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―――――北広島九条の会例会資料――――――――――――――――――― 

戦後日本の歴史を考える１ 

――――――――――――――――２０１６年３月６日／後藤守彦――――― 

 

 はじめに 

 （１）戦後とは何か 

（２）戦後から戦前へ、そして戦後へ 

【資料１】西川長夫『植民地主義の時代を生きて』（平凡社、2013 年） 

    戦争のない「戦後」にもう一度固執して、戦争をやる戦前に回帰してゆく動きのなかで、「錯覚し

た戦後」を、「錯覚でない、戦争をやらない戦後」に組み直す道があるはずです。 

 

１．戦前の日本―戦争と非民主主義 

（１）「７０年戦争」という戦争のとらえ方 

①1874（明治７）年、台湾出兵～1945（昭和 20）年、敗戦―アジア侵略戦争 

②背景としての脱亜（亜細亜＝アジア）入欧（欧州・欧羅巴＝ヨーロッパ＜アメリカを

含む＞）思想→朝鮮・中国への差別・蔑視意識 

 （２）1945 年―敗戦の年 

  ①沖縄戦 

ア）「鉄の暴風」―３月 26 日、慶良間諸島に上陸→４月１日、沖縄本島に上陸し琉球

列島米国軍政府の樹立宣言→６月 23 日組織的戦闘終了→９月７日、残存部隊降伏 

イ）本土侵攻を遅らせるための「捨て石」―沖縄県民の１／３にあたる 15万人死亡 

ウ）少年少女の動員―ひめゆり学徒隊（15 歳～19歳、222 人中 123 人死亡）・鉄血勤

皇隊など 

エ）日本軍による住民殺害（スパイ容疑）、「集団自決」強要（強制集団死、1000 人

以上）―軍隊は住民・民衆を守らない→守るのは軍隊と権力者 

  ②広島・長崎への原爆投下（８月６・９日） 

   ア）原爆投下の理由 

    ＊早期終結論・人命節約論の誤り→戦後世界におけるアメリカの指導権の確保、人

体実験 

    ＊７月 16日、原爆実験成功→７月 26 日、ポツダム宣言発表→８月６日、原爆投下

→８月９日、ソ連参戦（ヤルタ秘密協定により）→８月 15日、敗戦 

   イ）原爆の破壊力―熱線（エネルギーの 35％）・爆風（エネルギーの 50％）・放射線

（エネルギーの 15％） 

ウ）広島市の爆死者 14万人（うち朝鮮人爆死者 3万人）、長崎市の爆死者７万人（う

ち朝鮮人爆死者１万人） 

エ）無差別爆撃（国際法違反）←最初に始めたのは日本（1938～1944 年、重慶爆撃） 

【資料２】市場淳子『ヒロシマを持ちかえった人びとー「韓国の広島」はなぜ生まれたのか』（凱

風社、2005 年） 
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全被爆者の約１割が朝鮮人であった。この事実は、世界に向かって「唯一の被爆国」を自称す

る日本の隠された素顔を照らしだしている。 

【資料３】鄭根埴編『韓国原爆被害者苦痛の歴史』（明石書店、2008 年） 

北朝鮮の原爆被害者たちは、戦後の補償はもとより、被爆者援護法の適用からも完全に排除さ

れたままである。 

  ③「遅すぎた聖断」（８月 15 日）―1945 年初期に戦争を終結していれば（2月 14 日、

近衛上奏文「速ニ戦争終結ノ方途ヲ講スヘキモノナリ」）、東京大空襲・沖縄戦・原爆

投下・ソ連参戦・シベリア抑留・分断国家朝鮮は歴史的事実とならなかった 

  ④戦争は８月 15 日に終らなかった―樺太・千島列島（ソ連）、沖縄（アメリカ）、中国

（共産党軍）で戦闘続く 

 （３）アメリカとの戦争に負けたという誤謬―国力（経済・科学）・戦力（軍事力）の差 

  ①アジアへの加害認識の欠落、アジアの民族主義（抗日運動）への無理解 

  ②「指導者責任観」→被害者意識の優先 

   【資料４】伊丹万作「戦争責任者の問題」（『映画春秋』1946 年 8 月号） 

     だまされたということは、不正者による被害を意味するが、しかしだまされたものは正しいと

は、古来いかなる辞書にも決して書いてはないのである。（中略）だまされるということもまた一

つの罪であり、昔から決していいこととは、されていないのである。（中略）だますものとだまさ

れるものとがそろわなければ戦争は起こらないということになると、戦争の責任もまた（たとえ

軽重の差はあるにしても）当然両方にあるものと考えるほかはないのである。（中略）「だまされ

ていた」といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。 

 

