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第 53回高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

      『日本劣化論』 笠井 潔・白井 聡 （ちくま新書） 

                           2014･9･27   報告：小田輝夫 

 

今年は丸山真男の生誕 100年にあたる。日本ファシズムの痛烈な批判者であった丸山は自ら考え

ず、勢いに流される人間が増えると、ファシズムになりかねないと述べている。また、民主主義と

はおかしな現状を批判し続けることであり、一人一人が発言し、お互い対話を通して理解すること

により、永久革命としての民主主義があり、民主主義には完成形がないのであるから、主権者とし

ての発言をし続けることが肝要である、といったようなことを述べている。 

  

 本書はまさに、最近のわが国のおかしな現状の、5月の読書会で報告された「永続敗戦論」の白

井聡と「8.15と 3.11－戦後史の死角」の著者笠井潔とによる、批判と問題提起の対話の書である。 

 両者の共通認識は 2011･3･11の惨事（特に福島第一原発の事故）を、日本近代の歩みの必然的帰

結とみている点である。かかる事態を招いたものがなんであるのかを徹底的に考えることが、将来

の世代に対する責務である。 

 3･11 の未曾有の危機にただ右往左往するばかりで、対応できない責任者の姿は、見聞きしてき

た「あの戦争」における日本の権力者たちの振る舞いに合致していた。「戦後」とは大東亜戦争の

大失敗への反省に基づいて歩まれてきた時代であったはずだったが、こうした公式見解は現実によ

って粉砕されたとき、この社会は公式見解で蓋をしていたドロドロした暗いものを解き放ち始めた。

その一方では・有力政治家（安倍、麻生ほか）による歴史修正主義を支持する言動 ・彼らの幼稚

きわまる軍事への傾斜 ・排外主義者たちの街頭活動といった攻撃的言動（ヘイトスピーチ） ・

オリンピック誘致の喧騒 ・エネルギー政策の原発回帰（川内原発の再稼動容認）など、あたかも

何事もなかったかのように振舞う「現実否認」がまかり通っている。しかし、間違いなく 3.11は、

日本近代のトータルな失敗の帰結であり、証拠ではないのか。 

 今日の困難は、小手先で片付けられる種類のものではなく、近代日本が構造的に抱えこんでいる

ものに関係している。この課題は観念の問題ではなく、あの原発事故で経験した我々の生活や生命

に対する危機として現れている。笠井、白井がその著作でしめした「状況はすでに悪いが、もっと

悪いことになるのではないか」との危惧は相当程度当たってしまっている。尖閣問題や集団的自衛

権の行使を主眼とする閣議決定による解釈改憲の追及は「劣化」をその権限にまで推し進めるもの

である。 

   

第１章 日本の保守はいかに劣化しているのか   

＊安倍政権は「戦後レジーム」を脱却する気があるのか 

白井（S）戦後という時代は明らかにその存在基盤は失っているが、実は終わりきれておらず、

戦後をずるずると続けたい勢力が非常に強い。次のフェーズが始まらない限り無限延長で続く。 

笠井（K）安倍首相は一応のところ「戦後レジームからの脱却」を掲げている。 

（S）「戦後レジームからの脱却」は言葉としては正しいが、実情はその反対で「永続敗戦レジーム

の純化」で、戦後レジームの悪しき本質部分をより純粋な形にしていくことになってしまっている。 

（K）安倍政権は・日本版 NSC(国家安全保障局)の設置・特定秘密保護法の成立・武器輸出三原則

の緩和・沖縄辺野古の基地移転の進行（辺野古沖埋め立ての海底ボーリング調査の開始）・集団的

自衛権をめぐる解釈改憲・共謀罪の創設など、自民党右派が戦後一貫してめざしながら、国民世論
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の反対のため長い間宙吊りにされていた政策を一気呵成に実現しようとしている。 

（S）これらは、「積極的平和主義」なるスローガンを実現するための個別政策であり、「戦後レジ

ームの脱却」ではなく、「永続敗戦レジームの純化」である。「積極的平和主義」における「平和主

義」の実質は、積極的に戦争して敵を叩くことにより自国の安全を確保するという積極的安全保障

政策であり、戦後の平和主義は消極的なものに過ぎなかったということをほのめかしている。 

（K）積極的に攻撃を可能にする集団的自衛権の問題とも繫がっている。 

（S）自衛隊の「専守防衛」の原則は無効化される。 

  「世界市民としての義務を果たす」ために「日米同盟を強化する」ことが叫ばれ、世界＝アメリ

カの構図が強調された。これは、対テロ戦争以来追及されてきた方向性の総仕上げで、実質的な大

きな政策転換が、ほとんど説明されないまま、選挙で賛否を問われることなく行われてきた。国連

中心主義は後景に退き「自衛隊の海外展開はけしからん」と批判しても小さな広がりしか持ち得な

かった。アメリカの対テロ戦争はアメリカ自身が国連中心主義をかなぐり捨ててしまったが、わが

国の指導者の主流派はなんの躊躇もなくアメリカの暴走に追随した。この延長戦上にあるのが「積

極的平和主義」であり、軍事的な意味でアメリカの一部となって活動することになる。これが今の、

外交軍事分野の政治の大局的構造である。 

（K）朝鮮戦争以後６０年以上の長きにわたり、自民党の再軍備路線は「アメリカの戦争に協力す

るためのアメリカ軍を補完する軍事力の育成」を意味していた。したがって、憲法９条に依拠した

戦後日本の平和主義もまた、長いこと「アメリカの戦争に巻き込まれるな！」をスローガンとして

きた。しかしながら、2012 年の尖閣問題を転回点として事態は根本的に変化した。日中軍事衝突

の危機は第 2 次安倍政権になってさらに深刻化した。起きるかもしれない 21 世紀の日中戦争に、

「アメリカの戦争に巻き込まれない！」という戦後平和主義の論理では対抗することはできない。 

 

＊アメリカにも嫌われつつある？ 

（S）アメリカの世界戦略に応えたいと、保守派、タカ派は思ってきたし、戦後保守派の悲願であ

る改憲もそのためだった。しかし、いわゆる靖国参拝問題に代表されるように、日米関係にイデオ

ロギーの次元で明らかに齟齬が生じてしまった。日米は価値観を共にして緊密な関係を構築する

「価値観外交」を掲げてきた。しかし、今やアメリカが「日本と我国は価値を本当に共有している

のか」疑問に思っている。歴史解釈を巡って価値を共有しているのは日米ではなく、共に戦勝国の

米中であり、日本は侵略戦争をやった国家である。保守支配層の「価値」である民主主義、人権、

法の支配を真剣に追及したことなど一度もないではないか。 

（K）安倍政権は従来の日本政府の立場から、大きく右にはみだしている。「侵略の定義は定まって

いない」発言。河野・村山談話の見直しの示唆。中韓との対立が激化する中での靖国参拝。歴史修

正主義の必然的産物としての「大東亜戦争肯定論」。立憲主義を否定し、人権より国家権力を優先

する自民党の新憲法案。安倍路線は明らかに欧米諸国の立場と対立する。 

 自民党右派・タカ派は憲法改定と再軍備の積極推進派であり、大東亜戦争肯定論で極東裁判を否

定（連合国による裁判を「報復」と位置づける。安倍は 4月 A級戦犯らの高野山での法要に、自民

党総裁名で哀悼メッセージを送付。「私達には、ご英霊を奉り、祖国の礎となられたお気持ちに想

いを致す義務がある」「ご英霊に恥じることのない、新しい日本のあり方を定めてまいりたい」）。

さらに、教育問題に力点を置き、教科書、日の丸、君が代あるいは靖国などイデオロギー的に大日

本帝国の継承、復活を目指す。アメリカの逆鱗には触れない前提で、反共親米なら軍事独裁政権と

でも同盟し、援助するという無原則な実利主義。 
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 アメリカは従来、極東軍事裁判とサンフランシスコ条約による日米関係を理念的に否定していて

も、日米安保体制の大枠から外れることなく、日本の左翼勢力を封じ込める役割を果たすならそれ

でいいとし、日本国内でのイデオロギー的右傾化（教科書や靖国問題）は黙認し放置してきた。 

（S）今回の安倍の靖国参拝もそういった意識のもとでおこなわれている。このくらいは最終的に

許してくれるはずだ。現代日本史における歴史認識問題、歴史修正主義の根本命題というのは、日

本が侵略戦争をしたことを認めるかいなかに尽きる。ここで、認めない立場を取れば、歴史修正主

義者ということになるが、アメリカはそういう歴史解釈を許さないという原理の次元にまで徐々に

踏み込みつつある。 

（K）今までと同じ動きなのに、何故アメリカがこんなに怒るのか安倍には理解できない。 

 アメリカの東アジアや日本への姿勢は明らかに変化している。アメリカが恣意的に変わったので

はなく、世界構造自体が変動してきている事実に安倍は無自覚すぎる。9・11以降、世界は新たな

混乱期、21 世紀的な世界内戦の時代に突入している。この混乱の中で、東アジアでも根本的な力

関係の変化や流動化が生じ、外側の環境が大きく変動している中で、今までと同じことをやり続け

ようとすれば、周辺諸国との齟齬や摩擦が極大化していく。 

（S）永続敗戦レジームの根幹なる「敗戦の否認」は冷戦構造とアジアでの日本の国力の突出性に

あったが、両方ともすでに失われている。国力の差があったアジア諸国は日本の傲慢な態度に不満

を呑み込んできたが、今や我慢などしない。そこを理解しなさいと、アメリカは口を突っ込んでく

るが、そこが理解出来ないから同じような言動をとっている。 

  戦後、歴史を修正できる範囲はアメリカによって決められた。歴史修正主義的な歴史観もアメリ

カに与えてもらった。奴隷的思考であり、そんな歴史観でどう誇りを持てるのか不思議である。ア

メリカに許容された範囲での歴史修正主義が我慢ならないのなら、もう一度対米戦をやるしかない。 

（K）「戦争する以外にない」前提で、一切を計画的に配置し、編成する強靭な目的意識など少しも

ない。自分は正しいことを言っているししている。それで戦争になるならそれでも構わない、とい

うのが安倍の本音。日米戦争の開戦に「なんとなく」雪崩れ込んでいった戦前日本の反復である。 

（S）これはもうすさまじい劣化と言うほかはない。アメリカを完全にブチ切れさせる処まで踏み

出す覚悟があってやっているのなら賛同はできないが理解はできるが、現実には自覚なくやってい

る。 

 

