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私たちは“仮想現実の世界”に生きている！ 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

１）“フェイクニュース” 

（１）フェイクニュースの氾濫 

 

皆さんご承知の通り、米国のドナルド・トランプ大統領は、米国の CNN や ABC など

の主要メディアとの対決姿勢を露わにし、彼らを「フェイクニュースだ！」と決めつけ

て排除し、主要メディアを通さず、自ら直接 twitter などの SNS を通じて自分のメッセ

ージを米国民を始め、世界の人々に伝えようとしています。 

 

「フェイクニュース」とは、事実ではない、虚偽・デタラメな内容の情報・報道の総

称です。実際、2016 年のアメリカ大統領選挙期間中には、Facebook を中心に、「ローマ

法王がトランプ候補支持を表明した」という誤報から、「秘密の世論調査でトランプ氏が

リード」という実態とは真逆の事実を伝えるもの、さらには「クリントン候補が人身売

買組織と関係している」といった陰謀論まで、さまざまフェイクニュースが流れました。

この選挙期間中に継続的にフェイクニュースを発信し続けたサイトは、「リアル・トゥル

ー・ニュース（本当の真実のニュース）」という名称を付けていました。これを作ったの

は、ある金融機関の役員マルコ・チャコン氏で、当初は友人間でジョークを楽しむため

だったと言いますが、だんだんと深みにはまって行きました。 

 

これらのフェイクニュースは、対立候補を貶めるために拡散される政治的な目的を持

った場合や単に拡散することによってクリック回数を増やし広告収入をあげるというビ

ジネスの目的、さらには嘘の拡散を楽しんでいる“愉快犯”などの場合があります。そ

れを見た人が面白がってさらに知人や友人などに知らせようとするため、フェイクニュ

ースは、その真偽の確認されないままにあっと言う間に拡散する傾向があります。2016

年の流行語大賞には、「Post-Truth」という言葉が選ばれました。人は真実ではなくて、

とにかく感情的に心が揺さぶられれば、それでいいと。真実は二の次だということが広

がっていると言われています。 

 

また、フェイクニュースが広がる背景には、ＳＮＳを通して、自分が興味のある情報

だけを受け取ろうとする人たちの増加があると言われます。インターネット上では、さ

まざまな友人、さまざまな情報とつながっているように見えても、実は、利用者（情報

の受け手）というのは、見えないバブル＝泡に覆われていて、偏った情報に囲まれて、

真実が見えなくなってしまう状態にあると言われています。このような情報の受け手の
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状態を「フィルターバブル」と呼び、これがフェイクニュースを拡散させてしまう理由

となっていると言います。これは、元来、私たち人間は、自分の信念（自分が正しいと

思っていること）や自分の価値観（自分が重要だと考えていること）を軸として、「自分

の見たいものを見たいように歪めて、やっぱりそうだと決めつけたがる」という性質が

あるからです。 

 

これらのフェイクニュースについては、NHK クローズアップ現代で繰り返し放送して

います。例えば、2017 年 2 月 7 日(火)放送の「フェイクニュース特集 あなたは被害者？

加害者？」は、以下の URL でその概要を文字でご覧になれます。

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3930/1.html 

 

ここでの問題は、まずフェイクニュースはなかなか見破ることができないということ

です。特に、それらが次々と大量に投入される場合、私たちは、それを信じてしまいが

ちです。先の「クローズアップ現代」によれば、実際に次のようなことが起こりました。 

 

ドイツの地方新聞紙ルールニュースの記者ペーター・バンダーマン氏が掲載した「中

東などからの移民も一緒になって、花火や爆竹を鳴らして年越しを祝う市民たち」の記

事が、オーストリアのニュースサイトに引用され、シリア人が「アッラーは偉大なり」

と叫び、教会に火がつくと、別の教会でのぼや騒ぎという無関係な事柄を組み合わせ、

まるで彼らが放火したかのように描かれたのです。そして、さらに移民やイスラム教徒

に排他的とされる、ブライトバートのロンドン支局も引用記事を掲載し、「１，０００人

の暴徒が警察を襲撃。ドイツ最古の教会に放火」とイスラム過激派との関連をも匂わせ

る記事に替わっていたのです。多くの非難のメールを受けたバンダーマン氏は、これら

の記事への反論記事を書きますが、時既に遅しで、これら２つの記事は、合計 28 か国 4

万 5000 件余りがアクセスされる一方、反論記事へのアクセスはわずか 500 件余り。 

 

事実が嘘に塗り替えられてしまったのです！ 

 

人間の脳は、繰り返し目にするものを“正しいもの”と判断するようにできているか

らです。この点、東京大学・大学院薬学系研究科の池谷裕二教授は、次の様に述べてい

ます。「僕らに今見えている世界の「正しさ」って、一体何なんだろう？何が正しいのか、

何が間違っているのかなんて、結局、脳にはもともとそんな基準なんてないんだよ。～

僕らにとって「正しい」という感覚を生み出すのは、単に「どれだけその世界に長くい

たか」というだけのことなんだ。～過去の「記憶」が正しさを決めている。この意味で

言えば、「正しい」か「間違っている」かという基準は、「どれだけそれに慣れているか」

という基準に置き換えてもよい。つまり、僕らの「記憶」を形成するのに要した時間に

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3930/1.html
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依存する。」（「単純な脳、複雑な「私」」池谷裕二著 pp.118-122）」例えば、ブッシュ大統

領がイラクが大量破壊兵器を保有していると繰り返し述べ、先制攻撃をしましたが、私

たちは、何となくそうなのかなと思わされてしまいました。ところが、実際には、大量

破壊兵器はなかったのです。 

 

また、大統領選のような“一定の期間”の限定がある場合、その期間中には内容の真

偽が判明しないという場合があります。このように一定の期間内に次々と流されるフェ

イクニュースについて、その期間中に内容の真偽が判明しない場合、実際にはそれが“嘘”

であっても、多くの人々がそれを真実だと信じることとなり、それらの人々を通して大

統領選挙に重大な悪影響を及ぼすこととなります。これは、人間の心の弱さを突くもの

であり、民主主義にとって、選挙民の正しい情報に基づく選択を阻害する重大な脅威と

なりうるものです。実際、フェイクニュースによって、社会の分断と混乱を意図的に生

み出そうとする勢力も存在するようです。 

 

今回の騒ぎを受けて、facebook や Google、Twitter などの SNS では、フェイクニュー

スの拡散を技術的に抑制する取り組みが始まっているようですが、やはり限界もあるで

しょうし、今後 AI がフェイクニュースの作成に利用されることとなれば、見極めはさら

に困難となってしまいます。 

 

以上から、私たちは、このフェイクニュースに関する限り、そして、それを真実だと

信じた人々について言えば、その人たちは、“真実でない世界”、即ち、“仮想の世界”の

中で生きているということになります。 

 

（２）トランプ大統領の実像 

 

他方、トランプ大統領と主要メディアとの争いは、粗野で乱暴なトランプ大統領が、

自分を批判するメディアと単に“喧嘩”をしているだけだとの印象を多くの人たちが持

っているのではないかと思います。私もそうでした。しかし、その背景には、トランプ

大統領誕生の秘密が関係しているのだということを最近知りました。 

 

トランプ大統領は、粗野で乱暴なその性格から、“誤解”されることも多いようですが、

その主張は、大統領選を戦ったときから意外にも一貫しています。つまり、これまで必

ずしも“米国民のために”行われて来なかった米国の政治をウォール街を中心とするグ

ローバル金融資本家から取り戻し、“他の国の国民のため”ではなく、本当に“米国民の

ために”、また“他の国の利益のため”ではなく、“アメリカファースト”で主権国家た

る自国の利益のために政治を行い、「アメリカを再び偉大な国にしよう！」ということを
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言っています。このトランプ大統領の言う「アメリカファースト」を“自国さえよけり

ゃ他国はどうでもいい”という意味だと解説する人がいますが、そんなことは言ってい

ません。もし、そうなら、それは“孤立主義”で他国に干渉することなく、自国に閉じ

こもってしまうこととなるはずですが、シリア問題や北朝鮮の問題など、「世界の警察官

はやめる」と宣言した前任のオバマ大統領に比べてもより明確にメッセージを発し、行

動を起こしていることは明らかです。各国が自国の国益を考え、その上で国家間の関係

を考える、というグローバリズム以前の伝統的な考え方に戻ろうと主張しているのです。 

 

それまでの政治は、“グローバル化至上主義”とも言えるユダヤ人の金融資本の影響を

強く受けた歴代大統領によって、グローバル化を推進する方向で行われてきました。

NAFTA や TPP も主権国家の枠組みを超えて地域的に一部グローバル化するもので、そ

れによって、米国内の製造工場は無くなり、米国民の雇用は失われ、労働賃金の安価な

メキシコの地域などに移転してしまいました。人の移動の自由化もグローバル化の一つ

の要素ですが、それによって、メキシコから不法移民が押し寄せ、安価な賃金でも喜ん

で働くことから、米国民の雇用を奪ったり、労働賃金の引き下げ圧力となりました。そ

の結果が、ラストベルト地帯と呼ばれるデトロイト周辺地域の衰退振りです。 

 

そのような結果をもたらした NAFTA の取り組みはグローバル金融資本家たちの利益

にかなっていることは間違いありませんが、本当に米国民のためになったのか？ 

 

答えは No だと言うわけです。それは、主権国家の上に欧州委員会という肥大化した行

政権力の存在を認める EU から離脱した英国の動きと軌を一にするものと言えます。グ

ローバル化の動きに待ったをかけ、民主主義に基づく主権国家を取り戻そうという動き

です。つまり、グローバル化の動きは、国民の声が無視され、民主主義をないがしろに

することにつながるのです。 

 

ここで、重要なことは、そのようなグローバル化を推進してきた勢力は、これまで米

国を支配してきたウォールストリートを中心とするユダヤ人金融資本であり、彼らに支

配された CNN や ABC などの主要メディアだったということです。そして、彼らは、大

統領候補として、ヒラリー・クリントン女史を担ぎ、大統領選挙期間中、徹底してクリ

ントン女史を支持し、“トランプ候補叩き”を行ったのでした。粗野で乱暴、差別主義者、

そして、ロシア疑惑など、悪玉トランプ氏の虚像をメディアが作り上げ、流し続ける一

方、トランプ氏の正しい主張やそれを支持する人々の従来の米国政府のグローバル化推

進がもたらした結果への不満や憤りを無視し、報道しない、若しくは、抑制することに

よって、トランプ氏の実像は歪められました。 
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ところが、予想に反して、雇用を失ったラストベルトの白人労働者やキリスト教福音

派の支持を得たトランプ氏が勝ち、大統領となってしまいました。それまでの政治に不

満を持つ人々の怒りが頂点に達したからです。このような背景から、大統領に就任した

トランプ氏は、CNN 等の記者に対して、極めて厳しい態度を採り、「おまえのところは、

フェイクニュースだ！」と言って、インタビューを拒絶しているというわけです。この

辺りの背景については、元ウクライナ大使の馬渕睦夫氏の「反グローバリズムの逆襲が

始まった」「馬渕睦夫が読み解く 2019 年世界の真実」などの著書が大変参考になります。

詳細はぜひそちらをご覧ください。 

 

 それでは、日本のメディアの報道は、“嘘偽り”のない正しいものだったでしょうか？ 

 

これも、最近批判されている通り、日本のメディアの流すニュースは、独自取材のも

のはほとんどなく、米国の主要メディアのニュースの受け売りか、それを焼き直したも

のですから、その大本の米国の主要メディアと同様に、部分的かつ歪んでいると言わざ

るをえないのです。 

 

このように見てくると、ここ最近の米国の大統領選挙とその後の米国の動きについて

は、これまでの米国の歴代大統領と今回の大統領選挙戦の候補者ヒラリー・クリントン

女史を支持してきたグローバル化を推進するユダヤ金融資本家たちに支配された米国の

主要メディアとその受け売りをしている日本の主要メディアによって、重要な事実が意

図的に隠されており、あるいは、事実を歪曲されて報道されているため、私たちは、“現

実の世界”を正しく認識することができていないということになります。それは、私た

ちが、かれら主要メディアの創り出す歪んだ“仮想現実の世界”を本当の世界だと信じ

込まされ、その仮想の世界の中で生きている、ということになるのではないでしょうか。 

 

２）人間の知覚機能の物理的限界 

 

 それでは、私たちはこの現実世界をありのままに把握し、認識することができているで

しょうか？ 

 

読者の皆さんは、それは当然だと思われるかもしれません。しかしながら、実は、それ

は“錯覚”に過ぎず、私たちは、“現実の世界”をありのままに認識することはできないの

です。その理由を以下に述べます。 

 

第一に、人間の知覚機能には、当然ながら物理的限界があります。 
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まず人間の視野は、正常な人で、片目では鼻側および上側で約 60 度、下側に約 70 度、

耳側に約 90～100 度、両目で同時に見える範囲が左右 120 度、総合した視野は左右 180～

200 度とされています。 

 

また、人間が音として聞き取れる周波数（可聴領域）は、年齢によりますが、おおよそ

２０Hz(ヘルツ)から２万 Hz(20kHz)と言われています。 

 

さらに、人間の嗅覚については、犬との比較で言えば、ニオイ物質をキャッチする嗅細

胞の数は、犬が約２億個に対して、人間は約５００万個で、人間は犬の４０分の１という

計算となります。そして、実際の人間の嗅覚の能力は、犬の 100 万～1000 万分の１に過ぎ

ないと言われています。 

 

そして、人間の触覚については、触覚の理論的限界は 0.1μm だと言われており、普通の

人には、難しいですが、ベテランの職人の中には、その付近まで触覚の情報を利用できる

職人がいると言います。いずれにせよ、限界があることは事実です。 

 

人間の味覚については、基本味物質の認知閾値（％）は、それぞれ砂糖（甘味）0.4～0.7、 

食塩（塩味）0.06、塩酸（酸味）0.004、キニーネ（苦味）0.0003 とされており、やはり限

界があります。 

 

このように人間の視覚、聴覚、嗅覚、触覚および味覚という五感の知覚機能には、物理

的限界があり、その限界を超えた領域については、現実世界を認識できない、言い換えれ

ば、私たち人間は、現実世界の一部しか知覚することができないということになります。 

 

ここで、閑話休題。次に述べるお話は、実際にあった話です。 

 

あるところに、一見ひ弱に見える学生がいました。彼は、親がある暴力団の親分で、親

に自動車を買ってもらい、その自動車で大学に通っていました。ある日、たまたま前を走

っていたタクシーが、信号で急に止まりました。彼は、慌てて急ブレーキをかけましたが

間に合わず、止まっているそのタクシーに追突してしまいました。厳つい男がすごい形相

でタクシーから降りてきました。運転手です。それを見た彼は、震え上がりながらも、「す

みません。親に電話をしてもいいですか？」とその運転手に向かって小声で尋ねたところ、

了解をしてくれたので、親に電話をしました。 

 

しばらくすると、真っ白のベンツが３台、そのタクシーを取り囲むようにバシッ、バシ

ッ、バシッと急停車したのです。タクシーの運転手は、驚き、動揺を隠せません。その３
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台の白いベンツから降りてきた男たちは、一見してその筋の者とわかる男たちでした。そ

して、その中の一人がタクシーの運転手に向かって、怒鳴りつけたのです。「おまえかー！

うちの坊ちゃんの車にバックで当てたんは！！」タクシーの運転手は、言葉が出ませんで

した。「！？・・・」 

 

もちろん、状況から見れば、信号で止まった車に後ろから追突したと見るのが常識的な

見方、解釈ですが、「坊ちゃん」を守るという目的のために、同じ結果を逆から見て、前の

タクシーが後ろの彼の車にバックして当てたという驚くべき別の解釈をしてみせたのです。

その結果から、純粋に論理的には考えられなくはありませんが、実際にはほとんどありえ

ないことです。このような加害者と被害者とを入れ替えてしまうというとんでもない解釈

を相手に強要することが、その筋の人たちの常套手段とする無茶苦茶なやり方だと言える

のではないでしょうか。 

 

３）戦争プロパガンダ 

 

先に最近流行りの「フェイクニュース」についてお話しましたが、実は、「フェイクニュ

ース」というネーミングはともかく、事実ではないことを事実であるかのように宣伝する

ということは、昔からよく使われてきた手法です。その典型例が、「戦争プロパガンダ」と

呼ばれるものです。これは、これから戦争が始まろうとしているときに、その当事国が、

事実を歪めて、あるいは、隠して、宣伝することによって、自国に有利となるように、ま

た、敵国に不利になるように持って行くことです。 

 

具体的には、戦時に行われるプロパガンダの形態は、大きくわけて「国内宣伝」と「対

敵宣伝」と「国外宣伝」の三つがあると言われています。 

 

「国内宣伝」とは、戦争前に自国の国民世論を厭戦から参戦に誘導し同意させること、

また、自国軍隊の士気を高揚させること、自国が勝っているときは大きく報道し、戦況が

好ましくないときは、その事実を隠してあまり宣伝をしないことや、自国民に対して戦争

の正統性や指導者の偉大性などを宣伝することです。この例としては戦争報道の検閲や世

論の操作などがあります。 

 

次ぎに、「対敵宣伝」とは敵国軍隊の士気を下げることや、敵国に降伏を促すことです。

この例としては敵国領土に飛行機で降伏を促すビラを散布することなどが挙げられます。 

 

最後に、「国外宣伝」ですが、敵国以外の国外に対し、戦争の自国の正統性や敵国が如何

に残虐行為に及んでいるかを主張し、同盟国を獲得することを目的としている宣伝を言い
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ます。 

以下では、『タヴィストック洗脳研究所』（ジョン・コールマン博士著）等を参考にして、

具体的事例を紹介します。 

 

第一次世界大戦（1914～1918）の開戦時から、ドイツと英国の宣伝者は、“米国の共感と

支持”を得ようと、積極的に工作しました。ドイツの宣伝者は、多数のドイツ系米国人と

伝統的に反映感情の強いアイルランド系米国人に訴えます。しかし、その後、ドイツが米

国との直接交渉を断ち切られると、米国内は英国プロパガンダの独壇場となりました。 

 

第一次世界大戦がはじまると、ドイツの残虐行為の話が英米の新聞をにぎわせました。

例えば、パリを目指すドイツ軍が、フランス防御陣の裏をかいて、ベルギーを行軍してい

るときに従軍した「記者」などの「目撃証人」の見聞記事として、ドイツ軍歩兵がベルギ

ー人の赤ん坊を銃剣で刺し、軍歌を歌いながら行軍したとか、腕を切断されたベルギー人

の少年少女や胸を切断された女性の話などが溢れました。さらに、占領したベルギーの町

でドイツ兵が２０人の若い女性を家から引きずり出して広場の卓の上に押しつけ、ひとり

の女性が少なくとも１２人の「ドイツ野郎」に犯されたという話までありました収め。さ

らに、その後、英国が資金を賄ったベルギー人の団体が訪米し、あちこちで触れ回ると、

ウッドロー・ウィルソン大統領は、彼らを丁重にホワイトハウスに招き入れました。これ

らプロパガンダは成功を収め、米国人は、ドイツ人の残虐性に震え上がったと言います。 

 

ドイツ人は、怒って否定し、また、ドイツ軍に同行した米国人記者も否定しました。そ

うして、ドイツ軍の“残虐行為”に疑問が投げかけられると、1915 年初頭、英国政府は、

この残虐行為の記事を調査する王立委員会を設置し、その責任者に高名な歴史家、ジェー

ムズ・ブライス子爵を任命し、調査をさせました。弁護士や歴史家、法学者など６名から

なる同委員会は、1200 件に及ぶ「目撃証言」を分析し、「厳正に証拠を精査した」上で、そ

れらが真実であると実証したのです。ところが、実際には現場検証が行われることもなく、

また、“目撃証人”が尋問されることもありませんでした。さらに目撃証人の氏名は、“ド

イツ人による報復への配慮”を口実に、誰一人公表されることもありませんでした。しか

し、その後、同委員会の報告書の 99％が事実ではないことが判明しています。 

 

にも拘わらず、当代きっての歴史家ブライス卿の威信が“疑い”を一掃してしまったの

です。こうして、ブライス報告書は、米国民の世論を揺り動かし、多数の米国人や他の中

立国に、“ドイツ人は人間の皮をかぶった野獣である”と思い込ませることに成功しました。

見え透いた嘘が真実としてまかり通ったのです。そうして、米国を戦争に巻き込み、英国

の勝利に貢献しました。 
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このように、戦争において“真実”を歪め、プロパガンダに利用することは、第一次大

戦からの戦争の定石だとされています。そして、プロパガンダの威力が顕在化したのは、

第一次世界大戦後であると言われます。“嘘は大きければ大きいほどより説得力がある”とい

う考え方もこの時生まれました。 

 

第一次大戦でのドイツの敗北の原因について、アドルフ・ヒトラーは、敵国、特にイギ

リスの巧みなプロパガンダ戦略にあると考え、第一次大戦中のロシア革命におけるレーニ

ンのプロパガンダ作戦での成功からプロパガンダの技術を学びとることの必要性を痛感し、

ナチス結成直後からプロパガンダを重視しました。１９３３年に政権を獲得するや、宣伝

省を新たに作り、その国民啓蒙宣伝大臣にヨーゼフ・ゲッペルズを据えたのです。 

 

ヒトラーは、その著書「我が闘争」の中で次の様に述べています。『「宣伝効果のほとん

どは人々の感情に訴えかけるべきであり、いわゆる知性に対して訴えかける部分は最小に

しなければならない」「宣伝を効果的にするには、要点を絞り、大衆の最後の一人がスロー

ガンの意味するところを理解できるまで、そのスローガンを繰り返し続けることが必要で

ある。」』 

 

ヨーゼフ・ゲッペルズは、このようなヒトラーの意向をよく理解し、期待以上の活動を

行なった天才プロパガンディであったとも言われています。また、“繰り返し”の効果につ

いて、ゲッベルスもまた、「何度も繰り返せば嘘でも人は信じる。」と述べています。宣伝

省の目的は、美術、音楽、演劇、映画、書籍、ラジオ、教材、新聞を通じてナチスのメッ

セージを確実に広めることでした。国内宣伝においては、国民に対し国民一人一人が持て

る安価なラジオを開発し普及させました。その他にも、ポーランドにおける電撃戦の様子

やドイツ国民の優秀性を描いたプロパガンダ映画製作がなされました。これ以降ドイツの

メディア、とくに新聞とラジオがナチの統制下に置かれました。 

 

これに対し、イギリスは第一次大戦時には、陸軍省や海軍省などそれぞれにあった、プ

ロパガンダ機関を１９３７年に MOI（Ministry Of Information：情報省）を設置して、プ

ロパガンダ活動全体を統括させました。この MOI には、国内部、英連邦担当部、外国部、

それに並んでアメリカ部が存在していました。MOI の主要な目的は、チャーチルの意向を

受けて、参戦を渋るアメリカ世論の転換と参戦後のアメリカとのプロパガンダでの共同作

戦にあったとされています。   

 

第二次世界大戦におけるプロパガンダは、それまで以上に大規模になり、ラジオの「ニ

ュース放送」では、真実の随所に“作り話”が散りばめられました。ドイツと英国の宣伝

者は、再び、米国世論に揺さぶりをかけたのです。ドイツの宣伝者は、反英感情につけ込
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んで、戦争を「反共闘争」と位置づけ、ドイツこそが新たな反共勢力の王者であると喧伝

しました。ドイツ人工作員は、対ドイツ戦争に反対する米国人に張られていたレッテル「孤

立主義」を支援する米国内の運動に手を貸しました。 

 

しかし、またしてもドイツのプロパガンダは、英国のプロパガンダに敗退しました。 

 

歴史家アンヌ・モレリは、第一次大戦から現在の第二次湾岸戦争までの戦争の歴史から、

『戦争プロパガンダ１０の法則』を導き出しました。戦争の度にこの法則が巧妙に使われ

ていると言います。戦争プロパガンダ１０の法則とは、次のものを言います。 

① 我々は戦争をしたくない。 

② しかし、敵側が一方的に戦争を望んだ。 

③ 敵の指導者は悪魔のような人間だ。 

④ 我々は領土や覇権のためではなく、偉大な使命のために戦う。 

⑤ 我々も誤って犠牲を出すことがある。だが、敵はわざと残虐行為におよんでいる。 

⑥ 敵は卑劣な戦略や兵器を用いている 

⑦ 我々の受けた被害は小さく、敵に与えた被害は甚大。 

⑧ 芸術家や知識人もこの戦いを支持している。 

⑨ 我々の大義は神聖なものである。 

⑩ この戦いに疑問を投げかける者は裏切り者である。 

 

「戦争が起きれば、最初の犠牲者は真実である」 

この言葉は、第一次大戦時、アメリカ上院議員であったハイラ・ジョンソンの述べたも

のです。このような戦争プロパガンダを信じ込んでしまった自国民や敵国民にとっては、

プロパガンダによって訴えられたことこそが“真実”であると信じて、それを前提として、

物事を考え、行動してきたわけですから、その点で言えば、やはり“仮想の世界”に生き

てきたということが言えるのではないでしょうか。 

 

そして、戦争の後は『勝者が歴史を作る』こととなるのです。 

 

４）『歴史は勝者が作る』今も生きている歴史の中の“ウソ” 

 

 戦後生まれの私たちは、第二次世界大戦について、学校で概ね次の様に習いました。 

 

 太平洋戦争は、日本による“侵略戦争”であった。戦前の日本では、軍部が台頭し、次

第にファシズム（全体主義）の思想の下、政治の実権を握り、石油を求めて東南アジアを

中心に占領して植民地化するため、“侵略戦争”に突き進んで行った。それは、1941 年 12



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

月 8 日（日本時間）米国ハワイ州の真珠湾における米国への“宣戦布告”なき“奇襲攻撃”

を以って開始された。このような日本の“卑怯な騙し討ち”に対して、ルーズベルト大統

領の「真珠湾を忘れるな（Remember Pearl Harbor!）」の掛け声とともに、戦争に反対し

ていた米国民は一夜にして賛成に変わり、議会も対日宣戦布告を承認した。米国は、ファ

シズムの台頭に対して、民主主義を守るために立ち上がったのであった。その後、日本は、

石油を求めて東南アジア諸国を次々に占領して植民地化したが、ミッドウェー海戦での大

敗やガダルカナル島に上陸した米国海兵隊により日本軍の飛行場とともに制空権が奪取さ

れたことを境に日本軍は敗退を続けた。米国は、戦争を早く終結させるために 1945 年 8 月

6 日に広島にウラン型原爆を、そして、同年 8 月 9 日に長崎にプラトニウム型原爆を落とし

た。これによって、実際に日米双方で多くの人々の命が失われることを防ぐことができた。

戦後、日本を占領した連合国 GHQ による極東軍事裁判によって、ファシズムを先導した東

條英機元首相など A 級戦犯たちが裁かれて、処刑等された。日本国民は、米国によって軍

部ファシズムの支配から解放された。その後、日本国憲法が自主的に制定され、民主主義

が回復された。 

 

 現在でも、日本国民の多くが、上記のような理解をしているものと思われます。しかし

ながら、私自身は、どうも納得がいきませんでした。どう考えても、人口や国力、武器製

造能力を含む産業の力、軍事力において、“持てる国”米国と“持たざる国”日本とでは、

大人と子供ほどの雲泥の差のあることは明らかです。にも拘らず、なぜ日本は大胆にも米

国に“侵略戦争”を仕掛けたのか・・・ 

  

 そこで、当時の戦争の専門家たち、即ち日本の軍隊の参謀たちはどう考えたのか、調べ

てみました。以下、「未完のファシズム」（片山社秀著）を参考に整理します。 

 

 第一次世界大戦の結果、戦争の形が大きく変わり、これからの大戦争は、物量戦、消耗

戦、補給戦で、新兵器開発戦、つまり“総力戦”となることが明らかになったと言います。

とすれば、持たざる国日本と持てる国米国との間で戦争をすれば、その勝敗は自から明ら

かなはずです。当時、そのことを前提としつつも、日本軍の中に皇統派と統制派という二

つの考え方がありました。 

 

荒木貞夫や小畑敏四郎などの陸軍軍人たちは、“皇統派”をなし、持たざる国である日本

は、大戦争にはできるだけ参加しない、限定的な短期戦しか行わないという“現実的な考

え方”を採りました。劣った物質力を強烈な精神力で多少なりとも補って、それでやっと

日本の勝てそうな相手とだけ、なるべく局地的で短期で決着する戦争をすればいい、それ

以外は負けるからやれないと考えたのです。 
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これに対して、永田鉄山や石原莞爾などの“統制派”は、むしろ“持たざる国”日本を

“持てる国”に変えて行くことを目指し、そのために、統制経済や計画経済の手法に頼ろ

うとします。特に石原莞爾は、米国との戦争は、いずれは不可避だとみて、それを 30 年後

と想定し、その対米決戦までに“持てる国”になっておく必要がある、そのためには“産

業大革命”を起こし、敵に一挙に壊滅的打撃を与えうる“決戦兵器”を開発するとともに、

アメリカを超える生産力大拡充が必要だと考えました。そして、そのために中国の満州を

事実上領有することが鍵となると考えたのです。満州でソ連経済をモデルに高度経済成長

を実現しようと考えました。ただ、そうして日本が“持てる国”となるまでの間は、日満

経済ブロックに閉じこもり、どんなに挑発されても長期に亘る大戦争には踏み込まない、

そして、日本が“持てる国”になれば、そこで最大の仮想敵国であるアメリカに挑戦する

のだと考えたのです。 

 

 先に述べた皇統派と統制派という二つの考え方に対して、特に第二次大戦末期に支配的

となった三つ目の考え方がありました。それは、『戦陣訓』の作者の一人であり、東条英機

のブレーンでもあった中柴末純によるものです。中柴は、当時の政治の仕組みからは、軍

部には内政や外交についての権限はなく、いつ誰と戦争をするかを軍部が決めることはで

きないこと、また、戦争は相手のあることであり日本が避けようとしても相手から仕掛け

られることもあるから、前二者の考え方は無意味だとし、軍人に与えられた役割は、“いつ

如何なる相手とでも戦って勝てるように考え、準備をしておくこと”だと考えたのです。 

 

どこの国でも、軍人には政治や外交の権限は与えられていないのが通常ですから、戦争

をするかどうか、どこの国と戦争をするかなども、軍人は決めることができません。この

点、皇統派も統制派も軍人に許されている領域を越えた主張を展開しており、理論として

は、非現実的で中柴の言う通り“無意味”なものと言えましょう。 

 

合理的な計算のできる工兵の経験を持つ中柴は、戦争の勝敗は物質力で決まる、それ故、

“持たざる国”日本は“持てる国”には勝てないとわかっていました。それでも“いつ如

何なる相手とでも戦って勝てるように考え、準備をしておくこと”という軍部に与えられ

た役割を果たすためには、どうすればよいか、打開策を求めた結果、無形戦力、つまり精

神力に頼るしかないとして、“皇統派”が重視した軍人兵士たちの“精神力”をさらに極大

化し、総戦闘能力に上積みできる分量を無限に膨らませることができるはずだと考えまし

た。どの持てる国と戦っても精神力によって勝てるようにしなければならないと考えたの

です。 

 

そのためには、“戦意”というものが重要だと考えました。如何に“持てる国”であって

も、その軍隊や国民の戦意が阻喪すれば戦争を続けられない、つまり、“持たざる国”でも、
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“持てる国”の相手を怖気づかせることができれば、勝ち目も出てくる、そのためには、

日本人がどんどん積極的に死んで見せればよいのだと考えたのです。日本国民にとって、

天皇が自らの本質だと考えれば、天皇さえ生きていれば、個々の日本人が死んでも自らの

本質は生き残っていることとなるため、日本国民は天皇のために喜んで死ぬのだと言うの

です。このような死生観が日本人の精神力を世界でも比類なきものとしたと言います。 

 

 しかしながら、皇統派と統制派とは、共に近代戦は物量戦、総力戦であり、“持たざる国”

は“持てる国”には勝てないことを前提としていますし、精神力を無限大にできると考え

た中柴もまた、“持たざる国”日本がアメリカなどの“持てる国”に対してもこの無限大に

膨らませた精神力さえあれば容易に勝てるとして、積極的に日本から戦争を仕掛けようと

したというわけではなく、“持たざる国”日本がアメリカなどの“持てる国”と戦わざるを

えない状況が生じたときに、“持たざる国”日本が勝機を見出し得るとすれば、“無形の戦

力”たる“精神力”しかないという消去法の中から、その確証のないままに無理矢理理論

づけたというのが、真実ではないでしょうか。 

 

 つまり、日本の軍部も“戦争の専門家”ですから、“持たざる国”日本が“持てる国”ア

メリカに戦いを挑んでも勝てないということは、専門家でない政治家や国民以上に承知し

ていたはずですから、“日本の軍部が主導して戦争に突き進んだ”という私たち戦後生まれ

の日本人が学校で学んだことで、今も日本国民の一般的な理解となっていることは、どう

考えても、私には“事実”とは考えられないのです。 

 

 第二次世界大戦は、本当に日本が仕掛けた“侵略戦争”であったのだろうか、という疑

問がふつふつと湧いてきました。先に見た通り、そのような侵略戦争を主導したとされる

軍部は、戦争の専門家であり、通常持たざる国が持てる国に戦争を挑んで勝ち目はないこ

とは百も承知であったからです。 

 

 そこで、当時の日本を戦争に導いたとされるリーダーの発言を見てみました。すると、

次のような言葉が見つかりました。 

 

第一に、極東軍事裁判で裁かれ、A 級戦犯として処刑された東条英機首相（当時）は、同

裁判において、その宣誓供述書の中で「断じて日本は侵略戦争をしたのではありません。

自衛戦争をしたのであります。」「国家自衛のために起つという事がただ一つ残された途で

あった」と断言し、日本が如何に粘り強く日米交渉を続け戦争回避を望んだか、そして、

如何にして対米英戦に引き摺り込まれて行ったのかを事実経過とともに極めて詳細に述べ

ています。（「大東亜戦争の真実」東條由布子編）これは、開戦時の総理大臣・陸軍大臣・

内務大臣で、後には参謀総長も兼ねた東條が、自分自身の戦争責任（敗戦の責任）から一
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切逃げることなく、すべての責任を引き受けて、“死”をも覚悟した上で行った裁判におけ

る供述ですから、歴史的な第一級の資料であり、重みがあります。 

 

 第二に、昭和天皇の『米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書』です。曰く、「私はここに、米国及

び英国に対して宣戦を布告する。～各国との交流を篤くし、万国の共栄の喜びをともにす

ることは、帝国の外交の要としているところである。今や、不幸にして、米英両国と争い

を開始するにいたった。まことにやむをえない事態となった。このような事態は、私の本

意ではない。 ～米英両国は、残存する蒋介石政権を支援し、東アジアの混乱を助長し、

平和の美名にかくれて、東洋を征服する非道な野望をたくましくしている。あまつさえ、

くみする国々を誘い、帝国の周辺において、軍備を増強し、わが国に挑戦し、更に帝国の

平和的通商にあらゆる妨害を与へ、ついには意図的に経済断行をして、帝国の生存に重大

なる脅威を加えている。私は政府に事態を平和の裡（うち）に解決させようとし、長い間、

忍耐してきたが、米英は、少しも互いに譲り合う精神がなく、むやみに事態の解決を遅ら

せようとし、その間にもますます、経済上・軍事上の脅威を増大し続け、それによって我

が国を屈服させようとしている。このような事態がこのまま続けば、東アジアの安定に関

して我が帝国がはらってきた積年の努力は、ことごとく水の泡となり、帝国の存立も、ま

さに危機に瀕することになる。ことここに至っては、我が帝国は今や、自存と自衛の為に、

決然と立上がり、一切の障害を破砕する以外にない。」（太字及び下線は著者による） 

 

 この二人の言葉に共通しているのは、先の戦争は、“日本による侵略戦争ではなく、自衛

のための戦争であった”ということです。しかし、東條の主張は、東京裁判においては全

く無視され、また、昭和天皇の言葉も含め、その後現在に至るまでこれらの主張はほとん

ど注目されることもなく、圧倒的な「日本による侵略戦争論」に掻き消されてしまいまし

た。 

 

 しかし、本当のところはどうなのか、私の疑問は益々深まって行きました。その疑問を

打開するために、アメリカ側に視点を移すこととしました。アメリカ側の理解は一体どう

なっているのでしょうか？ 

 

 それでは、アメリカの側からこの“太平洋戦争”を見てみましょう。 

 

まず、アメリカの一般国民の理解は、先に述べました私たちが学校で学んだものと変わ

りません。あれは日本の侵略戦争であったし、真珠湾攻撃は、“卑怯な騙し討ち”で、原爆

の投下もやむをえないし、むしろ多くの米兵だけでなく日本国民の命を救ったというもの

です。それ故、前回ご紹介しました東条英機首相（当時）と昭和天皇の二人に代表される

日本側の“自衛戦争だった”という主張は、当時東京裁判等においても、また、その後も
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ほとんど顧みられることはありませんでした。 

 

ところが、実は、第二次世界大戦後から、少しずつ、そして、最近になって、続々と日

本側の“自衛戦争だった”との主張を裏付ける、様々な見解や証拠が米国側からも出てき

ているのです。それは、戦後しばらくして、著名な歴史家チャールス・Ａ・ビアード博士

など、ルーズベルト大統領の欺瞞に気づいた人たちから一連の糾弾がありましたが、その

後さらに 70 年以上経過した現在、それまで米国において秘密とされてきた様々な政府等の

公文書が順次公開されつつあります。それらの歴史上第一級の資料から、これまで意図的

に隠されてきた“真の歴史”が浮かび上がって来ているのです。 

 

この点、米国という国は、政府の秘密文書であっても、一定の期間（秘密の程度に応じ

て秘密とされる期間は 30 年、60 年、75 年と三つの種類があると言います。）が経過すれば

一般に公開され、誰でも見ることができるようになるのです。アメリカでは、歴史的に“政

府に対する警戒”から、それら政府の情報はすべて国民のものだという認識が徹底してい

るからです。（日本では、残念ながら、未だ自衛隊の日報問題などのように都合の悪いこと

は隠すという慣行がまかり通っているという現状がありますが・・） 

 