２．ポツダム宣言―戦後の出発点 

 （１）1945 年 7月 17 日～８月１日、米（トルーマン大統領）英（チャーチルのちアトリ

ー首相）ソ（スターリン首相）首脳によるポツダム（ベルリンに隣接）会談、７月

26 日、米英中首脳が対日共同宣言（無条件降伏を勧告）→８月 14 日、日本受諾 

 （２）全 13条 

  ①軍国主義の一掃 

「吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の

新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世

界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざる

べからず」 

  ②朝鮮の独立、満州・台湾の返還、領土の制限 

「カイロ宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並

に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」 

  ③日本軍の完全武装解除 

「日本軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の

生活を営むの機会を得しめらるべし」―日本軍が存在しない期間があった（1950 年

８月、警察予備隊発足まで） 

  ④戦争犯罪人の処罰 
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「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へ

らるべし」 

  ⑤民主主義の実現、基本的人権の尊重 

「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の

障礙を除去すべし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし」 

  ⑥軍事産業の禁止 

  ⑦日本国民の意思に基づく平和的政府の樹立、その時までの連合国軍の占領 

 

３．非軍事化と民主化のスタート 

 （１）連合国軍の日本占領 

  ①1945 年９月２日 

連合国軍最高司令官総司令部（ＧＨＱ、司令官マッカーサー）設置、ミズーリ号上で

降伏文書調印→連合国の「対日戦勝記念日」Victory over Japan Day 

  ②管理システム 

   ア）最高機関―極東委員会（11国、ワシントン、占領政策の決定） 

   イ）諮問機関―対日理事会（米英ソ中の４国、東京） 

   ウ）実施機関―ＧＨＱ（実質アメリカ軍） 

  ③統治方式 

   間接統治（日本政府が最高指令官の指令・勧告により政治を行う）←→沖縄はアメリ

カの直接軍政 

 （２）民主化指令 

  ①人権指令（1945 年 10 月４日） 

治安維持法・特別高等警察廃止、政治犯釈放（2400 人、迎えに行った人たちの多く

が在日朝鮮人）、天皇制批判の自由 

  ②五大改革指令（1945 年 10 月 11 日） 

   男女同権と女性の解放、労働組合の結成、教育の民主化、圧政的諸制度の廃止、経済

の民主化 

  ③財閥 15社の資産凍結（1945 年 11 月２日） 

  ④農地改革の指令（1945 年 12 月９日） 

  ⑤神道指令（1945 年 12 月 25 日） 

   神道と国家の完全分離→1946 年１月１日、天皇の人間宣言 

  ⑥公職追放（1946 年１月４日） 

   戦争協力者・職業軍人・国家主義者らを政・官・経済・言論界から排除（21万人） 

 

４．戦争犯罪の裁き 

 （１）極東国際軍事裁判（東京裁判） 

  ①Ａ級戦犯が対象―国家指導層、「平和に対する罪」（侵略戦争の計画・実行・共同謀議 

など）＋「通例の戦争犯罪」（捕虜虐待など）「人道に対する罪」（住民虐殺など） 

  ②1946（昭和 21）年５月から 1948（昭和 23）年４月まで審理、同年 11月判決（被告 
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25 名全員有罪）、同年 12月 23 日死刑執行（翌日Ａ級戦犯容疑者全員釈放）→天皇の 

