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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２ 

―――――――――――――――２０１６年４月３日／後藤守彦―――――― 

 

 はじめに 

 

１．講和 

 （１）全面講和と単独講和の対立 

  ①背景 

   米ソの対立（冷戦構造）→朝鮮戦争→米の促進策（日本をアメリカのパートナーに） 

  ②日本国内での論争  

   ソ連・中国を含む全連合国との締結を求める全面講和論←→一部の国との締結もやむ

を得ないとする単独講和論 

 （２）1951（昭和 26）年９月、サンフランシスコ講和会議 

  52 国参加、インド・ビルマ・ユーゴスラヴィア不参加、中国・朝鮮招かれず 

（３）1951 年９月８日、サンフランシスコ平和条約の調印→天皇の退位なし 

   ①調印国―48 国と日本（ソ連・ポーランド・チェコスロヴァキア調印拒否） 

   ②発効―1952 年２月（三隣国すべてとの講和実現せず） 

   ③７章 27 条（「寛大な講和」） 

    ア）日本の「主権回復」 

    イ）朝鮮の独立承認 

    ウ）台湾・南樺太・千島列島の放棄 

    エ）沖縄・小笠原諸島に対するアメリカの信託統治への日本の同意「合衆国を唯一  

     の施政権とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国の 

いかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆 

国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上 

の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 

    オ）条約発効後 90 日内の占領軍の撤退、外国軍隊の駐留承認「但し、この規定は、 

     一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若

しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての 

     外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない」 

    カ）東京裁判の受諾「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他

の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民

にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする」―戦争責任明記されず 

    キ）賠償責任と連合国の賠償請求権の放棄「日本国は、戦争中に生じさせた損害及 

     び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、 

存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべて前

記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するた
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めには現在充分でないことが承認される」 

 （４）1951 年９月８日、日米安全保障条約調印→1960 年、新安保条約（廃棄通告条項） 

  ①前文と５条（新安保条約は 10 条） 

②アメリカ軍の駐留と基地の自由使用を認める、アメリカは日本防衛の義務なし 

   【資料１】日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 

    第１条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日 

本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。 

この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国 

による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧す 

るため日本国政府の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国 

の安全に寄与するために使用することができる。 

  ③1952（昭和 27）年、日米行政協定→1960 年、日米地位協定（28 カ条） 

ア）在日米軍の法的地位に関する協定 

イ）米軍の刑事裁判権の承認（治外法権）、基地の無償提供、防衛分担金の負担 

 （５）占領下で禁じられていた元軍人や遺族に対する援護再開 

ア）1952 年、戦傷病者戦没者遺族等援護法制定 

イ）1953 年、軍人恩給復活（階級差あり） 

 

２．講和後の課題１―朝鮮（拒否された出席） 

（１）大韓民国 

 ①1965（昭和 40）年、日韓基本条約締結 

  ア）軍事政権（朴正煕）と結ぶ 

  イ）植民地支配の反省・謝罪なし―1953 年、久保田発言（「朝鮮人に有益だった」） 

  ウ）韓国を「朝鮮半島にある唯一の合法的政府」とする 

  エ）無償・有償援助あわせて５億ドルの経済協力 

【資料２】日韓基本条約 

     第一条 

      両締約国間に外交及び領事関係が開設される。（略） 

     第二条 

      千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び

協定は、もはや無効であることが確認される。 

  ②民主化―1987（昭和 62）年、6・29 民主化宣言（直接選挙による大統領選出） 

【資料３】日韓共同宣言（小渕恵三首相・金大中大統領、1998 年） 

   両首脳は、日韓両国が 21 世紀の確固たる善隣友好協力関係を構築していくためには、両国が

過去を直視し相互理解と信頼に基づいた関係を発展させていくことが重要であることにつき意

見の一致をみた。小渕総理大臣は、今世紀の日韓慮国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国

国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、こ

れに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。（略）また、両首脳は、両国国民、特に若い

世代が歴史への認識を深めることが重要であることについて見解を共有し、そのために多くの関
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心と努力が払われる必要がある旨強調した。 