 結論を先取りすれば、それら政府の公文書等の公開により、太平洋戦争は、日本の“侵

略戦争”などではなく、むしろ日本が米国の執拗な封じ込めと挑発に会って、やむをえず

“自存”“自衛”のために起こした戦争であったということが判明してきているのです。 

 

 まず前提として、第二次世界大戦の一点だけを見るのではなく、それに至るまでの 500

年間の世界の歴史を振り返り、全体を俯瞰して眺めてみておくことが重要です。そうする

ことによって、アメリカがなぜ太平洋戦争を仕掛けたのかという疑問に対する答えが浮か

び上がってくるからです。結論的に言えば、この間の世界の歴史は、清水馨八郎氏によれ

ば、ポルトガルやスペインに始まり、オランダ、イギリス、ドイツ、ロシア、米国と続く

500 年にも亘る西欧と米国の白人による発展と繁栄の歴史であり、その基盤となっているも

のは、白人による非白人に対する侵略と植民地支配であって、具体的には、非白人に対す

る『鉄砲と十字架』による殺戮と支配、そして不正や略奪、搾取、虐待の上に築かれたも

のであるいうことです。（同氏著「侵略の世界史」）その詳細については、ここでは省略し

ますが、ご興味のある方は、左記の書をぜひお読みいただきたいと思います。 

 

ただ、ここで特に強調しておきたいことは、この間、欧米の白人たちは、私たち日本人

などの黄色人種や黒人など白人以外の人間を“人間”として全く認めていなかったという事

実です。それがどこからきているのか、私自身長らく不思議で仕方がなかったのですが、

清水馨八郎氏によれば、それは、旧約聖書の都合のよい解釈から来ているのだとして、次
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の様に述べています。「造物主の神は、その代理人としてまず人間を作り、その下に被造物

の動物、その下に万物を創られた。人間は神の代理人であるから、動物を家畜として支配

し殺し、食してもよい。奴隷は家畜と同格だから、人間のためすべてを捧げるのは当然と

いった具合である。」（（同氏著「侵略の世界史」p.123）だからこそ、彼ら白人たちは、“隣

人への愛”を説くキリスト教を信じながらも、その一方で、植民地の非白人に対しては、“動

物”同様の扱いで、平然と非白人から略奪し、彼らを虐殺若しくは奴隷化するなど残虐非道

の限りを尽くしても、何ら良心の呵責を感じることもなかったのです。 

 

 そして、このような人種差別的な感情は、それ以降のそれらの欧米列強白人国による植

民地獲得競争や非白人国に対する外交・植民地支配等において、常に白人たちの意識の底

辺にあり続けてきたもの（さらに恐らく現在においても存在している）と考えられる点で

極めて重要であり、私たちが決して忘れてはならないところです。 

 

 では、アメリカはどうだったか？ 

 

アメリカは、1620 年にイギリスの清教徒団（ピルグリム・ファーザーズ）がメイフラワ

ー号に乗って大西洋を渡り、アメリカ大陸に移住して以来、アメリカ大陸を神によって自

分たちに“与えられた土地”であり、“西部の開拓”は自分たちの“Manifest Destiny（明

白な使命）”だと勝手に自分たちに都合よく捉え、西へ西へと開拓を進めて行きました。移

住当初、飢えに苦しんだときに、トウモロコシの栽培を教えるなどして助けてくれた原住

民であるインディアンたちに対して、次第にその使命を邪魔する“障害物”とみなすよう

になり、平然と彼らを虐殺し、また、彼らの土地を騙し取りながら、植民地化を突き進め

て行くのです。その結果、遂に西部海岸にまで達すると、今度は太平洋を越えて、出遅れ

た白人間の植民地獲得に乗り出し、1898 年のスペインとの米西戦争により、フィリピンと

グァムを獲得しました。 

 

ところが、1905 年に、日露戦争で日本という東洋の非白人国が、白人国ロシアを破って

しまいました。日本軍は、騎兵に機関銃を持たせて、コサック騎兵を封じ込め、また、日

本海海戦でもロシアの誇るバルチック艦隊に圧勝したのです。渡部昇一氏は、日露戦争に

おける日本の勝利には、「白人の圧倒的な文明が一挙にくずれ去ったこと」にその世界史的

意義があるとして、「有色人種が白人の言いなりになりつづけるという時代に終止符が打た

れ、世界中で独立運動が起こりました。」と述べています。 

 

このように日本は、アメリカが今まさに白人による植民地獲得競争に遅ればせながら参

加しようとしたときに、地政学的には、アメリカのアジア進出の“壁”とも言える位置に

あり、また、日清戦争、日露戦争と第一次世界大戦における勝利によりアジアに植民地を
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得て、国際社会において列強の一角の地位を占めるに至っていたという面でも、アメリカ

の行く手を阻む“大きな障害”と映ったのです。 

 

前回述べた通り、アジアでの白人国間での植民地獲得競争に出遅れた米国にとって、日

清戦争や日露戦争での勝利によって、列強の一角を成すに至った非白人国家日本は、米国

のアジアでの植民地拡大戦略にとって大きな障害となっていました。 

 

具体的な契機としては、次の事件によって、それまで親日的であった米国が反日に変化

することとなったとも言われています。すなわち、日露戦争に際して、軍艦の建造費など

のために日本政府が発行した多額の外債を引き受けたアメリカの鉄道王であったユダヤ系

のエドワード・ハリマンは、桂太郎首相との間で、日露戦争後、日本がロシアから獲得す

る南満州鉄道の経営について、日米共同経営とする旨の約束を取り付けていたと言います。

そして、同戦争後にその約束に基づいて日米共同経営を求めましたが、新たに外相に就任

した小村寿太郎に反対され、その約束を反故にされてしまったのです。この事件が鉄道王

ハリマンの怒りを買って、米国の反日姿勢が鮮明になって行ったとも言われています。 

 

アメリカ海軍は、1920 年代から 1930 年代にかけて将来交戦する可能性のある国の一つ

として（この時点では日本だけではありませんが）、日本との戦争へ対処するため、戦争計

画（オレンジ計画）を策定し、それ以降次第に米国の方が日本を“仮想敵国”とみなして、

着々とその準備を進めて行くこととなるのです。 

 

 第一次世界大戦中の1915年に当時の大隈重信内閣が中華民国の袁世凱政府に対して出し 

た二十一カ条の要求は、「中国政府の顧問として日本人を雇用すること」等の余計なことが 

含まれていたために、徹底的に反日運動に利用され、戦後、露骨な日本の移民の迫害が始 

まります。そして、1924 年 5 月には、アメリカ連邦議会は、遂にいわゆる『絶対的排日移 

民法』を可決しました。アメリカは世界のあちこちから来た移民が作り上げた移民国家で 

あるにも拘らず、日本人だけをターゲットとし、日本からの移民を根絶しようとするもの 

でした。新しい移民は送らないとの日本側の譲歩も受け付けず、それに加えて、アメリカ 

国籍を持つ日本人の子供が親の土地を相続できないという、明らかに反日の人種差別的な 

法律だったのです。昭和天皇は、対米戦争の遠因として、この日本人の移民への迫害の問 

題を挙げています。また、この時点を境目に、それまで好感を持っていた日本人の対米感 

情が変わるのです。 

 

 1933 年に民主党のフランクリン・ルーズベルトが第 32 代大統領に就任すると、国内で

政府が経済に介入する社会主義的なニューディール政策を次々と実施しましたが、必ずし

もうまく行きませんでした。そこで、その失敗を取り戻すべく、ルーズベルト大統領は、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E6%B5%B7%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD
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海外での植民地獲得競争に乗り出します。その際、最大の障害となったのが、日清・日露

戦争、そして第一次世界大戦に勝利し、既に列強の一角を成していた非白人国日本でした。

そして、次第に日本を“目の敵”にするようになるのです。 

 

ルーズベルト大統領は、個人的にも日本人を嫌悪し、人種差別的感情すら抱いていたと

も言われています。例えば、対日開戦後の 1941 年 12 月には、大戦中にアメリカ国内とア

メリカの影響下にあったブラジルやメキシコ、ペルーなどの中南米諸国において、ヒトラ

ーのユダヤ人強制収容と同様の日系人の強制収容政策を推し進め、自由を束縛するととも

に財産を放棄せざるを得ない状況に追い込みました。 

 

以上は、アメリカ自身の国内事情ですが、国際社会の外交上の他国からの強い影響もあ

りました。それは、第二次世界大戦開始後のヨーロッパ戦線でのドイツの破竹の勢いに押

された英国のチャーチル首相が、このままでは勝ち目がないとみて、米国の参戦をルーズ

ベルト大統領に再三要請したことです。 

 

以上のような理由から、ルーズベルト大統領は、第二次世界大戦への参戦の意思を固め

るわけですが、第一次世界大戦後厭戦気分の蔓延していた当時の米国内で「もう戦争はし

ない」ということを公約に掲げて大統領選第三選に勝利したルーズベルト大統領は、米国

の側から戦争を仕掛けるわけには行かず、ドイツから攻撃をさせるべく、ドイツ対して様々

な挑発をするのですが、ヒトラーは意外に慎重で、一向にそれには乗ってきません。そこ

で、ドイツとの間で日独伊三国軍事同盟を締結している日本に目をつけ、この軍事同盟を

利用して、日本を追い詰めることによって、日本から米国に先制攻撃をさせれば、日米開

戦となり、それを口実に三国同盟によって自動的にドイツも参戦せざるをえなくなり、結

果として、アメリカはヨーロッパ戦線に参戦することができるというわけです。 

 

ルーズベルト大統領が日本を戦争に捲き込んで行ったことの具体的な証拠は、1940 年 10

月 7 日、真珠湾攻撃の 1 年以上前に海軍情報部極東課長のアーサー・マッカラム海軍少佐

の作成した『マッカラム覚書』です。この点、元ウクライナ大使の馬渕睦夫氏によれば、

この『マッカラム覚書』は、日本を対米戦争に導くための８項目を具体的に挙げており、

その後ルーズベルト大統領の関与を得て、翌日から組織的に実施に移されたと言います。

つまり、この時点で、日本を挑発して日本に第一撃を行わせることをルーズベルト大統領

は決断し、以後確固たる方針となって、順次実行に移されて行ったということなのです。 

（「アメリカの社会主義者が日米戦争を仕組んだ」馬渕睦夫著 KK ベストセラーズ） 

①太平洋の英軍基地、特にシンガポールの使用について英国との協定締結 

②欄印（オランダ領東インド、現在のインドネシア）内の基地施設の使用、及び補給物資

の取得に関するオランダとの協定締結 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%8F%8E%E5%AE%B9
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③中国の蒋介石政権に可能な、あらゆる援助の提供 

④遠距離航行能力を有する重巡洋艦一個戦隊を東洋、フィリピン又はシンガポールへ派遣

すること（“ポップアップ作戦”） 

⑤潜水戦隊二隊の東洋覇権 

⑥現在、太平洋のハワイ諸島にいる米艦隊主力を維持すること 

⑦日本の不当な経済要求、特に石油に対する要求をオランダが拒否するよう主張すること 

⑧英帝国が日本に対して押し付ける同様な通商禁止と協力して行われる日本との全面的な

通商禁止 

 

それでは、この『マッカラム覚書』が実際にどのように実行されていったのか、一部を

見てみましょう。 

 

米国は、1940 年 9 月に 2500 万ドルの借款供与を決定するとともに、いわゆる援将ルー

トと呼ばれる輸送路を通じて、イギリス、ソ連とともに蒋介石の中華民国を軍事援助しま

した。（上記③）さらに、1941 年 4 月 15 日には、行政命令を出し、米国の軍人に対して、

アメリカ合衆国義勇軍(American Volunteer Group; AVG)、愛称フライング・タイガースへ

の自主的に志願するように求めたのです。このフライング・タイガースは、日中戦争にお

いて中国の蒋介石の国民党軍を支援しました。（上記③）それは、米国軍を退役した元軍人

による義勇軍と言いながらも、任務完了後同階級で復帰させるとの約束があったこと、そ

れを行政命令で政府が要請していたこと、さらにその部隊の戦闘機（100 機）やパイロット

はすべて米国政府が用意していたこと等から、その実体は、蒋介石を支援する義勇軍の名

を借りた米国の対日戦闘部隊だったのです。（上記③）それをこの時期に、真珠湾攻撃の 7

か月以上前に既に準備していたことには驚くばかりです。 

 

1940年 10月 8日には、国務省が米国人は可及的速やかに極東を離れる命じるとともに、

ルーズベルト大統領は、合衆国艦隊司令長官ジェームズ・O・リチャードソン大将と前海軍

作戦部長のウィリアム・D・リーヒ大将との午餐会でマッカラム覚書の⑥の実施を提案しま

した。ルーズベルト大統領は、『日本の錯誤』という表現で、日本が挑発に乗ることを期待

し、そのために「米海軍の軍艦を喜んで犠牲にしよう。遅かれ早かれ、日本は米国に対し、

明白な行為をとるだろう。そうなれば、米国民は喜んで参戦することだろう。」と語ったと

いうのです。リチャードソン大将は、『部下や艦隊を生贄とする政策』に憤慨し、拒絶し、

後に解任された。（「大東亜戦争は日本が勝った」ヘンリー・ストークス著 p.252） 

 

日本側は、平和的解決を目指して誠意をもって日米交渉を続けました。野村駐米大使と

ハル国務長官との日米交渉は、1941 年 3 月 8 日から同年 11 月 26 日までの 9 か月間にも及

んだのです。真珠湾攻撃の 1 か月ほど前の 1941 年 11 月 5 日の御前会議においても、その

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
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後の対応方針を審議した際、『対米交渉貫徹』『交渉を打ち切り戦争を開始する』『交渉は続

行するも、不成立の場合は戦争を開始する』の３つの案から、最後の案を決定し、対米交

渉に一縷の望みをつなぎました。 

 

このような日本側の態度に対して、ルーズベルト大統領は、日本側との交渉をその気も

ないのに引き延ばして期待を持たせる一方で、艦船や航空機を増産して戦争の準備を進め

ながら、日本人の在米資産の凍結及びくず鉄や石油の対日全面禁輸を打ち出し、さらにイ

ギリス、中国、オランダと共に日本に対して「ABCD 包囲網」を構築し、ゴム・タングス

テンの禁輸など事実上の経済制裁を実施したのです。（上記⑦⑧）パリ不戦条約は、経済的

封鎖を“侵略行為”と認めています。特に当時『石油の一滴は血の一滴』と言われる時代

で、日本の産業と軍事力の両面において決定的な要素でしたが、日本はその石油の大半を

アメリカに依存していたのです。とすれば、この 4 か国による「ABCD 包囲網」の構築と

経済制裁の実施は、侵略行為と言えるものなのです。 

 

さらに、その後米国は、「仏印・中国からの全面撤退」「汪兆銘の国民政府（中華民国臨

時政府）の全否認」「三国同盟からの離脱」等日本が到底呑むことのできない条件を含む、

いわゆる『ハル・ノート』（Hull Note）を突きつけました。正式には、『合衆国及び日本国

間の基礎概略』（Outline of proposed Basis for Agreement Between The United States and 

Japan）と言い、開戦前夜の昭和 16 年 11 月 26 日、アメリカ国務長官、コーデル・ハルが

日本政府に通告してきた文書です。日本が明治以来『富国強兵』のスローガンの下、日清

戦争、日露戦争そして第一次世界大戦と国民の多大の犠牲を払って積み上げてきた成果を

すべて吐き出させようとする、その苛烈な内容からこれを事実上の“宣戦布告”と受け止

めました。１２月１日御前会議では、誰からの異論もなく、開戦のご聖断が下されたと言

います。つまり、真珠湾攻撃の 10 日以上前に既にアメリカの側から事実上の宣戦布告がな

されていたのです。しかも、このハル・ノートは、アメリカの議会には一切知らされてい

なかったのです。もし、当時宣戦布告の権限を持つ米国議会が事前に知らされていれば、

戦争に反対する多数派の反対に会って出すことができなかったと思われます。 

 

以上の通り、真珠湾攻撃の 1 年以上前に日本を対米戦争に導くために作成された、この

『マッカラム覚書』は、その後着実に実行されて行ったのです。 

 

先に述べた通り、一般的には、太平洋戦争は、日本軍の米国ハワイ州真珠湾への奇襲攻

撃によって宣戦布告なしに開始された侵略戦争だと理解されていますが、東條英機元首相

や昭和天皇など当時の日本のリーダーたちは、それはあくまで日本の自存、自衛のための

戦争であったことを主張していました。 

 

http://teikoku-denmo.jp/history/kaisetsu/jinmei/hull.html
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そして、視点を米国側に移して見れば、後者の主張が正しかったことが最近の米国内に

おける歴史の見直しの動きの中で裏付けられました。（残念ながら、未だ大多数の米国民の

理解には至っていませんが）すなわち、歴史上の事実を素直に見てくれば、米国の側が逆

にアジアへの植民地拡大戦略の中で日本を仮想敵国とみなし、最後まで和平を望んだ日本

をその気にさせて騙し、時間を稼ぎつつ、着々と対日戦争の準備を周到に進める一方、自

ら攻撃を仕掛ける代わりに、日本側を政治的経済的に追い詰めて、日本に最初の攻撃を打

たせるように仕向けて行ったという事実が浮かび上がってくるのです。 

 

これら一連の経緯について、当時徳富蘇峰は、次の様に極めて正確に表現しています。「日

本が七重の膝を八重に折って、提携を迫るも、昨年（昭和十六年）八月近衛首相が直接協

商の為に洋上にて出会せんことを促しても、まじめに返事さへ呉れない程であった。而し

て米国、英国・蒋介石・蘭印など、いわゆるＡＢＣＤの包囲陣を作って蜘蛛が網を張って

蝶を絞殺するが如き態度を執った。而して、彼等の頑迷不霊の結果、遂に我をして已むに

已まれずして立つに至らしめたのだ。」（『東京日日新聞』一九四二年三月八日付）と書いて

います。（下線著者） 

 

また、米国側でも、第二次世界大戦終戦 3 年後の 1948 年に当時アメリカの著名な歴史学

者チャールズ・Ａ・ビアード博士は、『ルーズベルト大統領と日米戦争』を発刊し、日米戦

争はルーズベルト大統領が巧妙に仕掛けた謀略であったことを既に告発していました。 

 

そして、それを裏付ける確実な資料は、ルーズベルト大統領の長女の夫カーチス・B・ド

ールの告発の書『操られたルーズベルト』（馬野周二訳、プレジデント社刊）でした。同書

によれば、ルーズベルト大統領は、家族との食事の席で次の様に述べたと言います。「私は

決して宣戦はしない、私は戦争を造るのだ」アメリカが自ら宣戦布告をして戦争を始める

のではなく、相手国日本を仕掛けて、日本から先に攻撃をさせるとのルーズベルト大統領

の戦略を吐露したものです。また、日本軍による真珠湾攻撃の前日の食事の際には、「明日

戦争が起こる」とつぶやいていたと言うのです。正に真珠湾攻撃を事前に察知していたこ

とを示しています。 

 

1940 年 10 月 8 日、米国国務省は、米国人は可及的速やかに極東を離れるよう命じまし

た。これは日米戦争が始まることを前提とした米国民に対する避難命令です。また、同日

ルーズベルト大統領は、合衆国艦隊司令長官ジェームズ・O・リチャードソン大将と前海軍

作戦部長のウィリアム・D・リーヒ大将に対して、先にご紹介した『マッカラム覚書』の F

項目（太平洋のハワイ諸島にいるアメリカ艦隊主力の維持）の実施を提案したのです。ル

ーズベルト大統領は『日本の錯誤』という表現を使って挑発に乗ってくることを期待し、

次の様に述べたと言います。「（そのために）アメリカ海軍の軍艦を喜んで犠牲にしよう。
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遅かれ早かれ、日本は米国に対し、明白な行為をとるだろう。そうなれば、米国民は喜ん

で、参戦することだろう。」（「大東亜戦争は日本が勝った」英国人ジャーナリスト ヘンリ

ー・ストークス著） 

 

ルーズベルト大統領の前のハーバート・フーバー大統領もまた、より直截にその点を指

摘しています。フーバー前大統領は、歴史家でもありますが、その回想録『Freedom 

Betrayed（裏切られた自由）』という本が 2011 年にフーバー研究所から刊行されました。

同書の中でフーバー大統領は、「３年 8 か月にわたった不毛な日米戦争は、ルーズベルト（大

統領）という、たった一人の狂人が引き起こした。」と糾弾し、「日米戦争は、日本の侵略

が原因ではない。」「1941 年、ルーズベルトは、日本側の誠実な和平への努力を受け入れる

意図は、初めから全くなかった。」という重要な事実を指摘しています。フーバー前大統領

の回想録は、ルーズベルト大統領の前に政府の中枢にいて秘密情報にもアクセスしうる立

場の人物がルーズベルト大統領の戦争責任を裏付けた歴史上第一級の資料と言えます。 

 

この点について次にご紹介したいのは、第二次世界大戦後の日本において、GHQ の総司

令官としてあらゆる権限を握って日本の占領政策を指揮し、“真実の物語”を情報統制によ

り隠蔽する一方で、これまで述べてきた“壮大なスケールの虚偽の物語”を創り上げて、

それを日本国民に徹底的に刷り込み、その総仕上げとして東京裁判条例によって極東国際

軍事裁判という場を創出し、『儀式化した復讐』（渡部昇一氏の言葉）を実施させた張本人

であるたマッカーサー自身が、1951 年 5 月 3 日～5 日の米国上院軍事外交合同委員会にお

いて証言した次の言葉です。すべての日本国民は少なくともこの言葉を知る必要があると

思います。以下に引用します。 

 

「日本は絹産業（蚕）以外には、固有の産物はほとんど何もないのです。彼らは綿が無

い、羊毛が無い、石油の産出が無い。錫（すず）が無い、ゴムが無い。その他実に多くの

原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。

もし、これらの原料の供給を断ち切られたら、1000 万から 1200 万の失業者が発生するで

あろうことを彼ら（日本人）は恐れていました。したがって、彼らが戦争に飛び込んでい

った動機は、その大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。」（小堀佳一郎

編『東京裁判 日本の弁明』講談社学術文庫 pp.564-565）（下線は著者） 

 

英語原文は以下の通りです。 

"There is practically nothing indigenous to Japan except the silkworm. They lack cotton, 

they lack wool, they lack petroleum products, they lack tin, they lack rubber, they lack 

great many other things, all of which was in the Asiatic basin. They feared that if those 

supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their 
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purpose, therefore in going to war was largely dictated by security." （下線は著者） 

 

つまり、日本の第二次世界大戦での敗戦を極東軍事裁判によって日本の軍部主導による

侵略戦争であると決めつけさせた、その張本人のマッカーサー元帥自身が、それは、日本

の侵略戦争ではなく、自衛のための戦争であったということを認めたのです。それは、正

に東條英機元首相が極東軍事裁判においてすべての責任を引受けた上で宣誓供述書の中で

述べた言葉『日本は侵略戦争をやったのではない。自存自衛のためだった。』を裏付けるも

のでした。東條英機元首相や昭和天皇の言葉は正しかったのです。マッカーサーは、日本

国民を洗脳するために自ら創造し、演出した舞台装置であった“東京裁判”のすべてがウ

ソ（虚構）であったということを遂に自ら吐露したのでした。 

 

この点、先にご紹介したフーバー元大統領は、その回想録の中で GHQ の最高司令官ダグ

ラス・マッカーサー大将と戦後の会談を引用し、次の様に述べています。「私は、ダグラス・

マッカーサー大将と、（一九四六年）五月四日の夕方に三時間、五日の夕方に一時間、そし

て、六日の朝に一時間、サシで話した。（中略）私が、日本との戦争の全てが、戦争に入り

たいという狂人（ルーズベルト）の欲望であったと述べたところ、マッカーサーも同意し

た。また、一九四一年七月の金融制裁は、挑発的であったばかりではなく、その制裁が解

除されなければ、自殺行為になったとしても戦争をせざるを得ない状態に日本を追い込ん

だ。制裁は、殺戮と破壊以外の全ての戦争行為を実行するものであり、いかなる国と雖も、

品格を重んじる国であれば、我慢できることではなかったと述べた。」 

 

このように第二次世界大戦は、米国によって、日本が対米戦争をせざるをえないような

状況に追い詰められた結果、日本が自衛のためにやむにやまれず戦ったというのが実態で

あり、真実だったということが、アメリカ側の様々な証言と証拠からも見えてきました。

即ち、この点、日本側の東條英機元首相の東京裁判での主張や昭和天皇の『米英両国ニ対

スル宣戦ノ詔書』の言葉と完全に一致しており、それが事実として正しかったということ

が、様々な勇気ある人々の努力によって、東京裁判が終わった 1948 年 11 月 12 日から 70

年後の現在ようやく明らかになっているわけです。 

 

近代戦は、総力戦であって、“持たざる国”が“持てる国”には勝てないことが明らかで

あるにも拘らず、なぜ日本はアメリカに戦争を挑んで行ったのか、私の当初の大きな疑問

はこれで解消されました。 

 

結局、アメリカは、当時の『白人以外は“人間”ではない』との人種差別意識とともに、

その悲願であったアジアへの植民地拡大戦略の実行上邪魔になる非白人国日本を排除する

ために対日戦争を起こすべく、日本の米国との和平交渉の望みを知りながらのらりくらい
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と時間を稼ぎをして準備する一方、絶対的排日移民法や ABCD 包囲網、ハル・ノート等を

通じて実質的な対日宣戦布告をした、あるいは、それらによって日本を真綿で首を締め上

げるが如く徹底的に追い詰めて、日本側に対米戦争を決意させ、事前に暗号解読によって

把握していた日本軍の真珠湾への“奇襲攻撃”を予定通り実行させて、多数の米国兵士を

犠牲にした上で、それを逆に利用して、『リメンバー パールハーバー（真珠湾を忘れるな）！』

の合言葉で米国民と米国議会の支持を得て、対日宣戦布告を行ったのでした。 

 

いずれにせよ、“太平洋戦争”は、日本による“侵略戦争”などではなく、アメリカによ

る“アジアへの侵略戦争”であって、日本から見れば、“自衛のための戦争”だったのです。 

 

このことは、日米関係という“世界の歴史の一部”だけでなく、この第二次世界大戦か

らさらに明治維新前夜に遡って、それ以降の日本を含む日本の周辺国の歴史を含めて、よ

り大きな視点から俯瞰すれば、さらに鮮明になってきます。 

 

1492 年のコロンブスによるアメリカ大陸発見に始まる 16 世紀のスペインやポルトガル

による新大陸、中南米における先住民の虐殺、彼らからの収奪と侵略、それに続く 17 世紀

のオランダ、フランス、18 世紀と 19 世紀のイギリス、さらに 20 世紀のアメリカと 500 年

間に亘る西洋列強の白人たちによる非白人国における植民地獲得競争と侵略の苛烈な歴史

があります。（この歴史については、清水馨八郎氏著「侵略の世界史」に詳しく書かれてい

ますので、ご関心のある方は同書をお読みください。）この中でアメリカは最も遅れて参加

してきた国でした。 

 

ここでのテーマとの関連で、日本の明治維新の前夜に遡ってこの白人たちによる侵略の

歴史を若干振り返ってみましょう。 

 

19 世紀、イギリスは、中国の清から茶、絹、陶磁器を大量に輸入しており、清との貿易

赤字が増え、銀が流出する一方だったイギリスは、大抵の物を持っている清に対して、輸

出するものがありませんでした。そこで、考えたのが、アヘン（麻薬）でした。イギリス

は、自国の植民地であるインドのベンガル地方の広大な土地で強制的にアヘンを栽培させ、

それらを中国の清に輸出して大儲けします。清の側では、人体に有害なアヘンを輸入禁止

としますが、依存性の高いアヘンを求める中国人も多く、また、地方の中国人アヘン商人

が官憲を買収して取り締まりを免れつつ密貿易に応じたため、アヘンの密輸入がとまりま

せん。 

 

清国内では、アヘン吸引の悪弊が広まっていき、健康を害する者が多くなって、風紀も

退廃していった。その結果、銀の流出も増大し、経済危機に陥った清の道光帝は、アヘン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA
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の取り締まりを強化しました。即ち、アヘンを販売した者、アヘンを吸った者は死罪とい

う厳しい法律を制定し、欽差大臣として林則徐を広東に派遣します。林則徐は、この新法

に従い、吸飲者・販売者への死刑の執行を宣言し、イギリス商人に対し期限付きでアヘン

の引き渡しを要求しました。それがイギリス商人によって履行されなかったため、貿易停

止、商館閉鎖の強硬手段に出て、アヘン２万箱を押収し、焼却したのです。 

 

これに対してイギリスは、抗議し、アヘン戦争を始めたのです。つまり、人体に有害で

あるアヘン（麻薬）を輸入禁止し、取り締まりを強化されたことに対して、軍事力を行使

したというわけです。今では考えられないことですが、当時の“人種差別意識”のなせる

技ではないでしょうか？ 

 

ただ、当時のイギリスの議会において、清への出兵に関する予算案は、賛成 271 票、反

対 262 票の僅差だったと言われており、これに反対したまともなイギリス人もいたととも

に、それでも過半数は、軍事力の行使もよしとしたのでした。その結果は、圧倒的なイギ

リス海軍の力により清はあっという間に敗北し、1842 年南京条約を締結させられ、香港島

がイギリスの植民地となったのです。 

 

これが、西洋列強によるアジアの植民地獲得の第一歩であり、明治維新の直前に起こっ

ているのです。当時の日本人は、様々なルートから清で何が起こったのかを聞き知ること

となります。そして、西欧列強は、次の植民地として日本を狙うのです。そして、1853 年

アメリカのペリーが浦賀へ来航します。遅ればせながら、アメリカインディアンたちを虐

殺、略奪しつつ、西部開拓を進めた結果、アメリカ西海岸にまで到達したアメリカが、太

平洋を越えて、アジア地域におけるこの白人たちによる非白人国における植民地獲得競争

に参戦してきたというわけです。 

 

ところが、明治以降の日本の西欧の科学技術の吸収力は目を見張るものがあり、それが

日清戦争での勝利に続けて、非白人である日本人が初めて白人であるロシア人を破った日

露戦争、さらには第一次世界大戦での勝利につながり、早くも日本は列強と肩を並べるほ

どにまでなりました。しかし、このことこそが、植民地を求めて太平洋を東側から攻めて

くるアメリカにとっては、地政学的にもアジアを守るかのように斜めに位置する日本が、

いずれ対決せざるをえない“大きな障害”となったのです。加えて、今では想像し難い面

もありますが、当時の欧米人は、日本人を含む非白人に対して、明白な“人種差別意識”

を持っていたことも忘れてはなりません。 

 

このように歴史を俯瞰すれば、アジア“侵略”を狙うアメリカと“自国を守ろうとする”

日本という構図は、明瞭に浮かび上がってくるのです。 
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このように中国の清がアヘン戦争で西洋列強に侵略されるのを目の当たりに見た江戸幕

府や薩長の武士たちは、いわば“軍事の専門家”ですから、当時の幕府を始め日本の軍事

力では、欧米列強の軍事力は到底及ばないこと、それ故、このままではいずれ日本も中国

清の二の舞となってしまう現実の切迫した危険があることに気づきます。そのような切迫

した危機感を引き継いだ明治政府が、国策として『和魂洋才』で日本の心を失わずに西洋

の学問や知識、技術を学び、両者の調和を図る一方、『富国強兵』で急速な殖産興業と近代

的軍事力の創設を目指して懸命に努力を重ねてきたのも、すべては間地かに迫りつつある

欧米列強による日本の植民地支配を免れるためでした。因みにアヘン戦争の教訓から、日

本では 1858 年の安政五カ国条約に輸入禁止の条項が設けられたと言われています。 

 

そこに一貫して流れる基本的な考え方は、“如何に欧米列強から日本を守るか”、そして、

そのために“如何に効率的に西洋の知識や技術を学び、軍隊を強くするか”ということだ

ったのです。つまり、日本が他国を“侵略する”との考えは微塵もなかったのです。 

 

なお、このように、欧米列強の圧倒的な科学技術や軍事力を目の前にしても、むしろ好

奇心を以って学ぼうとしたこと、そして、実際にそれらを身につけるだけでなく、さらに

は、それらをも超える技術や武器（零戦や航空母艦など）を作ることができたということ

が、アジアの他の国との大きな違いだと言われています。アジアの他の国は、中国の清の

ように、“中華思想”から、外国を蔑視して学ぼうとしなかったか、あるいは、あまりの欧

米列強との差に絶望的になってしまい、やはり学ぼうとはしなかったために、植民地とさ

れてしまいました。 

 

欧米列強の白人たちの植民地に対する政策は、他国を侵略し、植民地として支配し、非

白人を虐殺・略奪・奴隷化するという残虐非道の限りを尽くすものでした。 

 

なぜ人間が同じ人間に対してそこまで残酷になれるのか、しかも“隣人への愛”を説く

キリスト教徒でもある白人がなぜ？という私の疑問に対する答えは、先に述べたように、

“白人の非白人に対する人種差別意識”でした。 

 

非白人を同じ“人間”とは捉えていなかったのです。それは“旧約聖書”の自分勝手な

解釈から、自分たち白人は、“神の代理人”であり、非白人は神が人間の下位につくった被

造物たる“動物”と同列であるから、彼らを殺そうが、奴隷にしようが何らかまわないと

いう考え方に基づく“人種差別意識”によるものでした。 

 

しかし、日本人にはそのような考え方は全くありませんでした。確かに一時日本も『植
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民地』を有しており、また、末端での殺傷事件もありましたが、日本の植民地政策は、欧

米列強のような人種差別的感情に基づく大量の組織的な虐殺や略奪、奴隷化という植民地

政策とは全く異なるものでした。それは、『植民地』を“日本国の一部”として、また、そ

の地域に住む人々を“日本国民として”平等に扱うという考え方に基づき、インフラを整

備し、教育制度の充実を図るなど日本国内と同様の政策を実行して行ったのです。植民地

を『合邦して対等に扱おうとした』のです。 

 

その具体例としては、日本の統治下の朝鮮において、朝鮮人は日本人と同じ教育を一緒

に受けていたこと、日本の皇族である李方子女王が朝鮮の王族に嫁がれたことなどを挙げ

ることができます。いずれも欧米列強の植民地では考えられないことでした。 

 

このような日本の植民地政策は、戦後 GHQ がその使用を禁止した言葉『大東亜共栄圏』

（欧米列強の植民地支配から東アジア・東南アジアを解放し、日本を盟主とする共存共栄

の新たな国際秩序を建設しようという、大東亜戦争において日本（近衛内閣）が掲げたス

ローガン）『八紘一宇』（世界は一家、人類は皆家族というように皆で一つの家のようにや

っていこうという意味）という言葉に表れているとともに、それらの言葉は『侵略戦争を

正当化するためのスローガン』などではなく、日本はそれらを実際の行動を以て実行して

きたのです。 

 

例えば、1919 年 2 月 13 日と 4 月 11 日の国際連盟委員会において、日本は、当時の日系

移民排斥問題への解決の契機として、国際連盟の規約に人種差別撤廃を盛り込むよう提案

しました。このような国際連盟という国際会議の場で、人種差別撤廃を明確に主張したの

は、日本が世界で初めてであり、そこに一貫した主張が表れていると言えましょう。 

 

以上要するに、“太平洋戦争”の加害者は実はアメリカであり、日本は被害者だったので

す。 

 

前回までで、“太平洋戦争”の加害者は、実はアメリカであり、日本は被害者だったとい

うことを見てまいりました。 

 

さて、ここで皆さん思い出して下さい。先にご紹介した某暴力団組長の息子のタクシー

追突事件における同暴力団員の言葉、「おまえかー！うちの坊ちゃんの車にバックで当てた

んわ！」という、いつの間にか被害者を加害者に仕立て挙げてしまった、逆転の論理とア

メリカの論理、即ち 自国が“加害者”でありながら、日本の軍部をファシズム（全体主義）

という悪者にして、“加害者”にし、自らを民主主義と日本国民を守った“救世主”である

か如く演出して見せた米国の逆転の論理とは、まるでそっくりではありませんか！！？ 
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某暴力団組長の坊ちゃんのタクシーへの加害事件と同じ“加害者と被害者との逆転の論

理”を国際社会という壮大なスケールで再現した、とてつもない“虚構の歴史”をアメリ

カが創り上げ、実際には“被害者”であった敗戦国日本を“加害者”に仕立て上げ、本来

の“加害者”たるアメリカという“敵”を忘れさせ、むしろアメリカは、軍国主義から日

本を救い、民主主義をもたらした“救世主”であるという“加害者と被害者を逆転させ、

敵を味方にすり替える巧妙な物語”を日本国民に押し付けたのです。アメリカは、正に『歴

史は勝者が作る』を実践したのです。タクシー追突事件の暴力団員のように。 

 

ところが、話はこれで終わりません。アメリカは、日本が加害者であったという“結果”

を日本に押し付けただけではなく、日本国民の心の中まで変えて、『日本が加害者だった。

日本は悪い国だった。』と信じ込むように“洗脳”したのです。タクシー追突事件で言えば、

タクシーの運転手自身だけでなく、その家族や子孫に至るまで、『バックで当てた自分が悪

かった。』『お父さん（お爺ちゃん）が悪いことをした。』と本気で信じ込ませてしまったと

いうわけです。皆さん、信じられますか？ 

 

日本は、第二次世界大戦での敗戦後、連合国軍司令部（GHQ）によって、約 7 年間占領

されました。この占領の目的は、日本を物理的かつ精神的にいわば“去勢する”こと、つ

まり、日本が再軍備をして米国を始めとする連合国軍に挑戦してくるというようなことが

二度とないように、徹底的に軍隊を排除するだけでなく、精神的にも、第二次大戦中日本

軍の精神的支柱となっていたと連合国側が考え、“脅威”すら覚えていた“神道”を徹底し

て破壊すること、さらに、太平洋戦争は日本あるいは日本の軍部が“加害者”であり、悪

かったのだと、つまり、すべての責任は非道な侵略戦争を行った日本の軍部ファシズムに

あり、アメリカは、軍部ファシズムから日本国民を解放した正義の味方なのだという“全

くの虚構の物語”を創作し、そのストーリーを日本国民に徹底的に刷り込み、信じ込ませ

た、換言すれば、“洗脳（brain washing）”したのです。そして、その前提として、当時の

ラジオや新聞などのマスコミだけでなく、子供たちの教育（教科書検定）にまで検閲制度

を導入して、“真実”を徹底的に検閲して封じ込め、隠蔽したのです。 

 

