大東亜戦争の大義
平成 28 年 1 月 21 日

平間洋一先生

はじめに

それが国家というまとまりを示すようになっ
た最初は、英国とフランスです。両国は百年戦

みなさん、こんにちは。現代の世界の難民問

争（1337〜1453 年）を戦いましたが、そうなる

題も、IS（イスラム国）の問題も、もとをたど

と英国では、アイルランドだのスコットランド

れば日本が作った問題です。私たちは平和が何

だのと言っていられません。敵は英語を話さな

よりであり、戦争は悲惨で残虐で悲しいものだ

いフレンチなのです。フランスの方もケルトだ

とマイナス面ばかりを教わりますが、日本の戦

とかガスコーニュとか言っていられません。そ

争で生まれた国家は、世界に８０カ国を超えま

ういうことで百年戦争が終わってみたら、大英

す。このことが今日のお話の最後に、なるほど

帝国とフランスという国ができあがりました。

とご理解いただけると思います。

つまりこの両国がいまの形になったのは百年戦

女性選挙権は、第一次世界大戦で女性が動員

争の結果です。

されたことに由来します。男性と同じように戦
そのフランスでは、1789 年にバスチーユ監獄

場で働いているのに、どうして女性には投票券
がないのかということになって誕生しています。

の襲撃事件に始まるフランス革命が起きますが、

第二次世界大戦において、戦場では日本軍や

これは簡単にいえば、当時のブルボン王朝のお

ドイツ軍の弾にあたれば、白人も黒人も同じな

后（きさき）がオーストリアから嫁いできてい

のに、どうして国へ帰ったら白人ばかりが保護

るわけです。そのオーストリア女がベルサイユ

されるのかということで、帰還した黒人たちが

に宮殿で贅沢三昧な暮らしをしているのはけし

暴動を起こし、今日の黒人大統領が生まれてい

からんというパリ市民の反発から起きているわ

ます。

けです。

つまり、戦争はかならずしもマイナス面ばかり
ではなく、さまざまなことが戦争を通じて実現

ところがこの内乱が長引くことにより、外国

してきているという現実があります。

が干渉を始める。すると、そんなことをするの
なら市民は団結しなければならないということ

１ 国家と戦争

で、フランスの人々が団結してオーストリアに
勝ちます。すると今度は英国が干渉する。それ

本論に入る前の序論として「国家と戦争」に

で英国との戦争が始まっています。そこにジャ

ついてお話します。

ンヌ・ダルクが、女性でありながら旗を持って
戦いの先頭に立ったということになってくるわ

中世ヨーロッパでは、王侯貴族が自分の息子

けです。

や娘に領土領民を与えました。この時代にはオ
ーストリア王国といっても飛び地があって、王

このフランスを中心としたヨーロッパの戦い

侯貴族の館がある土地が王国でした。国家も国

によって、ギリシャやベルギー、ポルトガル、

境もありません。あるいは王侯貴族と住民との

スペインなどの勢力が落ちてくると植民地が独

関係もありません。

立をはじめ、南米に１１カ国、中米に６カ国が
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誕生しています。

が、宗とか金とか元とか明とか清とか国を支配
する王朝そのものが変わってきています。それ
らの王朝は、いずれも他の民族が打ち立てた王
朝です。

日本は世界史が始まった３世紀頃には大和の
統一政権ができ、以後ずっと日本は日本のまま
です。

日本の皇紀は今年２６７６年ですが、天皇や皇
室というものがずっと続いてきている古い歴史
を持った国は、世界に日本だけです。これは誇
上の図は、第一次世界大戦当時のヨーロッパ

