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【論点】資本制社会のしくみ
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【論点】金融バブル崩壊とその後
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戦後体制とは（1/3）

ヨーロッパ旅行から戻った 1993 年 （平成 5 年）の秋のことである。 帰国早々ア
メリカ大使館から、

「モンデール大使が日本の官僚制度について話を聞きたいといっている。 つい
ては、昼食をご一緒できないか」

と言ってきた。 『お役所の掟』が出版されてからは驚きの連続だったが、これに
は本当に驚いた。

「なぜ私に、なのですか」

大使館の担当官にそうきくと、

「休暇をとれないことが役所の体質自体に深く関係していると論じたあなたの本
は、日本の官僚制度を理解する上での教科書になってましてね。 アメリカ大使館
でも、大勢の人が読んでいます。 日本の官僚の本音を知りたいのです。 なにし
ろわれわれの交渉相手ですから。 で、あなたなら日本のお役所の実態を誰に遠
慮することなく話してくれるのではないかと思ってお呼びしました」

との説明だった。

政治改革法案の帰趨 （きすう）と、日本経済の現状についてもきかれた。 私はこ
う述べた。

ピカイチ生活経営塾 2021

『お役所のご法度』 （1995.03.01 宮本政於）より
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戦後体制とは（2/3）

「日本の権力構造を見ると、日本の政治家が保持している権力は全体の 10 パー
セントもありません。 残りは全部官僚が握っています。

つまり、政治改革とは小さなパイの取り合いにすぎないのです。 日本は、日本
国憲法でいうような三権分立の民主主義国家ではないことだけは知っておいてくだ
さい。 政治家は官僚に思うように操られ、法律も官僚が作っているのです」

話は自然、日本の官僚制度論になる。

「モンデール大使、あなたたちアメリカ政府は交渉相手を間違えています。

私が厚生省に入省したてのころ、局長まで登りつめた上司なのですが、彼が私に、
『日本の官庁は企業の育成、すなわち組織体の防衛が第一なのだ。 国民は、そ
の次に来るのだ』 と、官僚として生きていくための要諦を話してくれました。

日本の官僚が、国民のことを考えていると思ったら大間違いです。 ですから、日
本の国民に直接呼びかけてください。

アメリカがもっと市場を開放しろと迫ると、官僚たちはマスコミを操り、日本人の被
害者意識を刺激するように仕向けます。 被害者意識が高まれば、自然とナショナ
リスティックな動きが出て、悪いのはアメリカだということになるからです。

そうさせないためには、何よりも日本国民自体を味方につけることです。 安くて
いいものなら、日本国民はどこの国の製品でも買います。 もっと市場を開放しろと
言います」

ピカイチ生活経営塾 2021

『お役所のご法度』 （1995.03.01 宮本政於）より
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戦後体制とは（3/3）

大使はなるほどという顔つきで、

「私の出身のミネソタ州はとても寒い。 だから二重窓など、外気を遮断するよう
な技術が進んでいる。 しかも競争が激しいから値段も手ごろだ。 日本でも買い
たがる人が多いのではないか」

などと応じた。

そこで、私はカナダ大使館が東京の青山通りに新館を建築した折、ビルを覆うガ
ラスの見積もりを日本の業者にさせたところ、どこも似た価格を提出してきたので
疑問に思い、アメリカの業者に見積もりさせたら、40 パーセントも安かったという実
話などを紹介した。

談合とも許認可とも無縁のカナダ大使館がどこの業者を選定したかはあえて書く
までもないだろう。

具体的な内容を挙げて説明したことは、説得力を持ったのだろう。 大使はちょっ
と意外という顔つきをして私たちを見つめた。 きっと彼は日本もアメリカ同様に市
場原理が機能しているはずだと思っていたに違いない。

それから私たちは、談合の実態とか、許認可という仕組みで関係各省庁が日本
の消費生活をがんじがらめにしていることなど、大使にわかるように具体的に説明
した。

ピカイチ生活経営塾 2021

『お役所のご法度』 （1995.03.01 宮本政於）より
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歴史の真実は隠される（1/4）

アメリカ合衆国の首都ワシントン D.C. では、最近も、日本の敗戦後の占領政策

執行に関する外交文書が続々と秘密解除されて公開されていると聞いた。 その
ほとんどは、アメリカ政府 （国務省） の正式の機密の外交文書だったものである。

だから私はこの夏はワシントンに行って、国立公文書館で、これらの米日関係の
今や歴史資料となってしまった政府公文書を閲覧した。 膨大な量の文書である。

占領開始当初から、1960 年安保までの資料や文献を私はできるだけメモして、

東京で入手できそうもないものについては、できるだけフォトコピーの束にして持ち
帰ろうとした。

私は自分の知らない戦後史の核心部分に自力で迫りたかった。 なぜなら、敗戦
直後の政治の秘密が今の日本の政治構造に大きく影を落として私たちの現在を規
定しているからだ。

