小田実氏が平和講演（大要）

込まれた。それにくっ付
いていたら日本はこれか
らどうなるのか分からな

５年のイギリスの選挙。
第二次世界大戦が終結に
近づいた頃、イギリスで

総選挙があり、大変動を
起こした。当時、イギリ
スの戦争政策を強権的に
実行したチャーチルは、
ナチスドイツを滅ぼしイ
ギリスを勝利に結びつけ
たまさに戦争政策最大の
功労者ともいえる人物

だった。しかし、イギリ
ス国民は１９４５年の戦
争が終結に近づいた総選
挙において、彼を首にし
た。日本人なら何となく
功労者だからと言って、
チャーチルを選んだだろ
う。しかし「もう戦争は
結構だ。あなたは要らな
い」ということを選挙の
力で平然とやってのけ
た。そして、社会福祉政
策を掲げていた労働党を
当選させ、労働党政権が
出来上がった。革命闘争
をしたわけではなく、流
血の惨事になったわけで
もなく、投票で「もう要
らない」 と言っただけ
だ。私はこの意味をもう
一度考え直すべきだと思
う。アメリカの中間選挙
結果は、イギリスほどで

はないが、かなりの変化
をもたらしたのは事実
だ。一票の力は、革命的
変化を起こす力をもって
いるということだ。
政策を決定し、戦争を
指示する人を「大きな人
間」だとすると、大多数
の人は 「小さな人間」
だ。イギリスで「大きな

人間」であるチャーチル
を、「小さな人間」が一
票でひっくり返した意義
はとても大きい。中間選
挙で、ブッシュにとって
の大惨事を引き起こした
のも一人ひとりの小さな
人間の力だ。この価値を
考えたい。

庶民の選択を具体化
するのが政治家

半分の言い方をされた。
しかし、いま私たちには
「地を這っている虫の方
が、鳥よりもはるかに自
由だ」という発想の転換
が必要である。

世界的使命、普遍的に
世界全体の未来のことを
前文にしている憲法など
全世界に存在しないの
だ。日本国憲法は世界全
体の未来を話している。
１９４５年８月の段階に
おいて、日本は全世界の
敵であり、一番指弾され
ている悪い国が一番いい
ことを言ったのだ。我わ
れは悪いことをしたか
ら、見えるものがある。
あなた方は見えていな
い。だから、見えるもの
をあなた方に教えるとい
うことだ。一番悪いこと
をしていた犯人が、悔い
改めて善人に向って「お

鳥は自由に飛んでいる
ように見えるが、永遠に
飛んでいられないし、ど
こかに降りないといけな
い。 風がありそうだと
か、 餌がありそうだと
か、色々考えながら降り
てくるから、全部を地上
の状態に縛られ、決して
自由には飛んではいな
い。何も大局的見地など
には立っていないから、
「鳥の視点」というもの
は見方が非常に固定して
いる。
しかし、虫は逆だ。虫
は地上を這っているが、
「虫の視点」は完全に自
由だ。空は上に限りなく
広い。 虫は現実の中に
ずっと存在していると同
時に、上を見れば無限に
発想が豊かになる。鳥の
発想の方がはるかに貧し
いだろう。
テレビの論客は「鳥の
視点」で下を見て小さな
ことばかり言っている。
この政権はどうなるかと
か、北朝鮮が核を持った
らどうするかとか、そん
な話ばかりをしている

前ら分かっていないだろ
う」と言ったのだ。一番
威張っているすごい憲法
だ。「悪いことをしまし
た。すみません。土下座
します」と言っている憲
法ではない。非常に珍し
いし、前文は非常に大事
だ。 だから、 子どもに
「こんな威張った憲法は
ない」と教えてほしい。
へりくだって、押し付け
られた憲法ではないと。
全世界に向かって非暴力
を押し付けているのだ。
戦勝国に向かって、アメ
リカに向かって言ってい
るから大事なのだ。
（６面につづく）

が、 もっと将来を見れ
ば、もっと広い世界があ
るじゃないか。だから、
我われが今必要としてい
ることは、一方的に流さ
れた情報からではなく、
「虫の視点」で自由に世
界を見ようじゃないかと
いうことだ。
それを別の言葉で言え
ば、私たちには「認識と
思考」が必要だ。事態を
認識することは、自分の
持っている既成の価値観
などをできるだけ排除し
て、今ある事物あるいは
事態を出来る限り客観的
に、 完全にはできない
が、科学的に眺める。変
な先入観では見ない。そ
の上に、思考つまり考え
ることは完全に自由であ
るべきなのだ。思考が認
識に捕らわれてはいけな
い。認識において我々は
地の上を這っているが、
思考においては宇宙を見
ることができる。実は憲
法を見る目も同じで、
「小さな人間の目」が必
要だ。