るべきことであり、こういうことを若い人に教

の植民地です。色が付いているところは、ほと

えるだけでも、日本はすごい国だという自覚と

んどがヨーロッパの植民地です。当時の独立国

誇りが生まれるのではないかと思います。

の中にタイがあります。そのタイは、フランス
領インドシナと、英国領インドの、いわば「緩

２ 日本の戦争からみた国家の独立

衝地帯」として王室が温存されていました。あ
とは世界の中で、有色人種独立国は日本だけで
す。

大東亜戦争に至る道程において、日本は日清戦
争、日露戦争、第一次世界大戦、そして支那事

第一次世界大戦の後に次々と国家が誕生し、

変を経験しました。

第二次世界大戦のはじまる前には、国家数は７
１になりました。さらに戦時中に日本がアジア

日清戦争というのは、朝鮮が中国による華夷

諸国を開放した結果、日本の終戦後には毎年２

体制から開放することがきっかけになった戦争

カ国ずつ国家が増え、さらに 1960 年のアフリ

です。日本は朝鮮を対等な友邦として扱いまし

カの年といわれた年には、一挙に１８カ国が独

たが、朝鮮は俺たちの方が上なのだという意識

立を宣言し、いまでは国連加盟国だけで１９６

でした。彼らの中では日本は日頃から「ブタの

か国を数えるようになっています。

爪」と馬鹿にしている国でしたし、彼らにとっ
ては中国こそが上位の国でした。この意識はい

いま申し上げました通り、世界の中で、イギ

まも変わらないようですが、日本は当時の中国

リスやフランスでも、誕生は１４世紀です。ヨ

（清）に勝利しています。

ーロッパに小国ができたのは１９世紀の初頭で
す。その時代の日本は江戸時代です。

日露戦争は、非キリスト教徒がキリスト教徒

また中国は６千年の歴史とホラを吹いています

に勝ったということで、いまのアラブの人たち

2

にまでも独立の希望を与えました。アジア、ア

バルカン半島とか朝鮮半島という場所は、大

ラブ諸国の民族独立・人種平等というスローガ

陸の力が強くなると、大国が入り込もうとする

ンを生んだのは日本の勝利によるものです。と

し、海洋国の力が強くなると、半島から大陸に

りわけアラブの国々には、非道なキリスト文明

登ろうとする。場所に位置します。ですから日

に対して「日本と一緒に立ち向かえば、我々に

本が強いときには日本にベッタリするし、中国

も夜明けが来る」という希望を与えています。

が強くなれば中国にベッタリします。そうでな
ければ生き残れない可哀想な民族です。

もっとも日露戦争当時は、まだアジアや中東
諸国の識字率が非常に低かったので、こうした

朴槿恵大統領のお父さんは、日本軍に入りた

運動は、ロンドン・タイムズが読めるネルーと

いということで血書までしたためて、満州国陸

かチャンドラ・ボーズといったエリート層に大

軍士官学校を首席で入った人です。その娘さん

きな影響を与えたもので、民衆はあまりそうい

はなんだか意味のわからないことを言っていま

うことは知らないという状況でした。

すが、私には理解できない人です。

日清日露戦争の日本の勝利は、こうして世界
に多大な影響をあたえるのですが、そうした中
にあって、一国だけどうにもならなかったのが
隣の国です。可哀想なことなのですが、強い国
に挟まっていると、このようになります。世界
で隣人隣国を信用しない国家は、ポーランドと
スイスと韓国だと言われています。あの三国の
人とは、ビジネスをしていても信頼関係を構築
できないといいます。

ある日飛行機の中で、
「平間さん、世界で一番
友達になれない人種って、どこの国の人か知っ

上の写真は、昭和１９年に名古屋の三菱造船

てますか」と聞かれたことがあります。いくつ

の軍需工場に、朝鮮人の少女らが宿泊施設に到

か国名をあげたら違うと言う。スイスなどは平

着した時の様子です。工場長以下が敬礼して女

和で良い国だろうと思っていたのに、先ほどの

性たちを迎え入れていますが、これがいま、韓

三国の名前があがりました。

国が従軍慰安婦とか言っている女性たちの実情

ポーランドは、ドイツ、フィンランド、ロシア

です。

に蹂躙されました。
スイスは、オーストリア、フランス、イタリア

一方中国はとみると、外から強い国がやって

に挟まれて、人を見たら敵と思わなければなら

来て王朝を築いています。その王朝のルーツを

ないという国でした。

たどると、モンゴル人だったり満州族だったり
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します。統治能力があったのは、秦の始皇帝く

版）』という本で使ったポンチ絵です。

らいで、あとは衝突ばかりの歴史を繰り返して
います。その始皇帝もウイグルだと言われてい

日露戦争の世界的意義を考えますと、ロシア

ます。

革命の導火線になったという点も見逃せません。
旅順が陥落したときに、レーニンは「旅順は陥
落したというのはわずか数行のニュースではあ
るけれども、これは一大帝国が崩壊し新たな国
が登場したことを意味するものである」という
ことを書いています。続けて「旅順の喪失は、
ツアーリにとっては、はじめで終わりであった。
この経緯を失い、そして革命が始まった。ツア
ーリはこれによって、命運を絶たされた」とも
書いています。

当時、世界一の大陸軍国が、極東のキーポイ
ントである旅順に多大なお金をつぎ込んで作っ
た旅順要塞が、わずか９ヶ月で乃木軍にやられ
てしまったのです。みなさんは乃木軍が多くの
死傷者を出したと言って、愚将乃木といわれて
いることをご存知と思います。
しかし当時のロシアが誇る黒海のセバストポ
上の絵は、日露戦争のときに日本が勝ったと、

リ要塞は、英仏連合軍が１０万近い死傷者を出

インド人もマレー人もたいへん喜んでいる絵で

して一年半かけて攻略しています。これに比べ

す。ところが絵の中の中国人は、自分の国が戦

ると極東の猿と軽視していた乃木軍が、セバス

場になったにもかかわらず、自分で鉄アレイを

トポリよりも更に難攻不落に築かれた要塞が、

よっこいしょと持ち上げられないでいます。こ

セパストポリよりもはるかに早い段階で落とさ

れは日本人が書いた絵ではありません。外国人

れたということは、実はものすごいことなので

が描いた絵です。外国人がこのように「中国さ

す。乃木軍は次々と戦法を変え、地下壕を掘り、

ん、あなたは自力で立ち上がれないのですか？」

要塞の真下まで行って火薬をしかけて爆破させ

と言っているポンチ絵です。これが当時の外国

るなど、実に様々な対策を講じて旅順要塞を落

が見ていた中国の姿です。

としています。日本では異常な乃木大将叩きば
かりが行われていますが、外国では乃木大将は、

ちなみにこのポンチ絵は、私が昨年『日露戦

たいへん高く評価されています。乃木さんの観

争が変えた世界史（芙蓉書房出版）』、2010 年に

戦武官だった人で、後にエジンバラ大学名誉総

『日露戦争を世界はどう報じたか（芙蓉書房出

長になった英国の駐日武官は、子供達に教える
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べきは忠誠心であり、愛国心を育成しないと英

