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＜コラム-その１＞ ～追悼 小田実～ 
  小田実は 2007 年７月 30 日に胃がんのため亡くなった。享年 75。 

  季刊・学芸総合誌「環」（藤原書店）は、2007 年秋の 31 号で「われわれの小田実」

という特集を組んだ。そこに多くの人が追悼文を寄せている。日本人を除く寄稿者の

国籍を数えると、韓国、アメリカ、スウェーデン、ドイツ、オーストラリア、オラン

ダ、ベトナム、ギリシア、イタリア、イギリス、ノルウェーの 11 か国にのぼる。 

  その中で、韓国の元大統領キム・デジュンは小田実を「言葉と行動が一致した知識

人」と称え、同じ韓国の作家ファン・ソギョンは「世界市民」と呼んだ。 

  小田実という存在を突き詰めれば、この２つの言葉に凝縮されよう。けだし小田実

は、日本人の枠をはるかに超えたスケールの大きな実践者であり思索者であった。 

 

  小田実は 1932 年生まれ、高畠通敏先生は 1933 年生まれ。私たちはくしくも同じ世

代の優れた市民運動家と市民政治学者を失ったことになる。２人の思想と運動をどの

ように継承していくか。私たちに突き付けられた課題は、途方もなく大きい。 

 
 

 

Ⅰ 世界をどう捉えるか （以下、敬称略） 

  第１章は、小田実の「哲学」へのアプローチを示す本書の根幹をなす部分である。

ここで小田は「哲学」を２つに分けて考える。 

  Philosophy in Thought（思考のなかの哲学）と 

  Philosophy in Action（行動のなかの哲学）である。 

  「哲学」と言われると、観念論とか唯物論とか実存主義などを連想し、とかく難解

なのものとして敬遠しがちである（少なくとも私はそうだ）。しかし、小田はそうし

た「思考のなかの哲学」は、フィロソフィーのジャンルの一つにすぎないと指摘し、

古代ギリシア哲学には「行動のなかの哲学」があり、日本は明治維新（小田は「明治

革命」という）以降の西洋思想の導入に際して、この「行動のなかの哲学」という重

要な側面を受け入れなかったと断ずる。それは、〈Phirosophy in Action〉に民主主

義がはりついているためで、日本は近代国家の建設は目指したが、民主主義国家にな

ろうとはしなかったのである。 
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  「古代アテナイの「デモクラティア」は、一言でいえば『民衆が力をもって民衆が

政治をする』ということです。大衆が政治をする。政治はものを考えなければいけな

いから、そこから哲学が生まれる。それが〈Phirosophy in Action〉になります。」

（８ページ） 

 

  そして、「デモクラティア」の政治の中心はことばであり、ことばによる説得であ

るとし、そこからレトリック（修辞学）の重要性が指摘される。日本ではこの本来の

意味でのレトリックが不当に低く評価されているのだ。小田の思想の中心の一つ「喋

る論理」の重要性がここにはっきりと打ち出されている。 

  もう一つの小田の立脚点は、現場の中でどう生きるか、現場でどうものを考えるか

ということである。思想のための思想は意味がないとまでいっている。地球大のスケ

ールで常に現場に立ち、現場から思考を組み立てていった「現場の思想家」小田の姿

が浮かび上がってくる。その背景には原体験としての「大阪大空襲」があるのだ。 

 

  「1945 年８月 14 日に大阪大空襲がありました。私はその現場にいた。敗戦の一日

前ですから、敗戦は既に決まっていた。決まっていたにもかかわらず、爆撃を受けた。

私はそこで死んでいたかもしれない。（中略）日本も、アメリカも国家は怖い」（26

～27 ページ） 

 

  小田の様々な著作の中で、繰り返し出てくるこの「大阪大空襲」の体験が、小田の

思想の根本を貫いており、「される側の論理」、「虫瞰図の視覚」、「難死の思想」を生

み出していく。「される側の論理」は後に詳しく触れるとして、「虫瞰図の視覚」は、

「鳥瞰図の視覚」の反対概念として名づけたもので、虫のように地をはいずりまわる

視覚で考えることである。それは等身大の視覚・思想でもある。小田は自宅の書斎に

「大阪大空襲」の航空写真を掲げていた。空から鳥のように見ていると、煙が立ち上

っているだけだが、その煙の下は生き地獄であった。小田は煙の下を逃げまどい、多

くの焼け焦げた死体を見た。その事実を胸に刻みつけておくためである。また、「難

死の思想」も小田の造語で「散華の思想」の対抗概念である。「散華」はいうまでも

なく「戦場で勇敢に戦って（桜の花が散り落ちるように潔く）戦死し、靖国神社に護

国の神として祀られる」というイデオロギーであるのに対し、「難死」は無意味な死、

悲惨な死、犬死の意味で使われる。戦場に駆り出された兵士たちの単なる戦う道具と

しての死、戦場での飢え死に、（兵士たちの難死については、小説「ガ島」～ガダル

カナル島のこと、「餓島」とも呼ばれる～に描かれている）広島・長崎への原爆投下

をはじめ、大阪や東京などの空襲や、沖縄戦での集団自決の強要などによる非戦闘要

員（民間人）の莫大な数にのぼる死を指している。（第二次世界大戦では１億 6,700

万人が戦争関連で死亡し、民間人の死亡率は 50％に上ったという。第Ⅲ章）  

2 
 



 

「今は全世界にわたって、現実の事態の大混迷とともに思想的にも大混乱の時代だ。 

 これまで常識としてあった論理、倫理がゆらぎ、根底から覆されようとしている。」

（25 ページ） 

 