＊アメリカによる日本のデモナイズ化 

（S）安倍路線を貫徹しようとすると日中軍事衝突になる。ここでアメリカが介入しないとすれば、

日本に対する政治的正当性を失う。     

（K）もし、それが空手形だとばれたら、東アジアの同盟国はもちろん全世界に動揺が波及し政治

軍事的なアメリカの支配体制は大きく傾く。そのリスクと日中戦争に巻き込まれるリスクのどちら

を取るか大きな焦点となる。中長期に渡って中国との新たな勢力均衡を探っている最中に、日本が

勝手なことをして問題を複雑化するな、というのがアメリカの本音。 

（S）突発的に始まっても、介入しないための先手を打っておく。開戦前の梯子外しをする準備と

してソフトパワー戦略で、前もって日本をデモナイズ（悪魔化）しておく。「日本は狂っていてど

うしようもない国だから、助けてもらえなくてもしょうがないよね」という国際世論、雰囲気を形

成する。安倍ちゃんとそのお友達はそのためのネタをポンポン提供してくれる。こうした「雰囲気

の形成」が世界的に形成されるにたる状況がすでに出来ていることが問題である。日米関係の緊張

感が目にみえない部分を含めて高まっている。 
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（K）アメリカと中国と同時に戦う第 2 次世界大戦の再現をして、徹底的に負ける。いいかげんな

終戦ではなく、きちんと「敗戦」する以外にない。日本列島をもう一度廃墟とする。 

（S）内的にはすでに廃虚化している。 

（K）従軍慰安婦問題を含めての歴史認識問題も大きい。日本の歴史修正主義は性的奴隷制を容認

し、PC（ポリティカル・コレクトネス政治的正しさ）を踏みにじるもので、PC に反していると烙

印を押せばいい。 

（S）アメリカのリベラルの文脈だと、そうした観点からの批判が主流である。 

 

＊安倍は旧来の自民党とどう違うのか 

（K）自民党政権が「戦争とファシズムへの道」を歩んでいると、戦後民主主義左翼から、半世紀

以上に渡り警鐘を鳴らされてきた。それは、対米従属と引き替えに「平和と繁栄」を担保するとい

う保守本流の路線であったが、「アメリカの戦争に巻き込まれる」危険性があり、「戦争とファシズ

ムへの道」だと非難された。しかし、安倍政権による戦後日本政治や社会の急激な再編成は、過っ

ての「戦争とファシズムへの道」とは質的に異なっている。 

 アジア太平洋戦争に際しての日本の正義を主張し、倫理的根拠を回復したいという幼児的願望で

あり、時代認識の根本的欠落である。 

（S）最も頼りにしている日米関係がおかしくなっている。アメリカの意図を忖度しなくなった結

果、「日米関係」というマジックワードの魔力が効かなくなってしまった。「日米関係のためだ」で

八方丸く収まったし、戦後日本の暗黙のルールだったがこれが失効した。「戦後レジームからの脱

却」がある意味すでに実現している。 

  一方、自民党内の権力構造が多元的でなくなり、一枚岩となり、公式のトップと実質的トップに

ずれがなく、決定的に不人気にならない限り、降ろす動きが出てこない。 

 

＊ネトウヨレヴェルの総理大臣  

（K）安倍の鈍感さはネトウヨと同じ。共通の事実認識が最低限ないと、そもそも議論にならない

が、論破された後も同じことを繰り返し言い続けている。 

（S）「真意を説明する」といいながら「真意」は伝わっていない。「真意」が伝わったら大変なこ

とになるが、本当の「真意」は説明していない。あやふやなことしか言えないから何度も「説明」

する。 

（K）自分のそういう行動パターンに何の疑問も抱かない。安倍個人の知性の問題であると同時に、

日本社会に深く根を張りつつある新たな反知性主義の問題である。ネトウヨ相手の議論ではアメリ

カも困るし、日本の知識人も唖然。同時代に広がりを持つ非常に根深い鈍感さ。「自分の意見に反

する文献は嘘が書いてある」として文献は読まない。 

（S）こういう時期に安倍が首相となり最高権力者になってしまったのは偶然ではなく、必然であ

る。社会全体に反知性主義が蔓延している結果であり、ある意味日本国民を正しく代表している。

延々と敗戦を否認し続けてきた永続敗戦レジームの崩壊期にあったって、その色合いが最も濃い人

間がトップに立つことは、日本国家意思及び政治構造の劣化である。 

（K）2013年 11月 58年ぶりに国家安全保障戦略を改訂し、安倍の提唱している積極的平和主義を

盛り込んだ。「世界市民の一員として行動する」という方針で、日米同盟の強化とイコール、つま

り世界＝アメリカになってしまった。「日米同盟の天壌無窮（天地の存在する限り、長く繁栄し続

けること）化」であり、日米同盟という名の対米従属が相対化されるような契機がまったく生まれ



 5 

なくなった。このことは祖父岸信介より明らかに劣化した。 

（S）劣化というよりある種の幼児化がすすんだ結果、「世界＝アメリカ」で「世界」の一部に抱か

れている日本という世界像が生まれた。マッカサーの「日本人の精神年齢は 12 歳」と言い放った

時より今の日本人の政治的精神年齢はさらに幼児退行し、母親の胎内まで遡った。ネトウヨの反米

主義の精神年齢は 2歳位の第 1次反抗期。今や日本全体が「いやいやえん」（保育園に通う第 1次

反抗期の男児が主人公。様々なことに「いやだ」とわがままをいう。中川季枝子作）で、アジアも

アメリカもロシアもみんな嫌だの幼児化で、劣化の顕著な表れである。 

 

＊世代交代で常識が通じない 

（K）戦後の日本はアメリカの属国であったし、アメリカによる属国統治が「優秀な」対米従属派

によってきわめて円滑に実現されてきた。 

  今や日本では、政治家や官僚の世代交代が完了してしまい、公にできない約束事を含め、それら

と関係ない世代が政治や外交の主役になってきた。結果、日米の支配システムの機能不全となり、

戦後的日米関係の再編成が不可避となった。 

 9･11 以降アメリカの世界支配体制は、世界の警察官であり続けることができないまでに弱体化

した。一方、中国の巨大な経済的パワーをアメリカは無視できなくなった。2010 年代の世界情勢

は、この 2点を中心に展開されているが、この状況下、日本は何を目指し、どのように行動すべき

かをめぐる戦略がない。 

（S）冷戦構造が取り除かれたにもかかわらず、根本的に違うレジームへと脱皮することができな

かった。9.11以降、対テロ戦争（イラク戦争、アフガン戦争）が始まって、対米従属派が、外交の

領域以外でも権力を独占する。親米派の勝利で、外交そのものの放棄となった。劣化した保守勢力

と官僚が、根本の価値観を共有し、「戦後民主主義」なるものの地金が現れてきた。劣化した官僚

は、冷戦機構の産物である永続敗戦レジームを惰性で続けている。澱んだ空気が漂い、劣化してい

くのは必然であるが、役所だけでなく政党、企業、学校など日本のあらゆる組織の傾向となってい

る。 

 

＊アメリカはわかってくれない 

（K）アメリカによる日本の支配システムが機能不全に陥りつつある。アメリカのヘゲモニー支配

が失効した場合、軍事的強制を発動する可能性を否定できない。その時、日本（安倍）の一連の安

全保障政策は自立を、対米自立を目指すものになるが、アメリカは決して許さない。 

 

＊日米開戦時のディスコミュニケーション状態に 

（S）最近のプロセスが対米開戦前の日米間のディスコミュニケーション状態と非常に似ている。

日米双方の思惑が相手に伝わらなかったが、現状は思惑自体が間違った方向にむいている。相手の

意思がこちらの推測とは違っている場合があるということを一切想定しない。アメリカはきっと日

本の立場を分かってくれるはず。日本にとって不都合になるようなことをするはずがない、という

希望的観測しか持っていない。それとは逆に日本より中国を取ることを想定していない。 

（K）大東亜戦争肯定論を靖国参拝の形で実行していくと、サンフランシスコ条約体制を認めない

のかということになる。条約破棄まで踏み込んだ決断はできておらず、喧嘩に負けた子供の負け惜

しみと同じで、戦争には負けたが、日本は正しかったと、自己肯定、自己承認している。 
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＊日本の排外主義の独自性 

（K）安倍政権の価値外交の欺瞞性は、自民党改憲案を読めば、一目瞭然であり、自民党右派イデ

オロギーには、戦前・戦後の国粋主義が流れ込んでいる。過っての国粋主義を水増ししたような連

中が自民党の憲法調査会とか日本会議にたむろしている。無知蒙昧な反近代主義者、ウルトラ精神

主義者の流れで、排外主義は 21 世紀のいたるところで蔓延している。安倍自民党のイデオロギー

にはヨーロッパの排外主義とかなり違うところがあり、神国思想を水増ししたような文化的右派と、

日本帝国の復活を狙う政治的右派が混在している。ネトウヨも同じである。 

（S）ネトウヨ的なものと自民党改憲派に見られる感性は親和的であり、大幅な知的劣化が進んだ

かたちである。反知性主義に基づいたものであり、右翼イデオロギーと呼ぶにも値しない。 

 

＊本当に経済は上向いているのか 

（S）アベノミクスは成功しているのか、ごく一部の富裕層を除いて、景気がよくなったと実感で

きていない。戦後を永遠に継続させるためには、嘘でもいいから繁栄していることにしなければな

らない。現実は・円安で輸出がのびない・天然ガスの輸入増加で貿易赤字の拡大・日銀が国債を購

入して支える、という状況で、経済もすでに敗戦状態。リーマンショックの余波がいまだずるずる

続いており、やがてクラッシュする。 

 

＊財界も経済優先にすらならない 

（S）安倍の靖国参拝に対し、財界から批判らしい批判がほとんど出なかった。これこそ財界の劣

化を象徴しており、ひどすぎる。今までであれば、功利主義の観点から中国との関係を悪化させる

のはまずい、との批判がでていたが、今や中国のことなんかどうでもいいというスタンスが出てき

ている。 

大企業は、中国での生産は撤退傾向にあるが、市場はあるので、長期的かつグローバルの視点から

は得策とはいえない。政府は中国からの撤退を勧めているが、一部の大企業のみ優遇し、中小企業

は大陸に見捨てる方向であるが、危険な経済政策であり、経済も二流となったといわざるを得ない。 

 

