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第９回「高畠政治学を読む会」07.７．１４ 

＜戦後民主主義とは何だったか＞ ＜「一身二生」と昭和天皇＞ 高畠通敏 

大切なことは、当時、そしてその後、敗戦というみずからの経験から、日本人自身が何を作り上げたかということである。 

これこそは、敗戦から今日までの半世紀、日本人の多くが「平和と民主主義」と自分との関わりを考えるとき、たえず試金石 

としてきた問いであった。「平和と民主主義」は、戦後日本の偉大なる祈りの言葉 
マ ン ト ラ 

であった。これこそは、日本人一人一人が自 

分なりに、人によってしばしばまったく違う意味を込めて使ってきたお守りの言葉であり、今日でも日本人が議論しつづけて 

いる問題である。 

敗北を抱きしめて ジョン・ダワー 

本論 2 点を読む理由 

＊報告者の関心――所与としての戦後 60 年という時代を知りたい 

＊本論 2 点の一方は「この国のかたち」がどのように変わろうとしていくかを簡潔にスケッチし、他方はその時 

にもっとも影響を与えながら変わらず存在しつづけた天皇に対する著者の考え／心情が述べられている。 

はじめに 

「戦後」とは 

１）戦争体験の意味づけによって成立する戦後。 

２）戦争体験をもたないことによって成立する戦後。 

「戦後」という言葉の意味の変容――五五年体制と高度成長―― 

「第一の戦後」 ・アジアの後進国 ＜貧困＞ 

・ 「近代化」は達成されるべき夢 

・社会秩序は流動的で不安定、「現実は変えられる」という言葉がリアルに響いた時代。 

「国家」は変革が可能な「現実」の一部として語られた？ 

「第二の戦後」 ・西洋なみの先進国 ＜豊かさ＞ 

・ 「近代化」は忌むべき既成秩序 

・社会秩序の安定「管理社会」 

「国家」は人間を圧しつぶす所与の体制 

「戦後民主主義」 

「第二の戦後」から「第一の戦後」を表象するために発見された言葉。 

問題提起 

「昭和の時代が終わることによって、戦後は完全に終わった。」（高畠）とするならば、 

＊戦争のない昭和戦後に生をうけ、高度成長のなかでそだち自己をかたちづくって、（バブルを謳歌し？）、 

平成に老いをむかえた私たちにとって、終わった（？）昭和・戦後の価値とはなにかを論じたい
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「戦後民主主義とは何だったか」 戦後民主主義 岩波書店 高畠通敏 

戦後の民主化・民主主義の一般的なことば→戦後民主主義という歴史的用語 

戦後民主主義は「政治的用語」として使用＝意味はあいまい 

Ⅰ民主化の意味をめぐって 

民主化の起点はポツダム宣言 1945.7.26 
日本の軍国主義の解体 基本的人権の尊重 民主化の推進 平和主義的政府の樹立 

民主化の核心 

日本国憲法の制定 

☆民主主義とは 

昭和天皇 

「それが（五箇条の誓文の挿入）があの時の詔勅【人間宣言】1 番の目的なんです。神格とかそういうことは二の問題であった。 

～民主主義を採用したのは、明治大帝の思召しである。しかも神に誓われた。そうして「五箇条誓文」を発して、それがもと 

となって明治憲法ができたんで、 民主主義というものは決して輸入のものではないということを示す必要が大いにあったと思 

います。」 

前田多門文相（東久慈内閣） 

「所謂民主政治とは決して君主統治主義の反対語となるものではなく、貴族政治や立憲主義に対するもので 

あって、ギリシャ語のデモスの政治即ち民衆一般の政治、換言すれば民衆が責任を以てする政治であり、 

畏くも皇室を上に戴き民衆が政治に関与し、その政府は『権力』というよりむしろ『奉仕』に重きを置く、 

これ日本的なる民主政治の特長であります。」 

最高司令官は偉大であり、それゆえ、民主主義も偉大なのだ 

民主化 

１.政治的な民主化、民主主義的体制の樹立（軍国主義の排除と国民主権・基本的人権の保障―中村） 

一般的 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 

総司令部 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 

一般的 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 

総司令部 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 （貧困からの脱出と富の公平な分配―中村） 

一般的 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 

総司令部 財閥解体、農地改革 累進所得税の導入
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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（別紙資料検討） 