  こうした世界の混迷の具体例として、小田は「同時多発テロ」と、それへの報復と

してのイラク戦争（注：この講演の時点では、イラクへの攻撃はまだ始まっていない）

臓器移植、遺伝子操作から始まる「生命科学」などをあげ、それらに対して自分自身

で判断するときに〈Philosophy in Thought〉では役に立たない、議論しあいながら

形成する〈Phirosophy in Action〉が必要になってくる、と強調する。 

  その際、まず、「される側」から考える。「市民」は「される側」、「殺される側」で

あるのに対し、権力側は「する側」である。もちろん「される側」がすべて正しいと

はかぎらない。しかし、「あっちもこっちも大事です」と言っていたら、永遠に拉致

は明かないと強調するのである。 

 

  本書は、徹頭徹尾〈Phirosophy in Action〉の書であり、聴講者に向かって、世界

や日本で起きている事象に対して、何らかの Action を起こすことを促す書である。 

 

 

＜コラム-その２＞ ～「正義」について～ 

 この講義で、小田はイラク攻撃について「あらゆる立場から考えて間違っている」と

言ったが、なぜそう言い切れるのか。「正義」は絶対的なものではない、という質問が

出された。 

 

 これに対して小田は、私は「される側」から考える。イラクの市民、あるいはアメリ

カの市民も含めて「される側」で考えれば、「あらゆる立場からみて間違っている」と

私は思う。「われ＝われ」の関係で成立する「公正」、それを私は「正義」と認定します、

と回答している。 

 

 小田の思想は、日本の知識人としては稀有と言っていいほど「翳」を感じさせない。

おおらか、健康的、オプティミズム、野放図、アバウト、などの言葉を連想する。空襲

の中を逃げ回った過酷な体験をもちながら、骨太の（小泉が使って以来、ひどく手垢に

汚れた感じがして使いたくないのだが）思想を貫いたのは何であったのか？ 

よくいわれる“戦後焼け跡闇市派”のふてぶてしさだけでは、説明できないように思

われる。私の現在の小田理解では、まだ突き止められない。 
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この「正義」に関して、鬱屈人間のサンプルのような作家の辺見庸は次のように言って

いる。 

 

 1989 年６月４日、ベトナム中部のダナンのホテルで作家の小田実さんと会い、（中略）

北京で天安門事件が起きた日だった。（中略）私は昏倒しかねないほどの衝撃を受けて

いた。中国人民解放軍が自国の群衆に発砲するなど想像もつかない話だった。歴史は不

公正だと思う、と私は何度もいった。（中略）それに対し小田さんが悠揚せまらずつぶ

やいた言葉を私はなぜだかいまでも忘れない。「いや、正義はいつかかならず勝つよ」。

一瞬、耳を疑い、なにかのアイロニーかと私は怪しんだ。私が帰国してからある雑誌で

対談したときも、小田さんはくり返した。「正義はかならず勝つよ」。正義は勝つべきな

のだ、という意味のことをかれはいったのかもしれない。私は得心せず、うっかり呑み

こんだ小石のようにその言葉を胃袋のあたりにまだ残している。「辺見庸コレクション

１ 記憶と沈黙」 

 

 

 

＜コラム-その３＞ ～「市民」について～ 

 この章の終りで、聴講者が「市民」の定義について質問している。 

 これに対する小田の回答はこうだ。 

 

 「職業」と「能力」をあわせて、私は「職能」と呼びます。（中略）みんなが働いて

いる。「職能」通じて働いている。（中略）それが私は「現代社会」だと思う。（中略）

市民が歩くデモ行進の特徴は、名刺交換をしないことです。そんな挨拶を抜きにみんな

歩き出す。私はそれが市民社会の原形だと思う。そのときみんなは職能人であることを

離れて、市民になっている（注：別の小田用語では「ふつうの人」）。学校の先生も、医

者も、市民だ。それが私の「市民」の定義です。そういう市民が生き生きと動いている

社会が「市民社会」で、そのうえに国家が成立すれば「市民国家」です。 

 「国民」で考えると、「国益」が中心に来る。「国民運動」の多くは上から出てきた運

動ですが、「市民運動」は市民が考える下からの運動です。 

 

   

この「正義」にしても「市民」にしても、一見、精緻な概念規定をしていないため、

大雑把な印象を与える。日本の知識人はとかく「書かれた論理」、「印刷された論理」

それも欧米の思想家なり哲学者なりを引用した小難しい論理を有難がる傾向がある

（「日本の知識人」筑摩書房）。小田のいう〈Philosophy in Thought〉である。 
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このため、小田の思想はアカデミズムの世界では、軽く見られがちである。しかし、

実は小田の思想の背後には、本書の書き出しからたびたび古代ギリシアのアテナイが

登場してくるように、ギリシア文学、ギリシア哲学を始めとする古今東西・古代～現

代にわたる膨大な知識の蓄積が隠されている。 

  例えば、小田は 1995 年に古代ギリシアの文芸批評家ロンギノスの「崇高について」

を翻訳しているし（浅学にして私はロンギノスについて何の知識も持ち合わせていな

い。岩波の「西洋人名辞典」に数行の紹介があるが、そこでは「崇高について」はロ

ンギノスの著作ではないとされている）、加藤周一によれば、小田は病状が悪化する

晩年まで、ホメーロスの叙事詩「イーリアス」の翻訳に取り組んでいたという（朝

日新聞、2008 年２月 23 日「夕陽妄語」）。本書Ⅴ章でもそのことにふれているが、お

そらく未完に終わったのであろう。 

  小田が“能ある鷹は爪を隠す”かのように、あるいは鉈で断ち割るような迫力で繰

り出す言葉の数々は、自分があくまで〈Phirosophy in Action〉の立場、「現場」に

身を置く立場の宣言であり、アカデミズムの権威に対する在野からの批判、ひいては

反権力につながる精神が込められているのである。そこに小田の大いなる魅力がある。 

小田の友人でもあったアメリカの歴史家ハワード・ジンの次の言葉は極めて象徴的

である。「彼ら（ベ平連）の代表は小田実いう著名な作家であり、大柄で、くちゃく

ちゃの髪をし、よれよれのコートとズボン姿の人だった。（中略）世界政治に関して

は百科事典並の知識を持っているようだった。彼はどんな場合でも決してネクタイは

しなかった」（118～119 ページ脚注） 

 

