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「敗戦/戦後70年」は私・たちの〈問い〉か
「ラウンドテーブル・2014」での論議から」

はしがきにかえて

「生・労働・運動ネット」では、この世界に生きる中で自分がこだわり続けてきたことを互い
に持ち寄り、安倍政権による「第2ラウンド」のネオリベと戦争国家との「野合」に対していか
に拒否を突きつけるかを探るための自由な討論の場として、「ラウンドテーブル・2014 『生』
の〈註〉を行き交わす」を、昨年4月から月に1度のペースで営んできた（「ラウンドテーブル・2014」
の第４回（2014/8/24）での論議については、「「拒否」の〈前〉線情報 No.4」所収の「沖縄「振
興・開発」体制と沖縄自治の波動」を、第5回（2014/9/21）での論議については、「生・労働･運
動ネットZINE・2〈フクシマへ〉折り返すことに向けて 」所収の「〈フクシマへ〉折り返すこと」
を参照）。
今年2015年は、この国の「敗戦／戦後」からちょうど70年目となる。「ラウンドテーブル・2014」

の後半のプログラムの「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か」では、昨年12月末から今
年5月初めにかけて行った計6回の集いを通じて、この国の政治・社会システムの成立・「構成」
を根底から捉えなおし、日本の「構成」的解体への道筋を探ることを試みてきた。
以下、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か」の「その１」から「その６」までの集い

のアウトラインを手短に紹介したい。
2014年12月21日、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その１ 私・たちの〈問

い〉としての『敗戦／戦後』」の集いをもった。「その１」の集いでは、最初に「『敗戦／戦後』
は私・たちの〈問い〉か」のプログラム全体のモチーフに関わる文章として、「昨年（2013年）
末の安倍政権による解散・総選挙は、政権への人々の怒りを回避し、議論を封じ込めるための手
段であり、『究極の文脈の破壊』だ」と語る酒井隆史（大阪府立大・社会思想史）さんのインタビ
ュー記事（2014年12月4日付「北陸中日新聞」）を紹介した。併せて、「『敗戦／戦後70年』は私・
たちの〈問い〉か」のイントロダクションとして、「死んだ男の残したものは」（谷川俊太郎作詞
・武満徹作曲）の歌を聞いた。その後で、2010年と2014年の新聞各紙の「８・15」の社説を読
んでそれがどの新聞社のものかを考えることを行った後、「『敗戦／戦後70年』はあなたの〈問い〉
か」と題して、いくつかの〈問い〉を軸に参加者同士での「フリーディスカッション」を行った。
今年1月25日、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その2」の集いをもった。「そ

の2」の集いの前半では、「ディスカッション：『敗戦／戦後70年』は、あなたの〈問い〉か？Part2」
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と題して、前回の集いでは論議できなかった〈問い〉を軸に、参加者同士で活発に論議を行った。
また、「その2」の後半では、「『愛と暴力の戦後とその後』を手がかりに『敗戦／戦後』を改めて
問う」と題して、作家の赤坂真理の同名の著書（講談社現代選書・2014年）を素材として報告が
行われた。

2月11日、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その3」の集いを、「富山憲法フェ
スタ・2015」の参加企画として、「『敗戦／戦後70年』？！ 小さきものの声／聞き取れぬほど
の微かな声／ついに発せられなかった〈声〉の行方を探る」と題して行った。「その3」の集いで
は、主に報告やディスカッションを軸に進めてきたこれまでの「ラウンドテーブル」とは異なり、
映像や音楽等を素材として、「敗戦／戦後」をめぐる論議の中であまり取り上げられてこなかった
〈問い〉を確かめ合うことを試みた（当日の映像や音楽については、この「ZINE･4」のP11に収
録したレジュメ参照）。なお、「その3」の集いでは、そこで上映したＮＨＫの教育テレビ「ハー
トネットＴＶ」の「シリーズ戦後70年・第1部 障害者はどう生きてきたか」について、跡地
宗一郎さんからコメントしてもらった上で、参加者同士で「フリートーク」を行った。また、そ
こで紹介された映像や音楽について感想や意見の交換を行った。

2月22日、「ラウンドテーブル・2014」の第11回「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か
その4 白井聡『永続敗戦論』が問いかけるもの」の集いを行った。「その4」の集いでは、

最初、「永続敗戦論」（太田出版・2013年）の著者の白井聡が、評論家の佐藤健志やジャーナリス
トの堤未果と対談した映像が紹介された。それに引き続き、白井聡が戦後日本国家のあり方を「永
続敗戦レジーム」として捉えることで何を訴えようとしているかについて報告が行われた後で、
参加者同士で「フリートーク」を行った。

3月22日（日）、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その5 小熊英二『戦後史研究
会・報告』を読む」の集いを行った。「その5」の集いでは、2011年11月9日の「ポスト戦後思想
研究会報告」での社会学者の小熊英二のレポート「『68年』と『89年』、そして戦後」（「集英社新
書WEB」ブログ所収）のアウトラインが紹介された。

5月10日（日）、「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その6 『戦後日本と脱植民地
化回避の仕組み』再考」の集いを行った。「その6」では、武藤一羊さんの論文「戦後日本と植民
地化回避の仕組み 『日米関係が基軸』ということのもう一つの意味」（「季刊ピープルズ・プ
ラン 2010年秋号」所収）を素材として、さらにそれを補足する他の文章も加えて構成したレポ
ートを、今回報告を行った「生・労働・運動ネット」のメンバーも含めて参加者同士で読み上げ
るというスタイルで進めた。

5月10日の集いで紹介した「戦後日本と植民地化回避の仕組み」の論文の中で、武藤一羊さん
は、かつて植民地支配されていた民衆が自立と解放を獲得することにとどまらず、植民地支配を
行っていた側自身が、「植民地支配の中で作られた特権的、差別的な制度や文化、思想を自ら批判
し、乗り越えていくプロセス」として「脱植民地化」という言葉を使っている。また、武藤さん
は、「在日朝鮮人」の日本国籍が一方的に剥奪されて無権利状態に置かれるといった、日本帝国の
解体に伴って戦後に発生した問題を、「戦争責任」と区別して「戦後発生責任」と呼んでいる。
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昨今の「戦後史ブーム」の中で、これまであまりと論議されてこなかった戦後日本国家のアメ
リカの軍事覇権主義への「自発的隷従」に対する批判・分析が活発に展開されるようになってい
る。とりわけ、白井聡の「永続敗戦論」では、「３・１１／１２」後に露呈している〈無責任の体
系〉と呼ばざるを得ないようなこの国の政治のあり方を、「対米従属」システムの成立・展開とい
う構図から明快に描き出している。しかし、そうした彼の「ストーリー」は、自ら進んでアメリ
カの覇権主義に追随するこの国の政治構造に手を付けずに済ませているという意味で、私・たち
自身がそうしたシステムの「被害者」であると同時にそれを支える「加害者」でもあることや、「脱
植民地化」や「戦後発生責任」という課題を忘却することで成立しているように思える。
「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か」の集いの論議では、戦後日本国家の政治シス

テムに深く深く組み込まれたアメリカの軍事覇権主義への従属構造を改めて捉え直すと同時に、
武藤さんの論議に大きな刺激を受けながら、そのことをアメリカ－日本という「二者関係」だけ
に還元するのではない視点を獲得することができたように思っている。併せて、そうした「敗戦
／戦後70年」をめぐる論議の中で、「脱植民地化」や「戦後発生責任」という問題を超えて、近
代の日本国家の歩みそのものが孕む暴力性やアジアへの侵害・侵略的なあり方をどう克服するの
か、また、そこから更に、「冷戦解体」後の東アジアを新しく生み出そうとする民衆側の動きに日
本の私・たちはどのように参加するかという大きな課題を、改めて確かめ直すことができたので
はないかと思う。
現在、沖縄では、安倍政権が強行する「辺野古新基地建設」阻止に向けて、海上保安庁から警

察、民間警備会社までも含めた激しい弾圧に屈することなく、「非暴力直接行動」による闘いが、
「オール沖縄」と呼ばれるような厚みをもって、連日、果敢に繰り広げられている。私・たちは、
そのように「新基地建設」に固執して「軍事植民地」的状態からの解放を求める沖縄の人々を暴
力的に蹂躙する現政権への怒りを強く感じると同時に、そうした権力側のあり方を打破しないで
いるヤマトの私・たちが手放しで沖縄との「連帯」を唱えるわけにはいかないという思いが残り
続けてきたし、現在もそうした思いが全くないわけではない。しかし、同時に、以上のような論
議を通じて、日本国家による「植民地主義的」支配とアメリカの覇権主義という「二重のくびき」
を打破して〈戦後〉の向こうへと突き進もうとする沖縄の「ピープル」の闘いの意義を確かめな
がら、沖縄の「ピープル」と「応答」するために私・たちに何が課題として課せられているかを
確認し合うところにまで、ようやくたどり着いたのではないかと感じている。
今回の「ZINE･4」では、「ラウンドテーブル・2014 ニュースレター」から、「その1」から「そ

の5」までの集いでの主な論議を抜粋して掲載した他、「その3」の集いのレジュメを収録した。
また、「その6」の集いでの論議を整理した「ラウンドテーブル・2014 ニュースレターNo.6」を、
当日のレポートと一緒にそのまま収録した。なお、生・労働・運動ネットでは、「ラウンドテーブ
ル・2014」の論議を進めるのと併せて、今年1月末に「『敗戦／戦後70年』をめぐって」と題する
アンケートを行ったが、それに対する回答や返事のメールにこちら側の考察も付け加えてまとめ
たものを、今回の「ZINE･4」に収録した。
今年5月末からスタートしている「ラウンドテーブル・2015」では、「『敗戦／戦後70年』：沖縄
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〈と〉私・たち 『応援』の〈と〉から『応答』の〈と〉へ」をテーマとして、「支援」・「連
帯」を越えて、ヤマトの私・たちが沖縄の「ピープル」といかに「応答」しうるのかをめぐって
論議を進めている。そうした論議を今後も連続性を保ちながら蓄積していくための「素材」とし
たいという思いから、「ラウンドテーブル・2014」の「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉
か」での私・たちの「試考錯語」の軌跡を改めて整理することを行い、今回の「ZINE･4」を作成
した。
この間の安倍政権が強行する「生の保障」の破壊と「戦争国家」化による「生」それ自体への

破壊に対する反対運動の中で、「敗戦／戦後」という時間の中で残り続けてきた課題を根底から問
い直そうとする問題意識が徐々に共有化されつつあるように思う。私・たちの「ZINE･4」が、そう
した論議のための１つの「素材」になれば、幸いである。
なお、最後ではあるが、ご多忙な中、私・たちの「アンケート」へのご回答やそれに対して真

摯に「応答」するメールをお寄せいただいた方々、とりわけ、平井玄さん、武藤一羊さん、小倉
利丸さんに感謝を申し上げるとともに、早くからご回答やメールをいただきながらそれを形にす
ることがここまで遅れてしまったことに対して、改めて深くおわびを申し上げたい。

Ⅰ．「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉か」

「その１～５」での論議から

１．「2015年を『終戦70年』・『戦後70年』・『敗戦70年』のどの言葉
で呼ぶことが最も相応しいと思うか？」という〈問い〉をめぐっ
て

● 「戦後70年」をもっぱら「終戦70年」にすり替えて、そのもつ意味を矮小化しようとする動
きが強くある中で、「敗戦／戦後」という時間が何だったのかをきちんと考えるために、あくま

でもそれを「敗戦70年」と呼びたい。

● 「終戦70年」、「敗戦70年」、「戦後70年」のどれで呼んでも自分としてはしっくりこない。そ
のような意味では、2015年という年を自分たちからの「反撃の始まりの年」にしたいという思
いが強くある。

● 今、言われたことは、もっと言えば、2015年を日本列島社会の「解放元年」にしたいという

ことだろう。その思いは分かるが、しかし、その一方で、「敗戦／戦後」の70年という時間は
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何だったのかという〈問い〉は依然として残り続けることには変わりない。

● もう何十年も前の話だが、自分が若い頃に、「日本はアジアの民衆に負けた」とある人から言

われたことがあって、それまでは日本はアメリカに負けたと思っていたので、そのことは非常

に鮮明に覚えている。そのように、「日本帝国はアジアの民衆に敗北した」ということが、この

列島社会に生きている者たちの認識に決定的に欠落しているように思う。結局、何に敗北した

かを認識できないことが、あの戦争を名付ける共通の呼び名もないし、「敗戦／戦後」の70年

をどう捉えるかということに対する共通の見方が成立していないという状況をもたらしている

ように思う。

● 1951年に結ばれた「サンフランシスコ講和条約」には、「この条約の締結後、日本との戦争
状態を終結する」と書かれていることを最近知ったが、その意味では、いつから「終戦」なの

かということ自体が、そんなに自明なことではないのではないか。

● 当時でも、「片面講和」だという批判がされていたが、それは、つまり、「サンフランシスコ

講和条約」の締結までは、「敗戦」ではあるが「終戦」ではないということだろう。沖縄の作家

の目取真俊が「沖縄『戦後』ゼロ年」という本を出しているが、日本「復帰」後の今も米軍に

よる実質的な占領状態が続く沖縄では、「終戦」はあっても「戦後」はない。そうした意味では、

沖縄の人たちに向かって、こうした〈問い〉を無邪気に聞くわけにはいかないだろう。

● 先日、チェコスロバキアの歌手のマルタ・クビショバついてのＮＨＫのドキュメンタリー番

組を見た。彼女は「プラハの春」が弾圧されたことに抗議して、ビートルズの「ヘイ、ジュー

ド」の歌にチェコ語で新たな歌詞を付けて歌った人だ。彼女は、また、チェコの平和を求める

「マルタの祈り」という歌を歌っているが、チェコのように周囲の大国によって運命を左右さ

れた経験をもつ国の人々にとって、自由や平和とは自らの手で勝ち取るものであることを強く

感じた。それに対して、日本の平和というのは、鵺（ぬえ）のような非常に曖昧なもののよう

に思う。

● 「冷戦」崩壊後、戦争というものが、現在の支配秩序を脅かす存在を取り締まり、鎮圧する

ようなある種の「警察行為」のようなものになってきている。結局、日本の平和というものは、

冷戦前はアメリカとソ連が核兵器を突きつけ合うという相互抑止を通じて生み出された「戦争

不能」状態に過ぎなかったし、冷戦後は、「世界内戦」の中で世界の支配秩序の「憲兵」として
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振る舞うアメリカに対して、現行憲法の遵守という見せかけの下で日本が協力することでしか

ない。

「社会主義圏」内での〈68年〉として「プラハの春」があったが、そうした日本の平和の空
疎さを私・たちに気付かせてくれたのが、日本も含めた全世界的な支配秩序への「反乱」とし

ての〈68年〉であったし、それが自分にとっては、「敗戦／戦後」の中での最大の出来事だ。

（2014/12/21「『敗戦/戦後70年』は私・たちの〈問い〉か その１」より）

２．「報告：『愛と暴力の戦後とその後』を手がかりに『敗戦／戦後』
を改めて問う」から

（１）残り続ける「犠牲のシステム」

「愛と暴力の戦後とその後」の中で、1960年の安保闘争と〈68年〉の運動のことが取り上げら
れているが、そのように社会のあり方を根底から問い直そうとする動きが、「敗戦／戦後」の時