に独立運動の芽があると睨んだフランスは、わ

国の国防は成り立たないということを書いてい

ずか９ヶ月でこの東遊運動を閉鎖させてしまい

ます。乃木大将の統率について、たいへん高く

ました。このようなことでベトナムは第二次世

評価しています。

界大戦まで放置されてしまったわけです。

日露戦争の中国への影響というのは、中国か
らの留学生が最大時１万２千人になったことに
明らかです。このときの留学生の中のひとりで、
陸軍士官学校に学んだ軍人たちが軍事を、ある
いはデモクラシーを持って帰ることで辛亥革命
が行われました。その留学生のひとりであった
孫文が中国初の共和国である中華民国を建設し
ていますが、これは、中国に中国人による中国
人の国家ができた歴史上初の出来事です。

ベトナムでは、クォン・デ王子が日本に学ぼ
うということで、ベトナムからタイに逃れて、

上の写真は、レバノンの難民キャンプの教科

タイから日本にやってきました。そしてベトナ

書に載っている『日本の乙女』という詩です。

ム独立運動の先頭に立ちました。彼が神戸から

１９世紀末から今世紀初頭にかけて「ナイルの

船でベトナムに帰る時、自分がベトナムに「着

詩人」と呼ばれたハ－フェズ・イブラヒ－ムと

いたら」自分の声明を世の中に発表してくれと

いう人が書いた詩で、次のような内容の長編詩

頼んで船出するのですが、なんと朝日新聞が船

です。

の出港とともにその声明文を公開してしまいま

＊＊＊＊

した。このためフランス大使館からタイ国にク

どうしてあなたは戦争に行くの

レームが入り、クォン・デ王子がタイに着くと

私は弾を撃つことはできないけれど

入国を拒否される。やむなく彼は日本に戻り、

兵士の傷を手当することはできます。

日本で客死しています。

だから私は行くのです。
弾が飛ぶが怖くはないか。

同じくベトナムのファン・ボイ・チャウとい

怖くありません。

う人は、福沢諭吉にすっかり惚れ込みまして、

私はミカドのために尽くします。

ベトナムの青年を日本に留学させる東遊運動に

死んでも結構です。

呼応して、ベトナムに東京義塾を創設して３０

それによって日本が大国になれるのです。

０人くらいの塾生を養成しました。この塾生た

＊ ＊＊

ちが、ベトナムの歴史とか衛生管理などを学び、

アラブ諸国やトルコには、歴史を叙事詩に書く

ベトナムに普及させようとするのですが、そこ

という文化があります。この『日本の乙女』も、
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６００行くらいあるたいへん長い詩です。詩は

人が来た」ということで、日本の自衛官を大歓

アラブ諸国に広がり、レバノンの難民キャンプ

迎しています。佐藤隊長も彼らと同じゴザに座

では、いまもレバノンの独立を夢見て、この詩

って一緒にお茶を飲みました。すると部族長の

が教科書に使われています。ちょっと残念なの

支配するところに違うやつが来たらわかる。噂

は、この挿絵の女性がコリアン風の衣装を着て

では今晩撃つと言っているから気をつけたら良

いることです。コリアンも日本人も、向こうの

いよとか様々な情報をもらえるのです。自衛隊

人から見ると一緒のようです。

が帰国するときも「帰らないでくれ」という、
世界の常識ではあり得ないようなデモ行進が起
きています。

同じ時期にイラクに派遣された他の国の軍隊
は、はじめのうちは日本は武器も使わないとか
言っていて、いったいどうなっているのだとい
ぶかしんだそうです。ところがしまいには、ど
うやって彼らは安全を確保しているのだろうか
と諸外国の PKO 部隊が自衛隊にノウハウを学
びに来たそうです。日本人の温かい接し方は、
彼らにも通じるし、それは我々の祖先の遺徳で
もあるのです。その遺徳ある祖先の国の代表だ
からこそ心が通じたのです。

上の絵はイランの書の『ミカド・ナーメ』で
す。これもたいへんに長い詩です。明治天皇が
幼い頃からの没年までの生涯を描いた詩で、日
露戦争百周年記念に、イラクで復刻されました。
この写真は、表紙を開けたところにある絵でイ
ラクで出版された復刻版です。そのイラクには
「日露戦争博物館」を個人で開設している人も
いました。それほど日本が、キリスト教の西欧
文明をやっつけたということに、彼らは同調し

次の絵は、ポーランドの本からのものです。ポ

たわけです。ですから陸上自衛隊のヒゲの佐藤

ーランドはいつもドイツやロシアに軍事的に侵

隊長が行ったときに、彼らは「兄弟が来た、友

攻されてきた歴史を持つ国です。ですから日本
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がロシアに勝ったということは、彼らにとって

