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会場いっぱいの 150 人が参加 

今回の講演会は、俵義文さんの「日本会議の全貌」(９月 29 日)につづく第２弾でした。 

安倍内閣の８割が所属している「日本会議」とは何か、彼らはどんな社会をめざそうと

しているのか。彼らが『日本国憲法』を憎む理由が深く解明されました。 

 

  

 

 

第 39 回 メディアを考えるつどい 

2016 年 12 月 18 日 あすてっぷ ＫＯＢＥ 
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  戦前回帰への情念   お話 山崎雅弘さん （要約 文責・事務局）  

安倍政権と日本会議はなぜ 

          「日本国憲法」を敵視するのか 
なぜ、日本会議について 

発言するようになったか 

 ご紹介にあずかりました山崎です。私は戦史研究を

している者ですが、どうして

安倍政権とか日本会議問題

に発言するようになったか、

僕には太平洋戦争中、日本軍

がいかに人命を軽視したか

ということがずっと謎だっ

たのです。それが今の日本会

議につながるような過去の

政治思想をたどっていくことで、多少謎が解けたよう

な考えを持っていますので、そういうつながりで読み

解こうと考えております。（拍手） 

本日のお話の第一部では、「日本会議とは何か」の簡

単な説明。2 番目以降は、安倍政権下で戦前と同じ、

時代錯誤のような言葉が、堂々と政治家の口から国会

で語られるようになってきています。その言葉が今頃、

どうして出てくるのか、その言葉がどういう意味を持

っているのか、戦前的価値観と関連させて、日本会議

が語る思想・価値観に光を当てていこうと思います。 

日本会議の組織についての本や情報は出ていますが、

彼らが何を考えているのか、どういう社会をめざして

いるのか、この国をどう作り替えていこうとしている

のか、というところにはあんまり光が当たってないよ

うな気がするのです。そこら辺に光を当てたい。第二

部では、安倍政権下で進んでいる自民党改憲案をベー

スにした改憲運動。安倍政権や日本会議は、戦後の日

本国憲法を否定して口汚くののしったり、憎しみをあ

らわにしているのですが、彼らがなぜあそこまで日本

国憲法を憎むのか、その理由を読み解いていきたいと

思います。それによって、逆に彼らがどんな憲法にし

たがっているのか、何をめざしているのかが見えてく

ると思います。 

（第一部） 
１．日本会議とは何か 

 安倍政権のほとんどが日本会議という異常 
 正式名称は日本会議（にっぽんかいぎ）というそう

です。安倍政権は、所属している国会議員懇談会のほ

とんどが「神道政治連盟」に所属しています。それと

ともに日本会議の国会議員懇談会のメンバーも多い。

一見すると何でもないように見えますが、一国の政府

がこれだけ単一の価値観に凝り固まっている状況は、

恐らく戦後の日本ではないと思うんですね。対照的な

のが例えば、今のカナダのジャスティン・トルドー首

相の政権です。閣僚の半分が女性、そのほか難民とか

少数民族とか、マイノリティを代表するような人も入

っている、いろんな価値観が混ざり合っている。そう

いうことで社会のいろんな問題に的確に対応していこ

うというのがカナダの考え方ですが、日本の場合は全

くそれと正反対です。ということは、社会の流れ、世

界の流れに柔軟に対応できないのではないかという不

安があると思います。     

 日本会議の創設 

理想は戦前の短い間の価値観 
◆日本会議は 1997 年 5 月 30 日創設された。 

「ある種の保守思想を共有する政治運動団体」という

言い方が正しいかと思います。ある種の保守思想とは、

1935 年頃から 45 年頃までの短い間の大日本帝国時代

の価値観、それを理想とすることを保守と自称する考

え方です。なぜこういう言い方をするのか、明治時代

から、1945 年までの大日本帝国憲法下の時代は、今の

日本会議がめざしているような社会がずっと続いてき

たわけではなかった。明治時代や大正時代のある時期

にはデモクラシー的な価値観が高まったり、個人主義

が高まったり、西洋的なものをどんどん吸収して謙虚

な気持ちで学習をしようという時代もあったので、日

本が一番偉いとか、天皇中心の国が有史以来ずっと続

 
山崎雅弘さん 
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いてきたという狭い価値観の考え方は必ずしも大日本