間の中で間違いなく存在していた。とりわけ、〈68年〉の運動について、著者は、「もしかした

ら、市民革命が起こらなかったこの国で、初めて、それに近いことをした人々だったかもしれな

い」という高い評価を与えている。しかし、残念ながら、そうした社会のあり方を問い直すため

の気付きの「芽」を、私たちの社会は自ら摘み取ってきた。

著者は、「東日本大震災と巨大津波、そして原発事故によって、『戦後』や経済成長という物

語が終わってしまった」ときに、「どんな物語が、ビジョンが、次に在りうるんだろう」と考え

たと述べている。また、このような「敵が不在」の大惨事だからこそ、いまだ加害と被害の物語

に苦しむこの世界に、日本が多大な貢献をできるのではないかと考えたということだった。しか

し、「日本と日本政府は、見事に変わらなかった」し、民主党政権から自民党政権に戻ってから、

これまでの社会のいびつなあり方は、むしろ一層強化された感さえある、というのが著者の思い

だ。そのように、かつて人々を戦争で「犬死に」させた「犠牲のシステム」が、福島原発事故の

被害者を忘却する形で再現されていると著者は指摘している。

この本の中で、何度も触れられている昭和天皇の戦争責任の問題について、著者は、「天皇個

人の問題ではなくて、そう創られたシステムだから」、「天皇の戦争責任は、どこまで考えても、

あって、同時にない」と言っている。そうしたシステムの中では、「すべては現場の裁量となり、

『空気』と同調圧力が支配する」ことによって、「最終的に責任をもつものが免責されている」

以上、「暴力の、天井も、底もない」。「犠牲のシステム」とともに、そうした「無責任の体系」

は、今なお、無傷なまま、残り続けていると言わざるを得ない。
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（２）問い直しのための手がかりをどのように得るのか

そのように、「３・１１」後の危機的な状況の中で、相変わらず、経済成長と復興という古い

「物語」にしがみつくばかりで、何も新しいものを生み出そうとしないこの国の社会のあり方を

根本から問い直すための手がかりを、私たちはどのように獲得するのか。そのためのヒントとな

るいくつかのことを、この本の中で著者は示唆している。

著者は、「東京プリズン」を書き進める中で、”people”という概念が重要なものになっていっ

たと述べている。「人民の、人民のための、人民による政府」というリンカーン大統領の有名な

演説では、”people”という言葉は「人民」と訳されているが、日本語の「人民」とは違い、英

語ではそれは日常会話でよく使われるごく普通の語だ。あるとき、そのような平易な言葉が民主

主義の根幹をなす概念ではないか、という直感が著者にやってきたということだった。

”people”は「国民」とは異なり、それに先立つ個々の集合であり、時には国家と対立するよ

うな存在でもある。そのように、「国家、イデオロギー、すべてに先だって存在する権利が人に

はある」という認識こそが「民主」主義の本質であるが、そのような「民主主義の体感を日本人

はもったことがあるだろうか？」と著者は私たちに問いかけている。そうした「体感」レベルで

の民主主義を私たちはいかに獲得できるかということが、「３・１１」以降の状況を問い直す際

の一つの大きなポイントであるように思う。

この本の最後で、著者は、若い頃、両親がデートし、かつてマッカーサーも滞在したことのあ

るニューグラウンドホテルのある横浜で久しぶりに母親と泊まりがけの旅行をしたときに、年老

いて小さくなった母親と寄り添って恋人同士のように中華街を歩いたことを記している。そのと

きに、母親が、わざと幼児言葉で「あなたとおともらちになれて本当によかった」と言ったと、
・ ・ ・ ・ ・

著者は書いている。最初、この場面を読んだときには何か唐突な印象を受けたが、今回、改めて

この本を読み直すと、著者が「敗戦／戦後」の時間の中で何が問われないできたかを探ることで、

戦争を体験した母親の世代の苦しみと自分のアメリカ留学での挫折体験が根底のところでつなが

っていることを再発見するというストーリーになっている。

琉球大学の教官で活発な批評／批判活動を行っている新城郁夫の言葉を借りれば、そのような

「傷という回路」を通じて、この世界を生きる上で必然的に痛みや傷を負わされている者同士の、

親子関係を超えた「友愛」がその場面で描かれているように思う。そのように、「国民統合」の

枠に回収される以前の”people”というあり方や、「まったく個人的であり、だからこそ奥底で

普遍に通じる」ような力、「傷という回路」を通じた友愛が、「３・１１」後の社会のあり方を

問い直す上で、私たちに切実に求められているものだということを、著者は訴えているように思
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う。

なお、著者は、先にも言ったように、「民主主義の体感を日本人はもったことがあるだろうか？

私は、ない」と述べている。そのように言う著者の誠実さは大事だと思うが、しかし、現在、ほ

とんど痕跡を残していないにしても、「敗戦／戦後」直後の政治の「空白期」や〈68年〉の運動
の中に、人々が民衆主義を「体感」するということが確かにあったのではないかという思いも自

分にはある。「敗戦／戦後」の時間という海の中の「群島」のようなそうした経験がどのように

あったかということも、この後の論議でぜひ探っていきたいと思う。 （2015/1/25「同 その

２」より）

３．「戦後発生責任」をいかに問うのか

● 今日紹介された映像の中に、映画監督の大島渚が製作した「忘れられた皇軍」というドキュ

メンタリーがあった。その映像にもあるように、生活の資を得るために「傷痍軍人」として駅

前や街頭で物乞いをしていた人たちが、実は日本国籍がないために戦傷に対する補償金や軍事

恩給を受給することができない在日朝鮮人の元日本兵であることを、つい最近知って驚いた。

そのことは、まさに私たちの「戦後発生責任」そのものに関わることではないか。

白井聡は、「永続敗戦論」の中で、「サンフランシスコ講和条約」の締結による日本の「主

権回復」後も、日本国憲法や日本の国内法に制約されずにアメリカが日本の政治・経済システ

ムをコントロールする一方で、そのことがこれまできちんと論議されてこなかったことを指摘

している。しかし、「在日」の元日本兵の傷痍軍人のような問題は、アメリカやアメリカに自

発的に隷従する日本の支配者層を悪者にするだけで済むことではなく、私たちが「敗戦／戦後」

の時間の中でそのような人々の「声」をどこまで聞こうとしてきたか、また、私たちの生きる

この社会をどのように創り出そうとしてきたかということに深く関わる問題であるはずだ。そ

うした問題を抜きにして、「敗戦／戦後70年」を考えることはできないように思う。

● 私たちは、どうしても「敗戦」がそのまま戦争の終結だと考えてしまうのだが、先ほどの映

像にあるように、元日本兵の「傷痍軍人」や韓国人被爆者のような人たちにとって、決して戦

争は終わっていない。「敗戦／戦後」と呼ばれる時間の中で、そうした人たちにとって「戦争

状態」が依然として続いていることの責任を私たちがどう果たすのかが、「戦後発生責任」と

いうことの核心にあるのではないかと思う。

● 今日の集いで、強制的に施設に収容されたハンセン病の元患者の人が68年ぶりに生まれ故
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郷に帰るというＮＨＫのドキュメンタリー映像（「ハンセン病元患者68年ぶりの帰郷」）があ
ったが、富山でも以前、ハンセン病の元患者の人を迎えて集会がもたれたことがあった。その

集会の最後に主催者の一人がみんなで文部省唱歌の「ふるさと」を歌おうと提案して、参加者

全員で歌うということがあったが、私はその時、本当に居たたまれない気分だった。そのよう

に、集団内の結束がそのまま異質な存在への排除へと容易に転じるような、日本的な共同性か

ら排除された人に向かって歌うための歌がよりによって「ふるさと」だというのは、あまりに

も貧しいことだと思う。

● 2011年3月11日の「東日本大震災」の後、ＮＨＫではずっと「花は咲く」という「震災復興
ソング」を流しているが、そのように「今はつらくても、いつか花が咲く日が来る」といった

「明日への希望」を謳う曲を絶えず流し続けることで、震災の被災者や原発事故の被害者を放

置している現状への批判を封じようとしているとしか思えない。また、それが国民的な一体感

の喚起を図るものだという点でも、「ふるさと」の歌について言われている批判と同様のこと

を感じる。

● 前回の「ラウンドテーブル」では、赤坂真理の著書の「愛と暴力の戦後とその後」を素材と

して論議を行ったが、赤坂真理は、「英語で日常会話に多出するごく普通の語である」”people

”という言葉が「民主主義の根幹をなす概念」であり、”people”とは「国民」とは異なり、

それに先立つ個々の集合であり、時には国家と対立するような存在だ、と述べている。文部省

唱歌の「ふるさと」ぐらいしかみんなで一緒に歌える歌がないということも、「国民」として

一括りにされるのではない、そのような”people”の感覚を私たちがもてないでいることの現

れではないか。それは、さらに言えば、結局、人種的・言語的・文化的に同一の「国民」であ

ることしか、私たちが社会を共に構成するための「原理」をもっていないということでもある

だろう。同時に、そのことが、「敗戦／戦後」の時間の中で、日本の私たちが「戦後発生責任」

を果たさずにきたことの根幹にあるのではないか。

そのような”people”の感覚の不在と対になって、私たちが無自覚なままで保ち続けている

ナショナルな意識を私たち自身がどのように解体するかということが、「敗戦／戦後70年」を
問う際の大きなポイントとしてあるように思っている。 （2015/2/11「同 その３」より）

４．「脱植民地化」をいかに私・たちの〈問い〉にするか

● 「敗戦／戦後」に関わる用語として、例えば、兵士が外国の戦場から日本に戻るという「復
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員」や、中国・満州や朝鮮からの「引き上げ」といった言葉があるが、それらは、いわば、戦

争という過去を「リセット」して日本での日常に復帰するということだけを表現しているよう

に思う。しかし、とりわけ、日本の植民地支配を受けたり、日本の侵略戦争の惨禍にさらされ

たアジアの人たちにとって、日本が植民地帝国であった過去はそう簡単に「リセット」できる

はずがないし、日本の私たちはそれを「リセット」できると思ってはいけないというのが「脱

植民地化」ということではないか、と自分としては考えている。

● 「サンフランシスコ講和条約」後に生じた「国籍喪失」による在日朝鮮人の人たちの無権利

状態が現在も続いているが、日本帝国時代の「過去」を問うということは、そのように、それ

が現在にもたらしている大きな「負」をそのままにしている私たち自身を問うことでもあるは

ずだ。しかし、白井聡の論議では、「敗戦／戦後」とは何であるかを対米従属システムの成立

という視点からすっきりと整理して語っているが、その分、「敗戦／戦後」という時間を生き

ている私たち自身を問うという視点や、日本の「脱植民地化」という発想は非常に乏しいよう

に思う。

● 白井聡の「永続敗戦論」では、「３・１１／１２」後に露呈している〈無責任の体系〉と呼

ぶしかないようなこの国の政治のあり方を一貫して「対米従属」という構図から描き出すこと

で、「敗戦／戦後」とはどのような時間であったのかについて、明快な「ストーリー」を提供

している。しかし、彼がそのようにすっきりした見取り図を提示していることが、逆に、その

ような政治を許してしまっている自分たちは何なのか、また、「敗戦／戦後」の時間の中で間

違いなく存在していたアメリカの覇権主義への「異議申し立て」の動きがなぜ途絶えてしまっ

たのか、といった〈問い〉を消去してしまっているのではないか。

本来であれば、そうした構造を認識することは、それをどう打破するかということと不可分

であるはずだ。しかし、彼の論議では、そうした運動的な課題へと具体的にどう向かうかとい

うこと抜きに、日本の「敗戦／戦後」の時間を貫く「対米従属」のありようを認識することだ

けに「自己完結」してしまうところがあって、いわば、現状をきちんと認識するという「出発

点」がそのまま、「ゴール」になってしまうようなところがある。今日は「脱植民地化」とい

うことに照らして白井聡の「永続敗戦論」をめぐる論議を行ったが、そのことで彼の主張が孕

む問題点を、より明らかにすることができたように感じている。

（2015/2/22「同 その４」より）
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５．小熊英二「レポート」が不問にしてきた〈問い〉をめぐって

● 小熊英二のレポート「『68年』と『89年』、そして戦後」では、〈68年〉と〈89年〉という２

つの時期に焦点を当てて、その時に世界で何が起きていたかを具体的に現れたことを通じて論

じているが、その際に何がこの世界を動かしているかという〈問い〉は、彼にはないのではな

いか。

● 〈68年〉の運動というと、当時の学生たちが大学や街頭で権力と激しく対峙するといった

イメージで語られがちだが、そういったことだけで〈68年〉の運動を捉えてしまうと非常に
貧しい理解にしかならないし。むしろ、「反公害・反開発」の住民運動も含めて〈68年〉とい
うものが成立していたと考えるべきだ。そうした住民運動の中で、企業が有害な廃棄物を自分

たちの生活環境に垂れ流してきた結果、肉親が苦しみ悶えながら死んだことの責任をちゃんと

果たせ、と公害企業の幹部社員に迫るという場面がしばしば見られた。そのように、それぞれ

の人の立つ位置によってその現れ方の違いはあっても、この世界がいかに「構成」されている

かということに対して直接的に怒りや拒否を突きつけるということでは、本質的に変わらない

ものだと捉えてもいいのではないか。

● 今日の報告にもあるように、戦後の米ソを軸とする「冷戦体制」が崩壊した〈89年〉は、「冷
戦体制」の崩壊の中で、新たな世界のあり方をいかに生み出すかをめぐって、世界各地で人々

が様々な模索や苦闘が繰り広げ、あがいていた時期であり、同時に、「冷戦」下で封じ込めら

れてきた日本の植民地支配や侵略戦争の犠牲者の声が公の場に登場するようになる時期でもあ

った。そのように、〈89年〉というのは、「バブル崩壊」とその後の日本経済の停滞の始まり

ということだけに止まらない全世界的に大きな拡がりをもっていたはずだ。しかし、当時の日

本の私たちは、そのことをどこまで意識していたのか非常に心もとないし、そうした大きな転

換を意識せずに済ませてきた自分たちの目は何なのかと改めて思ってしまう。

● 今までの論議を整理して言えば、結局、「冷戦」から「脱冷戦」へという転換の意義を、日

本の私たちはリアルに感じていないということではないか。そのことと、「脱植民地化」や「脱

植民地化」回避という視点から何がこの世界を動かしているかをリアルに感じとることができ

ないということとは、裏腹なことのように思う。

● 日本の〈68年〉の運動では、当時の運動の当事者たちは、アメリカでの「ベトナム反戦運
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動」や「黒人解放運動」、フランスの「5月革命」、また、現在、それをどのように評価するか
ということはあるが、中国の「文化大革命」といった全世界的な民衆反乱や異議申し立てが展

開されていることとの「同時代性」を間違いなく意識していたはずだ。しかし、〈89年〉では、
日本の私たちは、先程から言われているような世界的な転換に対する「同時代性」の感覚を本

当にどこまでもってたのだろうか。小熊英二の「レポート」にあるように、〈68年〉と〈89年〉

という二つの時期を全世界的な転換点として重ね合わせて捉えようとするのであれば、日本の

私たちがそうした「同時代性」の感覚を失ってしまっていることや、〈89年〉をこの日本を変

えるための契機にすることができなかった自分たちのあり方をきちんと問わなければならない

はずだ。この後の「敗戦／戦後70年」をめぐる論議の中で、そのこともぜひ、問題にしてい
きたいと思う。

（2015/3/22「同 その５」より）
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Ⅱ． 「敗戦／戦後70年」は私・たちの〈問い〉か その３

レジュメ
2015年2月11日

生・労働・運動ネット

「ラウンドテーブル・2014」第10回・「憲法フェスタ」参加企画

「『敗戦／戦後70年』！？

小さきものの声／聞き取れぬほど微かな声／

ついに発せられなかった声の行く方

はじめの始めに

「建国記念の日」という時間に

「憲法フェスタ」という営みが行われる空間のなかで

「敗戦／戦後70年」とは何かという〈問い〉を

問うとはどういうことであるか？

その70年のなかで「小さき物の声／聞き取れぬほど微かな声／

ついに発せられなかった声」は どこへ行ったか という〈問い〉を

問うとはどういうことであるか？

はじめに

「敗戦／戦後70年」―「戦後レジームからの脱却」が唱えられる

「永続敗戦レジームの拒否」が叫ばれる

あの声・たちはどこへ行った？

あの小さきものの声／聞き取れぬ微かな声／

ついに発せられなかった〈声〉はどこへ行った？

「戦後レジームからの脱却」を唱える者たちの耳は

「「永続敗戦レジームの拒否」を叫ぶ者たちの耳は

あの声・たちを聞（聴）いたか？聞（聴）いているか？
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Part 1 ＴＶドラマ・倉本聰「歸国」から YouTubeなど
脚本：日本経済新聞社 2010