国立公文書館に通うかたわら、私はワシントンのいわゆる “ K ストリート” と呼ば
れる地区に散在する戦略研究所 （シンクタンク） を回って、紹介者を介して東アジ
ア専門の戦略研究の学者・研究員たちの部屋を訪ねた。

そのうちのひとつであるケイトー研究所の安全保障問題 （軍事・防衛） の責任者
であるテッド・ガレン・カーペンターに面会して話した。

ピカイチ生活経営塾 2021

『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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歴史の真実は隠される（2/4）

そのとき 「自分は今、敗戦直後の国務省の対日本占領政策関係の文書を読んで
いる」 と私が話すと、「日本人学者の本でいい本があるぞ。 それはカタオカ という
人の本だ。 知らないのか」 と教えられた。

その本を出して来て見せてくれた。 勝手に直訳すれば 『ある憲法の代償』 ある
いは 『ある政治体制が支払った代償』 というタイトルの本である。

私は東京に帰ってからこの本には邦訳があることを知った。 『さらば吉田茂』 （文
藝春秋、1992 年刊）である。

著者の片岡鐡哉 （てつや）氏はスタンフォード大学フーバー研究所上級研究員で

ある。 前は筑波大学や埼玉大学の教授をしておられた。 若くしてシカゴ大学に
留学し “リアリズム国際政治学” の元祖、ハンス・モーゲンソーの授業も受け、彼
の指導を受けた人だ。

私はこの本を読んで驚愕した。 読みながら本当に手足が震えるのを感じた。
自分が知りたかった日本の敗戦後の政治秘話が正確に書かれていたからだ。

片岡教授の冷静な描写は、現在、日本占領政策研究では最高とされるイギリス
人日本研究者のイアン・ブルマ氏とほとんど共通する視座に立っている。

イアン・ブルマ氏の日本戦後史研究は、欧米では 「逆コース理論」 と呼ばれるも
のだ。

ピカイチ生活経営塾 2021

『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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歴史の真実は隠される（3/4）

この逆コース理論は、占領 3 年目 47 年 3 月には既に、アメリカ政府は 「日本を
さっさと独立させよ。 講和条約を結んで、日本人に自力で経済復興させよ」 という
方針大転換をしていたとする。 これが 「逆コース理論」 である。

ところが、これに反対したのがダグラス・マッカーサー元帥である。 マッカーサー
は、日本を自分のものだ、と考えていた。 自分は日本の植民地軍事総督であり、こ
の野蛮で未開の国民に民主政 （デモクラシー） を教え込み、この土地を自分の理想
の地に変えるのだと決めていた。

これを、デモクラタイゼーションという。 「上からの強制的民主化」 とでも訳すしか
ない。 あるいはソシアル・エンジニアリング （社会工学的措置） といい、「伝統的部
族社会を人為的に文明化すること」 という意味である。

これは秀れた欧米知識人たちには本来ものすごく嫌われる概念だ。 マッカーサー
はこの外科的な手術を敗戦後の我々日本人に加えたのである。 私たちの憲法第 9 

条そのものも、どうやら彼本人が書いたものだったらしい。 側近だったマーカット准
将やケーディス中佐の遺した文書から明らかになりつつある。

マッカーサーは、「天皇を極東軍事裁判に戦争犯罪人として起訴せよ、という各国
の圧力が強まっている。 これを抑えて私が天皇を救けてやるから、かわりにこの憲
法案を吞め」 と脅している。

日本側が松本烝治 （じょうじ）委員会や芦田均委員会で、自力で憲法改正しようと

するのを察知して、これを一気に封じ込めた。 吉田茂外相邸に副官のコートニー・
ホイットニーらがこのアメリカ製の憲法草案をおしつけに来て、日本側は呑んだ。
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『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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歴史の真実は隠される（4/4）

何故だか分からぬが、片岡教授の 『さらば吉田茂』 （現在、『日本永久占領』として講
談社＋α 文庫で 1999 年に復刊）は日米関係史を専門にする人たち以外には今でもほ
とんど知られておらず、あまり売れた形跡がない。

しかも日米外交史の学者たちさえがこの本を意図的に押し隠そうとする。 何故、
日本の国際政治学者や日米外交史の専門家たちがこれほどの大著を最近の重要
文献として参照しないのか、私には全く不思議でならない。