1945 年 10 月 2 日、GHQ は、一般命令第四号「War Guilt Information Program (WGIP)」

（戦争についての罪悪感を日本人に受け付けるための宣伝計画）を発令し、民間情報教育

局（CIE）が主導して、指導者・一般人を問わず、各層の日本人に、「彼らの敗北と戦争に

関する罪、現在及び将来の日本の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任、連合国の軍事占

領の理由と目的（世界の安全や人類のためと正当化しました）」を徹底的に刷り込みました。 

 

この点、洗脳の専門家である苫米地英人博士によれば、当時のアメリカを代表する洗脳
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の専門家であるスタンフォード大学のアーネスト・ヒルガード教授が当時 GHQ に呼ばれて

来日していたことが判明しています。しかも、2001 年に同教授が亡くなった際にスタンフ

ォード大学が出した追悼文の中に、同教授の功績の一つとして『戦後日本の教育の非軍事

化のため』が挙げられていたというのです。つまり、米国を代表する洗脳の専門家が、日

本の戦後教育を通して、将来日本が二度と軍事化することのないよう、少年少女たちを洗

脳しようとしたということがこれでわかります。 

 

それでは、この WGIP（戦争についての罪悪感を日本人に受け付けるための宣伝計画）

というものは、戦後の GHQ 占領下の日本においてどのように実施されたのでしょうか？ 

 

例えば、1945 年 12 月 8 日から 17 日にかけて、日本の新聞各社に GHQ の民間情報教育

局（CIE）の作成した『太平洋戦争史』を翻訳して掲載させ、さらに、12 月 9 日からはそ

のラジオ版である番組『眞相はかうだ』が開始されました。その内容があまりにも嘘が多

かったため、批判が殺到し、10 回で打ち切りとなりましたが、その後番組の名称を『眞相

はかうだ・質問箱』『眞相箱』『質問箱』と変えながら、今度は“事実”に“嘘”を混ぜた

より狡猾な内容で約 3 年間継続されたのです。その他、GHQ の民間情報教育局（CIE）ラ

ジオ課監修の様々な分野での“洗脳のための放送”が毎週『新しい農村』（月曜日）、『労働

の時間』（火曜日）、『問題の鍵：社会の窓』（水曜日）、『産業の夕』（木曜日）、『ローカル・

ショー』（金曜日）、『家庭の話題』（土曜日）、『時の動き』（日曜日）と放送されました。 

 

1946 年から始まった極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判は、GHQ により書き換えら

れた“虚構の歴史”を逐一すべての日本国民の目に焼き付けるための総仕上げとして意図

的に創られた大舞台であったと言ってよいでしょう。渡部昇一氏は、これを『儀式化した

復讐劇』と呼んでいます。 

 

上述のような“情報の書き込み（洗脳）”の前提として、真実を語ることが禁止されまし

た。先の戦争の真因を分析批判すること等が禁止されたのです。先の苫米地英人博士によ

れば、洗脳するために必要な『情報遮断』の状態に置いたということです。 

 

きっかけは、占領直後の 9 月 18 日、朝日新聞が「原爆は国際法違反の戦争犯罪である」

との鳩山一郎談話を掲載したことでした。これに対して、GHQ は、朝日新聞に 2 日間の発

行停止処分を下すとともに、翌日「プレスコード（新聞編集綱領）」を発令し、1946 年 11

月 25 日には、30 項目からなる検閲指針を発表、5000～6000 名の検閲官と三百数十人の

GHQ の検閲スタッフによって、全ての出版物や放送の事前検閲、影響力のある人物の私信

の開封や電話盗聴まで行われたと言います。つまり、次の 30 項目については、完全に言論

が封鎖されてしまったのです。まさに『閉ざされた言語空間』（江藤淳）だったわけです。 
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①連合国最高司令官（司令部）に対する批判 

②極東軍事裁判（東京裁判）の批判 

③連合国最高司令官（司令部）が憲法を起草したことについての言及と批判 

④検閲が行われていることに関する言及と批判 

⑤アメリカ合衆国に対する批判 

⑥ロシア（ソ連邦）に対する批判 

⑦英国に対する批判 

⑧朝鮮人に対する批判 

⑨中国に対する批判 

⑩他の連合国に対する批判 

⑪連合国一般に対する批判 

⑫満州における日本人取り扱いについての（ソ連、中国への）批判 

⑬連合国の戦前の政策に対する批判 

⑭第三次世界大戦への言及 

⑮ソ連対西側諸国の「冷戦」に対する批判 

⑯戦争擁護の宣伝 

⑰神国・日本の宣伝 

⑱軍国主義の宣伝 

⑲ナショナリズムの宣伝    

⑳大東亜共栄圏の宣伝 

○21その他、以上で特記したもの以外のあらゆる宣伝 

○22戦争犯罪人の正当化、及び擁護 

○23占領軍兵士と日本女性との交渉を取り扱うストーリー 

○24闇市の状況についての言及 

○25占領軍軍隊に対する批判 

○26飢饉を誇張した記事 

○27暴力と不穏な行動を煽動する記事 

○28明白な虚偽の報道 

○29連合国最高司令官（司令部）又は地方軍政部に対する不適切な言及 

○30解禁されていない報道の公表 

 

このようにして、プレスコードによって、新聞やマスコミ等がこの戦争の“真実を語

ること”を禁止し、実際に真実の情報が世の中に出回ることを阻止する（“情報遮断”）た

めに“検閲”を行う一方で、GHQ は、自ら創作した“物語”、即ち、日本を“侵略戦争”

を仕掛けた“悪者”に仕立て上げ、その悪い日本のそれまでの伝統や文化を全否定すると

いう“虚構の物語”の情報をラジオや新聞、そして学校教育など当時のあらゆる手段を通
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じて日本国民に大量かつ継続的にシャワーの如く浴びせ続けることによって、徹底した“情

報統制”図り、日本国民を彼らの作り上げた“ストーリー”に沿って徹底的に“洗脳”し

て行ったのです。 

 

この洗脳のメカニズムは、苫米地博士によれば、次の通りです。まず真実を隠し、国民

に知らせないようにする“情報遮断”によって、国民に情報の空白部分をつくる、空白部

分ができると、そこに偽の情報を書き込むことが容易になり、人間は新たに書き込まれた

情報を受け入れ、それが正しいと思い込むようになるというわけです。 

 

特に、その新たな情報が、あらゆる手段を通して大量かつ継続的にシャワーの如く、繰

り返しインプットされると、スポンジが水を吸い込むように情報の空白部分を埋めて行く

のです。そして、先に述べた通り、脳の正否の唯一の判断基準は“慣れ”だ（東京大学・

大学院薬学系研究科の池谷裕二教授）ということですから、あらゆる手段を通じて大量に

浴びせられる“新しい情報”に“慣れ”てくると、人間の脳は、それを“正しいもの”だ

と自然に思い込むようになるのです。 

 

ただ、このような情報統制による洗脳が、GHQ が占領した 7 年間だけの問題であれば、

少なくとも“戦前の古き良き日本を知っている世代”がいた限り、容易に騙されることは

なかったかもしれません。 

 

しかしながら、重要かつ残念なことには、GHQ が日本を去った後も、そして、現在に至

るまで、それらの“真実の隠蔽”と“壮大な虚構の物語の発信”という作業を引き継いだ

多くの日本人たちがいたということなのです。 

 

上智大学の故渡部昇一教授は、「戦後、日本が負けたことを利用して重要な地位を占めた

人たちがたくさんいる。」と指摘し、それらの人々を『敗戦利得者』と呼んで、次の様に述

べています。曰く、「『戦争協力者を公職から排除する』という名目による『公職追放令』

で、二十万六千人以上もの人々の職を奪い、メディアに出る口も封じた。これで筋の通っ

た有能な人材が各界から追われ、戦前戦中は日陰の身だった共産主義者たちやその共鳴者

たち、亜流の左翼言論人が息を吹き返して教育界・大学・マスコミに入り込み、日本が何

でも悪いという『自虐史観』を日本に蔓延させることになった。」（「読む年表 日本の歴史」

上智大学名誉教授渡部昇一著 p.265）先に述べたプレスコードが実行されるプロセスにおい

て“活躍”した 5000～6000 名の日本人の検閲官たちもその一翼を担いました。 

 

この日本人への“洗脳”の作業は、現在もまだ続いているという意味で、極めて重要な

ところですので、もう一人証人を挙げましょう。京都大学の中西輝政名誉教授です。同教
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授は、戦後の日本人が大変歪んだ歴史観（いわゆる“自虐史観”）を持ってしまい、未だに

歴史の真実を大変知りにくくなっている要因の一つとして、『歴史利権』という表現で次の

様に述べています。「学者、マスコミ、出版界という知識人社会が一つになって、特定の解

釈をする出版物しか出版させない、或いは学説として流布させないという利権構造があり、

強い『タブーの世界』がそこに出来上がっているということがあります。日本の戦後はこ

れが非常につよかったし、いまだに強く残っていると思いますね。」（『歴史の書き換えが始

まった!――コミンテルンと昭和史の真相』 明成社〈日本の息吹ブックレット 4〉小堀佳一

郎東京大学名誉教授と中西輝政京都大学教授（当時）との対談） 

 

その結果、日本国民は、そのほぼすべてが戦後子々孫々に亘って見事に“洗脳”され、

その効果が現在にまで及び、日本国民の大多数が、戦前の日本や日本の伝統や文化を全否

定して、日本は侵略戦争をやった悪い国であるという、いわゆる“自虐史観”といわれる

ものに“とらわれて”しまっているのです。そのような“自虐史観”の現れは、あちこち

に見られます。 

 

いくつか例を挙げれば、第一に「戦後の日本の平和を守ったのは憲法第 9 条である」と

いう主張です。自虐史観にとらわれた人たちは、自らは軍隊を一切持たなくとも、憲法第 9

条によって日本の安全は守られてきたし、これからも守れるのだと言います。しかしなが

ら、世界の現実は、憲法第 9 条やその前文の前提とするような“性善説”を前提とした“理

想的な社会”とは程遠い“国益と国益とが力と力とでぶつかり合う極めて現実的な世界”

です。ロシアは、ウクライナのクリミア半島を力で制圧し、中国は、南シナ海の南沙諸島

（スプラトリー諸島）海域に存在する暗礁を埋め立てて人口島を建設し、軍事拠点化を急

ピッチで進めており、北朝鮮は、核開発や核実験を繰り返し、日本はその射程距離に入っ

ています。このような“現実の危機”が迫りつつある中では、独立国家であれば、自分の

ことは自分で守ることが基本であって、自衛のための軍隊を保有することは当然のことで

す。いわば国家レベルにおける“正当防衛”とも言えましょう。普段友好関係にある諸外

国でも、その時点でのその国の国益に合致しない限り、助けてくれることはまずありえな

いからです。 

 

憲法前文の『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持

しようと決意した・・・』という文言は、国際社会の現実からは程遠い非現実的な考え方

だと言わざるをえません。一つの独立国家が、自国の安全と生存を他の国、例えば中国や

ロシア、北朝鮮などの国民に任せてしまうことなど到底できないからです。これは、むし

ろ、日本の憲法が、連合国司令部による占領がそれ以降も 20 年以上続くことを前提として、

“占領政策の基本法”として作られ、軍事的に去勢された日本に対して押し付けたもので

ある証拠とも言えるでしょう。 



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

 

このような“平和ボケ”とも言えるような非現実的な議論を平気で主張したり、現実の

国際社会の軍事的脅威を前提とした議論をすることができないという日本国民の“思考停

止”の状況は、正に“自虐史観”のなせる技だと言ってよいのではないでしょうか？ 

 

第二に、日本固有の伝統的な文化を全否定され、日本は侵略戦争を仕掛けた悪い国だと

歴史を書き換えられ、刷り込まれた日本国民は、“自虐史観”にとらわれて、それら日本の

文化の良さが“削除”されて見えなくなるか、あるいは、見えていても、それらを“自虐

的に”歪めて、大したものではないと決めつけてしまい、自国に対する“誇り”をもつこ

とができなくなってしまっていることです。 

 

1970 年の大阪万国博覧会の開催が決まった頃、松下幸之助は、戦後既に 25 年を経過し

てなお世の中に蔓延っていた、行き過ぎた日本の歴史と伝統の否定と“自虐史観”の風潮

に“異常さ”を感じて、“警鐘”を鳴らすとともに、日本の歴史や伝統、文化の良さを取り

戻すために大阪万博で松下館を作ったのだと言われています。 

 

この点、松下幸之助は、次の様に述べています。曰く、「われわれ日本国民は、戦争に負

けて非常に悲惨な姿に陥ってしまった。そのために、お互いいろいろと深く反省した。こ

れは当然のことである。してはならない戦争をしたのだから、大いに反省をしなければな

らないと思う。けれども、その反省のしかたというものは、はたして適正なものであろう

か。私は、それは必ずしも当を得たものばかりではなかったのではないかという感じもす

るのである。 

 

というのは、反省をするからには、そこによりよきものを生み出すことが必要である。

たとえば戦争に負けて、これまで知らなかった世界の厳しさ、広さというものを初めて知

って、それで今後みずからのとるべきよりよい態度、進むべき正しい道というものを悟る

ことができたというように、反省というものは、禍を転じて福とすることができるような

ものでなければならないと思うのである。 

 

ところが、戦後のわが国においては、そういう面もあるにはあったと思うが、どちらか

というと、戦争そのものを憎むあまり、とにかく日本はもともと悪い国だったのだ、とい

うような反省のしかたが多かったのではあるまいか。これまでの日本の歴史をふり返って

みて、その中で好ましくないと思われるような点を拾いあげ、過去の日本は悪いことはか

りしてきた、こういった悪いことも過去に行っている、というようなことが盛んに叫ばれ

たようである。 

 



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

もちろん、そういった反省のしかたも、それなりの理由があったからだと思う。という

のは、戦争中、特に戦争末期の日本においては、日本の歴史を説く場合に、日本は神国で

あるというような、かなり行きすぎと思われる考え方をする傾向もあった。それで、そう

いった好ましくないような考え方に対する反省として、戦後のわが国においては、なぜし

てはならない戦争をしたのであろうかということを静かに考えるよりも、とにかく日本と

いう国は好ましからざる国である、日本の歴史は悪いことの連続であるというような考え

方が強調される面が強く現れたようである。そのために、お互い日本人としては、みずか

らの国、みずからの歴史、伝統というものに対して、いわば不信の念を生じ、その結果、

歴史を軽視し無視するような姿も生まれるようになってきたのではないだろうか。」 

（「和を貴びつつ－日本の歴史を考える」『PHP』唱和 45（1970）年 10 月号） 

 

『日本という国がもともと悪い国だったのだ』として戦前の日本の歴史や伝統、文化を

全否定するという GHQの WGIPのシナリオそのものを GHQが去った後に引き継いだ『敗

戦利得者』たちによる新聞やテレビなどマスコミを通じた“反省の仕方”に“行き過ぎ”

たところをその鋭い感性で敏感に感じ取った松下幸之助は、日本の歴史や伝統、文化を見

直そうとの明確な目的を持って、大阪万博の際の松下館を創ったのでした。 

 

こうして、GHQ 及びそれを引き継いだ、日本の敗戦によって利益を得ている、いわゆる

『敗戦利得者』たちは、そのような“壮大な虚構の歴史物語”を日本国民の子々孫々に亘

り、『日本の戦争犯罪』『悪い国日本』を刷り込んできたわけです。 

 

先にご紹介したタクシー追突事件では、タクシーの運転手自身は、事件の当事者ですか

ら、自分は悪くない、ぶつけてきたのはあくまで暴力団組長の坊ちゃんの方だということ

はわかっています。ただ、自分が加害者だという結果を押し付けられて、不承不承ながら

呑んだというにすぎません。そうだとすれば、運転手の子供たちは、父親からその真実を

聞かされていれば、お父さんが本当に悪いことをしたとは思わないでしょう。 

 

ところが、アメリカは、極東軍事裁判において A 級戦犯を裁き処刑するだけではなく、

この“壮大な虚構の歴史物語”を戦後ずーっとマスコミや教育を通じて日本国民に刷り込

み、“洗脳”し続けてきたのです。GHQ は、先に見た通り、マスコミ報道の検閲制度（そ

の後はプレスコードの自主的規制）や教科書検定によって真実の歴史が隠される一方で、

『太平洋戦争は日本の侵略戦争であり、日本が加害者だ、悪い国だ』というアメリカの創

った“虚構の歴史物語”を NHK や朝日新聞、岩波書店等を中心に日本国民に対してシャワ

ーのように浴びせ続けました。そして、GHQ の去った後も、それを同じ日本人でありなが

ら、自分たちが敗戦によって得た“利得”を守るために継承した『敗戦利得者』たちが、

その日本国民の“洗脳”という悍ましい作業を引き継いで実行してきたのです。その影響
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は今も続いていると言われています。 

 

その結果、戦前の日本を知り戦争に行った世代は、上記のタクシー追突事件のタクシー

運転手本人と同様に、『日本の侵略戦争だ』とか『日本の歴史や伝統が悪だ』と全否定する

アメリカの論理はおかしいということに気づいていた人たちも一部にはいたでしょうが、

その次の世代、私たちのような“戦前の日本を知らない世代”となると、アメリカの創作

した“虚構の歴史物語”こそ真実だと信じ込んでしまうのです。それが、現代の日本にお

いて広く普及している、いわゆる“自虐史観”と言われる歴史認識につながり、日本人か

ら“愛国心”や“誇り”を奪っていると言われています。つまり、この“壮大な虚構の歴

史物語”による“洗脳”の影響は、現在にも生き続けており、現代の日本人にまで極めて

重篤な影響を与え続けているのです。 

 

先にご紹介した某暴力団組長の坊ちゃんのタクシー追突事件に喩えて言えば、タクシー

運転手の子供や孫たちまでが、自分たちのお父さんが坊ちゃんの車にバックで、つまり、

ありえないような無茶をして、ぶつけた加害者だと本気で思っているということになるの

です。子供たちまでが、“犯罪者の子供や孫”として、肩身の狭い思いで永遠に生きて行く

こととなるのです。 

 

話は、まだ終わりません。さらに“続き”があるのです。アメリカは、その“壮大な虚

構の物語”の中でアメリカ自身を日本の軍国主義から日本国民を解放し、日本国民を主権

者とする民主主義を広めた、日本と日本国民にとっての“救世主”であり、“正義の味方”

なのだと位置づけ、そのストーリーをも併せて、日本国民に刷り込んだのです。米国を賛

美し、マッカーサーを“救世主”に仕立て上げる情報操作が行われました。戦後の食糧危

機に際しては、米軍の余剰食糧である小麦粉を放出し、米国内での余剰食糧を提供しまし

た。戦後群がる日本人の子供たちにチョコレートを与えていた米兵たちの行動すら、計算

されたものだったと言われます。また、戦後の復興に伴って、米国市場を日本製品の輸出

に開放しました。 

 

タクシー追突事件の例で喩えれば、タクシーに追突した本当の加害者である某暴力団組

長の御曹司を“被害者”であったとするだけでなく、でっち上げられた“加害者”たるタ

クシー運転手を“矯正”し、“善人”に生まれ変わらせた“救世主”こそが、その御曹司な

のだというとてつもない“虚構”を付け加えて、タクシー運転手の子々孫々にまで刷り込

んだということになるのです。 

 

それでは、アメリカが創作した“壮大な虚構の歴史”の中のいくつかの重要な問題点、

即ち重要な“ウソ（虚構）”について見ておきたいと思います。 
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第一に、真珠湾攻撃についてです。これが、日本による宣戦布告なき“卑怯な騙し討ち”

とされ、その“卑劣さ”を、ルーズベルト大統領が最大限に利用して「真珠湾を忘れるな

（Remember Pearl Harbor!）」の掛け声とともに、戦争反対であった大多数のアメリカ国

民を一夜にして対日宣戦布告賛成へと変えてしまったのでした。また、それは、そのよう

な“卑怯な”日本に対する報復として、日本の広島や長崎への原爆投下を正当化する理由

とも言われました。 

 

しかし、事実は“卑怯な奇襲攻撃”ではありませんでした。日米双方の側にその理由が

あります。 

 

アメリカ側は、真珠湾攻撃について事前にわかっていながら、敢えて日本に“卑怯な奇

襲攻撃”をやらせたというのが“真実”です。 

 

当時アメリカは、先に述べた通り、日本を仮想敵国と捉えて、着々とその戦争の準備を

整える一方、真珠湾攻撃の１年以上前から日本軍や外務省の暗号を既に解読しており、真

珠湾攻撃についても、事前に把握していました。その証拠に、空母二隻と新鋭艦は事前に

“演習”と称して湾から避難させていたのです。ただ、先に述べた通り、当時のルーズベ

ルト大統領は、日本を仮想敵国として戦争準備をしながらも、他方「相手国から攻撃を受

けない限り、戦争はやらない」ことを公約として大統領三選を果たした以上、アメリカの

側から先に攻撃をするわけには行かない、しかし、日本側から先に攻撃をされれば、米国

民も戦争に反対することはないし、公約違反にもならないと考えて、敢えて自国民を犠牲

にして、日本側に“奇襲攻撃”をさせたのです。そして、その“奇襲攻撃”による被害を

それなりに大きく見せる必要もあり、ハワイの太平洋艦隊司令長官ハズバンド・キンメル

提督とウォルター・ショート陸軍大将には、敢えてその事前情報を与えませんでした。ま

た、当日は日曜日であるにも拘らず、戦艦アリゾナに定員をはるかに超える人数の将兵を

乗せていたのです。その結果、“不意”を突かれたハワイのアメリカ太平洋艦隊は、大損害

を受けました。2345 名の軍関係者の犠牲者を出し、その約半数の 1177 名がアリゾナ号で

犠牲となったのです。 

 

日本側の問題は、ワシントンの日本大使館が宣戦布告文をアメリカ側国務省コーデル・

ハル国務長官に手交したのが、実際の真珠湾攻撃の開始後になってしまったのは、事実で

すが、それは、日本政府側の意図に反した、“現地の大使館員のミス”によるものでした。

日本政府としては、攻撃の 30 分前にハル国務長官に国交断絶の通告を手交するつもりだっ

たのですが、現地の日本大使館の到底信じられないようなミスがあったために手交が遅れ

てしまったのです。具体的には、次のようなミスがいくつも重なりました。 
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現地の日本大使館では、12 月 6 日（土）夜に日本から『今から長文の外交文書を送る。

それを後に改めて通知する時刻にアメリカ側に渡せるよう、万端の準備をしておくように』

というパイロット・メッセージ（予告電報）があったにも拘らず、最後のページ（14 頁）

を待たずに、全員が（当直も置かずに）同僚の送別会に出払ってしまった。（ミス１）当時

は既に開戦前夜の如き状況であったにも拘らずである。そして、翌朝最終ページを見て大

騒ぎになるも、わざわざタイプを打ち直すことにして（ミス２）、しかも、タイピストに任

せず、慣れない大使館員がタイプを打ち直した（ミス３）ためにタイプミスを繰り返し、

必要以上に時間がかかってしまいました。（ミス４）日本側の指示は、午後 1 時に手渡せと

されていたにも拘らず、何を血迷ったか、彼らは、ヒル国務長官との約束の時間を独断で 1

時間遅らせたのである。（ミス５）その結果、日本政府の指定した手交すべき時間（午後 1

時）に遅れ、また、真珠湾攻撃の 55 分後になってしまったというわけです。外交のプロで

あるはずの大使館員（野村吉三郎駐米大使と来栖三郎特命全権大使）のありえない複数の

ミスから、とんでもない大失態を犯してしまいました。（しかも、戦後も外務省はこのこと

を内密にし続けています。） 

 

このように、米国側が事前に知りながら、敢えて日本側に真珠湾攻撃をさせたというこ

とと在米日本大使館員の宣戦布告文の手交を遅らせてしまったというミスが重なった結果、

それは日本側にとって図らずも“奇襲攻撃”となってしまったのです。 

 

しかし、ルーズベルト大統領は、それらを見逃すことなく、最大限に利用したのです。

その 12 月 8 日に両院議会において、後に「屈辱の日演説」と呼ばれる演説を行い、日本軍

による真珠湾への“奇襲攻撃”を“卑怯なだまし討ち”“恥知らずな蛮行”だと糾弾して、

多くの米国民が犠牲となった「真珠湾を忘れるな（Remember Pearl Harbor!）」と国民を

煽り、アメリカ世論を一夜にして対日戦争へと硬化させて、米国議会が対日宣戦布告を行

ったのです。この点、先にご紹介したルーズベルト大統領の娘婿カーチス・B・ドールのル

ーズベルト大統領の発言についての証言（『操られたルーズベルト』馬野周二訳、プレジデ

ント社刊）「私は決して宣戦はしない、私は戦争を造るのだ」がすべてを語っています。 

 

実は、このように敢えて自国民を犠牲にして、それを敵の“卑怯な騙し討ち”だと糾弾

し、国民を戦争に駆り立てるという、このやり方は、歴史を振り返れば、ルーズベルトに

限らず、アメリカが侵略戦争を仕掛ける際の常套手段だったのです。例えば、アメリカの

メキシコとの戦争（1846 年～1848 年）の開戦の契機は、「アラモ砦の戦い」でした。清水

馨八郎氏によれば、「この戦いは、アメリカが自国のアラモ砦を囮にして相手を挑発し、わ

ざとメキシコ軍に先制攻撃をさせ、自軍に相当の被害を出させたうえで『リメンバー・ア

ラモ砦』を合言葉に戦争を正当化し、国民を鼓舞して反撃に移るというもので、これは、
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この先アメリカが侵略戦争をするときの常套手段となるのである。」（清水馨八郎著『侵略

の世界史』pp.160-161） 

 

さらに、1898 年のスペインとの戦争においても、「米国は、ハバナを表敬訪問中の米戦艦

『メーン』を自ら爆沈させ、2060 人の乗組員を犠牲にし、これを敵がやったことにして『メ

ーン号を忘れるな』を合言葉に国民を戦争に駆り立て、有無を言わさず、スペインに宣戦

布告した。」（清水馨八郎著『侵略の世界史』p.161）というのです。 

 

そして、ルーズベルト大統領の「屈辱の日演説」の後に、共和党の重鎮で下院議員のハ

ミルトン・フィッシュ氏が応援演説を行いました。フィッシュ氏は、当時ルーズベルト大

統領（民主党）が最も恐れ、最も憎んでいた男だと言われており、それまではルーズベル

ト大統領のニューディール政策を厳しく批判し、『アメリカが攻撃されない限り、他国のい

ざこざに介入すべきではない』との非干渉主義の立場でした。しかし、この時ばかりは、

日本軍の米国ハワイ州真珠湾への奇襲攻撃を受けた直後であり、ルーズベルト大統領に請

われて、対日宣戦布告に同調し、議会において応援演説を行いました。ルーズベルト大統

領に乗せられて共に国民を戦争へと煽ったのです。 

 

ところが、戦後になって、宣戦布告の権限を有する米国議会に知らされることなく日本

に対して突き付けられ（1941 年 11 月 26 日）、日本を対米戦争に追い込んだ実質的な“最

後通牒”（そのことは 11 月 28 日に“最後通牒の性格”を持つ第二の文書をさらに発する必

要性があるかどうかについてスチムソン長官と話し合った際、ルーズベルト大統領自身も

認めていました。）であるハル・ノートの存在を知り、ルーズベルトこそが米国議会と米国

民を欺いてアメリカをこの戦争に巻き込んだ張本人であることを確信するに至って、フィ

ッシュ氏は、激怒します。そして、戦後に「ルーズベルトの開戦責任（How We Were Tricked 

into World War II）」（草思社文庫）という本を出版し、ルーズベルト大統領の戦争開始責

任を厳しく追及しています。 

 

真珠湾攻撃の 1 か月以上前の 1941 年 10 月 20 日に、中国の義勇兵に偽装したアメリカ

空軍の退役パイロット集団『フライング・タイガース』が、アメリカが中国に供与した戦

闘機約百機で、昆明の日本軍に爆撃を加えていたのである。 

 

以上、真珠湾攻撃は、ルーズベルト大統領が自ら計画的に日本に“先制攻撃”をさせる

ように仕掛け、また、事前に暗号解読などから日本側の“奇襲攻撃”の計画もわかってい

ながら、米国の第二次世界大戦への参加について米国民の同意を得るために、わざと日本

側に“奇襲攻撃”をやらせたのだということ、日本政府は事後通告とするつもりはなく、

現地大使館の大使らのミスによって遅れた、いわば“事故”であったこと、アメリカは、
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偽装義勇兵『フライング・タイガー』を使って、真珠湾よりも先に攻撃をしていたこと等

を考えれば、真珠湾攻撃を以って、日本軍の一方的な“卑怯な騙し討ち”だと、少なくと

もルーズベルト大統領が非難することはできないでしょう。 

 

 第二に、戦争末期の 1945 年 8 月 6 日に広島に、そして、同年 8 月 9 日に長崎に投下され

た原爆についてです。広島では十一万以上が死に、長崎では七万以上の人が死にました。

そのほとんどが民間人でした。老若男女問わず、また、戦闘員と非戦闘員の区別もなく、

無差別に約 20 万人もの大量の人々を一瞬にして殺してしまったのです。そして、さらにそ

の後も原爆の放射能の後遺症による生き地獄に多くの人々が苦しみました。 

 

この原爆の投下について、読者の皆さんは、「戦争を早く終結させて米国人と日本人の犠

牲者を少なくするために原爆を用いた」というアメリカ側の説明を信じますか？ 

 

 結論を言えば、このアメリカ側の説明は“真実”ではありません。昭和 20 年 3 月 10 日

の東京大空襲のときから、アメリカの軍部は、日本に既に戦争遂行能力のないことを明白

に認識していたと言われています。 

 

実際、アイゼンハワー連合軍欧州最高司令官は、「原爆投下は全く不必要だった。もはや

アメリカ兵の生命を救う手段としては必須ではなくなった。」と明白に述べており、その後

も、第三艦隊司令官ウィリアム・ハルゼー大将は、「史上初の原爆投下は、全く必要のない

実験だった・・・そもそもあれを落とすこと自体が間違いだった。」と述べていたのです。

さらに、原爆投下当時、トルーマン大統領の首席補佐官だったウィリアム・リーヒ海軍大

将は、1950 年に沈黙を破り、「私の意見では、広島と長崎に対してこの残忍な兵器を使用し

たことは、対日戦争で何の重要な助けにもならなかった。日本は既に打ちのめされており、

降伏寸前だった。」と述べています。（「原爆投下決断の内幕」上巻・下巻） 

 

また、原爆を開発した科学者たちは、当初その原爆は、広島の呉などの軍港の、それも

沖合に投下すると説明を受けていました。ところが、その後米国軍部は、原爆の威力を測

定するために都市部に、しかも、それまで空襲を受けていない都市部に投下することに変

更したことが、米国側の資料から明らかになっています。つまり、原爆の目的は、その実

際の効果を測定するための『人体実験』だったのです。だからこそ、広島にはウラン型、

長崎にはプルトニウム型と種類の異なる原爆を投下し、終戦直後に、原爆の効果を詳細に

調査するために、専門家チームの調査団が広島と長崎に来て、調査を実施しいるのです。 

 

ただ、原爆の投下には、恐らくもう一つの隠された目的があったのではないかと考えら

れています。それは、急速に軍事大国化しつつあったソ連に対して、アメリカが戦後の世
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界の覇権を握るために、完成させた原爆を日本に投下してその威力を見せることによって、

アメリカの原爆開発技術を誇示し、ソ連を牽制するためであったと考えられるのです。も

っとも、アメリカは、大戦中、ナチス・ドイツを打ち負かすために、『敵の敵は味方』とば

かりに、ソ連に武器製造ノウハウや軍需工場まで提供してきました。ところが、その結果、

想定外にも、ソ連が軍事大国化し、戦後の世界において、アメリカの脅威となることが明

らかになってきていたからです。自ら育てた軍事モンスターに驚き、脅威を感じて、示威

行動（間接的な先制攻撃）を採ったものと考えられるのです。 

 

 この問題の最後に考えてみたいのは、次の点です。非戦闘員である民間人に対してか

くも残虐な行為をアメリカがなぜ敢行できたのか、と考えてみたときに、浮かび上がって

くるのは、次のような考えです。例えば、アメリカはドイツに対して原爆を投下する機会

があったとすれば、果たして投下したであろうかと考えてみれば、恐らく投下しなかった

のではないかと思われます。 

 

 では、日本とドイツの差は何か？それは、人種差別です。病死したルーズベルト大統

領の後を継いで、原爆投下の命令を出したトルーマン大統領と実際に原爆投下を推進した

国務長官ジェームズ・F・バーンズは、いずれも人種差別主義者であったことが知られてい

ます。キリスト教の神が創った人間は、”白人”であり、それ以外の有色人種などは動物と同

じ扱いでよいとする人種差別の考えがあったからこそ、このような残虐な行為を平然と成

し得たものと思われるのです。 

 

第三に、第二次世界大戦後、日本の戦争指導者たちを裁いた極東軍事裁判（東京裁判）

についてです。 

 

 この東京裁判については、その後同裁判に関わった弁護人はもとよい裁判官や検事を含

めて、多くの識者から批判がなされていますが、同裁判自体において、被告全員の無罪を

主張したのは、インド代表のパール判事でした。唯一の国際法の専門家として、その見事

な見識を示し、戦後の国際連合の国際法委員長や仲裁裁判所裁判官として国際法の分野で

活躍しました。 

 

 この東京裁判について、主な問題点を挙げれば、次の通りです。 

 

 第一に、この裁判は、法的な外形を伴ってはいたものの、その内実は、“真実の解明”を

目的とするものではなく、『侵略戦争の名の下に敗戦国日本の指導者たちを厳しく処罰し、

日本国民を再教育すること』という明白な目的を持った“政治裁判”であったことです。

それ故、戦勝国側の問題点、東京空襲や原爆の投下などは問題提起されても無視され、一
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切問われなかったのです。 

 

第二に、上記の政治目的を貫徹するために、戦勝国のみから、検事と裁判官を出し、敗

戦国や中立国からは一人もいないというように、裁判所の構成が著しく不公正でした。裁

判官は、戦勝国と敗戦国及び中立国から出すのが常識です。この点だけでも、『裁判の公正』

の保障を欠く裁判と言わざるをえないのです。 

 

第三に、事後法の禁止の公理に反していることです。上記の政治目的を貫徹するために

適用された法律は、当時の国際法ではなく、この裁判のために連合国占領軍司令官のマッ

カーサー元帥によって作られた『極東軍事裁判所条例』であり、その条例で新設された『平

和に対する罪』と『戦争に対する罪』だったのです。なぜなら、当時の国際法の下では、

国家による戦争行為について個人の刑事責任を問うことはできなかったからです。そこで、

上記の条例を作り、上記の２つの罪を創設して、それを過去の行為に遡って適用したわけ

です。しかしながら、これは、近代法の大原則としてすべての文明国で承認されている『事

後法の禁止の原則』に反するものです。被告たちが、行為の当時“違法な行為”なのだと

いう“違法性の認識”を持ちえない行為、つまり合法と思われる行為を行ったにも拘らず、

事後的にその行為を処罰する法律を作って遡及適用して処罰することは、不公正であり、

不当だからです。先に述べたパール判事が最も強調したところでもあります。 

 

第四に、対日理事会の強い意向により、先行したナチス・ドイツを裁いたニュルンベル

グ裁判の『一貫したナチスによる共同謀議』というストーリーに無理矢理合わせようとし

て、昭和 3 年の田中儀一内閣以降 17 年間における多くの歴代政権（28 名）による“侵略

戦争の共同謀議”というストーリーを初めから前提としたことです。考えも方針も必ずし

も一致していない、歴代内閣に“一貫した共同謀議”などというものはあり得ず（一致し

ないからこそ、政権が交代したのですから）、歴史上の事実を客観的に見れば到底立証しえ

ない、“無理筋”だったのです。それは、ポツダム宣言が前提とした大東亜戦争の時間的管

轄（同戦争の開戦から終戦まで）を超えたものでもありました。 

 

第五に、上記の政治的目的を貫徹し、この“無理筋”を強引に押し通すために、実際の

手続きの運用面においても、でっち上げと思われるような検事側の証拠の大半（約1600点）

を認める一方、被告側の証拠、特に『自衛戦争であったこと』を証明するための重要な証

拠のほとんど（約 1600 点）を正当な理由もなく却下しました。およそ“裁判”とは言えな

い実態でした。そして、この無理筋の“虚偽”がさらなる“虚偽”を生むこととなるので

す。 

 

ところが、戦後になって、このような問題の多い東京裁判を強行した張本人であるマッ
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カーサー自身が、1951 年 5 月 3 日の米国議会の軍事外交合同委員会において、次のような

証言をしたことは、この東京裁判の正体をすべて証明し尽くしたものと言っても過言では

ありません。曰く、「日本が太平洋戦争に突入したのは、その大部分が自国の安全保障上の

必要によるものであった。」 

 

 東京裁判について、渡部昇一氏は、『裁判の名を借りた復讐（リンチ）』であると喝破し

ています。この点、米国上院議員のロバート・Ａ・タフト氏も次の様に述べています。「勝

者による敗者の裁判は、どれほど司法的な体裁を整えてみても、決して公正なものであり

えない。侵略戦争を起こす者は、勝利の自信をもって始める以上、勝利者が敗者を裁くこ

とは、将来の侵略戦争の戒めにはならない。この裁判は、正義の実現ではなく、復讐の発

現であり、アメリカの歴史に汚点として残るだろう。」 

 

第四に、南京大虐殺事件についてです。 

 

南京大虐殺事件とは、1937 年（昭和 12 年）12 月の南京戦において、日本軍が中華民国

の首都南京市を占領した際に、当時の日本軍が中国軍の捕虜、敗残兵、便衣兵、そして南

京城内や周辺地域の一般市民など大量の中国人を虐殺したとされる事件を言います。結論

を先に言えば、『日本軍による計画的組織的な中国人の大量虐殺』という事実はない、それ

はねつ造されたものであると言わざるを得ないと考えています。以下にそのように考える

理由を述べます。 

 