第2章 日本の砦 アメリカと天皇  

＊天皇の意思からアメリカの意思へ 

（S）戦争での敗戦が真の意味、何の変革ももたらさなかった。これは、天皇制の問題であり、国体

というものが、姿を変えて生き延びてしまった（永続敗戦論）。 

  戦後、対米従属批判が継続されたが、世界中が北朝鮮を除き、対米従属している。対米従属はほ

ぼすべての国家の運命であるが、その内実が問題である。日本の対米従属は戦前の国体の構造と同

じになっている。戦前の天皇の意思はブラックボックスでありながら、絶対の権威を有していた。

昭和天皇は個人の意思というよりも、周囲の意向に適合するものであることを第一の前提とした。

「天皇の大御心はこういうこと、なんだ」と何でも好き勝手に代入することができ、軍部の独走を

許すに至った。 

（K）ポツダム宣言を受諾する際、国体をめぐる問題が日本側の最大の焦点だった。「天皇の国法上の

地位を変更しないこと」を条件に受諾した。しかし、国体も天皇の地位（象徴）も強制的に変更さ

せられた。占領体制終了後の日本の主権者は名目的には日本国民だが、占領時代と同じで、この国

の主権者はアメリカであり、戦後憲法とは主権者アメリカが日本国民に与えた欽定憲法である。 

（S）戦前の天皇が占めていた地位に、戦後アメリカが代入された。アメリカの意思というのも、天
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皇の意思と同様、それ以上に一種のブラックボックスであり、最終的なアメリカの意思のプロセス

がよく分からない。そこが便利に使え、自分だけがアメリカの意思を知っているとして、「私は知

っている」という外観を作り出す。「知っている」の内容に自分にとって都合のよい事柄を入れ込

む。政治、経済、アカデミックな領域においてもまったく同じ構造が貫かれている。これがアメリ

カを頂点とする戦後版天皇制の基本構図である。こうした構図は従属国には必ず生じることだが、

日本の特殊性は、これが天皇制のごときものとして機能し、温情主義の妄想が入り込む。天皇制が

臣民を愛するようにアメリカは日本を愛するはずだ、という現実離れした信条が入り込む。「アメ

リカは分かってくれるはず」だから、「真意を説明する」という発想が出てくる。ところが今や、

「おそらくアメリカの意思はこうなんだろう」という推量と、実際にアメリカの指導層が考えてい

ることとが大幅に乖離してしまった。 

 

＊日本の劣化をくいとめる天皇 

（K）対日戦争に勝利したアメリカは日本の属国化に成功し、天皇にかんしては君主や主権者では

なく象徴というかたちで残した。それは、残さなければ占領軍の統治が面倒になるという実利的判

断によるものであったが、戦後天皇制は、アメリカによる属国支配の有力な政治装置となり、今や

アメリカが作った戦後憲法の最大の守護者である。コントロール不能の安倍政権に業を煮やしてい

るアメリカにとって天皇は有効な装置であり、安倍政治に抵抗し、戦後民主主義国家の崩壊をぎり

ぎり押しとどめているのは、オバマ大統領とアキヒト天皇である。 

（S）戦後、左翼が長年「敵」としてきたアメリカ帝国主義と天皇制であったが、戦後の天皇制批

判を再検討しなければならない。過っては、天皇制の肯定が戦前の軍国主義への回帰であるという

ステレオタイプの批判が左派からされたが、現実乖離で説得力がない。今の天皇がその言動によっ

て日本の右傾化に対する一定の歯止めになっている。 

  自民党の政治家もネトウヨの連中も伝統に興味なく、天皇に対して驚くほど敬意がない。このよ

うな状況の中、天皇のために天皇制をやめ、天皇の人間性を回復し、天皇を解放すべきとの意見も

ある（中野重治）。今上天皇は、戦後レジームの本質を本当によく理解している。それは、大戦の

結果にもかかわらず、天皇制が維持できたのは、平和憲法を受け入れることと引き換えだったのだ

という本質だ。 

（K）大塚英志は「戦後民主主義の最後の砦は天皇だ」と言っている。左翼やリベラルなら天皇の

人権問題を第一に考えるべきである。わが身を守るために天皇を防波堤にしようとする身勝手な発

想が目に付くが、天皇を衝立にする情けない発想といえる。 

（S）もはや戦後民主主義の権威ある守り手は、天皇とアメリカン・リベラリズムしかいないとい

うなんとも厳しい現状である。だから、戦後民主主義は乗り越えなきゃならない対象なのだという

ことをはっきりさせないといけない。 

（K）だからリベラルは、安倍がこんな悪いことを言ったりやったりしているとアメリカに言いつ

けるしかない。情けない話である。 

 

＊現在の日本はアメリカ幕府 

（S）アメリカは本土決戦を別の形でやっていた。それは、日本をそれまでとは全く違う国へと作

り変えることであり、日本人の戦後精神の初期設定を GHQがおこなった。アメリカを善意の他者と

みなし、絶対歯向かわず、考えもしないような人々へと作り変える高度な思想戦であった。国体を

フルモデルチェンジし、天皇の上にワシントンが君臨するネオ天皇制ができあがった。天皇の意向
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は意に介さず日米同盟の絶対性を疑いすらしない。 

（K）象徴であろうとなかろうと、とにかく天皇家を日本国家から切り離す。天皇家の存続と憲法

上の存在であるのはべつのことであり、憲法上の存在である限り、天皇は国家機関にすぎない。天

皇家にしてみれば、存在を法によって保証してもらう必要はない。 

（S）昭和天皇の戦争責任にかんしては、戦争にいたるプロセスよりもその後の振る舞いの方に批

判されるべき点があった。天皇の存在を軸に戦後の日米関係を見てみると、戦後体制というのは、

日本国民の主観世界では、「アメリカ幕府」であった。征夷大将軍にアメリカ（マッカサー）を据

えた。反共主義の天皇が共産主義を恐れたことにより、反共であれば、アメリカ人でもなんでもい

いから将軍に指名した。昭和天皇の一番けしからんことは、沖縄も売り渡したことである。アメリ

カが何時までも好意的に征夷大将軍をやってくれるだろうというのは、勝手な思い込みに過ぎない。

ただし、アメリカ側にも幻想がないわけではなかった。バリバリの全体主義だった日本を民主化す

るという偉大なプロジェクトが成功したというのが、アメリカ側の公式ストーリー（中途半端なも

ので、極めて欺瞞的ストーリー）である。これは、帝国主義的利害によって行われたに過ぎないが、

言っているうちに自らついた嘘に徐々にだまされていった。その嘘が自滅的な形で露呈したのがイ

ラク戦争。アメリカはこれを日本民主化プロジェクトの再来と捉え、これが武力介入する上での根

拠となったが、惨憺たる結果に終わった。 

 

＊アメリカへの怒りと憧れ 

（S）対米従属問題は実は国際問題ではなく国内問題である。アメリカに改革してもらうというの

は無理であり、特殊な対米従属の構造を内的に改革するしかない。 

（K）昭和天皇の最大の罪は、本土決戦を日和たこと。天皇に主権的決断の能力がなかったとすれ

ば、せめて退位すべきだった。日本が自己欺瞞の余地がないまでに徹底的に敗戦することなく、天

皇まで地位を保ったことで、この国の理想的自己保身と属国化の礎石が据えられた。 

（S）日本男子の自己回復が、アメリカもどきになることによってなされる。日本の保守派ナショ

ナリストたちの矮小性の根源である（石原慎太郎）。 

（K）慎太郎的なナショナリストは、単にアメリカ嫌いであり、天皇主義右翼とは別で、天皇にも

神国日本にも特に関心がない。アメリカへの憧れが強い分憎悪もまた激しく、このアンビバレンツ

は、戦後日本に固有のもので、伝統的日本右翼とは違う。 

 

第3章 アジアで孤立する日本  

＊中国朝鮮への「負け」を認められない日本 

（S）日本はアメリカに負けたということを魂の奥底まで内面化しているがゆえに、アジア諸国に

負けたということを認めることが出来ない。敗戦の内面化の代償として、アジアに対する敗戦の否

認を続けてきた。日中戦争は中国が勝利したというより、日本が勝ちきれなかった。アメリカには

負けたが中国に負けたのではないという歴史意識が形成された。中国は第二次世界大戦における戦

勝国。このことを認めたくないのであれば、もう一度戦争するしかない。 

 朝鮮半島にも同じことがいえる。サンフランシスコ講和条約で韓国の独立を認めている。これも

日本の敗戦の結果である。日本の対アジア諸国との緊張の問題というのは、敗戦の否認と深く結び

ついている。そこをいかに打開していくかということが課題である。 

（K）日本は日本の利益のために朝鮮半島を開発したわけで、これを恩に着せるのは厚かましい。 

他国に支配される抑圧と屈辱を耐え忍ぶような民族が存在するだろうか。戦後日本こそまさにその
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典型的事例だとしても、自国がそうだと言って他国も同じだと思うのは無知の極みである。 

 

＊戦争経験と対中認識 

（S）対中認識の問題として、中国戦線に行った世代はそこで何をしたかを集団隠蔽した。一方、

非常に大きな罪の意識を持っていた。贖罪の意識はあるが、次の世代はその詳細について非常に限

定された形でしか知らされていない。大陸に行った世代による記憶の隠蔽こそが、歴史修正主義の

一因となっている。若い世代に「中国人はいつまでも文句を言っているけれど、あれは一種のゆす

り・たかりではないか」という感情が生まれる一因となっている。 

 