この本には、敗戦後占領期の鳩山一郎と吉田茂とマッカーサーの三つどもえの
すさまじい抗争が描かれている。 そして、「占領地の王」 となって日本に君臨しよ

うとするマッカーサーを抑え込もうとして苦労する国務省の大物外交官僚ジョン・
フォスター・ダレスとジョージ・ケナンが鋭く描かれている。

この冷戦期最高の二人の外交戦略家がマッカーサーに次々に指令を出して、「も
う財閥解体はするな。 公職追放もするな。 日本の基幹産業を破壊するな。 早く
彼らを独立させろ。 再軍備もさせろ。 東アジアにも危機が迫っているのだ」 と

やっきになる。 ところがマッカーサーは言うことを聞かず東京に居座っている。
「日本を東洋のスイスにするのだ」 と言い張りつづけた。

片岡氏の本の中心テーマは、吉田茂とマッカーサーは本当は互いに嫌いあい憎
みあっていた、にもかかわらず、共通の敵たちを封じ込めるために両者に 「秘密合
意」があった、とするものである。

ピカイチ生活経営塾 2021

『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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戦後政治の歴史（1/11）
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戦後政治の歴史（2/11）

■鳩山追放の背景

吉田茂の政敵、鳩山一郎が追放された理由は、その当時の選挙演説の内容が、
その発言を細かく監視していた GHQ 民政局に嫌われたからである。

鳩山はその頃きわめてまっとうな演説をしている。 その内容は要約すると、「日
本は民主国家となって再出発する。 さっさと独立して自分たちで新しい憲法を作
る。 各国と講和条約を結んで、占領軍の支配から脱する。 国家の当然の権利と
して再軍備も始めよう」 というものだった。

このとき鳩山は国家指導者として全く正当な演説を行っている。 これにカチンと
来たのがマッカーサーの側近の “ニューディーラー” と呼ばれる隠れ社会主義者
たちである。

鳩山ら党人派の職業政治家たちは、開戦後は翼賛政治を嫌って軽井沢あたりに
避難して敗戦を迎えている。 従って決して軍国主義を率先して鼓吹 （こすい）した
ような人々ではない。 公職追放されるような理由は何もなかった。

ところがマーク・ゲインという 『ニッポン日記』 の著者でシカゴ・サン紙の特派員で

きわめてソビエト寄りの急進左翼の新聞記者のしかけた罠にかかった。 鳩山は、
丸の内の外国人記者クラブに首相候補者として呼ばれ、そこで記者会見した。

このゲインから、戦前に、鳩山が文部大臣だったときに、美濃部達吉ら自由主義
者の学者たちを弾圧したときの発言を巧みに取り上げられて意地悪く質問された。

ピカイチ生活経営塾 2021

『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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戦後政治の歴史（3/11）

鳩山は答えに窮して、これでマーク・ゲインに言質 （げんち）をとられてしまった。
鳩山が 「軍国主義の復活を唱導する危険な政治家」 の疑いをかけられて追放され
たのはその直後の 46 年 5 月 4 日である。

これに比べて吉田は、「新憲法を守り抜く。 軍国主義復活反対。 再軍備は絶対
にしない。 海外派兵はありえない」 と慎重に主張しつづけた政治家である。

マッカーサーは吉田が本当は天皇主義者であり日本帝国主義者であることを
知っていた。 だが自分が望んであと押しして選挙で勝たせて作らせた、片山 “グ
ズ哲”社会党内閣 （9 ヵ月）や、吉田と同じ外務官僚あがりだがリベラル肌の芦田
均が率いた民主党・社会党・国民協同党の三党連立内閣 （7 ヵ月） が短命に次々
に倒れた後は、吉田に任せるしか手がなかった。

■ “原住民の王” マッカーサー VS ダレス

ダレス国務省顧問 （後に、アイゼンハウアー大統領の国務長官） は、いよいよま
すますマッカーサーの命令違反に怒っていた。

それ以前にワシントンから大型視察団として次々に派遣されて来た財界人や各
省の高官たち、たとえば、ジョセフ・ドッジ公使やケネス・ロイヤル陸軍長官が、実
はマッカーサーと東京で次々にぶつかっている。

マッカーサーは相も変わらず 「原住民の王様」気取りで自分の理想に酔っていた。

ピカイチ生活経営塾 2021

『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より



- 14 -

戦後政治の歴史（4/11）

■吉田は青ざめた

トルーマン大統領は自分の我慢の限界をぐっとわきまえて、時期をとらえて、そし
てマッカーサーの首を切った。 マッカーサーは 4 日目には本国に強制送還されて
行った。