紫禁城には４つ、門があります。このうち南

もたいへんな喜びでした。この絵は「The Battle

と北は日本が守備しました。もうひとつの門は

of Thushima」という本に掲載されたものです

アメリカが守備しました。ロシアやイタリアな

が、私がポーランドに行ったときに、ポーラン

どが宮殿に入ってモノを持ち出すのをガードし

ドの学者が私にサイン付きで２冊くれました。

ていたのです。

この絵は旗艦三笠の艦橋の様子なのですが、絵

そんななかにあって当時、紫禁城の近隣の商店

を見ると、艦橋の中に東郷元帥が立っているよ

やジャンク船などは、さかんに日の丸をあげて

うに描かれています。下の絵と比べてみてくだ

いました。なぜかというと、日の丸を上げると、

さい。東郷元帥が、弾が飛んで来る艦橋の上で

あの家は日本軍に摂取されて利用されているの

指揮をとっていたということは、世界の常識と

だなということになって、泥棒や強盗が来なく

して実は誰も考えられないことなのです。です

なるのです。ですから当時の北京守備隊長は「み

から彼らは、元の絵（下の絵）を、わざわざ上

だりに日の丸をあげないこと」という通達を中

のように書き換えています。それくらい信じが

国人たちに出しています。

たいことなのです。

こうして日露戦争は世界の人々に様々な影響
を与えていたのですが、一国だけまったく異な
る反応をしている国がありました。自分たちは
日本に侵略され辱めを受けたのだ、日本に日清
戦争で負け、義和団事件で日本にやられた、こ
の屈辱を返さなければならない、それは紫禁城
の財宝を全部持って帰ったフランスやイギリス

上にある絵は、様々な国がナイフを手にして中

ではなくて、日本だと主張する国です。

国をどのように分割するか相談している絵です。
日本はナイフを持たず、ウーンとうなっていま
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す。ここで日本が出て行って中国に出っ張ると
欧米列強が警戒するだろうと思案しているので
す。中国は「アイヤー」と両手をあげているだ
けで何もしない、何の努力もしない。何もでき
ない。そういうポンチ絵です。

第一次大戦が集結すると、日本は戦勝国のうち
の５大国の一員、また三大海軍国の一員として
ベルサイユの講和会議に出席しました。そこで
日本は人種平等法案を出しています。これに対

上の絵の左奥には仏陀が描かれています。こ

してイギリスの外務省がどのような見解を言っ

れが有色人種であり日本です。その日本に向け

たのかが記録に残っています。

て、我々キリスト教徒の十字軍は討たなければ

＊＊＊

ならないと、エンジェルが指差しているという

有色人種の中で日本一国だけが発言に耳を傾け

絵です。

させる十分な実力を持っている。しかし日本が

絵の中にイギリスの紋章の入った盾を持って

いくら軍事的に強大になろうとも、白人は日本

描かれています。当時のイギリスは日英同盟を

を対等と認めることはしないだろう。日本がそ

締結していましたから、あまり乗り気でなかっ

の主張を貫くことができれば、日本は我々より

たのです。それをドイツ風の鎧を着た人物が手

も優位に立つ。それができなければ日本は劣勢

を引いて戦いに誘っています。こうした当時の

なままであろう。いずれにせよ日本が我々と対

ポンチ絵を見ますと、当時の国際情勢の底流に

等となることはありえない。

ある感情が見えてきます。

＊＊＊
結果として日本は彼らの言う劣勢になりまし
たが、まさに世界情勢は有色人種が次々に独立
を果たしました。もし日本がこれら新興独立国
を全部抱えれば、日本は世界の大帝国になって
いたのかもしれません。

人種差別は存在します。共産主義や自由主義
といったイズムだけでなく、人類社会に人種的
偏見は常に存在しています。
そこでアメリカを有色人種である日本に向け
ようということで、ドイツのウイルヘルム皇帝
は、下のような絵を書いています。
上は、同じくポンチ絵で描かれた日本のイメ
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ージです。日本人は「出っ歯でメガネをかけて
いて恐ろしいゴリラ」として描かれています。
こういうことから、排日土地禁止法もでき、最
後には日本人はアリゾナの強制収容所に送られ
てしまっています。日本は日米関係において、
常に紳士協定で臨み、なんでもアメリカの言う
ことに従ってきたにも関わらず、そういう仕打
ちを受けてしまうのです。

