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国史学と国防―国家・国防観の変遷と日本の危機 

平間洋一（y.hirama@waltz.ocn.ne.jp） 

はじめに 

1. 難民問題と IS（イスラム国）は日本が鼓舞した民族独立運動の暴走迷走 

2. 国家は戦争により増加する（現在の国家の数 194 カ国、国連加盟 192 カ国） 

 

Ⅰ．国家とは、国境とは、民族とは何か 

（参考文献：野村甚三郎『国境とは何かー領土・制度・アイデンティティ』芙容書房出版） 

・国際化、ボーダレス化、通信情報、経済から軍事まで 

・国家統治機構への叛乱（夢想主義者の罠）⇒アラブの春、雨傘革命、ひまわり運動 

 

１．国家の定義 

国家とは、国境線で区切られた領土に成立する政治組織で、区域内に居住する人々に対して統治機構

を備えるもの。 

２．国家の 3要素 

(1) 領域主権の原則：領域（領土、領海、領空） 

(2) 対内主権の原則：人民（住民、国民）―同一民族でなくとも良い 

(3) 対外主権の原則：正統な物理的実力（政府・官僚―行政機構・警察・軍隊） 

註：警察・軍隊をマックス・ウエーバーは「暴力装置」と定義 

註：3要素の他に「他国からの承認」を挙げる場合もある 

満洲国の承認国家はバチカン市国を含め 17 カ国、当時の世界の１／３が承認 

 

3．ジャーナリズムの黙秘権 

4. 日本のジャーナリズムの偏向度 

5. 放送各社の偏向度 
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6．国家形成の歴史→戦争と国家 

(1) 近代国家の起源 

14-15世紀の百年戦争（英仏の国家誕生） 

① 分化しない土地を英仏相互に保有した 

② 地方の分権国家が中央集権国家に変質 

③ 国民意識の誕生 

(2) ナポレオン戦争で独立した国家 

① ヨーロッパ： 2 カ国（ギリシャとベルギー） 

② 南 米：11 カ国  

③ 中 米： 6 カ国 

(3) 第一次世界大戦後の独立国 

① ヨーロッパ：11 カ国 

② 中 東： 7 カ国 

(4) 第二次世界大戦(1939―1945年）前の国家数 71国 

① 第二次世界大戦後は国家誕生のラッシュ（毎年 2 カ国が誕生） 

② 1960年のアフリカの年には 17 カ国が誕生 

(5) 冷戦後の 1991年には 18 カ国が誕生 

(6) 近代国家と民族独立（民族自決）への日本の寄与 

① 日清・日露戦争 

② 第一次世界大戦 

③ 第二次世界大戦 

④ 東西冷戦 

7．国家を区切る国境の定義の多様性 

(1) 大陸国家の国境の概念＝線でなく区域（Area)の国境観 

① フランス：政治的等圧線(Isobare Politique)  

② ド イ ツ：圏（Raum） 

③ 中 国：辺彊 
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(2) 海洋国：線―国境（Boundary) 

(3) 国境の定義 

① 領土の国境―地理上の国境 

② 制度の国境―ヒト・モノ・カネ＋サービス・企業・情報 

③ アイデンテンティの国境―価値観（伝統精神の国境） 

8．国家存立の核（基盤）は神話（民族の象徴）  

(1) スミスの定義：民族性の核心：「神話・記憶・価値・象

徴」の四重奏⇒「神話―象徴複合体」（アントニー・

Ｄ・スミス『ネイションとエスニシティ』名古屋大学出版

会） 

(2) フィンランドのアイデンティ：神話カレワラ→ジャン・シベリ

ウスの「フィンランデア」参考文献：小泉保『カレワラ神話と日本神話』NHK ブックス、1999年） 

(3) ドイツの場合は仮想敵フランスの脅威→1854 年に「ラインの守り」歌が自衛と民族の団結を鼓舞し

1871年にドイツ帝国が誕生 

 