第一に、日本軍には『南京を攻略する』意図はあっても、『南京において中国人を計画的

組織的に大量に虐殺する』という“動機”が全く存在しなかったことです。例えば、アメ

リカ軍が東京を始め日本の大都市を空爆し、広島と長崎に原爆を落として、女性や老人、

子供をも含めた無差別の大量殺戮を行ったのは、それによって日本軍の戦意を喪失させて

戦争を早く終わらせるためだと言われています。ところが、南京攻略の前に既に蒋介石は、

勝てる見込みがないと判断して、南京の 20 万人近くの市民を置き去りにしてさっさと漢口

へ逃げてしまったのです。しかも、後を託された唐生智将軍も陥落前夜には逃げてしまっ

ており、既に勝敗は決していましたから、そもそも『大量虐殺』の必要性は全くなかった

のです。 

 

第二に、そもそも日本軍は、南京攻略に先立って、南京という大都市を戦場にすること

を避けるため、『オープン・シティ』にするよう、国民政府に勧告しており、国民政府がこ

れを無視したという事実があります。第二次世界大戦でも、フランス軍の司令官がパリを

オープン・シティとする旨の宣言が行われたため、パリは無傷のままでした。もし、日本

軍が『計画的組織的な中国人の大量虐殺』を考えていたとすれば、『オープン・シティ』を

https://ja.wikipedia.org/wiki/1937%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E9%9D%A9%E5%91%BD%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%95%E8%99%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%BF%E8%A1%A3%E5%85%B5
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勧告するという行為は、矛盾することとなります。 

 

第三に、南京攻略の前に、松井石根将軍は、全軍に次のような訓令を出しています。「日

本軍が外国の首都に入城するのは史上初めてのことであるから、後世の模範となるような

行動をするべし」そして、軍規を守るよう徹底していました。それは、この日中間の戦争

に国際社会の注目が集まっており、現に多くの外国人ジャーナリストが中国にいたことを

踏まえたものでもありました。 

 

第四に、この南京大虐殺事件が取り沙汰されるようになったのは、8 年も経過した東京裁

判において突然出てきたのでした。南京入城に際しては、百人以上の記者やカメラマンが

同行しており、外国人ジャーナリスト 5 名も含まれていましたが、『南京大虐殺』というよ

うな記事も本も当時一切出ていなかったのです。もし『南京大虐殺事件』が真実であるな

らば、そのような大事件について、記事や本が出ないというのは、まずありえないことで

す。なお、英国『マンチェスター・ガーディアン』紙の特派員のハロルド・ティンパリー

というオーストラリア人記者が、南京陥落の半年後に『外国人の見た日本軍の暴行』とい

う本を出していますが、この著者は、一度も南京に行かずにこの本を書いており、書かれ

た話はすべて伝聞証拠で信頼性を欠くものであるというだけでなく、国民党国際宣伝処に

雇われて反日プロパガンダとして書かれたものであることがわかっています。（『「南京事件」

の探究』北村稔著 pp.40‐44） 

 

第五に、南京市の人口は、日本軍による南京攻略の前には、非戦闘員 20 万人と軍隊の数

が 5 万人で合計 20 万人でしたが、南京陥落から 1 か月後に、南京市の人口が 5 万人増えて

合計 25 万人になっていることです。（南京市の安全区を管理し、市民の保護に当たってい

た国際安全委員会の発表による）南京大虐殺の被害者は、20 万～30 万人とされていますか

ら、南京市の全人口以上に相当する人々が殺された後 1 か月の内に、周辺の都市から 25 万

人が南京市に戻ってきたことになりますが、もしそのような大虐殺が本当に行われたとす

るならば、その後時を移さず 1 か月の内に住民たちがそのような恐ろしい所へ帰ってくる

とは到底考えられません。 

 

第六に、『大量虐殺』とされている中には、本来それに含まれるべきではない、『中国兵

による略奪、放火、殺人』だけでなく、さらには『正規の戦闘により死亡した中国兵』、『投

降して捕虜になりながら暴動を起こして鎮圧された中国兵』及び『いわゆる便衣隊という

軍服を脱ぎ捨てて市民になりすまし、逃げようとしたり、日本兵をピストルで撃とうとし

た中国兵』などが含まれていることです。当時南京にいた米国の副領事が、漢口の米国大

使に送った報告は、『中国兵による略奪、放火、殺人』に触れ、住民たちは、日本人が来れ

ば待望の秩序と統制が回復するだろうと日本人を歓迎する気分さえあったとしています。
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（中村粲『大東亜戦争への道』） 

 

また、もちろん、戦争中のことですから、日本軍の勇み足や巻き込まれた市民もいた可

能性は否定できません。実際に松井石根将軍は、一部の軍規違反者に対する厳しい処分を

行っています。しかしながら、先に紹介した国民党政府から雇われて反日プロパガンダと

して、『外国人の見た日本軍の暴行』を刊行したティンパリー記者は、被害者数を水増しし

ていたものと考えられますが、それでも被害者数は 3 万人としていたのです。それがいつ

の間にか 30 万人に膨張したというわけです。 

 

この点は、米国が東京を初めとする日本の都市への空襲による被害者が約 20 万人、そし

て、広島と長崎への原爆投下による被害者が約 10 万人で、合計 30 万人となることから、

米国がこれらの国際法に違反する無差別攻撃を正当化するために、日本の残虐性を訴える

材料として、東京裁判において、この南京大虐殺事件をねつ造したのではないかとの説が

あり、説得力があるように思われます。 

 

以上より、結論を繰り返せば、『日本軍による計画的組織的な中国人の大量虐殺』という

事実はなく、これは GHQ により東京裁判という大舞台のために創り上げられた『虚構の歴

史』の一部を成すもの、即ち、米国によりねつ造されたものであると考えます。 

 

 次に、従軍慰安婦問題です。 

 

 まず初めに、この問題の本質を確認しておきたいと思います。それは、当時、日本国、

日本軍が 20 万人もの朝鮮人女性をいわゆる『従軍慰安婦』にするために『強制連行』した

かどうか、というこの一点です。つまり、それ以外のことは、この問題に関連がありませ

ん。この点を初めに強調するのは、世の中のこの問題の議論では、この点が誤解され、問

題のすり替えが行われているからです。 

 

 次に、この問題の結論を言えば、当時、日本国、日本軍が 20 万人もの朝鮮人女性をいわ

ゆる『従軍慰安婦』にするために『強制連行』したという事実を証明する証拠は発見され

ていないということです。つまり、そのような事実はなかったということです。 

 

 元旧日本陸軍軍人を自称する吉田清治という人物が1977年に『朝鮮人慰安婦と日本人』、

1983 年に『私の戦争犯罪―朝鮮人強制連行』という著書で、済州島などで戦時中に朝鮮人

女性を慰安婦にするために軍令で強制連行（「慰安婦の狩り出し」）をした、との告白本を

出版しました。さらに、その後、影響力のある朝日新聞が 1983 年 11 月 10 日にその内容を

取り上げて、以後計 16 回にわたって報道し続けたのでした。 
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しかし、当時も、済州島新報など韓国側の反応は全面否定だったとされており、その後

の歴史学者の調査からも、吉田清治の一連の証言は事実に基づいていないことが指摘され、

朝日新聞は、2014 年 8 月になってようやくその関係の記事をすべて『誤報』として認めて

取り消し、訂正記事を書きました。 

 

しかしながら、朝日新聞が訂正するまでの 30 年以上にわたる報道の影響は大きく、あた

かもこの『虚構の物語』が“事実”であるかのように世界中に拡散してしまいました。そ

の意味でこの朝日新聞の報道姿勢と報道行動は、意図的に日本と日本国民を貶めようとす

る非国民的な考えと行為だと言わざるをえません。一片の訂正記事で償える性質のもので

はなく、世界に拡散した『虚構の物語』を訂正するために、それが無視しうる程度に収ま

るまで、インターネット等あらゆる手段を使って、世界に『本当のこと』を発信し続ける

ことがマスメディアとしての責任ではないかと思います。 

 

以下では、吉田証言と朝日新聞の及ぼした影響について、見て行きます。 

 

 1993 年 1 月には、宮沢喜一首相が「軍の関与を認め、おわびしたい」と謝罪し、同年 8

月には、河野洋平官房長官が、談話を発表し、慰安婦について「募集、移送、管理等も、

甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた」とし、「心からお詫びと反

省の気持ちを申し上げる」と謝罪しました。これを受けて、米国議会の下院は、121 号決議

で、慰安婦の強制連行に関して日本政府の公式の謝罪を要求しました。そして、1995 年 8

月 15 日、村山富市内閣総理大臣は談話を発表し（村山談話）、その中で、従軍慰安婦問題

について「女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、私はこの機会に、改めて、心か

らの深い反省とお詫びの気持ちを申し上げたいと思います」と、政府としての反省の意を

示しました。 

 

 しかしながら、これらの日本政府首脳による謝罪は、必ずしも十分な事実関係の調査を

踏まえたものではなく、その後、安倍晋三首相は、政府としての調査結果を踏まえて、2007

年 3 月 1 日、「強制性を裏付ける証拠はなかった」と発言、同年 3 月 5 日には、参議院予算

委員会において、「吉田清治という人が慰安婦狩りをしたという証言をしたわけであります

が…後にでっち上げだったことが分かったわけでございます」とした上で、「官憲が家に押

し入っていって人を人さらいのごとく連れていくという、そういう強制性はなかった」と

答弁しました。また、第二次安倍政権の 2013 年 6 月 18 日の答弁書では、政府が発見した

資料の一部に「バタビア臨時軍法会議の記録」が含まれ、その中に「軍人や民間人が上記

女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を

強要するなどした」との記述が存在することは認めたものの、全体としての政府の認識は、



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

2007 年 3 月 16 日の答弁書における「慰安婦問題については…政府が発見した資料の中に

は、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」と変わ

らないとし、一貫して『強制連行』を否定しています。 

 

 また、1996 年には、「女性に対する暴力」の審議で、国連人権委員会に提出されたクマラ

スワミ報告書は、その附属文書で、慰安婦制度を国際法違反とし、日本政府に対して慰安

婦に対する賠償を勧告しています。しかし、同報告が依拠した吉田清治証言が事実に基づ

いていなかったことは、前述の通りです。 

 

それでは、米国側は、この問題をどう見ているのでしょうか？ 

 

 まず、1944 年に米国戦争情報局（OWI）が発表したレポート 49（”Japanese Prisoner of 

War Interrogation Report No. 49.”, UNITED STATES OF OFFICE OF WAR 

INFORMATION, Oct.1944）には、20 人の韓国人慰安婦への聞き取り調査の結果として、

次のようなコメントがなされています。「彼女らは、性奴隷ではなく、賃金が支払われてい

た売春婦であり、日常的に昇降ら軍人たちとスポーツイベントやピクニック、エンターテ

イメント、ディナーを共にしていた。」つまり、『慰安婦』といわれる女性たちは、一定の

自由があり、経済的にも恵まれていた高給売春婦であったことが明らかだったのです。 

 

 2007 年に米国議会に提出された IWG の最終報告書（Nazi War Crimes and Japanese 

Imperial Government Records Interagency Working Group Report）というものがありま

す。これは、米国政府がナチスと日本帝国の戦争犯罪を暴こうという運動の下、3000 万ド

ル（30 億円超）の費用と約 7 年の歳月をかけて、総計 850 万もの政府各省庁に残る文書を

調査してまとめられた報告書です。その結果、当時の日本政府や旧日本軍による『強制連

行』や売春の強要の証拠は何一つ見つけることができませんでした。米国人ジャーナリス

トのマイケル・ヨン氏によれば、IWG レポートでは、そのような証拠を待ちわびていたと

みられるある団体に対して、謝罪まで述べられています。（『決定版・慰安婦の真実──戦

場ジャーナリストが見抜いた中韓の大嘘』）ただ、この結果は、先の 1944 年の OWI の報告

書からすれば、むしろ当然の結果であったと言えます。 

 

 先の米国人ジャーナリストのマイケル・ヨン氏が指摘しているように、もしも本当に 20

万人から 40 万人もの韓国人女性を性奴隷にするために強制連行したというのであれば、韓

国人の男性が反抗して戦い、血の海に染まっているはずで、その戦闘と虐殺の証拠が、写

真や動画、戦闘の痕跡など山ほど残っているはずなのに、そのような証拠は何もないので

す。それが本当なら、なぜ韓国人の男性は黙っていたのか、全く説明がつきません。 
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また、日本軍の指揮官の立場から見ても、日本軍は当時連合国軍との戦争の真っ最中で、

手一杯の状況であり、20 万人の女性を拉致して、監視し、移動させ、食べさせるために、

人と金などの貴重な資源を使っている余力はありません。当時、売春は、法律的に合法で、

売春を事業とする民間業者がいましたから、『多くの女性を強制連行する』必要もなかった

のです。むしろ当時、このような慰安所営業者の半数は朝鮮人であり、日本軍は慰安婦募

集の誇大広告を禁止するとともに渡航する女性が本人自ら警察署で身分証明書の発給を受

けて『誘拐でないこと』を確認するよう通達を出していたとされています。 

 

 従って、韓国側の「当時、日本軍が 20 万から 40 万人の女性をさらって性奴隷にした」

との主張は、結局『壮大な嘘』と言わざるをえません。ただ、インドネシアでは、19 人の

女性が日本の将兵たちに乱暴され、性奴隷にされた事件がありました。しかし、それらの

将兵たちは、日本軍によって逮捕され、処罰されています。ここで、重要なことは、それ

が日本軍の行為なのか、一部の将兵の行為なのかということです。もちろん、いずれも犯

罪ですが、後者については、一部の将兵たちの個人的な犯罪で、これは残念ながらいつの

世にも、どこの国にもありうることだということ、また、それらの将兵は、実際日本軍に

よって、処罰されていること、つまり、日本軍はそのような強制連行という行為に対して

明確に否定の判断を下していたことが重要です。そして、ここでの問題は、個人の犯罪行

為ではなく、日本政府や日本軍が主体的に行ったのかどうかということであって、それを

肯定的に証明する証拠はなく、従ってそれは事実ではないということです。 

 

 それでは、一体誰が何のためにこのような『虚構の物語』を考え、広めようとしている

のでしょうか？ 

 

 この点について、マイケル・ヨン氏は、その背後には中国の思惑が潜んでいると警告し

ています。曰く、「第一の目的は、日本からお金を引き出すこと、および日本に対して憎悪

をあおることです。第二の目的は、日本を米国などの他の同盟国から引き離すことです。（実

際日米間に摩擦を引き起こしています。）究極の目的は、日本を可能な限り弱体化させ、南

シナ海における中国の領有権を確立することです。」（同氏著『決定版 慰安婦の真実』31p） 

  

また、元駐ウクライナ大使の馬渕睦夫氏によれば、これらの中国韓国による日本叩きと

いう現在の状況は、それを見て見ぬ振りをしている米国の『東アジアレジーム』戦略によ

るものでもあると言います。つまり、戦後の GHQ の占領時代に民度の高かった日本を完全

に『アメリカ化』することができなかった米国は、日本を抑え込むために、韓国で強力な

反日洗脳教育を行うとともに、間違った歴史認識を植え付け、産業面でも日本を牽制する

ための基地とすべく育て、『分断して統治する（divide and conquer）』という植民地支配の

やり方を行っていると言います。（同氏著『「反日中韓」を操るのは、じつは同盟国・アメ
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リカだった！』pp.188-189） 

 

いずれにせよ、私たち日本人は、『第二次世界大戦当時日本軍は、20 万人～40 万人もの

韓国人女性を強制連行し、性奴隷とした』という韓国が創り出し、中国が便乗して一緒に

世界に広め、米国が見て見ぬ振りをしている『虚構の物語』の中に生きているのです。（こ

の『虚構の物語』が跡形もなく崩壊するまで、日本としての事実に基づく力強い主張を世

界に向けて発信、運動し続けない限り） 

 

最後に、日本国憲法についてです。 

 

 日本の憲法についての一般的な理解は、戦後日本は、軍国主義を排し、国民主権と基本

的人権の尊重並びに戦争放棄・戦力不保持などの平和主義を主な内容とする憲法を国会で

の審議を経て、自主的に制定し（民定憲法）、その後国民に広く支持されているというもの

ではないでしょうか。 

 

中学校の公民の教科書でも、憲法草案が GHQ によるものであることには触れているもの

の、その後のプロセスでは、日本国民の代表たる国会議員が主体的に審議し、決定したか

のように書かれています。例えば、東京書籍版では、「政府が初めに作った憲法改正案は天

皇主権を維持していたため，連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は民主化が不十分である

として自ら草案を作成し，政府はそれを基に改正案を作り直しました。改正案は，帝国議

会で審議され，一部修正のうえ可決されました。」（p39）GHQ の見直し指示について言及

はありますが、全体のトーンとしては、という感じです。 

  

また、通常は、比較的中立的な言動をされることから、私も一定の信頼を置いている池

上彰氏も、この日本国憲法については、同じトーンで言及しています。即ち、次のような

理由を挙げて、日本国憲法は、必ずしも『アメリカからの押し付け憲法』とは言えず、日

本が自主的に制定した憲法と考えてよいと“断定”しています。その理由として、池上彰

氏は、憲法草案はアメリカがつくったものだとしても、その内容の多くは、日本の学者グ

ループの改革案を参考にしていること、国会を一院制とされていたものを二院制とするな

ど日本側が押し戻したものもあること、その後の国会審議でも、内容に変更が加えられた

こと、さらに、国民の代表である国会議員によって承認されたことを挙げています。 

 

しかしながら、上述の『憲法の自主制定論』の議論は極めて“奇妙”です。それは、制

定当時の『占領体制』を捨象した、“現実離れした創作物語”だと言わざるをえないからで

す。 

 



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

つまり、憲法の制定が、連合国軍司令部（GHQ）の軍事力を背景とする占領下において、

すなわち日本に“主権”のなかったという異常事態の下で行われたものであることを忘れ

てはなりません。『憲法の制定』は、『国家主権の行使』の最たるものですから、『ポツダム

宣言の受諾』により、連合国軍司令部（GHQ）に“主権”を奪われ、それに“隷属”して

いた被占領国家が主権の行使たる『憲法の制定』を行うことはできないのです。 

 

この点、日本国憲法の正当性を裏付けるための学説として東京大学教授宮沢俊儀氏の『八

月革命説』という説があります。ポツダム宣言の受諾によって、いわば“革命”が起こり、

主権が天皇から国民に移ったとして、日本国憲法は、主権者たる国民が制定した民定憲法

であるとするものです。（私自身、大学時代に習った際には何の疑問も感じずにそんなもの

かと理解していました。）しかし、この説は、当時の GHQ による占領体制という現実を全

く無視している点で説得力を欠いています。 

 

ポツダム宣言の受諾によって、主権は、むしろ天皇から連合国軍司令部（GHQ）に移っ

たと見るべきで、新旧両憲法は、この主権者たる GHQ の容認する限度でのみ効力を持ち、

主権者 GHQ は、両憲法にも全く拘束されず、また、議会や政府、さらには国民の意思にも

拘束されないという状態であったわけです。つまり、仮に日本国憲法の内容が、政府や議

会を通して現れた日本国民の意思によるものであったとしても、それが GHQ の気にいらな

い内容であれば、全く無視することもできたというのが、実態でした。つまり、『憲法自主

制定論』の前提となる『民主主義』が実質的に機能していなかったのです。主権者たる GHQ

に決定権があったことに加えて、民主主義の前提である『言論の自由』が制約され、情報

統制されていたことで、実質的に認められていなかったからです。 

 

次に、憲法草案を誰がどのような目的で作ったかということが大変重要です。 

 

この点、「草案を誰がつくったかは重要ではなく、その草案を審議・議決したのが誰かが

重要だ」という見解がありますが、正しくありません。草案は、その後の議論の土台を形

成するものであって、草案作成者の意図が織り込まれ、実質的な内容の多くを予め決めて

しまうものだからです。 

 

そして、結論から言えば、最終的には、憲法草案は、主権者たる戦勝国連合軍 GHQ が敗

戦国日本の占領期間中日本の『占領目的』を達成するための手段たる『占領政策基本法』

として作成したものであったということです。決して、平時に純粋に日本国民のために作

られたものではなかったのです。しかも GHQ は、『プレスコード』等の検閲制度によって

言論統制を行い、『連合国最高司令官（司令部）が憲法を起草したことについての言及と批

判』を禁止し、その『占領目的』とゴーストライターの存在を国民の目から完全に隠蔽し
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たのです。そのこと自体が、草案作成者の重要性を GHQ が認識していたことを示すものと

言えます。 

 

それでは、まず草案の作成のプロセスをもう少し詳細に見て行きます。 

 

マッカーサーは、日本に到着早々、日本政府の幣原喜重郎首相に新憲法が必要だとして

「草案を提出せよ」と命令しました。幣原首相は、内閣の下に憲法問題調査委員会を設置

し、憲法学者の松本烝治国務大臣を委員長として任命し「日本国憲法草案」の作成を要請

しました。同委員会の作成したいわゆる「松本草案」は、天皇主権が維持されたものでし

た。その草案の大部分が提出する前日の 1946 年 2 月１日に『毎日新聞』にスクープされ

てしまったのです。 

 

その英訳を見たマッカーサーは、松本草案が、天皇主権を維持し、国民の権利を減らし、

義務を増やしただけで、憲法の最高法規性も謳われていないと激怒したと言います。マッ

カーサーは、日本政府には GHQ が望んでいるような憲法を書けないと判断し、憲法制定

の主導権を日本から奪い取ってしまいます。2 月 3 日には、マッカーサーが、以下に紹介す

る、自分の直筆のノート、いわゆる『マッカーサー・ノート』を民政局長のホイットニー

准将に手渡し、これに基づいて速やかに憲法草案を書くよう命じたのです。そこに示され

たいわゆる『マッカーサー三原則』とは、以下の内容でした。（『圀破れてマッカーサー』

スタンフォード大学教授西鋭夫著） 

I 

「天皇は国家の元首の地位にある」 

「皇位の継承は世襲による」 

「天皇の義務と権能は、憲法に従って行使され、憲法に示された国民の意思に応じたも

のでなければならない」 

II 

「国家の権利としての戦争行為は放棄する。日本は、（国際）紛争解決、および自衛のた

めでさえも、その手段としての戦争を放棄する。国の安全保障のためには現在世界に

生まれつつある高い理念、理想に頼る」 

「陸、海、空軍は決して認められない。またいかなる交戦権も与えられない」（下線筆者） 

III 

「日本の封建制は廃止される」 

「皇族以外の爵位は現存のものに限る」 

「今日以後、貴族特権は政府もしくは民間機関においてなんらの権力も持たない」 

「国家予算はイギリスの制度を見習う」 
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マッカーサーの指示を受けた GHQ 民政局は、わずか 9 日間で GHQ 草案を作成し、2 月

13 日に日本政府（吉田茂、松本烝治、白洲次郎）に有無を言わさず手渡したのです。そこ

での日本政府『憲法草案委員会』の仕事の 99％は、“英語で書かれたこの憲法草案を翻訳す

ること”だったと言われています。その内容を変更する裁量は 1％ほども与えられていなか

ったのです。 

 

当時、各政党や民間の学者グループからも憲法草案が出ていました。それらを比較検討

した GHQ 民政局は、各政党から提出された憲法案に比較して、高野岩三郎東京帝大経済学

部教授をリーダーとする民間の学者グループ 7 名の憲法研究会の草案を国民主権を認める

など自由主義的だと高く評価しました。その点で GHQ がこの憲法研究会の案を一部参考に

したことは確かですが、憲法研究会の草案は、決して GHQ に受け入れられるものではなか

ったのです。なぜでしょうか？ 

 

国民の権利についての不十分であるとか、憲法の最高法規性や違憲審査権がないという

点に加えて、最も致命的な点は、『戦争放棄』を欠いていたところです。『戦争放棄』を欠

いては、そもそも GHQ が憲法を作ろうとした目的である『占領目的』が達せられないから

です。そもそも、日本の憲法は、GHQ による日本の占領が 20 年以上継続するものである

ことを前提として、“主権者”たる GHQ が『占領政策の目的』を遂行しやすくするために

策定したいわば『占領政策基本法』という性格を持ったものでした。（『日本の歴史７戦後

編』渡部昇一著 p.129） 

 

その『占領の目的』とは、欧米の白人社会に挑戦してきた有色人種の国日本を物理的か

つ精神的にいわば“去勢する”こと、つまり、今後二度と日本が再び軍備をして米国を含

む連合国軍（白人）に歯向かうことのないようにすることにありました。そのような占領

目的を達するために、『侵略戦争』のみならず、『自衛戦争』までをも禁止するとともに、

それを徹底するために、『軍隊の不保持』までをも規定したのです。それを“平和主義”（前

文）と言う美しい言葉で飾られていますが、これらの規定は、単なる“理想主義”から定

められたものではなく、『二度と連合軍に歯向かうことのないように』との占領目的に示さ

れた明確な政治目的の下に、GHQ によって入れられたものでした。そのことは、マッカー

サー三原則の中の「日本は、（国際）紛争解決、および自衛のためでさえも、その手段とし

ての戦争を放棄する。」「陸、海、空軍は決して認められない。またいかなる交戦権も与え

られない」との言葉からも、明らかです。この点がまさにマッカーサーと GHQ が日本国民

に押し付けた憲法の最も重要な点であったと言えます。 

 

アメリカが、1928 年にパリ不戦条約を国内で批准する際に議会に対して「自衛戦争は禁

止されていない」と説明していたことを考えれば、当時の世界では通常の独立国に『自衛
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戦争』まで禁止するという思想は一般的でありませんでした。にもかかわらず、マッカー

サーと GHQ が、『自衛戦争』まで日本に禁止したことは、日本を“去勢する”という特別

な政治目的から、当時の国際的な水準を超えて日本の軍事力を徹底的に排除しようとした

ことがわかります。 

 

そして、『自衛戦争を含めた戦争の放棄、軍隊の放棄』の規定は、連合国軍の占領下にお

いては、意味のあるものでした。なぜなら、占領下では、連合国軍が日本を他国から守っ

ているという側面もあり、日本が自ら『自衛戦争』をする必要がないからです。憲法前文

の『・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した・・・』との文言は、そのような文脈でのみ、理解することができます。 

 

しかしながら、国益と国益がぶつかり合い、軍事力を始めとする力が大きくものを言う、

現代の苛烈な現実世界においては、このような理想主義は、通用しません。特に近時の南

洋進出を画策する中国や核実験を繰り返す北朝鮮、クリミア半島を呑み込んだロシアなど

の世界のあちこちに見られる不穏な動きの中で、自らは軍隊も持たず、『他国民の公正と信

義に信頼して、自国民の安全と生存をそれらに委ねる』などという『お花畑』のような理

想主義は、『自殺行為』となりかねません。例えば、同盟国であっても、いざというときに

相手国が本当に自国を守ってくれるかと言えば、それは、わかりません。同盟の相手国も、

その時の状況を踏まえて、自国の国益に沿うかどうかで判断してくるからです。同盟や条

約がいとも簡単に破られることは、過去の歴史が証明しています。例を挙げれば、枚挙の

暇もありませんが、第二次世界大戦の終了直前にソ連が日ソ不可侵条約を破って参戦して

きたことで十分でしょう。従って、他国から攻撃を受ければ、国レベルでの“正当防衛”

として自国のことは自国で守るしかありませんし、そのためには、自国で軍隊を持つこと

が不可欠です。 

 

そのような『理想主義的な平和主義』の議論が意味を持つとすれば、それは世界のいず

れの国もが、時に自国の利益を犠牲にしても世界の平和を真に求めるような、人類の精神

レベルが飛躍的に向上することを待たなければならないでしょう。それは、松下幸之助の

言葉で言えば、世界の人類とそのリーダーたちを中心に世界の人類全体に『私心にとらわ

れない素直な心』が普及した世界において、初めて実現しうるものです。 

 

松下幸之助は、人類の歴史を振り返れば、科学技術などが著しく進歩してきた反面、『自

然破壊や汚染などの公害』や『国家と国家の間で対立抗争のたえない』今日の世界の現状

を憂い、物質的豊かさと精神的豊かさのバランスの取れた『物心ともに豊かな人間社会』

を実現することが人間に与えられた“使命”であると認識し、そのためには、『～国家は国家、

あるいはそれぞれ相互に、さらにまた世界全体というように、さまざまな場において、お
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互いに自己の利害得失や感情にとらわれることなく、素直な心をもって、何が正しいかと

いうことを中心に意見をかわし、衆知を集めていくことを、心がけるようにしなくてはな

りません。』と述べ、そのような世界を理想として追求しようとしました。 

 

 しかし、誠に残念ながら、益々力を重視する独裁国家が増えつつある現在の人類の精

神レベルからすれば、それは、何百年も先の話と言わざるをえません。 

 

スタンフォード大学の西鋭夫教授は、この点マッカーサーには、『他力本願の平和主義を

日本国民の間に浸透させる計画』があったと指摘しています。マッカーサー三原則の中の

「国の安全保障のためには現在世界に生まれつつある高い理念、理想に頼る」との言葉が

それを示しています。そして、この『他力本願の平和主義』は、GHQ による占領の期間だ

けのものであったはずですが、その後、1950 年のサンフランシスコ講和条約とともに締結

された日米安全保障条約及び日米地位協定によって、その後もアメリカの軍事基地と“核

の傘”によって守られることとなったために、『箱入り娘』の如き日本国民にとって、守ら

れていることが、いわば“空気”のように当たり前のものとなってしまい、マッカーサー

が意図した『他力本願の平和主義』の洗脳状態から抜け出せないでいるというのが、現状

ではないでしょうか。 

 

その後、上に述べたようにして翻訳されたものが改正案として国会に提出され、国会で

の審議を経て制定されました。先に述べた「審議・議決したのが誰かが重要だ」とする見

解によれば、『日本国民の代表たる国会議員が審議して、内容に変更が加えられ、承認され

た自主的に制定された憲法である』ということになりそうです。この草案提出以降の審議・

議決のプロセスから、そのように言えるでしょうか？ 

 

まず、『国会における審議により内容に変更が加えられた』と言う点ですが、確かに、国

会での審議によって、国家賠償（第 17 条）刑事補償（第 40 条）が追加されたり、国会を

１院制としていた改正案が２院制に変更されました。しかしながら、それは、それはあく

まで主権者たる GHQ の『占領の目的』に反しない範囲内で許されたに過ぎません。明治憲

法の下で権利自由が容易に制限された『臣民』の権利・自由を厚く保障することは、日本

国を“去勢する”ために軍国主義を否定する、その手段として『民主化』を図るという『占

領の目的』に沿うものでした。 

 

それでは、GHQ の『占領の目的』に反するような議論や修正案を主権者たる GHQ が認

めたでしょうか？答えは明らかです。例えば、憲法第 9 条に関して、自衛戦争を認め、そ

のための戦力を保持することを認める修正案が出たときに、GHQ は承認するはずがありま

せん。先に述べた『マッカーサー三原則』に明らかに抵触するからです。当時は、GHQ は、
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直接統治ではなく、日本政府を通じた『間接統治』の形を採っていましたので、吉田茂首

相を窓口として、政府与党に圧力をかけ、国会の審議を誘導しようとするでしょう。また、

そもそも GHQ の占領下にあった当時の日本には、通常の『独立国』のように国防や安全保

障問題を考える立場になく、自国だけは決められなかったとも言えます。 

 

『憲法自主制定論』の致命的欠陥は、当時の日本は、サンフランシスコ講和条約によっ

て、国家主権を回復するまでの間は、主権を奪われ GHQ による占領体制の下にあって、主

権者たる GHQ に事実上“隷属”する状態にあったことを全く無視し、通常の独立国の下で

『言論の自由』が保障され、十分な情報が提供されているという状態にあるかのように議

論している点です。国会での審議や議決は、GHQ の『占領の目的』に反しない範囲でのみ、

認められていたに過ぎないのです。GHQ は、間接統治を利用して、日本政府を前面に立て、

如何にも日本政府と国会が正常に機能しているかのように装っていただけで、『占領の目的』

に反するような審議や議決を許すはずのないことは、憲法草案の作成権限を日本政府から

取り上げて、GHQ 草案を作り上げたことからも明らかでしょう。 

 

特に国民のレベルで自由に新憲法を議論できたかと言えば、否定せざるをえません。GHQ

は、国民の目から憲法制定についての自分たちの“関与”を消し去るために、厳格な言論

統制を行いました。つまり、先にご紹介した『プレスコード』等の検閲制度によって 30 項

目にわたり完全に言論が封鎖されたわけですが、その 3 つ目は『連合国最高司令官（司令

部）が憲法を起草したことについての言及と批判』だったのです。『表現の自由』を保障す

る憲法を実質的に作ったマッカーサー自身及び GHQ 民政局が、その憲法に違反して、報道

機関の『表現の自由』『報道の自由』を不当に制限していたわけです。こうして、日本国憲

法の“出生の秘密”は、言論統制の下完全に“隠蔽”され、その後の国会での審議や議決

についても、それを背後で監視していた自分たちを“日本政府”を隠れ蓑として隠し、国

民の目には、『日本人が自主的に制定した憲法』に見えたのです。 

 

実際、敗戦による精神的ショックを受けていた当時の日本国民が、重要な情報を知らさ

れず、言論の自由が制限される中で、新たな国づくりに向けて積極的に議論をするという

ような環境は全く整っていなかったと言わざるをえず、ましてや『日本国民の総意』など

形成することは不可能でしたし、実際にも言論の自由が保障され、十分な情報が提供され

る中での真の意味での国民レベルの議論は行われていません。新憲法の議論は、あくまで

政党や学者のレベルに止まっていたのです。 

 

その意味で、憲法上諭の『朕は、日本国民の総意に基づいて、～帝国憲法の改正を裁可

し』や憲法前文の『日本国民は、～ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を

確定する。』との文言は、明らかに『事実』に反する『虚構』ということになります。この
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点でも、『憲法自主制定論』は破綻していると言わざるをえません。 

 

また、『自主制定論』の根拠の一つは、表面的に見る限り、日本政府が草案を国会に提出

し、国会で審議が行われて、制定に至ったという風に外から見えるプロセスにあります。

つまり、国民自身が議論できなくとも、国民により選挙で選ばれた国民の代表たる国会議

員が国民に代わって議論しているから、民主主義の下ではそれでよいのだと。 

 

しかしながら、先にも触れた通り、当時の GHQ による占領行政は、日本国政府を前面に

立てて GHQ はその政府通じて間接的にコントロールするという“間接統治”のスタイルを

採っており、この憲法制定についても、GHQ がその間接統治のやり方を最大限に利用した

結果、日本国政府が国会に提案し、国会で審議して、制定したという“体裁”を創り上げ

たために、『自主的に制定した』ように見えているに過ぎません。占領下の敗戦国日本にお

いては、主権者はあくまで GHQ であって、日本国民やその代表たる国会議員には“最終的

な決定権”は、実際にはなかったのです。従って、例えば、国会での議論の方向が、GHQ

の意向に反したものとなりつつあるならば、いつでも、GHQ は、吉田茂首相を呼びつけて

“締め上げる”ことは簡単にできたのです。そうなれば、吉田首相は、与党を動かして、

GHQ の意向に沿うように国会での議論の方向を軌道修正することとなるでしょう。そこに

選択権はないのです。 

 

そのような GHQ 占領下の実態を踏まえれば、外見上国会議員が審議し、内容を変更して、

議決したということのみで、『自主制定憲法』と断じることは到底できません。その内実は、

草案の作成のみならず、その後の審議のプロセスにおいても、あくまで『占領の目的』の

範囲内でのみ、議論がなされ、内容の変更が行われたに過ぎず、いわば御釈迦様の手の平

の上で踊らされていた孫悟空のようなものだったのです。 

 

以上、述べてまいりました様々な理由から、日本国憲法は、『アメリカに押しつけられた

憲法』だと言わざるを得ません。実は、そのことは、当時主権を有していた連合国司令部

の最高責任者であったマッカーサー自身の日本国憲法についての『日本人の胸元に、銃剣

を突きつけて受諾させた憲法』という言葉が、いみじくも雄弁に物語っています。 

 

さらに、日本国憲法が『アメリカに押しつけられた憲法』であるとすれば、このように

占領国が被占領国の基本的な枠組み（『国体』）までも強制的に変えてしまうという行為は、

近代戦時国際法の基本を定めた『ハーグ陸戦規定』の「国の権力が事実上占領者の手に移

った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公

共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。」「勝

者が敗者の主権を無視して恒久的な立法を行ってはならない」との規定に違反するもので
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す。（後者につき、渡部昇一著 『読む年表 日本の歴史』p.269）GHQ は、国際法に違反

する行為を『占領目的』を優先して敢えて行ったということになります。 

 

それでは、こうして『アメリカに押しつけられた憲法』を私たちは、どうすればよいで

しょうか？ 

 

まずは、前提として、先に述べた、アメリカから刷り込まれた『日本は侵略戦争を仕掛

けた悪い国なのだ』という、いわゆる『自虐史観』を脱却して、『第二次世界大戦は、アメ

リカに追い込まれた結果の自衛のための戦争であった』という正しい歴史観を持つこと、

そして、日本の伝統的な文化を正当に評価し直し、日本国民としての“誇り”を取り戻す

ことが先決です。 

 

その上で、憲法制定当時とは、様々な点で環境が変わってきている現代社会に適合した

憲法とするために、現行憲法を一旦失効させた上で、現代の世界と日本の状況の中で、今

後日本国及び日本国民がどうあるべきかということについて、国民レベルで自由に討議を

した上で、真に日本国民の総意に基づく日本国憲法を制定すべきではないでしょうか。結

果として、現行憲法の内容が盛り込まれるとすれば、それはそれで『日本国民の総意に基

づく』選択のとして認めることはもちろん可能であると考えます。 

 