帝国時代の全体を通してあったものではない。僕の見

てきた中では 1935 年の「国体明徴運動」というのがあ

りますが、そのあたり以降に出てきた日本中心主義み

たいなものが、彼らの理想だろうという気がするので

す。 

「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」が

合流して「日本会議」の結成 

—源流は「神社本庁」と旧「成長の家」－ 
「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」という二

つの政治運動団体が合同してできたものが「日本会議」

です。一つは神社本庁で、伊勢神宮を本宗とする宗教

法人です。もう一つは生長の家、これは新宗教の一種

で、谷口雅春という個人が起こ

した宗教。この二つの宗教法人

の特徴は、両方とも政治に強い

関心を持っていたこと。自前の

政治運動団体を抱えて、さまざ

まな政治運動を行っていました。

めざしたことは、敗戦によって GHQ が廃止したもの

を一つずつ元に戻していこうという動きです。そうい

う中で出てきた一つの運動が「日本を守る会」です。

もう一つは「日本を守る国民会議」。この二つの団体は、

どういう価値観を共有してきたかというと、一つは戦

前的な価値観を理想とする考え、もう一つは、当時の

国際的な潮流の中での共産主義に対する恐れですね。

戦後の日本ではそれがあったのです。スターリン時代

のソ連とか中国は、基本的に宗教を弾圧する政策を取

っていて、もし日本も共産主義の力が強まれば宗教団

体が弾圧されるんじゃないかという恐れが、彼らをし

て戦前への回帰を望む右派勢力との共存に向かわせた

という流れがあると思います。そういう事情を考える

と、今の日本会議にそんな宗教団体が加わっている理

由が見えてくると思います。 

神社本庁とは何か 
◆「神社本庁」とは、敗戦翌年の 1946 年 2 月 3 日に

設立された宗教法人です。 

◆戦前・戦中の日本では「国家神道」と呼ばれる宗教

と政治をミックスした政治システムが、政府や軍、国

民の思想と行動を事実上コントロールしていた。 

◆GHQ（占領軍）は国家神道を危険な政治思想と見な

し廃止させた。その決定を不服として戦後も宗教勢力

が何とかして戦前・戦中の国家神道の思想を継承した

いということで、GHQ と交渉しながら三つの宗教法人

「財団法人」「大日本神祇会と皇典研究所」「伊勢神宮

信仰の有力神道組織である神宮奉斎会」が合体してで

きたのが「神社本庁」という組織です。 

 この流れを見ればわかるように、神社本庁は本来、

戦前・戦中的な価値観に戻すことを理想としている組

織です。一応、伊勢神宮を本宗とする平和的な宗教法

人という形にはなっています

が「神社本庁」は宗教法人で

ありながら戦後、活発に政治

運動にかかわってきました。

その一つが「神道政治連盟

（1969 年創設）」です。神社本

庁の考えをダイレクトに国政の世界に反映させる目的

で作られたものです。 

   （旧）成長の家とは（1930 年 3 月創設）      
もう一つは生長の家。谷口雅春というカリスマ的な

人物が開いた宗教です。この人も神社本庁と同じく戦

前・戦中には天皇中心の世界観を持っており、戦争遂

行に協力しました。神社本庁と違うのは、独自の思想

に基づく宇宙観とか生命観、信仰の世界と政治を結び

つけたような思考を持って、いろんな政治団体を作っ

て政治にかかわろうとしていたことです。ただ、今の

生長の家は谷口雅春の教えを「もう継承しません」と

はっきり明言しています。 

日本会議の第一の目的…憲法改正 
めざすものは 6項目あります。（ホームページより） 

１ 「美しい伝統の国がらを明日の日本へ」 

２ 「新しい時代にふさわしい新憲法を」 

３ 国の名誉と公民の命をはぐくむ政治を 

４ 日本の感性をはぐくむ教育の創造を 

５ 国の安全を高め世界への平和貢献を 

６ 共生共栄の心でむすぶ世界との友好を 

 
会場風景 
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「憲法改正」が日本会議の創立以来の一貫した第一の