＊冷戦後のアジアでの立ち振る舞い方とは 

（K）冷戦構造の弱体後、天安門事件や従軍慰安婦問題などが表面化し、東アジアにも民主化闘争

が起こり、歴史に新たな光があてられた。 

（S）それによって、植民地支配と戦争の加害者性が改めて問われることになった。 

（K）韓国でも民主化運動の過程で、被害経験が語られ、河野談話、村山談話が発表された。（さっ

そく、河野談話は、朝日の吉田調書の誤報を根拠としており、国際社会に慰安婦強制連行の誤解を

広げた。外務省は早急に反論し首相直轄の対策本部をおくべきだの意見広告を発表。国家基本問題

研究所理事長桜井よしこ） 

（S）河野談話、村山談話は、政府が認めて、日本国民を代表してだした非常に大きなことだし、

重大である。右派勢力の反発はあっても、日本にアジアを着陸させることに向かうための一つの前

進であり、出発点ともなりうるはずのものであった。 

（K）日本政府の方針と並行しながら、日本の侵略責任や植民地責任を思想的・理論的に問う流れ

が生じた。90 年代から今日にいたる加害者責任論は、血債主義（日本人はアジア民衆に血の負債

を負っている）と自罰意識と倒錯的倫理主義を微温化したものに過ぎず、その分思想的「毒」はと

めどなく水増しされた。こうした、加害者責任や差別をめぐる議論は左翼思想を代理してきたが、

日本人として避けて通ることの出来ない思想的難問である。倒錯的倫理主義を安直に振り回せば、

自家中毒の罠にはまるだけである。 

 中国の経済力、政治力、軍事力は飛躍的に向上した反面、アメリカの国力、影響力は目立って低

下した。世界規模ではもちろん、東アジアでも国際関係が根本的に変動しつつあり、日本は 90 年

代と異なる新たな展望が求められる。こうした新事態に、河野・村山談話の延長線上で考えていく

べきだが、今進行しているのは、それと正反対の動きである。冷戦時代の中国封じ込めを、21 世

紀も日米で続けようとするのが安倍自民党の思惑であるが、アメリカはもはや封じ込めなど不可能

だとの認識で、それとは違う東アジアの戦略的均衡を模索している。安倍の靖国参拝問題にも見ら

れるように、日米の思惑は必然的にすれ違わざるをえない。 

 

＊「自虐史観」はなぜ間違っているのか 

（K）日本の加害者責任を歴史として認めようという立場に対し、欧米も同じことをやったのに、

なぜ日本ばかりが責任を問われるのかという、いわゆる「自虐史観」への批判がある。 

  ヨーロッパ列強は 20 世紀になり、植民地化は継続できないという流れに切り替わった。日本は

無自覚で、依然として 19 世紀流の植民地獲得と利権拡大を強引に進めた。中国や韓国に限らず植

民地や従属国は、19 世紀の国際法を振りかざしして領有権を正当化（尖閣諸島、竹島）する日本

に反感を抱くのは当然である。 
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（S）ルールは時代とともに変わる。新しいルールに適応できない性格は色々な領域に現れている。

右派と左派が「自虐史観だ」「自慰史観だ」と罵り合うのを、解決策は簡単には見つからないが、

何とかしなければならない。「自虐」を突き詰めると日本人は世界一悪い民族となる。それでも日

本人としてまだ生きているのだとすれば、世界一よく反省できる民族だと暗に思っていることにな

る。過去に対する抽象的否定への反発として、肯定の欲望が「自慰史観」という形で噴出した。 

（K）問題なのは、日本人は世界一よく反省できる民族だと思い込んでいる 90年代以降の PC左翼。 

 

＊いつまでアジアに謝罪しなければいけないのか  

（K）中国や韓国から何度も謝罪を要求されるのは、政府与党の代表者の「妄言」の結果、これま

での日本政府の謝罪は本気でなく、信用できないということになり、新たに謝罪を要求される。 

 個人的に何を考えていようと、公的に日本を代表する立場にいる限り、政府の公式見解を愚弄す

る発言はすべきではない。無自覚で、無節操な公私混同を慎めば新たな謝罪は求められなくなる。 

 これは「妄言」政治家の個人的資質の問題ではなく、戦後日本が内向きの発言と外向きの発言を

欺瞞的に使い分けてきた結果であり、永続的敗戦という精神史的病理の帰結である。 

 中国、韓国は、国家利益のために政治に倫理を絡めて有利な立場を得ようするが、短期的には得

策に見えても、実は危険な作為で、排外主義とナショナリズムを煽りあう結果にしかならない。 

  作為的要求には政治的次元で対処し、場合によっては突っぱねてもかまわないが、侵略戦争の被

害者には徹頭徹尾誠意をもって対処する。国家と個人は存在する次元が違う。 

（S）こちらからの「妄言」は繰り返されており、何も変わっていない。植民地支配や侵略の責任

は認めたくないという本音はずーっと変わっていない。最近は抑制が外れ、本音がボロボロ出てく

る。 

（K）第二次大戦に続く冷戦で、日本はなんの努力も必要もなく、中国や韓国の報復戦を免れるこ

とが出来たが、幸運だった。なんとかして報復を求める中韓の国民感情としては欲求不満がたまる。

これをクールダウンさせ、形だけでも友好関係を築かなければならない。でなければ、国家財政を

傾けて、中国との際限ない「軍拡競争」（中国の航空母艦配備。日本のオスプレイの購入、イージ

ス艦の増設）の道を選ぶしかなくなる。 

 

＊ヨーロッパとアジアの比較 

（K）領土問題は、主権国家体制を解体していく長期的な方向性から、原理的な解決を展望するし

かない。主権国家間の線引きを無効化する方向で、無人島は周辺諸国と共有する方向で交渉をすす

める。ある国家に固有の領土など存在しない。 

（S）日本のアジアでの孤立を解消しようと、本当の意味でアジアに着地させようとした河野談話

や村山談話を始めとする動きは挫折してしまった。東アジア共同体構想は、民族的、言語的、宗教

的多様性をもっており、キリスト教のような共通のベースがある EU のようには行かず、無理やり

統合するのは深刻な軋轢を生み、反動でネガティブな感情が高まる可能性が高い。 

（K）EU をモデルにしたような国家連合はであり、ASEAN 的なものを徐々に緊密化・進化させてい

くしかない。たとえば、ASEAN＋３を土台にして考えていく方向である。 

 

＊日本と中国は軍事衝突するのか  

（S）日本の安全保障の強化によって、中国の強固派の抑えが利かなくなった。ダボス会議での安

倍の発言（日中関係を第一次大戦前の英独の関係にたとえて、日本にとって「偶発的な」衝突は災
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難をもたらす。さらに、中国がアジアの領有権問題を巡り姿勢を強化している、と 2014･1･23に述

べた）によって、安倍が軍事衝突の覚悟を決めたと世界と中国に受け止められた。 

（K）尖閣問題をめぐり（日清戦争、第二次大戦に続き第三次）日中戦争が起こる危険性は無視で

きない。 

 21 世紀的な世界内戦の一部として戦われ、尖閣周辺の海上だけの局地戦とはならない。尖閣で

中国が劣勢になれば日本の後方を叩こうとするが、日本の戦争指導部は、今度も懲りずに、中国は

そこまではやらないとした希望的観測をもっている。 

（S）戦争になれば、お互いがひどい消耗戦になる。中国は無意味な島を獲るということだけの限

定ではなく、日本のいわゆる永続敗戦レジームを崩壊させることを目的に戦争してくる。 

（K）実際に軍事衝突が起こり、自衛隊員が死ぬような事態になれば、日本の世論は雪崩を打って

好戦的になる。戦争支持の世論を背景に権力による国内の締め付けも一気に厳しくなる。そんな時

どう対処するつもりか反戦派は腹を括っておいたほうがいい。しかし最終的には日本の敗北に終わ

る。ネトウヨみたいな連中が真っ先に対中迎合派となり、太平洋戦争の敗北時と全く同じことが起

こる。 

（S）対米従属主流派（親米保守派）は、アメリカが対中戦争に加勢しない可能性があると認識し

ている。そこで、日米同盟無制限強化論、日米同盟をもっともっと強化、の理由付けのために中国

脅威論を煽る。しかし、日本は中国と戦争するはずがない、親分（アメリカ）が許さない。だから、

自分が決して信じることの出来ない日中戦争の可能性を声高に喚き散らしている。 

 

＊朝鮮半島まで火の粉は飛ぶのか 

（S）日中軍事衝突を最悪なパターンでシュミレーションすると、韓国、北朝鮮との関係も考慮に

入れる必要がある。2カ国が対日戦に参戦することによって、朝鮮半島の分断を解消し統一がなさ

れ、2国間の矛盾が全部解決される。 

 

日中戦争で、原発が攻撃されるとは考えていない。中国はそれほど「非常識」なことはやらない

だろうと、なんの根拠もなく思い込んでいる。日中・日韓関係は、これ以上悪くならないから、首

相の靖国参拝はぜんぜん大丈夫だと、何故か楽観的な人がいるのが理解に苦しむ。このことが、戦

争になる事態は十分にあり得る。  

    

第四章 右と左がどちらも軟弱になる理由 

＊世界的なファシズムと日本型の違いとは  

（K）安倍政治をファシズムとして批判する意見が目立つが、はたしてこうした認識は妥当だろう

か。 

 ファシズムは、体内的にも対外的にも 19 世紀的な旧体制を打破し、新たな秩序を打ち立てよう

とする運動であり、国内的には、旧体制の打倒を目指す大衆的革命運動として展開された。ファシ

ズムには「運動」の面と「国家」の面がある。国内で旧体制を打倒するファシズム運動が権力奪取

に成功してファシズム国家になると、今度は国際的な旧体制の打倒を目指すことになる。同時代の

ドイツを模倣した点で、近衛新体制はファシズム的だったが、天皇制ファシズム論が見落としてい

るのは、近衛内閣に始まる戦時天皇制国家が、旧体制を打倒する大衆的革命運動の勝利として誕生

したものではない事実である。ここが、ファシズムのイタリア、ナチズムのドイツとの決定的な相

違点である。権力の交替なしに極右化していった日本の戦時天皇制国家をファシズムと定義できな
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いし、日本のファシズムは存在しなかった。 