Ⅱ．国家観・国防観（何から何を守るのか）の変化 

１．明治政府（薩長）の対応 

(1) 天皇の神格化→国家神道化（神道を非宗教化・宗教の上位の存在） 

(2) 国軍を天皇の軍隊化←竹橋事件（軍隊の叛乱を危惧した薩長政権） 

① 竹橋事件（1878 明治 11年）と統帥権と編成権 

② 1881年：谷干城・三浦梧楼の世論重視の上申 

③ 1882年：軍人勅諭（忠節・礼儀・武勇・信義・質素） 

④ 1889年：欽定憲法の発布 

・統帥大権：第 11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」 

・編成大権：第 12条「天皇ハ陸海軍ノ編成及常備兵力額ヲ定ム」 

⑤ 1890年：教育勅語の下賜 
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２．明治（日露戦争前後）の国防観 

(1) 自強自衛の国防観：佐藤鉄太郎『帝国国防論』､ 1902年(明治 35年)に明治天皇に高覧

1907年(明治 40年)『帝国国防史論』として再出版⇒「三線国防論」 

① ｢ソレ国家ノ軍備ノ創靭維持スルハ､ ソノ目的トスルトコロ一ニ自衛ニアリ｣ 

② ｢戦ハズシテ兇暴ヲ威圧シ平和ヲ維持シ､ 戦争ヲ未萌ニ防グノガ真ノ目的デアル｣ 

③ ｢軍備ヲ整フルハ其目的トスル所必ズシモ征伐代戮ノ惨事ヲ演ジテ､ 己ノ主張ヲ貫徹センガ為

ニアラズ(中略)」 

④ ｢真ノ国防ハ敵ヲシテ一歩モ国内ニ侵入セシメザルヲ主トシ｣､ その防衛は｢第一線ハ海上ニ於

テシ､第二線ハ海岸ニ於テシ､ 第三線ハ内地ニ於テス」(『帝国国防論』) 

(2) 明治後期（日露戦争後）の国防観⇒攻勢的他国で戦う国防観 

1908年(明治 41年)に｢日本帝國ノ國防方針｣(明治 40年制定)裁可 

第 1 項 明治三十七八年戦役ニ於テ幾万ノ生霊及巨万ノ財貨ヲ拠テ満州及韓国ニ扶植シタル利

権ト、亜細亜ノ南方並太平洋ノ彼岸ニ皇張シツツアル民力ノ発展トヲ擁護スルハ勿論

益々之ヲ拡張スルヲ以テ帝国施政ノ大方針ト為ササルヘカラス｡ 

第 2項 我帝国ハ四面環ラスニ海ヲ以テスト雖、国是及政策上其国防ハ固ヨリ海陸ノ一方ニ偏スル

ヲ得ス｡ 況ニヤ海ヲ隔テテ満州及韓国ニ利権ヲ扶植シタル今日ニ於テオヤ｡ 故ニ一旦有

事ノ日ニ当リテハ島帝国内ニ於テ作戦スルカ如キ国防ヲ取ルヲ許サス 必スヤ海外ニ於テ

攻勢ヲ取ルニアラサレハ我国防ヲ全ウスル能ハス｡ 

☆ 甲 帝国ノ国防ハ攻勢ヲ以テ本領トス｡ 

☆ 乙 将来ノ敵ト想定スヘキモノハ露国ヲ第一トシ 米独仏ノ諸国之ニ次ク｡ 

 

３．大正時代の国家観・国防観 

(1) 国内的騒乱と軍隊：米騒動、さらに海軍はワシントン､ロンドン軍縮を陸軍は 1922年の山梨軍

縮､ 1925年の宇垣軍縮を受け威信を失墜 

(2) 共産党の軍に対する各種工作が増大､ ｢軍隊は平和とデモクラシーの嵐に脅えていた｣(大谷敬二

郎『昭和憲兵史』) 
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共産党による対軍工作件数年代(年) 

年 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

件数 118 162 159 207 73 241 150 235 1294 

 