考えろ」 と言ったわけ
だ。戦後の世界で国民健
康保険などを曲がりなり
にもやりだしたのは、イ
ギリス労働党政権のお陰
である。
主権在民は、「小さな
人間」が大きな方針を決
めることだ。それをどう
実現するかは政治家や役
人の役目だ。本末転倒し
てはいけない。憲法の問
題も同じで、一番の根本
は、「小さな人間の力」
を示すことだ。そうでな
ければ何のために憲法が
あるのか分からない。
「憲法があるから」では
なく、我われのために憲
法があるのだ。

と 条である。
前文には何が書いてあ
るか。「われらは、平和
を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永
遠に除去しようと努めて
いる国際社会において、
名誉ある地位を占めたい
と思ふ」と言っている。
現在の世界は、専制と隷
従、圧迫と偏狭が満ちて
いる世界、つまり、ろく
でもない社会なので戦争
が起こる。だから、これ
を変えると書いてある。
この社会を変える手段
は、 まず 「非暴力」 を
もって行うと堂々と謳い
上げているのが前文だ。
かし、日本政府はアメリ
カに追随し憲法をやめて
軍備を増強するとか、ど
うしようもないことをい
まだに言っている。もう
一度、憲法に基づいて考
え直さないといけないと
ころにきているのが、我
われの状態なのだ。

「虫の視点」
で自由に
世界を見よう

「基地をなくせ、福祉
し、社会福祉政策を採っ
を充実させろ」などと言
ている労働党を堂々と選
うと、テレビの論客や大
んで、その後どうするか
新聞の論説委員の人間は
は「労働党よ、しっかり
「具体的にどうするのか」
と言うが、それを考える
のは政治家や役人の仕事
だ。庶民の選択があった
上で、それに従い具体的
な方策を考えるのが政治
家や役人だ。我われが彼
私がベトナム反戦運動
らに付き従っているので
などしている中で、よく
はない。
「小田さんたちは、鳥の
このことをはっきり示
視点・鳥瞰図に対して地
したのはイギリス国民
を這う虫の視点・虫瞰
だ。 チャーチルを首に 図」と評価半分、けなし

「アメリカと今いかにつきあうか」

シュ政権は、一番大事な
イラク政策を変更せねば
ならないところまで追い

一票の力が
変化起こす
アメリカの大変動を起
こしたのは選挙だ。選挙
で想起するのは、１９４

いが、アメリカの大変動
に対して日本の対応は割
とのんきなものだ。安倍
政権もマスメディアも、
アメリカが大変なところ
にきていることを捉えて
いない。私はそこから少
し考えてみたい。

安倍内閣、自民・公明の両党は、改憲準備として国民投票法案の今国会成立を狙っている。提案され
ている国民投票法案は、「最低投票率の基準がない」「投票二週間前までは有料広告・宣伝のし放題」な
ど、改憲を強行しようとする勢力に都合のよい中身となっている。９条改悪策動が強まるなか、おおさ
か医科・歯科九条の会が昨年 月 日に作家の小田実氏を招いた講演会の大要を掲載する。（編集部）
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米国民がブッシュに「ノー」

1
1

民主が中間選挙で勝利
世界的な動きの中で、
アメリカの動きが大切
だ。否応無しに、我われ
はアメリカとくっ付いて
動いている。アメリカの
中間選挙では、民主党が
上院・下院選挙において
勝利するという画期的な
大変動が起きた。米国民
は、ブッシュ政権が行っ
たイラク戦争に対してノ
ーを突き付けた。 ブッ

今こそ日本国憲法が生きる
日本国憲法を重視するこ
とで、力を平和的に発揮
する機会に来ている。し

思うのは、世界の憲法に
ないものが３つあるから
だ。１つは前文。２つ目
は第９条。３つ目は 条

全世界の未来に
非暴力を訴え
憲法は、小さな人間の
立場を非常に強く押し出
している。私がこの憲法
を世界で冠たる憲法だと

2
5

おおさか医科･
歯科九条の会
小田 実（おだまこと）プロフィール １９３２年大阪
市福島区生誕、夕陽丘高校、東京大学、ハーバード大学留学、「何でも見
てやろう」「平和をつくる原理」「ベトナムの影」「民の論理、軍の論理」
「西ベルリンで見たこと、日本で考えたこと」ほか多数刊行

いけない。戦争で解決し
ようとしても紛争は絶え
ず起こる。平和をもって
解決しなければならな
い。
今こそ日本国憲法が生
きてきてくるのではない
か。日本国憲法が書いた
のは、紛争や問題の解決
に武力を使わない、我わ
れは武力を持たないと堂
々と言っている。日本は
相当な力を持っている。

紛争は戦争で解決できない
今のイラクは、武力で
押さえつけるだけの政策
が泥沼にはまり抜け出せ
なくなった。アメリカ国
民は、 ブッシュ政権に
「ノー」を突きつけた。ア
メリカはぼろぼろの体で
出て行くのだろうが、い
よいよもって収拾がつか
ないところにきている。
大局的見地に立って情
勢を捕らえるならば、
「虫の視点」で見ないと
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大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（５） 2007年4月15日