吉田茂にしてみれば、自分と暗黙の合意があるので連携して後ろ盾になってくれ
たマックはもういない。 片岡教授の本に従えば、マッカーサーが強制送還された
あと、「ダレスが来る」 と、吉田はうめいたのである。

そして実際にダレスはまず朝鮮戦争勃発直前の 50 年 6 月 17 日に、日本に乗り
込んで来ている。

吉田は再三のダレスの再軍備要求に頑として応じないでのらりくらりと逃げてい
た。 吉田はダレスからの再軍備要求と財閥再建要求を撃退するために鈴木茂三
郎 （もさぶろう）率いる社会党左派と慣れあって、彼らに憲法擁護と再軍備反対の
大闘争を行うように頼み込んでいる。

この時から吉田茂の系譜に連なる自民党 「吉田学校」 出の政治家たちと社会党
の野合の歴史が始まったのである。 池田勇人、佐藤栄作、大平正芳とつづいた。

吉田学校の最後の秀才が宮沢喜一元首相であり、佐藤以外は宏池会の人々で
ある。 現在の加藤紘一自民党元幹事長につながる。 加藤紘一は、最近、派閥
名を堂々と 「宏池会」 に戻した。 だから自民党と社会党 （社民党）の野合政権で
あった自社さ連立政権は日本の戦後政治の当然の帰結だったのである。

ピカイチ生活経営塾 2021
『［新版］日本の秘密』 （2010.07.07 副島隆彦）より
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戦後政治の歴史（5/11）

怒ったダレスは再度、51 年 2 月に日本に乗り込んで来た。 そして、極秘で帝国
ホテルで鳩山一郎らに会っている。

この深夜の会談は 51 年 2 月 6 日のことである。 ダレスの動きを察知したマッ
カーサーは自分の配下の総司令部と第 8 軍を使ってダレスの動きを必死で妨害し
ている。

鳩山一郎とダレスはこの密会で意気投合した。 鳩山はダレスから米政府内の対
立の真相を伝えられて目が開かれた。 ダレスの方も、一体誰が日本の本当の指
導者なのかを知った。

吉田とマッカーサーは、米国の政策が既に 「逆コース」 に転じて日本の国力強化

に動いた後もそれに反対しつづけている。 それは日本の国益をも損ねるものであ
る。

吉田は、鳩山らの追放解除の命令書である NSC13/2 を握りつぶして鳩山の追放
解除を引きのばすようマッカーサーに頼み、吉田政権の安定をはかった。

その一方で再軍備阻止のために社会党と裏取引をやった。 官僚を政治に登用
して追放中の職業政治家たちを追いつめた。 これが官僚出身宰相たちから成る
後の宏池会 「吉田学校」 である。
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戦後政治の歴史（6/11）

■マックと吉田がまいた 「毒」

鳩山たちは真相を知って怒り心頭に発した。 鳩山も三木武吉 （ぶきち）も河野一
郎も石橋湛山 （たいざん）も無実の罪で追放された。 そしてマックと吉田が日本を
弱体化させ、「ここで日本の戦後政治に毒をまいた」 （片岡教授）のである。

ダレスの方も鳩山と話して、吉田内閣が何をやっていたのかこれでよく分かった。
吉田がダレスに向かってしきりに説いた 「地下に潜った軍国主義者たち」 とは鳩山
ら職業政治家たちのことだったのだ。

マックと吉田がやった日本の戦後政治体制の性格決定づけがもうひとつある。

それは、この後、保守が二つに分裂するときに、少数派である社会党がどちらか
の保守にそれとなく加担することで多数派が作られ、政権をつくる、という構図が生
まれたことである。

そして分裂して野に下った方の保守派に対しては、殺りくにも等しい攻撃が加え
られることになる。 そのために日本はなかなか二大政権政党体制が確立せず政
治が安定しない国となった。

社会党や日教組、それから戦後日本共産党という 「反戦平和・護憲、再軍備反
対、海外派兵阻止」 を主張する勢力は、そもそもソビエト・ロシアによって作られた

勢力ではない。 これらの勢力は、実は、マッカーサーが憲法典と共に予め意図的
に日本の戦後体制の中に仕組んだ装置であった。
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戦後政治の歴史（7/11）

■講和条約翌日の日米安保調印

鳩山たちはこのあと猛然と吉田ひきずり降ろし運動を始める。 吉田は更にダレ
スとも対決しなければならなくなった。 当然にダレスは吉田への報復・制裁を始め
る。

日本の吉田が再軍備反対を主張してゴネつづけたものだから、ヨーロッパに作っ
た NATO （北大西洋条約機構） のような西ヨーロッパ全体を包み込む反共産主義

の集団安全保障体制のアジア版を東アジア圏で作ることができなくなった。 オー
ストラリアやフィリピンや台湾、タイ、マレー地域を含んだ東アジアの集団安保条約
が作れなくて、以後、全てアメリカとの個別二国間の条約の形になってしまった。