  ③植民地（支配）責任 

ア）日本軍「慰安婦」問題― 1991 年、金学順が韓国で初めて実名で証言→1992 年、

日本大使館前での水曜集会開始→1993 年、河野官房長官談話→2011 年、水曜デモ

1000 回目にあたり平和の碑（少女像を含む）設置→2015 年、日韓合意（被害者不

在の合意は解決ではない、加害事実認定・公式謝罪・賠償・歴史教育が要件） 

イ）2015 年９月、強制労働犠牲者の 115 体分の遺骨奉還（「70 年ぶりの里帰り」） 

 （２）朝鮮民主主義人民共和国 

 ①1991（平成 3）年、国連に南北同時加盟（国連加盟国で日本が国交を結んでいない唯

一の国） 

 ②2002（平成 14）年、首相の初めての訪問が実現 

【資料４】日朝平壌宣言（小泉純一郎・金正日、2002 年） 

   １ 双方は、この宣言に示された精神及び基本原則に従い、国交正常化を早期に実現させるため、

あらゆる努力を傾注することとし、そのために 2002 年 10 月中に日朝国交正常化交渉を再開する

ことした。（略） 

   ２ 日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の

事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明した。（略） 

   ４ 双方は、北東アジア地域の平和と安定を維持、強化するため、互いに協力していくことを確認

した。（略） 

（３）在日コリアン 

  ①歴史 

  1945 年 敗戦時、200 万人、そのうち 140 万人帰国（下関・仙崎・博多などから）→ 

残留者は、日本国籍のままだが、年末の選挙法改正で参政権停止（戦前は選挙 

権・被選挙権あり、ハングルによる投票も可能） 

1948 年 文部省、朝鮮学校に朝鮮語などの教科を正課科目からはずさなければ学校を          

閉鎖すると通告→民族教育擁護運動、阪神教育闘争（警官発砲で一人死亡） 

1947 年 新憲法施行前日、外国人登録令公布（最後の勅令、日本国籍者と規定しなが 

ら外国人として管理） 

1952 年 サンフランシスコ平和条約発効後、日本国籍喪失 

    外国人登録法（指紋押捺・登録証常時携帯義務）→「朝鮮」籍は旧植民地・出 

身地をあらわす、つまり地域をさす記号で無国籍、韓国籍は国籍となる 

1959 年 北朝鮮への帰国運動開始（人道の名による追放）→1984 年までに 93340 人 

1965 年 在日韓国人の法的地位及び処遇に関する協定（日韓法的地位協定）締結、協 

定の実施に伴う出入国管理特別法制定（韓国籍に永住権与え、国民健康保険へ 

の加入認める、韓国は「朝鮮籍」も自国の海外公民と主張したので、韓国籍・ 

「朝鮮」籍いずれも永住権申請可能） 

1980 年 大規模な指紋押捺拒否運動開始 

1982 年 出入国管理法の改定（「朝鮮」籍に特例永住という資格付与） 

    国民年金適用（国民年金法の国籍条項撤廃） 



4 

 

    国または公立の学校における外国人教員の任用等に関する特別措置法（外国人 

教授の任用、教授会議決への参加、小中高は講師どまり、だから教頭・校長に 

なれず） 

1991 年 韓国籍・「朝鮮」籍とも在留資格が３世以降にも付与（特別永住制度） 

1993 年 指紋押捺全廃 

1996 年 川崎市が都道府県・政令指定都市で初めて職員採用試験の国籍条項撤廃 

②現在 50万人―戦前からの滞在者とその子孫である特別永住者が主、ほとんどが南出身

（戦前・戦後も） 

③2013 年、東京（新大久保界隈）・大阪（鶴橋駅周辺）などでヘイト・スピーチ始まる 

 

３．講和後の課題２―中国（送られなかった招請状） 

 （１）中華人民共和国（1949 年成立）敵視政策 

  1952 年、台湾の国民政府と日華平和条約→1972 年の日中国交正常化により無効となる 

 （２）中華人民共和国との講和の実現 

  ①1972（昭和 47）年、日中共同声明 

  【資料５】日中共同声明 

     日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての

責任を痛感し、深く反省する。（略） 

    一 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日  

     に終了する。 

    二 日本国政府は、中華人民共和国が中国の唯一の合法政府であることを承認する。 

    五 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放

棄することを宣言する。     

  ②1978（昭和 53）年、日中平和友好条約締結 

   【資料６】日中平和友好条約 

    第一条 

    １ 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及  

     び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるも

のとする。 

    ２ 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべて

の紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 

    第二条 

     両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても

覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国

の集団による試みにも反対することを表明する。 

（３）中国への加害責任（戦争犯罪）に関する近年の動き 

①南京事件（1937 年、虐殺・略奪・性的暴行） 

  ア）東京裁判では、犠牲者数 20 万人以上と判定 

イ）2014 年から 12月 13 日を「南京大虐殺国家追悼日」とする 
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 ウ）2015 年 10 月、ユネスコが Documents of Nanjing Massacre「南京大虐殺の

記録」（アメリカ人が撮影したフィルム、日本軍の文書など）を世界記憶遺産と

して登録 

   ②遺棄化学兵器の処理 

    ア）日中戦争における日本軍の毒ガス使用 2000 回→遺棄 70万発 

    イ）1997 年、化学兵器禁止条約締結→1999 年、日中覚書（日本が全額負担して処 

     理）→2004 年から作業開始、2022 年までに終了させる予定 

    ウ）2003 年、黒竜江省チチハルの建設現場で毒ガスを浴び１名死亡→2015 年 10

月、チチハル訴訟終結（事実は認定するものの、国の法的責任認めず）→「化学

兵器および細菌兵器被害者支援日中未来平和資金」設立 

   ③重慶大爆撃訴訟 

    ア）2006 年、188 人の被害者・遺族が謝罪と賠償を求めて提訴 

    イ）2015 年、東京地裁請求棄却→東京高裁に控訴 

 