インド国民軍の創立観兵式

３

しかしアメリカに言わせると、日本はずる賢

大東亜戦争の大義

いのだそうです。たとえば日本の輸出の６０％
が絹でした。台湾が日本になるとセルロイドの

ここまでに申し上げました通り日露戦争の時

キューピーを売る。それを危ないと禁止すると、

代には、日本が白色人種に勝ったことはインテ

今度は木綿のストッキングを売る。日本は禁止

リにしかわからなかったわけです。ところが大

しても禁止しても、次の展開をしながらいつの

東亜戦争では、日本軍が鉄砲を担いでマレー半

まにか全米一の売上高になってしまう。この日

島、インドシナ、フィリピンなどで、堂々と行

本人の柔軟な発想と、技術の活用力は、ペリー

進してきたわけです。
「俺達と同じ顔をして同じ

が日本に来て、横浜で蒸気機関車の小さな模型

米を食べているのに、どうして日本軍は強いの

を走らせると、サムライたちがやってきて「す

か」というよりも、
「どうして俺たちは白人にイ

ごいですね」と見てたかと思えば、すぐに蒸気

エッサー、アイアイサーと言って仕えなければ

機関を作ってしまったことにも現れています。

ならないのだろうか。我々も日本人のように強

ペリーは帰国したとき、
「日本人は、いままで行

くなれるのではないか」といったとを、まった

ったアジアの人種とは極めて異なる。この民族

く教養のない人たちにまで、現場で見せること

は過日必ず偉大なる国家に成長するであろう」

になったのです。しかも目の前を大通りを捕虜

と報告書に書いています。

になった大柄な白人たちが、小柄な日本兵に「歩
調をとれ」と命令されて歩いているわけです。

日本の教科書ではマルクス進化論というテー

その白人たちは、ついこの間まで、自分たちが

ゼでしかものを考えず、江戸時代は暗かった、

「マスター」と呼んで、ひとりが椅子を持ち、

明治維新は横暴政治だった、大正デモクラシー

ひとりが傘をさし、ひとりがタバコ盆を持って、

は潰された、戦後やっと民主主義が来ようとし

かしづいて付き従っていた人たちです。彼らが

ているのだなどと書いています。しかし江戸時

座ろうとすればすぐに椅子を出し、日傘を出し、

代ほど自由に学問が発達した国は、当時の世界

タバコに火を点けていたのです。そんな白人の

にありません。しかもこの時代には、百姓でさ

「マスター」が、
「前へ進め！」と言われて、自

えも和算といって、きわめて進歩した数学を学

分たちと同じようにしごかれている。そういう

んでいました。

姿を目の当たりにした東洋人たちの中で、いち
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ばんショックを受けたのがシンガポールの市中

上の写真は、インドネシア軍に射撃を教えて

行進でした。それがどれだけの影響力を持った

いるところです。白人たちは、反乱が起きたら

か。その答えはシンガポールの戦後の成長をみ

困るという理由で、現地の人達には銃をもたせ

たらわかります。

ませんでした。ところが「侵略者」と言われて
いる日本人は、インドネシア人に銃を与え、ど
うやって撃つのか教えています。この一事をも
ってしても、日本が侵略者ではないということ
は一目瞭然です。

上の写真は、ビルマの独立で、ビルマの首相
から勲章をもらってビルマ独立の父と言われた、
藤原機関の藤原岩市大佐です。彼は白い馬に乗

これは「ペタ」というインドネシア独立軍の

ってビルマにやがて東の方から解放者がやって

旗です。日本の軍艦旗と月と星を描いています。

くるという伝説の男ということで、やっぱり予

太陽と月と星は、日本と緑のインドネシア、そ

言は本当だった、本当に馬に乗ってきたという

して白い海峡の月と星が配されています。

ことで、ビルマの英雄となりました。

上の絵は左から、パラオ、日本、バングラデ
ィッシュの国旗です。俗説ではありますが、日
の丸と同じような旗を使っているのを、日の丸
三兄弟と言っています。なぜそうなったかパラ
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オに行ったときに聞いてみたのですが、彼らは

民族主義者たちは、日本占領期間中に身につい

「なんとなく決まっちゃったんだよね」と笑っ

た自身、軍事訓練、政治能力を総動員して、西

ていました。パラオの教科書を見ましたが、旗

洋の植民地氏は復帰に抵抗した。そして日本に

の由来は書いてありませんでした。ちなみにパ

よる占領下で民族主義、独立要求はもはや引き

ラオの教科書は、世界一中立的で良いです。世

返せないところまで進んでしまったということ

界一私は歴史に忠実で学術的で、日本の文化政

を、イギリス、オランダは戦後になって思い知

策やアメリカの圧迫とか、スペインの労働など

らされるようになるのである。

について、淡々と書いています。しかしそこに

＊＊＊

もなぜパラオの旗がこうなったのかは書かれて
いません。けれど本当は、古老に言わせると「憧

こうして日本によって教育された人たちが作っ

れている日本に、うちはミナミの国なので、海

たのが、ASEAN です。かつて、それほど日本

の青と黄色い月にしたんですよ」と言っていま

人というのは、やさしくて立派であったという

した。

ことがいえると思います。

彼らが日本を侵略者として憎むなら、それと
似たような旗などつくるわけがないです。とい
うことは、やはり日の丸に憧れた国々があった
ということです。そしてその旗を、いまも大事
な国の旗印にしている国があるということを知
っていただけたらと思います。