テーマです。それは設立総会とか年次総会でも常に語

られています。3 番目以降は飾りのようなものです。 

２．安倍政権下で語られ始めた 

「戦前と同じ言葉」 
自民党の安藤裕衆議院議員が「天皇の地位は『日本

書紀』における天壌無窮の神勅に由来するものだ」と

言ったり、三原じゅん子議員が「日本が建国以来、大

切にしてきた価値観、八紘一宇」と発言。長尾たかし

衆議院議員は、天皇の生前退位の報道に対して、「臣民

として重く受け止める報道です」と。「皇紀二千六百何

年」「天壌無窮の神勅」「八紘一宇」「臣民」これらはい

ずれも戦前・戦中の日本で使われた「国体思想」の言

葉でした。「国体思想」とは、「国家神道体制」の中で

の政治思想のことです。 

3．戦前的価値観の肯定と 

戦後的価値観の否定 
安倍政権・日本会議の一貫しているテーマは、戦前

的価値観の肯定と戦後的価値観の否定です。日本会議

の論客が口にする「あるべき日本の姿」についての言

葉や概念は、戦前・戦中に刊行されたいろんな本に根

源を見い出せます。  

文部省教材文部省教材文部省教材文部省教材「国体の本義」と「臣民の道」の記述 

   （1937年 5月刊行）（1941年 7月刊行） 

文部省刊行の二冊の本『国体の本義』と『臣民の道』

に「国体思想」とは何か、その根源を見出せます。 

『国体の本義』は 37 年 5 月刊行、その 2 カ月後に日

中戦争が始まった。 

『臣民の道』は 41 年 7 月刊行。真珠湾攻撃はその 5

カ月後の 12 月。二冊とも戦争が起きる直前に発行され

ています。とくに『臣民の道』は外交関係が悪化し始

めた頃に出されたもので、戦争への心構えを国民に植

えつけたいという意図で出された側面もあったと思い

ます。学校で思想教育のために使われたものです。 

  『国体の本義』に示された国体とは 
「国体」という言葉は、1935 年から 45 年の日本では、

あらゆるところで使われていた言葉です。終戦直前に

も「国体護持」が重要なキーワードになりました。 

◆「国体」とは崇高な天皇を中心とする万邦無比（世

界に類を見ない）の国家体制や国がら、国の特質など

を表す言葉です。いわば、日本という国の独特なキャ

ラクターを表すキーワードとして用いられた。『国体の

本義』に示された「国体」とは、「日本国は万世一系の

天皇が神のお告げに基いて永遠に統治するという国である。

国民は一大家族国家として心一つにして、天皇の教えを忠

実に尽くしていくことは国体の精華である。これは永遠に変

わらないものだ」という。そういう極端な発想は、大正時

代には一般国民レベルではなかったのです。 

国体思想でよく使われる主なキーワード 
◆「万邦無比」（日本はすごい国で誇るべき優れた国。

日本は特別な国であって、ほかの国とそもそも比べる

こと自体が間違いだという考え方） 

◆日本精神（古来より存在する日本独特の精神）明治

時代に作られた日本優位の価値観 

◆「万世一系」（天皇の家系は神武天皇の建国以来一本

の家系で天皇が国を治める） 

歴史学の分野では、神武天皇は実在したかどうか怪

しいというのが定説です。最初の 9 代までの天皇は当

時の権力者が何かしらの意図を持って天皇の権威を高

めるためにつけ足したものではないかという実証的な

研究が昔からありますが、少なくとも「国体思想」で

は一切排除しています。 

◆「臣民」（国民は皆、天皇に仕える身である） 

◆「八紘一宇」（日本が東南アジアへ侵攻するときに大

義名分として使った言葉。世界は一つの屋根の下に住

む家族であるとの考え）屋根とは天皇。 

そういう考えが国体思想の重要なキーワードです。 

４．戦前的価値観＝ 

「国家神道」と「国体思想」 

「神道」と「国家神道」のちがい 
「国家神道」の説明で重要なのが、「神道」と「国家

神道」の違いです。 

◆「神道」とは普通の信仰です。神様に手を合わせて

拝む行為。神社とか山とか、木とか、ご神木とか、こ

こに神が宿っているというものに対して手を合わせて

拝む行為が信仰です。 
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◆「国家神道」とは何か、明治時代に国の政治制度と