Part 2 乱調へ 乱調へ

「1945年8月15日」の＞声＜から YouTube
「日米友好！？ 星条旗よ永遠なる君が代」 YouTube
「The Star Spangled Banner」から YouTube Jimy Hendrix Woodstock
1969
映画予告編「軍旗はためく下に」から YouTube
「世界平和」 YouTube

Part 3 ある〈記録と記憶〉群

「忘れられた皇軍」から YouTube 大島渚 1963
「軍旗はためく下に」から YouTube 深作欣二 1972
「毎日新聞 1984年8月、85年8月、86年8月、朝日新聞2004年3月、毎日新聞2005年8

月」
「原爆棄民～韓国人被爆者の65年」から YouTube 2010
「“戦闘配置”されず ～肢体不自由児たちの学童疎開」から YouTube 2013
「ハンセン病元患者68年ぶりの帰郷」から YouTube 2008

Part 4 「シリーズ戦後70年・第1部―障害者はどう生きてきたか」2015

コメント 跡地 宗一郎さん

おわりに 「弾丸は まだ残っとるがよ」

「夕陽に走れ」から YouTube ジョニー大倉（映画「総長の首」1979）
「仁義なき戦い」から YouTube 菅原文太のセリフ
菅原文太 沖縄での挨拶から YouTube 県知事選・応援の挨拶 2014

おわりのおわりに

「陽ガ落チルマデ マダ時ガアル」 ナニヲスルタメノ時ナノカ？

「弾丸ハ マダノコットルガヨ」 ナニヲ／ダレヲ撃ツ弾丸ナノカ？
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「戦争責任」・「戦後責任」・「戦後発生責任」をはたさないできた日本国家を

そして 私たち自身を撃つこと だが それはどうすることであるのか？

この〈問い〉を問い続けること＝敗戦／戦後70年に改めて・新たに〈問い〉をも

ちなおすこと だが それは何をどのように〈問い＞とすることである

か？
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Ⅲ．「ラウンドテーブル・2014」第13回：

「敗戦／戦後70年」は私・たちの〈問い〉か その6

「『戦後日本と脱植民地化回避の仕組み』再考」（5/10）

での論議から
5月10日（日）、「ラウンドテーブル・2014」の

第13回「『敗戦／戦後70年』は私・たちの〈問い〉
か その6」の集いを、表記のようなタイトルで
行いました。「その6」では、武藤一羊さんの論文
「戦後日本と植民地化回避の仕組み 『日米関
係が基軸』ということのもう一つの意味」（「季刊
ピープルズ・プラン 2010年秋号」所収）を素
材として、さらにそれを補足する他の文章も加えて構成したレポートを、今回報告
を行った「生・労働・運動ネット」のメンバーも含めて参加者同士で読み上げると
いうスタイルで進めました（当日のレポートは、この「ニューズレター」の後半部
に収録）。
以下、その報告と当日の「フリートーク」での論議のアウトラインを紹介します。

Ⅰ．「脱植民地化回避」のシステムの解体をいかに進めるか

当日の報告から

１．「脱植民地化回避」による戦後日本国家の〈自己免責〉

この間、「辺野古新基地建設」阻止を焦点として沖縄の「軍事植民地」的状態からの解放を
求める非暴力・直接行動の闘いが果敢に展開されています。ヤマトの私・たちが、そうした
沖縄の「ピープル」に「応答」するための力の獲得に向けて、戦後日本国家の中に内蔵され
てきた「脱植民地化回避」のシステムをいかに捉えなおすかということを大きなテーマとし
て、今回の報告が行われました。
武藤さんの「戦後日本と植民地化回避の仕組み」の論文では、「脱植民地化」ということを

とりわけ重要なキーワードとしています。「脱植民地化」とは、「植民地にされていたピープ
ルが植民地支配下で形成された関係や文化を中から変えていくプロセス」であると同時に、
植民地支配を行っていた側自身が植民地支配を放棄し、自らの責任を認めて謝罪・補償を行
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うことと併せて、植民地支配されていたピープルと新しい関係をつくりだしながら、「植民地
支配の中でつくられた特権的・差別的な制度や文化や思想をみずから批判し、乗り越えてい
くプロセス」でもあります。
そうした「脱植民地化」のプロセスは「冷戦」体制の成立によって大きく後退することに

なってしまったのですが、「冷戦崩壊」後も、「植民地主義」は、複合的な世界権力のグロー
バルな支配の形態として展開されています。近年、過去の植民地主義的な支配・被支配の関
係が、本来の意味での植民地がもはや存在しない今日の世界の中で変容されつつ、再生して
いるという状況を把握するための認識装置として、「ポスト・コロニアル」という概念が唱え
られています。そのように、「脱植民地化」ということは、「ポスト・コロニアル」という言
葉と対になって、「今日の世界をむしばむ差別や不平等と、1492年以来の征服と植民地化と
抵抗の歴史全体をふり返り、グローバルに糺そうとする」ような大きな射程をもつものだと
言えるでしょう。
植民地の放棄と「脱植民地化」とは本来、不可分のこととして進められるべきことのはず

ですが、戦後日本国家は、植民地の喪失がそのまま自らの「植民地支配」の責任を免責する
ような仕組みの中に自らを置いてきました。その仕組みは、「脱植民地化」のプロセスの不在
を意識にのぼらせない社会心理的な機制として働くと同時に、「平和な日本」という自己満足
的な〈自画像〉を人々の中に生産・再生産するための装置として機能してきました。そうし
た「脱植民地化」回避の仕組みのとりわけ重要な構成要素として、アメリカによる世界的な
覇権構造があります。
武藤さんが指摘しているように、戦後すぐにＡ級戦犯とされた「岸信介が首相となり、戦

後日本の冷戦への積極的参加を約束する新日米安保を推進するという異常事」は、まさに「戦
後日本の脱帝国・脱植民地化の失敗を表すもの」に他なりません。そのように、「戦後日本支
配集団は、米国覇権に従属的に寄り添うことで、過去から自分を遮断し、忌まわしい犯罪的
な過去には口をぬぐい」ながら、同時に、「『平和国家』としての再生を演出」してきました。
そのことに対して、日本国憲法を根拠として「平和と民主主義」を訴えてきたこの国の運動
がどこまで自覚的であったのかが、現在、改めて強く問われているように思います。

２．米日の植民地主義が生み出した「在日」身分と「戦後発生責任」

1952年の「サンフランシスコ講和条約」の発効による日本の占領状態の終了とともに、日
本政府は、在日朝鮮人・台湾人に対して意思を確認することなく、「サンフランシスコ平和条
約国籍離脱者」として、一方的に日本国籍を奪い、無権利状態に置きました。それ以後、旧
日本帝国の植民地出身者の人々は、今日もなお、国籍条項によって社会生活の重要な分野で
排除され、「在日」として暮らす不利益と苦痛を強いられています。そのように、戦前の日本
帝国による植民地支配に由来しながら、戦後日本国家が新たに政策的・制度的に生み出して
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きた差別や社会的排除に対する責任を、いわゆる「戦後責任」と区別して、武藤さんは「戦
後発生責任」と呼んでいます。
武藤さんは、「戦後日本は、アメリカの冷戦システムの壁の背後に隠れることによって、日

本帝国が破壊と殺りくを加えたアジアの民衆の声と圧力から自分を隔離することができた」
と指摘しています。そのように、戦後の日本とアジアとの関係は、はじめからひたすらアメ
リカの顔色をうかがうという「日米関係」でしかなかったのですが、そのような姿勢は今日
まで継続されています。そうしたアジア諸国との対外的な関係以上に、「脱植民地化」の回避
は、「在日」の人々の状況に象徴されるような日本国内での「戦後発生責任」の問題に、より
明確に現れていると言ってもいいでしょう。
今回の報告では、「戦後発生責任」の問題をさらに補足するために、戦時中に日本の軍属と

して招集され、敗戦後、ソ連によるシベリア抑留で非業の死を遂げたサハリンの少数民族の
ウイルタ・ニビヒの戦没者の慰霊のために、網走国定公園の天都山中腹の眺望題に建てられ
た「静民の碑」のことが紹介されました。また、戦後の「在日朝鮮人」への差別・排除とそ
れに対する「在日」の人々の抵抗の両方が鮮明に現れた出来事として、1948年4月の「阪神
教育闘争」が、詳しく取り上げられていました。1947年1月、文部省は、マッカーサー司令
部の方針に従い、朝鮮人学校の閉鎖を命じましたが、とりわけ、兵庫県と大阪府では朝鮮人
学校を守ろうと激しい抵抗運動が繰り広げられ、同年4月の兵庫県庁前での抗議行動では学
校閉鎖の撤回を合意させました。しかし、ＧＨＱがそこに介入して合意文書の破棄を宣言し、
日本の警官隊と米軍の憲兵の合同で暴力的な弾圧を行いました。
朝鮮戦争当時、大阪・吹田（すいた）操車場が戦場へ軍需物資を運ぶ軍用列車の輸送拠点

となっていましたが、1952年6月末、大阪大学豊中キャンパスでの反戦集会に参加した人々
が、集会後に吹田操車場内でのデモを含む、激しい抗議行動を行うという「吹田事件」が起
きています。それに対して、警官隊がデモ参加者に向かって銃弾を発砲して重傷を負わせる
という厳しい弾圧が行われるとともに、デモ参加者たちは戦後始めて「騒擾（そうじょう）
罪」で起訴されました（同罪については後の裁判で無罪が確定）。
「吹田事件」でのデモ・抗議行動には、「在日」の人々以外にも、多数の日本人の学生や労

働者も加わっていましたが、そのように、「在日朝鮮人」と日本人が、「朝鮮戦争の即時停戦」
や「軍用列車の運行中止」を求めて共に闘ったという事実を知って、今回、報告を行った者
として大きな感銘を受けたということでした。

３．沖縄をめぐる「三項関係」の解体をいかに進めるか

武藤さんが指摘しているように、今日の沖縄をめぐる関係は、単にヤマト・沖縄という二
者の関係に尽きるものではなく、米国を「最強の当事者」としてそこに含む複合的なもので
あり、「ヤマト・沖縄の『国内植民地』支配関係が米軍基地問題をめぐって展開される」一方



- 19 -

で、沖縄の「『国内植民地』状態からの解放という課題が日米関係の根本的関係を要求する」
という特殊な三項関係が存在しています。そのような「ヤマト国家の国内植民地、そして米
国の軍事植民地という『二重のくびき』を拒否し、自己決定の権利を打ち立てるために立ち
上がった沖縄のピープルの力と沖縄からの怒りの声」に、こうした沖縄への「二重のくびき」
を前提として自らを形成してきた戦後日本国家と社会がどう「応答」するのか。そのことが、
ヤマトの私・たちに切実に問われているはずです。
そのように、「沖縄をめぐる脱植民地化の課題は、日米関係と、それと不可分に撚り合わさ

った植民地主義そのものであるヤマトと沖縄の関係の全体を変えることを要求」するもので
す。武藤さんが言うように、とりわけ、沖縄の米軍基地や「安保構造」の問題については、
対米関係の根本的転換が解決のための必要条件です。しかし、同時に武藤さんが指摘してい
るように、アメリカの覇権主義との関係を組み替えることが、そのまま、自動的に「脱植民
地化」を促すわけではなく、それはあくまでも、「脱植民地化」の出発点に過ぎません。
今回の報告の中で、「あらためて『沖縄』とはどのような対象でありうるのだろうか。『日

米安保の要石』や『島嶼防衛の空白地帯』。『青い海と青い空』や『癒やしの島』。国家と資
本の視線に映る、そのような常套句の範囲内で理解され、納得される場所が、はたして『沖
縄』なのか」という、沖縄の文化批評家の與儀秀武（よぎ・ひでたけ）の言葉が紹介されて
いました。そのような沖縄をめぐる画一化された言説を越えて、ヤマトの私・たちが沖縄と
「応答」をしようとする際の１つの手がかりとして、「それぞれが特異でありながら、何か共
通のものを指向するという動きに孕まれたダイナミズム」を指し示す〈群島的接続〉という
言葉に出会ったときに強く心を動かされたことを、今回報告を行った者は語っていました。
そうしたイメージをより具体的に描き出すための言葉として、今回の報告では、沖縄の詩

人・文筆家の川満信一の「済州島から琉球諸島、台湾……と群島をつなぐコミュニケートの
輪をつくり、非武装地帯を宣言して、〈不可視の想念空間〉をひらいていく」という言葉が、
紹介されました。併せて、「極東の軍事的要石としての沖縄が、どのようにして占領と植民地
主義を超え、アジアを繋ぐ思想を生み出していくか。〈沖縄〉を〈創る〉こと、そしてそれを
〈アジア〉に〈繋ぐ〉ことを自立の鉱脈に」という、沖縄の文化／映像批評家の仲里効さん
の言葉も紹介されました。
そのように、今回の報告では、武藤論文をさらに補って「戦後発生責任」がどのように残

り続けているかをめぐって詳しく語られるとともに、ヤマトの私・たちが沖縄のピープルと
いかに「応答」・「接続」するかをめぐるイメージを喚起するような文章が、報告を行った者
の思いを込めていくつも紹介されていました。

Ⅱ．「フリートーク」での論議から

以上のような「報告」の後の「フリー・トーク」では、「脱植民地化」回避や、戦後日本国
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家のアメリカの覇権主義への従属、さらにはアジアへの植民地支配と一体となって進展した日
本の「近代化」の問題も含めて、参加者同士で活発な論議が行われました。以下、そこでの論
議のアウトラインを紹介します。

１．「日米関係が基軸」ということの「もう１つの意味」とは

● 今日の報告で詳しく紹介されていた武藤さんの論文には、「『日米関係が基軸』ということ
のもう一つの意味」というサブタイトルが付いている。戦後日本国家は基本的に「日米関係」
を基軸に構成されているわけだが、そのことの「もう一つの意味」というのは、先ほどの報告
にあったように、「脱植民地化」回避のシステムがそこに深く組み込まれているということだ
ろう。先ほど紹介された仲里効さんとも関係の深い仏文学者・批評家の西谷修が、昨年、16
世紀のフランスの人文主義者ラ・ボエシの「自発的隷従論」の翻訳を出してから「自発的隷従」
という言葉がよく使われるようになっている。日本が自ら進んでアメリカの覇権主義に組み込
まれているあり方についても、それにならって「自発的隷従論」システムと呼んでもいいので
はないか。そのように、アメリカの覇権主義への「自発的隷従」のシステムと「脱植民地化」
回避とが背中合わせになっているということが、武藤さんの言う「もう一つの意味」というこ
とではないか。

● 今、言われたことで間違いはないのだが、「日米関係が基軸」というのはあくまでも支配者
側の言い方であって、素直に解釈すれば、「日米関係が基軸」とはつまり「『日米安保体制』
が基軸」だということであり、その一方でアメリカとの関係に依存することで戦後日本国家が
「脱植民地化」のプロセスを回避してきたというのが、「もう一つの意味」という言葉で武藤
さんが言おうとしていることだろう。
「戦後70年間、憲法9条をもつ日本は戦争をしてこなかったのに、そのことが今、安倍に

よって崩されようとしている」という危機意識から、現在、富山も含めて、「戦争のできる国
家」へと向かおうとする安倍の策動を阻止しようとする動きが日本各地に広がっている。その
一方で、白井聡の「永続敗戦論」のような、「日本は『敗戦／戦後』以来の卑屈な『対米従属』
を克服して、『自立』した国家を目指すべきだ」という論議が、多くの人々に支持されるよう
になっている。しかし、そのどちらにせよ、安倍の目指すような「日米関係」を基軸にした「戦
争国家化」に反対しても、武藤さんが「もう一つの意味」と言っている「脱植民地」回避とい
う視点は、全くないのではないか。

