戦前︑小学校は国家主
義・反民主主義的な﹁国
民学校﹂だった︒学校で

を大切にして生きていく

をしない国で個人の権利

転換のなかで︑
私は
﹁戦争

身に染みて感じた︒

くれたか︑ということを

なに自分たちを解放して

てくれていた国や友人た

として友好的に受け止め

っている民主主義国家﹂

変わっていった︒昨日ま

え方︑国の制度を子ども

短期間で学び︑新しい考

いた︒先生たちは憲法を

けはきれいに製本されて

ト だ っ た が︑
﹁憲法﹂ だ

他の教科書はパンフレッ

の授業が週２回あった︒

新制中学には﹁憲法﹂

と談判した︒村の東京出

援助すべきではないか﹂

合 い︑﹁ 勉 強 す る お 金 を

した︒さらに村長に掛け

法違反になるよ﹂と反論

ける権利があるのに︑憲

れた時︑私は﹁教育を受

就職するように﹂と言わ

ら大学進学をあきらめて

母から﹁お金がないか

たような思いを抱いた︒

く︑自分の人生が始まっ

れた︒非常に居心地がよ

議論している︒

根本的に矛盾したことを

することが平和なんだと

和主義﹂と言って︑戦争

権 を 認 め た︒﹁ 積 極 的 平

定で変更し︑集団的自衛

いる︒憲法解釈を閣議決

い国家を作ると表明して

ーム﹂から脱却し︑新し

今の首相は﹁戦後レジ

としても憲法を守り抜か

という動きに抵抗し︑何

きたこの倫理を無くそう

後︑日本人が大切にして

本 質 的 な 倫 理 観 だ︒ 戦

ければならない﹂という

は︑
﹁人間はこう生きな

争しない﹂ という理念

ある︒９条が掲げる﹁戦

私たちにはまだ希望が

ちがいなくなってしまう

んだ﹂と教わり︑励まさ

で﹁死んで靖国へ﹂と言

憲法に
解放された

た︒終戦日の翌週には︑

戦場に行って天皇陛下の
ために死んで靖国神社に
葬られる︒それが君たち
の生まれてきた理由だ﹂
と話した︒

な け れ ば な ら な い︒ 長

機が迫っている︒

湾岸戦争では９条があ

ルとして受け止められる

年︑自分が信じてきた９

日が来るように︒

ったからこそ参戦せずに

に参加することになれ

張所での仕事を融通して

ば︑これまで﹁９条を持

たちに分かりやすく教え

きた︒私は東京で学びな

っ て い た の が︑
﹁これか

がら︑新しい憲法がどん

と︑すっかり大人たちが

人間の生き方示す憲法９条

ある時︑私の母が校長
に﹁先祖代々の墓に帰っ
てくることはできるの
か﹂と質問すると︑校長

歳の時に戦争に敗れ

軍国主義から民主主義

国益とは関係ない︒むし

条が世界中の人間のモラ

へ︑２年にわたる大きな

ろ︑中東で現地の人びと

ターテロの標的になるな

を殺せば︑日本がカウン

をまともに紹介しようと

すり寄り︑自己利益を図

清朝末期に外国資本に

しない︒
い︒

れ︑地位も権力もお金も

済んだ︒アメリカの戦争

が外交だ︒日本の支配層

ンがあるのかを問わず︑

対米基軸にどんなリター

日本では︑マスコミも

いだろう︒

手としてみなされていな

からは︑まともな外交相

的な日本の支配層は米国

と同じだ︒こうした売国

出した国益と交換するも

国益を優先するが︑差し

の人権や命より︑米国の

国益のためだ︒日本国民

保護法のいずれも米国の

認や︑強行採決した秘密

た集団的自衛権の行使容

安倍政権が閣議決定し

推進やＴＰＰなど巨大な

性格がある︒辺野古移設

願の実現を目指す特異な

とは関係ない個人的な悲

を基軸としながらも国益

だ︒

国の軍事機密を守るため

る︒特定秘密保護法も米

ど︑国益は劇的に減少す

その背景には︑日米同

のは何もない︒

った中国の商人〝買弁〟

盟を基軸として米国の国

﹁土台﹂を疑うことをし

﹁土台﹂
を
疑わない

益を最大化することを効

ない︒

の 人 間 が〝 賢 い 〟 と さ

だ︒対米従属まっしぐら

きる仕組みがあるから

自己利益を得ることがで

でも︑学会でも出世し︑

社会では財界でも︑政界

メディアはそうした報道

は初めてだろう︒日本の

批判をされる日本の首相

ている︒これほどまでに

権の政策を厳しく批判し

海外メディアは安倍政

肩代わりしても︑日本の

国の行う中東での戦争を

買う権利〟だ︒日本が米

るために〝他国の喧嘩を

傀儡政権の戦争を支援す

戦体制のもとで︑米ソが

集団的自衛権は東西冷

る︒

国に懸念を抱かせてい

中国や韓国を刺激し︑米

婦問題︑靖国参拝問題で

で︑９条改憲や従軍慰安

従属路線を堅持する一方

国益を差し出して︑対米

安倍首相には日米同盟

率的にやる人間が︑日本

国民より
米国の利益

得られる︒

くれ︑進学することがで

は日米基軸を絶対視し︑

米国の意向をくまない独

てくれた︒

年半の間に憲法ができ︑
教育基本法ができた︒

通だが︑対米従属するこ

思考停止を続けてきた︒

自の外交戦略は何もな

らは民主主義だ﹂と︒１

昨年 月︑神戸女学院大学名誉教授・内田樹

争か平和かの重大な岐路に立つ︒

本来なら安全保障上の

るものだ︒

主権国家が他国に従属

とで得られる国益は何も

様々な選択肢を考えるの
戦後の日本政府の国家

ない︒ＴＰＰはその最た

というものだった︒日本
の支配層は︑米国に追従
することで︑１９５１年

プロフィール
1950年、東京生まれ。思想家、神
戸女学院大学名誉教授。

対米従属は自己利益のため

のサンフランシスコ講和
条約で﹁独立﹂し︑１９
７２年には沖縄が返還さ
れたと考えた︒
その後も対米従属以外
の国家戦略を持たず︑現

樹さん
内田

在にいたっている︒外国
の基地が︑国内に存在す
ることは︑主権国家とし
て恥ずべき状態である︒
沖縄などの米軍基地は︑
属国の象徴だ︒

のではないか︒そんな危

村 に 米 軍 が 到 着︒ す る

は毎日のように校長が

私には
希望がある

校長から説教された︒そ

﹁早く大人になって兵隊

んな世の中だった︒

にならないといけない︒

は激怒して﹁この国に生

プロフィール
1935 年、愛媛生まれ。作家。
「九
条の会」呼びかけ人。1994年にノー
ベル文学賞。

まれる男にとって墓はい

大江健三郎さん
するからには︑その見返

さか﹂でそれぞれ講演した︒要旨は次の通り︒

おさか医科・歯科９条の会﹂︑﹁九条の会・おお

さんとノーベル賞作家・大江健三郎さんが︑﹁お

11

らない﹂と一蹴し︑私が

70

の法整備や憲法改正を狙う安倍政権のもと︑戦

今年︑戦後 年を迎える日本︒集団的自衛権

10

りがあると考えるのが普

今

戦略は︑対米従属を通じ

伝え
、たい

て主権を回復し自立する

戦後70年

２０１５年１月１日 （５、15、25日発行）
（４）
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