この時代、日本は東亜の諸国に義勇軍、国防
軍などを創設しています。こうしてできたのが、

人種差別の究極的象徴が、上の写真の原爆で

４万のインド国民軍であり、５万のビルマ防衛

あろうと思います。黄色人種だからこそ原爆を

軍であり、ジャワ、バリ、スマトラの４万の義

落とせたといえると思います。これを落とした

勇軍などです。そして日本は、各地でエリート

一ヶ月後に日本に対して原爆投下が良いか悪い

教育を施しています。こうして日本軍の教育を

かを言ったら、６０％以上が「もっとやれ」と

受けた青年たちは、日本軍の規律、団結、友情

いう回答になっています。彼らは、日本人を全

などを学び、かつての植民地支配者が帰ってき

部殲滅しようとしたのです。

たときに、二度と服従することなく、銃を取っ
たわけです。これが何をもたらしたかというと、

実際、日本軍が戦った土地で捕虜がいないか、

彼らの国々の独立のために尽くしたのです。

もしくは極端に少ないのです。捕虜になる前に、
殺しちゃうからです。ニューギニア戦線ではリ

ジョイス・C・レプラの言葉です。

ンドバークという飛行機による大西洋を横断し

＊＊＊

た人が書いていますが、
「捕虜にするのは面倒く
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さいから、みんな殺した」、あるいは「オースト

イヤーは、その回想録で次のように述べていま

ラリアに捕虜を運ぶときに日本兵を飛行機から

す。

突き落とした」ということが書かれています。

＊＊＊

それほどまでに、日本人を殺すことには何の抵

ルーズベルトは中立の公約に背き、日独伊同盟

抗もなかったのです。日本人の頭蓋骨でペン立

を逆手に取り、日本に無理難題を強要して追い

てを作って恋人にプレゼントしたアメリカの海

詰め、真珠湾の米艦隊をオトリにして米国を欧

兵隊の写真がニューズウィークに掲載されてい

州戦争へ裏口から参加させた。米英は戦閾には

ます。

勝ったが、戦争目的において勝利者ではない。
英国は広大な植民地を失って二流国に転落し、
米国は莫大な戦死者を出しただけである。真の
勝利者はソ連であり、戦争の混乱を利用して領
土を拡大し、東欧を中心に衛星共産主義国を量
産した。米国は敵を間違えたのだ。ドイツを倒
したことで、ナチスドイツ以上に凶悪かつ好戦
的なソ連の力を増大させ、その力は米国を苦し
めている。また日本を倒したことで、中国全土
を共産党の手に渡してしまった。やがて巨大な
人口を抱える共産主義国家がアジアでも米国の
新たな敵として立ちふさがるであろう。
＊＊＊

もし日本が大東亜戦争に勝っていたらどうな
っていたのでしょうか。ひとつはっきりといえ

日本は「民族」を考え、その民族ごとに国家を

ることは、いまのような中国の巨大化や横暴化

作ろうとして動いたのです。その民族意識が覚

はなかったということです。当時の日本は上の

醒されたわけです。

図のように中国を分割統治しようとしていまし

５国家とは、国境とは、民族とは

た。清王朝の子孫を動かして満州国を作り、モ
ンゴル、チベット、ウイグルを独立国としよう
としていました。

(1) 国家

なぜこのようにしたかというと、満洲、モンゴ

国家というのは「領土があることが国家」です。

ル、ウイグルをを、ソ連の脅威への「防共回廊」

ということは IS は、領土があってないようなも

にしようとしていました。つまりソ連の共産主

のですから国家といえません。

義に対する防壁を築こうとしたのです。

国内を「統治できる能力」があることも、国家

ところが日本が負けることによって、中国に

の要素です。この意味で戦時中の蒋介石政府は

巨大な共産主義国家が誕生しました。在華米軍

国内の統治ができていません。現代の習近平の

司令官で、蒋介石の参謀長であったウェディマ

時代にあっても同じですが、統治しているよう
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でいて統治ができていません。中国という国は