● 明治期からの日本は、外国からの直接的な圧力がどうあるかという以前に、絶対的・普遍的
な規範として自分たちの目の前に突きつけられた欧米の文明に遅れを取るまいとして、自ら進
んで「近代化」していったわけだが、ある論者はそうしたあり方を「自己植民地化」と呼んで
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いる。先ほど、沖縄を「国内植民地」状態に置いている日本国家自体がアメリカの覇権主義に
隷従しているあり方に対して、「自発的隷従」システムという言い方がされていたが、「自発
的隷従」システムの根底にそうした「自己植民地化」への衝動が存在しているように思う。

● 現在、安倍の策動に対する反対の声を上げる人たちは、必ずしもそのことを「反安保」とい
う形で言っているわけではないが、今、私たちの側の「安保闘争」をどのように組み立てるべ
きかが問われているのではないか。沖縄以外でも、横須賀や岩国の米軍基地といった「安保実
態」に対する闘いはずっと継続されているのだが、残念ながら「60年／70年安保闘争」の後
は、「反安保」の闘いは途絶えてしまっている。しかし、このような状況であればなおさら、
絶えず世界に向かって更新され続けている「日米安保体制」に対する闘いが必要なはずだし、
そのことを運動としてきちんと表現することが必要なように思う。

● 今日の報告の最後で、「この列島を海へひらかれた島・島・島」の〈群島的接続〉へと組み
替えたいという深い思いが語られていたが、それは、「安保闘争」ということをさらに越えて、
この日本国家をどう壊すのかにつながることでもあるだろう。今日の報告で紹介されていた沖
縄の詩人の川満信一さんは、「冷戦体制」の下で大きな苦難にさらされてきた沖縄・台湾・韓
国の済州島の民衆が、黒潮の流れで結ばれる者同士として国家の枠を越えた交流圏を生み出す
ための「黒潮憲法」を創るという大きな構想を打ち出している。私・たちは、この十数年、「日
本の『構成』的解体」ということをテーマとしてきたが、そのような黒潮に洗われる島々の〈群
島的接続〉に対して、黒潮から北の列島に住む私たちがどのように「接続」するのかというこ
とは、この日本国家の解体をいかに進めるかという〈問い〉と不可分なことのように思う。そ
のことは、武藤さんがこの日本を「他民族共生」社会に創り変えると言っていることにも重な
るが、「モグラ叩き」のように安倍の攻撃が繰り出される度に対応することを越えようとする
ならば、そうした大きなスケールで考えることが、今こそ強く求められているように感じてい
る。

２．近代日本国家の軌跡をいかに「分節化」するか

● 当たり前のことではあるが、かつての日本帝国がアジアの「植民地化」を行ったからこそ「脱
植民地化」のプロセスをどうするかということがあるわけで、そのような意味で言えば、「脱
植民地化」回避を問うということは、「敗戦／戦後70年」をさらにさかのぼって、植民地主義
国家としての近代日本国家の歩みそのものをどう捉えるかということにまで行き着くようなこ
とだろう。しかし、安倍政権に反対する側にしても、「日本帝国のアジアへの植民地支配は過
ちだった」とは言っても、そうした近代国家としての日本の軌跡自体を問うという視点はない。
現在、「冷戦体制」は解体されているのに、日本政府は依然として「冷戦」的な思考に固執し
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て、北朝鮮や中国の脅威をひたすら言い立てながら、「辺野古新基地」建設を強行しようとし
ている。そうした日本帝国時代からの沖縄へ隷従を強制するあり方をいかに変えるかを考える
ためにも、戦後の日本が過去の植民地主義帝国と自らをどう「切断」しているかをきちんと検
証しなければならないのではないか。

● 今の意見に異論はないのだが、そこで主に２つのことが同時に言われていたように思う。「冷
戦体制」がもはや存在しないのに、日本政府が「冷戦」的な思考で「辺野古新基地」建設を強
行するというのは「脱植民地化」回避ということになるだろうが、近代日本国家が植民地主義
帝国として形成されてきたあり方を問うというのは、「脱植民地化」回避ということだけでは
言えないことではないか。そこは、やはりもう少し「分節化」して考える必要があるだろう。

● 明治になって近代的な国民国家ができたかどうかというような時期に、朝鮮半島の「植民地
化」の策動や、アイヌ人の居住地域の併合、「琉球処分」等が立て続けに起きている。同時に、
それは、日本国内で「被差別部落」の住民や女性、障害者などに対する「差別装置」が形成さ
れる時代でもあった。そのことを捉える際に、沖縄やアイヌの人たちの問題まで入れてしまう
と少し違うように思うし、それは、先ほど言われた言葉を使えば、「自己植民地化」というこ
とになるだろう。
つまり、欧米が「光の世界」だとすれば、日本国内には「被差別部落」といった未開の「暗

黒の世界」があって、どうしたらそれを「文明開化」できるかということが日本政府の政策と
してあった。そういった問題も含めて「脱植民地化」回避という概念で捉えてしまうのは、ポ
イントのずれた論議になってしまうのではないか。さらに、「脱植民地化」回避や「自己植民
地化」といったことと併せて、先ほどからの論議では、アメリカの覇権主義に対する「自発的
隷従」システムという言い方もされていた。細かな区別にこだわるように聞こえるかもしれな
いが、運動を組み立てようとする際にそうした言葉を使い分けることが必要に思うし、そのよ
うな「分節化」がなければ、結局、認識のあり方に見合った程度のことしかできないのではな
いか。

● 人類が伝統的な社会を脱して近代という時代に入ったことには、良い悪いという以前にある
種の必然性があったという意味で、「近代化」ということをただ否定するだけで済むわけでは
ない。自分たちより前に近代化した者たちに精神的に屈して自発的に「自己植民地化」すると
いうことが、日本の近代化の重要な側面としてあるが、その点では、中国など他のアジアの国
とも共通する面もあるだろう。同時に、アジアへの侵略・植民地支配を通じた国家の形成とい
った日本の近代化特有の問題をきちんと捉える必要があるように思う。

● 「近代化」ということで言えば、日本帝国の朝鮮半島に対する植民地支配の結果として、鉄
道網や港湾施設の整備等の社会的なインフラの「近代化」が進んだという一面もあった。現在
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の韓国の研究者にも、それによって朝鮮半島の「近代化」が進んだと唱える人たちもいて、論
争を呼んでいる。もちろん、「近代化」を進めたことが、日本による朝鮮半島の「植民地支配」
が免罪されることにならないのは、言うまでもない。しかし、それと同時に、「近代化」や「植
民地化」、「自己植民地化」というのはあくまでも概念上で区別できることであって、実際に
はそれらが相互に混じり合って展開したということが、問題を難しくしているように思う。

３．安倍の「野望」の目指すものは

● 安倍がアメリカの覇権主義に自ら進んで追随しようとするあり方を「自発的隷従」と捉えて
いいのだろうが、この間、安倍が前のめりになって安保法制の「改正」を推し進めようとする
姿を見ていると、白井聡の言葉を使えば「本気モード」に入っているというか、アメリカの思
惑をはるかに超えて戦前の日本帝国のような「戦争国家」を目指しているように思える。それ
を単に「自発的隷従」という言い方で呼ぶのでいいのか、自分でもよく分からないところがあ
る。

● 「自発的隷従」というのは、単なる「隷従」ではなく、自ら進んで隷従すると同時に、自分
が隷従していることさえも意識しないでいるあり方をそのように呼んでいるわけだが、その言
葉をあまり狭く捉えないで、安倍が積極的にアメリカの覇権主義に追随しようとしていること
もそのように捉えてもいいとは思う。ただ、同時に、安倍には、武藤さんの言う「大日本帝国
の継承原理」を彼の祖父の岸信介から受け継いでいるところも確実にある。安倍の「野望」と
して、「アメリカに負けない『世界に冠たる』国家になる」ということがあると思うが、今言
われたように、そこも含めて「自発的隷従」と言ってしまっていいのかは難しいところだ。

● 昔の言葉を使えば「脱亜入欧」ということになるだろうが、それと「帝国継承原理」との両
方が、安倍の策動の根底にあるように思う。先ほどから「自己植民地化」ということが言われ
ているが、一方では「世界に冠たる日本」を自称するという誇大な自己意識の一方で、欧米文
明へのコンプレックスを抱いてひたすらそれに追いつこうとするといったいびつなあり方が、
日本の「近代化」の内実だったように思う。そうしたあり方は、現在の安倍政権でも基本的に
変わっていないのではないか。

● それはその通りだと思うが、安倍の本音を一言で言えば、むしろ、「脱亜脱米」ということ
・・

になるのではないか。かつて日本帝国が最大限に膨張した時期のイデオロギーとして、「超国
家主義」ということが唱えられていた。この場合の「超」というのはいろんな含みをもつ言葉
だが、それは一方では、国家中心主義を一国的に深化させていくことであると同時に、国民国
家的な枠組みを超えて国家が領土的に拡大していくということでもあるという意味で、既成の
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国家を超えることを目指すものでもあった。「帝国継承原理」には、そうした「超国家主義」
的な野望が含まれていると考えていいように思う。そのような意味でも、安倍のあり方を「自
発的隷従」ということだけで捉えるので充分かということはある。

● 近衛内閣のブレーンで「ゾルゲ事件」に連座して逮捕・処刑された尾崎秀実や、「京都学派」
を代表する哲学者で敗戦の約1ヶ月後に獄死した三木清といった戦前の知識人にとって、とり
わけ中国を軸にアジアと日本との関係をどのように考えるかということが、重大な関心事とし
てあった。そうした論議の結論は、結局、「アジア共同体」といういかがわしいものでしかな
かったが、そのように、アジアをどう見るかということが戦前の日本の知識人の大きな問題意
識としてあって、現在から見れば、むしろ、独自にその問題を考えようとして挫折した人たち
の方に価値があるように思う。その一方で、戦前の日本の思想的な潮流の中に「大アジア主義」
というものがあって、北一輝などは、清朝打倒を目指す革命家が日本に亡命した際に支援した
り、かくまったりしていたが、そのように中国革命の行方を戦前の日本の知識人たちは注目し
続けていた。
しかし、日本の敗戦による植民地の喪失によって「脱植民地化」という課題が不問に付され

ると同時に、そうしたアジアに対する同時代的な関心を持ち続けてきた流れも敗戦によって中
断してしまったように思う。言うまでもなく、アジア・太平洋戦争に勝利したのは中国や朝鮮
なのだが、「敗戦／戦後」の時間の中でそのことを踏まえながらアジアとの関係をどうするの
かということを、日本の私たちは考えてこなかった。安倍が中国や北朝鮮による軍事的な危機
を唱えながら、「戦争国家」を目指そうとしているという現在の状況は、そうした思想的な意
味でのアジアへの関心を失ってきたことの一つの帰結でもあるだろう。

● 同じ絵が見方によって二人の少女の横顔に見えたり、花瓶に見えたりするという「だまし絵」
があって、どちらかを見ようとすれば、他方は見えない仕組みになっている。「日米関係」と
「脱植民地化」回避というのも同じようなことがあって、互いに「背中合わせ」になっていな
がら、どちらか一方を見ようとすれば他方は見えないようになってしまいがちだが、今日の集
いの論議では、それらを一つながりのものとして捉えるための手がかりを得ることができたよ
うに感じている。

● そのように状況を大きく捉えることができるかどうかは、結局、そのためのイメージやビジ
ョンの「力」を自分たちがどこまでもっているかということであって、それは社会科学的な言
語だけではそうはならない。例えば、今日の報告でも、自分たちをアジアに向かって開く際の
イメージとして〈群島的接続〉ということが語られていたが、そのように大きなビジョンや「構
想力」を自分たちの中にもつことで初めて、入り組んだ構図を明確に捉えることができると同
時に、さらにその〈向こう〉を見通すことができるのではないかと思う。
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レジュメ

「敗戦・戦後70年」は私・たちの〈問い〉か その6

「戦後日本と脱植民地化回避の仕組み」・再考

このレジュメは、「戦後日本と脱植民地化回避の仕組み 「日米関係が
基軸」ということのもう一つの意味」（武藤一羊さん「季刊ピープルズ・プ
ラン」2010年秋号)を中心に、武藤一羊さんが他の著書で書かれていたもの
も少し加えながら、また自分が読んだ本からも少し取りあげながら、作りま
した。

０． はじめに

前回のラウンド・テーブルで、メンバーのひとりが「敗戦／戦後70年」を〈問い〉とす
ることは、世界を視る／日本列島を視る自分・たちの眼をあらためて再確認することだ」
と言ったことがずっと胸にあります。
私・たちは、脱植民地化を回避することで戦後日本国家がどのようなものとしてつくら
れてきたのか、私・たちが生きるこの日本列島の時間と空間を編んできたものとはなに
かを捉え返したいという思いにかられてきました。
「日本」の領土と国家と国民の「物語」 そこに、私・たちは長い間閉じ込められて
きたのではないか。潮風に吹かれる、海へとひらかれたこの列島が排他的に囲い込まれ
てきたのではないか。遠い昔、この列島に流れていた四方の複数のアジアの記憶が封印
されてきたのではないか。そして、そこで生きてきた私・たちとは何者なのか、何を尋
ね、どこへ生＝行こうとしているのか。
ピープルの〈生〉の深層に刻み込まれた〈哀しみ〉を聴きとる私・たちの耳が、深い悲
しみをたたえた静かな揺るぎないまなざしを受けとめる私・たちの眼が、〈無言〉をわ
かちあう私・たちの思想が試されている。
なによりもいま、沖縄ピープルに応答する私たちの力がほしいと想う。日本の戦後国家
の誕生の原点にある深い罪。沖縄ピープルと本当に出会うためには、そのはじめに私・
たちヤマトの側こそがこの「日本」を相対化し直さなければいけない。膨大な忘却装置
とでもいうような、戦後日本国家のなかに内蔵されてきた脱植民地化回避のシステムを
つかみ取ること。そこから、私・たちの現在に、どのような〈問い〉をたぐり寄せるこ
とができるのかを考え合いたい。

１． 脱植民地化(デコロニズム)の２つのプロセス
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●

・ 植民地にされていたピープルが、植民地状態を脱却し、植民地支配下で形成された関
係や文化をなかから変えていくプロセス(脱植民地化)

・ 植民地支配をしていた側が、植民地支配を放棄し、支配したピープルへの責任を認め
て謝罪し、当然の補償を行い、新しい関係をつくりだしていきながら、同時に植民地
支配のなかでつくられた特権的・差別的な制度や文化や思想をみずから批判し、乗り
越えていくプロセス（脱植民地主義化）

ここでは、この２つを脱植民地化と言い表すことにする。この２つのプロセスは、本来
別々のものではなくて相互に影響し合う関係でひとつに結びついている。脱植民地化は、
つねに相互的プロセスである。

● 今日の世界では、植民地主義は、複合的な世界的権力のグローバルな支配の形態とし
て展開を始めている。この新しい現実のなかに、過去は変容されつつ再生する。だから
ポスト・コロニアルという認識装置が必要。
脱植民地化という接近は、ポスト・コロニアルの接近と同一の対象領域に、実践的な

プロセスを通じて運動実践として関与しようとするもの。このプロセスはいま、今日の
世界をむしばむ差別や不平等を1492年以来の征服と植民地化と抵抗の歴史全体をふり返
り、グローバルにただそうとする射程の長い運動として弾みをつけて展開されている。
それは、今日の世界を覆う近代文明全体の危機に対する、民衆の生存と再生のための応
答である。

２． 日本植民地帝国の終わり方 米国覇権の背後での自己免責

● 戦後日本は、植民地喪失と同時に、構造的、系統的に脱植民地化を免れる仕組みの中
に自己を置いた。
さらにその仕組みは、帝国の責任を帳消しにするだけでなく、新たに植民地構造を生