して導入された概念で、神社神道＝神社に祀られる神

様を拝む形式です。これを中心に、天皇を神の子孫と

考える建国神話（神武天皇の話）を国家体制の基礎と

位置づけ、社会構造のピラミッドの頂点に君臨する天

皇とその先祖を現人神（人間の形をして現れた神）と

して拝むというのが制度の中核であった。あくまで天

皇を中心として国民も存在するという考えで、宗教と

いうよりも「政治思想」だったのです。 

なぜ政治思想と言えるのか 
なぜ政治思想と言えるか、「神道」の信仰の場合は、

拒絶する自由があるが、当時の「国家神道」にはそれ

がなかった。天皇を中心とした価値観を拒絶すること

は戦前・戦中の日本では不可能でした。大日本帝国時

代の日本では「国家神道」は信仰であったのと同時に、

生き方やものの考え方、社会における正しい振る舞い

方、国の捉え方など、あらゆる価値の判断基準を指し

示す政治的な指針と枠組みでした。これは、一人ひと

りが自由な価値観を持つことができなかったというこ

とです。 

◆「国家神道」とは、天皇中心の政治思想を国民に植

えつけ、その政治行動に国民を従わせるための宗教的

政治概念として機能した。 

◆「神道」と「国家神道」は、言葉は似ているが、構

図としては後者が前者を政治的に利用する関係にあっ

た。具体的には、日本全国の神社に対し、国家神道の

価値観を国民に広める役割を果たさせました。戦争中

の神社では戦争に行く兵士の出征のイベントが行われ

るなど国家神道的な天皇崇拝の行事が一般的に行なわ

れました。この「国家神道」の政治システムにおいて

思想的な基盤となっていたのが「国体」思想でした。 

戦後の神社では、政治とは距離を置いて純粋な信仰

の場所になっていますが、最近、神社で「改憲」の署

名集めがなされる動きが出てきています。  

 「国体」とは…『我が国家と神道』の解説 

日本会議のホームページにも同じ言葉 

◆国体思想の考え方については『我が国体と神道』

（1939 年 2 月出版）に解説があります。 

◆「国体とは国がらである。国がらとは、この国の特有

なる本質の表現した姿である。わが日本国家の国体（く

にがら）は、皇室の本質すなわちわが国家組織の根本た

る天壌無窮の皇運の表現したものである」と。わかりや

すく説明すると、「国体というのは日本はこうあるべき

という理想像である」と。日本のあるべき姿は「永遠

に変わらない天皇中心の国家体制である」と説明して

います。この「国柄」は日本会議のめざすもので公式

ホームページに出ています。最初に「美しい伝統の国

柄を明日の日本へ」と。この時点で戦前・戦中と同じ

言葉づかいをしています。「国柄」という言葉は日本会

議が中心となって作った産経新聞の改憲草案の中でも

出てきます。 

５．天皇中心の神の国、 

個人主義の否定 

『国体の本義』に記された天皇絶対の思想 
『国体の本義』には天皇絶対の思想が記されていま

す。「わが国は、天照大神のご子孫であらせられる天皇

を中心として成り立っており、われらの祖先およびわれら

は、その生命と活動の源を常に天皇に仰ぎ奉るのであ

る」「それゆえに天皇に奉仕し、天皇の大御心を奉体する

ことは、われらの歴史的生命を今に生かすゆえんであり、

ここに国民すべての道徳の根源がある」「天皇と臣民と

の関係は、もとより権力服従の人為的関係ではなく、ま

た封建道徳における主従の関係のごときものでもない。

それは分を全うして本源を顕すのである」と書いてあり

ます。これは政治思想というよりもほとんど宗教の領

域に入っていると思います。 

国体思想はなぜ個人主義を否定するのか 
何でこういうことが書かれているかというと、こう

いう疑問を抱く人が当時、既にいたからだと思います。

「天皇と国民の関係は権力服従の関係じゃないのか」

という疑問は自然な思考で沸

き上がってくるんですが、「そ

うではないんだ」ということを

わざわざ打ち消す必要があっ

て書かれたのだと思います。 
 

山崎雅弘著『日本会議 

戦前回帰への情念』 
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国体思想の本は戦前・戦中、たくさん