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 

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） 

民生局２課のスタッフ 

当時の日本が独力では到底なしえなかった（占領）改革 

史上初めての被占領状態 中村 正則 

19458.15 の無条件降伏から 1952 サンフランシスコ講和条約発効までの 7 年間 

第１期 1945.8 月～48.末 非軍事化と民主化 276ｐ 

ＳＷＮＣＣ150／3「降伏後における米国の初期対日方針」 

非軍事化 

・軍需生産の全面停止、戦争犯罪人（39 名）の逮捕、大本営・軍零部・参謀本部、 

陸海軍両省の廃止 

・治安維持法・思想犯保護観察法、治安警察法、国家総動員法の廃止 

・軍人・官僚・政治家・超国家主義者などの追放、公職追放（約 20 万人） 

民主化 

人権指令 45．10.4 

・天皇に関する自由討議、政治犯釈放、思想警察全廃、弾圧法規（治安維持法等）の撤廃 

五大改革指令 45．10．11 

・婦人の解放、労働組合の結成奨励、学校教育の民主化、秘密審問司法制度の撤廃、経済制度の民主化 

第 2 期 48.末～50.6 月 対日占領政策の転換により「改革」から「復興」へ力点移動 

第 3 期 50.6 月～52.4 月 朝鮮戦争勃発からサンフランシスコ講和条約 

朝鮮戦争 1950.6.25――脱亜入米 

東西冷戦状況をアジアにまで広げた 

アメリカの対日方針の転換――日本は重要な戦略的位置付け→再軍備の道へ 

特需景気――戦後日本復興のポイント
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サンフランシスコ講和条約＋日米安全保障条約 1951.9.８ 

・ 「脱亜入米」―――日本の外交政策の決定 

・昭和天皇の退位問題に終止符 

・戦争責任（とくにアジアにたいする侵略戦争の責任）を曖昧にし、放置する。 

・日華平和条約（台湾政府）52.4.28―――中国敵視政策 

・朝鮮との関係――在日朝鮮人の国籍剥奪「外国人登録法」 

戦後民主主義――脱亜入米と１国民主主義 

・対外的「15 年戦争」の被害者の中国・朝鮮人への抑圧のシステム 

・対内的冷戦の最大の受益者 

☆天皇の「臣民」から占領軍＝米国の「臣民」に衣替え 

２.戦後民主主義のイメージ 

政党（保守党・社会党・共産党）による占領政策の受け止めかたのちがい。 

保守党（自由・進歩党）――民主化をサボタージュ 

共産党――変転 

社会党（右派）――占領改革を歓迎 

憲法をめぐる戦い 

改憲派（保守党）天皇の元首化、国民の義務の明確化、自衛隊の軍隊化 

戦前の権威主義的社会と国権主義的なナショナリズム 

護憲派（社会党左派・共産党？） 

戦後の民主化を擁護する護憲平和の大衆運動を組織化 

６０年安保 ――戦後民主主義ということばが多用されるようになる 

革新国民運動 

護憲 自衛隊解体 日米安保条約の解消 

若者や女性に支持 

→新憲法は、戦後の核家族でのマイホームの構築を擁護するもの 

→戦後民主主義は、戦前の滅私奉公に代わる私的な幸福追求を肯定するシステム 

＜所得倍増＞戦後最高のコピー 

保守・自民党の長期安定政権化と革新勢力の補完的役割 

革新勢力は憲法の理念を浸透させる政策と運動がなおざりになり憲法のタテマエ化 

６０年安保後の戦後民主主義をめぐる動き 

保守派（大熊・高坂・江藤・石原） 戦後民主主義は、占領下に押しつけられて「虚妄」の民主主義。 

丸山真男 「大日本帝国の＜実存＞よりは、戦後民主主義の＜虚妄＞の方に賭ける」 

全学連・吉本隆明の批判 

革新国民運動は「お焼香デモ」国民会議は革命を目指さない抗議の儀式―――擬制の終焉 

★全共闘運動の社会批判の様式 

戦後民主主義の理念よりも、戦後民主主義運動／革新運動のあり方――保守体制と馴れ合った革新運動 

戦後の民主的改革は、社会主義的改革ではなく、資本主義的枠組みの下での改革でしかなかった
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★新左翼の見落とし 