以上、見てきた通り、私たちは、アメリカにより“真実の歴史”を奪われ、隠蔽されて、

それを知ることもなく、一方で、『戦争贖罪宣伝計画（War Guilt Information Program）』

を始めとする一連の方策によってアメリカの創作した虚構の物語、即ち“加害者”と“被

害者”とが入れ替えられ、実は“被害者”である日本を“加害者”に仕立て上げ、本当は

“加害者”であるアメリカを“被害者”とするだけではなく、さらにアメリカは日本と日

本国民を軍国主義から救った“救世主”なのだというところまででっち上げた、アメリカ

の創作にかかる壮大なスケールの“仮想の歴史物語”とその延長線上にある“現在の仮想

現実”の中に私たちは生きているということを意味します。真実の世界が、日本が“被害

者”で米国が“加害者”であるとするならば、両者が入れ替わった“仮想の世界”、いわば

“パラレルワールド（parallel world）”（観察者がいる世界から、過去のある時点で分岐し

て併存するとされる世界。）の中に私たちは生きていることになります。 

 

私たち日本人は、そのような“真実”とはかけ離れた“仮想の世界”に閉じ込められ、『日

本は侵略戦争をした悪い国だ』という、GHQ の洗脳の結果、いわゆる“自虐史観”にとら

われ、日本国民としての“独立心”や“自信”を失い、自分の国に“愛国心”を持てず、

日本の歴史や伝統、文化を全否定してそれらに“誇り”を持てないでいるのです。そして、

生き馬の目を抜くような“世界の外交と政治の現実”から目を背けて、自衛隊の存在をも
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否定し、軍隊を持たなくとも『憲法第 9 条が日本を守っている』と“平和ボケ”する一方

で、中国や韓国の南京大虐殺や従軍慰安婦問題などの根拠のない非難・主張に対しても、

河野談話や村山談話など一国の首相が“謝罪”を繰り返し、ほとんど反論もできないでい

ます。 

 

 私自身、これまで述べてきた一連の歴史を改めて学んで、私たち日本人は、一日も早く

過去の歴史の真実を学び、日本人として目覚め、“誇り”を取り戻さなければならない、と強

く思うようになりました。 

 

 それは、２１世紀の世界をリードしていく国として、日本に期待する人たちが世界に大

変たくさんいるからです。正直に言えば、一体誰がなぜ日本に何を期待しているのか、当

初その意味がよくわかりませんでした。 

 

 しかしながら、これまで述べてきたような真実の歴史を学ぶことによって、見えてきた

ことは、第二次世界大戦は、東京裁判が決めつけたような『日本による英米あるいはアジ

アへの侵略戦争』などではなく、日本は、あくまで『自存自衛のため』、そして、後には東

南アジア諸国の共存共栄の『大東亜共栄圏の設立』のために真剣に努力したということ、

そして、それは、単なる“形”だけのものではなく、日本は、実際に欧米の植民地と化してい

た各国の独立に向けてその支援行動を行い、自立した国とした上で欧米に対抗しうる地域

ブロックを作り上げようとしたということでした。それは、欧米のような自国の利益だけ

のための一方的な植民地化とは異なり、それらの国々と日本との双方にとって利益のある、

まさに“共存共栄”のための取り組みだったのです。そして、実際に 1943 年 11 月 5 日には、

に中華民国、タイ国、満州帝国、ビルマ国、フィリピン、自由インド仮政府の代表を日本

に招いて大東亜会議を開催し、大東亜戦争の目的である『自存自衛』『植民地解放』『大東

亜共栄圏』を強調した大東亜宣言を満場一致で採択しています。 

 

 吉本貞昭氏によれば、日本は、将来の東南アジアの指導者を養成するために、南方特別

留学制度を創設して、優秀な青年を選抜し、日本へ派遣して高度な教育を施し、他方、陸

軍中野学校の出身者たちは、インドやビルマ、インドネシア、フィリピンなど東南アジア

各国に散らばって、それぞれの国の独立運動を支援し、厳しい軍事訓練を施したのです。

それらの人々は、戦後各国が独立していった際のリーダーとして活躍したわけです。 

  

アメリカは、これらの事実を隠蔽するために、『大東亜共栄圏』を連想させる『大東亜戦争』

という呼称の使用を禁止し、『太平洋戦争』という名称の使用を強制したわけです。 

 

ここで東南アジア諸国に対して示された“共存共栄”という理念は、文字通り、共に生
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存し続け、共に繁栄し続けようとする考え方であり、先に述べた通り、それまで 500 年に

亘って欧米列強の白人たちが行ってきた“有色人種に対する人種差別に基づく一方的な略

奪と虐殺の植民地支配”とは全く異なる考え方でした。そして、この考え方こそが、２１

世紀の世界から戦争をなくし、平和を実現するために必要な考え方として、世界が日本の

リーダーシップを求めている大きな理由なのだということを私自身初めて理解できたので

した。 

 

実は、この“共存共栄”という考え方は、松下幸之助の経営哲学の中で、仕入先や販売

先との間において目指すべき関係を示す中核的概念でもあります。松下幸之助は言います。

「企業は社会の公器である。したがって、企業は社会とともに発停していくのでなければ

ならない。企業自体として、絶えずその業容を伸展させていくことが大切なのはいうまで

もないが、それは、ひとりその企業だけが栄えるというのではなく、その活動によって、

社会もまた栄えていくということでなくてはならない。また実際に、自分の会社だけが栄

えるということは、一時的にはあり得ても、そういうものは長続きはしない。やはり、と

もどもに栄えるというか、いわゆる共存共栄ということでなくては、真の発展、繁栄はあ

り得ない。それが、自然の理であり、社会の理法なのである。自然も、人間社会も共存共

栄が本来の姿なのである。」 

 

つまり、仕入先に対して自社の利益だけを考えて一方的に製品代金の値下げを要求する

のではなく、例えば、一緒に経営改革を実行し、その成果物を分け合うことによって値下

げを実現するというように、相手方の利益も同時に考えて、双方の利益を満たすような解

決策を共に創り出し、実施するというものです。この点、松下幸之助は、次の様に言いま

す。「（仕入先、得意先、需要者など）関係先の犠牲においてみずからの発展をはかるよう

なことは許されないことであり、それは結局自分をも損なうことになる。やはり、すべて

の関係先との共存共栄を考えていくことが大切であり、それが企業自体を長きにわたって

発展させる唯一の道であるといってもいい。」 

 

このような自社の利益のみを一方的に追求するという考え方は、正にこれまでの欧米列

強の白人たちの植民地政策そのものでした。このような考え方は、持続的なものとはなり

えず、搾取・略奪される側に“恨み（ルサンチマン）”を生み出し、いずれその機会があれ

ば、その“反抗”や“復讐”に会う羽目になるのです。 

 

一方、“共存共栄”という考え方は、常に双方の利益を追求し、実現しようとするもので

すから、双方の強固な信頼に基づく協力関係が確立され、双方の持続的な発展につながる

ものと言えましょう。 
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それ故、アジア諸国の人たちが賛同するのは極めて自然なことであったと思われます。

戦後、次々と独立していったアジア諸国のリーダーたちを始め多くの要人たちが、自身を

犠牲にして『アジアの解放』のために戦った日本軍への感謝を表明しています。特にその

中で、私が感銘を受けたのは、タイのククリッド・プラモード首相の次の言葉です。「日本

のおかげで、アジア諸国はすべて独立した。日本というお母さんは、難産して母体を損な

ったが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日、東南アジアの諸国民が、アメリカ

やイギリスと対等に話ができるのは、一体誰のおかげであるのか。それは、『身を殺して仁

をなした』日本というお母さんがあったためである。」 

 

その他たくさんの方々の日本を称賛するコメントについては、次のＵＲＬからご覧になれ

ます。 

 【日本人はすごかった】感動！外国人が語る大東亜戦の真実！「日本は謝罪を必要とす   

 ることなどしていない」世界各国の要人の証言に衝撃！海外から賞賛される日本！ 

https://www.youtube.com/watch?v=apPZLLGbQIM&t=240s 

 

そのような世界からの熱い期待に応えるためにも、現在の私たち日本人は、一日も早く

この“虚構の仮想世界”から脱して、“自虐史観”のとらわれを払拭し、“平和ぼけ”から

目覚めて、自国と自国の歴史や文化の真実を正しく理解した上で、日本人としての誇りと

自国の歴史や文化への誇りを取り戻さなければなりません。その上で、日本が、他国と他

国民をも自国と同様に尊重し、敬意を以て双方の“共存共栄”を図って行くことにリーダ

ーシップを発揮して行くことが、喫緊の課題だと思われます。 

 

自国の利益のみを考える現在の各国の外交的アプローチでは、各国間の衝突と紛争は、

永遠になくなりません。中東地域を見れば、明らかなように、争いに負けた側は、将来に

亘って恨みをため込み、復讐に燃える結果、次の機会にやり返すということとなり、それ

が永遠に続く“悪循環”となるのです。 

 

また、特に現在は、ブレグジットのイギリスを始めとして、米国のトランプ大統領の『ア

メリカ・ファースト』の方針など、世界は、行き過ぎたグローバリズムに抵抗し、再びナ

ショナリズムが勢いを増して、各国が保護主義化し、地域ブロック化しつつあり、第二次

世界大戦前夜の様相を呈してきています。第三次世界大戦を回避するとともに、これまで

長い間停滞してきた人類の精神的な進歩のために、日本のリーダーシップの必要性は極め

て高いものと感じています。 

 

５）人間の認知機能の歪み① 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apPZLLGbQIM&t=240s
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 これまで過去の歴史について、戦争プロパガンダや勝者によってつくられた仮想の歴史

を真の歴史と信じ込まされているという話をしてきました。それでは、現在の現実世界に

ついては、わたしたちは正しく認識できているのでしょうか？ 

 

答えは、否です。私たち人間は、“現実”という“客観的な世界”に生きているわけではな

いのです。 

 

ただ、ここで、読者の皆さんは、いつも目の前に“現実” という“客観的な世界”があっ

て、それを自分の目で見ているではないかと反論されるかもしれません。しかし、誤解を

恐れずに言えば、それは“錯覚”に過ぎないということです。 

 

 私たち人間による現実世界の把握ということについては、先に述べた五感の知覚機能の

物理的限界に加えて、いわば機能的限界があります。私たちは、現実世界を直接把握して

いるわけではありませんし、また、それを直接認識する方法も持っていないのです。つま

り、私たちが現実の世界を認識する方法は、あくまで間接的なものです。すなわち、自分

の視覚（目）や聴覚（耳）、触覚（手など）、嗅覚（鼻）、そして味覚（舌）という五感の知

覚機能により、そこから入ってくる情報を電気信号に変えて、脳に伝え、脳の中でそれら

を再現することによって、あくまで“間接的に”認識しているに過ぎないのです。 

 

神経科学によれば、人間は、環境や技術、社会組織など世界のあらゆるものについて、一

人ひとりが、その五感を通じた知覚に基づき、その心の内面に独自の“世界モデル”（Mental 

Model）を構築し、また、その世界モデルを利用して、現実の世界の情報を評価し、解釈し、

判断しています。即ち、私たちが知覚するのは、“現実”そのものではなく、むしろ、心の

内面に自ら創り上げた“世界モデル”という“現実”の神経学的なモデルで、また、それ

を当てはめたものなのです。つまり、私たちは、この自分の内面に構築した“世界モデル”

を利用し、それらに基づいて、それらを当てはめて、物を見て、物を考え、感情を持ち、

行動しているというわけです。 

 

そして、そのような世界モデルを構築する段階（知覚の仕方）とその世界モデルを使用す

る段階（知覚したものの解釈・判断や行動の決定）の二つの段階において“削除”、“歪曲”

と“一般化”という３つの共通のメカニズム（“人間の普遍的モデリング過程”と呼ばれて

います）が無意識のレベルで働いているとされています。 

 

実は、松下幸之助は、その卓越した人間観察から、独自にこれらの人間の物の見方と考え

方についての３つの重要な特徴を極めて的確に指摘しており、それらは、克服すべき“人

間の弱さ”の一部として松下幸之助の経営哲学において、基本的な前提となっています。 
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では、“削除”、“歪曲”と“一般化”とはどういうことでしょうか、以下でもう少し詳しく

述べます。 

 

第一に、“削除”のメカニズムです。 

 

私たちには、目が見えるが故に「自分には世界がすべて見えている」という、大きな誤解

あるいは錯覚があります。しかし、実際には、その時の自分が『正しい』とか『重要だ』

と考えている事項に焦点を当てて認識しており、その反面、それ以外の情報は、認識から

“削除”されて、視界に入っていても“心理的盲点”となって認識されなくなるのです。

それは、いわば“望遠鏡”を通して現実世界を見ているようなものなのです。 

 

 それでは、一体なぜそのようなことになっているのでしょうか？ 

 

 私たち人間の五感を通して毎秒２００万個以上入力されると言われる膨大な情報をすべ

て処理することは不可能です。そこで、人間の神経系は、これらの膨大な情報を効率的に

処理するため、「振るい分けメカニズム」として機能するようになります。その選択を行う

のは、脳のフィルター機能である賦活網様体（ＲＡＳ：Reticular Activating System）と

呼ばれる神経系です。この RAS の振るい分けの機能により、意識が重要な情報にフォーカ

スされる（“焦点化”と言われる）結果として、それらの重要な情報をあたかも地引網を引き

揚げるように集約された形で“選択”し認識する一方で、それら以外の情報が認識から“削

除”されてしまうのです。（“心理的盲点”） 

 

これは、かつて自然界において他の動物から襲われた場合など生命の危険が切迫した緊急

事態が発生した場合に、自身の生存に必要な情報を瞬時に把握する必要から生まれたもの

でした。現代社会においては、“生存に必要な情報”に代わり、“その時の自分にとって重

要な情報”が選択されるようになってきました。そして、“何が自分にとって重要か”とい

うことを決めるのは、自分自身の“価値観”（自分が重要だと考えていること）や“信念”

（自分が真実だと考えていること）、松下幸之助の言葉で言えば、“心の持ち方”です。 

 

つまり、自分の“心の持ち方”によって、現実世界を覗く“望遠鏡”の“焦点”が決まり、

自分に何が認識できるか、また、その反面として何が認識できなくなるのかということが

決まってくるということになります。 

 

しかも、そのような“焦点化”と“削除”のメカニズムは、視覚以外の聴覚や嗅覚、味覚、

触覚の五感すべてに及び、さらには、知覚したものの解釈・判断や行動の決定の段階にお
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いても、作用しているのです。言い換えれば、人間の『物の見方』と『物の考え方』に及

んでいるのです。 

 

 この点、松下幸之助は、人間に見えている現実世界はごく“一部”にしか過ぎず、それは、

いわば“闇夜の提灯”のような頼りないものだと表現しました。「自分で物を考え、物を決め

るということは、全体から見るとごく少ない。自分一人ではどうしても視野がせまくなる。

自分がわかっているのは世の中の一パーセントだけで、あとの九九パーセントはわからな

いと思えばいい。あとは暗中模索である。」 

 

 このように自分には、現実世界の一部しか見えていないのだという認識を持つことが、

特に経営者にとっては大切だと松下幸之助は強調します。「どんな賢人でも、その人ひとり

の知恵には限りがあって、だから自分の知恵、才覚だけで事を運べば、考えがかたくなに

なる。視野が狭くなる。」 

 

 また、特に私たちが何かに“とらわれ”ている場合には、この“削除”のメカニズムが最大限

に機能し、私たちの意識は、その“とらわれ”ていることにフォーカスされ、“固定”されてし

まい、それ以外の情報が“削除”されてしまうのです。これが、松下幸之助の言う「何かにと

らわれ」た姿であり、経営者が最も避けなければならない状態です。例えば、経営者が、

自分の立てた“戦略”に“とらわれ”ると、それを否定する情報や意見は“削除”されて、“心理的

盲点”となり認識できなくなってしまうため、そのような報告や助言があっても耳に入らな

くなります。松下幸之助は、言います。「素直な心がない場合には、往々にして一つのこと

にとらわれてしまったり、自分の考えとか感情にとらわれてしまいます。だから、ついつ

い物事の一面だけしか目に入らず、他の面まで見る心の余裕もなければ、また視野という

もの自体がひらけなくなる場合が多いと思われます。したがって、素直な心がない場合に

は、物事のさまざまな面を見、考えることができず、単に一面のみを見てそれにとらわれ

るといった姿に陥ることにもなりかねません。」（「素直な心になるために」pp.136-137） 

 

 特に経営者が、自分の利害や感情などの私心にとらわれると、自分の利益となることや

好きなことに意識がフォーカスされて、それ以外のことが“削除”されてしいます。この点に

こそ「経営者が私心にとらわれること」により“削除”のメカニズムが引き起こす最大の問題

があると言ってよいでしょう。 

 

 第二に、“歪曲”のメカニズムです。 

 

 これは、先に述べた世界モデルを構築する段階（知覚の仕方）とその世界モデルを使用

する段階（知覚したものの解釈・判断や行動の決定）の二つの段階において、自分自身の“価
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値観”（自分が重要だと考えていること）や“信念”（自分が真実だと考えていること）、松下

幸之助の言葉で言えば、“心の持ち方”に都合のいいように、歪めて認識したり、解釈・判断

したりするということです。これも、無意識のレベルで働くもので、本人には自覚のない

場合が多いのです。 

 

 この点、松下幸之助は次の様に述べています。「人間は、心にとらわれがあると、物事を

ありのままに見ることができない。たとえて言えば、色がついたり、ゆがんだレンズを通

して、何かを見るようなものである。かりに、赤い色のレンズで見れば、白い紙でも目に

は赤くうつる。ゆがんだレンズを通せば、まっすぐな棒でも曲がって見えるだろう。そう

いうことでは、物事の実相、真実の姿を正しくとらえることができない。だから、とらわ

れた心で物事に当たったのでは判断をまちがえて、行動をあやまつことになりやすい。」

（｢実践経営哲学｣p.161）｢自分なりの知識、学問・・・自分の欲望や利害得失・・・一つ

の主義、思想というようなさまざまな色ガラスやゆがんだガラスをとおして物事を見、考

えている場合が非常に多いのではないかと思います。しかし、そういった自分なりの意見

とか感情にとらわれてしまっては、本当の色、ありのままの形というものはやはり見えな

いと思います。｣（｢素直な心になるために｣p.44） 

 

 第三に、“一般化”です。 

  

 ある事象を目の前にしたときに、先に述べた世界モデルを構築する段階（知覚の仕方）

とその世界モデルを使用する段階（知覚したものの解釈・判断や行動の決定）の二つの段

階において、自分自身の“価値観”（自分が重要だと考えていること）や“信念”（自分が真実

だと考えていること）、松下幸之助の言葉で言えば、“心の持ち方”に都合のいいように、歪

めて認識したり、解釈・判断したりしたものをその事象に限らず、すべての場合において

同じだと決めつけるということです。これも、無意識のレベルで働くもので、本人には自

覚のない場合が多いのです。 

 

 この点、松下幸之助は、 “常識”や“知識”にとらわれた場合について、次のように述べて

います。｢われわれを取り巻いている常識、知識というものは、想像以上に根強いものであ

る。“ああ、それは今まで何度もやってみたんだが、それはダメなんだ。”と決め込んでいる

ものが、・・・意外に多いと思うのである。｣（「松風」(社内誌) 1963 年(昭和 38)6 月号より ） 

 

 要するに、私たち人間は、自分の見たいものを（選んで）見たいように（歪めて）見て、

こうだと決めつけている、自分の考えたいことを（選んで）考えたいように（歪めて）考

えて、こうだと決めつけているのです。言い換えれば、自分の独自の色と歪みのついた望

遠鏡で『現実の世界』の一部だけを自分の色と歪みで見て、世界とはこういうものだと決
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めつけているのです。そこで、私たちが見ているものは、もはや真の“現実世界”とは似

て非なる“仮想の世界”だと言わざるをえません。 

 

 そのことが一番わかりやすいのは、人間関係でうまく行かない場合です。例えば、A さん

と B さんとの人間関係がギクシャクし、反発し合っているという場合、お互いに相手のち

ょっとした行為を自分で勝手に否定的に解釈し、決めつけてしまっていることが多いので

す。例えば、A さんは、「朝自分が B さんに挨拶をしたのに無視された」と感じます。A さ

んは、昨日の会議で B さんと激しく対立し、議論を戦わせたことが原因だと決めつけます。

ところが、B さんは、会議で対立したことは全く根にもっておらず、朝 A さんに挨拶を返

さなかったのは、朝一番の重要案件の準備のことで頭が一杯で余裕がなく、A さんに気がつ

かなかっただけでした。そのうち、B さんも A さんの態度に不信感を持つようになり、お

互いの人間関係がどんどん悪化していきます。このような場合、上に述べた“削除”“歪曲”

“一般化”のメカニズムが働いた結果であると言えるでしょう。 

 

 また、トラウマから恐怖症になったり、うつ病になるという精神的な疾患の原因も、こ

の“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが極端にマイナス面に働いた結果であるという

場合が多いのです。それらの人たちが真実だと信じていること（『自分は社会から認められ

ていない』とか『自分は母に愛されていない』など）がその精神的疾患の原因となってい

るわけですが、それらは“真実”でも何でもなく、それらのメカニズムがマイナス方向に

ズレて機能した結果自分で勝手に作り上げてしまった、全くの“虚構の事実”に過ぎない

のです。にも拘らず、それらは当該本人にとっては、“真実”と信じ込んでいますから、さ

らにそれらにとらわれて、意識はそこに焦点化し、その“虚構の事実”を裏付ける証拠と

なる事実を次々に集めてきて、『やっぱりそうだ』『やっぱりそうだ』とますますそれらの

“虚構の事実”を“真実”だと強く信じ込んでしまいます。こうしてマイナスのスパイラ

ルが働くことによって、いよいよそのとらわれから逃れられなくなってしまうのです。 

 

 上に述べた例は、やや極端な例ですが、ごく普通の人々にも、多かれ少なかれこの“削

除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが、“現実の世界”を認識する段階及び“現実の世界”

で起こる様々な事象を評価し、解釈する段階の双方の段階において、働いているのです。

つまり、人は、その認知機能の機能的限界・性質から、“現実の世界”を客観的にありのま

ま認識することはできないのです。実際に認識しているのは、その人の独自の信念（自分

が正しいと信じていること）や価値観（自分が重要だと信じていること）を基軸として、“削

除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが創り上げる“仮想の世界”（世界モデル）であって、

“現実世界”自体とは似て非なるものなのです。 

 

要するに、私たちは、そのような“仮想の世界”を“現実世界”だと信じて、その中で
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生きているということです。しかも、そのようなプロセスとメカニズムは無意識のレベル

で働くものであるため、本人にはその自覚はなく、それが“仮想のもの”であるとか、“一

部の歪んだもの”であるなどということは、わからないのが通常です。 

 

このように私たちの“価値観”や“信念”、松下幸之助の言葉で言えば、“心の持ち方”

が、目の前の現実世界のどこに“望遠鏡”の“焦点”を当てるか、即ち、自分の意識を何

にフォーカスするかという“物の見方”だけでなく、何をどのように考えるのかという“物

の考え方”をも決めており、その反面、それらの価値観や信念を軸として、それ以外の情

報を“削除”し、また、それらの価値観や信念に都合のいいように歪めて見て（解釈して）、

決めつけているのです。つまり、“心の持ち方”とは、心の作用の重点と方向性を設定をす

る“心のソフトウエア”であると言えましょう。 

 

これらのメカニズムが悪い方向に作用することによって、人間の抱える様々な間違いや

問題が生じてくると言えます。 

 

特に、最悪の場合は、松下幸之助が失敗する経営者の多くに共通して見られたという自

分の“私心にとらわれる”場合です。 

 

松下幸之助は、言います。「人間誰しも自分が大事であり、可愛いものである。」それ故、

私たち人間は、自分の利害や感情などの私心にとらわれやすいものです。そして、私心に

とらわれると、脳の RAS は、自分にとって得になること、自分が好きなこと、自分にとっ

て楽なことに意識をフォーカスし（“焦点化”）、それらに関する情報を選んで地引網を引き

上げるように集めてくるのです。そして、そのような状態が固定されてしまいます。その

結果、それ以外の様々な情報（実は、多くの場合にここに重要な情報が含まれているので

す）は“削除”されてしまうのです。また、たまたま目に入ったとしても、自分の都合の

いいように歪めて解釈し（“歪曲”）、そして、『これはこういうものだ』と評価します。客

観的に正しく評価することができません。また、それに反する事例もありうるということ

などは一切無視して、数少ない事例から、すべての場合が『こういうものだ』と決めつけ

てしまうのです。（“一般化”） 

 

松下幸之助は言います。「ついつい目先の自分の利害得失に心奪われ、それにとらわれて

物事を考え、判断を下し、行動をとっていくことになりかねない」（「素直な心になるため

に」p.125）「物事の一面のみを見て、それにとらわれがちになってしまう」（「素直な心に

なるために」p.134）「そうした自分の利害とか感情にとらわれてしまうと、判断を誤るこ

ともあるし、また力強い信念もわいてこない。」（「指導者の条件」p.77）実は、『自分のた

め』というだけでは、人間それほど頑張れるものではありません。自分さえ、諦めれば済
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むからです。ところが、社会のため、お客様のため、従業員たちのためというように人の

為にやるとなると、自分だけのことでは簡単に諦めることはできませんし、力強い信念が

わいてきて驚くほどの力を発揮することができるのです。 

 

また、松下幸之助は、次の様にも言います。「とかく意欲や欲望にとらわれがちとなり、

また、何かの必要に迫られて心に余裕がなくなって、ついつい無理をしてしまうことにな

りやすくなる」（「素直な心になるために」pp.138-140）松下幸之助は、『雨が降れば傘をさ

す』というように“自然の摂理”に反しない経営を行うことが大切だと強調しましたが、“私

心”にとらわれると、『雨が降っているのに傘をささない』というように、本来やってはい

けないことを欲に駆られてつい無理してしまうもので、そのような無理が失敗を招くこと

があるのです。 

 

６）『人生も仕事も心の持ち方次第』 

 

 結局、人間は“現実の世界”をありのまま直接が認識することはできず、あくまで間接

的に、しかも、“削除”“歪曲”“一般化”というメカニズムによって構築された“仮想の世

界（虚構）”を“現実の世界”だと信じて、その中で生きているわけです。そうして言わば

切り取られた一部の、しかも歪んだ世界の認識に基づいて、価値観（自分が重要だと思う

こと）や信念（自分が正しいと思うこと）も形成されて行くのです。そして、さらにそれ

らの価値観や信念を基軸として、“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働き、“仮想の

世界（虚構）”は、益々それらの価値観や信念方向に“進化”して行くのです。 

 

ここで、重要なことは、その“仮想の世界”というものは、すべて“情報”から成って

いるということ、“情報”である以上、“書き換える”ことが可能であるということです。 

 

 それらの価値観や信念は、本人の知らない間に、過去のトラウマや両親、学校の教師の

言葉など外部から作られた場合もあれば、自分自身の経験を通じて作り上げた場合もあり

ます。その結果、価値観や信念がマイナスの方向に極端に“進化”し過ぎると、うつ病や

精神疾患となることがあります。それは、他人によって、又は、自ら情報をマイナス方向

に書き換えられた（換えた）ということを意味します。 

 

 実際、このようにマイナス方向に書き換えた（られた）価値観や信念によって引き起こ

されるうつ病などの治療のために、本人の認識している世界モデルと価値観や信念をプラ

スの方向に戻すことで矯正することができます。米国の心療治療の現場から発展した神経

言語プログラミング（NLP）には、そのための様々な手法があります。例えば、“削除”“歪

曲”“一般化”のメカニズムが働いた結果を矯正するために、様々な質問（“メタモデル質
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問”と呼ばれる）をしていくことで、相手の削除された情報を復活させたり、歪曲した見

方を生み出している“思い込み（信念）”に気づかせたり、“一般化”し決めつけているこ

とにも例外のあることに気づかせたりすることができます。これらのNLPの手法によって、

うつ病などの精神的な疾患から劇的に回復させた例が報告されています。これは、いわば

マイナス方向に行き過ぎた世界モデルと価値観や信念を通常のレベルに戻しているわけで

す。 

 

 そうであるとするならば、自ら情報をプラスの方向に書き換えることも可能であるはず

です。そのような“書き換え”を可能にするのが、価値観（自分が重要だと信じているこ

と）と信念（自分が正しいと信じていること）、即ち、松下幸之助の言う「心の持ち方」を

自ら“選ぶ”ということなのです。 

 

 松下幸之助は言います。「困難に直面したときに、それをどう考え、処置するかで、飛躍

か後退か決まる。不安を抱き、心配したり、誰が悪いと憤慨しても、そこからは何も生ま

れない。心も萎縮し、知恵も出てき難い。」困難に直面したときに、通常、人は、不安を抱

き、心配したり、誰が悪いと憤慨したりしますが、松下幸之助は、「そこからは何も生まれ

ない。心も萎縮し、知恵も出てき難い。」とそのような“心の持ち方”の行き着く先は、自

分の全く望まない、最悪の結果であることに気づくことによって、そのような選択肢は決

して採らないとの“強い決意”が生まれます。 

 

さらに松下幸之助は言います。「物事には様々な見方があり、一見マイナスに見えること

にも、それなりのプラスがあるというのが、世の中の常である。そうであるなら、同じ物

を見、同じ事態に直面してもより心豊かになれる見方を選んでいくというのがより豊かな

人生に通ずる道ではないでしょうか。」世の中には、プラスの情報とマイナスの情報の両方

が常に存在しています。そのいずれに焦点を当てるか、自分の意識をフォーカスするかは、

自分で選ぶことができるのです。それならば、良い結果を生み出す方を選べばよいではな

いかというのが、松下幸之助の極めて実践的な主張なのです。 

 

この点、松下幸之助は次の様に述べています。「私は、人間は自分の運命に責任を持ちう

る自由意志を持っていると信じている。人間は選ぶことができる。・・・一つの道は平和と

幸福につながり、今一つの道は、混沌と自己破壊につながる。」 

 

 同じ現象を目の前にしても、人によってその捉え方、受け止め方が異なります。それは、

その人がどのような“心の持ち方”、つまり“心のソフトウエア”を持っているかというこ

とに左右されるところが大きいのです。 
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例えば、“不況”という現象に直面したときに、普通の人は、不況というものは悪いもの

だと決めつけて、落胆、失望するでしょう。しかし、松下幸之助は、違いました。不況に

も良い面があるのだと言うのです。曰く、「私は、事業を始めた当初は、好景気・不景気に

直面してその都度、喜んだり、多少の心配をしたりしていました。しかし、よく考えてみ

てふと自分の心の持ち方・考え方によって、いいときはいいとして生かすことができるが、

悪いときは悪いとしてそれをまた生かすことができるはずだと思うようになりました。」 

 

 好況で業績の良いときには、会社の問題点は隠れて見えにくいものですが、不況になっ

て、業績が悪くなってくると、池の水がなくなると池の底が見えるようになるのと同様に、

会社の問題点が浮かび上がって見えるようになります。そして、好況で業績の良いときに

は、“改革”をやろうとしても、社員たちにとってその必要性がわかりにくいため、改革へ

のエネルギーが十分に蓄積されません。 

 

しかし、不況となれば、何かを変えなければならないということは誰もが理解できるた

め、社員たちの“改革”への共感、共鳴が得られ易く、改革へ向けたエネルギーが十分に

蓄積されるのです。また、不況のときこそ、次世代の経営者を教育する絶好の機会となり

ます。 

 

 それ故、世の中では悪いものだと決めつけられている“不況”について、松下幸之助は、

「不況またよし」と言うのです。 

 

 私たち人間の認識しているのは、所詮情報から成る“仮想の世界”であり、それは、ど

のような“心の持ち方”をするか、どのような“心のソフトウエア”を設定するか、自分

自身の選択次第で、自分の意識をフォーカスする焦点とその結果集まってくる情報を選ぶ

ことができる。そうであるならば、自分にとってより有益となるような“心の持ち方”を

選ぶことによって、集まる情報と物の見方、物の考え方をより自分に有益となるように変

えて行くことができるではないか。それによって、生ずる結果も大きく変わってくる。自

分に与えられる環境や自分の身に起こる事象などその“宿命”は変えられないが、それら

の環境や事象を生かすも殺すもそれらをどう捉えて、それらにどう対処していくのか、自

分自身の“心の持ち方”次第であって、それらを最も良い“心の持ち方”を選んで、自分

に繰り返し言い聞かせることによって、“強固な信念”（心のソフトウエア）となるまでに

固定させることによって、その後の“運命”は変えて行くことができるというわけです。 

 

 それ故、松下幸之助は「人生も仕事も、すべては心の持ち方次第だ」と喝破したのです。

自分の認識するこの世の中は、情報から成る“仮想の世界”なのだから、自分の心を使い

こなして“心の持ち方”を自分にとって最も都合のいいように書き換えることができるし、
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書き換えればよい。そうすることによって、より良い人生を送り、より良い仕事の成果を

も挙げることができるのだからというわけです。 

 例えば、仕事についてのあるべき“心の持ち方”の集大成が松下幸之助の経営理念です

が、具体的には、“心の持ち方”を次の様に自在に変えて行くのです。自己中心的な“私的

利益の実現”から“公的利益の実現”に転換し、それを繰り返し自分に言い聞かせて、自

身の“強固な信念”にまで高めることによって、有害な自分の利益や感情などの“私心”

を“削除”するのです。また、『勝負（経営）は時の運』という現実を歪めて、『必ず成功

すると考えること』と“一般化”し、また、『失敗の原因は他人や環境にある』場合もある

という現実を歪めて、『失敗の原因はわれにあり』と“一般化”し、それらを繰り返し自分

に言い聞かせて、自身の“強固な信念”にまで高めることによって、『成功するまで諦めな

い』信念を持つことができるようになり、部下をリードし、成功するまで諦めない強い組

織を作ることができ、また、失敗したときには、自分に原因があるとして、反省し、失敗

に学んで、手を打ち、次の成功をつなげることができるようになるわけです。 

 

７）『人生は一つの芝居のようなもの』 

 

この点、松下幸之助は「昨今のきびしい情勢の中では、お互い経営者として、時にやり

きれない気分になることもある」と経営者に対して同情を示しつつも、「そういうときに、

一つの心の持ち方として次のようなことを考えてみてはどうでしょうか。それは、お互い

の人生なり仕事を含めて、この現実の社会というものを、一つの芝居、ドラマと考えると

いうことです。」と述べ、「人生は一つの芝居のようなもの」あるいは「自分は生きた芝居

の主人公」だと考えてみることを提案しています。 

 

そして、次の様に言います。「考えてみますと、現実の社会というものも、一つの芝居と

見れないこともありません。そこでは、われわれ一人ひとりが演出家であり、役者であり、

また同時に観客でもある。そういうかたちにおいて、いろいろな生きたドラマが展開して

いるということができましょう。この生きた芝居は・・・演出するのも演技するのも自分

です。やり方しだいで、いくらでもいい芝居ができる。しかもそれを自分で鑑賞するので

すから、ひとしお味わい深いものがあります。」（以上、「経営のコツここなりと気づいた価

値は百万両」pp.112-113） 

 

 つまり、松下幸之助は“人生”という“現実”を“芝居”という“仮想の世界”と見な

して、自ら“演出”し、自ら“演技”をすることによって、いくらでも“いい芝居”がで

きるのだ、つまり、現実の人生を“いい人生”に変えて行くことが可能なのだ考えている

ことがわかります。 
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 これまで述べてきた通り、私たちの認識する“現実の世界”は、五感の機能の物理的制

約に加えて、現象の認知だけでなく、その評価と解釈のプロセスにおいて、価値観と信念

を軸とした“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働くという制約の下に形成された、

いわば“現実の世界”とは似て非なる独自の“仮想の世界”なのです。私たち人間は、こ

のようにして、独自の“世界モデル”を心の内面に創り上げ（“内部表現”）、それに強い臨

場感を持って、“現実の世界”だと信じ込んでいるのです。その内部表現上の“仮想の世界”

こそが、その人にとっての“現実の世界”なのであって、それ以外には実は存在しないの

です。その“内部表現”の中に自ら創り上げた“仮想の世界”（世界モデル）は、すべて“情

報”からできている。そして、情報は“書き換える”ことができる。松下幸之助の言うよ

うに、自ら“演出する”ことができるし、また、自ら“演技する”こともできる、そして、

それらを通じて、与えられた環境（“宿命”）の下にではありますが、その中においては自

由に書き換えることができるのです。 

 

 より正確に言えば、松下幸之助自身が、必ずしもこの現実の世界自体が“内部表現”を

通じた情報から成る“仮想の世界”だという認識まで有していたわけではありませんが、

結果として、“心の持ち方”即ち“価値観（自分が重要だと信じていること）”や“信念（自

分が正しいと信じていること）”を変えることによって、“物の見え方”や“物の考え方”

を変えることができ、それらが“行動”とその“結果”をも大きく（良い方向にも）変え

ることができるのだということを自身の体験から学び取ったのだと考えられます。 

 

松下幸之助は言います。「困難な情勢に直面すると、人間というものはともすれば、あれ

これ不安を感じたり心配したりします。（嘆いたり、誰が悪いと憤慨することに終始してい

ては）何も生まれてきません。心も委縮してしまい、困難に対処していくための知恵もで

てきにくいでしょう。」「ですから、私は、今日のむずかしい世の中を一つの生きた芝居と

見、自分はその中の主役であると考えたいのです。そうすれば、激動の今日の社会は、最

も演技のしがいのある時代、いいかえれば、一番生きがいのある、おもしろい時代だとい

うことにもなってきます。そういうところから大きな喜びも湧いて心も躍動してくるでし

ょうし、いたずらにおびえたり、憤慨したりすることなく、冷静に事態に対処する道を見

出すこともできやすくなってくると思うのです。」（「経営のコツここなりと気づいた価値は

百万両」pp.114-115） 

 

シェイクスピアも言うように、外の世界の出来事や現象自体には、元々それ“固有の意

味”はありません。すべては、“中立”なのです。そして、それらの出来事や現象の“意味”

を決めるのは、自分の“心の持ち方”、言い換えれば自分自身の“価値観”であり、“信念”

なのです。『困難な情勢』に直面したときに、それを『克服できない障害』あるいは『もは

や一巻の終わり』という意味づけをするか、又は『成功に向けた克服すべき課題の一つに
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過ぎない』との意味を見出すかは、積極的か消極的か、主体的か受け身か、あるいは将来