Ⅱ 人間のための科学技術 

  この章では、戦争、核兵器、巨大科学の問題を通じて、「いったん走り出した橇を

止めることはできない」怖さが世界に拡がっていることへの小田の憂慮が示される。 

  第二次世界大戦以後いままで世界が破局的な大戦争をしなかったのは「二つの歯止

め」があった。 

一つは「ナチス」で、「ナチス・ドイツ」の罪悪はどういう立場にたっても糾弾で

きた。あらゆる人間にとって「絶対悪」だった。ところが、ナチスのいちばんの被害

者だったはずのユダヤ人国家イスラエルが、今度はパレスチナ人を攻撃する。ナチス

がやった虐殺をいまはイスラエルがやっている。「ナチス・ドイツ」はもう「絶対悪」

ではなくなってしまった。「相対悪」になってしまったのである。 

もう一つの歯止めは「核兵器」だった。原爆だけは絶対に使用してはならないとい

うことが、戦後世界の常識だった。ところが、唯一の被爆国である日本の福田官房長

官（当時）が、「非核三原則」、つまり「つくらず、持たず、持ち込ませず」の三原則

の見直しもあり得るという発言をした。「核兵器」は「絶対悪」でなくなった。「相対

悪」なら「必要悪」になり、「必要善」に変わるかもしれない。 
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また、現代科学は、大組織でないとできないという側面を持つ。大組織は無責任で、

その特徴は「無思想性」にある。思想を云々していたら大組織は動かない、いったん

動き出すと、止められないのである。 

 

「 先端の研究は、もう個人の手に負えないところにきているように思えます。巨

大な組織が巨額のカネを投資して、巨大な科学技術を研究する恐ろしさを、考える必

要があると思う。」（64 ページ） 

 

近の「万能細胞」の研究は、この巨大科学の典型であろう。すでに、アメリカに

先を越されまいとする国家を挙げた巨大プロジェクトになってきている。 

この章では、「される側の論理」を発展させた「被害者であると同時に加害者とな

る論理」が提示されているが、これも後に詳述する。 

 

Ⅲ 戦争主義と平和主義 

  ここでいう「戦争主義（warizum）」は小田の造語で、問題矛盾の解決に武力を用い

ないことを先決にするけれども、平和交渉をしても万策尽きたら武力行使するという

思想を指す。一方、「平和主義」は、すべての問題とは言えないにしても、ほとんど

すべての問題の解決に暴力を用いない思想である。 

  日本は実体として自衛隊を持っているし、「日米安全保障条約」という軍事条約を

結んでいるから、日本国憲法も実態として「平和憲法」とは呼べないが、その原理が

「平和主義」であることは間違いない。平和主義は、憲法九条、さらに平和主義の原

理を明らかにしている憲法前文を具現化することである。本書で初めて小田の「憲法

観」が示されている。（高畠の憲法観との違いが表れている） 

  もう一つ、理念としての平和主義として「良心的兵役拒否者」について述べられて

いるが、私は 77 ページの脚注に出てくる「良心的軍事拒否国家」（これも小田の造語

だろう）という言葉が大変気に入った。 

  近年は「戦争主義」を突破した「好戦主義」が台頭している。特に９．11 以降急

速に悪化している。テロリズムによって世界を変えるという妄念をもった勢力と、テ

ロリズムを戦争によって抑圧すれば世界は保たれるという妄念をもった勢力とのせ

めぎ合いの時代になっているというのが、小田の認識である。 

  そして、大日本帝国の軍隊とアテナイの軍隊を比較して、その違いを指摘しつつも、

軍隊は「殺す」ためにあり、「殺さない」軍隊は存在しないと、軍隊の本質を突く。

民主主義は戦争も侵略も否定しないし、「正義の戦争」によって原爆を投下したのだ。 

 

Ⅳ 地方自治と市民の政策 

ここでは冒頭、〈topos〉（場所）の違い、カルチャーの違い、教育の違い、殿様の 
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末裔がいるかいないか、大企業があるかどうか、によって地方政治に違いが出てくる

という面白い視点を提示している。 

  また、ハワード・ジンと自分を比較して、次のようにいう。ハワード・ジンは第二

次世界大戦のとき爆撃手でヨーロッパ中を爆撃して回った。自分は戦争に行ったこと

もなく、大阪で（アメリカが実験として使った）ナパーム弾の攻撃を受けた。ハワー

ド・ジンは「歴戦の勇者」であり、自分は「歴戦の弱者」だと。見事な造語である。 

  こうした前置きの後で「人災としての阪神・淡路大震災」の被災者となった立場か

ら（私はこれを「二次体験としての大阪大空襲」と考える）、政治への怒りと、実践

した市民運動について述べている。 

 