出ましたが、すべてに共通するのは個

人主義を否定するものです。なぜそう

か。行動原理が個人個人でばらばらに

なってしまうと、天皇を中心とする国

という、ある種のフィクションが成立

しなくなってしまうのです。それゆえ、あらゆる言葉

を並べて個人主義というのは、いかによくないもので

あるのかということが、この時代の本を見るとたくさ

ん書かれています。 

「臣民の道」に示された天皇絶対の思想 
『臣民の道』に記された天皇絶対の思想、これは真

珠湾攻撃の前なので、よりいっそう国民に対する国へ

の奉仕を強めた内容になっています。「皇国臣民は、国

体の本義に徹することが第一の要件である。人は孤立し

た個人でもなければ、普遍的な世界人でもなく、まさし

く具体的な歴史人であり、国民である。」「人であること

は、日本人であることであり、日本人であることは、皇国

の道にのっとり臣民の道を行くことである。われらは、国

体に基づく確固たる信念に生きることに於いて皇国臣

民たり得る」と。この文章を一読すれば、完全に価値観

とか理想の生き方を一本化しています。日本国民は国

体の本義に徹する、つまり天皇中心の国のために奉仕

するのが第一の要件であると。後半の「私生活は国家に

関係なく、自己の自由に属する部面であると見なし、私

欲をほしいままにするようなことは、許されないのであ

る。一椀の食、一着の衣といえども、単なる自己のみのも

のではなく、また遊ぶ暇、眠る間といえども、国を離れた

私はなく、すべて国との繋がりにある」と。「かくて我等

は、私生活の間にも天皇に帰一し、国家に奉仕するとい

う理念を忘れてはならない」。国民が持つ財産や時間、

あらゆるものは天皇に奉仕することに使いなさい、そ

れが国民のあるべき姿ですと。今の価値観とはかけ離

れた、今風の言葉でいうと、ほとんどブラック国家み

たいなかたちだったと思うんですね。 

 個人主義否定の言いわけ、ロジック 
ただ、個人主義を否定するだけではさすがに説得力

がないと思われたのか、もっともらし

いことを書いています。「そもそもわが

国に輸入せられた西洋思想は、主とし

て十八世紀以降の啓蒙思想であり、あ

るいはその延長としての思想である。

これらの思想の根底をなす世界観・人

生観は、歴史的考察を欠いた合理主義であり、実証主義

であり、一面において個人に至高の価値を認め、個人の

自由と平等とを主張すると共に、他面において国家や民

族を超越した抽象的な世界観を尊重するものである」と。

「わが君臣の関係は、決して君主と人民が相対立するよ

うな浅い平面的関係ではなく、この対立を無くした根本

より発し、その根本を失わないところの没我帰一（私心

を捨てて社会のために献身するという意味）それは個

人主義的な考え方では決して理解することのできない

ものである」と。わかりやすく言うと、「西洋はまだ社

会があんまり進んでないから、王様と人民の対立のよ

うなことはあるけれども、日本はそれを超越して、さ

らに進んだ国であって、そういう対立は日本にはそも

そも存在しないのだと。だから個人主義的な考え方は

日本の国体思想よりも劣っているのだ」というロジッ

クです。  

 国体思想の定説となった「個人主義の否定」 
「国体明徴と日本教育の使命」（1936 年 10 月出版） 
個人主義の否定については、 

◆『国体明徴と日本教育の使命』という本（明治大学

教授、池岡直孝著）の一節があります。「従来、公民科

における社会生活の取り扱いは、西洋の個人主義的な社

会観に堕することが少なくなかった。すなわち、まず個

人があり、それが共同の生活を営むところに社会があり、

社会の発達形式が国家であると説き、個人は社会国家

の絶対単位であり、社会生活の理想は共存共栄であると

説く。そうであれば、共存共栄というのも、正義とか公平

とか平等というような、西洋の個人主義の考え方に基づ

く感がある。けれども、わが日本においては、個人が集ま

って社会を作るというようなものではなく、皇室を中心

として血族の愛の一体生活そのものが社会であって、し

 
山崎雅弘さん 
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かもそうした血族社会そのものが国家なのである」と。