み出し維持する仕組みでもあった。この仕組みは、脱植民地化の不在を意識にのぼらせ
ない社会心理的機制として働いたばかりでなく、「平和な日本」という積極的な社会的
自己意識を生産・再生産する仕組みでもあった。その仕組みは、いくつかの要素が組み
合わさった複雑な構造をもっている。
米国の世界的な覇権構造は、そのひとつの要素である。

● 降伏にあたって、どのような犠牲をはらい、どのような妥協をしようとも、天皇制の
存続が許されれば国体は護持されたとみなすという前提の下に、天皇本人とその臣たち、
戦後日本支配集団によるあらゆる終戦工作・敗戦工作が行われた。生き残るためには何
でも使おう。特に天皇制は、マッカーサーにしがみついても生き残らせる。そのために
は、沖縄を差し上げる。
他方、アメリカも利用できるものはなんでも利用する。なかでも天皇と天皇制は、最

も利用価値が高い。天皇と天皇制を、日本民衆支配の最も便利な道具に変えた。天皇は、
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侵略戦争の最高責任者から平和の象徴へ。
占領軍の積極的な承認と庇護の下に、天皇は一切の戦争責任の追及を免れた。天皇の

戦争責任を追及せずに、戦前の日本国家全体の責任を明確にすることは不可能である。
したがって、戦後日本国家は、戦争責任を認めることをしなかった。大日本帝国との断
絶を宣言し、過去の反省に立った新しい国家として出発することをしなかった。
米国の冷戦戦略に乗じて戦前帝国の戦争とと植民地支配を担った勢力は、横滑り的に

支配的地位に復帰した。財閥企業は、アメリカの戦前からのパートナーのつながりをた
ちまち再建した。そういうなかで、戦後日本国家というものが成立した。
戦後日本支配集団は、米国覇権に従属的に寄り添うことで、過去から自分を遮断し、

忌まわしい犯罪的な過去には口をぬぐい、「平和国家」としての再生を演出することが
できたのである。
Ａ級戦犯とされた岸信介が、1957年に首相になり、訪米して「日本新時代」をうたい

あげ、戦後日本の冷戦への積極的参加を約束する新日米安保を推進するという異常事が
起こりえたのは、戦後日本の脱帝国・脱植民地化の失敗を表すものだった。
帝国を美化する勢力と思想は、戦後日本国家中枢に温存された。

● 1951年、サンフランシスコ講和による占領の終了と、日米安保条約による米軍駐留の
無期限継続が同時に取り決められる。そこでできた関係というのは、日本とアメリカの
「外交関係」というものではなく、「日本国家というもののなかにアメリカを取り込む」
というものだった。沖縄の「永久占領」を前提にした、「平和憲法」。それと矛盾する、
アメリカ軍と連動する軍隊が育てられる。
つまり、戦後日本国家は、「安保と自衛隊」という姿でアメリカ帝国が内部に入り込

んだ仕組みとして成立した。
「日米同盟」のもとで、米国が日本に要求する忠誠度の水準は、非常識なほど高い。

アメリカは、占領期以来の経験によって、日本の忠誠度を、恫喝によって際限なく引き
上げることができると知っている。
日本側には、米国が対日警戒姿勢を見せることへの深い恐怖があり、米国の警戒を引

き起こす行為はそれ自体糾弾に値するとさえ考え、それをときほぐすためには過剰なサ
ービスもいとわない。戦後日本国家は、米国を外交の対象である外部者としてではなく、
みずからの内部者として抱え込んでいるのである。

● 戦後日本国家は、米国覇権システムの内部にはじめから据え付けられていた。いいか
えれば、戦後日本国家は、米国の覇権システム内存在を主体的に選択した。
軍事と外交を中心とする対外的危機管理は、米国の世界・アジア支配機構に任せ、米

国の世界支配構造そのものを日本の上部構造として利用し、それを通じて日本資本主義
の復興と国際社会での地位の獲得をねらう。日本は自己中心的な資本蓄積・高度経済成
長に集中するという戦略を、意識的に選択した。

● こうして戦後日本国家には、脱植民地化の反対物である自己免責の体系が導入された
のである。自己免責とは、帝国の過去の行為の正当化、開き直りである。
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３． 戦後日本国家がつくりだした「国家内意識構造」

● それは、マジック・ミラーのドームのようなもの。日本列島社会をすっぽり覆う巨大
なドーム。
このドームは、外から内部は丸見えだけれど、その内部から外部の世界は見ることは

できない。このドームには内側にすきまなくマジック・ミラーが貼り付けられていて、
人びとがそこに見ていたものは、「平和な日本」という自己の姿の投影だった。「平和」
への脅威としての原爆実験、核の持ち込み、米軍基地、自衛隊増強……などは、すべて
外部からこのドームへの侵入者として目に映った。
しかし、この「平和」ドーム自体が、じつは米国の世界覇権システムという、巨大な

戦争機械の有機的な一部だった。ドーム内「平和」を、ドーム外の戦争と背中合わせに
結合しているその構造は、ドーム内存在には可視的にならなかった。
だから、ドームの外側に排除されていた沖縄は視えなかった。朝鮮半島も視えなかっ

た。アジアも視えなかった。日本帝国の過去 日本帝国の戦争と植民地主義が、侵略
され植民地化された近隣諸国の人びとにもたらした現実―も、都合よく視野から除かれ
た。
米国の覇権システムと戦後日本国家のこの特殊な結合体は、戦後日本を外部の激動か

ら、そして帝国の過去から、遮断する囲いとして作用した。
すべては、1945年8月15日に一新され、そこから新しいまっさらな「平和な日本」が

始まった？
おそらく1950年代半ばに成立した、この戦後日本国家内意識は、1980年代末までは、

ある自信というか自己満足的な日本観に満たされたていた。

● 戦後日本の「国民」形成 国家が政治意識を含めて「国民」を形成する、「国民意
識」のベースを国家が形作っていく作用は、すごく大きい。
歴史的に構成されてきた「戦後日本国家」というものを、主体的に捉えること。国家

の正統性を担保する原理との関係で捉えること。
それは、われわれ自身を変えていく手段として必要である。

４． 戦後日本のアジア復帰 反省も不在、民衆も不在

● 戦後日本は、アジアに対してはどう向き合ったのか。
東京裁判は、「天皇の免責、植民地の欠如、性暴力の不処罰」という欠落を抱え、民

間人虐殺という「人道に対する罰」を裁かなかった。「民衆の死」に対する責任は、国
家間条約によって決着済みとみなされた。

1951年のサンフランシスコ講和条約と日米安保条約によって、戦後日本は、アメリカ
の冷戦システムの壁の背後に隠れることで、日本帝国が破壊と殺戮をくわえたアジア民
衆の声と圧力から隔離することができた。
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アメリカ覇権の壁に守られ、反共冷戦という大義名分にぶら下がりながら、戦後日本
は、アジア民衆への責任清算という意識を欠いたまま、なにくわぬ顔でアジアに復帰し
た。

● 日本のアジア復帰の第一歩は、1955年バンドンでのアジア・アフリカ会議への参加だ
った。これは、帝国主義と植民地主義の支配する旧秩序を終わらせ、「バンドン10原則」
で、新しい国際秩序をうたいあげ、新しい時代の到来を劇的に示すという、歴史的会議
だった。このときの「平和10原則」にある「非覇権」というものは、アジア・太平洋の
民衆にとって「憲章」の意味をもっている。
招待を受けた日本政府は、ただちにアメリカの意向を打診し、アメリカは日本の参加

を条件付きで許した。
日本代表団団長は、首相でも外相でもなく、かつての満州重工業開発の総裁であった

高碕達之助。高碕の演説は、侵略や植民地化は「不幸にも」と他人ごとのように語り、
アジア近隣諸国への、またその民衆への謝罪や反省の言葉は一切なかった。日本は「平
和に徹する自由国民」として再生したと強調し、アジアとともに生きていく、とした。
日本とアジアの関係作りは、はじめからひたすらアメリカの顔色をうかがう「日米関

係」でしかなかった。

● 1958年1月の岸信介首相による、東南アジア賠償プログラム。そのときの施政方針演
説ほど、戦後日本のアジア復帰がどのような姿のものであったかを雄弁に語るものはな
い。
どこにも謝罪はなく、反省もなく、そっくり返った傲慢さがあるだけだった。日本の

賠償金で生活を向上させ、共産主義化を防ごうという文脈は、侵略と支配の直接の被害
者であるアジア民衆の声を封じ込めるものだった。周知のように賠償金は支配者の懐を
潤し、日本の政商が仲立ちするアジアへの投資の呼び水ともなった。民衆の手にはまっ
たく届かなかった。
この岸信介首相の演説には、すでに自己免責を超えた、「大東亜共栄圏」継承の響き

が込められていた。そこには、アメリカ覇権への忠誠を前提に組み立てられた、新・大
東亜共栄圏構想 新しい植民地主義の野心が読み取れる。

● アメリカを通じてしかアジアに対しないという、アメリカ頼みの排外主義、大日本帝
国のアジア蔑視、威嚇主義が生のまま保存されている戦後日本の姿。
脱植民地化の回避と米国覇権への依存関係は、冷戦を超えて存続し、今日に至ってい

る。
戦後日本が、中国や韓国や北朝鮮などの近隣の人びととの間につくってきた関係は、

いずれも近代日本が近隣の民衆に対して歴史的に行ってきた行為・侵略と植民地化への
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反省や答責として形成されたものではなかった。

「日中関係も日韓関係も日朝関係も、戦後日本にとっては、日米関係だった」

５． アジアの平和と安定は、アジアとの関係を強化することで達成できる

● 米国はなりふりかまわず、米国のグローバル覇権、特に中国に対する東アジア地域覇
権戦略への日本の忠誠要求をエスカレートしてくるだろう。
日本が米中の覇権戦略のどちらにも加担しない立場を明確にし、領土問題を含む懸案

を武力による威嚇によらずに解決する新しい方式を見い出すことが必要である。
日本、沖縄、中国、韓国、台湾．．．のアジアの民衆が、どのように分断・対立の壁を

破って手を結べるのか。アジアの民衆の力による非覇権圏形成へのプロセスの推進がカ
ギである。

● 1992年、ソ連崩壊。冷戦は終わった。これまで冷戦のために存在していた安保条約の
意味はなくなる。
そこで、1996年、クリントンと橋本は共同宣言で「安保再定義」という大きなすり替

えをやってのけた。
それは、なにか。
「世界のなかの安保同盟」という言葉で、「アメリカの世界支配に役立つ日米同盟」

ということになった。アメリカの世界一人支配に、日本が無条件に協力する。「東アジ
ア・太平洋戦略」という新戦略では、アメリカの「全領域にわたる支配」という戦略目
標がかかげられる。それは、この支配に挑戦するどんなパワーの出現も許さない。「世
界はアメリカが仕切る権利がある」という宣言。
アメリカ9・11の後、ブッシュ政権は、アメリカは「国際法」の上に立つと公然と宣

言した。アメリカにつくか、テロリストにつくか、すべての国はそのどちらかを選べ。
アメリカは、国連も国際法も無視して、「ならずもの国家」に先制攻撃をかける権利が
あると主張し、イラク侵略を実行する。
冷戦後のアメリカの「要求」に、日本だけは無条件の忠誠を誓ってきた。

● 2012年、尖閣諸島をめぐる「領土問題」で、日中関係全体を壊すばかりか、戦争によ
ってしか解決できない論理による対立に、あっという間に突入しかねないような状況が
あった。
本来、尖閣問題の解決は、日本と中国の二国家間の「交渉」で達成されるべきもの。
しかし、現実は、米国の世界戦略の米中覇権対立に、日本がどこまで米国側に統合さ
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れるか、という意味での米日問題になっている。

６． 脱植民地化プロセスを進めたのは、草の根のイニシアチブであった

● 1990年代以降、戦後補償・靖国・教科書問題・軍「慰安婦」問題などが、歴史総括問
題と「戦後責任」問題の重なった領域で浮上し、解決を迫るようになった。

● 1991年、韓国の元「従軍慰安婦」・金学順（キムハクスン）さんが、公の場でその事実
を告発し、日本の裁判所に訴訟を起こした。重く苦しい沈黙の闇をひとりの朝鮮人女性
が破った。
このことがきっかけとなって、次々と生身の被害者たちがみずからの身体と言葉によ

る証言によって、社会の前面に登場してきた。
彼女たちの勇気ある出現を受けて、2000年12月、アジアの女性たちが中心となって日

本軍性奴隷制の責任者を訴追する民衆法廷「女性国際戦犯法廷」が、東京でひらかれた。
アジア・太平洋戦争中の女性に対する人権侵害が、はじめて公的な裁きの対象となった。
この法廷では、昭和天皇や日本軍高官に有罪判決が下され、日本政府にも正式な謝罪と
被害者賠償の勧告がなされた。

● 1990年代、冷戦の終わりとともに、軍「慰安婦」にされた女性たちをはじめ、当事者
による戦後責任追及がはじまり、多数の訴訟が提起された。
けれども戦後補償訴訟は、（02年4月福岡地裁での勝訴、上級審ですべて敗訴）を除い

て、すべて敗訴した。全体として裁判所は、国家無答責・国籍条項・条約による個人請
求権放棄・除斥期間経過・受忍義務・国家間相互補償などの口実を都合よく組み合わせ
て問題を回避し続けている。
「従軍慰安婦」問題をめぐって、「国民基金」というヌエ的な方法が、国家の補償責任

を回避する姑息な術策として推進される。補償する主体は、日本政府以外にはありえな
いはずであるのに、あらゆる口実を設けて回避するのは、大日本帝国継承原理の最後の
一線を守るためである。
「脱植民地化が日本列島社会にとって未完の課題であり、脱植民地化のプロセスを通

じてのアジアとの関係のつくりなおしが未だ達成されていない課題である」

● テッサ・モーリス・鈴木さんのこのまなざしが、私にはとてもショックでした。
「日本に家族が暮らしている朝鮮や台湾の家族が国境を越えて行き来したり、日

本国籍を保持したいと望んでいた旧植民地臣民がその望みを叶えられるような、な
んらかの特別な措置が必要なことも明らかであった。日本の朝鮮における植民地支
配の歴史と、日本経済の復興が朝鮮戦争によって促されたという事実を考え合わせ
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れば、日本には、1950年代初頭に、祖国での戦いを逃れようとした朝鮮人避難民に
避難所を提供する道義的責任があったとも言えよう」

（「帝国の忘却」ｐ370）

● 加藤聖文（きよふみ）は、「忘却された「大日本帝国」」（安田常雄編集「社会の境界
を生きる人びと」より）のなかで、「日本列島に閉塞した「日本国の誕生」ということ
を言っている。
大日本帝国の崩壊によって引き起こされた海外「引き揚げ」は、一大民族移動をとも

なって、戦後東アジアの地域社会構造を大きく変える出来事だった。
敗戦までに、本国以外の植民地や占領地に居住していた日本人は、300万人を超えて

いた。
けれども、東アジアに大きな影響を与えた大日本帝国の崩壊と、それを体験した300

万人を超える海外「引き揚げ」者の「記憶」は、日本社会全体が共有するものとはなら
なかった。そして、敗戦から復興を経て高度経済成長へと歩んでいった戦後日本社会の
なかで、海外「引き揚げ」をめぐる歴史と「引き揚げ者」の存在は、何ゆえに「引き揚
げ者」という存在が生み出されたのかという〈問い〉とともに、顧みられることもない
まま、戦後史の奥底に沈殿していった。
しかし、海外「引き揚げ」は、多民族国家であった大日本帝国という（旧秩序が崩壊

し、米ソ冷戦構造の下での新秩序によって東アジアが分断されるまでの間に起きた、巨
大な歴史変動であって、日本人だけではなく多くの民族を巻き込んで今日まで深い影響
を与え続けている。戦後日本では、大日本帝国の多民族性はほとんどかえりみられるこ
とはなく、むしろその崩壊が日本人だけの問題に矮小化されてしまった。
戦後日本は、大日本帝国のなかでの多民族性、戦争犠牲者、植民地体験を忘却するこ