国境の概念ですが、フランスは「政治的等圧

何千年も前から、全国をキチンと統治できたこ

線」、ドイツは「圏」、中国は「辺疆」、海洋国は

とがないのです。ですからいまでも北京の法律

「ライン」を国境の概念としています。フラン

と南京の法律が違う。それは各地に軍閥がいる

スの「政治的等圧線」というのはいかにもフラ

からです。昨日言ったことも簡単にひっくり返

ンスらしいのですが、中国もまったく同じです。

ります。国家でありながら、統治ができていな

そこに住んでいる人たちに文化的に浸透してい

い。地方ごとにバラバラなのです。ですから戦

て、それぞれの国の言葉を話して徐々にそれぞ

時中も日本と蒋介石が戦っているそばから、中

れの国の国民にしたてあげていく。その政治力

国国内の部族や軍閥などが、自分たちの利益の

によって国境は拡大するという考え方です。そ

ために、日本と取引をする。そういうことが半

して中国に飲み込まれたエリアは、そこも我が

ば公然と行われているのが中国です。

土地だとなる。同じ考え方をしているのがフラ
ンスでありドイツです。

国家の要素としての３つ目が「諸外国からの
承認」です。

その国境の定義ですが、これには「領土とし

つまり国家というのは、
「領土」があって、国内

ての国境」、「制度としての国境」、「アイデンテ

が「統治」され、諸外国から承認されて、はじ

ィティとしての国境」があります。

めて国家といえるということです。
地理上の国境が「領土としての国境」です。
満洲帝国を承認していた国は、バチカンを含

ヒト・モノ・カネの国境、いまの TPP とか

めて１７カ国です。当時は世界に６０カ国程度

ASEAN とか、そうした経済の国境が「制度と

しかありませんでしたから、世界の約３分の１

しての国境」です。ボーダーレス化というとき

の国が承認していたのです。満洲国が傀儡政権

には、この制度としての国境を言い表すことが

というけれど、そんなことを言い出したら、パ

多いようです。

ナマやコスタリカなどはぜんぶアメリカの傀儡

「アイデンティティとしての国境」は、同じ

政権です。それに比べたら、満洲のほうが、ま

言葉を話し、同じ文化を共有する精神の国境で

だ独立的だったと思います。最近でも中国は「偽

す。しかしこれが実現できているのは、世界の

満洲」という言葉で満洲の存在そのものを認め

中でも日本くらいで、他の国にはあまり例があ

ません。その理由が何かといえば、中国は満洲

りません。たとえばスイスなどを見ると、ひと

族に抑えられていた、我々は中華だと言ってい

つの国の中で３ヶ国語が使われています。カナ

るけれど、中華の上にマンチュリアンがいたわ

ダも英語とフランス語が使われます。文化の違

けです。それが屈辱ですから、満洲帝国を嫌っ

う英国系カナダ人と、フランス系カナダ人が共

ているのです。

存し、両者は文化も習慣も違いますが、そうし
た文化や習慣の違いで国ができるわけではない

(2) 国境

ということです。
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３つめが「アイデンディディとしての国境」で

松下圭一という法政大学の政治学の教授が「市

す。これは、日本人に住んでいても日本人では

民自治論」といって、官僚は悪だ、軍隊は悪だ

ないということです。在日とか得体のしれない

と決めつけるマックスウェーバーあたりの論説

留学生が日本にいっぱいいますが、それが本当

を強引に引用した説が元になっているといわれ

に日本人だといえるようになるには、彼らのア

ています。
「自衛隊は暴力装置」と民主党政権の

イデンティティが、日本人のアイデンティティ

ときの発言がありましたが、マックスウェーバ

を持たなければならないのです。では日本人の

ーが「軍隊は暴力装置」と書いたときは、王侯

アイデンティティとは何かといえば神話です。

貴族の時代です。西洋の王侯貴族が人民を抑え
ておくためには暴力組織の軍隊がないと人民が

フィンランドは、ロシアに叩かれてたいへん

抑えきれないと述べたのです。現代とは時代が

だったのですが、彼らは「カレワラ」という、

違うのです。ところがその思想を民主主義の現

日本でいったら古事記のような神話を作り、こ

代日本に持ち込んで、自衛隊は暴力装置だとい

れに基いて作曲されたのがシベリウスの名曲

うことを国会で答弁していました。民主党によ

「フィンランディア」です。これによってフィ

って失われた国益は莫大なものがあると思いま

ンランド人は、我々は神の国であり、歴史の試

す。そこから復興するのは、かなりたいへんな

練を耐えてきて明日のために頑張れる。だから

ことです。

我々はフィンランダーだと、愛国心を燃やして

６

ロシアと戦いドイツと戦っています。この「カ
レワラ」は、実は日本の神話に話がよく似てい

現在の危機と対策
（現代への遺訓）

ます。
「歴史を消された民族は砂のように消える」と
日本のアイデンティティは、日本の神話です。

いう言葉は、アニメの『千と千尋の神隠し』の

それが歴史的に事実であるとかないとかいうこ

中に出てくる言葉です。いまの日本は国家解体

とではないのです。神話がある国というのは、

というよりは「国家溶解の岐路に立っている」

西欧諸国にはうらやましいのです。たとえばフ

といえようかと思います。

ランスとかイギリスには、神話を作ろうとして

もちろんこの頃は少しずつ回復の兆しが安倍政

も作れません。１４世紀くらいに国ができたか

権のおかげで出てきました。しかし日本の保守

らです。アメリカなど作りようもありません。

というのは、なぜかなかなか団結できない。ど

日本は２６７６年続いているのです。それがお

うも極端に走る傾向があるように思います。し

かしいといったって、神話があるということは

かしこの流れをそのまま続けていたら２０年後

まぎれもない事実です。

には日本はチベットや内モンゴルになってしま
います。

戦後に生まれた日本国なる国を、戦前までの
日本と切り離そうということで、民主党が日本

ではどうしたら良いのでしょうか。私は「大和

国家解体に動きました。実は民主党のルーツは

に帰れ、まほろばの大和に帰れ、やさしくてあ
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たたかい大和に帰れ、大和朝廷の時代に帰れ」
と言いたいのです。もちろんその時代にも、乱
もあり、権力闘争もありました。しかし大和の
国に大仏をつくり、都をつくり、防人を配置し、
十七条憲法つくり、東海道などの道路網の整備
が行われました。これらは国家としての基本的
なインフラの整備です。
平成の我々も大和に帰って、もういっかい憲
法から防人からインフラ整備から歴史観まで考
え直して、
「まほろばの大和」を築いていく必要
があるのではないかと思います。そのためにも