今起きている 21世紀の世界的な右傾化現象をファシズムと関連付けるには、1930年代の歴史の

条件と 2010年代のそれを厳密に比較検討する必要がある。 

（S）戦後民主主義の世界に様々な問題があっても、軍部独裁に比べればマシである。今の右傾化

も含めた激しい政治的流動は、戦後民主主義のポテンシャルが、すでに完全に枯渇したという世界

観に基づいて生じていることを前提にしなければならない。 

（K）排外主義的ナショナリズムは国民国家の宿痾で、ナショナリズムを世界観まで凝縮し、国家

イデオロギーの中枢に埋め込んだのがファシズムだった。ヨーロッパの過激な右翼大衆が「ネオナ

チ」として台頭してきた。一方日本の排外主義的勢力はヨーロッパにくらべ、政治的経済的な根拠

が希薄であり、極右政党も存在していない。にもかかわらず今日、その主張に無視できない勢いが

ついているところに独自性がある。 

（S）日本では、極右が政党をつくる必要がない。自民党の中に穏健保守から極右まで存在し、2000

年以降穏健派は追放されるか力をそがれ、明確に歴史修正主義を奉じる極右部分が突出してきた。

今や、ネトウヨが民間極右の分厚い層を形成し、組織され、自民党右派とつながっている。 

（K）自民党右派の歴史修正主義的な主張（極東裁判、南京虐殺、従軍慰安婦）は、国際標準でい

えば極右そのものである。 

（S）日本のレイシズム（人種差別主義）のターゲットは韓国・朝鮮系に対する敵意を突出させて

いる。「失われた 20年」の間に成長した日本の極右は、実感に根ざした具体的な反発というよりも、

抽象的な剥奪感が大きい。 

（K）過っての日本軍の残虐性と今日の排外主義の屈折した暴力性は連続している。ネトウヨ的排

外主義は、一体誰から何を奪われそうだと危機感を抱いているのだろうか。 

（S）極右運動の担い手に関し、基本的に二つの説がある。 

 １．経済的不安定層・・相対的剥奪感に悩む若い非正規・不安定労働者の極右化 

 ２・いわゆる中流の連中の右傾化・・観念的先鋭化をはらみ恐ろしい存在 

（K）「１億総中流」でミドゥルクラスとワーキングクラスの階級的差異が自覚されにくくなる。そ

の中で、没落の恐怖に怯える「総中流」の意識が煽られやすく、意識が解体され極右化が進行しは

じめた。21 世紀日本の右傾化の論理は、同時代よりも大戦間ヨーロッパに似ており、安倍政治を

ファシズムと重ねる闘争現場の声にも根拠がある。ネトウヨと安倍や麻生に共通する反知性主義は

非合理主義と紙一重であり、これを啓蒙や合理性の立場から批判しても意味がない。 

（S）貧困層はもちろん中流階級もまたいつ落ちるか分からないという恐怖感（剥奪感）をいだい

ており、不安と剥奪感を抱え込むネタやきっかけは無数に転がっている。階級脱落の危機感があれ

ば、極右化しやすくなる。 

 

＊剥奪感の先にあるもの 

（K）右傾化が社会問題化してきた背景は、アイデンティティの不安定化の剥奪、意味への飢餓感

が排外主義への熱狂をもたらした。 

（S）最大の問題は、この国の社会構造がそこに生きる人々に承認を与える力を急速に失ってきた

ことで、過っては普通の人々が承認の不足で悩むことはあまりなかった。 

（K）中間団体が空洞化してくるにつれて、承認の調達先がドンドン消えて行き、ネットで在日を

罵倒することでしか充足感をえられない人が増えてきた。ネトウヨになればそこで仲間意識があっ

て、求めていた承認も得られる。 
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（S）企業をはじめとする労働の場が承認を与えなくなったのが大きい。雇用の劣化、崩壊は、そ

こで割を食った人達に剥奪感をもたらすのはもちろんのこと、勝ち残った人にもある種の剥奪感

（後ろめたさによる屈折）をもたらした。公正な競争で勝ち残ったという妄想に、疚しい気持ちで

不安に駆られ攻撃的になりやすい。ここにネオリベラルと右傾化のカップリングが成立する。安倍

政権はこうした「承認の貧困」を実にうまく自らの権力資源にして、権力を運営している。 

（K）在特会（在日特権を許さない市民の会。昨年１年間でヘイトスピーチデモ 360 件以上）など

のデモをしている連中を上手く泳がせることによって、今日の支配的権力の延命に役立てている。

在特会は「行動する保守」を自任していても、国家権力と闘争するとか、弾圧攻勢を跳ね返すとか、

旧体制を打破して右翼革命権力を打ち立てるとかいう意識は皆無である。右翼革命派はネトウヨと

自分達を区別している。権力に庇護されたうえでの、弱者迫害の実行部隊に志願し、反原発運動や

反排外主義運動に敵対するようになった。 

（S）運動の動機は剥奪感にあるが、剥奪感そのものは私憤に過ぎない。若い世代には多かれ少な

かれ、社会から排除されているという被害意識があり、レイシズムに沈溺することで高揚感を得る。 

（K）左翼や反排外主義サイドの「敵」を名指す政治力が衰えている。左翼は近年、排外主義批判

のプロパガンダはするが、攻撃目標を設定し具体的な行動を呼びかけるアジテーションが弱すぎた。

プロパガンダの片翼飛行だと「敵」も本質主義的にしか規定できないし、これでは大衆的な闘争に

はならない。排外主義のサイドは反対に、インターネットを使ったプロパガンダも、在日を「敵」

とするアジテーションも活発で、これでは圧倒されるのは当然である。 

 

＊ニヒリズムは体制を破壊するのか 

日本でも右傾化の中で、行動的ニヒリストみたいな若者が出てきている。 

今のネトウヨに関与している連中のうち、最も知的に洗練された人間は、こんなものは糞だと知っ

ているが、とりあえず他にないから、そこにすべてのエネルギーを投入するしかないというスタン

スになった時、何かものすごいエネルギーが出てくる。 

ヘイトスピーチを中心とした在特会的な暴力は、被害体験の直反射的な外部化や行動化と言う点

で 21世紀的であるし、新排外主義では、テロや暴力が幼児化している。 

 

＊社民的なものの退潮 

（S）右派的なものがここまで台頭してきたのは、左派的なものの退潮にある。 

（K）自民党による「戦争とファシズムへの道」に反対し続けてきた戦後左翼や革新勢力もまた、

日中戦争と日米戦争に敗北したことの意味を捉えそこねてきた。 

（S）冷戦時代の日本の保（自民党）革（社会党）の対立という構造は米ソの冷戦構造によって規

定され、それぞれ米ソのエージェントを「緩いかたち」で努めた代理戦争をしていた。保革両陣営

とも国家としての相対的自立性は可能にしていた。このような状態の総称が 55 年体制の本質であ

る。国家の独立性の観点からすればそれほど悪い状態ではなかった。 

 社会党は政権奪取を本気でやろうとしなかったし、その見込みもなかった。自民党批判はするけ

れど本気で世界政治の大局を変えようとはしなかった。保革の緩い傀儡同士が「勝った、負けた」

のショーをやり、物事は大よそ決まるべきところに落ち着き、国益がそれなりに確保された。 

 ソ連崩壊でこうした構造の総体が崩壊した。左派陣営が壊滅的打撃を受けたのはもとより、保守

勢力も自立性を失った。保革両派とも自分が拠って立つ基盤が何たるかをよく分かっていなかった。 

（K）日本の左翼や民主主義勢力は戦後、国に騙されたという大衆意識に、批判的に対峙することな
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くそれに乗った。戦争は自堕落に終結し、対米従属による平和と繁栄を嬉々として受け入れた。こ

うした日本人多数派と戦後左翼は、思想的に対決することなく「これからは平和と民主主義だ、経

済再建だ」という流れに乗った。この自己反省のなさ、甘ったれは保守の幼児性と極めて似ている

（S）戦後革新勢力というのも、戦争の欺瞞性について総括なく始まってしまい、アメリカの対日

支配の装置にすっかりしてやられ、徹底批判をしなかった。 

（K）改憲と安保をセットにした自民党も、護憲と反安保の社会党も空想的であったが、自民党の

場合、大東亜戦争肯定論や日本帝国の復活が本音だった点で、自己分裂は社会党より少なかった。

又、冷戦下の日本には、反米・反安保の道を選択しうる歴史条件として国際環境と地政学的条件が

欠けていた。これが 55年体制以降長期にわたって、自民党政権が継続した理由である。 

 社会党が政権と無縁だった主な理由は、九条平和主義と一体の反米・反安保という空想的な国際

路線にあった。社会党は社会主義協会、マルクス主義集団の影響下に置かれていて、国民から選挙

で政権担当能力を承認されることはなく、空想的な口先政党に終わった。ソ連崩壊で党内のマルク

ス主義は沈黙し、あるいは転向した。協会派に牛耳られていた社会党は解体した。保守政党と張り

合える社会民主主義の不在が、日本の右傾化を歯止めないものとした。 

＊左派衰退はマルクス主義のせい？ 

東西冷戦の終焉以降、社共から新左翼まで、日本の左翼全般が衰退した。欧米に比べ壊滅状態に

近い。日本は歴史的経緯から、マルクス主義がなくなると左翼もなくなるという現象が起きた。極

左的な暴力闘争や内ゲバの激化によって左翼運動が退潮した分ではない。過激派の暴走以降、大衆

運動が壊滅的に潰れたというのは、世界的にみて日本しかない。 

だが、日本の左翼運動を滅ぼした最大原因がマルクス主義だとまではいえない。左翼の衰退の最

大原因は、日本経済が 1970年代、80年代の 20年間の経済繁栄が持続したことである。80年代後

半の空前のバブル景気による日本資本主義の大成功を前に、左翼や社会主義の言葉は大衆的な説得

力を失い続け、ソ連の崩壊が止めを刺し、結果として、日本から左翼が事実上消滅した。 

その後の日本資本主義の急激な失速と長期的不況は、団塊世代が就業年齢の後半にはいり、同時

にバブルが崩壊したことにより、劇的かつ一挙に襲ってきた。 

戦後日本資本主義はかなり社会主義的な色合いが強い。ゴルバチョフが「世界一の社会主義国だ」

と発言しているぐらいで、国家や資本の側が社会主義を実現してくれるのならば、社会運動なり市

民運動が社会主義を目指す必要はなくなる。再配分が社会主義の主要な目的であれば、戦後の自民

党政治はまさに社会主義的だったといえる。結局、日本的社会主義は企業を中核とする社会主義と

なり、自民党支配はかなり自覚的に社会主義体制でもあった。資本主義の否定ではなく補完するも

のとしての社会主義で、成長し続ける企業活動を通じて再配分を実現していく。政治・経済の権力

の中心が率先して社会主義的なシステムを実際に作っていたという状況において、独自性を出すた

めに、社会党は具体案のない革命を唱え続けた。 

企業による社会主義的な世界の実現は、結局のところ中間団体（地域コミュニティ、宗教団体）

の衰退に繋がった。中間団体の再分配と相互扶助の役割は企業によってドンドン衰退した。中間団

体の衰退は日本社会の問題だと言われるが、企業という中間団体だけは生き残り、増増その権力を

増している。唯一残った中間団体としての企業が再配分をせず承認も与えなくなったら、システム

自体が枯渇してしまう。今日、そういう状態に陥っている。 

 