とから始まったといえる。
大日本帝国が解体し、「日本列島に閉塞した日本国」が誕生するなかで、いかに戦後

日本社会が大日本帝国の「記憶」を忘却し、東アジアの歴史的関係を断ち切っていった
のか 。
● ずっと胸の中にある、森崎和江さんの言葉です。
「近代国家と一口に言うけれども、そう気やすく統合してしまえぬ精神が木の根か岩礁
のようにこのくににはあり、それはいまでも日本国とは心に一線を引いて生きている思
いがしてしかたがない」
同じく森崎和江さんが、最も印象深い人びとは、北海道に「引き揚げ」たサハリンの

少数民族だ、と言っていたのを思い出します。
植民地支配下の日本社会になじんだサハリンの少数民族は、もはや日本との関係抜き

には生きていくことができなかったために故地を捨て、一度も行ったことのない北海道
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に「引き揚げ」た 。

● サハリン少数民族の「引き揚げ」
網走国定公園天都山（てんとざん）中腹の眺湖台に「静民の碑」（キリシエ）という

慰霊碑がある。この碑は、1982年5月に、少数民族ウィルタ・ニブヒ戦没者のためにゲ
ンダーヌ（北川源太郎）という人物が建立したものである。ゲンダーヌは、戦時中に対
ソ諜報戦要員として敷香（しずか）陸軍特務機関に軍属として「召集」され、敗戦後は
ソ連によってシベリアに抑留された後、日本へ帰還してきた「引き揚げ者」である。
オホーツク海を象徴する濃緑の蛇紋岩で造られた慰霊碑には、次のような碑文が刻み

込まれている。

1942年突如召集令状をうけ、サハリンの旧
国境でそして戦後戦犯者の汚名をきせられ、
シベリアで
非業の死をとげたウィルタ ニブヒの若者
たち
その数30名にのぼる
日本政府がいかに責任を逃れようとも
この碑はいつまでも歴史の事実を語り継ぐことだ
ろう
ウリンガジ アゥパッタアリシュ（静かに 眠れ）

（加藤聖文「忘却された「大日本帝国」」より）

７． 米・日植民地主義の合作 「在日」身分と戦後発生責任

● アメリカ占領軍は、朝鮮半島における反朝鮮民衆路線を、日本に住む朝鮮人とそのコ
●

ミュニティに差し向け、激しい弾圧を行った。日本政府は、それに全面的に加担し、朝
鮮人コミュニティを治安弾圧の対象とし、輪をかけた朝鮮人差別を制度化した。

● 「在日」朝鮮人の「外国人化」
（文京洙（ムンギョンス）「戦後在日朝鮮人の生活と日本社会」より）

1945年12月 選挙権の停止
1947年5月 外国人登録令

1946年に始まる天皇の「巡幸」が精力的に続けられ、天皇は全国の行く先々で国民の
大歓迎をうけた。人間化された天皇を国民統合のシンボルとして、平和と民主主義、あ
るいは貧困からの脱出といった戦後的価値を宿した、新しい「日本国民」が誕生しよう
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としていた。
参政権の停止や外国人登録令は、そういう新たな国民形成の過程において、「国民」

の意義をせばめ、在日朝鮮人を民主主義とか人権といった戦後的価値の及ばない死角へ
と追いやることになる。
敗戦の衝撃にもかかわらず、日本人のアジア観や朝鮮人観は、占領下ではほとんど問

い返されなかった。そればかりか、この頃には朝鮮人非難の大合唱が国会やマスコミを
にぎわしていた。朝鮮人は闇市で荒稼ぎをし、暴力的で犯罪率を高め、伝染病を持ち込
み、「敗戦と混乱から生じたわれわれの悲惨な状況を喰いものにする」（1946年8月の衆
議院での発言より）・・・。在日朝鮮人の「外国人化」は、こうして日本社会に渦巻い
た朝鮮人への反感や敵意にも支えられていた。
1952年4月、サンフランシスコ単独講和条約の発効とともに、旧植民地出身者の日本国
籍喪失を告げた法務府民事局の「通達」（「平和条約の発効に伴う朝鮮人・台湾人等に関
する国籍及び戸籍事務の処置」）は、こうして進んだ「外国人化」の総仕上げとも言う
べき措置だった。
在日朝鮮人は、国外への退去強制を規定した出入国管理令の対象となり、外国人登録

証の常時携帯や指紋押捺を義務づけられることになる。
さらに、日本国籍の剥奪は、在日朝鮮人がこの地で生きていくうえで不可欠な社会的

諸権利の剥奪をも意味した。それは、日本社会と在日朝鮮人の間のきわめて冷酷な境界
として立ちはだかった。

● 1947年、占領軍と日本政府は、外国人登録令を施行、外国人登録証の常時携帯を義務
づけた。

1948年には、朝鮮人学校の閉鎖を命じ、阪神教育闘争という大抵抗運動が起こった。
日本の警官隊とアメリカ陸軍の憲兵（米軍ＭＰ）が合同で暴力的弾圧を加えた。

1949年、吉田茂首相は、連合国軍最高司令官マッカーサーに、一通の書簡を出した。
「在日朝鮮人の処遇に関する意見書」 「余分な人びと」の朝鮮半島への全員送還を
主張した。「完全追放計画」は実行されなかったが、それでも大勢の密航者や刑事被告
や社会主義者らが、無差別殺戮の横行する朝鮮半島へ強制送還されていった。

1952年、朝鮮・台湾など旧植民地出身の居住者は、「サンフランシスコ平和条約国籍
離脱者」とされ、意志を問われることもなく一方的に権利を剥奪され、入国管理体制の
監視の下におかれ、社会的差別と迫害に曝され、社会生活の重要な分野で国籍条項によ
って排除され、「在日」として暮らす不利益と苦痛を数十年にわたって強いられてきた。
民族的差別は、社会的にも制度的にも深く根を下ろしている。今日でも、高校無償化か
ら朝鮮高校を除外する国籍条項差別がまかりとおり、在特会などの人種主義的ヘイトキ
ャンペーンが野放しになっている。
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● この差別は、戦後日本国家によって選択され、今日に至っている。すなわちこれは、
戦前の植民地支配に根をもちつつ、なお戦後日本国家によって引き起こされてきた差別
であるから、「戦後責任」と区別して「戦後発生責任」とよぶべきであろう。この経過
が広く認識され、国家としての謝罪と補償がなされることが必要であろう。
脱植民地化の最も重要な課題のひとつは、戦後期に原型が形成された「在日」朝鮮人

の地位を、多民族社会としての列島社会の平等・対等な構成者として位置づけなおすこ
と。 「在日」の人びとに、日本列島における平等な市民権を有する市民への選択肢
が提供されなければならない。それは当然、選挙権をふくむすべての国籍条項の廃止を
伴う。
これは多元的で多民族の列島社会に向かって、出生主義、血統主義の国家了解を解体

するプロセスでもあり、さまざまなアイデンティティの共存と相互作用によって豊かに
される社会である。それは、血統主義に立つ日本国家への同化（帰化）の反対方向に向
かうプロセスである。

８． 沖縄をめぐる三項関係

米国の軍事植民地＋日本の国内植民地

● 1952年、戦後日本は占領状態から脱した。しかしその代償に、沖縄をアメリカのむき
出しの占領状態にゆだね、隔離した。
まがりなりにも憲法をもち、民主主義をうたい、経済成長を遂げ、大衆社会と高度消

費社会を実現した日本・ヤマトの戦後。
一方で、むきだしの軍事植民地という例外状態に拘束されながら、終わらない占領と

戦後０年を不断に生きざるをえなかった、沖縄の〈時間〉。
ゼロ

● 1972年、沖縄は日本に「返還」された。しかしそれは、沖縄は、米軍の戦略にとって
太平洋のキーストーンであり続けることは依然変わりなく、軍事植民地としての管理と
民衆の統治責任、支配のコスト支払いを、米国政府から日本政府に移管するだけのこと
にすぎなかった。
基地は米軍の都合で自由に使用でき、それについては、沖縄県はおろか日本政府も一

切口をはさめないし、はさまない。すなわちアメリカは、沖縄本島全体を丸ごとひとつ
のテリトリーとして、事実上の軍事植民地として扱い続けることになる。この軍事植民
地は、米日関係のなかで合意され、永続化され、日本政府の責任で管理・維持されてい
るのである。
つまり、沖縄は1972年に「返還」されたが、それは米国の軍事植民地としての沖縄の

役割を変えることなく、その管理を日本国家が請け負うという二重の植民地化（米国の
軍事植民地+日本の国内植民地）に帰結した。

1995年から始まった、沖縄の脱植民地化への胎動。今日の米軍基地問題は、日本近代
国家による沖縄の国内植民地支配の帰結として生じたのである。沖縄ピープルは、ヤマ



- 36 -

ト国家の国内植民地、そして米国の軍事植民地という二重のくびきを「拒否」し、自己
決定の権利を打ち立てるために立ち上がった。
今日の沖縄ピープルの抵抗の背景には、17世紀初頭の薩摩による侵略にさかのぼり、

1872－79年の琉球「処分」以来のヤマト支配の苦難の歴史的記憶が込められている。
そして、沖縄戦の凄惨な経験と米軍一元支配への抵抗のなかから練り上げられてきた抵
抗思想の力量を示すものである。

● これは、沖縄へのこの二重のくびきを前提に自己形成してきた戦後日本国家とヤマト
の私・たちが、沖縄からの怒りの声と力にどう応答するかという問題である。この、沖
縄の自己決定権の樹立へと向かう底流とどう結び合うかという問題である。

● 「普天間移設」問題が明らかにしたように、国内植民地構造は、ヤマト・沖縄の二項
関係ではなく、米国を最強の当事者として組み込んだ複合構造をなしている。
「ヤマト・沖縄の国内植民地支配の関係が、米軍基地問題をめぐって展開する。逆に

国内植民地状態からの解放という課題が、日米関係の根本的改変を要求する」という、
特殊な三項関係の構造が存在している。
沖縄をめぐる脱植民地化の課題は、日米関係とそれと不可分に撚り合わさった植民地

主義そのものであるヤマトと沖縄の関係の全体を変えることを要求している。

● 「1995年の衝撃」から沖縄に巻き起こった反基地運動の高揚に直面して、日米両政府
は、見せかけの「沖縄への負担軽減」という美名の下で、1996年、詐術的なＳＡＣＯ合
意を行った。老朽化した「世界で一番危険な基地」となった普天間基地を「閉鎖」する
代償として、新鋭基地を辺野古に建設するという取引きをした。これによって、基地「閉
鎖」問題は、基地「移設」問題にすり替えられた。
基地の「移設」は、アメリカ政府に属する行為である。なぜ、「移設」することが日

本政府の責任にならなければならないのか。
そもそも解決すべき問題とは、「移設」問題なのか。
アメリカは、1960年代から辺野古に巨大新基地の建設計画を立てていた

● 危険きわまる米軍・普天間基地を、無条件に閉鎖させること。
ジュゴンの棲む美しい自然を破壊し、辺野古のコミュニティを危険にさらす辺野古・

新基地建設工事とプロジェクトそのものを、今すぐ放棄すること。
それは、「沖縄に戦争施設を置かない」ということ。
「日本政府は、アメリカ合衆国政府に正式に求め、そのための「外交交渉」に入るべ

きである。」
対米関係の根本的転換が、解決の必要条件である。

● 「対米自立」を、原則に基づく「交渉」によって確立すること。
日本政府がテーブルをはさんで、アメリカ合衆国政府と「交渉」する。この「交渉」

の中心議題の一つは、沖縄の米軍基地の解体と米軍の撤退である。ここに、沖縄民衆と
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いう当事者が、この「交渉」に決定権をもって参加する。このときに、なによりも必要
なのは、〈列島民衆の支持〉である。

９． 脱植民地化の出発点 私たちがピープルになることへ

● 脱植民地化は、日本国家と私・たちの列島社会自身の固有の課題である。アメリカ覇
権との関係を組み替えても、それが脱植民地化を促すわけではない。むしろ、それは、
脱植民地化の出発点をしるす地点であろう。

● 先住民に関する国連作業部会に対する声明（1987年）より
「私たちは、日本政府の用いる“People”（ピープル）という言葉は、特に個人の複数
形の言葉として「人びと」と日本語に訳される場合、欺瞞に満ちており、“People”と
いう言葉は、民族の自決権を意味するものであると明確に表明されるべきだと考えます。
さらに、私たちは、アイヌ民族の集団としての権利を主張するものであります」 （テ
ッサ・モーリス=鈴木「辺境から眺める」より）

● 「ときに沖縄へ注がれる眼差しは、分有の衣をまとった領有の顔をもっている。多く
の関心が向けられ、過剰すぎるほどの言説が生産されているにしても、はたしてそれら
は沖縄の死者たちのマブイ（魂）の鼓動に呼応しているだろうか」と仲里 効が問うて
いる。
そのなかで、西谷修の「「歴史」ではなく「記憶」。「記憶」への接近と分有」にふれ

て、「〈パルタージュ〉としかいいようがない関係の思想。・・・〈パルタージュ〉こそ、
「共同なるもの」を持続させた力線であった」と言っている。
（西谷 修・仲里 効／編「沖縄／暴力論」「ひと房の〈共出現〉 あとがきにかえ
て」より）

● 国連自由権規約委員会が、2008年、アイヌ民族とともに琉球・沖縄のピープルに先住
民族としての特別な権利と保護を与えるべきであると、日本政府に勧告した。

● 琉球諸島は、沖縄県内だけでも大小計160の島々で構成され、各島がお互いに緩やか
に隣接しながら、広がりをもった一定の圏域を形成している、という。
與儀秀武（よぎひでたけ）は、比嘉豊光のビデオ映像作品「大神（ウカン）フツの風

景」（2011年）の魅力を語っている。大神島は、沖縄・宮古本島の北側に位置する、小
さな離島です。「大神島」は、沖縄の共同体の原郷のように意識されながらも、同時に
まるで初めて訪れた「異郷」のようにも見出されており、島の日常風景が、新鮮ではつ
らつとした多声的世界として再定義され、映像化されている」と。
そして、「あらためて「沖縄」とはどのような対象でありうるのだろうか。「日米安保

の要石」や「島嶼防衛の空白地帯」。「青い海と青い空」や「癒やしの島」。国家と資本
の視線に映る、そのような常套句の範囲内で理解され、納得される場所が、はたして「沖
縄」なのか。・・・「大神島」がひとつの原郷＝異郷だとすれば、私たちがそこに生きる
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べき「沖縄」も、同時にまた原郷=異郷として見出されるべき空間なのではないか。・・
・各島々の新たな可能性を模索しながら、自律的世界の潜勢力を鍛えなおすこと」と言
っている。

（「沖縄、脱植民地への胎動」より）

● 私たちが生きるこの列島を、海へひらかれた島・島・島・・・の連なりと視るとき、
ひとつひとつの〈島〉が魅力にあふれ、やさしい潮風に吹かれていたらいいなと想う。
そうして、差異や多様性を大切なものとして共に生きる〈他者〉としてのピープルの

出会いが、「国家の統合の枠組みを解かれた〈時空〉」（仲里 効）をあちこちに立ち起
こしてゆく・・・と想う。
〈群島的接続：それぞれが特異であるのに、なにか共通のものを志向するという動き

のダイナミズム〉 このことばを教えてもらったとき、とても感動しました。見果て
ぬ夢のように生きられていることばです。
群島とアジアをめぐる越境する思想のようなことばが、きこえてきます。
「済州島から琉球諸島、台湾……と群島をつなぐコミュニケートの輪をつくり、非武

装地帯を宣言して、〈不可視の想念空間〉をひらいていく」（川満信一）
「〈東アジアの未来をどう構想するか〉 極東の軍事的要石としての沖縄が、どの

ようにして占領と植民地主義を超え、アジアを繋ぐ思想を生み出していくか。〈沖縄〉
を〈創る〉こと、そしてそれを〈アジア〉に〈繋ぐ〉ことを自立の鉱脈に。東アジア分
断の起源を解き放ち、新たな〈－〉、始まりの〈アジア〉へ」