４．講和後の課題３―ロシア 

 （１）1956 年、日ソ共同宣言―戦争状態終了、平和条約締結後の歯舞群島・色丹島返還 

 （２）1956 年、日本の国連加盟実現 

【資料７】サム・トゥッ・ソリ（ソン・ビョンフィ）『並んで歩かなくても』 

 

５．講和後の課題４―沖縄 

 （１）Ｋeystone of the Pacific「太平洋の要石」としての位置づけ 

【資料８】天皇メッセージ（ＧＨＱ政治顧問シーボルト米公使からマーシャル国務長官宛の 1947 年 9

月 22 日付書簡、「マッカーサー元帥のための覚書」添付、1979 年判明、現在公開） 

   天皇はアメリカが沖縄をはじめ、琉球列島を軍事占領し続けることを希望している。天皇の意見

によると、その占領は、アメリカの利益になるし、日本を守ることにもなる。こうした政策は、ソ

連の脅威に備えるとともに、日本国内の治安維持のために重要で、国民の広範な承認をかち得るこ

とができるだろう。天皇が思うに、アメリカによる沖縄の軍事占領は、主権を日本に残し、25 年か

ら 50 年ないしそれ以上の期間、貸与することが望ましい。 

【資料９】鄭栄桓「『戦後』なきアジアと日本の『戦後 70 年』」（『歴史地理教育』2015 年１月号） 

    戦後の日本は長らく先の戦争を反省した日本国憲法のもと、戦争に加わらず、一人の外国人を戦

争で殺すことなく、平和の途を歩んできた。（中略）だが、はたしてこの戦後史認識は正しいのであ

ろうか。日本国憲法第９条の文言どおり一切の軍隊を持たず、また、いかなる軍事同盟も結ばず、

国内に一切の軍事基地を置かず、あらゆる戦争に対して中立を守る―こうした「戦後」だったのな

らば確かにそう言えるかもしれない。だが現実は違った。日米安保条約と米軍基地、そして自衛隊
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を抜きに日本の戦後史を語ることはできない。「基地国家」としての日本を、沖縄を抜きに、はたし