退位なし 

ア）死刑７名 

東条英機（関東軍参謀長・首相・陸軍大将）・広田弘毅（首相・外相）・松井石根（上

海派遣軍司令官兼中支那方面軍司令官・陸軍大将）・土肥原賢二（奉天特務機関長・

陸軍大将）・板垣征四郎（関東軍高級参謀・陸相・陸軍大将）・木村兵太郎（関東軍

参謀長・陸軍次官・陸軍大将）・武藤章（陸軍軍務局長・陸軍中将） 

イ）木戸幸一（内大臣・内相）・嶋田繁太郎（海軍軍令部総長・海相）など 16 名終身

禁固刑 

  ④問題点（「勝者（アメリカ）による免罪」） 

ア）天皇の免責―東条英機など陸軍指導部への責任集中、海軍善玉論の偽造 

イ）財閥の免責 

ウ）アジアへの加害責任（残虐行為）の追及が不十分―強制連行、日本軍「慰安婦」、

細菌戦（Biological）、化学戦（Chemical、毒ガス戦）など 

エ）原爆投下（Atomic）の不問 

 【資料５】渡辺清『砕かれた神―ある復員兵の手記』（朝日新聞社、1983 年） 

   とにかくもし真実宣戦の意志がなければ詔書に署名しなければよかったのだ。かりに軍部や

政府にそれを強要されたにせよ、天皇にその意志がなければ、あくまでも拒否すればよかった

のだ。そうすれば詔書そのものも無効になり、当然開戦をくい止めることもできたろう。（略） 

  東条は、当時天皇から組閣の大命を受けているのだから、天皇には、そういう彼を総理大臣に

任命した責任も当然あるはずだ。それを暗に東条だけに責任をかぶせるようなものの言い方は、

保身のための方便と受けとられても仕方があるまい。 

 （２）ＢＣ級戦犯 

①特定地域での「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」裁判、8 カ国が実施 

②戦犯 5700 名（朝鮮人・台湾人 321 名）―937 名死刑（朝鮮人 23 名・台湾人 21名） 

 

５．戦後の原点―日本国憲法（「歴史の贈り物」） 

 （１）日本国憲法の誕生 

【資料６】憲法草案作成過程（年代のないものはすべて 1946 年） 
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  ①日本の民主主義思想の継承 

   植木枝盛「東洋大日本国国憲按」→鈴木安蔵→憲法研究会案（「憲法草案要綱」）→Ｇ

ＨＱ 

  ②帝国議会の審議（1946 年 6 月 20 日～10 月 7日、39 名の女性議員含む）での付加 

   ア）９条第 1 項冒頭「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」

イ）25 条の生存権規定「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利  

を有する」 

  ③1946 年 11 月３日制定、1947 年５月３日公布→天皇の退位なし 

 （２）日本国憲法の基本精神 

  ①三大原則 

   ア）国民主権（主権在民）・基本的人権の尊重・平和主義 

   イ）9 条をめぐって 

    ＊９条と天皇制―天皇制存続の保障だった９条 

    ＊９条とアジア―アジアの共有財産である９条  

    ＊９条と沖縄―沖縄の基地化とセットだった９条  

【資料７】ユン・ヘドン「日本の解釈改憲、平和憲法、東アジア」（『思想』2015 年７月号） 

   「平和憲法」には日本を戦争国家から切り離そうとしたアメリカの意向が強く働いていたが、

そこには戦争に反対する日本の民衆とともに、日本の破滅的な侵略戦争によって甚大な被害を受

けた東アジアの民衆たちの平和に対する願いも含み込まれていた。 

  ②国権の最高機関としての国会―二院制、衆議院の優越 

 （３）日本国憲法体制の成立―民主的諸制度の確立（1947 年） 

  ①教育基本法制定―教育の機会均等、男女共学、権力の不当支配排除 

  ②民法改正―戸主制度の廃止、男女同権・夫婦平等を原則とする家族制度 

  ③刑法改正―皇室に対する罪（大逆罪・不敬罪）削除 

  ④地方自治法制定―都道府県知事の公選制、市町村長の公選制・リコール制 

  ⑤警察法制定―警察権の独立、国家警察と自治体警察の二本立て 

 

６．朝鮮戦争（６・２５戦争） 

 （１）朝鮮半島の分断 

  ①1945 年８月 16 日、米ソが 38 度線を占領境界と確認（北を支配した関東軍と南を支

配した朝鮮軍を武装解除）   

  ②1948 年４月３日、済州島で単独選挙に反対し蜂起（４・３事件、死者５万人以上） 

  ③1948 年８月 15 日、大韓民国樹立（李承晩大統領）←→同年９月９日、朝鮮民主主義

人民共和国樹立（金日成首相） 

【資料８】金学俊『朝鮮戦争―原因・過程・休戦・影響』（2006 年） 

   朝鮮半島の分断は、一次的にアメリカとソ連による分断、すなわち国際型分断であり、 従ってそ

の責任はアメリカとソ連両方にある。ところで、責任問題に関してさらに遡ってみれば、分断の原因

を提供した日本帝国主義に根本的な責任を問わなければならない。日帝が朝鮮半島を植民地にしなか

ったならば、それに日帝がアメリカを相手に戦争を始めなかったならば、日帝がアメリカをはじめと
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した連合国に敗北した後に、朝鮮半島が連合国によって分割占領される悲運を味合わずにすんだであ

ろう。 

   【 資 料 ９ 】 ザ ・ フ ォ ー ク ・ ク ル セ ダ ー ズ 『 イ ム ジ ン 河 』      

 