(3) デモクラシーと軍隊の対応 

① 精神教育の強化と天皇の軍隊化 

｢軍規論｣｢愛国尚武論｣｢危険思想予防ニ関スル統御一斑｣ ｢我国体ノ万国ニ冠絶ゼル所

以ニ就テ｣ ｢我国体ノ特徴ニ就テ｣など⇒軍人教育は思想教育へと変質 

② 社会の反軍攻勢に対して士気を維持するよりどころは､ 1882年(明治 15年)の｢陸海軍軍人

に賜はりたる勅諭｣､ ｢『朕ハ汝軍人ノ大元帥ナルゾ、サレハ朕ハ汝等ヲ股肱ト頼ミ汝等ハ朕ヲ

頭首ト仰キテ、其ノ親ハ特ニ深カカルヘキ』とまで仰せられ､ 軍人に御期待遊ばさるる(陸海軍

省編『勅諭奉戴五十周年を迎へ奉りて』1932年)｣⇒「天皇の軍隊」への回帰 

③ 大正初期は海軍も｢我海軍力の将来と士気の振作｣(佐藤鉄太郎『波上の日本』実業之日本

社)や､｢軍規の整粛｣(秋山真之『軍談』実業之日本社)などを強調 

④ ｢権利観念の産物｣である西欧思想に比べ､ 日本は慈悲と報恩を基本とする慈恩文明の発祥

の地であり､ わが国民は｢忠孝二道から成り立つ我が崇厳なる御国体｣を万世に擁護しなけれ

ばならないと」(佐藤鉄太郎『国防新論』)、天皇を心のよりどころとした一家の家長に率いられるよ

うな人間的温かさを強調する徳治主義的国家観を強調する傾向に変わっていった。 

⑤ ｢戦時大本営条例制定ノ御趣旨､ 明治十五年ニ陸海軍軍人ニ賜ハリタル勅諭等ニ照シ明白

ニシテ､ 帝国憲法亦此大精神ニ基キ制定セラレ(村上啓作『戦争要論』陸軍大学校将校集会

所､1925年)たる統帥権の独立 

 

４．昭和の国家観・国防観 

(1) 独クラウゼビッツの『戦争論』の影響 

「戦争は敵を屈服させて自己の意志を実現するために用いられる暴力行為である｣｡ また戦争で勝

利を得るためには｢完全に敵国民又は敵国軍を殲滅するか､ 又は敵の領土を全部占領することが

必要である｣ 
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(2) ハウスホーファーの『国防地理学』(生存圏思想)の影響 

① ｢国防の本義は他国の侵略を防御し､ その非道な圧迫を排除し､ 国家の利益名誉を守り安

泰を図るにある｡ とはいえ国家は自然に発展する性質を持っており､ 国家の発展に伴って国利

民福を増進させ国是国策の遂行を保証することも､ また国防の目的である｣ 

② ｢国家成長発展の基本的活力の作用である｡ 従って国家の全活力を最大限に 発揚せしむる

如く､ 国家及社会を組織し､ 運営する事が国防国策の眼目でなければならばいない｣ 

③ ｢従って国防は国民の総てのエネルギーの強化にあり､ 今日の国際的争覇時代において､ それ

は絶対的第一義的なものである｣ 

④ ｢国防の本義は他国の侵略を防御し､ その非道な圧迫を排除し､ 国家の利益名誉を守り安

泰を図るにある｡ とはいえ国家は自然に発展する性質を持っており､ 国家の発展に伴って国利

民福を増進させ国是国策の遂行を保証することも､また国防の目的である｣と変化 

(3) 高度国防国家の建設→｢国防の本義と其強化の提唱｣(陸軍省調査部新聞班､昭和 9年) 

｢戦いは創造の父､ 文化の母である｣と規定し､ ｢国家成長発展の基本的活力の作用である｡ 従

って国家の全活力を最大限に発揚せしむる如く､ 国家及社会を組織し､ 運営する事が国防国策の

眼目でなければならばいない｣｡ ｢従って国防は国民の総てのエネルギーの強化にあり､ 今日の国際

的争覇時代において､ それは絶対的第一義的なものである｣ 

(4) 海軍の国家・国防観の変化 

① ｢国防ノ本義ハ他国ノ侵冠ヲ防禦シ其ノ非道アル圧迫ヲ排除シ以テ利益名誉ヲ保護シ国家ノ

安泰ヲ図ルニ有リト雖 国家ハ自然ニ発展ノ素質ヲ有スルヲ一般トスルガ為 其発展ニ伴ヒテ国

利民福ヲ増進シ国是国策ノ遂行ヲ保障スルコト亦国防ノ目的ナリ｣(島田繁太郎海軍大佐 

海軍大学校｢戦略講義｣大正 15年) 