＊まじめが取り柄の社会運動 

 日本では、マルクス主義の影響が悪く働いたことにより左翼が衰退していった。1925 年頃のマ
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ルクス主義(福本イズム)からおかしくなった。社会主義運動の近代性を即席栽培し、左翼陣営が裏

返しの出世主義の巣窟となっていった。最悪の帰結が、中核と革マルの内ゲバや連合赤軍事件によ

る、日本の初期社会主義の流れを「清算」して、歴史をリセットするものとして機能したことであ

る。なけなしの歴史的蓄積を自ら無化してしまい根付きようがなくなってしまった。 

 

＊社会主義って日本ではどうなったの？ 

（K）第一次大戦で鋭角的に切断された歴史に、日本は無自覚であった。社会主義者も同じで、福

本イズムが登場するまで、20 世紀マルクス主義は、国内で知らされていなかった。ルカーチやコ

ルシュを下敷きにした福本イズムでさえ、20世紀マルクス主義の核心を捉えそこねていた。 

（S）ただ、日本の社会主義は、大逆事件に象徴される厳しい国家弾圧に直面した。この苛酷さは、

総力戦の時代を先取りしていたという側面もあった。ファシズム的なものからの攻撃ターゲットの

筆頭は社会主義者であった。 

 

＊加害者性では強固な連帯はできない 

（K）社会党・共産党という戦後左翼に対抗して、60年安保前後から新左翼が登場した。新左翼の

思想として画期的だったのは「我々は戦争の被害者である」という被害者史観に「我々は侵略戦争

の主体だった」という加害者史観を対置したことである。「日本人はアジア民族に血の負債を負っ

ている」という血債主義にまでウルトラ化していった。 

 東アジアでも、戦争被害者が口を開き始め、従軍慰安婦の存在が知られる。政府レヴェルで河野

談話や村山談話が出されるのに応じて、左派やリベラル派の知識人が水増しした血債主義を語りだ

した。思想的に腐敗した糾弾主義を生じ、加害者責任に無自覚な他人を糾弾することで、自分の罪

を浄めたいという欲望は観念的倒錯の産物であり、思想的腐敗があちらこちらで生じた。高度に倫

理的に見える振る舞いの内実が自己欺瞞に過ぎないものであった。彼等の倒錯的倫理主義を正面か

ら総括することなく、微温化され水増しされた血債主義が 90 年代以降に瀰漫するようになる。こ

の連中は、倫理的でありたいという自己像にしがみつくナルシストに過ぎない。 

 最近の動きでは、反レイシズム運動（野間易通、レイシストをしばき隊、首都圏反原発連合）はこ

うした左翼の限界を突破し、自分達の行動は自分達のためにやっているのであって、マイノリティ

集団のためではないとはっきり言っている。 

 結局、加害者性の自覚は社会的な広がりを持てなかった。ドイツのように加害者性にたいして、

東西分断という形ではっきりした罰が与えられ、帝国主義戦争の罪も全部引っ被ったが、日本は分

断されず、地政学的な幸運のために免責されて「永続敗戦レジーム」成立した。 

 

＊すべては経済が解決してくれるわけではない 

血債主義的なものが PC（ポリティカルコレクトネス。政治的公正を要求する理念で、差別的発

言や言葉には反対する反差別運動）の強調へと流れ込んでいったが、敗北主義の発想に過ぎず、政

治運動として展開されれば、所詮言葉狩り的なものにしかならない。経済的な下部構造に基づく階

級問題がおおむね解決されてしまい、左翼はやることがなくなってしまった。でも、経済問題が解

決されたなんていうのは、世界的に見れば嘘に決まっている。 

 PC というのはもう完全に終わった思想というか、最初から始まってすらいなかたのではないの

か。PC の言葉狩りの発想に忠実であるならば、思考という行為を抹殺することへ向かうことにな

る。このようにして、左翼思想は低迷、閉塞してきた。 
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他方、退潮のもう一つの問題は、いわゆる過激派セクトが、特に大学を根城に生き延びたことの

影響と意味は、社会運動をやりたい学生の活動を潰してきたことである。セクトの組織維持と大学

や国家の側の社会運動抑圧の要求が合致した形で展開した。セクトを維持することによって、共産

党や統一教会やもっと左の過激派の浸透を抑えるという構造が、日本の若年層の社会運動が大学か

ら内発的に出てくることをずっと阻止し続けた。国家権力の側からも、社会運動が出来るだけない

ほうが都合がいいし、大変上手い政策であり、見事に成功した。 

 

＊社会が変わるというダイナミズム 

ここ 20年ほどで、左翼的なものが再建される客観的必然性が生じ、経済的下部構造が出来てき

たのは間違いない。しかし、現状では右派に相当動員されてしまっている。若者は今後、どう考え

ても世代的に割りを食うことになり、それに加えて労働条件もどんどん悪化する。何故そこで一気

に社会を変えるほうに行かないのか。右に流れていると言っても、右傾化は一部で、大部分は真ん

中あたりで、どちらかに偏るのは悪いことだと漠然と意識している。 

「1,000人のうち 100人が動けば事態は確実に動く」（フランス革命）。結局、シンボリックな次

元でヘゲモニーを奪取できるかどうかに権力の帰趨は懸かっている。原発反対の首相官邸前デモ

（2012･6 月）で、全車線が解放されたが、翌週の権力側の答えは警備強化でデモ参加者は厳密に

歩道に閉じ込められた。全車線が非合法的にデモ側に乗っ取られた光景は大ショックであり、しか

もネット上で映像が拡散していった。警備の強化はあの画面が権力にとってどれだけ恐れているか

を物語っている。シンボリックに空間を奪取することが大事な理由は、それが、民衆が何をなしえ

るかの象徴であるからである。起きたこと自体はちっぽけでも、無限の可能性の表象であり、ゆえ

に権力の側は恐怖の対象となる。 

近代国家の原点はデモである。絶対主義国家を打倒し、民主主義国家を樹立させたのも、小さな

デモから大衆蜂起し、巨大デモとなった記憶が生きており、だから権力はデモを恐怖する。2012

年 6月のデモは様々な思惑が入り乱れ、交錯したが、これが、議会政治とは異なる叛乱の政治の現

場であり、どのように行動すべきか、参加者一人一人の情勢判断と決断に委ねられている。議会政

治とは、街頭で闘われる叛乱の政治の結果として生まれたに過ぎない。デモこそが議会制民主主義

の生みの親であることを忘れてはならない。 

 

第五章 反知性主義の源流 

＊すでに知性はしんでいる 

 今の 20歳ぐらいの若者は、右翼・左翼に何のイメージも持っていない。1989年の社会主義崩壊

の時点で、右翼･左翼の政治的二分法は最終的に失効した。今日の日本では、右翼･左翼の実体が失

われているのは当然である。当座のところ目に付くのは、反知性主義と啓蒙主義が対立しているの

がとりあえずの基本的構図である。立憲主義や人権の削除をした自民党の憲法草案に代表されるプ

レモダンな反知性主義がこれまでの主流であるが、近年はポストモダンな反知性主義も目に着くよ

うになった。もともと反知性主義に対抗するのが啓蒙主義とか教養主義だったが、それはすでに失

効している。それらが崩壊したからこそ反知性主義が跋扈してきている。 

  丸山真男によれば、戦前の日本には、大衆と知識人の中間に、いわば町内会の世話役のような中

間層が存在していた。彼らが日本のファシズムを根底から支えたと丸山は言っている。大衆は啓蒙

や知性には関心がなく、基本的に無関心であった。半インテリや世話役といった中間層が知識層に

反感を抱き、反知性主義に流れていった。戦前の日本では、修養を重んじる社会層が社会を中堅と
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して支えていたが、修養主義による山の手階級的な教養への違和感が、反感や憎悪にまで昂進する

プレモダンな反知性主義が生じた。 

 現代は経営者にも修養主義者が目に付く。こういったエートスの在り方は労使協調型の組合、民

主党的な政治のあり方とばっちりはまった。経営と労使が協調して一緒に成長する。経済成長のと

きは矛盾を露呈させなかったが、成長しなくなった時に噴出した諸問題に全く対処できなかった。

又、修養主義エートスは中流社会の柱をなしていた。勤勉に働き、常識を身に着ける真っ当な生き

方。このような「市民的主体」が生産性を押し上げ、高学歴化をもたらした。こうした世間体のよ

うなものが保守的な規範として働くことに進歩的知識人は、それは本当の市民的意識や市民社会の

成熟ではないのだと、批判的だった。けれどこうした修養主義が崩壊した社会は、三浦展（あつし）

が言う「下流社会」であり、自民党があからさまに依拠している「Ｂ層」が多数派となる社会であ

る。この層が現代の反知性主義の階級的基盤ではないのか。 

 啓蒙主義と反知性主義の対立を含む思想の二項対立には、明治以来様々ヴァリエーションがあっ

た（近代と前近代、欧米と日本、東京と地方都市と農村、輸入思想と土着思想、ほか）。敗戦の衝

撃で前近代や反知性の極みは思想的に崩壊し、近代化と啓蒙の極みが戦後社会で支配的になった。

戦後啓蒙主義の頂点は 1960年頃で、今日では全く無力化した。教養主義が失墜した最大の理由は、

戦後版修養主義の勝利を意味する日本経済の大成功であり、80 年代の消費社会化とポストモダン

な近代批判が追い討ちをかけた。教養の崩壊は日本に固有ではなく、20 世紀末からの世界的現象

であるが、日本の場合は、崩壊の進行が質的にも量的にも極端であった。丸山真男や大塚久雄にし

ても、西欧の市民社会と市民主体への憧れがあった。近代的な市民社会を日本に実現して行く過程

と教養を蓄積する課程は、知識人にとって表裏のものだった。しかし、本場の西欧で市民社会が空

洞化し、ポストモダンが語られ始め、到達すべき目標を喪失して、日本の啓蒙主義は息の根を止め

られてしまった。 

90 年代の大学での学問での参照先がドイツやフランスからアメリカの学問に変わった。アメリ

カは人間の人間性を認めない「人間不在」の学問となり、心理学を始め経済学や政治学も計量分析

的手法が急速に進み、一人一人の内面は考えずに、群れとして捉えるようになった。これのみが学

問である傾向となり、教養主義の崩壊につながっていく。アメリカ的な学問をどんなに極めても教

養ある人間にはなれないし、それは技術学の習得である。日本の政治家にみられる教養主義の崩壊

は、「ぶっちゃけ話」で本音発言を連発。政治家そのものが下士官の水準まで落ちぶれているとい

うより、始めから下士官レベルの人物が政治家になっている。保守政治家の劣化である。 

 