  「怒りが体内に噴き上がって来ている。何が「大国」、「先進国」かと思う。これは、

決して「天災」ではない。「人災」だ。」（119 ページ） 

  「人口 40 万人のわが西宮市は年間総予算 1,500 億円の金持ち都市だが、災害対策

費は 4,500 万円、食料の非常用備蓄はゼロ。（中略）17 日の大震災以来、私は一度た

りとも市の車が来て情報を伝えるのに出会ったことはない。20 日になっていったい

いつまで断水が続くのかと電話を市役所にかけて私に告げられたのは、これから４か

月は断水が続くという市民の死活にかかわるまことに衝撃的な情報だった。」（120 ペ

ージ） 

  「芦屋市は人口８万とはいえ、有名な金持ち都市です。ここが、給水車１台も持っ

ていない。毛布の備蓄もしていなかった。」（121 ページ） 

  「肝心なことは、被災して家がつぶれた後をどう対応するかです。それがまさに政

治の問題でしょう。」（123 ページ） 

 

  小田は被災してまず困るのはカネだから、市民は市民同士で助け合うよりほかにな

いとして、仲間と一緒に市民救援基金を設立した。その後、地震が大きすぎて、義援

金で賄えないのなら公的援助をしなければならないと主張し、そのための法律をつく

る市民運動を展開した。日本の法律では市民が法案をつくっても採用されないから、

市民と議員が一緒になることを考え「市民＝議員立法」という名前をつけて３年がか

りで運動した。 

 

「その同時期に金融機関が破綻しました。政府はすぐ 60 兆円の公的援助をしたで

しょう。銀行の破綻にはカネを出すけれども、市民の生活が危機に陥っても何もしな

い。これはひどい国だと思わないか。こういう国のあり方を変えるためには、若い皆

さんのエネルギーと知恵が必要だ。「される側」として、皆さん自身が動くことが必

要です。」（128 ページ） 

 「政治には、まず不信感を持つべきです。これが、「される」側の第一鉄則です。  
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たとえば、「弱者救済」と言ったら、まず嘘だと思った方がいい。」（125 ページ） 

 

このあたりの熱気あふれる弁舌は、「ベ平連代表 小田実」の面目躍如である。 

 

Ⅴ 世界史のなかの日韓関係 

  この章では、日韓関係を「西洋との関係」も含めて論じているが、古代ギリシアか

ら説き起こされると、ちょっと風呂敷が大きいかなとも感じる。 

  しかし、“目からウロコ”の部分もある。 

  いわく、ホメーロスは「西洋文学の父」と言われているが、ホメーロスはおそらく

紀元前８世紀の人で、そのころ「西洋」という概念はあったのか。「西洋文明」を持

っている「西洋人」がいたのか。 

  またいわく、世界史の教科書では古典時代として「ギリシア・ローマ」と一緒にし

ているが、本当にそうなのか。 

  これは、われわれの既成概念を揺るがす視点である。思い込みとは怖いものだ。 

  それ以上にびっくりしたのは、1987 年に出版されたアベル・バナールの「黒いア

テナ」の話である。つまるところ「黒いギリシア」ということらしい。われわれは、

ギリシア人というと白人を連想するが、それが嘘だということを立証したというのだ。 

 欧米で大論争になった、いや、今も論争が続いているのもうなずけよう。やがて、産

業革命とフランス革命を経て、世界的権力を持った新しいヨーロッパが必要としてい

たのは、西洋近代科学の基を築いたギリシアであった。そうすると、先祖は白くなけ

ればならない。先祖が黒いと困る。黒い連中は「退歩」や「停滞」の象徴なのである。 

  ところで、ヨーロッパ世界が世界史に出てくるのは、15～16 世紀の「大航海時代」

である。1492 年にコロンブスがアメリカを「発見」、1948 年にバスコ・ダ・ガマが喜

望峰を回ってインドを発見、1453 年にポルトガル人が種子島にやってきて、1592 年

に秀吉が朝鮮侵略を始める。わずか 100 年の間である。 

  そこで日本が西洋から学んだのは、侵略して植民地にするのは当然だという思想で、

独裁的だった秀吉の膨張思考とヨーロッパの考えが結びついたのが、朝鮮侵略だった

というのが小田の立論である。やっと日本と朝鮮の関係が出てくる。秀吉に世界的視

野あったかどうかは疑わしいが、明治維新以降の朝鮮侵略にいたる過程のなかに、秀

吉の朝鮮侵略を位置づけるべきだというのは理解できる。 

 小田は、日本と韓国の間の話だけではなくて、世界史の大きなコンテクストの中で

見てほしい、とこの章を結んでいるが、他の章に比べて論の進め方が前後錯綜するな

ど、どこか生彩を欠いている。講義の後の質疑応答でも、キム・イルソンの評価や「拉

致」についての質問に対して、珍しく受け身に回っている。 
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Ⅵ 市民の経済と文化 