「日本の社会の本質は、西洋のそれとは大いに異なるも

のがある。絶対単位としての個人の結合が社会であり、

その共存共栄が社会生活の理想なりというような、西洋

流の個人主義思想を次代の国民に与えるということは、

日本精神を破壊するものである」と。これが果たして正

しいかは歴史が証明していると思います。1945 年に日

本は戦争に負けて、そのあとにできた戦後の民主的な

価値観は、日本国憲法で象徴されていますが、「個人主

義に価値を置く、一人ひとりが自由な考えを持って行動

できる」という考えを良しとするものです。その結果は、

史上空前の平和と繁栄を約 70 年築くことができたの

です。国体思想というのは書いてあることだけを読む

ともっともらしいんですが、歴史的事実と照らし合わ

せると完全に逆だったのです。 

国体思想は日本を破滅に導いた 

この時代のわずか 10 年ほどで日本を破滅の道に導

いていったわけです。1945 年 8 月までに何が起こった

か、まず、たくさんの日本人が死にました。東南アジ

アでも、たくさん死にました。その合計は 2000万人ぐ

らいと言われています。また、日本は主権を失いまし

た。日本が外国に征服されて主権を失ったのは歴史上

その一度だけです。 

天皇制廃止の危機も 

さらに、この人たちがあがめた天皇に関しては、長

い天皇の歴史の中で唯一、天皇が存続の危機に瀕した。

それは外国によって廃止させられるかもわからないと

いうことになって、昭和天皇は、今までの天皇の誰も

経験したことがない敗者として、勝者である征服者の

マッカーサーのところに出かけていくという経験もさ

せられた。恐らく天皇は内心では恐怖とか屈辱を考え

たと思います。天皇をそういう目に遭わせたのが当時

の国家体制だったというのが歴史的な事実です。それ

を考えると、彼らの言っているきれいな主観的な言葉

は、本当に国のためになったかというと、全く正反対

だと思うんです。むしろ、彼らが否定するような社会

に戦後はなったことで日本が繁栄した。それを認めた

くないというのが、日本会議の人たちの考えだと思い

ます。だから、彼らは何かにつけて戦後の日本はだめ

だと言いますが、なぜ彼らがそういう言い方をするか

は、大筋としてこういう思想的な背景があったからで

す。 

 

第一部の質問 

男性 A 

天皇の生前退位について、政府が生前退位に反対す

る動きのように思うんですけど、学者のメンバーを見

たら政府の肝いりで、政府と一体になっている感じが

大体わかるんですが、どんな状況なんでしょうか？ 

 

山崎 日本会議の論客が生前退位について語ってい

るのを見ると、伝統という言葉をよく使うんですが、

彼らの言う伝統とは天皇が立証されている第 10 代の

天皇から今までの流れで

はなくて、明治時代に提議

された皇室典範に基づく

ものです。明治時代に何で

明治天皇が持ち上げられたかというと、少数の薩長の

二藩が日本の支配権を握ることに対する疑問の声を心

配していたと思うのです。それで明治政府をどうやっ

て正当化するかということで、伊藤博文や当時の人が

考えたのは、西洋の立憲君主国のように天皇を君主と

してまつりあげて近代的な国家としての体裁を整えよ

うと、その過程でなされたのが天皇の神格化であり、

それ以前の歴史の再定義だったと思うんです。その過

程で出てきた政治的な考えを日本会議の人たちは伝統

と呼ぶのですが、ただ、生前退位は、天皇が生きてお

られる中での譲位で、過去の歴史の中では頻繁に起こ

ったことです。今上天皇も親しい友人に「そういうこ

とは今までもあったことだから何も驚くことはないん 
司会 野上明美さん 
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だよ」と赤裸々に語られているわけです。それが本物

の歴史だと思うんですね。彼らを見ていると戦前・戦

中の狭い期間に限定しているな、それを絶対視してい

るという感じがします。 

女性 A  安倍さんはよく美しい国とおっしゃいます。

安倍さんのいう「美しい国」というのはどういうこと

をおっしゃっているんでしょうか。 

山崎 安倍さんの内心はご本人しかわからないんです

が、ただ、日本会議が語る言葉を見ていくと、戦前・

戦中の日本で天皇を中心とする国家が理想的な姿だと

言っていると思うんです。「美しい国」と言いつつも、

常に「美しい」の定義は明確にはしないのです。政治

的に人の心を誘導しようという意図がそこに込められ

ていると思うんですよ。2012 年に第 2次安倍政権が発

足したあと、日本が美しい国になったかといえば全く

逆だと思うんです。差別や偏見が社会の表に堂々と出

てくるようになって、NHK の籾井会長の話がさっきあ

りましたけど、恫喝とか見せしめというものが出てき

た。安倍氏の周りにいる評論家の言葉遣いを見ても、

ものすごく汚い気がするんですね。その典型的なもの

が百田尚樹氏だと思います。汚い言葉で相手をねじ伏

せるようなことを言う。「美しい」という言葉を掲げる

ことによって逆にそういう醜さを隠しているのかなと

いう気もするんです。それは「愛国」という概念につ

いても同じで、愛国という言葉が第 2 次安倍政権にな

って盛んに使われ、社会の表に出てきましたが、第 2

次安倍政権がやった政策は、むしろ逆だと思うんです

ね。日本の資産とか土地を外国に差し出すような政策

が増えていると思うのです。自衛隊の海外派遣もそう

いう流れの一貫だと思うのですが、言葉と実際の起こ

っていることが正反対のときに、わざとそういう逆の

言葉を使うことによって実態をごまかそうという意図

があるのかなという気もするんです。 

男性 B  日本会議は、国体の中心は天皇ということ

だが、今の天皇はこういう国体の思想と決別しようと

しているような印象を受ける。昭和天皇はその当事者

だが、どういう考えだったのかを教えてほしい。 

 