（仲里 効）
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Ⅳ． 「アンケート『敗戦／戦後70年』」をめぐって

まとめと考察

「ラウンドテーブル」運営チーム

１．返信が多くなかったことが意味することは？

多くの方に郵送する形で訊ねた「敗戦／戦後70年」をめぐる私・たちからの〈問い〉であっ
たが、返信は、期待したほど多く寄せられなかった。
しかし、「敗戦／戦後70年」はあなたの〈問い〉なのか？と問うこと自体は、誰に対しても

できることである。人によっては、「それは自分の〈問い〉ではない」といった返答もあり得る
だろう。あるいは「このような〈問い〉はあり得るとしても、あなた方のようなぶしつけなや
りかたで問うてくることに、答える筋合いはない」として突っぱねたい気持ちになった人も多
かったのではないだろうか。本当はそれらも含めて尋ねたことへの反応であり、一人一人に確
かめてみたい気もするが、返信という形での応答を求めた以上、反応をすべて掴むことができ
ないのが残念である。ともあれ、私・たちが訊ねたことで、尋ねられた相手が、「敗戦／戦後70
年」と言われることと自分との関わりを考えるきっかけになったのであれば、私・たちの小さ
な試みは、無意味ではなかったのではないか。

２．紹介の仕方について

〈問い〉の発信は、「戦後レジームからの脱却」を掲げる安倍政権を倒すには、こちら側も、
自分・たちなりに「敗戦／戦後70年」をとらえ、それに対抗する力の結集を図る必要があると
いう考えのもとに行った。そして、返信いただいたいずれの方にも、私・たちの意図するとこ
ろは伝わっていたようである。真摯にお答えいただいたことを大変うれしく思い、お礼を申し
上げる。
返信の文面はどれも紹介したいのだが、そのまますべて紹介するには数が多く、統計処理す

るには少なすぎる。よって、返答のおおよその傾向と代表的なものや際立って特徴的なものを
若干取り上げ、コメントすることで、まとめに替えることを、どうかご容赦願いたい。

３．寄せられた返信より

１．「敗戦／戦後70年」は、貴方自身の〈問い〉でしょうか？

・ 「正直、あまり気にしていないといえるでしょう。いわゆる戦争を知らない子供たちの世代
ですから」
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・ 「敗戦の詔勅は、国民学校３年生の時、避難列車の中で巻紙を持った男の代読によって知ら
されたので強烈に覚えている。なぜなら、日本が負けたのなら自害せよと教師から聞かされて
いたから。私が母に「何時に死ぬの？」と聞いたら「天皇様は終戦だとおっしゃった」と答え
た。それから私は、敗戦という言葉を自分においた。戦後70年は、自分から放たなければなら
ない課題としてある。」

コメント
二つの特徴的な例を挙げた。二つ目に取り上げた方は、70代の女性である。幼い子どもに「何

時に死ぬの？」と訊ねさせるとは、何という状況だろう。とても言葉にならない。
この方だからこそ、「自分から放たなければならない課題としてある」という言葉に強い説得

力がある。
この方ほどではなくても、他のほとんどの人が、「自分自身の〈問い〉である」と答えている。

返信してくれている人たちという前提があるので、ある意味当たり前なのかもしれない。

２．貴方は、1945年まで続いた戦争を、どのようにお呼びでしょうか？

・ 「アジア太平洋戦争」「日中戦争から太平洋戦争」「第二次世界大戦」「１５年戦争」 「侵
略戦争」など

コメント
当然「大東亜戦争」という回答はなかった。中に一人「アジア太平洋戦争という言葉はあま

り使いたくない」、なぜなら「日本の民衆の意識の中には米英に対する敗北意識はあってもアジ
ア民衆に対する敗北には目をそらしてきた。民衆の意識の中では、先の戦争は、侵略とか国を
守るとかいった意識とは違う意識だったのではないか」という意見があった。確かに当時の民
衆の意識とは、乖離したものであろう。だからこそ、その戦争は何であったのかという意味づ
けを自分・たちなりにして、そのときの民衆意識との乖離をそのままにしておかないで、決着
をつけることを引き受けなければならない。そう意味づけた以上は、自分はそのように「敗戦
／戦後」を生きていくという覚悟がなければならないのではないか。それが、自分の〈問い〉
にするということではないか。

３．貴方は、その戦争が1945年に終結したと言うことの妥当性を、どのようにお考え
でしょうか？

・ 「8・15の夜に民家は灯りをともすことができた。当時の人々にとっては、とりあえず「い
くさが止まった」という思いがあり、その点では妥当であるといえます。天皇制など、問題は
山積みですが・・・。」
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・ 「戦闘行為そのものは終結したと言えても、戦争の原因、責任共に明確な検証がされておら
ず、未だに様々な人々が苦しんでいることを思えば、戦争に終わりはなく、風化していくだけ
です。」

コメント
つまり、いくさは止まったけれども、しかけた側が戦争をきちんと終わらせていないという

指摘が多かった。上の二つ以外に、「沖縄では未だに植民地状態である」「今も戦時中」「もっ
と早く降参するべきであった」といった傾向の意見が多数あった。後の〈問い〉５の回答との
関連性が高いと思われる。

４．貴方は、「敗戦70年」と「戦後70年」と言うことの異同を、どのようにお考えで
しょうか？

・ 「前者は負けた事実から発した言葉であり後者は勝敗が明らかになっていない言葉だ。」「「戦
後－」の方は誰が悪いのか無責任なままとにかく70年過ぎてきたというあやふやな言い方に思
う。」「「戦後－」と言うと、戦争責任についてきちんと向き合っていない気がする。」

・ 「「敗戦」では戦争を起こした軍部の責任が問われ、「戦後」では、全てがうやむやな言い方
と思える。」「戦争指導者にとっては「敗戦70年」、主体性をもたされていない一塊の国民とし
ては「戦後70年」ということだと思う。」

コメント
「戦後－」の方は、敗戦の事実、戦争責任をうやむやにする言い方であるとみんな感じてい

る。「私は「戦後－」という使い方しかしません。（でも）８月１５日は「終戦記念日」ではな
く「敗戦記念日」であるといつも自覚しています。」という一人の人の率直な回答に象徴される
ように、一般的に流通しているのは「戦後－」の方であり、うやむやにする言い方であると思
いつつも自分もそちらを使っている」というのが、一般的なところではないか。

５．貴方は、1945年から70年経って、なお「敗戦／戦後70年」と言われることの根拠
を、どのようにお考えでしょうか？

・ 「沖縄の問題、強制連行の問題、従軍慰安婦の問題、アジアでの虐殺の問題、植民地の問題、
残留孤児の問題などが解決していないから。」

・ 「指導者たち、民衆においても、アメリカとの戦争の意味、アジア特に中国に対する侵略と
敗北の意味を問うことがないまま戦後70年を来たから。自民党の若き指導者たちの発言「祖国
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を守るために死んだ英霊に感謝する」など、私にはほとんど作為に近い発言としか思えない。
戦後の社会は戦死者には目をそらしてきたのだから。」

コメント
上の二つの意見を合わせると、謝罪や補償をきちんとしていないから、被害を受けた側から

いつまでも言われ続けてしまうのはあたりまえであるということと、国内的にも、戦争の意味
を問わずあいまいなままにしているから、いつまでもその問いが残り続けるのは当然であると
いうことの両方があると言えるのではないか。

６．貴方は、「敗戦／戦後70年」間のとりわけ大きなことがら／出来事は何であると、
お考えでしょうか？

・ 「天皇制と安保体制が持続していること」「日米による一貫支配が手を替え品を替え継続させ
てきたその力」「沖縄県民が軍事基地ＮＯ！とはっきり意思表示しているのに、（新基地建設を）
強行しようとしていること」

・ 「60年安保」「70年安保とその後の社会の価値観の変わりよう」「高度経済成長が公 害をも
たらし自然を破壊したこと」「ビキニ諸島核実験被曝、福島原発事故」・・・

コメント
この〈問い〉には二通りの答え方があり、どちらも間違っていない。「敗戦／戦後」の70年

が、前者の「体制」によって続き、その中で後者が起こったということだろう。

７．「敗戦／戦後70年」が貴方自身の〈問い〉であるとして、「〈＊＊〉と私（・たち）
という問題としてそれを設定するとすれば、その〈＊＊〉には何を入れるべきだ
と、お考えでしょうか？

・ 〈戦前と変わらず続く権力構造〉と私（・たち）／〈沖縄〉と私（・たち）／〈憲法９条を
活かす・脱原発・米軍基地撤去等を働きかけること〉と私（・たち）・・・等という回答があっ
た。

コメント
非常に難しい〈問い〉であり、答えにくいという声が多かった。国家安全保障の問題、国民

国家の問題、対米従属の問題、天皇制の問題、日本国憲法の問題、植民地主義の問題、差別の
問題、その他、あらゆる矛盾や問題が累積しているという意味では、「沖縄」であり、それを私
・たち自身が押しつけている、あるいは問題の累積に加担している、という意味でも「沖縄」
をであると思う。そして「〈「沖縄」〉と私（・たち）」というように〈問い〉を設定したときの
「と」のところが難しい。私・たちは「と」をどのように運動させるべきか これが、これ
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からの大きな課題である。

８．安倍首相は「戦後レジームからの脱却」を自らにとっての最大の課題であると主
張していますが、貴方は、それに対して何を対置すべきであると、お考えでしょ
うか？

・ 「平和を希求する民衆の草の根的運動と人権」／「自然と人間の調和」／「戦争責任」／「戦
前、戦中の徹底検証・アジア諸国への賠償と謝罪・選挙制度の見直しによる民主主義の確立」・
・・

・ 「戦後レジームからの脱却」とは、先の戦争の敗北はなかったことにしようということだか
ら、行く先は戦争しかない。「戦後民主主義を対置する」と言いたいが、これはもうひからびて
いるから、できない。「国家による戦争はさせない」を対置する。

コメント
白井聡氏に言わせれば、対置すべきは「永続敗戦レジームからの脱却」ということになるだ

ろう。上述した意見の他にも、「戦後史の事実の普及を対置すべき」という意見があった。この
意見には、白井聡氏や孫崎享氏らと共通する、ある種の啓蒙的な意識を感じた。
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９．この間の沖縄の闘いの著しい〈前〉進をうけて、「第2，第3の沖縄を! 数多くの
沖縄を!」（白井聡）と言われもしていますが、そのことについて貴方はどのよう
にお考えでしょうか？

・ 「私は自分が日本＝加害者の一人であったという意識を忘れずに辺野古に行っています。今、
再び沖縄も脱原発も反戦運動も弾圧を受け始めたという現実に向かい、沖縄の闘いの勇気を真
摯に学びたいです。」

・ 「多分、「沖縄は民主主義のカナリヤだ」と言うように、沖縄での民主主義を各地で広げてい
くことの大切さを実感します。「再稼働阻止」「脱原発」「核廃絶」など・・・。」

・ 「沖縄の闘いに連帯するには、自分の居場所で何をするかが問われていると思う。」
・ 「自らが、第一の沖縄たるべく―私の内心」
コメント

チェ・ゲバラの「第2、第3のベトナムを!」に懸けての白井氏のこの発言は、目にした当初は
大変鮮烈だったが、しかしよくよく考えてみると、〈問い〉７で問題にしたように、私・たちヤ
マトの人間自身が現在も沖縄へ累積する矛盾や問題を押しつけ続けている以上、無邪気に「第2、
第3の沖縄を本土にも」とは言えないのではないかと思う。そのことについて問題にしている
回答はなかったのだが、今となってはそこが真っ先に気になる。
その上で、〈問い〉７の「〈沖縄〉と私（・たち）」と言うときの「と」をどのように運動さ

せるべきかという問題が残る。「沖縄は民主主義のカナリヤ」「沖縄の闘いに学びたい」という
「と」でいいのか。
良心的なこれらの発言は、「沖縄は日本を写す鏡である」という鏡像的関係に繋がれ、結局は

日本本土を何とかするために沖縄を外部化するという発想を超えられない、あるいは沖縄連帯
の運動を超えられないのではないか。であれば、今こそ、自らその映し鏡をたたき割り、沖縄
と私（・たち）の抜き差しならぬ関係をこそ、そこに露呈させなければならないのではないか。

４．小倉さん・平井さん・武藤さんの返信メールとそれぞれへのコメント

私・たちがお訊ねし、返信をいただいた人の中には、小倉利丸さん、平井玄さん、武藤一羊
さんといった、運動の世界でかなり名の通った人たちもいる。これらの人たちについては、名
前を出して返信の内容を紹介しても差しつかえないように思う。いやむしろ、文面をそのまま
載せることが、敬意を表すことになるに違いない。私・たちはそのように考え、３名の方の文
面をここに掲載することとする。
なお、これらの方々は、アンケートの形式に沿ってそのまま答えられたわけではない。そう

されない理由を、メールでお伝えいただいたので、敬意を表し、その文面と共に、若干のコメ
ントを添えたいと思う。
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小倉です。メールありがとうございます。アンケートにはうまく答えられそうにありません。理

由は以下です。

（1）1945年はぼくにとってさほど大きな意味をもっていません。むしろ、あえていえば1868年以

降の近代国家日本から現代に至る継続性の方が「問い」としては関心があります。45年の区

切りは政治学的な歴史認識でしょうが、資本主義として、国民国家（立憲主義）として、そ

して「日本人」というナショナルなアイデンティティに着目したとき45年は実はさほど大き

な区切りではないと思います。

（2）わたしは、日本が2003年に自衛隊をイラクに派兵して以降、米国のテロとの戦争の同盟国と

して、むしろテロとの戦争の当事国となったと考えています。だから戦後ではなく「戦時」

としての現実への対応を余儀なくされて有事法制から改憲までの経緯をたどりつつあると考

えています。米国に行っても戦争の実感はもてません。そのようにして「戦時」があるとい

うことは日本も同様と思います。戦後は「戦時」としての今を誤認させる危険性さえあるか

もしれません。戦後は残念なことに新たな戦争によって終ったということでしょう。

とりあえず。小倉利丸

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小倉さんのメールに対するコメント

（1）について

戦前－戦中－戦後と続いている帝国主義原理、植民地主義等の継続性からすると1945年で区
切りとする意味はどこまであるのかと問いたいところもある。その意味では、明治以来、日本
が国民国家となり近代化した過程から、そもそも問われなければならないという考え方も、う
なずける。継続性に着目すれば、なにも1945年を画期とすることはないという指摘は、小倉さ
んらしい、ユニークな意見表明である。
しかし、帝国継承原理を表に出すことを控え、平和憲法を蹂躙しつつ米国の覇権主義にすり

寄り続けるありかたは、1945年に始まり、継続され、暫時強化されてきたのである。その意味
では、1945年以来70年とくくることに妥当性がないはずはない。

1945年に始まる体制の中で「68年」があり、それ以降大きく価値観が転換し今日に至ってい
るという認識であれば、 ⒍〈問い〉 で「70年安保とその後の社会の価値観の変わりよう」という
回答をした人に近い立場になる。
確かに「68年」には、ベ平連を中心にしたベトナム反戦の運動があり、学生を中心に「戦後

民主主義」に対する批判が巻き起こった。女性や「障害」者、「在日」の人々、沖縄、アイヌ、
「部落」等マイノリティに対する反差別・解放の運動、水俣や三里塚に代表される反開発反公
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害、そして反原発現地闘争など、それまでの価値観を転換し今に繋がるあらゆる社会運動が芽
吹き、その後力強く展開されてきた。
そしてその後、逆に支配の側は、価値観の転換を取り込み、「68年」の“反転”の策動を様