  この章で小田は「経済というのは社会の根本である。あらゆることに、精神形成に

まで影響する」との立場から、世界の、また、日本の経済状況に警鐘を鳴らす。 

  まず、かつて世界は「三極構造」であった。アメリカを中心とする「資本主義社会」、

ソビエトを中心とする「社会主義社会」の東西対決があり、それにぶら下がって「第

三世界」の存在があった。しかし、社会主義国が崩壊し、「第三世界」も「途上国」

になってしまった。いまは、グローバリゼーションに対抗する国家勢力がなく、アメ

リカ中心の一極構造になってしまった。 

私もグローバリゼーションはアメリカンスタンダードの押し付けに過ぎないと思

う。イラク戦争というアメリカの暴走をチェックする勢力がないから、バランスが崩

れてしまっている。その意味で、今度のアメリカ大統領選挙で誰が勝利するか、それ

によってアメリカの世界戦略に変化が出てくるのか重大な関心を持って見守ってい

る。 

  次に、ハワイ解放闘争と「カウリケ」という耳慣れない言葉がでてくる。アメリカ

がハワイを支配してから 100 年たった 1993 年にハワイ解放運動が起こり、「国際民族

民衆法廷」が開かれて、アメリカのハワイ領有は不法であるという判決を下した。小

田も判事の１人として参加し、そこで「主権」は国家権力の問題ではないという新し

い概念を教わったとしている。このなかでカナカ・マオリ族は、国家権力を奪うとい

うこれまでの解放闘争ではなく、環境そのもの変えろという運動を展開した。経済の

根本を見直して、自然と共生した文明を取り戻そうとしたのである。カナカ・マオリ

族の「正義」は「カウリケ」といい、「公平なる分配」を意味する。「公平な分配」を

求める運動は、西洋文明の根本を変えてしまおうとする、 先端の革命だと小田は評

価する。 

  三つ目が、「法人資本主義」という小田の造語から始まる。（こうしてみてくると、

小田は造語の名人と言っていい）日本の戦後資本主義の性格を規定した概念として使

われている。 

 

「私の藪睨みの経済学からいうと、戦後復興史は「闇市」から始まる。「闇市経済」

を経済学はきちんと分析していません。私は戦後闇市で働いていました。（中略）メ

チャクチャだけれど活気がある。カネが動く。それまで潜在的に持っていた力が一気

に吐き出されて、闇市の活気になる。原始蓄積をそこでしたと思う。」（170 ページ） 

  「そもそも日本の資本主義は「国家資本主義」でしょう。三菱も三井も国家がつく

ったようなものです。（中略）ヨーロッパの「個人資本主義」とは違います。この「国

家資本主義」が富国強兵の基盤で、要するに侵略主義、侵略経済です。（敗戦によっ

て）国家資本主義がはじめて解体して、個人資本主義になった。そこで、日本人はは
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じめて自由になった。闇市を本格的に研究したらおもしろいと思います。」（171 ペー

ジ） 

  「そこへ朝鮮戦争が始まって、朝鮮特需が来ます。」（171 ページ）「朝鮮特需で、

中小企業、大企業の力が復活してきます。個人資本主義が、今度は「法人資本主義」

になる。それが私の説です。」（172 ページ） 

 

  日本の「法人資本主義」は、①（利益を）分配しない、②「経営者の力」があった、

③「自由」があった、④「農地解放」というドラスティックな改革があった、⑤「政

経分離」をした、ことがファクターとして伸びていった。それが戦後日本経済のあり

方である。 

しかし、いまや全世界が法人資本主義的になっている。「法人資本主義」を護るた

めに、武装がいる。強大な武力によってやれというのがアメリカで、日本もそれにつ

いていくであろう。そこで何が起こるか。日本のほうが個人資本主義の力は弱いし、

個人の力自体が非常に弱い。そういう土壌で法人資本主義が危機に陥ると、また国家

資本主義に代わっていく可能性がある、という小田の強い危機感が示されている。（こ

こではアメリカも「法人資本主義」と読めるが、それを裏付ける説明はない） 

 

【補】 

１ ベトナム戦争と戦後世界 

  「戦後」といえば、日本を始め多くの国々（の市民）にとって、1945 年の第二次

世界大戦以後を指す。しかし、もう一つの「戦後」がある。それは「ベトナム戦争後」

である。アメリカにとって「戦後」とは、ベトナム戦争後である。   

前述のアメリカの歴史家ハワード・ジンの「アメリカ民衆の歴史」の第１章のタイ

トルが「ベトナム 不可能な勝利（impossible victory）」である。 

 

  「1964 年から 72 年にかけて、世界の歴史の中でもっとも豊かな、そして も強力 

  な国家が、ちっぽけな農業国の民族主義的な革命運動を叩きつぶそうとして、原爆 

  以外のあらゆる軍事的な手段を弄し、 大限の軍事行動をやってのけた。そして 

失敗した。 

 アメリカ合州国がベトナムで戦ったとき、その戦いは、組織化された科学技術と

団結した人間 human-beings の戦いだった。そして人間が勝った」（183～4 ページ） 

   

  この戦争の 中、アメリカ合州国（注：小田はある時期から絶対にアメリカ合衆国

とは書かなくなる。その根拠となる文章を読んだ記憶は確かにあるのだが、典拠を思

い出せない）で猛烈な「反戦運動」が起きた。ニクソンを追いこんで、結局戦争をや

めるほうにもっていった。アメリカ市民が勝った。 
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  その民衆運動が広がると「黒人解放闘争」が起き、「公民権運動」につながる。民