国務長官デイーン・アチソンとダレスは怒っていた。 その報復が、サンフランシ
スコ講和条約であったのだ。

ここで私は片岡鐵哉教授よりももっと冷たい書き方をしたい。 実は吉田らに野党
代表を含む日本の全権交渉団は、ダレスに、パンアメリカンの 「空のロマンス号」

という飛行機で、連行されるようにサンフランシスコに到着したのである。 ダレス
は 「いいか、吉田。 日本をさっさと独立させて国家主権を回復させてやる」 という
甘言を使って、ぐずぐずといやがる吉田をここまで引っぱって来た。

サンフランシスコ市のオペラ・ハウスで講和会議は開かれた。 ここで、ニュー
ヨークからかき集めるようにして引き連れられてきた 53 ヵ国の外交官たちが、各々、
1 時間ずつの割り当てで演説を次々にした。 それに 4 日間費やされた。
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戦後政治の歴史（8/11）

最後に、日本の首相であり全権代表である吉田茂がこのあと 30 分間 「参加各国
に感謝する」 という、ありがとう演説を行っている。 そして、翌日の 9 月 8 日の午
前 11 時に、ダレス国務省顧問、アチソン国務長官の前で、日本は、署名調印させ
られている。 その写真は有名だ。

この時のいきさつを、もっと、細かく書くと、9 月 7 日に、吉田の 「ありがとう演説」
のあと、ホテルの部屋で日本人が集まって、みんなで 「やれやれなんとか済みまし
たな。 あとは、明日の条約調印だけですな」 とパーティをやっていたら 「夜の 11 

時に、国務省の役人がやってきて、突然、『翌日午後 6 時に安保条約を調印する』
と吉田に伝達した」 （片岡教授）のである。

それまで、「軍事条約の方は、どうやら今回は見送りのようだ。 よかった」 と考え
ていた代表たちは、びっくりした。 講和 （平和）条約も安保条約も、その条文の英
文草案はアメリカから 8 月中旬に外務省に送りつけられていた。 サンフランシス
コに連れてゆかれる 2 週間前である。

しかし、その条約草案の内容は公開を禁じられていた。 野党にはその草案すら
も渡されなかった。 従って、講和条約も安保条約もその中身はいっさい日本国民
に明らかにされていない。

翌日の夜、日本人交渉団は、サンフランシスコ湾の突端、金門橋のわきのプレシ
ディオ海軍基地に引き連れられてゆく。 条約に署名しているのは吉田茂だけだっ
た。 署名は名前だけで、日本国総理大臣の肩書きもない。
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戦後政治の歴史（9/11）

しかし、目下の私の追求では、更に真相は 「吉田。 お前だけでいい。 お前だけ
来い」 というものだったようだ。 車で連れて行かれたのは、吉田茂だけであり、MP 

（憲兵） にガッシリ押さえられて、連行されるように連れてゆかれたらしい。

ダレスの吉田に対する態度は 「いいか、吉田。 講和条約に調印したのだから、

これで日本は独立して主権を回復したぞ。 だからあとはこの軍事同盟条約を呑
め」 というものだった。

そして更にこれには 「地位協定」 （「合衆国軍隊の地位に関する協定」） というと
んでもない附属条約もくっついていた。

引っ張って行かれて夕刻にガサゴソ締結調印された条約である。 この調印した
部屋は、将校集会所ですらなく一般兵士の食堂のようなところであったらしい。 日
本はこれで決定的にがんじがらめにされてしまった。 自分たちではもはや何も決
めることができない国にされてしまった。 憲法・安保条約・地位協定で三重に締め
上げられた。

このとき、さすがに吉田茂だけは、「しまった、謀られた」 と気づいたはずである。

自分がダレスに対して、再軍備反対で何年もゴネつづけたからだ。 朝鮮戦争に
も出兵させないと言い張りつづけた。 だからオーストラリアやニュージーランドと共
同の環太平洋・東アジア集団安全保障条約を作る案を自分が壊してしまって、結
果的にもっとひどい、一方的な軍事条約を日本は押しつけられてしまったのである。
もはやどうしようもない。
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戦後政治の歴史（10/11）

その夜遅く、各国のその記念パーティーなど、めまぐるしい日程を終わった吉
田は、ホテルの自分の部屋に池田蔵相を呼んだ。 池田が入っていったとき、
葉巻の強い香りが漂っていた。
「ほう、久しぶりの香りですな」と池田は、浅黒い顔の鼻をうごめかせた。
ソファーに腰をおろした吉田はさもうまそうに、葉巻をくゆらせていた。