山崎 昭和天皇については、かなり複雑な要素があ

ったと思う。戦後はもちろん国体思想は肯定はしなか

ったが、戦前・戦中の段階で、側近に対しては「自分

を現人神みたいなかたちで扱われるのは迷惑だ」とい

うことを漏らしているのです。既に 1930 年代から軍や

政治家や、取り巻きが自分を担ぎ上げて何かよからぬ

ことに利用しているという苛立ちは持っていたような

感じですね。ただ、優柔不断なところがあったので、

例えば、陸軍の人間が自分にウソの報告をした時はき

つく叱るんですが、その軍事行動がある程度成果が出

てしまうと、「よくやった」と認めてしまうんですね。

結局、天皇は当時の国体思想を疑問には思いつつも否

定はできなかったというのが実態だと思う。今の天皇

に関しては、明確に行動と思想が一致しているという

感じがしますね。それは先日のメッセージでも、いき

なり冒頭で「個人として」と言われたんですね。あれ

は個人主義というのを認めていると。「象徴」という言

葉を繰り返し使うということは、「自分はもう戦前・戦

中のような国体思想の天皇にはなりません」という明

確な宣言だと思うんですね。 

男性 C  昨日もマスコミでやっていたんですが、日

本は世界一すごいんだ、技術的にも食べ物も、という

報道が多くなっていると思うが、世界に冠たる日本、

そういう思想的な圧力とか方向性があるんでしょうか。 

山崎 圧力があるというよりも、国民の側にそういう

のを受け入れる余地が今、また出てきていると思うの

です。1930 年代、35 年前後からそういうのが沸き上

がったのですが、その頃の状態は、満州事変のあと、

国際社会の中での日本の地位が悪くなり国際連盟から

脱退をさせられる事態になったのです。そのとき日本

人はかなり自信を喪失したり、進む進路を見失ったよ

うな部分があったと思うんですよ。当時は 1920 年代か

らの不況がまだ続いて、特に東北で飢饉があったりし

て、経済的にもうまくいってなかった。今まで西洋の

仲間入りをめざしてやってきたのが、欧米の列強とけ

んかして、日本だけが孤立するようになってしまった。
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ロシアで革命が起きたあとなので、革命思想も入って

きた。その中で、「日本は外国を基本にする必要はない

んだよ、天皇というものがあるじゃないか」「昔からあ

る天皇を中心とした国作りが本来われわれの進むべき

道なんだ」と。内輪でほめあって、「ああ、やっぱり日

本はいいんだ」というふうに、それは根本的に間違っ

た自信の持ち方だと思うんですが、そういうかたちで

盛り上がっていったのが国体思想だと思うのです。こ

れは、ある程度、国民の側にもそういうニーズがあっ

たと思うんですよ。今の日本にもそういうのがあると

いう気がするのですね。３.１１以後の原発

事故のあともそうですし、経済的にも一部

は潤っているけど実感として中小企業とか、

景気なんか全然よくないのがわかるのです。

そういう不満、先行きの目標とか自信が揺

らいでいる人にとっては、そういう話で癒

される部分があると思うのです。そこにつけ込んで、

この先また国家神道的なもの、国体思想的なものが広

がるかもわからない。その部分に関しては今から警戒、

注意しておく必要があると思うのです。 

女性 B 女性には子どもを産む性があるのに、どうし

て戦争とか、そういうことにかかわり防衛大臣にまで

なるのか。それは教育でそうなったのか、家系がそう

なのか、どうなのでしょう。 

 