（２）朝鮮戦争の経過 

  ①1950（昭和 25）年６月、北朝鮮軍の南下→「国連軍」（国連憲章の定めた国連軍では

なく、16国からなる多国籍軍でアメリカが中心）・中国義勇軍参戦→1953（昭和 28）

年７月、停戦協定で休戦（休戦は準戦時状態で一時的に停戦しているに過ぎない） 

   【資料 10】朝鮮戦争関係図 
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②アメリカ政府、原爆使用を検討（原爆が嘉手納にも用意された）、「国連軍」司令官マ

ッカーサーも原爆使用を上申（26 個の原爆を要求）←ストックホルムアピール署名

運動（1950 年～、原爆反対署名、全世界で５億人署名） 

③上空での米ソ戦争―ソ連空軍機の参戦） 

④老斤里事件―1950 年７月、米軍が住民 300 人余を虐殺 

  ⑤板門店 

   ア）38度線は軍事境界線（休戦ライン） 

   イ）板門店一帯は、北朝鮮軍と「国連軍」の共同警備区域（ＪＳＡ） 

   ウ）38度線の南北２キロメートルが非武装地帯 

（３）朝鮮戦争の犠牲者 

  ①死者―北朝鮮 250 万人、韓国 150 万人、中国 100 万人、米国５万人、ソ連 300 人 

  ②離散家族―1000 万人  

 （４）朝鮮戦争と日本 

①アメリカ軍の出撃・補給基地となる―横田・嘉手納基地から出撃したＢ29 が北朝鮮

を空爆、板付基地などから戦闘機出撃 

  ②日本人の戦死者 

海上保安庁が極秘裏に編成した日本特別掃海隊（旧海軍の掃海部隊、掃海艇 21隻）

が米軍の元山上陸作戦に協力、触雷による爆発で死者 1 名負傷者 18 名（1950 年 10

月 17 日）、他４地点でも掃海活動（のべ 54隻、1200 人参加）―5日後新聞報道され

るものの 1978 年まで詳細秘匿 

  ③「逆コース」（占領政策の転換、日本を「極東の工場・反共の防壁」とする）の加速 

   ア）再軍備 

1950 年、警察予備隊（75000 人）→1952 年、保安隊→1954 年、自衛隊 

  【資料 11】フランク・コワルスキー『日本再軍備―私は日本を再武装した』（サイマル出版会、

1984 年） 

    これは、日本の憲法は文面通りの意味を持っていないと、世界中に宣言する大うそ、兵隊も

小火器・戦車・火砲・ロケットや航空機も戦力でないという、大うそである。人類の政治史上、

おそらく最大の成果ともいえる一国の憲法が、日米両国によって冒瀆され蹂躙されようとして

いる。 

   イ）旧勢力復活 

    1950 年、公職追放解除（戦犯も釈放） 

   ウ）レッド・パージ 

    1950 年、日本共産党中央委員 24 名の公職追放、機関紙『アカハタ』の発行停止処   

    分（開戦の翌日）、共産党員の解雇 

  ④在日朝鮮人社会の動き 

   ア）「在日韓僑自願軍」（義勇軍）642 人が国連軍・韓国軍に編入・参戦、戦死・行方

不明 135 人 

   イ）1952 年、吹田事件―米軍の兵器・弾薬を輸送していた国鉄の吹田操車場に向か

った約 1000 人のデモ隊に警官隊が銃撃、300 人余を逮捕（実力行使による反戦闘
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争） 

  ⑤特需景気（「天祐神助」） 

   ア）ポツダム宣言で禁止された兵器・弾薬の製造、戦車などの兵器の修理も 

イ）不況から脱出（1951 年、鉱工業生産戦前水準に回復）→高度経済成長の基礎と

なる 

  ⑥講和が実現したのは朝鮮戦争中（1951 年９月） 

   【資料 12】和田春樹『朝鮮戦争全史』（岩波書店、2002 年） 

     朝鮮戦争の過程で、韓国に対しても、朝鮮民族に対しても同情心というものが発揮されること

はなかったことは致命的である。たしかに台湾や韓国に対する同情、連帯を示せば、反共軍事同

盟への方向性をもたざるをえなかったことはたしかであり、日本政府と国民にはそこから逃げる

気持ちが強かったことはたしかである。しかし、ここから否応なしに、日本国民にとっては、自

分たちだけが平和であればよいという意識、地域の運命に対する無関心、地域主義の否定が強ま

ったのである。それは横田基地からＢ29 が飛び立って北朝鮮を最後まで空襲、空爆したことに気

づかずに終る精神の構造であった。 

 

 おわりに 