（戸川猪佐武 『小説吉田茂』角川書店、1981 年刊）

歴史の真実は、こんなものではなかっただろう。

「吉田はさもうまそうに、葉巻をくゆらせていた」 ではなくて、本当は、「池田君。
大変なことになった」 と、吉田は血相を変えて腹心の池田勇人に相談しただろう。

「この安全保障条約だと、日本はもう自力では何もできなくなる。 ダレスにまんまと
仕組まれてしまった。 駐留軍条約 （地位協定） もくっついている。 実に、困った」

このようなやりとりがあったと考える方が、自然である。

吉田は以前にマッカーサーと協議して、もっとゆるやかで相互的な安全保障条約
を作る話をしていたのだ。 ところが “盟友” マッカーサーの首が飛び、ダレスの怒
りを買ってこんなことになってしまった。

吉田は内心、背筋に氷のようなものを感じていたはずだ。 何も知らずに大歓迎で
自分たちの帰国を出迎えてくれた国民に対して、この秘密と、己れの生涯の大失策
だけは何としても隠し通さねばならない、と吉田は考えたはずである。 事実、吉田
はこのとき日本国の国益に致命的な打撃を与える事態を招いたのである。
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戦後政治の歴史（11/11）

■荒れる吉田

吉田ら日本交渉団は、案の定、大歓迎を受けて戻ってきた。 そして、そこには既
に猜疑心 （さいぎしん）でいっぱいの鳩山たちが手ぐすねを引いて待ち構えていた。

吉田はこのあと、ものすごく国会答弁で荒れるようになる。 それは新聞記者にグ
ラスの水をひっかけたり、右派社会党の西村栄一の質問に対して 「バカヤロー」 と
暴言する形で表われた。 世に言う吉田の 「バカヤロー解散」 である。 野党から
は 「吉田はアメリカと密約を結んだ」 と騒がれている。

しかし今の日本の論壇や政治学界は、マッカーサーと吉田の善政ばかり書く。
それが戦後史の正史あるいは顕教部分である。 とすれば、そこには必ず秘史と
密教部分が隠されているはずだ。

真実は別にあったのだ、と考えないわけには行かない。 私は、日本史の真実を
暴こうとしてこのように書いている。 事実 （ファクツ） を明らかにすること。 それ
が真の言論であり、本当の学問 （サイエンス） だからである。 あのときの戦後政
治の負の部分が現在の日本国を襲っている。

その後 “保守本流” を僭称 （せんしょう）し、吉田学校・宏池会の首相閥を築いた
人々は、自民党内でハト派路線を継承し 「護憲」 を唱えている。 国際的安全保障
（軍事）問題に対しても、 「カネ （資金）は出すけどヒトは出さない」 という孤立政策
を取りつづけた。 この国家方針も、91 年 1 月の湾岸戦争を境に、国際社会から
失笑を買った。
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戦後政治の代償（1/2）

■ 「空気」 を変える

【筑紫】 マッカーサーが日本の戦後の統治について自分で豪語して、「世界の歴史
の中で最も成功した占領だ」 といったというんです。 いわれたこちらとしても 「しよ
うがないな」 と思ったのは、彼らは日本を統治するときに、直接統治にするかどう

か悩むんですが、結局、天皇制や官僚機構を事実上温存させて間接統治を選び
ました。

なぜかといえば、軍国主義や天皇制で凝り固まっている多くの人々を民主化して
無力化するために直接統治をやろうとすると、ものすごいエネルギーが必要だし、
おそらく武力衝突も避けられない。 そこで彼らは、間接統治でいくと決断したわけ
です。 そしてその選択は、ご存じのとおり大成功だったわけです。

マッカーサーが解任されて日本を離れるときには、羽田空港までの沿道に泣く人
やら旗振った人やらがあふれたわけです。 まるで自分たちを支えてくれる神様が
いなくなるみたいにね。 ついこの間まで 「鬼畜米英」 といっていた日本人をそうい
う気分にさせたほど見事に成功したわけです。

■政治家は役人の独走を止められない

【筑紫】 デモクラシーの下では、彼ら官僚は公僕なんですね。 彼らに判断や決定

まで背負わせているのはおかしくて、本来は政治家の仕事なんです。 だから官僚
がこれだけ肥大しているというのは、逆にいうと、上に乗っかっている政治家がい
かに無能であるかということの表れでもあるんですね。