＊先行き不透明な子供の国 

内田樹の「大人がいない」現象が、日本に突出して現れている。日本において、精神的成熟は、

若者からいきなり老人になることを要求される。理想と現実との間の困難なことを受け入れるのが

大人であるが、日本は大人の存在を認めない。いきなり老人になることを要求する社会だったが、

いまは、若者の存在も認めない社会へと変わってきた。最初から主体的理想など持たせないほうが

効率よく、理想を捨てさせ諦めさせる面倒がはぶける。ここに現れるのは、子供から老人（無力で

ある）になることを強いられる社会である。こういう社会を自らつくっておいて、「最近の若者は

子供じみている」などと言って嘆く阿呆が多いが、嘆かわしいのはあんたと言いたい。 

 

＊八九年という転換点 

 戦中派や学徒動員世代の日本人は 80 年代に、一度は負けた対米戦争に、経済戦争という形で、
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今度こそ勝ったと思い込み勝利感に酔いしれた。この時、日本人の意識の中で戦争は終わった。 

 そして、89年 1月に昭和天皇が崩御し昭和が終わり、11月にベルリンの壁が崩れた。1989年が

大きな転換点となった。ソ連の崩壊は、マルクス主義の影響力が急激に失われ、敵が消えてしまっ

た。マルクス主義批判は失効してしまい、社会思想的な立場を新たに創造（笠井の「国家民営化論」）

しなければならなくなった。左翼は自己崩壊し、自由と民主主義が世界的に勝利したので、これか

らは社会批判が不必要という主張であった。ソ連崩壊以降、アメリカ中心の国連が世界を支配し、

あらゆる戦争は犯罪になった。恒久平和の実現が近づいたように見えて、楽天的な雰囲気が流れて

いたが、本当にそうかは疑問であった。 

 

＊被害者面する知識人 

 3･11 以降、社会が本音モードになって、戦後日本が隠していたものがダダ漏れ状態で出てくる

ようになった（安全保障、レイシズム、歴史修正主義などの問題）。原発問題を含め、このままで

は駄目だからと、街頭に出る人が現れた。根本的に生き方を変える、もっと考えなくてはいけない

んだ、と実感を持った人も沢山いる。今は社会批判が最も有効なはずである。 

それに対し、言論や知識人が対応出来ているのだろうか。大衆の心理として、厳しい現実から目

をそらして、何もたいしたことはないと思いたがる人が大勢いる。そういう思考に寄り添ってしま

う書き手が、多いように見える。実際、この時代にデモなんかしても無駄だ、意味がないと、街頭

に出た人の足を引っ張るような言論人も少なくない。運動はそれが何かを達成出来るかだけでなく、

そこに潜在的力があるのが分かっていない。デモ批判には、自分が被災したわけでもないのに、被

災民を背負ったような発言もある。最も抑圧された立場を代弁する知識人の、これが今日的な姿で

ある。他人の不幸を飯の種にする、それが知識人の原罪である。そのことに自覚がないから、安易

な代弁者になれて「最も虐げられた者」という最強の立場から他のすべての人々を断罪する快楽に

沈溺する。抑圧者の立場の代理人として勝手に振舞う人間は信用できない。最悪の帰結が、現在の

被災地を代弁すると称して、脱原発運動を批判する言説である。 

もしも、知識人が今日も存在しうるなら、いかなる資格も後ろ盾もなく、本人 1人の責任で語ら

なければならない。上にある権威の源泉を後ろ盾に、下に威張るのが日本型組織だと丸山真男は言

ったが、その典型が軍隊である。大衆がポエムに流されても、同じことを知識人がやるのはどうか

と思う。彼らは観念的に世界を所有したいという欲望を発端として、観念を切断する言葉をもつべ

きである。戦争の問題も含めて、我々が直面しているのは、永続敗戦レジームという人食いシステ

ムに食い殺されるかどうかであり、それを言わないメンタリティーは一体なんなのか。 

 

第六章 独立という思想へ 

＊普天間移転が強引な背景とは                             

（Ｓ）沖縄は、いま最も見やすい仕方で戦後日本の矛盾を集積している。自民党は普天間基地移転

問題で、さんざん民主党を攻撃してきたてまえ、民主党と違って、アメリカと上手くやることを示

したいがために、非常に強引に進めてきた。まさに、平成の琉球処分と呼ばれるに相応しい有様で

ある。佐藤優は、実際のところは全部政治ショーだと言っている。「頑張ってやったがやっぱり無

理でした」とアッピールするためのショーとのこと。アメリカは納得しないし、それでは済まない。

安倍政権になって、権力の暴走がここまで進んだ以上、「銃剣とブルドーザー」の復活は時間の問

題（8月にすでに、辺野古沖埋め立てのための海底調査を強引に開始している）であり、予断を許

さない情勢にある。自分達の権力リソースを守るためには、沖縄の血はもちろん、日本国民の持っ
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ている富を、最後の一片に至るまで売り渡す用意がある彼らこそが、対米従属レジームの主役であ

る。 

（Ｋ）基地移設問題がこのまま悪化の一途を辿れば、沖縄独立の機運が高まる可能性が十分にある。

おそらく安倍政権は、沖縄独立派をテロリストだと決めつけ、秘密保護法を使えると考えている。

中国との間でバランスを取りながら、沖縄の独立と中立化を達成できるかどうか政治力が問われる。

沖縄独立論は昔からあるが、独立の機運がどれだけ高まるかが鍵である。 

 沖縄独立とは、沖縄が永続敗戦レジームの外に出ることを意味し、日本の戦争責任を追求すると

主張することになる。（スコットランドのように独立賛否の住民投票をしたら、結果はどうなるの

だろうか） 

（Ｓ）沖縄の問題は、日本人とは何か、近代国民国家の国民としての日本国民とは何者なのか、と

いう重いテーマを突きつけている。日本本土にいる過半数は、無関心であり、沖縄に明確な差別を

持っている。これに対し沖縄県民が自分達は差別されているという意識を持つのは当然である。 

 沖縄人と日本人はエスニシティー（帰属意識、主体意識）において、結構違う。そのような差異

がある人達同士が、対等な人格と市民権を持つ人間として、お互いを扱い、相互承認していかなけ

ればならないし、それが近代国家のルールである。ところが、日本においては、その相互承認こそ

が、近代国家の原則であるという点が、長い間大変曖昧になっている。その曖昧さが沖縄差別にお

いても表れている。沖縄の離反が現実的になってはじめて、日本社会は社会契約的な公正性という

ものを、国家と社会が追求しなければ、国家は壊れるのだということに気付くことになる。それは、

国家の危機であるが、でもそのときにこそ、本土の側の社会も再生するチャンスを得る。 

 

＊近代をつくりあげた世界戦争のルール 

（Ｋ）近代的な国際社会と戦争のルールは、19 世紀までのヨーロッパでは主権国家間の利害対立

が外交交渉で解決できない場合、国家間で戦争が行われた。戦争が利害調整の最終手段になるしか

なかったし、主権国家は戦争する権利、交渉権を認めあってきた。戦時国際法というルールによっ

て保護、限定された戦争であった。 

 

＊世界国家アメリカの誕生 

（Ｋ）20 世紀の世界戦争はそれとは全く違い、文字通り世界国家の実現を最終目的にした戦争で

ある。従来は、国民戦争によって主権国家間の対立を調停してきたが、このようなシステムは根本

的に脆弱であり、この不安定の爆発が第一次大戦となり、世界国家を析出するための、帝国主義国

家列強の勝ち抜き戦として戦われた。第一次大戦で敗北し、再起を期したドイツをアメリカとソ連

が挟撃し、勝利したのが第二次大戦で、アメリカとソ連が勝ち抜いた。1928 年のパリ不戦条約締

結で、国家間の利害対立を戦争で解決することを禁止し、交戦権も放棄した。国民戦争を終結させ

た不戦条約だったが、それを実効化するためのメタレヴェルの権力を国際社会は欠いていた。また

自衛戦争まで禁止されたわけではなかった。新たな戦争は、不正な攻撃戦争と正義の自衛戦争に分

かれ、「正しい敵」との戦争ではなく、一方的に攻撃してきた「犯罪者としての敵」との自衛戦争

となり、犯罪者としての敵を殲滅する絶対戦争に転化した。第二次大戦も同じで、敵国の体制崩壊

まで続くことが最初から決まっていた。20 世紀の戦争がデススマッチであることに無自覚だった

日本は、対米戦争も、日露戦争と同じように判定勝ちに持ち込めるだろうと考え、安易な対米開戦

に踏み切った。 

（Ｓ）認識の誤りによって戦争を始めてしまい、しかもその誤りを修正できなかった。だからこそ
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「国体の護持」という観念にズルズルとこだわり、その間にどんどん犠牲者を増やしていった。 