占領改革は、日本を前近代的な権威主義国家から脱皮させただけだった。 

→①市民社会へと成熟 ②資本主義社会 ③管理社会へ 

どの道へ変貌するかは、その後の日本社会の努力にかかっていて、民主化自体の責任ではない 

↓ 

その視点を欠いた新左翼主義は、保守派のナショナリズムと政治的に落ち合うポイントは同じ。 

全学連主流派の幹部は、運動収束後、急速に保守体制の中に吸収されていった。 

吉本は、「市民的公」の形成というもう１つの道を展望しえなかった。 

☆＋視点――「戦後」という言葉の内実の変化を意識していない―― 

・豊かで先進国になった戦後日本（60 年以降）を貧しく後進国だった戦後日本（プロト戦後）で批判 

・プロト（原基）戦後の豊かな理念を経済的に豊かになった戦後に内包する視点／思想の欠如 

★市民運動、女性運動、住民運動 

人権の保障、平和で民主的な社会の構築という憲法の理念を、日常生活を通じて実現化する運動 

空洞化した革新勢力の戦後民主主義を、新たな状況のなかで継承し発展させようという問題意識 

久野収）戦後民主主義に欠けているもの 

企業・自治体・国家の集団エゴイズムをのりこえ、民衆ひとりひとりから出発する横の連帯で 

結ばれる社会をどのように構築してゆくかの視点 

↓ 

占領軍による国家的な改革の限界を、日本社会の内側からのりこえてゆく運動。（市民自治） 

３.未完のドラマとしての戦後民主主義 

1995 年時の戦後民主主義批判（本論が書かれた時） 

保守勢力―――憲法 9 条の平和主義が最大の標的 

市民運動・住民運動―――民主改革の不徹底（冷戦・米国の利益）保守政権のなしくずしの修正 

① 防衛力の増強で空文化された９条 

② 元首扱いされるようになった象徴天皇 

③ 官僚支配の下でないがしろにされてきた地方分権 

④ 政財官が癒着したエリート支配の構造 

⑤ 管理社会化した社会の組織 

⑥ 受験教育が支配する学校 

→ 初発の戦後民主主義にあった理念を裏切るもの 

★戦後民主主義の理念を新しい時代の幕開けとしてアイデンティティを形成した人々 

――そのぽっかり空いた空間（日本のなかに自然社会が現出）を埋めるのは、自分たちが参加して 

作りだす新しい秩序―― 

☆著者（＝闇市世代）にとって戦後は開放 

問題は、戦後の民主化の内容が歴史的に正しかったか否か、～平和主義の理念が正しいかどうかという内実の問題 

をぬきにして論ずることはできない。その意味で、戦後民主主義の理念の正しさを信じた戦後民主主義世代の視座 

は、それを後に撤回した占領軍やアメリカへの批判を当然含んでいる。～ 

戦後民主主義は、いまだ未完のドラマなのである。
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「一身二生」と昭和天皇 朝日新聞 89 年１月８日 