ピカイチ生活経営塾 2021

『他人の問題自分の問題』 （1996.09.25 筑紫哲也、C・W・ニコル、宮本政於）より



- 23 -

戦後政治の代償（2/2）

【宮本】 本当に 「自分は公僕だ」 と思っている人はほとんどいないんじゃないでしょ

うか。 役人同士だと国民は一段下の存在だという本音が出てくる。 「俺たちがい
るから国民は安定した生活ができているんだ」 と思っている。

このような意識は、入省するとすぐ上司たちからたたき込まれます。 「俺たち優
秀な人材が日本を背負っていくんだ」 という自負を植えつけられます。

日本は民主主義国家ではなく、官僚独裁国家みたいなものです。 しかも日本を
支配している官僚は共産主義的な価値観を贔屓 （ひいき）にしている。

よく外国の知人と話をしていて、日本にはいったいどのような主義主張が基本に
あるのか、といった議論になることがあります。 そのとき、「日本的デモクラシー」
という言葉が出てきます。 そこで私は 「ちょっと待ってください」 と注意することに
しています。 そして、

「『日本的デモクラシー』 というと、いかにも民主主義国家だという印象を持って日

本を見ているんですね？ でも、それは幻想にすぎないんです。 デモクラシーを
全体主義と入れ替えてみてください。 『日本的全体主義』 となるでしょう。 これが
日本の現実なんです。

日本では本当は三権は分立されていない。 ムラという組織体の中に入れば表
現の自由はほとんどない。 個人の権利は集団の掟に従って初めて認められる。
デモクラシーの基本に立ち返って日本社会を子細に見てみると、日本のデモクラ
シーがいかにまやかしかがわかりますよ」
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民主主義 VS 官僚制度（1/5）

【佐高】 5 月 31 日、菅直人厚生大臣は薬害エイズ問題をめぐって、厚生官僚の処

分を発表しましたね。 そこには、事務次官をはじめとする幹部たちが、製薬企業
には 「天下り」 しないという自粛も盛り込まれていた。

ところが、記者に配られた資料には、その期間について 「当面」の 2 文字があっ
たのに、大臣である菅の資料にはなぜかなかった。

「当面とはいつまでを言うのか」 という記者の質問を受けて、菅は初めて気がつ

いた。 言ってみれば官僚にコケにされたわけだから、実に不愉快だったろうけど、
彼は 「この方針は永久という意味だ」 と毅然として答えていた。

それにしても、厚生官僚はせこいまねをするね。 2 種類の書類を用意して、記者

会見を切り抜ければ、いずれほとぼりが冷めて、また天下りができると計算してい
る。

【宮本】 まあ、官僚のメンタリティーからすれば、あのような小細工は当たり前です。

なにしろ彼らからすれば、厚生省というムラの調和を保つことが第一ですから、「当
面」の 2 文字が挿入されても、僕はちっとも不思議だと思わない。

菅大臣は今回のエイズ事件をきっかけに、天下りという官僚システムの基本にメ
スを入れようと試みたわけですが、官僚たちはシステムを変化させないことを最大
の目的にしていますから、「当面」 という言葉を入れることにより、なりふりかまわず
組織の維持を図ったわけです。
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民主主義 VS 官僚制度（2/5）

官僚たちには、自分たちの既得権益さえ守れれば、国民の代表である大臣の命
令に背いてもかまわない、その思いのあることが今回の件ではっきりしましたね。

郡司ファイルというのは、厚生省が非加熱製剤の危険性を認識していたことを裏
付ける個人的なファイルです。 厚生省があの資料を隠してきたのは、出したら最
後、ムラの調和が保てなくなり、ムラの組織形態にまで影響しかねないと計算した
からです。

そこに菅さんが大臣としてやってきて、省内に 「エイズ問題調査プロジェクトチー
ム」 を作ってしまった。 すると間もなく、ないはずのファイルが次々と出てきた。

国民は菅さんに拍手を送っていますが、僕が厚生省の知り合いから聞いた話で
は、菅さんはものすごく評判が悪い。 「ムラの調和を乱したけしからんやつ。 とん
でもないやつが大臣になった」 と見られているんです。

（中略）

【宮本】 5 月 31 日の処分を見ると、いかに処分そのものが形式主義にのっとって

いるかがよく見えてきます。 お役所は形式主義で動いているから、当然といえば
当然なのですが、国民を愚弄した内容だと言えますね。

結局、官僚については多田宏事務次官以下、14 人が減給、訓告、文書による厳
重注意を受けただけです。 その理由も 「行政の対応の遅れでエイズ被害が拡大
した」 「資料が長年公表されず、国民の不信を招いた」 です。
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民主主義 VS 官僚制度（3/5）