々に繰り出し、今日に至るのである。その意味で、「68年」が社会的には大きな転換期であっ
たことは、衆目の一致するところではあるのだが。

（２）について

2003年自衛隊のイラク派兵により「テロとの戦争の当事国になった」から、それ以降は「戦
時」であり、それに合わせて有事法制から改憲までを進めているのだという指摘だが、1945年
が戦時と戦後を分けるという以上に、イラク派兵が、それ以前＝「戦前」とそれ以後＝「戦時」
とを画期するということの根拠はどこにあるのだろうか？
イラクへの「派兵」は確かに大きなことではあるが、自衛隊員は直接殺しはしていない。ア

ジア・太平洋戦争で、アジアで大虐殺をしたり、民間人を巻き込んで戦闘行為をしたり、組織
的に食糧等の略奪を繰り返したり、集団自決を命じたり、甘い見通しで戦争を始めたり、戦闘
を終了させる決断を引き伸ばし、犠牲者を大幅に増やしたりしたことの当事者性とは、やはり
スケールや質が違うのではないか。
イラク派兵から現在までの流れの加速度がすごいのかもしれないが、アジア・太平洋戦争の

終結を画期として、そこから数えることは、特別おかしなことではないはずである。

いずれにしろ私・たちは、小倉さんのこのメールを、今日の状況に対する強い危機意識の表
明として、受け止めたい。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平井玄です。

アンケートへの回答が遅れました。

申し訳ありません。

いろいろ考えましたが、９つの質問に一つ一つ答えるのが、なんだか大学入試の記述式問題の

ようで、私はどうも苦手なんです。

そこで、掌編のような「寓話」を書くことで、私の回答に代えさせていただきます。

白井聡くんの『永続敗戦論』が設問に影響しているようなので、内田樹さん、さらに孫崎氏らの

元外交官たちの議論も含めて、それらをベースにしたものです。

私は白井くんとは接点を保つようにしてますが、対米従属の70年から、左右を問わぬ「日本独

立論」になだれ込む最近の多くの論者たちに極めて批判的です。

かなり変化球ですが、こういう諧謔が必要な言論状況でしょう。

小さな寓話



- 47 -

2017年12月8日、金曜日の夜９時過ぎ。

江戸川橋の谷底のような道の奥にある仕事場から帰ってきた。

２週間も10人、20人の校正マン＆ウーマンが集まる年末恒例の大仕事が始まった。

延べ150人以上が顔を突き合わせる、この業界じゃ珍しい大動員。

ギャラも印刷工場にしちゃ悪くない。だから、みんな「年忘れ谷底祭り」なんて呼んでる。

都心で狂ったように建ち続けるタワーマンションも、外堀通りから北にはちらほら。

遮る壁もないから、北関東から吹き荒ぶ風は工場街の細い路地を吹き抜ける。

安いメシ屋を捜して歩く昼時は、とにかく寒かった。

あと３年を切ったオリンピックだろうが、オレたちには関係ない。

それどころか世間の「ロング・バケーション」が怖くてたまらない。

２日も事務所から電話がないだけで、取り残された気分になるんだから。

そんな食い詰めたフリーターたちも、クリスマスが迫って妙にハイになる。

この季節、ゾロゾロとメシを喰いに行くと、胸いっぱいの不安とヤケッパチで逆に盛り上がって、

ノンアルコール宴会になる。

誰も信じていないアベノミクスが公式に放棄されたのは、8月16日の暑い日だった。

「デフレ脱却の使命を終えた」とか、テレビで首相と黒田が涙目で言ったっけな。

野宿者が駅や河原に溢れ、職も寝るところもなく繁華街をさまよう男女をいたるところで目にす

るようになった。日に日に増えていく。

北朝鮮が軍のクーデターであっけなく崩れたのがその１週間後。

その軍も崩壊して、板門店を突破した13万人の難民は半分は韓国へ、

中国は2万人で国境閉鎖。4万人がアメリカへ流れたって噂だ。

朝鮮半島は混沌としている。なにがなんだか分からない。

「イスラム国」が溶解したのもこの9月初めだ。

流れてきた残党がスカイツリーを占拠したあげく、自爆して塔をへし折ったのはその直後だった。

何人死んだのか、隠されたままだ。

11月には今度は震度6の余震が福島沖で起きた。

原発内で燃料棒が落下、メルトダウンしてるらしい。

汚染水タンクも堤防も壊れて、ものすごい濃度の放射能が外洋に流れ出したのに、

何も伝えられない。秘密保護法で全部が「特定秘密」指定らしい。

いったいどこで何が起きているのか、皆目わからない。
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もうオリンピックも糞もあるか！

限度を超えると人は何も考えなくなる。

ニューカマーがやってる激安中華屋やバングラデシュから来た連中のカレー屋で、フリーターた

ちのバカ騒ぎが始まる。

赤羽のワンルームで暮らす院卒の30代崖っぷち女性Nさんと、京急線青物横丁の怪しいハーブ店を

任されてたとかいう、60代Gオヤジがもうとにかくうるさかった～！

こうやって、限りなく不穏不安な2017年もどうにか暮れていく。

―――と、思ってた。

「ああ今年も年収300万は絶望的だな」。テレビを罵ってもしょうがない。

買ってきた「小僧寿司」を腹に放り込んで、ネットを立ち上げると飛び込んできたのである。

「任那・高天原国が独立宣言！」。

今日8日の正午きっかりに突如サイトが立ち上がって、8時間で100万超のヴューアー。

なんだこれ、どうせたちの悪いネットバカの冗談だろ。

ところがコンテンツの驚くべき内容が分かってきた。

「全原発即時廃炉」「日米同盟破棄」「米軍の即時撤退」。

なんだ老害左翼の妄想か？

ところが、「雅子妃の女帝擁立、雅子北朝の開始」「南朝任那・慶尚南道金原への分都」

「自衛隊解散、高天原軍を創設」「東京へ進撃」。

ん？？ なにこれ超古代史マニアか。

さらにさらに、

「沖縄独立右派との防衛共栄条約」「沖縄米軍基地を占領し高天原軍基地へ」

「貯蔵プルトニウムによる全面的核武装」「男女16歳から完全徴兵制」「日米戦争の準備」。

スワ！ 極右反米派？

そのうえ「アジア新自由主義企業の大統合」「全アジア社稷共同体」なんていうバナーがハタメイ

ていたりする。

ネオリベなのか、農本主義なのか？？？

日本語、ハングル、中国語、英語、アラビア語、ヒンドゥー語、スワヒリ語、ヘブライ語の各サ

イトが同時にアップされた。

レーザー誘導式携行ミサイルを肩にした紫色の覆面戦闘集団を中心に、忍者みたいな「高天原軍

精衛隊」約300人が並ぶYouTube映像が現れたのは夕方５時頃と、BBCのニュースサイトは伝える。

事務所から緊急メールが来たのは、その時だ。

「明日の仕事はすべてキャンセル。以降は全員自宅待機してください」。

電車は明日始発から無期限全面運休と、テレビもいう。
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この暮れにエイプリルフールなのか、新作ゲームのキャンペーンなのか。

ところがだ。翌朝起きてみると、

九州と北海道の自衛隊は自主的に解散して、高天原軍に合流した

という情報が流れていた。それもアメリカ統合軍極東総司令部からとか!?

たまげたのは「イスラム国」の一派が合流しているという話だ。

もっと驚愕したのは、３か目からは知識人たちが次々と支持しはじめたことだった。

「永久敗北の捻れを解消する２段階革命の開始」「捩じれた70余年の総括だ」

「植民地解放、最後の戦い」「近代の国境線を突破せよ」。

果ては「第２、第３の、無数のパールハーバーを！」。

かと思えば

「女帝はアジアの啓蒙専制君主だ」「全アジア対全欧米の最終戦争の時」。

「世界同時社稷革命の始まり」、なんだなんだ、これは。

「天皇宗とイスラムは同根だ。世界イスラム神道へ」

「ムスリム・プロテスタントは女帝を支持する」「カリフ制とはミカド制である」

「新自由主義の最高段階としての社稷経済」。

それ以来、一日も仕事はなかった。もともとない貯金も底を突いた。

高天原軍と自衛隊安倍派の戦闘状況は「特定秘密」の闇に覆われている。

各地で原発の争奪戦が激化しているらしい。

創価学会は３分裂した。共産党内でも分派抗争が始まったという。

台北、香港、光州から「東アジア・アンダークラス戦線」の直接行動が頻々と耳に入ってきたの

は、年が明けた1月である。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平井さんのメールに対するコメント

さすがに平井さん。フォークボールのような「変化球」。またそのキレが凄い。要するにこれ
は、「対米従属の70年から、左右を問わぬ「日本独立論」になだれ込む最近の多くの論者たちに極
めて批判的」な立場から描かれた、かなり痛烈な批判を込めた「寓話」である。

ところで、白井氏らの議論は、端的に言えば国民国家論というものを疑うことなく、あくまでも

それを前提にしたうえで、日本国家の舵取りを日本国民が主体的に行うべきだと主張するにとどま

るところに問題がある。つまり、

１、日本国家の成り立ちを問題にするには、「国民」でなければならないということではない。この

点、国民国家論を越えていない。
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２、変革の主体は誰なのか、主体構成の論理が抜け落ちている。

この２点において不十分であると言わざるを得ない。

このことを指摘するために、「小さな寓話」ほどの諧謔が、はたして必要なのかという疑問も
多少残るが、そこは、サービス精神旺盛な平井さんならではであろう。
「寓話」では、白井氏を始めとする最近の多くの論者たちの主体構成の論理のなさを逆説的に

際立たせようとしているのだろうか？一人称の〈わたし〉以外の変革主体が湧き出るように次
々と現れ、ハチャメチャぶりを発揮するという、一種のドタバタ劇になっている。しかし逆に、
〈わたし〉は徹底して傍観者であり続ける。その生活ぶりは、いたって静かである。静かであ
りながらも、騒ぎのとばっちりで、最後に仕事も貯金も失うことになる〈わたし〉である。こ
こに平井さん一流の諧謔が込められているのであろう。

武藤さんが著書の中で言うように、日本列島に住むものがそれぞれの歴史を媒介にしつつあるべ

き構成原理を議論し合意していくことで主体となるべき、つまり、〈わたし〉自身が主体となるべき

ではないか。

「戦後国家の乗り越えを行う主体はだれか 国家を相手にすることでわれわれが「国民」とし

て主体化する必要があるのか。オルタナティブなシステムとは、もとのシステムに非対称なシステム

である。その場合、多数派日本人、国内植民地としての沖縄の人々、ジェンダ－化された社会に押し

込められた女性たち、アイヌなどの先住民、移住労働者、その他少数者が、日本列島に住み、生活し

ていることを根拠に、そしてそれぞれの歴史性を現在に媒介しつつ、この社会の構成原理を議論し、

合意していくとき、それは国民国家の「国民」とにわかに規定はできない主体、「日本国民」の概念と

は違った主体として立ち現れるであろう・・・」

（武藤一羊「〈戦後日本国家〉という問題」P40より）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（以下、武藤さんからのメール）

アンケートいただきながらお返事せずごめんなさい。

１月末締切の原稿が間に合わず、四苦八苦していたこともありとりくめませんでした。

お返事しようと設問を読んでみましたが、設問がいまひとつ理解できず、どうも回答を書くのは

無理、と思いこのメールを書きます。

答えにくいのは、このアンケートが永続敗戦論に代表される白井さんの範疇に沿って作られてい

るように見えることからきています。

白井さんの議論は、ちょうど２０年前に加藤典洋さんの議論がそうであったように、わたしには、

いい点をつきながら、「風呂屋の富士山」に終わっていると思えるからです。僕自身はご承知のよ
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うに戦後国家について繰り返し論じてきましたので、アンケートにお答えすることは自説と白井

説を突き合わせてどこがダメと思うかを述べなければならなくなります。アンケートという形で

はそれは不可能です。

というわけで、せっかくのご企画にご協力できなくて申し訳ありません。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武藤さんのメールに対するコメント

確かに、武藤さんは、加藤典洋氏の「敗戦後論」や「敗戦50周年」のときの議論に関わって、日
本国家の構成原理を問題にすることとそれを変革する主体について、提起している。武藤さんのそ

の問題意識は80年代からすでにぶれることなく提起されていた。
武藤さんが指摘するように、白井氏の議論には、主体構成の論理が決定的に欠けている。武藤さ

んは後に、「脱植民地化回避のメカニズムが働く戦後日本国家で脱植民地化プロセスを始める」主体

像を語っている。そこに両者の違いがある。それを、あえて言いつのらないためのノーコメントだ

ったのだろう。

私・たちとしては、武藤さんに昨今の「白井ブーム」についてコメントしてもらいたいというこ

とではなかったのだが、長年に渡って「戦後日本国家」とは何かを問い続けてきた武藤さんに対し

て、他の人たちと同じようにこのようなアンケートを送付したことは、やはり思慮が足りなかった

ように思っている。それにも関わらず、武藤さんには、このように丁寧に返信していただいた。そ

のことを大変ありがたく感じている。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

あとがきにかえて
先に書いたように、私・たちがこれらの〈問い〉を運動的に交流のある人々に発信したわけ

は、「戦後レジームからの脱却」を掲げる安倍政権を強く意識したからであった。自分・たちな
りに「敗戦／戦後70年」をとらえ、今日の日本国家の成立の仕方を根元から掴んで、その異様
な成り立ち方を暴露することでそれに対抗していくことを目指していた。今回の〈問い〉の「発
信」も、当初はその一環としての試みであった。
こうした発想は、安倍の唱える「戦後レジームからの脱却」を「永続敗戦レジームの純化」と捉

えて現在の状況を分析している白井聡氏のスタンスとかなり親和性があり、「敗戦／戦後70年」をめ
ぐって考える際に、当初はそうした論議が１つのベースになるのではないかという思いが、自分（・

たち）にあったのも事実である。

しかし、武藤さんの論文「戦後日本と脱植民地化回避の仕組み」（季刊「ピープルズ・プランNo.52」
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所収）に触れてからは、そうした「永続敗戦論」的な発想だけでは、結局、それを一つの「物語」

として消費することに終わってしまうのではないかと疑うようになった。そのように、自分・たち

自身が、物語の聞き手に安住するのではなく、対抗的な主体形成の論理をいかに構築するかという

ことへと進まなければならないと、強く感じている。

「かつての日本の指導者は選択を誤った。その誤りを是正しないで、カモフラージュしなが
ら今日の安倍政権まで繋がっている。だから、現政権を打倒し、正しい選択をし直すべきなの
だ」 これは、一見正しい。しかし、「かつての指導者の選択」には自分は関わっていない。
「誤りを是正しない」で来たのは、知らされていなかったからだ。正しい指導者を選び、正し
い選択をさせるべきだ。・・・これらの論理には、「敗戦／戦後」を何らかの形で生きてしまっ
た自分は主体として組み込まれていない。
しかし、武藤さんが言う「脱植民地化回避の仕組み」の中に間違いなく自分がいる以上、それが

生み出す文化的・思想的なひずみは、普段の生活の中で特に意識せずに行っている自分自身の立ち

振る舞いのレベルにまで及んでいる。そうした意味で、自分は、「植民地主義」を体現しながら、現

在を生きていると言ってもいいのではないか。書店には「嫌中」本、「嫌韓」本が並び、ネットに
は差別的な物言い、街にはヘイトスピーチ、教科書には「日本固有の領土」の記述、そして沖
縄辺野古基地建設は大きな怒りのなか「粛々と」暴力的に進められる・・・黙してこの場所に
いること自体が、「脱植民地化」を回避することに繋がってしまう。

そのような意味で、「永続敗戦レジームの純化」という視点から政権批判を繰り返すという地点を

超えて、そこからさらに、私・たちは、アジアや沖縄の人々と共に「脱植民地化」のプロセスを具

体的にどのように進めるのかということが、改めて問われているように思う。

私・たちの〈問い〉を真摯に受け止め、応答していただいた皆さんのおかげで、私・たちの
認識も、ようやくここまで深まりつつあると言える。そのことに対して、改めてお礼申し上げた
い。
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