衆が立ち上がることによって、歴史は動いた。 

  ベトナム戦争の基本認識はいったい何か。いちばん大事なことは、アメリカには戦

争をする正当な理由がなかったことだ。 

  ベトナム戦争について、日本人はよく「どちらが勝ったか負けたかわからない戦争

だ」とか「勝者なき戦争だ」というが、アメリカ人はそう思っていない。アメリカは

負けたと認識している。 

  ベトナムにとって、しかし、その「勝利」は、非常に高くついた勝利であった。200

万とも 300 万ともいわれる夥しい犠牲を払っている。だから、この勝利は「惨勝」（こ

こでも造語）、悲惨な勝利であった。 

  これは小田の終生変わらぬ歴史認識であり、当時ささやかながら「ベトナム反戦運

動」に参加した自分としても、おおむね分かち合えるものである。しかし、アメリカ

は本当に歴史に学んだのであろうか。イラク戦争は小田のいう「正当な理由」のある

戦争なのだろうか。また、「正当な理由」があれば、戦争はしてもいいものなのだろ

うか。すでにイラク戦争は「大義なき戦争」といわれて久しいのに、ブッシュは「大

量破壊兵器の保有」から「テロとの戦い」にすり替えて、イラク戦争は「正義の戦争」

だと強弁してやまない。しかも、前述のようにアメリカは世界唯一の超大国として、

単独主義の行動を自制しようともしない。イラク戦争がベトナム戦争と同じように

「泥沼化」しているのに、アメリカでは（世界でも）市民による「猛烈な反戦運動」

は起きていない。小田が日本の「神風特攻隊」と同じだと喝破した「自爆テロ」も相

変わらず続いている。この絶望的な状況を打開する糸口はあるのであろうか。 

 

  平和主義の新展開では、「する側」の論理と「される側」の論理（被害者であり、

加害者である論理）について詳しく論じられている。日本の兵士、アメリカの兵士、

沖縄の人々の例をひいて、くどいほど説明する。 

 

  「アメリカの若者は徴兵制でベトナム戦争に駆り出された。彼らは、被害者だ。し

かしベトナム戦争に行って何をするかと言えば、鉄砲を撃って、殺す。こんどは加害

者です。被害者であることによって加害者になる。被害者であるにもかかわらず加害

者になる、ではなくて、被害者であるというその事実によって加害者になる。 

  こんなバカなことを断ち切ろう。それが反戦運動の根拠です。」（203 ページ） 

 

  ところで、「される側」が「する側」になる構造は、「する側」つまり、権力者側に

も見られるのである。それは、丸山眞男が「超国家主義の論理と心理」の中で明らか

にした「抑圧移譲の体系」である。「上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順

次に移譲して行くことによって全体のバランスが維持される体系である。（「現代政治
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の思想と行動」未来社）軍隊で言えば、上官のいかなる命令にも従うのが軍規であり、

そこで発生する圧迫感を下位の者へ移譲していくわけだが、 下位の命令「される」

存在である兵士は、移譲すべき対象がないから、その捌け口を敵側に向け、あらゆる

残虐行為をして、抑圧を解放「する」しかないのである。では命令「する側」の 上

位者であるはずの天皇は「唯一の主体的な自由の所有者か」（前掲書）といえば、そ

うではない。「天皇は万世一系の皇統を承け、皇祖皇宗の遺訓によって統治する。（中

略）かくて天皇も亦、無限の古にさかのぼる伝統の権威を背後に背負っているのであ

る。」（前掲書）。これが「無責任の体系」の根源に他ならない。 

  これを小田の「被害者であり、加害者である」構造とつなげて考えると、「される

側」の市民とか兵士は、逃げ場のない袋小路に追い詰められる悲惨な存在となる。 

 

  私はこれを“不条理の連鎖”と呼びたい。小田は日本国憲法こそ、この“不条理の

連鎖”に終止符を打つ理念を具現化したものと見る。 

 

  「平和憲法は、問題矛盾の解決に一切武力を使わない、ということを基本に据えて

います。使えば、必ず「被害者であることによって加害者になる」。だから断固とし

て使わない。憲法第九条だけを読んでいても平和主義の原理はわからない。前文に、

「戦争をやめようじゃないか」と、全世界に向かって呼びかけているのです。 

  日本国憲法は、おもしろい憲法です。普通、憲法は自分の国のことだけを書いてあ

る。人の国のことまで文句をつけているのは我が国の憲法だけです。 

  戦争は、いくら「正義」を掲げてやったとしても、結局のところ殺し合いになって

終わる。私たちは、もう十分それがわかった。だから新しい世界をつくろう、といの

がわれわれの憲法です。」（204 ページ） 

  「「正義の戦争はやらなければいけない」という立場と「絶対平和を貫け」という

立場が、全世界で対抗関係になっている。日本の平和憲法だけが孤立しているみたい

に思ってはいけない。」（206 ページ） 

 

  小田のほとばしる憲法への熱い思いがストレートに伝わってくる。本書の白眉と言

える部分である。講義のあと、質問者が、国際問題の解決に武力を使わない方針に立

った場合、たとえばコソボの紛争をどう解決するのでしょうか、と尋ねたのに対する

答えは強烈である。 

 

  あなたは、客観的にいってはいけない。この問題には日本も絡んでいる。あなたも

私も、「平和憲法」を持ちながら何もしなかった国の一員だ。（210 ページ） 
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  「テツガク」の講義で、客観的にいってはいけないと言われた質問者は、目を白黒

させたに違いない。本書の冒頭に出てくる日本人の〈Phirosophy in Action〉の欠如

を改めて気付かされる場面である。 

    

２ アジアを見る目 

  ここでもわれわれの～あるいは少なくとも私の～固定観念をひっくり返す視座が

示される。「社会主義国の植民地」である。 

 

  「カザフスタンは「社会主義国の植民地」でした。キルギスタン、タジキスタン、

トルキスタン、ウズベキスタン、これらは全部ソビエトの植民地だったところです。

レーニンにソビエト体制を押しつけられた国です。資本主義国の植民地はインドでも

朝鮮でも誰もがはっきり認識しているのに、社会主義国の植民地という認識はない。

世界解放のために社会主義があるという嘘八百は聞かされましたが、しかし、植民地

と言うほかありません。」（219～220 ページ） 

 