ところが、薬害エイズでは 2,000 人以上の血友病患者が感染して、すでに 400 人

以上が亡くなっています。 さらに、非加熱製剤は未熟児で生まれた新生児の治療
にも使われている。 この子どもたちは今 10 歳ぐらいになっていて、HIV の抗体検
査で陽性が確認された例も出ています。

これだけの重大事件を起こしたわけですから、もう少しドラスティックな処分内容
が出てきても不思議ではありません。 とくに組織の体質が今回の悲劇を招いたわ
けですから、トップは辞めて当然です。

今度の処分なんて役人にとっては蚊に刺されたようなもので、まるで人ごとみた
いなものですよ。 感染した人たちは、怒りの向けどころがなく悔しくてたまらないで
しょう。

【佐高】 ゼネコン汚職、佐川急便事件、東芝機械のココム違反事件、あるいは一連

の銀行スキャンダルを見てもわかるように、民間企業からは全部いけにえが出て
いるわけです。 ところが、官庁からは出ない。

例えば銀行スキャンダルの場合、当時の橋本大蔵大臣が責任をとって辞任しま
したね。 でも、大蔵官僚はみんな匿名になって名前が出てこない。 この件では
「こいつとこいつが悪い」 と特定できない。 住専問題の国会での参考人質疑を聞
いていても、官僚たちには全部逃げられた。 なめられているんです。

【宮本】 そうだと思います。 大臣は黙っていればいずれ通りすぎるお客様ですか
ら。
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民主主義 VS 官僚制度（4/5）

（中略）

【佐高】 でも、ムラの外にいる人はどうですか。 薬害エイズの問題で、厚生省はム
ラの外、つまり国民である患者やその家族たちに強烈なツケを回したわけです。

非加熱製剤の危険性が指摘された 83 年当時、例えば郡司なり、渦中にあった

官僚がムラの掟にとらわれずに自分の信念を貫いていたとしたらどうなったか。
ムラの調和を乱したかどで責められ傷ついたかもしれない。 でも、それで大勢の
患者を死なせずにすんだかもしれないわけです。

エイズ研究班が発足した 83 年当時、薬務局長だった代議士の持永和見も、薬害
エイズの被害者に責任を追及されたとき、 「郡司氏がもっとエイズ対策を主張して
いれば、こういことにならなかった」 と弁解していますからね。 まあ、これはどっち
もどっちですが。

【宮本】 僕がアメリカにいた 1982、83 年ころですが、医者仲間はみんなエイズの怖
さを知っていました。 そして 84、85 年になって日本でもエイズに対する様々な情

報がどんどん入ってきた。 厚生省もワシントンに大使館付専門職員を派遣してい
ますから、当然アメリカの情報は十分に把握しているはずです。

だからエイズに関する情報は郡司さんの元にも届いていたと思って間違いないで
しょう。 それらに目を通せば、非加熱製剤が危険なことは十分判断できたわけで
す。 しかも、アメリカのバクスター社では非加熱製剤の回収までしています。
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民主主義 VS 官僚制度（5/5）

当時、郡司さんは非加熱製剤の輸入を禁止し、加熱製剤を緊急輸入する決断が
できるポストにいましたね。 もはや反対があろうが横ヤリが入ろうが、そのまま自
分の考えを貫けばよかったのです。

でも、結局、彼はムラの調和を選んでしまった。 これはムラの論理の特徴です
が、ムラの調和のためには、ムラの外の人たちは犠牲になってもかまわない、とい
う身勝手な発想がありますね。

【佐高】 患者たちは視野に入っていなかったわけね。 それは住専問題の構図と全
く同じですよ。

バブル崩壊で住専 7 社が大量の不良債権を抱えて経営が劣悪になったとき、大

蔵省の銀行局長は、なぜ農水省の経済局長と覚書を交わしてまで住専を守ろうと
したのか。 ムラの中からけが人が出るのを防ぐためですよ。

「税金の投入を決めたのは、金融システムを維持するためだ」 とかなんとか言っ

ているけれど、ホンネのところでは、国民にどういう形でツケが回っていくかなんて
関係ないんだね。

視線は内側に向いていて、ムラの外には背中を向けている。 だから、国民の側
からは官僚の顔は見えないし、においもなければ味もしない。 これが官僚の姿勢
の特質ですね。
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【まとめ】いま私たちが抱える課題

ピカイチ生活経営塾 2021

資本制社会の限界

官僚主義の先へ

世界共通の課題 日本独特の課題

資本主義の先へ

「銀行家」 が
「お金」 で
「労働者」 を
支配する

「官僚」が
「権力」 で
「国民」 を
支配する

「贈与者」 を
「経済」から
排除する

「個」 を
「ムラ」 から
排除する

どうやって どうやって

官僚制社会の限界