て米国は朝鮮戦争やベトナム戦争を戦えただろうか。答えは否であろう。 

 （２）復帰前の沖縄   

①歴史 

 1950 年２月 米政府統治機構が琉球列島米国軍政府から琉球列島米国民政府へ       

 1952 年４月 琉球中央政府発足、サンフランシスコ講和条約発効（米軍の施政権

下におかれる） 

 1953 年４月 琉球列島米国民政府が土地収容令公布（「銃剣とブルドーザー」によ

る土地収用） 

 1956 年６月 プライス勧告（基地を確保するため、借地料の一括支払い・土地の

新規接収やむなし）→島ぐるみの闘争 

 1960 年４月 沖縄県祖国復帰協議会発足 

 1965 年２月 米軍、ベトナムでの北爆開始、嘉手納基地からＢ52出撃 

 1965 年８月 佐藤栄作首相来沖（「沖縄の祖国復帰が実現しないかぎり、わが国の

戦後は終らない」と声明） 

 1968 年 11 月 初の公選行政主席選挙、嘉手納基地でＢ52 墜落爆発事故（常駐化） 

 1969 年 11 月 佐藤首相・ニクソン大統領共同声明（1972 年の「核抜き本土並み返  

        還」合意、密約で「重大な事態」での沖縄への核持ち込みを認める） 

 1971 年６月 沖縄返還協定締結 

1972 年５月 沖縄返還協定発効、沖縄県発足 

【資料 10】辺野古代執行訴訟第１回口頭弁論、翁長雄志沖縄県知事の冒頭意見陳述（2015 年 12

月 2 日） 

      歴史的にも現在においても沖縄県民は自由・平等・人権・自己決定権をないがしろにされて

まいりました。私はこのことを「魂の飢餓感」と表現しています。政府との間には多くの課題

がありますが、「魂の飢餓感」への理解がなければ、それぞれの課題の解決は大変困難でありま

す。（略）戦後は、ほとんどの県民が収容所に収容され、その間に強制的に土地を接収され、収

容所からふるさとに帰ってみると普天間飛行場をはじめ米軍基地に変わっていました。その後

も、住宅や人が住んでいても「銃剣とブルドーザー」で土地を強制的に接収されました。1952

年、サンフランシスコ講和条約による日本の独立と引き換えに、沖縄は米軍の施政権下に置か

れ、日本国民でもアメリカ国民でもない無国籍人となり、当然日本国憲法の適用もなく、県民

を代表する国会議員を一人も国会に送ったことはありませんでした。犯罪を犯した米兵がその

まま帰国することすらあった治外法権ともいえる時代でした。ベトナム戦争の時は沖縄からＢ

52 爆撃機の出撃はじめいろいろな作戦が展開されており、沖縄は日米安保体制と、日本の平和

と高度経済成長を陰で支えてきたわけです。 

②公用語英語、通貨ドル、本土との往来でもパスポート使用（1958 年甲子園初出場の

首里高校が持ち帰ろうとした甲子園の土を海中投棄、渡航拒否問題）             

 （３）復帰後の沖縄 

①歴史 

1972 年 10 月 航空自衛隊基地開設（自衛隊常駐） 
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   1973 年３月 米軍、ベトナムから完全撤退 

   1978 年７月 交通方法変更（「人は右、車は左」に） 

    1995年10月 米兵による少女暴行事件を糾弾する県民総決起大会（８万５千人参加）          

   1996 年４月 普天間基地返還の日米合意（名護市へ移設） 

   1999 年 12 月 政府、移設受け入れ場所を辺野古に閣議決定 

   2004 年４月 辺野古沖ボーリング調査阻止のための座り込み（～現在） 

   2007 年９月 「教科書検定意見の撤回を求める県民大会」（11万人参加、戦後最大） 

   2010 年２月 沖縄県議会、普天間の「県内移設反対・県外国外への移設を求める」     

         ことを全会一致で決議 

   2012 年 10 月 オスプレイ（「未亡人製造機」Widow Maker）強行配備 

   2013 年 12 月 仲井真前知事が辺野古埋め立てを承認 

   2014 年 11 月 「辺野古新基地阻止」を公約した翁長雄志氏が知事選で圧勝 

   2015 年 10 月 翁長知事が埋め立て承認取り消し 

          沖縄防衛施設局が辺野古の本体工事着工 

  ②「沖縄に戦後はなかった」―沖縄の基地負担続く、国土面積の０・６％の沖縄県に全

国の米軍専用施設の７４％が集中 

【資料 11】沖縄の米軍基地 
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６．原爆（核兵器）から原発（核発電）へ 

 （１）原発の出現 

  1953 年 アイゼンハワー米大統領、国連総会で原子力平和利用演説（Atoms for 

Peace） 

  1954 年 アメリカのビキニ水爆実験により第五福竜丸の漁船員らが被曝→原水爆禁止

運動の高揚 

      日本初の原子力予算案が国会で成立 

  1955 年 広島に原発を設置する決議案が米下院に提出される→被爆者は「核の二重の

被害者」 

      「原子力平和利用博覧会」の開催（広島・東京・札幌・大阪など八か所） 

      原子力基本法制定 

   【資料 12】日本原水爆被害者団体協議会結成宣言（1956 年 8 月） 

     人類は私たちの犠牲と苦難をまたふたたび繰り返してはなりません。破壊と死滅の方向に行く

おそれのある原子力を決定的に人類の幸福と繁栄の方向に向かわせるということこそが、私たち

の生きる限りの唯一の願いであります。 

1956 年 原子力委員会発足（初代委員長正力松太郎） 

1957 年 日本原子力研究所東海研究所、日本初の原子炉運転開始 

1963 年 日本原子力研究所東海研究所の動力試験炉で日本初の原子力発電に成功 

1971 年 福島第一原発１号機が運転開始 

1974 年  電源三法（発電用施設周辺地域整備法・電源開発促進税法・電源開発促進対

策特別会計法）制定 

  1989 年 泊原発１号機運転開始 

 （２）原発ゼロ社会へ 

  1979 年 スリーマイル島原発事故 

  1986 年 チェルノブイリ原発事故（運転員・消防士 33名死亡） 

2011 年 福島第一原発事故 

2012 年 国内の全原発稼働停止（５月～） 

   【資料 13】大飯原発差し止め訴訟福井地裁判決（2014 年 5 月） 

     大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可

能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。（略）個人の生命、身体、精神及び生活

に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということがで

きる。人格権は憲法上の権利であり（13 条、25 条）、また人の生命を基礎とするものであるがゆ

えに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。（略）コストの

問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿

易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民

が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富

の喪失であると当裁判所は考えている。 
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 おわりに 

【資料 14】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） 

    平和憲法を守る運動は、自国の国内問題から出発しながらも、平和なる社会や平和国家の建設を 

目論みつつ、平和を根本的な価値とみなす東アジア市民社会の形成を経て、「平和の東アジア共同 

体」を構想する東アジア連帯運動にまで上昇していかなければならない。 