もうひとつは、天皇陛下は国家の天守閣だと

みなさまには、古事記日本書紀を学問的ではな

いうことです。上の写真は昭和天皇が九州の海

く、ロマンとしてよく読んでいただきたいと思

底炭鉱に行って気温が３０〜４０度あるところ

います。古い時代書かれたものを、ああでもな

で石炭を掘っている人たちをご訪問されたとき

いこうでもない、あれとこれが矛盾していると

のものです。GHQ は、天皇が行幸を始めて３ヶ

か、それも学問としては良いのでしょうが、日

月くらいしたら、あまりにも天皇を熱狂的に歓

本の学問というのは、本当に細かいところをほ

迎するので、これをやられたら占領政策に関わ

じくりあうばかりで、本質を見ようとしない。

るということで、１年間地方行幸を禁止しまし

筆者の意図がどこにあったのか。そういうこと

た。それほどまでに天皇に対する国民の信頼が

を洞察しようとしません。

厚かったのです。

学閥の世界で上の教授が言った論は、たとえ
それが間違っていても否定できません。ひどい
ものです。大学院生が、どこにも就職できない
ので、教授のカバン持ちをやって、気に入られ
ると教授になります。一方で、大学在学中にオ
ックスフォード大などに留学すると、日本に帰
っても就職はできないし、大学にも残れません。
外からせっかく素晴らしい知識を持ってきてい
るのに、大学に残れないのです。結局頭脳が流
出して、理工系の人はアメリカに行ってしまい

上の写真は、今上陛下がパラオのペリリュー

ます。一方。文系の人はアメリカに行っても就

島で慰霊のためのお参りをされているところで

職先はないので、結局日本国内で、フリーター

す。ここに１年半日本が降伏してからも、３４

暮らしになります。惜しい人材が失われている

名の兵士が、地下にもぐり、いつか必ず援軍が

のです。

やってくると信じて立てこもり降伏しないで頑
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張っていました。アメリカはこれを降伏させる

ねるものなのでしょうか。加えてもし戦争で敗

ために、３ヶ月くらいかけて、マイクで呼びか

北すれば、支那や韓国の連座法で、その自衛官

けたりしました。けれど彼らは降伏しませんで

は親戚まで処罰されかねません。PKO に行けば、

した。そこで郷里から手紙をもらったり、ペリ

弾が飛んで来るのです。そこで死んだらどうな

リューの上級部隊の元参謀長を連れて来て語り

るのでしょうか。自衛隊の遺影碑に祀られると

かけたりしてやっと降伏しました。降伏のとき

いう人がいます。しかしそこは自衛隊の殉職者

彼らは戦闘をするかもしれないということで、

の慰霊碑です。国民は自由に入れません。残さ

アメリカはグァムから１個中隊の海兵隊をペリ

れた遺族をどうするのでしょうか。

リューに送り厳戒態勢を敷きました。けれど日
本人は、ちゃんと４列に隊列を組んで堂々と行

帝国陸軍が強かった理由のひとつには、戦死

進して降伏しています。

したら、靖國神社に祀られる、軍功があれば金

このとき塹壕に篭っていた兵士たちが、９０歳

鵄勲章をいただける。軍人であった者には軍人

を過ぎて車椅子で、この陛下の慰霊に同席しま

恩給が支給されるという、手厚い処遇がありま

した。陛下は「ご苦労様でした」とお声をかけ

した。だからこそ、命を捧げることもできたの

られました。すると、
「これで地下の１万４００

です。

０の戦友も救われました。ありがとうございま
した」と彼らは言いました。

新しい歴史教科書をつくる会に私がいちばん

天皇皇后両陛下が被災地に行ってお声をかけ

お願いしたいのは、古典や神話をもっとロマン

られますと、それだけで被災地の人たちが感激

ティックに、もっと大きく扱って、２７００年

して、また立ち上がってくれます。このような

続いた世界に類のない国が日本なのだというこ

政治システムは、世界中どこを探してもありま

と、万世一系の天皇がいる国であるということ、

せん。しかし、そういうことが邪魔で邪魔でし

国民の祝日となっている文化の日は、明治節で

ょうがない。なんとか壊したいと言っているの

す。明治節であれば、あの「ミカド・ナーメ」

が日本溶解派といいますか、亡国派の人たちで

の国であり、アジアに独立の気運をもたらした

す。

という歴史の記憶の日です。そうしたものをひ
とつひとつ取り戻す運動を、ぜひ進めていって

このたび、集団的自衛権に基づき、自衛官が

いただきたいと思います。

外地へ赴くことになりました。自衛隊は国の背
骨です。けれど、この背骨が戦闘で亡くなって

以上で私の話を終わります。

も、そのときの栄誉は、何もありません。どこ
にお祀りするのかさえも、ありません。たとえ
ば総理大臣の命令で戦地に行き、総理が◯◯党
時代のあのアホ総理で、ちょっと都合が悪いと
お遍路さんに行くと逃げ出すような総理であっ
たなら、そんな総理の命令のために果たして死
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