  核保有国の核実験は、植民地であったり、先住民が住んでいたところで行われてい

る。ソビエトはカザフスタンのセミパラチンスク、アメリカはニューメキシコやネ 

 バダ砂漠、フランスはムルロワ環礁、オーストラリアはアボリジニーが住んでいた場

所、中国は新疆である。 

  独立したカザフスタンのセミパラチンスクには「レーニン塚」と呼ばれる場所があ

るという。あちこちから持ってきたレーニンの銅像の首だけがちょん切られてならべ

られている。凄まじい光景と、小田は言っている。 

  ふと、日本が核武装するために核実験をやるとしたら、どこでやるだろうと思った。 

北海道が広いといっても核実験をするほどの荒野はない。アルプスの山奥で地下核実

験をやるのだろうか。アメリカに頼み込んで、ネバダ砂漠ででもやるのだろうか。 

私が勤務していた（故郷でもある）青森県下北半島の六ヶ所村に巨大な使用済み核

燃料の再処理施設がある。貧乏県だから国からカネをもらうために誘致したのだろう

が、政府との約束では、ここを“核のゴミ”（高レベル放射性廃棄物）の 終処分地

にはしないことになっているが、地元には「もしかしたら？」という不信感がある。

そこで言われていた冗談（半分は本気ではないかと思うが）は、北方領土が返還され

たら、そこを“核のゴミ捨て場”にすればいいという話であった。（いやいや、 近

青森県では、 終処分地を誘致しようと「勉強会」を立ち上げた村まで出てきている

ようだ） 

  どちらも恐ろしい話である。   
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  この章では、また、「植民地主義」を中心としたユニークな比較文明論が展開され

ているが、これだけで１回の読書会ができるほどのテーマであり、なおかつ、レジュ

メというには余りにも紙幅がオーバーしているので、別の機会に譲りたい。 

 

 ＜まとめ＞ 

  本書で、気になった点が２つある。 

  まず、「小泉首相が構造改革を言うのなら、自衛隊という聖域にも手を着けたらい

い。自衛隊の予算を、日本の自衛のためだけに絞れば、もっと違う予算を組めるはず

です。」（114 ページ、下線工藤）という個所。言葉じりを捉えるようだが、読みよう

によっては、小田が自衛のための軍隊は容認する、とも受け取れる。小田は果たして

そのように考えていたのであろうか。私が読んだかぎりでは、そういう文章にお目に

かかったことはない。もし考えていたとしたら、小田の評価を根本的に見直さなくて

はならない。おそらく、物の例えとして言ったのであろうが、護憲論者・小田には似

つかわしくない例えである。 

  もう一つは、31 ページで「30 年前には、賛成か反対かは別として、天皇制につい

てみんなが論じていた。いまでは議論することもできなくなっています。」といって

いながら、218 ページで「現実に、インドと日本には言論の自由があります。」と断

定的に言っている点である。小田は本当に、日本に言論の自由があると考えていたの

だろうか。考えていたとしたら、それは、おおらかを通り越して、おめでたいという

べき認識である。ここの文脈で捉えると、中国、北朝鮮、韓国などと比べると、言論

の自由があるという意味なのであろうが、それにしても、不用意な発言である。 

  小田の大雑把ぶりは、晩年やや増幅したようである。冒頭のコラムで紹介した季刊

雑誌「環」には、ベ平連の事務局長として小田を支えた吉川勇一の弔辞が掲載されて

いる。それによると、本書の直前に出版された「中流の復興」（「ＮＨＫ出版」、未読）

の中で、小田は「左翼はすぐ、これは軍事産業だ、三菱はどうしたこうしたと言って

いるが、基本的には平和産業で、それで豊かさを形成した」と書いている。これに対

して吉川は、小田さんが生きていれば、早速「小田さん、いくらなんでもその言い方

はないよ」といって論争しただろう、と述べている。私も同感である。 

  小田は歯に衣着せぬ発言をするため、とかく誤解を受けかねない危うさがある。 

 しかし、細部にこだわらないのが、小田の小田たる所以ではないだろうか。 

  小田の出発点は「1945 年８月 15 日」であった。「敗戦＝新日本の誕生は、私にと

って、国家とか民族とかのワク組みをこえた思考の誕生ということであった」「私が

焼け跡と闇市をうろつきながら学びとったのは、「人間は人間や」というきわめて判

りきった事実であり、そこからなんであれすべてを出発させなければウソになりマヤ

カシになるという信念であり、ついでに言えば「古今東西、人間万事平等チョボチョ

ボや」という哲学であった。」（「私と天皇」、筑摩書房）。小田はベストセラーとなっ
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た「何でも見てやろう」で、「まあなんとかなるやろ」の精神で世界を旅し、「古今東

西、人間万事平等、チョボチョボや」の哲学をさらに強固なものとし、亡くなるまで

一貫してこの哲学にのっとった行動と思索を重ねたのである。惜しむらくは、「何で

も見てやろう」で発揮された小田のユーモア（「何でも見てやろう」は卓抜な文明批

評であると同時に、抱腹絶倒の世界貧乏旅行記なのである）が、やがて小田の著作か

ら消えてゆくことである。小田の危機感がそうさせたのであろうか。 

  また、小田は日本の知識人としては、空前絶後といっていいほど、平易な文章を書

いた。「市民」の概念にしても、ルソー、ロック、トクヴィルその他の思想家を読み

こんだ上で、一刀両断「ふつうの人」と表現した。それが正しいか否かは別として、

小田は極めて分かりやすい文章で「ふつうの人」への発信を続けたのである。 

  さらに、本書もそうなのであるが、小田は自分の書くものにほとんど他からの「引

用」をしない人であった。今、私は内心忸怩とした思いで、このリポートを書いてい

る。日本のインテリ（疑似インテリ？）は、あちこちから引用して、自分の文章に“ハ

ク”をつけようとするのだ。 

  小田のよう、軸のぶれない思想とカリスマ性をそなえた人物が、果たしてまた現れ

るのか、日本の現状を見るにつけ、悲観的にならざるを得ない。 

 