（Ｋ）ルーズベルト大統領は、この戦争が世界国家を樹立するための戦争であることを自覚してい

た。枢軸国への無条件降伏要求は世界戦争の絶対的性格からして、必然的だった。独日を「平和に

対する罪」で裁いたのも、この戦争が侵略者、犯罪者に対する正義の自衛戦争であるとの建前から

であった。連合国が国際連合の前身であるが、ルーズベルトは世界国家アメリカが国連を通じ、国

際社会のメタレヴェルに立つ、戦後世界を展望していた。 

 リベラルなＧＨＱ官僚が作った憲法 9条は、このようなアメリカ国家の意向を正確に反映してい

る。世界国家アメリカが君臨するだろう戦後世界に、もう戦争は存在しえない。あるとすれば国際

的犯罪で、これはアメリカ軍を中核とした国連軍など世界的な警察力で封じ込める。世界国家の権

力を承認するオブジェクトレヴェル（対象国）の諸国家は、交戦権を持つ必要はないし、交戦権を

行使するための軍事力を持つことを許さない。新たな次元の国家を主体とした社会契約である。ゆ

えに、ＧＨＱは日本憲法に交戦権の放棄を明記し、ここに、憲法 9条が成立する。 

 だが、ルーズベルトの思惑は大きく狂ってしまった。東欧と中国を勢力圏に加えたソ連が、新た

な競争者として登場してきた。まだ、世界戦争は終わってはいなかった。冷戦の開始と同時に、に

出来たばかりの国連は機能麻痺に陥ってしまった。日本は、アメリカの従属国として冷戦を戦い、

憲法 9 条は日米安保条約と相互補完的な関係になった。米ソ冷戦により世界戦争は継続だれたが、

1989年の東欧社会主義政権の連続倒壊、91年のソ連崩壊で、20世紀の世界戦争は終結し、湾岸戦

争でアメリカは、国際社会をメタレヴェルから統御する世界国家への第一歩を踏み出した。 

 冷戦の終結によって、日本にも、アメリカの属国から脱し、21 世紀世界で独自の地位を占める

新たな可能性がでてきた。しかし、1997 年の「日米防衛協力のための指針」が改訂された。国民

的議論もないまま、対米従属を維持強化させてしまった。尖閣問題での日本の外交的混迷は、この

時点での無思考的な現状維持に発している。冷戦後もアメリカが、日本とタッグを組んで中国や北

朝鮮の封じ込めに、邁進するだろうという安直な期待は、すでに裏切られているのに、安倍政権は

それを直視しようとしない。 

 

＊二十一世紀に世界のルールはあるのか 

 19世紀では国民戦争、20世紀は世界戦争、21世紀の戦争はカール・シュミットのいわゆる世界

内戦になる。イラクのクウェート侵攻のような軍事力行使は犯罪であり、あるいは世界国家アメリ

カが支配する世界での内戦になる。ところが、9･11 によりまた構図が変わってしまった。世界国

家たろうとしたアメリカの野望を、根底から打ち砕いてしまった。アメリカが世界国家であるなら、

9･11 は犯罪行為であって戦争ではない。ところが、世界国家の中枢が攻撃された事実は、アメリ

カがすでに世界国家ではないことを証明している。 

 また、世界戦争の時代に戻ったのか。しかし、アルカイダは国家ではないから、対テロ戦争は対

国家戦争ではない。反テロ戦争では、国家間戦争が中心とは言えない。テロとも戦争とも決めかね

る軍事力行使に、これまた国家間戦争ではない反テロ戦争が対抗する（イスラム国との戦い、イス

ラエルとガザ、ウクライナとソ連）。今や、テロの定義、戦争の定義も国家の定義もぐちゃぐちゃ

であり、この状態が世界内戦である。 

 

＊世界国家はもう不必要 

（Ｋ）世界戦争の時代は終わったが、世界が戦争状態から解放されたとは言えない。テロとも、戦

争ともつかない流血の事態が至る所に存在する。いかなる国や地域も戦争状態から逃れられない。
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これが、世界内戦の 21世紀であり、20世紀とは違うかたちで諸国家のメタレヴェルは創出される

のか。いずれにせよ、世界国家による世界支配というのは最悪である。 

（Ｓ）ホッブス的リヴァイアサン（巨大なもの、旧約聖書の化物的水棲動物）の実現をする前にア

メリカの国力が尽きてしまった。財政的に到底実現できない状況となり、シリアへの介入断念やウ

クライナ危機、イスラム国家への対応であらためて示された。 

（Ｋ）主権国家の解体と、世界国家なき世界社会の形成が人類の理想。今日では内政不干渉の原則

など空文化し、国家間で互いに嘴を突込みあっている。20 世紀は難民の世紀であったが、21 世紀

はさらに拡大する。国家から押し出された難民は誰も保護してくれない（地中海を渡る難民だけで

も数十万人）。国民国家、主権国家（オリンピックとサッカーＷカップのみ）から零れ落ちる人間

は、とにかく増加の一途を辿っている。 

 21 世紀に入って主権国家は、グローバリズムを背景に、弱体化し拡散しはじめる。その反動と

して、ナショナリズムがウルトラ化する。日本では沖縄独立が問題化する可能性がある。 

（Ｓ）世界的には主権国家というのは、我々が信じているほど強くない。ところが、日本にいると、

自治というものがあまりにも弱いので、あたかも主権国家が絶対であるかのように見えてしまう。 

 

＊国家が存続する意味はあるのか 

（Ｋ）いずれにしても、主権国家を超えていく運動が必要である。プライバシーを侵害するから特

定秘密保護法に反対では無力である。時代に逆行して主権国家を強化する法律だからこの法律に反

対しなければならない。 

 主権国家の解体は、もちろん一国だけでは不可能であり、近隣諸国と同時進行しなければならな

い。とにかく主権国家からの脱却を、普遍的な課題として掲げていく。政府組織を解体し諸個人の

自由な連合へ向かう（笠井の「国家民営化論」、国は何もやらなくていい。福祉、国防、警察すら

不用。自由で自主的な市場で全てを解決する・・・主旨は分からないでもないが、寝言の領域）。

絶対主義が発明した主権国家を永遠のものとして引き継ぐ必要などない。主権国家の解体と世界国

家なき世界社会への具体的展望を打ち出していくべきである。 

（Ｓ）主権国家体制は、絶対君主から集合体としての市民へと移し替えられ、権力の主権性は強化さ

れた。そして今度は、市民の自由と主権国家の原理が否応なく衝突する。この衝突は解決されるど

ころか益々のっぴきならないものになっている。 

 主権国家は解体しつつあるように見えるが、どのような構造をもたらすのかは不透明な状態であ

る。崩壊課程だからこそ、最も暴力的な悪い側面が出てくるのではないのかという、暗い見通しが

想定される。 

 

＊情報が膨大になり、機密が機密でなくなる時 

 国家が解体されるメルクマールは、ウィキリークス事件に象徴される情報の問題である。この事

件は、主権の一部機能を実践的に毀損して見せた。中央が末端まで完全にコントロール出来なくな

り、こうした事件は不可避になる。国家の統制がきかなくなり、国家主権の一部が崩れ始めている。 

 

＊防衛も完全民営化路線 

  軍事民営化は国家主権の毀損を象徴している。軍事に関するあらゆる部門で主権国家の関与がミ

ニマムになってきている。国民国家の軍隊は国民の軍隊であるというのは、傭兵の復活、民間軍事

請負会社によって、半ばフィクションになっており、戦争と資本の絡み合いが一層深化した。営利
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企業なので、常に戦争がないと成り立たない。市場規模が大きくなれば、その政治力も大きくなり、

国家を戦争に駆り立てる圧力として機能する。戦時国際法にも拘束されず、戦争が国家の掌から溢

れ出していく世界内戦の残虐性は際立っている。 

  世界内戦の時代はまた、国際的に連鎖する大衆蜂起の時代でもある。大規模デモが自然発生し、

「アラブの春」のように、政府を打倒する。貧困の克服や自由の要求を掲げた大衆蜂起の一部は、

このようにして世界内戦に接合されていく。左翼だけでなく、排外主義右翼やファシストも反政府

蜂起を起し、国家による侵略や戦争と癒着しながら世界内戦化していく。主権国家の弱体化や空洞

化が、世界各地で大規模な大衆蜂起を引き起こし、左右の蜂起と世界内戦のリアリティーが複雑に

絡み合う時代が来ている。 

 

＊資本と国家、先にどちらが音をあげるのか 

  今は、はるかに資本のほうが国家より優勢である。グローバル時代には、資本が国家を利用し、

国家に寄生しようとする。高度な寄生は、これまでは軍需産業など特殊な部門に限定されていたが、

今日、あらゆる産業が軍需産業になりうる状況が生まれた。リーマンショック以降、軍需に限らず

あらゆる産業が補助金を引っ張るとか、国家へ寄生しようとする傾向が顕著になっているが、政府

には、もう潤沢な資金がない。いかに要求されてもそうそう応じられないのが現状である。主権国

家の権力は、こうしてどんどん縮小し、実力は低下の一途を辿っている。それにもかかわらず、資

本への依存度は高まりつつあるという、非常に複雑な構造になっているが、こんな馴れ合いは長く

は続かないし、国家の徴税能力が怪しくなっている。ここにも主権国家の機能不全がある。 

 

＊独立の思想へ 

（Ｋ）最終目標は、未遂に終わった市民革命を継続し、主権国家を超えて、世界内戦が世界国家の

樹立に至るのを阻止し、世界国家なき世界社会の形成を目指すことである。 

 とりあえずは、グローバリズムと世界内戦の 21 世紀を、我々は生き延びていかなければならな

い。そのためには、市場にダイレクトにアクセス出来る、独立生産者として自立することが必要に

なる。福祉国家の時代のように、政府も会社も個人を守ろうとしない。国家や資本に身柄を預ける

のはリスクが高すぎる。それよりも独立生産者として自立し、自由に連合して相互扶助することを

考えたほうが良い。独立生産者は自由であり、市場と勝負しながら生き抜いていくところに、気概

と誇りがある。 

（Ｓ）個人と政治をつなぐ回路として、3･11 の衝撃をもう一度ちゃんと引き受けなければいけな

い。 

 いま社会の中に、非常に深い亀裂が走っている。水面下で内戦状態がはじまっているのではない

か。そこで、仲間を増やすためには、やはりあの震災の時にうけたトラウマ的衝撃をもう一度思い

出す必要がある。 

  原発再稼動できないから、天然ガスの輸入を増やさなければいけなくなり、しかも円安に誘導し

た結果、貿易赤字が大幅に拡大した。今まで連綿と築き上げてきたおかしな文明を維持するために

間違ったことをやり続け、一向に悪びれる様子がない。それに抗うためにも、あの衝撃を素直に表

現し、政治の場に移さなければならない。トラウマをしっかり受け止めようと言いたい。これが一

番伝えたいメッセージである。 

                                       おわり 

   