の成功を確信しているか、疑いを持っているかなど、自分自身の“心の持ち方”によって

実は違ってくるのです。しかも、人間には“心の持ち方”を“選ぶ力”があるのだと松下

幸之助は言うのです。“心の持ち方”を変えることができれば、“物の見方”や“物の考え

方”が変わり、それによって“気分”が変わり、目の前の“困難”に立ち向かう“意欲”

や“力”が湧いてくるのです。 

 

これに対して、前者の捉え方からは、意気消沈してしまい、“意欲”も“知恵”も生まれ

ないということを体験から身に染みて分かっており、松下幸之助は、自分はそのような選

択肢は決して選ばないと心に決めたのです。いずれを選ぶかによって“結果”も大きく違

ってくるわけですから、自分にとってより良い結果となる方を選べばよいではないかとい

うのが松下幸之助の主張です。 

 

その上で、この“現実”を『生きたドラマ』とみなし、“自分自身”を『その生きたドラ

マの主人公』だという“心の持ち方”を選ぶと、「かつてない、いわゆる開闢以来といって

いいほど困難でもあり、変化の激しい事態であるということは、すなわち、かつてない波

瀾にみちた興味津々たるドラマ」の中で「われわれは、一人ひとりが主役として演技して

いる」ということになり、「これは役者冥利につきるというか、役者たることにまたと得が

たい感激を覚えて、一つ名演技を披露しようということにもなるのではないでしょうか。」

というわけです。（「経営のコツここなりと気づいた価値は百万両」p.114） 

 

『自分が生きたドラマの主人公』ということになれば、目の前の『困難な情勢』を克服

し成功を実現して、主役として名演技を披露しようとの“意欲”も湧いてきて、目の前の

『困難な情勢』も『解決すべき課題の一つ』に過ぎないと捉えることができるようになる

と言います。その結果、「大きな喜びも湧いて、心も躍動し、冷静に事態に対処する道を見

出すこともできやすくなってくると思うのです。」（「経営のコツここなりと気づいた価値は

百万両」p.115） 

 

これは、視点を変えれば、松下幸之助流の人間の“心の弱さ”を克服するための“知恵

と工夫”であると言えましょう。つまり、このような目の前の“困難”に立ち向かおうと

すれば、『自分には無理だ』とか、『こんなことは経験したことがない。』という“恐れ”や

“不安”などの“心の弱さ”、あるいは困難に立ち向かったという経験がないことや立ち向

かって失敗したという過去の経験などから、自分で自分に“限界”を置いてしまい、それ

らが“制約”として働いて、前向きな気持ちになれず、意気消沈することとなりがちです。

ところが、ここでは自分は“本人”ではなく、あくまで“役者”であり、『生きたドラマの

主人公』なのだと思えば、そのような自分本人としての様々な“制約”から解放されて、
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設定された場面の中ではありますが、自分が自由に描く“演出”の下で“自分本人”を離

れた“大胆な演技”ができるというわけです。心の中の“情報”を書き換えるための極め

て優れた方法であると言えるのではないでしょうか。 

 

自分は“本人”ではなく“役者”なのだという風に『心の持ち方を選ぶ』ことによって、

大きく結果が異なってくる、まさに『人生も仕事も心の持ち方次第』と喝破した松下幸之

助の哲学の真骨頂と言えましょう。 

 

もちろん与えられた“宿命”は変えられないが、その“宿命”を前提とした上で、どの

ような人生を送るのか、どのように仕事をして行くのか、ということはその人も“心の持

ち方次第だ”と言うのです。そして「人生は一つの芝居のようなもの」あるいは「自分は

生きた芝居の主人公」だと考えることによって、さらに“大胆に”自分の思い通りに“自

分の人生”という“生きた芝居”を創り上げて行くことができるのだというわけです。 

 

 前回は、松下幸之助の言う“人生という生きたドラマ”の“主人公”であるという“心

の持ち方”をすることで、自由自在に“演出”や“演技”を変えて行くことで、困難に直

面したときに、それを克服していくことができ易くなるという話をしました。 

 

実は、そのような場合だけでなく、非常に高い目標を設定し、それを実現して行くとい

う局面においても、この自分は“人生という生きたドラマ”の“主人公”であるという“心

の持ち方”をすることは、大きな効果を発揮します。 

 

 実際、松下幸之助は、『5 か年計画』や『週休二日制』という当時としては画期的な目標

を打ち出し、それらを実現して行きました。 

 

 しかしながら、そのような高い目標を掲げた場合、通常人間は、『本当に実現することが

できるだろうか』とか、『自分たちには無理ではないか』という失敗の恐れや実現への不安

という感情が出てきて、それらの感情が行動にブレーキをかけてしまい、実際に目標の達

成を阻害することがあります。人間の“心の弱さ”です。 

 

松下幸之助は、経営者が「強く願う」ことが経営の“成功の秘訣”だと述べています。「誰

もが同じように成功を願っているけれども、果たして本当に自分の心の底からの強い願い、

「何としてもこれを成し遂げたい」という決意にまで高まっているでしょうか。（単なる一

応の願いではなく）そこに結果に大きな差が生じる一つの要因があるのではないでしょう

か。」「（成功・失敗）の大きな違いは、事の実現を願うという出発点の内にあるように思わ

れます。」 
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 “その目標が実現された未来の姿”を“強く願う”。そのイメージを繰り返し自分にイ

ンプットし（“ビジュアライゼーション”）、視覚だけでなく、五感のすべてを使ってありあ

りと“臨場感”を持って強く感じることができれば、自分の“強固な信念”のレベルにま

で高めることができるのです。先に述べたように、人間にとって、本当の意味での“現実”

は存在しません。とすれば、複数の“仮想の世界”の中で最も“臨場感”の感じられるも

のが、その人にとっての“現実”となり、また、自分らしい、居心地のいい領域である“コ

ンフォートゾーン”となるのです。“将来の目標を実現している自分の姿”を“強固な信念”

にまで高めることができれば、それがその人にとって自分の内側で認識する“現実”であ

り、コンフォートゾ－ンが“現状”から“将来の目標を実現している自分の姿”に移行す

るのです。そうすると、それと異なる“現実”を自分の外側に認識すると、違和感（認知

的不協和）を覚えて、自動的にそのギャップを埋め、目標の実現に向けて矯正しつつ、考

えて行動するようになります。“既に目標を実現した未来の姿”が自分のコンフォートゾー

ンとなっているので、目標実現に向けて活動をしていること自体が楽しくワクワクする

（“プライミング効果”）のです。そうすると、脳が活性化し、ドーパミンが分泌され、創

造力と潜在能力が発揮されます。こうして、因果の流れが逆転するのです。過去から現在、

未来へ流れていた因果が、未来の目標を実現した姿が“強固な信念”により固定され、そ

れが原因となって、現在の自分を変えていくというわけです。また、先に述べたように、

その“強固な信念”と化した目標に意識をフォーカスすることによって、“焦点化効果”を

生み、目標の達成に必要な情報が地引網のように集まってきて、目標実現の手段や方法が

後から見えてくるようになります。 

 

通常私たちは、“現状”に強い臨場感を抱いているため、“未来の目標を実現した姿”に

それ以上の臨場感を持つことで、コンフォートゾーンを現状から未来へ移すことは、実は

容易ではありません。移そうとしたときに、現状のコンフォートゾーンからのホメオスタ

シスフィードバックにより、強烈に引き戻されるからです。それは、自分を変えることへ

の“抵抗”として現れます。 

 

しかし、人生は“一つの生きた芝居”であり、自分はその“主人公”だと考え、あくま

でこれは“芝居の上での演技”なのだと思うことで、顕在意識の上の“過去の失敗”や“現

実”の重みからくる目標達成への“不安”や“疑い”を回避しつつ、また、自分を変える

ことへのホメオスタシスの“抵抗”をかわしつつ、自分の“心の持ち方”を比較的自由に

変えてみることができます。自分の描いたシナリオに従って、自分という主人公を演じる、

そして、繰り返し演じているうちに、その役に成り切っていく。つまり、繰り返し潜在意

識にインプットされることにより、“その役”に慣れて行くと、潜在意識のレベルでは、そ

の“慣れ”ということによって、それが自分の正しい“自己イメージ”だと信じ、そのよ
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うな自己イメージが新たに形成されていく、こうして臨場感が“現状”から“その役”に

移って行くとともに、自分自身のコンフォートゾーンも“現状”から自分の作った“シナ

リオの役”へと移って行くというわけです。人間の脳は、“慣れていること”を“正しいこ

と”と認識するようにできているからです。 

 

この松下幸之助の「人生を一つの生きた芝居」とみるという提案は、本人がそれを意図

していたかどうかは、必ずしも定かではありませんが、顕在意識の“変化へ抵抗”をうま

くかわしながら、潜在意識のレベルのコンフォートゾーンを“未来の成功している自分の

姿”に移行させる実に巧妙な方法なのです。 

 

経営において経営者が持つべき“心の持ち方”を集大成したものが、松下幸之助の経営

哲学でした。 

 

 なお、松下幸之助の経営哲学上の概念について、それらが“真実”ではないと反発する

向きがあります。例えば、『必ず成功すると考えること』という考え方については、『勝負

は時の運』で、実際には成功することもあれば、失敗することもあるではないかという反

論があります。また、『失敗の原因はわれにあり』という考え方については、実際には経営

環境の変化など外部に原因がある場合もあるではないかという反論です。 

 

しかしながら、それらの反論は、全く的外れな反論です。なぜならば、ここで松下幸之

助は、結果としての“科学的客観的な真実”を語っているわけではなく、上に述べたよう

に、考え、行動を起こす前の経営者としてのあるべき“心の持ち方”、つまり事前の“心構

え”を提唱しているからです。また、それらが“客観的真実”であると述べているわけで

もありません。経営者たる者、事に当たる前には、そのように考えるべきである。また、

そう考えなければならないという“心の持ち方”を提唱しているのです。 

 

 松下幸之助は、『人生も仕事も心の持ち方次第だ』と喝破し、「自分の心を鍛えて、自在

に使いこなす」ことが大切だと強調しました。そして、松下幸之助は、次の様に自分の心

を使いこなしたのです。 

 

 経営に失敗した多くの経営者に共通する特徴は、“私心にとらわれる”ことによって、自

分の利害や感情などの“私心”を中心にして“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働

くことで、物事の実相が見えなくなってしまうところにあると見切った松下幸之助は、“私

心のとらわれ”から脱却し、物事の実相を正しく捉えることができるようになるためには

『とらわれない素直な心を持つ』ことが大切であり、自分の盲点や歪みを矯正するために

『自己観照』を行うとか、『衆知を集める』ことなどの工夫をしました。 
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 他方で、そのような人間の認知上の“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムを逆に活用

することによって、人間の弱点を強みに変えることに気づきます。人間は、いわば作られ

た“仮想の世界”（“人生という芝居”）に生きているならば、それらのメカニズムを逆手に

取って、自分にとって最も都合のいい“仮想の世界”を創ればよい。 

 

具体的には、“心の持ち方”を“私的利益の実現”から“公的利益の実現”に転換するの

です。それを繰り返し自分に言い聞かせて、自身の“強固な信念”にまで高めることによ

って、特に経営者にとって有害な“自分の利益や感情”などの“私心”を自分の意識の中

から“削除”してしまうのです。 

 

実際の現実の世界では、『勝負（経営）は時の運』という面もあるでしょう。それが現実

だとしても、経営者がそのように考えてしまうと、どこかに“諦め”や“妥協”の余地が

生まれて、成功する前に諦めてしまう恐れがあります。そこでそのような“現実”を多少

歪めて、経営者たる者『必ず成功すると考えること』と“一般化”し、経営者は必ず成功

すると考えねばならないと強調します。そうすることによって、『成功するまで諦めない』

という信念を持つことができるようになり、その結果、成功する前のプロセスで生じる様々

な障害に遭遇して、“諦め”や“妥協”してしまうことなく、あらゆる可能性を見出して挑

戦して行くことを可能とし、遂には“成功”に至るというわけです。松下幸之助は言いま

す。「僕は、神経質だから悲観主義になるほうが多いのです。けれども最近はそう言うふう

にならない。徹底した楽観主義になる。顔に青筋を立てて腹が立っている時でも、その奥

の底には、楽観に徹するということを考えている。顔はヒステリックになっていても、そ

の腹の底には楽観している、そういうふうにならなくてはと思っているのです。そういう

ことを信じてやっているのです。それで、成功を信じるということが非常に大事で、皆さ

んが毎日仕事をしておられると、私も仕事をしているのですが、この仕事は必ず成功する

と、こう思うのです。「成功する仕事が成功しないというのはなんでや。」「成功するような

ことをやらんからや。成功するようにやったら成功するんや。」ということを自分で考えて

います。そして私は今まで失敗したということは数少ないです。だいたい思った通りにな

っているのです。必ずこれは成功すると。それには成功するまでやめないと。五年かかろ

うが十年かかろうが、成功するまで止めない。」（1979 年／昭和 54 年） 

 

また、『失敗の原因は他人や環境にある』という場合もあるというのが現実でしょう。し

かし、経営者がそのように考えてしまうと、失敗の原因を他人や環境のせいにして、自分

を反省しなくなります。実際にはほとんどの場合に、失敗の原因は経営者自身の考えや判

断にあるのが事実ですが、自分の弱みである失敗の原因を見たくないため、自分を守るた

めに他人や環境のせいにしがちなのが人間です。そこで、そのような“現実”を少し歪め
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て、『失敗の原因はわれにあり』と“一般化”します。それを繰り返し自分に言い聞かせて、

自身の“強固な信念”にまで高めることによって、心の中に新たな回路が形成されると、

失敗したときには、自分に原因があるとして、自分のどこが間違っていたのかを半ば強制

的に反省することとなり、失敗に学んで、その自分自身にあった失敗の原因に手を打つこ

とで、次に同じ状況に遭遇したときには、同じ失敗をすることなく、成功につなげること

ができるようになるというわけです。こうして、自分を守るために『失敗の原因を他人や

環境のせいにする』という人間の心の弱さを克服することができるのです。 

 

このように、松下幸之助の経営哲学は、経営者としてあるべき“心の持ち方”を示すこ

とによって、経営者の“物の見方”および“物の考え方”を“正しい方向”に導くものな

のです。 

 

松下幸之助は言います。「私は経営というものは、このような基本の考えに立って行うな

らば、必ず成功するものだと体験的に感じているのです。」（「実践経営哲学」まえがき） 

まさに『人生も仕事もすべては心の持ち方次第』なのです。 

 

８）『人間としての成功』とは？ 

 

それでは、このように『人生を一つの芝居のようなもの』と捉えた松下幸之助にとって、

『人間としての成功』とはどのようなものだと考えたのでしょうか？ 

 

この点、事業経営において成功を収め、松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会

社）というグローバル企業を一代で作り上げて、社会的な地位や名誉、財産のすべてを手

にした松下幸之助でしたが、『人間としての成功』の基準を『社会的な地位や名誉や財産』

とすることを否定し、次の様に述べています。「“人間としての成功”とは、人それぞれが、

自らに与えられた天分を十分に生かして生きることである。」「人はそれぞれ、異なった持

ち味、天分をもって生まれついている。昔から十人十色と言われるように、顔かたち、性

格、素質、才能など全く同じという人は一人もいない。ということは、人はみな夫々の天

分に従って異なった仕事をし、異なった生き方をするように運命づけられているというこ

とではないか。つまり、人はみなそれぞれに異なった使命が与えられ、異なった才能が備

わっている。私は、“成功”というのは、この自分に与えられた天分をそのまま完全に生か

しきることではないかと思います。それが“人間としての正しい生き方”であり、自分も

満足すると同時に働きの成果も高まって、周囲の人々をも喜ばすことになるのではないか。

これこそ、真の意味での成功ではないかと考えるのです。もとより成功の姿は、人によっ

てみな異なるでしょう。しかし、社会的な地位や名誉や財産が成功の基準となるのではな

くて、自分に与えられた天分に沿うか沿わないか、これを十分に生かすか生かさないかと
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いうことが成功の基準となってくると言えましょう。」 

 

松下幸之助は、『人間としての成功』の基準は『社会的な地位や名誉や財産』ではなく、

『自らに与えられた天分を完全に生かし切る』ことだと喝破したのです。 

 

そしてさらに言います。「しかも、お互いにこの天分に生きることによって、初めて本当

の生きがい、幸せというものを味わうことができるのではないでしょうか。もしも、社会

的な地位や名誉や財産を得ることが唯一の成功であると考えてしまいますと、これさえ得

ればよいというので、お互いに非常に無理な努力をして、自分の天分、特質というものを

ゆがめ、損なう場合もあるでしょう。また、そういうものがなかなか得られない場合には

非常に落胆したり、劣等感を覚えて、生きる張り合いを失ってしまうことにもなりかねな

いと思うのです。」 

 

このように『（自らに与えられた）天分に生きること』によって初めて『本当の生きがい、

幸せというものを味わうことができる』のだと言います。そして、『社会的な地位や名誉や

財産』という誤った基準を成功の基準としてしまうことの“弊害”を指摘します。つまり、

“方向”を間違えて、『社会的な地位や名誉や財産』を得るためならと“無理な努力”をし

てしまうこととなると言います。しばらく前のホリエモン（堀江貴文氏）の証券取引法違

反事件や東芝事件など最近の企業不祥事はまさにその典型例だと言えるでしょう。 

 

しかも、その場合の問題は、そのような“無理な努力”という方向違いの努力によって、

『自分の天分、特質』を歪め、損なってしまうことだと指摘します。そうなると、『本当の

生きがい、幸せというものを味わうことができる』機会を自らの手で消し去ってしまうこ

ととなり、仮に『社会的な地位や名誉や財産』を得ることができても、“真の幸福感”を味

わうことができず、常に不満で、心が満たされない状態になってしまうのです。 

 

 松下幸之助が『二百五十年計画』を以って最終的に目指したのは、“物心共に豊かな人間

社会”でした。ただ、松下電器（現パナソニック）が世の中に提供するのは、あくまで家

電製品などの“物”です。松下幸之助は、昭和 7 年に『貴重なる生活物資を水道の水の如

く無尽蔵たらしめることによって貧乏を克服すること』にこそ“生産者の使命”はあると

感得し、その後も『良い製品を適正な価格で』提供すべく、事業経営を進めてきました。 

 

では、松下幸之助の考える『豊かな心』とは何でしょうか？ 

  

この点について、松下幸之助は『天分に生きる人間の幸せ、喜び』を強調し、次のよう

に述べています。「しかし、天分に生きる人間の幸せ、喜びというものは、考え方によりま
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すと全員がつかめると思います。また、人それぞれの天分がそれぞれに発揮されることに

よって、お互いの共同生活に彩りと豊かさが生まれ、生き生きとした百花繚乱の姿が見ら

れるようになると思うのです。」「しかも、自分の天分を活かした天職というか、そういう

仕事についている人は、たとえ社会的な地位や財産があろうとなかろうと、いつも生き生

きとした喜びに溢れ、自分の生きがいはここにあるのだという自信のもとに充実した人生

を送ることができると思うのです。～つまりはその人なりの持ち味を活かした人生なり生

活を送ることが大事なのであって、そこに人間としての真の成功の姿がある、というわけ

である。」 

 

 松下幸之助は、あらゆる人にそのような『天分に生きる人間の幸せ、喜び』をつかむ可

能性があると言います。要するに、『その人なりの持ち味を活かした人生なり生活を送るこ

と』が大切で、そこにこそ『人間としての真の成功の姿がある』と結論づけるのです。そ

のようにしてあらゆる人が自身の“天分”を見出し、それに生きているような人間社会、

そこに見える『生き生きとした百花繚乱の姿』こそが、『豊かな心を持つ人間社会』だと松

下幸之助は考えたのではないでしょうか。 

 

例えば、松下幸之助は、会社経営において従業員を見るときにも、誰もがそれぞれの“持

ち味”を持っているものだと考え、その“持ち味”を引き出して、それを如何に活かすか

ということを常に考えていました。そのために、人の“短所”よりも“長所”を見て、評

価し、思い切って人を使ったのです。人の短所ばかりを見ていると、次々と短所が見えて

くる（“焦点化”）一方、その人の長所が、見えなくなる（“削除”）か、又は、軽視してし

まう（“歪曲”）ため、思い切った人の起用をすることができないからです。昭和 14 年の『社

主通達』において、「永年の間にその適性を見出し、適応せる職につきてこそ、社の為にも

自身の仕事の上にも、御奉公の誠をつくし得て、真の仕合せとなるものなり。」と述べ、『適

正（持ち味、天分）』を見出すようにすることは“長たるもの”の務めであるとしました。 

 

 また、松下幸之助は従業員が“愉快に働く”ことを求め、次の様に述べています。「自分

としていま一番深く考えていることは、大勢の従業員諸君が毎日を愉快に働いておられる

かという点である。願わくは一人残らず、その日その日を愉快に働いてもらいたい。その

時に、真に会社の発展も各人の向上も望みうるのである。」脳科学の立場から見れば、この

ように『愉快に働くこと』、つまり『自らに与えられた天分を完全に生かし切（る）』って

仕事をすることで、働くこと自体に（結果が出る前に）『本当の生きがい、幸せというもの』

を味わい、生き生きとした喜びに満ちた状態になっているということは、行動しているプ

ロセスにおいて脳からいわゆるドーパミンが出て、潜在能力が最大限に発揮されうる状態

になっていると言えます。 
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 このような世の中のすべての人が自分自身に与えられた天分を生かし切ることによって、

各人が生き生きとした“百花繚乱の姿”が現出することこそ、松下幸之助が『２５０年計

画』を以って実現しようとした理想である“物心ともに豊かな人間社会”の心の部分であ

ろうと考えられます。 

 

それ故、松下幸之助は、「仕事に成功するかしないかよりも、人間として成功するかしな

いかを考えたい。」と述べ、次の様に提言します。「最近、生活が豊かになったにもかかわ

らず、不平や不満をかこち、不安に悩む人が多くなったと言われるが、その基本的な要因

の一つは、地位や名誉や財産といった基準に重きを置きすぎて自らの独自の天分を生かし、

使命に生きることの大切さが忘れられている傾向が見られるようです。お互いの人間とし

ての成功を、それぞれの天分を生かすことにあると考え、それを求めていくことによって、

不満や悩みの解消に役立つことはもちろん、個人としての生きる喜びも、社会全体の発展

繁栄の程度もより高いものになると思うのですが、どうでしょうか。」 

 

事業に仕事に成功し、『社会的な地位や名誉や財産』のすべてを手にした松下幸之助の言

葉であるが故に重みがあります。 

 

９）松下幸之助の人間観と人間の使命＝自己イメージの拡大 

 

“仮想の世界”とも言えるこの現実世界において、『自分の心を使いこなす』ために、

松下幸之助が提唱したことについて、もう一つ指摘しておきたいのは、松下幸之助は、“自

己イメージ”というものが人間の心に対して持つ大きな力に恐らく気づいた上で、人類

共通の“自己イメージ”とも言える『人間観』について、極めてスケールの大きな人間

観を提唱し、人間というものに大きな“使命”を与えたということです。 

 

私たち人間は、「自分とはこういう人間だ」という自分自身について信じているイメー

ジを潜在意識レベルの中に持っており、それが自分の信念の一部を形成しています。そ

して、人間が、“信念”に沿って、それに合致するように考え、行動するのと同様に、人

間は、そのような信念の一部である“自己イメージ”に沿って、それに合うような価値

観（自分が重要だと思うこと）や信念（自分が正しいと思うこと）を持ち、物事を考え、

行動し、感情を持つようにできているのです。自己イメージは、いわば潜在意識の中に

あるソフトウエアです。同じ現象に対してはこのソフトウエアが働いて常に同じ反応を

示します。また、この“自己イメージ”は、居心地のいいコンフォートゾーンを形成し、

それと異なる新しい考えや行動を取ろうとしても、ホメオスタシス（恒常性維持機能）、

即ち脳が現状を維持しようとする強力な自己修正機能のホメオスタシス・フィードバッ

クが働いて、そこに引き戻されてしまいます。その結果、“自分には無理だ”と決めつけ
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て挑戦しないとか、“自分は変われない”ということとなるのです。（苫米地英人博士の

ホメオスタシス仮説）即ち、その“自己イメージ”の枠から外に出て、考えたり行動し

たりすることは極めて困難なのです。 

 

そのような“自己イメージ”というものは、自分自身でその経験に基づき、意識的に

“選択”して作り上げたものばかりかと言えば、必ずしもそうではありません。むしろ、

批判能力の未熟な子供の頃に親や学校の先生、あるいは、テレビなどから繰り返し聞か

されたことがそのまま蓄積され、知らず知らずの間に創り上げられたものが多いのです。

なぜそうなるかと言えば、人間の脳は繰り返し聞かされ、“慣れたこと”を“正しいこと”

と認識するものだからです。（東京大学・大学院薬学系研究科・教授池谷 裕二氏） 

 

また、その後批判能力がついてきた後に、自分の様々な経験を通じて自己イメージを

形成していく場合も、それらの経験を自分自身の独自のフレームを通して“削除”“歪曲”

“一般化”して知覚し、また、評価・解釈して、作り上げた独自のものであり、必ずし

も客観的な自己イメージと合致するものではありません。 

 

このようにして形成される自己イメージは、“現実の自分”とは、実は“似て非なるも

の”であって、それ自体“仮想の自己イメージ”と言えましょう。そのようなプロセス

を経て、意図せずして“制約的な自己イメージ”を作り上げてしまい、それが自分に仮

想の“限界”を設定してしまうことが実は多いのです。それらの“自己イメージ上の限

界”は、“仮想”のものであるにも拘わらず、本人にとっては、心の中の現実世界の認識

の中にある“真実”であるから、“現実に存在する限界”として機能してしまいます。「自

分にはできない」「自分には無理だ」と。しかも、自己イメージは、潜在意識のレベルに

ありますから、本人はそのことに気がつかないまま、そのような制約的な自己イメージ

に沿って無意識の選択をし続けることになるのです。 

 

例えば、事業部長が、『こんなことはできないか？』と技術者に聞くと、大学出の頭に知

識が一杯詰まった、いわゆるインテリほど、簡単に『できません』と言って、できない理

由を次から次へと並べます。しかし、彼らはその優秀な頭を『できない』理由を考えると

いう消極的な方向でしか使っていません。その優秀な頭は本来『どうすればできるか』と

いう積極的な方向で使うべきなのです。 

 

このように、優秀な頭を持ちながら、直ぐに『できない』と言うインテリについて、松

下幸之助は、『インテリの弱さ』だと嘆いて、次の様に述べています。「物事というものは、

できることでも、それを「できない」と思っている限り、やはり実際にできないのではあ

るまいか。～少々のことでできないと考えることは、むしろ人間のすぐれた可能性を押し
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つぶしてしまうことにもなるのではなかろうか。」 

 

昆虫のカナブンは、瓶の中に放り込まれて蓋をされると、そこから外に出ようと何度か 

試みますが、それがすべて失敗に終わると、もはや二度と外に出ようとはしなくなると言

います。それは、その後蓋が開けられても変わらないのです。 

 

 先のインテリも上のカナブンも、実際には存在しない“自分の限界”を自分の数少ない

経験から『自分にはこれはムリだ』と決めつけて（“一般化”）、そう信じ込んでしまうこと

によって、それが事実上“限界”として機能してしまうのです。そして、それは『人間の

可能性』を『押しつぶしてしまう』もので、実にもったいないというわけです。 

 

松下幸之助は、貧困や争い、様々な不幸という人間の現実の姿を見て、人間というもの

は、そういうものではないはずだと考え、「人間は、無限の可能性を持つ、崇高にして偉大

なる存在である」という“新しい人間観”を提唱したのです。曰く、「人間は、たえず生成

発展する宇宙に君臨し、宇宙にひそむ偉大なる力を開発し、万物に与えられたるそれぞれ

の本質を見出しながら、これを生かし活用することによって、物心一如の真の繁栄を生み

出すことができるのである。かかる人間の特性は、自然の理法に従って与えられた天命で

ある。」 

 

この松下幸之助の提唱する壮大な人間観は、万物の本質を生かし活用する力を持ち、『無

限の可能性』を持つ存在として、このような自分の数少ない経験だけで簡単に『できない』

と決めつけてしまう（“一般化”）人間の認知や評価・解釈上の特徴から、自ら設定してし

まう、実際には存在しない自分の“限界”を取り払うという機能を持つのです。 

 

 実際、『自分にはムリだ』と思い込んでいる“限界”のほとんどは、このような実際には

存在しない“限界”であることが多いのです。 

 

１０）現代における仮想の世界 

（１）『国の借金 1000 兆円超！』の“ウソ” 

 

『私たちは“仮想現実の世界”に生きている！』と題した本稿では、そのような“仮想

現実”が現れる要因として、人間の認知機能上の特徴やプロパガンダ、さらには歴史上勝

者の創り上げた虚構の世界について述べてきました。そこでは、“現代”については語って

いなかったのですが、改めて現代の日本の政治経済の状況を調べてみますと、現代におい

てすら、私たちは、本当の現実世界に生きているのだろうか、誰かの“操作”“洗脳”によ

って、実は“仮想現実の世界”を“現実世界”だと信じ込まされているのではないかとの
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疑問がふつふつと湧いてまいりました。 

 

 そこで、以下では、現代の世界に蔓延している“仮想現実の世界”の一部について捕捉

として述べてみたいと思います。 

 

 まずは、『国の借金 1000 兆円超！国民一人当たり 800 万円超の借金！』『このままでは財

政破綻する！』『だから、緊縮財政が必要だ。財政支出は削減すべきだ』『プライマリー・

バランスの黒字化目標が必要だ』『だから、消費税増税が必要だ』という一連の“大ウソ”

が、今の日本では、経済学者や新聞・テレビなどのマスコミを席巻しており、大多数の日

本国民がすっかり騙されて、その“ストーリー”に沿って踊らされているということです。

しかも、見逃せないのは、この“虚構の物語”にもとづいて、現在もなお、日本政府によ

って、実際に“緊縮財政”が行われ、『デフレからの脱却（経済成長）』を目標に掲げた安

倍晋三内閣のアベノミクスの目玉であった三本の矢の二本目の矢『積極的な財政政策』は

ほとんど放たれることのないままに、インフラの更新や各地の新幹線の整備、教育充実、

科学技術の振興、医療・介護サービスの拡充、地方経済再生、防衛力の拡充などへの財政

支出は『プライマリー・バランスの黒字化目標』の名の下に次々と削減され、日本は依然

として世界の先進国中唯一デフレ不況から脱却できず、むしろ深刻化して、『失われた 20

年』が『失われた 30 年』にもなろうとしています。この 20 年で、先進国でも、アメリカ

は 2.3 倍、カナダは 2.4 倍、イギリスは 1.9 倍の経済成長をする中、日本は最下位で 1 倍、

GDP が全く増えていないのです。 

 

 このような経済成長しない国、貧困化に突き進む日本のデフレ不況の原因を企業の努力

不足に求めて（いわゆる伊藤レポート）、コーポレートガバナンスを強化すべきだとの改革

が進められていますが、そもそもその前提に誤りがあり、その原因は以下に述べる通り明

らかに政府の経済政策、特に財政政策の誤りにあったと言わざるを得ません。 

 

 『国の借金 1000 兆円超！国民一人当たり 800 万円超の借金！』については、以下のよう

な日本国民をミスリードする極めて悪質かつ狡猾な“情報操作”が行われています。そし

て、その結果、9 割以上の国民がまんまと騙されてしまっているのです。 

 

 第一に、『国の借金』と言われ、『国民一人当たり 800 万円超の借金！』と言われると、

如何にも私たち国民が借金をしているように“混同”“誤解”してしまい、『これ以上増や

してはならない』『少しでも減らしていくべきだ』と考えてしまいます。この“虚偽の物語”

を作った者は、そのような国民の“混同”“誤解”を意図して狙っているのです。しかし、

これはあくまで『日本政府の借金』であって、国民は全く関係ありません。経済主体とし

ては、政府と家計の他にも、金融機関や企業、NPO、そして海外があります。また、国と
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して見れば、海外からの借金総額 664 兆円（2018 年年末）ある一方、外国に対して貸し付

けているお金の総額は 1006 兆円あり、差し引きすれば、342 兆円という世界最大の純資産

を保有する国、むしろ世界一の金持ち国なのです。 

 

 第二に、“負債”のみに焦点を当てて騒いでいますが、貸借対照表の『資産』を併せて考

慮すべきです。国は家計よりも企業に近いと言えます。企業の場合も多くの負債を抱えて

いるのが、通常で、それによって研究開発投資や設備投資を行い、その結果、知的財産権

や生産設備などの資産が企業には残りますし、投資以上の利益を上げていれば、何ら問題

はありません。 

 

 第三に、日本銀行の金融緩和政策によって、日本銀行が国債を買い取っているため、“政

府の負債”の約４６％を日本銀行が保有しています（2018 年末）が、日本銀行は日本政府

がその株式の５５％を保有する日本政府の子会社です。（日本銀行法第 8 条）それ故、日本

政府と日本銀行とを『統合政府』として連結で見る国際的な常識から見れば、日本政府は

子会社である日本銀行の保有する国債については、返済の必要もないし、利子すら払う必

要はありません。連結決算のルールによって相殺されてしまうからです。 

 

 第四に、日本政府は、日本円建ての国債しか発行しておらず、自国通貨を持つ日本政府

が財政破綻することはありません。実際、日本国債の格付けを下げようとした格付け会社

に対して、財務省は、この点を強く反論しているのです。財政破綻したギリシャやアルゼ

ンチンは、それぞれ自国通貨ではない、ユーロ建て、ドル建てでした。 

 

以上のことから言えるのは、『国の借金 1000 兆円』という問題は実質的に存在していない

ということです。そして、日本は世界一のお金持ちであり、『このままでは財政破綻する！』

というのは全くのウソだということです。 

 

（２）『プライマリー・バランスの黒字化目標』の呪縛 

 

 次に『だから、緊縮財政が必要だ。財政支出は削減すべきだ』『プライマリー・バランス

の黒字化目標』という主張ですが、これらの主張も含めて、このでたらめな物語を創作し、

世の中に広めている“黒幕”は、財務省だということです。これは、歴史的な経緯もあっ

て根が深い問題で、詳細は後述の参考文献をご覧いただきたいと思いますが、ポイントを

整理すると、以下の通りです。 

  

 ここで、『プライマリー（基礎的財政収支）・バランスの黒字化』とは、国債関係費を除

く政府の毎年の歳入と歳出について、歳出を歳入以下にせよという考え方です。 
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 第一に、歴史的には『プライマリー・バランスの黒字化目標』への執念とも言える“拘

り”は、憲法第 9 条の平和主義から来ているようです。それは、戦前、天皇制政府がおこ

なった無謀な戦争が膨大な戦時国債の発行があって初めて可能であったという反省にもと

づいても受けられたもので、憲法の前文及び第 9 条の平和主義に照応していると言われて

います。つまり、武力に訴える能力を政府に与えてはならないとの考え方からきているの

です。（佐藤健志著 『平和主義は貧困への道』）その後、大蔵省（当時）出身の大平正芳

がこの考え方を改めて打ち出し、2001 年小泉政権で大蔵省から財務省に変わったときに制

定された財務省設置法の中にそれまでにはなかった『健全な財政の確保』の文言が入りま

した。 

 

 しかしながら、国債の発行は、戦争のためだけではありませんし、財務省設置法の『健

全な財政の確保』も、『国民が豊かになること』に資するならよいですが、それが以下で述

べる通りむしろ日本国民の貧困化を推し進めることとなるのであれば、憲法第 13 条の『個

人的人権の尊重』にも違反するものと言わざるを得ません。 

 

 第二に、『プライマリー・バランスの黒字化目標』を達成した結果何が得られるかを考え

てみれば、政府が黒字になるということです。しかし、それは何を意味するでしょうか？

『誰かの債権は誰かの債務』であり、また、『誰かの黒字は誰かの赤字』です。だとすれば、

『政府の債権は、民間部門の債務』であり、『政府の黒字は民間の赤字』だということにな

ります。これは、国債発行の手続を見れば分かります。政府が国債を発行し、財政支出を

して、公共工事を民間に発注する場合、政府は政府小切手で受注した企業に支払、その企

業は、政府小切手を銀行に持ち込んで銀行預金の形で受け取り、仕入先への支払や従業員

の給料の支払に当てます。これで家計が潤うわけです。日本政府が国債を発行すると、企

業や家計の銀行預金が増えるのです。『プライマリー・バランスの黒字化目標』とは、結局

『民間部門の赤字化目標』を意味することとなります。つまり、国民を貧困化させる政策

であるということになるのです。 

 

 第三に、貨幣というものを『モノ』や『商品』と考えており（商品貨幣論、金属貨幣論）、

いわば『お金のプール』があると考えている点で誤っています。現代において、貨幣はい

わゆる現金通貨だけではなく、銀行預金や日本銀行の当座預金も貨幣なのです。銀行預金

はデータに過ぎず、モノとして存在するものではありません。つまり、『貨幣』とは、債務

と債権の記録であって、銀行の場合であれば、銀行にそのお金が現物としてはなくとも、

人に貸し出した時点で、債権と債務が発生しますから、銀行預金という貨幣が創出される

わけです。（『信用創造』）昔はこれを万年筆一本だけで生み出せるお金ということで、“万

年筆マネー”と呼んだそうです。この『スペンディング・ファースト（使うのが先）』とい
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う考え方は、『現代貨幣論（Modern Monetary Theory）』が明らかにしました。銀行は、預

金を集めて、そこから人に貸し出しているわけではないのです。国の場合も同じです。歳

出が先で、歳入は同じ年度内に後で行われるのです。確定申告を考えていただければおわ

かりになるでしょう。前年度分について、確定申告をして、納税をしています。つまり、

実際に国も歳入の範囲内で歳出をするということは、時間差があり、できないのです。 

 

（３）財政破綻論の“ウソ” 

 

最後に『このままだと、財政破綻する！だから、消費税増税が必要だ』という点です。 

 

その前提である『財政破綻論』や『プライマリー・バランスの黒字化目標』が誤ってい

ることは先に述べた通りです。 

 

