぞれに

異なっている。しかしながら、いずれの問題に関しても日本政府がとっている「日本固有の

領土」という論理は共通していること、そして、領土問題をめぐって燃え上がる日本のナシ

ョナリズムがどのケースにおいてもある重大な政治的事実と歴史を見落としている、という

点において三つの問題は全く同様の問題として立ち現れている。 

  

 結局のところ、国家の領土を決する最終審級は暴力である。すなわち、歴史上の直近の暴力

（＝戦争）の帰趨が、領土的支配の境界線を原則的に規定する。日本の領土問題にとって、こ

の「直近の暴力」とは第二次世界大戦にほかならない。日本社会の大半の人間が見落としてい

るのは、三つの領土問題のいずれもが第二次世界大戦後の戦後処理にかかわっている、つまり

この戦争に日本が敗北したことの後始末である、という第三者的に見れば当然の事情である。

このことは、日本と他国との領土問題の処理の仕方が、ポツダム宣言受諾からサンフランシス

コ講和条約に至る一連の日本の戦後処理の根本方針によって規定されざるを得ない、というこ

とを意味する。 

 

 結論から先に言ってしまえば、この国の支配的権力は敗北の事実を公然と認めることができ
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ない（それはその正統性の危機につながる）ゆえに、領土問題の道理ある解決に向けて前進す

る能力を、根本的に持たない。 

 

こう語って、著者は「永続敗戦」の概念で、締結された条約や共同声明等の条文を丁寧に読み込

み、三つの領土問題を解明します。 

報告者は、領土問題に対してだけでなく、突然に日本国家の代表のように声高に「ニッポン」を

叫ぶことは好みません。そして、領土問題に対する報告者の考え方は「地球に国境はなかった」、

と言った宇宙飛行士の言葉がすべてです。  第２章は以上です。 

 

論点 

１．報告者は、あとの世代からこのように「戦後の構造」の全体像を『永続敗戦』という概

念で鮮やかに描き出していることに驚く、と同時に「戦後」の本質を鋭く突いていると

考えて本書をテキストに選択しました。 

   『永続敗戦』という概念を検討しながら、私たちは「戦後」という時代をどのように考え

ているのか、を議論したいと思います。 

 

 ２．一九四一年に「大東亜戦争」で始まり、一九四五年に「太平洋戦争」に敗戦して、「アジ

ア・太平洋戦争」は終了した。 

   占領軍の言論統制があったにせよ、第二次世界大戦はこのように考えることの必要性を再

認識したことが、本書を読んでの感想のひとつです。 

 

以上 

                                  