   

＜コラム-その４＞ 

小田の平和憲法に対する熱い思いには、すでに述べた。 後に憲法勉強会への助

走として、小田の（昭和）天皇観にふれておきたい。 

 

 本書では「天皇は責任をとって辞めるべきだった。（中略）天皇制に対する私の見

解は、民主主義に王様は原理的にいらない、という一言です。（240 ページ） 

 

 「私はまだ一度も、論理的に納得のいく（民主主義体制下における天皇制の存続

理由をきいていないのである」（「日本の知識人」） 

 

 「私が天皇という名をきくとただちに思い起こすのは、私のお金（注：税金）を

私への一文半句（一言半句の誤りか？）のことわりなしに勝手につかっている人物

だということだ。あえて言えば、私は、天皇の戦争責任というようなことより、そ

っちがまず気にかかる。（中略）天皇という無為徒食の人物の存在をゆるすような世

の中のしくみ、あるいは、しきたり、そして、もうひとつ言って、これはただちに

私自身にもかえって来て、言うのは辛いことになるが、それを許す人びとの気持ち

が彼の戦争責任をアイマイなままですませてしまたということになるからだ。」（「私

と天皇」） 
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＜コラム-その５＞ 

  本書の中で、私がこれ以上自分の気持ちにピッタリあてはまる言葉はないと思っ

た一節にであった。小田ではなく、中山千夏の次の言葉だ。 

  

 「ニュースに対する嫌悪の 大のものは、私の政治信条に深くかかわっている。 

  国旗・日の丸、国歌・君が代の制定反対。 

  自衛隊は違憲。 

  天皇はいらない。 

  非軍備・交戦権放棄の憲法第九条を支持する。 

  30 年前、これらはさほど偏った意見ではなかった。むしろ主流だったとさえ言え

る。私はそういうものとして、これらの意見を身につけた。その後、思えば思う

ほど納得できるものとして、これらの意見を保持してきた。ところが 10 年 20 年

と経るうちに、これらは極左の意見になってしまった。私が左に行ったのではな

い。私は進歩もなく同じところに立っているのに、世の中が右に寄ってしまった

のだ。」 

 

 
 

＜余分なコラム＞ 

私の素朴な疑問～小田実と高畠通敏の関係はどうだったのか？～ 

  大学時代、私は高畠が小田について何かを語ったのを聞いた記憶がほとんどない。

極端にいえば印象に残っているのは、いつだったか、「小田実が離婚した」という下

世話な話ぐらいである。 

 

  ところが、鶴見俊輔が上野千鶴子・小熊英二と鼎談した（というより上野と小熊

の質問に答えた）「戦争が遺したもの」（新曜社）には次のようなくだりが出てくる。

  「鶴見 彼はそれで 1960 年に日本に帰ってくるんだけど、マラリアで寝ていて

（注：「何でも見てやろう」で世界貧乏旅行をして、マラリアに罹ったこと）、60 年

安保に参加していないんだ。1965年にアメリカの北ベトナム爆撃が行われたときに、

高畠通敏と私が相談して、「声なき声の会」をはじめとして小さな団体を集めて、社

会党や共産党とは独立のベトナム反戦運動を起こそうということを考えた。そのと

きに、「安保のときにリーダーじゃなかった若い人を中心にしよう」と私が言った。

それで小田を選んだんだ。（中略）それで小田の自宅に電話したら（中略）、小田は

「やる」というんだ。それで３日後に、東京の新橋の喫茶店で、高畠と私と３人で
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会った。そのとき、もう小田は、 初のデモの呼びかけ分を書いて持ってきた」 

 

  

 この鶴見の話で小田と高畠は「ベ平連」立ち上げる前から、知り合っていたことが

分る。いわば「立党の同志」である。大学も同じ、ものの考え方にも大きな隔たり

はないように思うのだが。 

  それなのに２人は決して“熱い”関係にはなかった。高畠の「お別れの会」に小

田の姿はなかった。鶴見のその後の講演などにも、２人がセットで登場したことは

ない。小田が「ベ平連」、高畠が「声なき声の会」という棲み分けをしたのだろうか。

ベ平連の運営で対立したのだろうか。それとも、ベトナム戦争の 中に高畠がアメ

リカに留学したことと関係があるのだろうか。（蛇足ながら、私もできれば政治学の

研究を続けたいとおぼろげに考えていた時期に、高畠がアメリカに２年間行ってし

まい、おおいに戸惑うとともに、「何でよりによってアメリカなんだよ」と内心反発

をおぼえた記憶がある）。似たもの同士で却って反発しあう関係になったのだろう

か。根っからの野人である小田と、エリートのアカデミシャンという側面をもつ高

畠では、ソリが合わなかったのだろうか。はたまた、レベルの低いことを言うと、

小田がスターになったことに対して、高畠が嫉妬したのだろうか。 

 

  だれか、真相を知っている人はいませんか？ 

 

＜結語＞ 

 小田が作家として後世に名を残すかどうか、あまり彼の小説を読んでいない私には、

何とも言えないが、戦後民主主義を代表する思想家、市民運動家の一人として、記録に

も、また、記憶にも残る人物であることは間違いないだろう。 

後に、本書の読後感を本書のタイトルになぞらえて言うと、「生きる糧としての小

田実」となる。 

 