 第一に、税収増を目的としながら、現在のようなデフレ不況下で消費税率を引き上げる

ことは、その目的を達成することができない恐れがあるばかりか、消費をさらに落ち込ま

せてデフレを深刻化させてしまうということです。現在のデフレ不況の中で、消費税を引

き上げるということは、消費をさらに落ち込ませる効果があります。消費税は実質的に消

費に対する罰則として機能するからです。とすれば、税収は、税率 × 消費額ですから、

税率が引き上げられても、消費額が落ち込めば、税収は増えるとは限りません。実際、1997

年に橋本内閣のときに消費税を３％から５％に引き上げた際、翌年の税収は４兆円超の減

収をもたらした。『消費税増税』というのは、需要が過剰で供給不足の状態であるインフレ

時に需要を抑えるために採るべき『インフレ政策』であって、需要が不足し供給が過剰の

状態であるデフレ時に採ると、不足している需要がさらに縮小してしまい、デフレを深刻

化させてしまいます。 

 

第二に、租税が政府の支出の財源であるという考え方に重大な誤りがあります。前回述

べた通り、国は、実際に支出をするに際して、歳入の範囲で行っているわけではありませ

ん。歳入、つまり、納税者から見れば納税は、前年度分について、すなわち 1 年後に行わ

れますが、当年度分についての予算と支出は、その歳入を待たずに先に行われるのです。

政府の予算執行のプロセスは『スペンディング・ファースト』で政府の支出ありき、つま

り、政府は徴税や国債発行なしでも、予算を支出することができるのです。 

 

 需要不足で供給過剰のデフレ不況の現在において、採るべき政策は、民間に代わって政

府が需要を創出する財政支出や消費税減税・廃止などのデフレ対策です。それによって、

他の先進国同様に経済成長をして行けば、税収も自然に増えて行くことになります。従っ

て、『このままでは財政破綻する！だから、財政支出は削減すべきだ』という考え方も間違
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いです。むしろ、これまで 20 年以上も抑え込まれた財政支出を、インフラの更新や各地の

新幹線の整備、教育充実、科学技術の振興、医療・介護サービスの拡充、地方経済再生、

防衛力の拡充など様々な分野で大いにやるべきなのです。（少なくともインフレ率２％に達

するまではインフレを心配する必要はありません。） 

 

 これまで、『国の借金 1000 兆円超！国民一人当たり 800 万円超の借金！』『このままでは

財政破綻する！』『だから、緊縮財政が必要だ。財政支出は削減すべきだ』『プライマリー・

バランスの黒字化目標』『だから、消費税増税が必要だ』という全く“でたらめな”考え方

を広めてきたのは、財務省です。予算の配分についての事実上の強大な権限と国税庁によ

る脱税捜査権から、各省庁や政治家ににらみを効かせる。マスコミは、会員制記者クラブ

『財政研究会』を通じて、思い通りの記事を書かせる。経済学者も若い頃から、研究会へ

の参加や海外視察、情報提供などで手なづける。その結果、上記の財務省のストーリーに

反する情報は新聞やテレビなどの表にはほとんど出てこないのです。これは、前に書きま

した戦後の GHQ による占領下の情報統制とそっくりなのです。肝心な情報が全く表に出て

こない。各新聞、各テレビ局とも流す情報は極めて画一化されたものばかりです。情報源

が皆財務省で同じだから当然です。 

 

 最近になって、ようやくこの財務省の『巨大な虚構の物語』を暴き、日本の衰退と日本

国民の貧困化に歯止めをかけようとする動きが少しずつ広がりつつあるのは、朗報です。 

米国から来た“現代の黒船”とも言われる、Modern Moneytary Theory（現代貨幣理論

MMT）が日本に入ってきたことで、財務省がこれまで隠してきた“真実”が一気に暴露さ

れつつあります。 

 

安倍内閣にあって、内閣参与の立場から、上記の主張を言い続け、今は敢えて参与を辞し

て国民に訴える言論活動をされている藤井聡京都大学大学院教授、元経済産業省の官僚で

日本に MMT を紹介された中野剛志氏（経済評論家）、同じく上記主張を 10 年間主張し続

けてきた経済研究所所長三橋貴明氏などの方々です。政治家では、『日本の未来を考える勉

強会』（https://nihonm.jp/）を立ち上げ、その成果として安倍首相に緊縮財政を止めて積極

財政に踏み出すべき旨の具体的な提案を出している自民党の安藤裕衆議院議員（公式ホー

ムページ：https://www.andouhiroshi.jp/）やれいわ新選組の山本太郎前参議院議員も同趣

旨の主張をしています。藤井氏と三橋氏は、『令和の政策ピボット』という公式ウエブサイ

ト（https://reiwapivot.jp/）を立ち上げ、『反緊縮財政』『反グローバリズム』『反構造改革』

を主張されています。『失われた 20 年』が 30 年、さらに 40 年と続いて行く前に、一人で

も多くの方にご覧いただきたいと思います。 

 

（４）『構造改革』の本質 

https://nihonm.jp/
https://www.andouhiroshi.jp/
https://reiwapivot.jp/
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 もう一つ重要な政策上の誤りは、『構造改革』です。他にも『自由化』『グローバル化』『民

営化』『規制緩和』など様々なことばで言われますが、皆基本的には、それまでの規制を緩

和し、参入障壁を低くして、新規参入を呼び込み、供給力を増やすという政策です。これ

は、需要が過剰で供給力の不足しているインフレが行き過ぎる状況においては、供給力を

増やすので、有効な政策と言えます。実際、そのような規制緩和の政策は、1980 年代イン

フレの状況にあった英米において、それぞれイギリスのサッチャー首相やアメリカのレー

ガン大統領の下“新自由主義”の名の下に行われました。特に、ソ連の崩壊によって東西

冷戦が終結した後は、グローバリゼーションの流れが世界を席巻しています。そして、こ

の“自由化”というのは、その言葉の響きからも、基本的には“良いこと”だというイメ

ージを持ち易く、このグローバリゼーションの流れは“歴史の必然”であって、誰も止め

られないものであるかの如く語られることもあります。 

 

 しかしながら、過去の歴史が語るのは、全く逆の結果でした。ケンブリッジ大学の開発

経済学者ハジュン・チャン氏によれば、新自由主義の考え方は、「格差は拡大しても、経済

は成長する。富は増えるから我慢せよ。豊かな人がより豊かになることで、投資が増え、

仕事が生まれる。トリクルダウンの効果で、社会の底辺においても結局は生活が良くなる。」

というものでしたが、次に示す通り、実際はそうならなかったのです。 

 1960 年～1980 年（20 年） 1980 年～2010 年（30 年） 

先進国 3.2％ 1.8％ 

途上国 3.0％ 2.7％ 

新自由主義が普及した 1980 年以降とそれ以前とを比べると、上の表のように、むしろ 1980

年以降の方が経済成長が鈍化しているのです。このことから既に『新自由主義（ネオリベ

ラリズム）は経済成長すらもたらさない』ということがはっきりしているのです。 

 

 にも拘らず、我が国では、“周回遅れ”で 2000 年の小泉内閣以降『構造改革』に着手し、

現安倍内閣においても、依然として、『改正出入国管理法（いわゆる移民法）』『コンセッシ

ョン方式水道民営化を可能とする改正水道法』『カジノを解禁する統合型リゾート実施法』

『民泊、白タク等のシェアリングビジネスのための規制改革、高度プロフェッショナル制

度』『農協改革』など“自由化”“民営化”“規制緩和”“グローバル化”に邁進しています。 

 

 しかしながら、これらの政策は、先に述べたように需要が過剰で供給力の不足している

インフレのときに供給力を増やしてインフレを抑えるための政策であって、現在の日本の

ように 20 年以上も続くデフレ不況（需要不足かつ供給過剰）下において、やる必要がない

ばかりか、やってはならない政策なのです。デフレ下でこのような“規制緩和”“グローバ

ル化” “自由化”の政策を実施すると何が起こるでしょうか？ 
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これらの政策により、新たな参入があり、また、強い者がどんどん強くなって、供給力

が向上しますが、元々不足していた需要は一定以上には増えません。つまり、デフレを深

刻化させ、『慢性的なデフレ』となります。その一方で、“強い者”が新規参入してくると、

それまで規制によって守られていた“弱い者”は強者との苛烈な競争に負けて、潰れて行

きます。また、需要不足のデフレ下では物が売れませんので、企業の売上も伸びず、他方

で、安い賃金でも喜んで働く移民を受け入れることによって、日本の労働者は、それらの

移民との間で賃金の競争をしなければならず（“底辺への競争”）、日本人の雇用が失われ、

失業率が上がり、あるいは、日本人労働者の賃金は上がりません。そして、大企業と中小

企業間の格差が拡大する。資本家と労働者の間の格差が拡大する。国家間の格差も拡大す

る。そして、これら格差の固定化が進むこととなるのです。 

 

それでは、このようなデフレ（需要不足／供給過剰）下の現在において、本来政府がや

るべき政策は、どのようなものでしょうか？ 

 

それは、“グローバル化”や“構造改革”“自由化”“民営化”をしないこと、必要に応じ

て国内の守るべき産業を“保護主義的措置”によって守ること、その一方で、投資や消費

を拡大することが困難な民間に代わって、政府が需要を創出する積極的財政政策であり、

また、家計の消費を促す消費税減税若しくは廃止なのです。今安倍政権のやっている“構

造改革”あるいは“グローバル化”“自由化”“民営化”と“緊縮財政”や“消費税の増税”

とは“真逆の政策”が求められているのです。 

 

では、デフレ不況下において、このようなインフレ政策を実施することで一体誰が得を

するのでしょうか？ 

 

それを考えることによって、現在の政治の動きの操っている、あるいは、重大な影響を

与えている“黒幕”が誰であるかが見えてくると思います。 

 

（５）グローバル化の利益を享受する者 

 

 それでは、安倍政権の推進する様々なインフレ政策によって利益を得る“強い者”とは

誰でしょうか？ 

 

それは、これまで日本市場に入りたくても様々な規制があったために入れなかった、そ

して、構造改革の後に堂々と日本市場に新規参入してくる欧米のグローバル企業なのです。 

つまり、安倍政権の推進する政策によって利益を享受することができるのは、欧米のグロ
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ーバル企業であって、『日本が豊かになり、日本国民が豊かになる』わけではないのです。 

 

この点は、極めて重要な点です。 

 

私たちは、少なくとも日本政府は、日本国民の豊かさや幸せを目指して政治を行ってい

るものと信じ込んでいます。安倍首相は言いました。まずは、富裕層や企業が豊かになれ

ば、一般の人々にもその“お零れ”がしたたり落ちてくる（“トリクルダウン”）と。しか

し、そんなものはいつまで待っても落ちてはこないのです。そこには意図したものかどう

かは別として、“壮大な虚構（ウソ）”があるのです。 

 

このままでは、今後もこれまでがそうだった通り、日本は世界中で唯一“経済成長”し

ない国となり、しかも、その限られたデフレ下の日本市場では、安倍政権の『構造改革』

や『グローバル化』『自由化』『民営化』など様々な“見当違いの”インフレ政策によって、

規制緩和され、市場が解放されて、欧米のグローバル企業やグローバル資本のみが利益を

享受するという結果をもたらすこととならざるをえません。他方、かかる需要不足供給過

剰のデフレ下における供給力強化によってデフレがさらに深刻化する中で、安い賃金で喜

んで働く“移民”がどんどんと流入してきて、私たち日本国民は、それらのあおりを受け

て“失業”するか、あるいは、それらの移民との間で“底辺に向けた賃金競争”を強いら

れることによって、ますます“貧困化”し、日本という国も“衰退”の一途を辿ることと

なっていく、私たちは、何も知らないうちに、あるいは、何も知らされないうちに、その

ような『グローバル化、自由化はいいことだ』との間違った考えに基づく“虚構の世界”

の中で生かされているのです。それこそ、私が本稿のテーマ『私たちは仮想現実の世界に

生きている！』との関連で、過去の歴史の話をし終えて完結しつつあったときに、わざわ

ざ『現代の仮想現実』の話を追加した理由です。この話を（最近）知ってしまった以上、

黙っているわけには行かなくなったというわけです。以下でもう少し具体的に述べてみた

いと思います。 

 

まず、先に述べた通り、『グローバル化』『自由貿易』というものは、その言葉が与える

印象とは裏腹に、全体の“経済成長”にはつながらず、経済成長は鈍化することが既に明

らかになっています。そのような中で、安倍政権により現在も強力に推進されている『構

造改革』や『グローバル化』『自由化』『規制緩和』は、これらの欧米のグローバル企業に

対して、それまで様々な規制によって弱小業者や農家などを守ってきた日本市場を“規制

緩和”“グローバル化”の名の下に開放し、弱小業者や農家を強者たるグローバル企業との

苛烈な競争の下にさらすことによって、益々弱体化させ、その“格差”を拡大させて、遂

には潰してしまうことにもなりかねません。つまり、『グローバル化』というものは、イン

フレ対策であり、デフレ下の日本には“不必要”かつ“不適切”な政策であるという点に
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加えて、“強者”にとってのみ都合のいい論理であって、“普遍的な真理”などでは全くな

いのです。 

 

中野剛志氏によれば、過去の歴史を見ても、国内に守るべき“弱い者”がいる場合には、

各国はそれらの“弱い者”を守ってきました（“保護主義”）し、むしろそれによって経済

成長を実現しているのです。例えば、1866 年～77 年はヨーロッパ諸国が自由貿易体制下に

ありながら大不況に陥っていた頃、当時世界で最も保護主義的な国であると言われたアメ

リカは、目覚ましい発展を遂げ、経済大国にのし上がりました。また、1892 年～94 年は大

陸ヨーロッパ諸国が保護主義化した時期ですが、各国の貿易は拡大し、景気が回復してい

ます。 

 

また、日本でも戦後の復興期には、まだまだ弱かった日本の自動車を初めとする諸産業

を当時の通商産業省が様々な法令を作って、徹底的に守ってきたからこそ、その後成長し

て、世界で戦えるようになったのです。 

 

このように、『グローバル化』というものは、決して経済全体を大きくするものではなく、

強者が弱者を駆逐し、格差を拡大させ、弱者の貧困化を進めるもので、強者や強者を多数

持つ国にとっては“良い結果”をもたらしますが、弱者や弱者を多数持つ国にとっては“悪

い結果”をもたらします。今の日本はそのいずれでしょうか？ 

 

“守るべき弱者”がいる限り、『グローバル化』は、それらの弱者をグローバル強者との

苛烈な“グローバル競争”の下に晒し、その結果、殺してしまうこととなるのです。そし

て、『グローバル化』は、上に見た通り過去何度か繰り返しており、“歴史的に不可避の唯

一の流れ”ではありません。私たちは“選択する”ことができるのです。小泉政権以降、

突き進んできた『グローバル化』の流れを今止めなければ、今後日本市場は、“強者”たる

グローバル企業に席巻されてしまうこととなります。 

 

（６）成長戦略『コーポレートガバナンスの強化』の真の狙い 

 

安倍政権の『日本再興戦略』の三本の矢の内の第三の矢『成長戦略』の一環として『コ

ーポレートガバナンスの強化』ということが進められています。この一見もっともらしい

“改革”も、これと併行して強力に推進されている『グローバル化』あるいは『自由化』『民

営化』『規制緩和』と言われる一連の取り組みとの関連でより大きな視点から俯瞰して見れ

ば、その“見え方”が全く変わってきます。 

 

この『コーポレートガバナンスの強化』の取り組みの“起点”となったいわゆる『伊藤
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レポート』（伊藤邦雄一橋大学大学院教授を座長とする経済産業省内のプロジェクト「持続

的成長への競争力とインセンティブ―企業と投資家の望ましい関係構築」の 2014 年 8 月の

報告書）は、“失われた 20 年”の責任が“企業の努力不足”にあると断じました。特に日

本企業の収益の低さに着目し、過去２０年で、上場企業１６００社のうち、株式のリター

ンがプラスとなった、いわば失われた 20 年にあっても成功している企業約２００社の共通

項として、『他社との差別化』『事業ポートフォリオ最適化』『継続的なイノベーション』『積

極的な経営革新による変化への適応』を挙げ、これを持続的成長のモデルとして提言しま

した。また、企業の“株式の持ち合い”などにより株主の権限が弱いことが企業の経営の

“短期志向”を招いているとして、株主の権限を強化するとともに、企業と投資家双方の

間の、中長期に向けた持続的な企業価値の創造に向けた“建設的対話”と“協創”を推進

することを提案し、そのための具体的な数値目標として ROE（自己資本利益率）8%、次の

ステップとして 10％を提案したのです。 

 

これを受けて、金融庁が中心となって、金融機関側の投資先企業の経営監視などあるべ

き姿を定めたガイダンスである『スチュワードシップ・コード』が発行され、それに対応

して、企業が遵守すべき企業統治の原則を定めた『コーポレートガバナンスコード』が策

定されました。『コーポレートガバナンスコード』は、法律によるハードアプローチではな

く、証券取引所の規則で定められ、定められた原則を『遵守するか、さもなくばその理由

を説明せよ（コンプライ、オア、エクスプレイン）』というソフトアプローチで定められた

のです。具体的には、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取り

まとめたもので、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切

な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話の 5 つ

の章に分けて、ベストプラクティスとして示される複数の原則によって構成されています。 

 

日本では、『コーポレートガバナンスの強化』を成長戦略の一環と捉え、“攻めのガバナ

ンス”と称して『会社の持続的な成長の手段』であると位置づけています。すなわち、経

営者の迅速・果断な意思決定を促し、我が国上場企業の「稼ぐ力」を取り戻させることで

「攻めのガバナンス」を強化することを意図しているとされています。 

 

一見もっともらしく聞こえますが、客観的に見れば、かなり無理のある説明だと言わざ

るを得ません。江頭憲治郎東京大学名誉教授が指摘される通り、『会社の持続的な成長』の

実現は、主に経営者の力量に依存するものであって、強化された『コーポレートガバナン

ス』がそれを“保証”してくれるわけではありません。現に『コーポレートガバナンスの

手法』の中には、『会社の持続的な成長』に結びつくものは少ないのです。実際、欧米では

『コーポレートガバナンス』が『会社の持続的な成長の手段』であるとは考えられていま

せん。 
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本来『コーポレートガバナンス』とは、株主の利益を裏切りかねない経営者に対する株

主の監督の仕組みなのです。そうだとすれば、『コーポレートガバナンスの強化』とは、株

主の経営者に対する監督の権限を強化すること、場合によっては株主が経営者を解任する

ことができるようにすることに他なりません。ただ、その点が前面に出て来ると、企業は

受け入れがたいであろうから、『中長期に向けた経営』や『会社の持続的な成長』のために

必要だという“大義名分”を取って付けたというのが、本当のところではないでしょうか。 

 

さらに言えば、安倍政権は「TPP 交渉参加国との間で作成する文書」の「保険等の非関

税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡」の中で、「3. 規制改革。日

本国政府は 2020 年までに日本国政府の成長戦略に沿って外国からの対内直接投資残高を

少なくとも倍増させることを目指す」ことを米国にコミットしており（現在も有効です）、

それを自らの目標として掲げています。そこでは、「外国からの直接投資を促進し、ならび

に日本国の規制の枠組みの実効性および透明性を高めることを目的とし」「意見および提言

は、その実現可能性に関する関係省庁からの回答とともに検討し、および可能な場合には

行動をとるため」「定期的に規制改革会議に付託する。日本国政府は規制改革会議の提言に

従って必要な措置を執る。」とされています。 

 

つまり、『外国からの直接投資の倍増』という政府の目標を達成するという“本当の狙い”

を実現するために、国内向けには、敢えて欧米とは異なり『コーポレートガバナンス』を

『成長戦略』のための『持続的成長の手段』と位置づけて、『コーポレートガバナンスの強

化』が進められているというわけです。より直截に言えば、『日本の企業の成長のために必

要ですよ』と言いながら、実は『外国投資家の直接投資を呼び込むため』にやっていると

いうのが、『コーポレートガバナンスの強化』の実態だということです。 

 

しかも、『コーポレートガバナンスコード』の検討の過程にも重大な問題があります。そ

もそも、『コーポレートガバナンスコード』は、法律の制定というハードアプローチではな

く、証券取引所の規則というソフトアプローチを採用しているため、国会での審議・議決

を必要としません。つまり、主権者たる国民の代表からなる国会での審議と議決を迂回し

て決定がなされるのです。さらに、上に見た通り、検討のプロセスにおいては“透明性を

高める”と称して、外国資本家の声を最大限聞き、それらを反映することがコミットされ

ており、金融庁の主催する『コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議』

やその後の『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロ

ーアップ会議』においても、常に外国投資家（前いちごアセットマネジメント㈱代表取締

役社長／日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事スコット・キャロン氏）が参

加し、意見を述べる機会が確保され、それらの意見を反映する形で“コーポレートガバナ
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ンスの改善”が進められているのです。 

 

しかしながら、需要が不足しかつ供給が過剰なデフレ不況下にある今の日本において、

外国資本を導入すること（供給力を強化すること）が本当に必要なのでしょうか？そして、

外国資本は、本当にそのような『中長期に向けた経営』や『会社の持続的な成長』を望ん

でいるのでしょうか？ 

 

外国投資家から見れば、日本の企業は、これまでメインバンク制や株式の持ち合い、さ

らには『物言わぬ株主』によって経営者が、手厚く守られ、好き放題にしている。例えば、

会社の業績が不振でも責任を取らず、居座り続けているとか、内部留保をため込んで将来

に向けた研究開発投資や設備投資をしないばかりか、利益配当や自社株買いなどの株主へ

の還元も不十分であるなどの問題があると言います。そこで、会社の所有者である株主の

権限を強化して、株主が経営者を監督し、問題ありとされた経営者を解任できるようにし

ようというのが、本音であろうと考えられるのです。 

 

具体的には、株主の支配権をより強力にするため、『政策保有株式の制限』『社外取締役

の増加』『非財務情報の開示』『経営者の解任を容易にする』などを推進し、米国の投資家

は、米国に居ながらにして、日本企業の情報を入手し、日本企業の株主総会で議決権を行

使し易くすることを推進しています。 

 

 『コーポレートガバナンスコード』では、企業には『中長期の経営戦略』を求め、株主

には中長期の株式保有を期待して、双方において“短期志向”から脱却するために、相互

の“建設的対話”を進めるという“建前”になっていますが、企業と株主は、本当にその

ような方向に向かって行くでしょうか？ 

 

残念ながら、これも“否”と答えざるを得ません。 

 

もし、株式市場が『中長期の株式の保有』しか認めないというならば別ですが、『短期の

株式の保有』が全く自由に認められ、株主には、『株式譲渡の自由』があります。株主はど

ちらを選ぶでしょうか？ 

 

『マシュマロはまだ食べちゃだめ』という実験を 4 歳児の子供たちに行ったという例が

あります。目の前にマシュマロを１つ置いて、『これを今食べてもいいけど、15 分間食べる

のを我慢したら、もう一つあげるよ。』と言い、その部屋に一人にします。すると、ほとん

ど全員が我慢できずにあっという間に食べてしまいました。（次の TED のスピーチの中で

紹介されています。
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https://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet?l

anguage=ja）これは子供に限りません。株主（大人）も人間ですから、この子供たちと変

わりません。別の言い方をすれば、そのような子供たちが大人になって行くのです。 

 

コーポレートガバナンスコードは、企業と投資家双方の『短期志向』を『中長期志向』

に転換させることがその“目的”だと言われています。『中長期に向けた経営』や『会社の

持続的な成長』を目指す方が結果的に利益が多くなるということが前提となっています。

つまり、『短期に取得できる利益』を我慢して、それより大きくなると言われる『中長期の

利益』を取得すべく、企業と投資家とが“建設的対話”を進めて行こうと言うのです。 

 

しかしながら、その中長期的にその企業の戦略が成功して、“より大きな利益”を得ると

いう保証はどこにもないのです。場合によっては、失敗して利益がゼロか、マイナスとな

るリスクもあるのです。すべて経済行動の主体は、“欲望”を持つ“人間”なのです。そし

て、そのような人間の“欲望”を是とする、むしろそれを推進エネルギーとしている資本

主義の株式市場において、そのような将来の得られるかどうかもわからないような『中長

期の利益』を待つよりも、目の前の確実な短期の利益を“食べてしまう”のが人間という

ものでしょう。株主は、機関投資家も含めて、短期志向に走ることは必定であるというの

が、私の見立てです。 

 

 そのことは、本家本元のアメリカで何が起こっているかを見れば一目瞭然です。 

 

アメリカでは、株主権が強くなり過ぎて、短期志向を抑制するどころか、それが行き過

ぎて歯止めがかからなくなっているというのが現状なのです。具体的には、中長期の研究

開発投資や従業員の賃上げよりも、株式配当や自社株買いなどによる株主への還元という

株主にとっての『短期の利益』が最優先し、利益の多くを株主に持って行かれてしまって

いるのです。その結果、中長期の研究開発投資をすることができず、また、従業員の賃上

げもなかなかできないという状況です。例えば、米国の代表的株式指数 S&P500 の内 459

社はその利益の 94％を配当又は自社株買いによって株主に分配していたと言います。最近

の例では、利益配当と自社株買いの合計は、ヒューレット・パッカード 168% / Time Warner 

280% / Fazer 137% / Microsoft 119% / P&G 118%にもなっています。米国では『株主価値

の最大化』が将来への開発・設備投資や従業員の賃上げを抑制し、“絶対的な株主最優先策”

が常態化しているのです。 

 

そのような傾向は、ヨーロッパでも同様で、S&P ヨーロッパ 350 の内 86 社の株主への

配当率は利益の 89％にも上っています。 

 

https://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet?language=ja
https://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet?language=ja
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また、アメリカを始め諸外国では、いわゆる『アクティビスト・ファンド』というもの

が活発に活動を展開しています。彼らは、絞り込んだ対象企業の株式を数％程度取得し、

その企業の精緻な事業・財務分析を行って、対象企業の経営者に対し、短期的な株価の上

昇につながる質の高い経営改善を突きつけることで、業績改善や株式価値の向上を実現し、

株価を引き上げた上、概ね 1 年程度で株式を売り抜けます。対象企業に対して“物言う株

主”として派手な経営改革キャンペーンを展開したり、また、株主総会における委任状勧

誘戦を仕掛けるなど、対象企業に主張を通すために段階的にレベルを上げた対応をしてい

くのです。基本的には“短期志向”であって、ヘッジファンドであることから、運用を委

託された投資者から比較的高い運用収益を上げることを期待されており、ファンド・マネ

ジャーの成功報酬も運用収益にリンクします。それ故、アクティビスト・ファンドは、基

本的に“短期志向”であり、株式保有期間は概ね 1 年程度で『会社の持続的な成長』に寄

与する存在ではありません。 

 

『コーポレートガバナンスの強化』は、これらの『アクティビスト・ファンド』のため

に“武器”を用意しているようなものです。このような連中が日本に“株主”として押し

寄せ、“建設的対話”と称して、『短期的な株価の上昇につながる精緻に分析された質の高

い経営改善を要求する』ことが予想されます。企業側がその要求に応じて経営改善を行い、

株価が上がれば、彼らは保有する株式を売って利益を確保しますし、企業が経営改善の要

求に応じなければ、利益の株主への還元（利益配当や自社株買い）を強く求めるというわ

けです。 

 

 実は、この『コーポレートガバナンスの強化』の前に、アメリカの圧力を受けて、2006 年 

5 月に施行された会社法において、グローバル資本が従来より容易に日本企業を買収する

ことができる仕組み、いわゆる“三角合併”が解禁されました。この方式は、簡単に言う

と A 社がその子会社の a 社を通じて B 社を吸収合併しようとする時、従来は a 社の株式に

よる対価の支払いしか認めていなかったものを、親会社Ａ社の株式を交付することで対価

の支払いに充てることを認めるものです。ａ社がＢ社を吸収合併し、その支払を a 社の親

会社であるＡ社がＡ社株式で行う構図になっていることから三角合併と呼ばれています。 

 

従来外国の企業は日本の法律上の会社とみなされていなかったため直接日本企業を買収

することができず、日本企業を買収する際は日本に現地子会社を設立し、その会社を通じ

て日本企業の子会社化や吸収合併をするという手順を踏んできました。ところが日本に設

立したばかりの子会社は与信も資金力もなく、買収資金を現金で用意するのが困難でした。 

しかしながら、この三角合併の方式によれば、例えばグローバル企業は、現地子会社を通

じて三角合併の手法を活用すれば、現金流出を伴うことなく自社の株式を交付して国境を

越えたＭ＆Ａを実施できるようになったのです。つまり、この際ａ社は必ずしも自己保有
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の自社株（いわゆる金庫株）をＢ社株主への支払いに充てる必要はなく、新株を発行して

Ｂ社の株主に交付することも可能なため、通常多額の現金が必要になる M&A を実施するに

あたりキャッシュを一切用意する必要が無いことから、大変魅力的な手段と言えるのです。 

 

 三角合併そのものは、外国企業のみを前提とする手法ではなく、日本企業同士で実施す

ることもできますが、この法改正が、元々吸収合併に際しての対価の支払いに自社の株式

ではなく親会社である外国企業の株式を充てることを認める法改正を求める外国企業の要

望の高まりに応じる形で行われたという経緯があります。 

  

 また、三角合併を実施するには双方の会社の取締役会の決議と株主総会の特別決議の両

方を経る必要があることから、通常は敵対的買収の手段にはなり得ず、基本的に友好的な

M&A の手段と言われています。しかしながら、例えば、外国資本が魅力的なプランを資本

市場に提示して、経営陣に検討するよう圧力をかけ、買収提案者が多数の株主から支持を

得た場合、株主総会で委任状争奪戦を仕掛け、Ｂ社の株式 2／3 以上を買い占めてから敵対

的買収に乗り出す可能性もないとは言えません。先に述べた『コーポレートガバナンスの

強化』は株主の権利を強化することによって、それを促進するという側面があるのではな

いでしょうか。 

 

 このように考えれば、この会社法による“三角合併”の導入によって、欧米のグローバ

ル企業が日本企業を合併し易くなったわけです。 

 

 これまでは、外国資本による三角合併の実例は少なかったわけですが、先に述べた日本

政府による『グローバル化』『構造改革』『規制緩和』『自由化』『民営化』などによって、

日本の市場の規制が次々と取り払われ、あるいは、緩和されて、日本市場が解放されて行

くと、グローバル資本による三角合併を利用した日本市場への参入ということがより現実

的になってくるのではないかと危惧しています。 

 

 このままでは、日本も韓国の二の舞いとなってしまいかねません。韓国では政府の政策

もあって、ごく一部の財閥企業グループだけが事業に成功していますが、その財閥企業は

と言えば、その株式の多くを外国投資家によって保有されており、サムスンの場合で言え

ば既に外国投資家が過半数（普通株式：５０％／優先株式：７５％）を保有しているので

す。つまり、韓国企業とは名ばかりでその実態は、欧米のグローバル投資家の所有する企

業と化しており、それらの企業が如何に利益を上げても韓国国民に還元されること（賃上

げなど）はなく、そのほとんどを株主たる外国資本に利益還元（利益配当や自社株買い）

として持って行かれてしまうのです。韓国の国民は益々貧困化して行くばかりです。 
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９）現代における仮想の世界⑩：コーポレートガバナンスの強化⑤ 

 

 グローバル化による利益を一人占めしているのは、強者たる欧米のグローバル企業、そ

して、ロンドンのシティや米国ウォールストリートのグローバル金融資本であり、実はユ

ダヤ人金融資本家だと言われています。元駐ウクライナ大使の馬渕睦夫氏によれば、世界

を動かしているのは、実は『ディープステイト』と呼ばれる影の支配者たちであり、米国

においても、１００年ほど前の FRB の創設により米国の金融を牛耳って以来、歴代の大統

領を就任させ、また、影からコントロールをしているのだと言います。そして、その『デ

ィープステイト』正体こそ、ユダヤ金融資本です。私たちはアメリカの支配階級（いわゆ

る“エスタブリッシュメント”）は、元々イギリスから渡ってきた、いわゆる WASP（White 

Anglo-Saxon Protestant ホワイト アングロ‐サクソン プロテスタント）の人たちだと

思い込んでいますが、既にユダヤ金融資本家に取って代わってしまっているというのです。

米国における人口はわずか５、６００万人にすぎないユダヤ人が米国の金融、学会、マス

メディア、司法、CIA、娯楽産業を支配してきました。自らの祖国を持たない彼らユダヤ人

勢力の目指すものは、国家というものを無くし、世界統一政府を樹立することだと言いま

す。そのために、これまでも 1917 年のロシア革命の支援から始まって、中国毛沢東の共産

主義政府を支援し、日本の GHQ による占領政策において社会主義化を進めるなど、世界の

歴史の重要なところで、介入をしてきたのです。そして、現在は“新自由主義”などを理

論的背景として、“グローバル化”を推進しているのです。“グローバル化”は、国民主権、

民主主義を前提とする主権国家を無くすことを意味するのです。これらの点について、詳

しくは、馬渕睦夫氏の著書『知ってはいけない 現代史の正体』をご覧ください。歴史の

見え方が全く変わります。ここでは、その結論の部分だけ、引用させていただきます。 

 

そのようなユダヤ人グローバル資本によるアメリカの支配と政治は、彼らグローバル資

本の利益を実現しようとするものであって、決してアメリカ国民の利益になるわけではあ

りません。そのような不満がアメリカの白人労働者を中心にうっ積してきていました。彼

らは、NAFTA（北米自由貿易協定）により、米国企業がメキシコ北部国境地帯にマキラド

ーラという保税加工制度を利用するために工場を米国内から移転すると、失業することと

なり、あるいは、安い賃金でも喜んで働くメキシコから流入してくる移民によって仕事を

奪われ、また、底辺に向けた賃金の切り下げ競争を強いられてきました。 

 

このようなワシントンでのグローバル金融資本による自分たちの利益のための米国支配

と政治に対して、明確に反旗を翻し、アメリカの政治をアメリカ国民のためにワシントン

から取り戻すと主張し、大統領に就任したのがドナルド・トランプ氏だったのです。『アメ

リカ・ファースト』とは、『反グローバリズム』であり、『アメリカ国民のための政治』を

意味しているのです。グローバル金融資本は CNN や ABC などのテレビ放送やウォールス
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トリートジャーナル、ニューヨークタイムズなどの新聞など主要なマスメディアをも支配

しており、トランプ氏を“人種差別主義者”と決めつけたり、その奇行を非難したり、誹

謗中傷する記事を次々と書いて、国民から引き離そうとしています。また、FBI を使って

ロシアンゲートと呼ばれる疑惑を作り上げてトランプ氏を追い落とそうとしました。これ

は、2016 年の米国大統領選挙において共和党のドナルド・トランプ候補（当時）を勝利さ

せるために、ロシア連邦がサイバー攻撃や SNS を使ったプロパガンダの手段を用いて行っ

たとされる一連の世論工作、選挙干渉があったとされる事件で、ウォーターゲート事件で

ニクソン大統領を辞任に追い込んだときと同じ手法が使われたと言われています。 

 

そして、イギリスの EU 離脱やフランス初め EU 加盟各国での極右政党の躍進も、EU と

いうグローバリズムに反発し、自国の主権と民主主義を取り戻そうとするうねりが世界に

広がっていると捉えることができます。EU では、選挙によって選ばれたわけではない欧州

委員会という行政機関が巨大な権力を持ち、そこで決定されたことが各加盟国に降りて来

る、そこで自国民の反対意見、つまり民主主義は無視されるわけです。ユーロの統一によ

って、各加盟国は、自国通貨の発行権を返上し、自国の独自の金融政策や財政政策を採用

する自由を失ったのです。その結果、ギリシアは財政破綻することとなりました。 

 

 すなわち、世界は『グローバリズムはいいことだ』という『巨大な虚構の世界』に気づ

き、それを打ち消す『反グローバリズム』の動きが 確実に広がりつつあります。そのよ

うな中にあって、日本だけが、未だに『構造改革』『自由化』『民営化』『規制緩和』の名の

下に周回遅れの『グローバル化』に猪突猛進しているというのが実態です。つまり、日本

は未だ『巨大な虚構の世界』から抜け切れず、むしろその中へ中へとはまり込んで行きつ

つあり、それらによって、さらにデフレ化が進み、国民の“貧困化”に突き進んでいるのです。 

   

（１１）規制緩和の実態 

 

『緊縮財政』『規制緩和』『自由貿易』の３つは、政策パッケージで、常に同時に推進さ

れるものだとして、三橋貴明氏はこれらを『グローバリズムのトリニティー』と呼んでい

ます。その理屈は以下の通りです。 

 

まず、『国の借金で財政破綻する』と、財務官僚が言うと、『もはや政府はお金を使えな

い。』『緊縮財政だ』ということになり、『もはや公共サービスも維持できない』ということ

になります。そこで、「民間活力導入だ」「公共サービスは民営化するか、規制緩和して民

間に任せましょう」と政治家が『構造改革』し、『規制緩和』すべきだと主張する。すると、

そこに外国のグローバル企業がやってきて、『外資にも市場を開放すべきだ』『自由貿易で

Win-Win となる！」と主張するのです。このように、『緊縮財政』『規制緩和』『自由貿易』
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が、三位一体で行われるというのが、グローバリズムの本質だと言います。 

 

では、グローバリズムは『経済成長』や『Win-Win の結果』をもたらすのでしょうか？ 

 

現在需要不足で供給過剰のデフレ下にある日本においては、“需要を増やすこと”が必要

なのですが、このグローバリズムによって決してパイ（需要）が大きくなるわけではなく、

むしろ逆に縮小すること、その一方で『規制緩和』と『自由貿易』により供給サイドが増

えて“小さくなったパイ”を取り合う“苛烈な競争”となります。そうすると、新規参入

してくる、“強者”、つまり日本の大手企業か外資系のグローバル企業が結局儲かって、“弱

者”（それまで規制により保護されてきた）は“淘汰”され、あるいは、格差が広がり“固

定化”されるという結果を招きます。その最も重要な問題は、国民が幸せにはならない、

むしろ“貧困化”していくということです。 

 

 ハジュン・チャンは、新自由主義にもとづくグローバル化が決して経済成長をもたらさ

なかったことをデータで検証しています。（『グローバリズムが世界を滅ぼす』エマニュエ

ル・トッド、ハジュン・チャン、中野剛志、藤井聡他） 

 