内奏の公式記録が入手できない以上は、間接的ではあるが天皇の発言を断片的に伝えるさまざまな回顧録や日記を通じて、 

その意味を再構成してみるしかない。 国民の天皇 ケネス・ルオフ 

昭和という時代を一つのものとしてとらえにくくさせているのは、昭和二十年をはさんでの戦前・戦時と、戦後の 

時代の対照があまりにも鮮やかすぎて、そこに連続しているものをイメージするのが、難しいからである。 

昭和天皇の歴史的位置位置付けをめぐる議論にも、 この二つの時代の相違をどのように考えるかという問題が当然、 

つきまとって離れない。 

◆新憲法によって主権の転換が成されたにもかかわらず、天皇は「昭和天皇」として存続しつづけた 

このような構造（≒現人神）が成立した理由の一つは、明治憲法が規定した国家の枠組みにあった。～ 

もう一つの側面、立憲国家としての性格をほとんど押しつぶし、政党政治を天皇の名の下での独裁政治に変えてゆ 

こうとするものだった。～ 

中国や東南アジアに対する侵略戦争は、聖戦として正当化され美化されるようになる。 

◆制度（明治憲法）に忠実な天皇像 

しかし、昭和の政治上の最大の逆説は、外見的には戦争の最高責任者であり指導者であったはずの昭和天皇が、心 

情的にはむしろ戦争の回避を望みつづけた平和主義者であったということであり、また現人神として国民に崇敬さ 

れた天皇が、個人的には、立憲政治を信奉する近代的な生物学者であったということだろう。 

昭和 16 年（1941）の日米開戦にあたっての御前会議では「～～」という明治天皇の御製を二度にわたって朗詠し、 

最後まで平和的外交交渉に務めるように求めている。 

欧米諸国との国際協調を重んじ戦争をできるだけ避けようとした平和主義者、また憲法に定められた政府や国会な 

どの諸機関を重んじ、独裁や天皇親政を嫌った立憲主義者のそれとして、基本的に考えることができるだろう。 

◆昭和天皇個人の資質？ 

こういう歴史の積み重なりのいわば頂点としての終戦を決めた「聖断」がある。あくまで本土決戦を主張する軍部 

内強硬派に押されて政府の意見がまとまらず、最後は天皇の権威に頼る形で開かれた御前会議で、天皇は、ポツダ 

ム宣言を受け入れて戦争を終結することを決定した。 

それが国体（天皇制）の護持にこだわりつづけたために遅きに失し、広島・長崎の惨禍やソ連の参戦という瀬戸際 

に押しつめられてようやくなされたにすぎないという批判も一方ではあるだろう。だが、日本全土が沖縄やドイツ 

のような住民をまきこんでの戦場になることを免れ、敗戦後のいちはやい復興を可能にしたという点で、国民がこ 

の天皇の決断に負うものは大きい。 

◆「聖断」の評価？？ 

問題は、こういう天皇の思想や終戦の「聖断」が、なぜ十五年戦争をくいとめ、日米開戦を阻止する力として働か 

なかったのかということである。 

・天皇個人の性格の問題 ・使命感 ・明治憲法の立憲主義的解釈と運用に忠実たろうとしたことにあった。



7 

天皇自身も天皇制という体制と時代の圧力の慮因であり被害者であったのである。 

◆著者の優しさの根源は？？ 

敗戦は、天皇と天皇制にとって、最大の危機の時代の幕開けでもあった。～「人間宣言」の詔勅を発して、天皇と 

「国民との間の紐帯は、 終始王後の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、 単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず」 

と宣言、また憲法の改正によって、その地位は、明治以来の絶対天皇制から政治的機能を有さない象徴天皇制の下 

での「国民統合の象徴」へと変化する。それは連合国との関係で天皇制が生き延びるための条件であったが、しか 

し、昭和天皇の本来の考えからすれば、必ずしも受け入れることのできない変化ではなかった。 

天皇がなぜ退位の道を選ばなかったかについてな、いまだ十分に解明され切ったとはいえない。～おそらくこれら 

の理由のすべてがないまぜになって、天皇は在位しつづけるという決心をされたのではないか。 

歴史の上において、戦敗国の君主がそのまま在位しつづけた例は、ほとんどない。その道をあえて選んだ天皇の戦 

後は、～茨の道であったということができるかもしれない。 

◆その道をあえて選んだ天皇 

占領政策をスムーズに実行できるように、米国は天皇を利用し、天皇は米国に利用されることで生き残りを 

はかった＝日米合同操作 

◆茨の道？は戦後日本の政治／社会を決定づける道 

さまざまな公式行事を最後まで務められた天皇の姿が、国民の心情の深いところで共感を引き起こしていたためで 

はないだろうか。 

◆共感の現象はなんだろうか？ 

昭和天皇の存在はその意味で、一身二生を経た者たちにとって象徴的な意味合いを帯びていたといえるだろう。 

昭和の時代が終わることによって、戦後は完全に終わった。 

◆「戦後」が終わるとは 

・敗戦直後の理念（憲法理念）を体現したとき 

・新しい「この国のかたち」ができたとき 

◆新しい戦争が起こり、終戦しないかぎり「大東亜／太平洋戦争」の戦後は終わらない？ 

本論を読んでの感想 

一読して驚き、再読して疑念を発し、再々読して不可解なり 

＊読書会当日にみなさんの活発なご意見をお願いします。