② ｢国防トハ単ニ国土又ハ人民ニ対スル外敵ノ攻撃ヲ免レシムルノミニテハ足ラズ 宜シク成長発

展ヲ保護シテ其ノ生存ヲ全ウセシメザルベカラズ｣(大西瀧治郎大佐『秘 統率学講義(上巻)』

海軍大学校､昭和 12年､26頁) 

(5) 昭和戦前期の国防観→思想を守る軍隊→国防の対象が｢天皇｣や｢国体(国家体制)｣へと変化｡ 

① 国土･主権･国民を守る国防観から｢国家体制の変革は必ずしも常に外敵による攻撃を必要と

しない｡ 国内的な国民精神の崩壊､ 思想の混乱､ 階級闘争等による革命に依って行はれる

ものである｡ このため国内的であると国外的であるとを問はず､ 国家体制を破壊しようとする者
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に対する防衛も又国防の一種と見做すべきである｣｡ ｢皇軍ノ本文ハ､ソノ頭首ト仰ギ奉ル天皇

ノ防護ニ存スル(鹿子木員信｢皇軍軍隊ノ使命｣ 同編『皇国学大綱』)｣､ ｢皇軍軍隊ノ任務ハ

此万世一系ノ皇祚ヲ踐マセ給ヘル大元帥陛下ノ股肱トシテ皇謨ヲ扶翼シ奉リ以テ皇基ヲ爐弘

シ稜威ヲ八紘ニ輝カシ奉ルニ在リ｣と､ 皇軍化の進捗とともに守るべき対象が天皇に  

② 皇威を拡げる軍隊へ→大日本陸軍から皇軍へ⇒アジア開放・民族独立へ 

陸軍大臣：荒木貞夫の演説「日本軍は神より受けた正義の剣、神の剣の軍隊であり。この神

剣で皇道を世界に広められるべきものである。反対するものは神の剣で根絶されなければならな

い」。 

 

6．平成の国家観・国防観 

(1) 国際環境の変化 

① 国際化、ボーダレス化、通信情報、経済から軍事まで 

② 移民を含め共存共栄の相互理解の進展 

③ 国家の主権への反撃⇒アラブの春、雨傘革命、ひまわり運動 

(2) 第 1 の国家観・国防観の破壊者―マッカーサー占領軍司令官 

① 占領政策→日本弱体化（強国出現阻止）と非武装国家化 

② 東京裁判→愛国心（国家観）の消去、贖罪意識の強制 

War Guilt Information Program｛対日贖罪計画｝ 

③ 国家観解体指令→皇室典範改正、神道指令、国体の本義、アジア主義団体などの解体 

④ 指導者・官僚の追放令（約 22万） 

(3) 第２の国家観・国防観破壊者―民主党政権 

(4) 国家を崩壊した民主党の統治 

◎「かかるとき、かかる首相を 戴いてかかる目に遭う 日

本の不幸」（俳人長谷川櫂） 

① 菅直人の国家・歴史観→中央集権国家＝官僚主権＝悪、地域主権国家＝国民主権（政

治主導）＝善 

② 民主党（国家社会主義）と党の理論（松下圭一「市民自治」論）→市民国家の建設国家

統治と対決→「新しい公共」「地域分節主権」「官僚内閣制の打破」など 
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国家統治の解消、地方自治（地方分権）の推進→国家解体（天皇制・国歌・国旗反対） 

③ 菅内閣のブレイン：松下圭一（法政大学名誉教授） 

菅直人「松下理論を現実の政治の場で実践する」 

仙石由人：松下圭一の本を「まくら元に置いて、年中読んでい

た」 

参考文献：松下圭一『政治・行政の考え方』（岩波書店、

1998年） 

菅直人『大臣』（岩波書店、1998年） 

(2) 鳩山由紀夫の国家観「日本列島は日本人だけの物ではない」 

 