過去の歴史を学び、実際のデータを見れば、驚くべき現実が見えてきます。私たち日本

国民は、表面的に語られる“大義名分”によりその本質が隠され、見えなくされて、それ

をいつの間にか受け入れてしまっている、つまり、“洗脳”されているのです。その意味で、

本稿のテーマである、現代における“壮大な虚構”に基づく“仮想現実の世界”の中に私

たち日本国民は追い込まれ、閉じ込められ、その結果、深刻化するデフレ不況から抜け出

す手立てを奪われた状態で、何の“疑い”もなく、過ごしているわけです。具体的に何が

起こっているのか、つまり、日本の市場が如何に外資のグローバル企業に搾取される結果

となっているか、あるいは、近い将来そうなるということについて、以下三橋氏の解説に

より、分野毎に見て行きましょう。 

 

 まずその前に基本的に理解しておくべきことは、すべての分野において使われている重

要な“理屈（レトリック）”は、『国の借金は 1000 兆円！このままでは財政破綻する！』『だ

から緊縮財政を守って、財政支出を削減しなければならない』という“緊縮財政”からの

財政支出の抑制の必要性ということです。そして、それが全くの誤りであることは既に述

べた通りです。 

 

まず高額医薬品についてですが、財務省は保険の対象外にすることを提案しています。

高額な医薬品は、“費用対効果”を勘案して、公的保険の対象から外すべきだと言うのです。

すると、政治家は、“規制緩和”をして「民間の保険サービスへの新規参入を拡大すること」
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を主張し、「高額医薬品は民間の保険サービスが対象としてくれればよい」と言うのです。

そうなれば、間違いなくアメリカの医療保険会社が新規参入してくるでしょう。彼らは、

保険料はできるだけ徴収するが、保険金はできるだけ払わないということで、悪名高いと

言われています。この点、混合診療も同じです。 

 

ちなみに、橋本政権の金融ビッグバンの前は、保険サービスへの民間参入はできません

でしたが、医療保険を“がん”について解禁しました。その結果、アメリカの保険会社、

アフラックが日本市場を席巻することになりました。アフラックはアメリカの会社ですが、

アフラックの利益の 9 割は日本市場から得られていると言います。さらに、郵政民営化さ

れた後、かんぽ生命ががん保険に参入しようとした際、アフラックは、アメリカの政治家

経由で日本の政治家（麻生財務大臣）に圧力をかけ、かんぽ生命について、がん保険サー

ビスへの参入を断念することとなったのです。規制緩和により本来“自由競争”となるは

ずであるにも拘らずです。かんぽ生命は、信用力が高いので、かんぽが本気でがん保険の

市場に参入したら、アフラックの市場は相当食われることとなるが、それは許せないとい

うわけです。それどころか、かんぽ生命がアフラックの“下請け”となって、代理店とし

てアフラックの保険を売るという“奇妙な”結果になりました。結局、アフラックが儲か

るわけです。“自由競争”と言いながら、実際は特定企業、特定投資家の利益最大化のため

に、そういう“大義名分”が唱えられているだけだということがこれでわかります。私た

ちは、このような一見誰も反対することのできない“大義名分”を掲げて“改革”が行わ

れるような場合には、注意しなければなりません。そのような“目くらまし”に誤魔化さ

れず、その実態、つまり、それによって、お金の流れがどうなるのか、結局誰が得をする

こととなるのか、ということを注意深く見る必要があります。騙されないために。 

 

我々の普通の生活を維持するための必須のサービス、ソフトウエア的なインフラストラ

クチャー、ここが一番今狙われていると言います。その理由は、日本はデフレなので、基

本的に需要不足で、ビジネスの拡大はしにくいわけですが、このソフトウエア的なインフ

ラの部分というのは、デフレであっても、人間が生活をしている限り、常に一定の需要が

あり、需要が減らないところだからです。例えば、農業や医療です。いずれも需要が減り

にくいので、構造改革、規制緩和、自由貿易の標的になっています。そこでは、“緊縮財政”

だから、政府はお金を使えない、それなら“規制緩和”により参入障壁を取り外して、“外

資”を含めた民間の新規参入を認めることで対応しようという“理屈”になっているので

す。 

 

その典型が、農協です。まずは、『組合員が農家である正組合員以上に準組合員が多いと

いうのは、おかしい』と言い掛かりをつけて、『この準組合員には、例えば共済とか農林中

金を使えないようにすべきだ』と。これはもともとアメリカが言い出したことで、農協は
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政府から言われて、しぶしぶ準組合員を減らしました。すると、今まで準組合員が入って

いた保険市場（JA 共済）に巨大な空白ができる、そこで、アメリカの保険会社がその保険

サービスを売り込み、ビジネスを拡大していくというわけです。 

 

さらに、農協はさまざまなサービスを農家に対して提供しており、そのサービスへの参

入を狙って農協そのものをつぶそうとします。農協は、これまで農林中金や JA 共済が黒字

で、それらがあるから、農協全体ではその経済事業が赤字でも何とかやってこれていると

いう仕組みになっていました。そこで、「農林中金と JA 共済は、これを切り離してそれぞ

れ株式会社にしてしまえ」と言い出します。すると、そこに投資した人はぼろ儲けする一

方、農林中金や JA 共済の黒字がなくなって、農協はつぶれます。そこに、これまで農協が

提供していたサービスに外資が新規参入していくというわけです。 

 

我が国は今、穀物自給率、食糧自給率が悲惨な状況になっています。2013 年の穀物自給

率で言えば、日本は 28％です。つまり、外国からの輸入が止まると、日本の穀物の 7 割以

上は供給されなくなるわけです。もちろん米は 100％ですが、小麦とか大豆とかは来なくな

る。醤油も味噌もパンも作れなくなるのです。これは、“食糧安全保障”という観点からみ

れば大きな問題だといわなければなりません。 

 

日本の農業の GDP、つまり農業の需要は、94 年は 8 兆円ぐらいだったのが、今 5 兆円

前後で”拡大しておらず、横ばいです。つまり、今農業はデフレギャップで『需要が足り

ない』、ところが他方で穀物自給率は 3 割を切っている、つまり『供給力不足』に見えてい

るのです。ここに“歪み”があるのです。 

 

本来、穀物に対する需要はもっとあるのですが、小麦も大豆も「自由化」してしまうと、

外国の、特にアメリカの小麦や大豆に日本の農家は勝てないから、みすみす市場を奪われ

て、穀物自給率が 3 割切って供給力不足に見えている、ところが、農業全体では需要不足

という、歪んだ状況になっているわけです。本来、日本の政府が国民のことと農家のこと

を考えるならば、諸外国がそうしているように、外国からの農産物の輸入は規制しなくて

はなりません。せめて穀物だけでも。穀物自給率を 100％満たすまでは、外国から穀物を入

れないとすべきなのです。（WTO 違反の問題が生じますが、安全保障上の問題など理由を

つけることが可能です。）外国からの穀物の輸入を禁止したら、総需要は拡大します。外国

に頼っていた分を日本の農家が生産しなくてはいけなくなってしまう、つまり需要が拡大

することになるのです。さらには、政府自ら、この農業の需要不足を埋める。外国からの

輸入品を止めて、今、日本中に休耕地、耕作をやめてしまった耕作放棄地が多いから、そ

こで全部生産をさせる、余ったモノは全部政府が買い取って、援助で外国にあげる。それ

で、このデフレギャップを埋める。それで、農業や農家の生産能力が拡大していくから、
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日本の食糧安全保障は強化されます。そのために政府は農家にお金を使うべきなのです。 

 

ここで、「いや、日本の農家は保護されている」という反論がありますが、それは誤りで

す。実際、各国の農家の所得に占める補助金の割合を見ると、日本は、2013 年の数字で 3 

割ですが、アメリカ 35.2％、スイスは 100％を超えています。フランス 94.7％、ドイツ 69.7％、

イギリス 90.5％、他の国は政府がお金を使って、農業を保護しているのです。そうしない

と食糧安全保障が問題になるとわかっているからです。 

 

アメリカは、補助金で見ると意外と低いように見えますが、農業の産出額（GDP） に占

める農業予算の割合を見ると、日本は 38.2％で主要国最低であるのに対して、アメリカは

75.4％で、逆にトップです。実は、アメリカは GDP の 7 割以上の予算を使って WTO で

禁止されている“輸出補助金”を、いろいろな理由をつけては出しているのです。“輸出品”

にだけ補助金をつけると WTO 違反になってしまうので、アメリカ国内の農家すべてに対

して、生産価格を保証するという“大義名分”を立てて、予算を十分に使っており、その

結果、アメリカの農家はダンピングして輸出しており、それ故国際競争力があるのです。

それを日本が買って日本の農家がつぶれたということです。 

 

ところが、そのような事実は見向きもしないで、『農協改革』が行われました。まずはデ

フレで需要不足、それに加えて輸入品の激増です。アメリカだけではなく、中国からの野

菜の輸入なども激増しています。その結果、農家は儲からないので、人手不足が深刻化し

ました。そして、政府は農家の所得向上のため、即ち食糧生産能力を引き上げるため、あ

るいは生産性向上のためにお金を使うべきところですが、緊縮財政だからできないという

ことになります。その代わりに、規制緩和、自由貿易だということで、農協改革が必要だ

ということになるのです。具体的には、農協を解体して、全農を株式会社にし、金融部門

も株式会社にして切り離して、準組合員は縮小するという話なるわけです。この目的は、

別に日本国民のためでも日本の農家のためでもなく、米国の穀物メジャーカーギルが、例

えば「全農を支配下に置きたい、金融部門を株式会社化して設けたい、準組合の共済の保

険市場を取りたい、農協が今まで提供していたビジネスに参入して儲けたい。」ということ

なのです。基本的に『グローバリズムのトリニティー』というのは、だいたい“真の目的”

というのは知らせないような形で進められるため、私たち一般国民には、本当のことがわ

からないうちにどんどん事が進んで行くこととなるのです。 

 

例えば、全農の株式会社化です。全農というのは、実は極めてグローバルな事業体で、

アメリカに複数の子会社を所有し、毎年数百万と膨大な配合飼料や小麦、大豆などの穀物

を輸入して、日本だけではなくて中国とか他の国々にも売っています。売り先が多いのは、

その方が、仕入れる時の購買力が高まるからです。特にアメリカのメキシコ湾岸のニュー
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オリンズに全農グレインという、単一の穀物エレベーターとしては世界最大の会社を保有

しています。全農グレインはアメリカの穀物農家と契約して、IP ハンドル、これは遺伝子

組み換えです、これは遺伝子組み換えではありませんというような管理をして、それで買

って輸出しています。遺伝子組み換え穀物だけを売りたいカーギルのビジネスが全農グレ

インによって妨害されている。それで、この全農グレインが、カーギルにとって邪魔なん

です。カーギルとしては、全農グレインを買収したいのですが、全農グレインの親会社の

全農は、農業協同組合つまり農協が組合員の協同組合連合会で、株式を上場していないた

め買えないんです。そこで、全農の株式会社化ということを考えたわけです。日本の規制

改革会議のメンバーが「全農もグローバルなビジネスが展開できるように、株式会社にす

るべきです」と言い出したのです。全農は既にグローバル事業体なんです。ところが、こ

ういうような発言が報道機関でバーッと流れて、「そうだな。全農もグローバルに対応する

ために、株式会社にする必要があるよな」ということで、実際に 2020 年以降は株式会社に

できますよという形の農協改革が実施されました。   

 

もちろん、全農を株式会社化すると言っても、農協（農業協同組合法に基づく法人であ

り、事業内容等がこの法律によって制限・規定されている）をひっくり返さなくてはいけ

ないから簡単ではないんですが、論理上できるようになってしまった。実際に全農を『株

式会社』にして、『株式の譲渡制限』を外せば、その途端にカーギルが買うでしょう。ただ、

カーギルとしては、全農を株式会社にするという道筋を作ったけれども、直ぐにはできな

いし、時間がかかる。それよりも、とにかく邪魔なのは全農グレインで、全農グレインが

欲しい。全農ではないのです。そうなると、全農グレインを全農に売らせればいい、その

ためには、全農の経営を悪化させればいいということになります。全農自体が猛烈な赤字

の組合にしてしまえば、全農グレインを手放さざるを得なくなる、その時に買えばいいと

なります。 

 

農家が使用する肥料の農協の割合がだいたい 70％で、そのうちの全農のシェアが 60％だ

から、42％ぐらいの肥料が全農から農家に提供されています。また、農家の使用する農薬

については 60％が農協で、農協のうちの 40％が全農だから、24％ぐらい全農のシェアがあ

ります。この点について、「全農は、農協や農家に対して独占的な立場を利用している」の

が問題だと言われたんです。「全農は、生産資材を高く農協や農家に売りつけている」「全

農の消費者機能、要は、配合飼料とか農薬を仕入れて農家や農協に販売する事業を禁止す

るべきだ」と言い出したのです。 

 

しかしながら、そもそも全農のシェアは、先に見た通り、肥料で 42％、農薬で 24％ほど

で、全く独占事業体などではありません。独占状態でもないのに高く売ることは、農家が

より安い他社から買うこととなるだけの話であって、それ自体問題にはなりえません。全



Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

農は高く売るということを問題視されて、消費者機能を廃止すべきだとされたのです。た

だ、最終的には、これは通りませんでした。 

 

次に、種子法の廃止です。種子法とは、日本国内で、多種多様で優良な種子を、安く農

家に提供するという制度を担保するための法律でした。ところが、規制改革会議は“種”

とは言わずに、生産資材全体の価格が高止まりしていることが問題だと言うのです。配合

飼料とか農薬はそう言えるかもしれませんが、種は安く提供しようとするのですから、違

います。にも拘らず、規制改革会議の提言の際にそこに一緒くたに入れられてしまったの

です。政府が、「緊縮財政で、もう国民の生命の源である種の維持に、お金を使いたくない」

というわけです。そこで、種子法廃止、外資規制なしの規制緩和、自由貿易が推進されま

した。 

 

しかし、これは支離滅裂です。農家にとって、ひいては我々国民にとってみれば、多種

多様な種が安い価格で、優秀な製品として農家に売られていることは良いことのはずです。

ところが、それを問題だということにしなくてはいけなかったから、つまり、『結論ありき』

で“種”を他の肥料や農薬と一緒にして、生産資材価格が高止まりしているという、全く

不合理な理屈をつけられてしまったのです。しかし、本当は、安いことが問題なのです。

つまり、種子法があるために、優秀な“種子”が安い価格で農家に売られているから、モ

ンサント社などの高い価格の遺伝子組み換えの種子が日本で売れないからです。これは単

に米国のモンサント社、今は買収したドイツのバイエル社などのアグロバイオ企業が日本

の種子市場で利益を上げたいという、ただそれだけの目的のために、日本の規制改革推進

会議が動いて、種子法が廃止されてしまったというわけです。 

 

次に、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度です。2011 年 3 月 11 日の東北大震災 以

降、菅内閣が不法に全国の原子力発電を止めたために、電力会社は安定電源が不足する状

況に陥りました。では政府が電力サービス安定化のために財政支出するかと言えば、「緊縮

だからしません。」となる。ではどうするのかと言えば、やはり、『規制緩和』『自由化』だ

ということで、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度、FIT を導入し、太陽光や風力の

電気を高値で電力会社が買い取って、そのつけを我々消費者に回すという制度を作ったの

です。そもそも太陽光や風力で原発の代替ができるはずがありません。それらは安定電源

ではないのですから。でも、そのような議論はすっ飛ばして、進めたわけです。その目的

は、単に、FIT でぼろ儲けしたい投資家がいたからです。例えば、孫正義氏やゴールドマ

ンサックスなどの外資系の企業まで参入してきました。 

 

次に、最近はやりのシェアリングビジネスです。デフレ不況で国民の観光旅行が減って

います。観光業が苦しい。そこで、例えば、政府がトラベルポイントを国民に配る、1 人
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10 万円、国内限定で 1 年以内に使いなさいと。そうすれば、国民は皆観光に行くでしょう。

観光業は助かるわけです。しかし、『財政破綻する』から、『緊縮財政』だから、そんなこ

とにお金を使えないということになります。そこで、「観光業はこれからは日本国民ではな

くて、外国人観光客によるインバウンドに依存しなさい。その外国人観光客向けに民泊、

白タク、カーシェア等を解禁しましょう」ということで進められているのです。この真の

目的は、民泊やカーシェアのプラットフォームを提供している Airbnb とか Uber などが

日本市場で儲けたいということなのです。 

 

そして、水道民営化です。日本の水道管は老朽化しており、問題です。問題の解決のた

めには、政府がお金を出して水道管を交換すればいいわけです。地方自治体では費用負担

が難しいというのであれば、政府が予算を組んで地方に配ればいいのです。それで水道管

を交換する。ところが、政府は『緊縮財政』ですから、水道のメンテナンスにはお金を一

切使いたくない、そこで民営化だ、しかもコンセッション方式だということになるのです。

コンセッション方式というのは、水道のハードウエア、水道管とか浄水場とか、そういう

ハードウエアについては今までどおり自治体が保有する。その上の“水道事業”というお

いしい部分だけを民営化して、新規参入してくださいということなのです。そもそもの目

的は、ベリタス社やスエズ社といった水道メジャーが、日本の水道サービスで稼ぎたいと

いうだけの話なのです。ベリタス社は、以前から日本の水道ビジネスに入りたかったので

すが、自然災害が問題でした。水道ネットワーク、ハードウエアまで含めて全部請け負う

となると、当然、大震災とか大規模自然災害に対する復旧の義務を負うことになりますが、

そのリスクは、計算できません。大震災でも起きたら、大変なコストがかかってしまいま

す。そういうリスクは負いたくない。しかし、日本市場で稼ぎたい、だからコンセッショ

ン方式なのです。しかし、そういうような進め方をしたら、誰も受け入れてくれないから、

「いや、水道管が老朽化しているからこれの交換が必要なんですが、緊縮財政でみんなお

金がないから、民営化するしかないんですよ」というレトリックでやられたわけです。 

 

カジノも同じです。長引くデフレーションによって経済が停滞していますが、デフレ対

策は、緊縮財政だからやりません、というわけで、上に述べた理屈同様、民間に投資して

もらいましょうということになりますが、民間も、デフレの国で簡単に投資は増やしませ

ん。そこで、カジノ解禁、民間投資で IR 建設を、という話ですが、自由貿易ですから、外

資規制はない。つまりカジノ解禁は、外資を含むカジノ産業が、日本市場で我々国民の所

得から利益を吸い取ろうとしているということなのです。 

 

そして、『移民の受け入れ』です。これは少子高齢化に端を発する、生産年齢人口比率の

低下によって、人手不足が深刻化しているという現象への対策とされています。しかし、“人

手不足”が深刻なら、するべきことは『生産性の向上』でしょう。それが資本主義です。
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イギリスの産業革命もそのようにして起こりました。資本を投じて技術開発して、労働者

を教育して、生産性を上げて、それでしのぐんです。当然政府は、生産性向上のために、

例えば自分はインフラを整備し、あるいは企業の生産性向上の努力に対して助成金、補助

金をつける。それで投資が生まれてデフレ脱却することができ、実際に生産性が上がりま

す。ところが、政府は、緊縮財政だからそれはやらない。ということで、『規制緩和』して、

さまざまな業種で外国人が働けるようにしましょう、というわけです。「移民政策です、自

由貿易です、人の国境を越えた移動の自由化です」ということですが、これは外資という

より、単に日本人の問題です。日本の経済界が低賃金で働く労働力を求めているだけの話

です。人は給料を高くすれば来るわけですから。さらには生産性向上の投資をするべきな

んですが、経営者は、そのリスクを負いたくない。人を安く使い続けたい。今日本はよう

やくデフレからインフレに変わりつつあるんですが、デフレというのは労働者が買いたた

かれる時代です。これまでどおり買いたたきたい、ということで、『移民』なんです。 

 

最後に『ふるさと納税』です。意外かもしれませんが、これも同じです。政府の『緊縮

財政』と人口流出によって、特に地方の自治体の税収が不足しています。では地方交付税

を増やせばいいではないか。それは『緊縮財政』だから絶対に増やさない。それどころか、

むしろ減らしているのです。第 2 次安倍政権が始まって以降、地方交付税も減らされまし

た。そこで、各自治体は規制緩和して、ふるさと納税というのを導入してやるから、勝手

に税収を稼げばいいと。『自由競争』だから、みんな競争してくださいというのが、ふるさ

と納税の本質なのです。これは、誰かが儲かるという話よりも目立つのは、単なる『緊縮

財政』です。政府の緊縮財政のツケを、各地方自治体の競争に押しつけているというのが、

ふるさと納税なのです。 

 

ということで、ここまで見ていただいたように、日本のグローバリズムのトリニティー

の相当部分が、グローバル資本、あるいはグローバル投資家、あるいはアメリカ、あるい

は日本のグローバル投資家たちの欲望によって進んでいるというのが、おわかりいただけ

ると思います。 

 

それでは、日本政府はなぜ断らないのでしょう。特にアメリカのモンサントとかカーギ

ルは、明らかに農協改革や種子法の廃止を要求してきていますが、日本の政治家が、断れ

ばいいのです。ところが、それができない状況になっているのです。 

 

それは、『日本はアメリカの属国である』などと言われることがありますが、そのことと

関係しています。私たちは、日本という国は、第二次世界大戦後 1950 年のサンフランシス

コ講和条約によって、独立を果たしたと理解しています。形式的にはその通りなのですが、

実は、同時に締結された日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく日米同盟は、当時の
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冷戦期におけるソ連の封じ込めだけでなく、日本を封じ込める『瓶のフタ』として機能し

ていたと言われています。（“二重の封じ込め”）即ち、日本が再び軍事大国化してアメリカ

の脅威とならないように、在日米軍基地を置いて、アメリカが支配する安全保障と経済の

枠組みの中に封じ込めようとするものだったのです。当初はソ連との冷戦もあり、また、

軍事面が重視される一方、むしろ日本を経済発展させて“反共の防波堤”にしようという

アメリカの政策は、1991 年にソ連の崩壊により冷戦が終結すると、今度は日本の経済大国

化の封じ込めへと重点が移って行ったのです。それは、アメリカの核の傘の下で、軍事的

に保護された日本は 1980 年代に大きく経済発展し、アメリカの対日貿易赤字が拡大してい

たからです。 

 

そのようなアメリカの政策の変更の現れは、1989 年から 90 年にかけての日米構造協議

（SII）や 1993 年からの包括経済協議などです。ここでは日本市場の開放に向けた構造改

革や自由化、民営化、グローバル化が強く求められました。例えば、独占禁止法の運用を

強化し、米国企業の参入を阻害しているとされた日本の“排他的商慣行”を排除すること

など、日本側がほとんど一方的にアメリカの要請を呑まされることが多かったのです。 

 

安倍内閣の 3 本目の矢『成長戦略』の名の下に大変なスピードで進められている構造改

革ですが、その内実は『日本企業の成長』というよりも、むしろアメリカなどの外国資本

の要請を受けて、その日本への直接投資を増やすことを目指しているのです。例えば、TPP 

の交渉に参加するという交渉を行っていた時に、日本とアメリカの間で 2 カ国間協議が行

われ、そこで日本政府は、アメリカ政府との間で次のような合意を行っているのです。「TPP 

交渉参加国との間で作成する文書」の「保険等の非関税措置に関する日本国政府とアメリ

カ合衆国政府との間の書簡」、「3. 規制改革。日本国政府は 2020 年までに外国からの対内

直接投資残高を少なくとも倍増させることを目指す、日本国政府の成長戦略に沿って」「外

国からの直接投資を促進し、ならびに日本国の規制の枠組みの実効性および透明性を高め

ることを目的とし」 

 

実効性とか透明性という抽象表現を使っていますが、これは別に目的があって、それは

日本国政府が「外国投資家その他利害関係者から意見および提言を求める」ということな

のです。なぜ外国投資家なのでしょうか。「意見および提言は、その実現可能性に関する関

係省庁からの回答とともに検討し、および可能な場合には行動をとるため」要は、閣議決

定して国会で法律を変えるということです。「定期的に規制改革会議に付託する。日本国政

府は規制改革会議の提言に従って必要な措置を執る。」農協改革も種子法の改正も、このプ

ロセスで行われました。 

 

驚くべきことです。まるで日本国政府の上に規制改革会議があって、その上に外国投資
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家があるようです。これが今の日本なのです。既に民主主義は機能不全に陥ってしまいま

した。この書簡は現在まだ有効です。 

 

日本政府と私たち日本国民は、このような 2008 年のリーマンショックとそれに続く金融

危機によって、既に世界が気づいて軌道修正しつつあるグローバル金融資本やグローバル

企業による新自由主義にもとづくグローバリズムの問題に未だ気づかず、周回遅れで依然

としてグローバル化や構造改革、自由化、民営化に邁進しているというのが、大変残念な

ことに今の日本の現状です。その意味でも、私たちは、グローバル化は良いことだという

虚構の世界の中に住んでいると言わざるをえません。 

 

（１２）世の中の真の姿を見極める 

 

 本稿では、これまで本稿『フェイクニュース』や『プロパガンダ』、『歴史上の虚構』、特

に第二次世界大戦の勝者による歴史の書き換え、そして、『国の借金 1000 兆円』『緊縮財政

をしなければ財政破綻する』などの現代の虚構の世界を見てまいりましたが、私たちは、

実は世の中の本当の姿はほとんど見えていない、むしろ誰かの作り上げた“虚構の世界”

を“本当の世界”だと信じ込んで、その中で生きているということになります。 

 

 では、私たちは世の中の本当の姿を見ることはできるのでしょうか？できるとすれば、

どうすれば見えるのでしょうか？ 

 

 私たちが世の中を正しく見ることができない理由の一つは、松下幸之助によれば、自分

の利害や感情などの私心にとらわれているためでした。そして、それらの“私心へのとら

われ”から解放されて、広く視界を広げるためには、“とらわれない素直な心”が必要であ

ることを松下幸之助は強調しました。これは、いわば自分自身の側の原因に対して、手を

打つというものです。 

 

 ただ、それだけでは、この複雑な世の中の実相を把握することは難しい面があります。

特に、情報を発信する側が一般大衆を一定の方向に誘導しようという明白な意図を以て、

大衆を洗脳すべく戦略的に動いているからです。 

 

 それは、1913 年にイギリスロンドンのウェリントンハウスに誕生したタヴィストック人

間関係研究所（The Tavistock Institute of Human Relations）から始まり、プロパガンダ

の作成と宣伝を手掛ける組織として活動を開始しました。ウェリントンハウス自体の目的

は、ドイツとの開戦に断固反対するイギリス大衆を翻意させるプロパガンダ攻勢を仕掛け

ることにあったと言われています。そのスタッフの一人であるエドワード・バーネイズは、
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心理学と他の社会科学を利用した世論形成の手法（『同意の工学設計』）を開発して、大衆

が自分の自発的な意見であると思い込むように世論を操ったとされており、「集団真理のメ

カニズムや動機を解明できれば、彼らに気づかれずに意のままに大衆をコントロールし、

組織化できる」と述べています。 

 

 最近の例は、イラク戦争です。ご承知のように、この戦争は、当時のブッシュ（ジュニ

ア）大統領を始めアメリカの政府高官が、『イラクに大量破壊兵器がある！』『イラクのフ

セインはアルカイダを支援している！』と繰り返し述べて、それを理由に“先制攻撃”し

たのでした。しかも、それらがいずれもウソだとわかった後にも、ブッシュ大統領は何ご

ともなかったかのように権力の座に居座っていました。このことこそ、このタヴィストッ

ク研究所の『長期的浸透』と『心を操る条件付け』の強力な力が米国民を絡めとっている

ことを示しています。（『タヴィストック洗脳研究所』ジョン・コールマン博士 成甲書房） 

 

 つまり、現代社会においてもなお、このような大衆の意見をコントロールしようとする

“プロパガンダ”は、アメリカに限らず、中国やロシア、その他世界の様々な国において

実際に行われているということを私たちは知る必要があります。ご承知の通り、今香港で

は、少なくとも 2047 年までは（同年には現時点で共産党一党独裁国家である中国に呑み込

まれることは確定していますが）一国二制度の下“高度の自治”が認められていることか

ら、“民主主義”を勝ち取ろうと、学生から一般市民までが団結して、必死にデモを続けて

います。それでは、翻って“民主主義”が既に確立されているはずの先進諸国（日本を含

む）では、重要な問題について一般大衆の意見が十分に反映され、民主主義が適切に機能

していると言えるでしょうか？ 

 

 残念ながら、日本でもアメリカや中国、ロシア等でも、“大衆の意見”という前に、重要

な情報が隠され、特定の“支配者層”の意図的な情報のみがその支配するマスコミを通じ

て一方的に垂れ流され、大衆の受けとる“情報”とその結果有するに至る“意見”とが明

らかに操作されているのが現状えはないでしょうか？ 

 

 そうだとすれば、先進国における“民主主義”は、既に香港にとっての“模範”となり

うるものではなく、それらは“幻想”に過ぎないと言っても過言ではないでしょう。その

結果、民主主義の下、曲がりなりにも自分たちが選挙で選んだ政党や政治家が行っている

ことだから、やむをえないということになっているのではないでしょうか？ 

 

 今回の日本の消費税の１０％への引き上げなどはまさにその典型例と言えましょう。 

 

この点について、1990 年からロシアに 28 年間住み、同国外務省付属モスクワ国際関係
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大学を卒業した北野幸伯氏は、その中で体得した『世界の本当の姿を知るための原理』を

『日本人の知らない クレムリン・メソッド 世界を動かす１１の原理』という本を出し

ています。そして、この本を出すに至った理由として次のように説明されています。曰く、

「実をいうと、普通の人の『心』は『支配者』によって密かに、思い通りにコントロール

されている。そのために、自分でも知らないうちにあなたの心は操られ、次にあなたのな

かでそれがさも『当然の現実』のように『実体化』され、『しかたのないこと』『受け入れ

ざるをえない事実』と感じるようになる。だから、たとえば生活がじわりじわりと苦しく

なっていくことも我慢せざるをえなくなる。しかし、この本を読み、できるだけ正しく情

報を理解することで、あなたは、あなたの人生を、あなた自身で決めることができるよう

になるでしょう。」 

 

 今世界では、イギリスの EU からの離脱（“Brexit”）に始まり、アメリカでは『自国ファ

ースト』を主張するトランプ政権が誕生、フランスでは極右政党、国民戦線（ＦＮ）のマ

リーヌ・ルペン女史が大統領選で負けはしたものの票を伸ばし、ドイツでも右派ポピュリ

スト政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が勢力を伸ばしています。これらの動きを報道

するマスコミは、トランプの暴言をあげつらい人種差別主義者であると揶揄したり、フラ

ンスやドイツの動きも極右のポピュリズム政党と表現するなど相当のバイアスがかかって

います。しかし、これはこれまでのグローバリズム至上主義への反発・反動として、『主権

国家』や『民主主義』を取り戻そうとする極めて正常な動きであるとの見方も可能であり、

私自身、それがむしろそれが客観的に正しい見方であると考えます。 

 

 また、日本について見ると、２１世紀以降日本が進んでいる方向、特に安倍政権の諸政

策は、政治家の言うことやマスコミ報道などの偏った情報からはその本当の姿や意味、効

果などが非常に分かりにくく、正否の判断が容易ではありませんが、起こっている現象を

客観的に見れば次の様に理解することができます。 

 

 ２１世紀に入って以降、“非正規社員”という新たな“社会的な最下層”が生み出され、職に

はつけても、結婚できない、子供も作れないという状態に陥っています。また、その煽り

を受けて正規社員の実質賃金も上がらず、国内消費も増えず、それ故企業の投資も増えな

い。こうして、供給過剰で需要不足のデフレ不況が 20 年以上も続く中、安倍政権は、新自

由主義の誤りに気付いて方向転換をしつつある諸外国と異なり、周回遅れでこの“新自由主

義”に基づいた『規制緩和』『構造改革』『自由化』『民営化』の諸政策に邁進しており、今後

益々供給力が強化されてデフレ圧力が強まることが予想されます。加えて安い賃金で喜ん

で働く移民の受け入れを促進しつつあることは、今後日本人労働者との間で賃金の引き下

げという底辺に向けた競争を生み出すことも予想されています。その上に、消費に対する

ペナルティとして機能する消費税を８％から１０％に引き上げるというとんでもない愚策
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を実行してしまいました。その結果、国内の需要はさらに冷え込んでいます。さらに、財

務省の『国の借金 1000 兆円』『このままでは日本は財政破綻する』というプロパガンダに

洗脳されて“緊縮財政”という呪いに縛られた安倍政権は、老朽化したインフラの再整備や新

幹線の整備拡張、科学技術の振興、少子化対策、介護などの社会保障など本来国が使うべ

き財政支出を悉く削られて手足を縛られた状態になっています。アベノミクスの第二の矢

である『積極的な財政支出』は“折れた”まま、ほとんど実行されていないのです。このまま

では、今後益々デフレ脱却の道は遠のいて、貧富の格差が拡大し、日本は貧困化の道を邁

進していくでしょう。 

 

より重要なことは、軍事費までが緊縮財政の方針の下削減されていることです。しかし

ながら、東アジアの情勢を見れば、GDP 世界 2 位の経済大国となった中国は、経済成長と

ともに軍事費を益々拡大しつつあり、特に 2012 年に習近平が国家主席となってからは、中

国がこれまで隠してきた“角”を隠そうともせず、アメリカの覇権に挑戦する意思を鮮明

に表し（『China 2049 世界覇権 100 年戦略』マイケル・ピルズベリー著）、南シナ海や東

シナ海において人工島を作り軍事拠点化を進めるとともに、日本との間に領土問題を抱え

るロシアと韓国に『反日統一戦線』を呼びかけ、尖閣諸島周辺において領海侵犯を繰り返

し、その先には日本の沖縄までを虎視眈々と狙っています。他方、これまでの覇権国家た

るアメリカの衰退は著しく、既にオバマ政権のときには“世界の警察”を止めることを宣

言、『一帯一路』戦略を打ち出した中国が対象国への資金融資のために作った『アジアイン

フラ投資銀行（AIIB）』への参加を止めたアメリカの意向に反してイギリスが参加すると、

堰を切ったようにドイツやフランスその他多くの国が参加してしまったこと、代わったト

ランプ大統領は、『自国ファースト』を打ち出し、東アジアからの軍事的な撤退を視野に入

れています。これまで日本が自国の平和の維持のために１００％依存してきたアメリカの

核の傘と日米安全保障条約はいつ無くなるかもしれないというリスクにさらされているの

です。もし本当にそうなれば、アメリカが日本の危機を救うことを放棄した場合には、日

本の倍以上の軍事費を投入している中国に対して、日本は単独で勝つことは到底できませ

ん。となれば、『中国の属国』となる他ないという“悲惨な未来”を予想せざるをえないの

です。 

 

このような世界や日本の現状とその先の未来も、それぞれ誰かが意図してそれを作って

おり、一般世間の人々は様々な形で“洗脳”されて、重要な情報が隠され、“恐るべき将来

のリスク”に気づかないまま、やむをえないものとして受け入れてしまっているのではな

いでしょうか？ 

 

 先にご紹介した北野幸伯氏は、“格差”が生まれる原因は、『情報に対するポジション』

にあるとし、『情報を流す人、洗脳する人、支配者』『情報を正確に理解できる人』『洗脳さ
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れっぱなしの人、一般大衆』のいずれに自分が属するかによるのだと言います。 

 

 そのような現代社会において、私たち一般大衆が『支配者（？）』の作る“虚構の世界”

に騙されることなく、その意図を正確に読み取り、正しい本当の世界の姿を知るためには、

どうすればいいのでしょうか？ 

 

北野幸伯氏は、そのためのマニュアルとして、『クレムリン・メソッド 世界を動かす１

１の原理』を書いたとされており、大変参考になります。そこでは、まず大前提として、『あ

るがままに』『事実のみ』を見ること、また、特定の『主義』『思想』に偏らないこと、『様々

な感情』や『思い込み』にとらわれないことを挙げており、この点は、松下幸之助の『と

らわれない素直な心』に通じるところかと思います。それらは、人間の“とらわれ”がそ

れを軸として認知のプロセスにおいて“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが機能する

ことによって、“視野狭窄”と“歪み”を生み出すからです。 

 

北野幸伯氏がロシアで学んだ『世界を動かす１１の原理』とは、以下のものを言います。

結論だけを掲げておきますので、詳しくは上記に紹介した本をお読みください。具体的な

事例とともにわかりやすく書かれています。 

 

【第 1 の原理】世界の大局を知るには『主役』『ライバル』『準主役』の動きを見よ 

【第 2 の原理】世界の歴史は『覇権争奪』の繰り返しである 

【第 3 の原理】国家にはライフサイクルがある 

【第 4 の原理】国益とは『金儲け』と『安全の確保』である 

【第 5 の原理】『エネルギー』は『平和』より重要である 

【第 6 の原理】『基軸通貨』を握るものが世界を制す 

【第 7 の原理】『国益』のために国家はあらゆる『ウソ』をつく 

【第 8 の原理】世界のすべての情報は『操作』されている 

【第 9 の原理】世界の『出来事』は、国の戦略によって『仕組まれる』 

【第 10 の原理】戦争とは、『情報戦』『経済戦』『実戦』の三つである 

【第 11 の原理】『イデオロギー』は、国家が大衆を支配する『道具』にすぎない 

 

私たち一般大衆は、昔に比べてはるかに複雑化した社会にあって、しかも“世界を動か

す支配層”が私たち一般大衆をコントロールしようと意図的に流してくる様々な情報に晒

される中で、“自由”と“民主主義”を“謳歌”していると信じ込んでいます。このような

“仮想現実”の中で生かされている私たちは、まず現実の世界の“本当の姿”を見極める

“目”を取り戻さなければなりません。 
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そのためには、松下幸之助の強調した『とらわれない素直な心』が不可欠ですが、それ

だけでは足りません。それに加えて、上記に紹介したような世の中の動きを“プロパガン

ダ”に惑わされることなく、正しく見極めるための方法論を獲得すること、そして、その

上で、自分がどのように行動すべきかを考えて、本当の自分の自由な意思で決定し、行動

していくことが大切であると痛感している次第です。 

（完） 