Ⅲ.日本国史学会への期待とお願い 

１．「国体の本義」の再評価 

1937 年：文部省教学局『国体の本義』を配布→日本の「国柄は如

何にあるべきか」 

(1) 発刊の背景：「最近に至ってはファシズム等の輸入を見、遂に今日我等の当面する如き思想上・社

会上の混乱を惹起し」たため、これらの思想に対抗するため、日本の歴史と伝統、風土などに根差

した国柄（国体）を求めた文書。 

(2) 「国体の本義」を読み解く 

① 「天つ神」は天上で生まれ、地に降りた神で、その子孫が天皇、天皇は「ムラ」の長老のような象

徴的存在、天皇は天照大神を祭る｢司祭者｣として現人神とされた。 

② 天皇は諸外国の皇帝(国王)とは大きく異なっている。諸外国の皇帝は征服者であり､ その地位

は力によって得たものである。 

③ 日本民族は「先住土着民族（国津神・代表は大国主命）」と「支配民族（征服渡来民族―

天皇家）」が豊かな「葦原の国」に国造りし、農耕・稲作民族の受容性の豊かな女性神の「産

土（うぶなす）」神の天照大神が支配民族の祖神となった。 

④ 祖神の天照大神と住民が一系のルーツを有し、それを「国体の本義」は「肇国以来一体となって

栄えてきた」。「天地創造以来の神々が皇統に連なり、それがさらに国民に連なっている」との一
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貫性、さらに国土も神が生んだとの建国神話―「神の国」であると日本の「国柄」を説明し、この

考え方が国家・国民・元首から山川草木すべてを家族関係にまで高め、そこに縦関係の家族制

度が生まれ、祖先崇拝の垂直神の｢天つ神｣の代表の天照大神へと連なっていった。 

⑤ 「地の神」は多様性に富む「母なる大地」的な受容性の豊かな優しい女性神「産土（うぶなす）」

神、「祝詞」で「八百万神等諸共に聞食と申す」と奏上すれば、「地の神」「天つ神」が総ての願

いが聞いてくれる優しい神。（お守り：神をコントロールする日本人の偉大さの具現では） 

⑥ 「国体の本義」は「一家一郷一国家」：「君民一体となり、親子相和して美しき情緒が家庭生

活・国民生活に流れている所以である」「西洋諸国の国民性・国家生活を形造る基本思想た

る個人主義・自由主義等と、我が国のそれはとの相違は正にこゝに存する」。 

⑦ 稲作をめぐり八百万の神が生まれ、この「国つ神｣「地の神」の水平的思考が｢みな同胞（ミナハ

ラカラ）主義、「人類はみな兄弟」の「八絋為宇」の世界観となった。 

 

２．現在の危機と対策（現代への遺訓） 

・日本の建国は 2675年前、しかも天皇は万世一系（南北朝や女帝時代もあるが）。 

・国家は有限であり歴史を消された民族は砂漠の砂のように消え去る」（宮崎駿「千と千尋の神隠し」 

・最大の危機は国家溶解→20年後にはチベット、内モンゴル化? 

 

３．世界に稀な日本の風土を見直そう 

・大和に帰れ（聖徳太子に学べ） 

① 憲法、国家体制の確立―憲法十七条、平城京、大仏（国内インフラなどの整備） 

② 防人の充実 

③ 『古事記』『日本書紀』←歴史観の確立→国家観の確立⇒神話を教科書へ取り戻す努力 

④ 祝日の名称の見直しと祝日の国民運動の推進⇔アイデンティは記憶から生まれる 

４．死守すべきもの 

(1) 天皇は国家の天守閣→落城寸前（自虐外交官の支配下） 

(2) 靖国神社は国家の「お守り」；自衛隊は国家の骨髄 
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(3) 日本防衛の本丸は靖国神社、石垣は国民→（中国・韓国、進歩的リベラルが破壊中） 

5. 憲法に於ける天皇の位置付け（象徴天皇で良いのか） 

(1) 軍人に対する手厚い処遇がなければ戦えない。 

1868（明治 元）年 6月：九段に東京招魂社（靖国神社）創設 

1879（明治 12）年 6月：東京招魂社を靖国神社と改称 

1882（明治 15）年   ：軍人勅諭下賜 

1890（明治 23）年 2月：金鵄勲章制定、6月：軍人恩給法制定 

(2) 自衛官の慰霊は靖国神社ではないか（市ヶ谷の殉職隊員の碑では浮かばれない） 

(3) 危機は迫りつつある 

① 危機に「まさか（想定外）」はない 

② 中国の世論と軍部の暴走 

③ 細々とした防衛力整備 

 

宣伝販売『日英同盟―同盟の選択と国家の盛衰』（角川ソフィア文庫）特別価格 900円 

   