山崎 家系というのも一つ重要な要素ではあると思

う。今、日本会議や自民党の戦前回帰的な動きをして

いる政治家の中には安倍首相以外にも。おじいさんが

戦争中に重要な役割を果たしていたという人が、何人

もいるので、それもあると思うんですが、ただ、僕は

恐らく稲田防衛相にしても高市総務相にしても、女性

という意識自体がもうないんだと思う。（会場 笑） 

自分も 1 人の臣民みたいな感じになってしまってい

て、戦前・戦中の場合は男性・女性の役割が明確に分

かれていて、その役割の中で尽くしなさいという教え

だったんです。恐らく彼女らはそこで尽くすことが自

分の本分であるという考えになっているんじゃないか

という気がします。 

女性 B どこでそうなるんですか。例えば私のように

普通に生きてきて、何かのきっかけがあってそうな

る？  （会場 笑） 

山崎 はい？（会場 笑）  

それはそれぞれの個人史をひもとかないとわからな

いと思いますが、恐らく彼女らは男女差別を全然問題

視してないんです、本当であれば数少ない女性閣僚な

ので男女平等ランキングを見て、日本が 100位以下と

いうのは問題だ、屈辱だと率先して何とかしょうとい

う動きをしないといけないのに、一向

にそうならない。高市さんは、昔はも

うちょっとリベラルな人だったんじゃ

ないかという気もするんですよ。久米

宏の『ニュースステーション』とかに

時々出ていたのを見ると、今とは違う、わりと普通の

国民感覚を持った人なのかなと思っていたので、何を

きっかけにああなったのかは、僕も知りたいところで

す。何か根本的なところで価値観の転換があったんだ

ろうと思うんですね。 

稲田防衛相の家庭は、生長の家の信徒だったそうで、

稲田朋美さん自身もかなり影響は受けていたみたいで

す。実際、彼女が語る言葉は、国家神道とか戦前回帰

というよりも、ある種オカルト的な要素が入っている

部分があります。そこのオカルト的なところが、昔の

「生長の家」のある種の特徴ということも言えると思

うんですが、彼女の場合は家庭的な事情もあったんだ

ろうと思います。 

男性 D  資本主義の中で人の立場というのは、やっ

ぱり個人主義が必要だと思うんですね。今日のような

グローバルな経済の中で、財界はこの考えでは具合悪

いんじゃないかと思うんですが、どのように考えてい

るんでしょうか。 

山崎 おっしゃるとおりで、僕も大きな疑問を抱いて

いるのが、財界が何でこういう安倍政権の戦前回帰的

な動きを支持するのかということです。戦前回帰の発

山崎雅弘さん 
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想は、主観の割合が大きくなっている状態だと思うん

ですよ、こう思う、こうしたいというふうな。本来、

経営者やビジネスをやる人間、科学者たちは客観的な

視点を持たないと、バランスが崩れて会社が傾いたり、

実験がうまくいかなかったりするはずです。経営者に

とっては、精神主義が過剰に肥大するような状況は、

長期的に見ればほとんど自殺行為みたいに思えるので

す。僕もなぜ彼らがそれに対して危機感を抱かないの

かが大きな疑問です。少なくとも今、財界トップがあ

まりにも安倍首相と緊密である。ツイッタ－では「ま

き餌」という言い方をするのですが、安倍首相は味方

につけたい相手に餌をまきまくっていると思うんです。

それは企業、財界、官僚、に対して。企業には円安誘

導政策とか、株高政策とか、そういう部分で当面の利

益はいけるから、とりあえずは様子見をしているのか

なという気はするんです。ただ、長期的に見るとかな

り危ない状況とは思いますね。 

 

 

（第二部） 
６．戦後の日本国憲法＝ 

戦前回帰を防ぐ「封印」 
日本国憲法に秘められた封印効果 

◆敗戦 2 年後の 1947 年に施行された日本国憲法の条文を

読むと、戦前のような国家神道体制が再び日本で息を吹

き返さないようにする「封印」という解釈も成り立ちま

す。  

◆例えば「第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国

民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本

国民の総意に基づく」の効果は戦前のような天皇の超越

的地位と権限を否定し、国の主権が国民にあることを確

認する条文です。 

◆「第十一条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げ

られない」と「第十三条 すべて国民は個人として尊重

される」、この二つの条文は一人ひとりの国民は基本的

人権を持つ個人として尊重され、天皇や天皇を頂点とす

る国家体制への献身や犠牲を強要されないことの確認で

す。この条文があることによって戦前の価値観には戻れ

ないということになります。 

◆「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵しては

ならない」、これは戦前・戦中の国体思想のような特定

の政治思想を国民が押しつけられないことの確認。 

◆「第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保

障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、また

は政治上の権力を行使してはならない」。これは「一宗

教となった神道の信仰や神道の行事への参加を国民が強

制されず、国も神道の活動を行えないこと」を規定する

条文です。 

◆「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切

の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをして

はならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」

と、「第二十三条 学問の自由は、これを保障する」は

戦前・戦中の国体思想や、それが結果としてこの国にも

たらしたもの、天皇の憲法上の地位などについても国民

が自由かつ批判的に意見を発表できる明確な保障です。 

◆「第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組

織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、また

は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に

対し、これを支出し、またはその利用に供してはならな

い」、これを短くすると、「政府が神道勢力への公金に

よる支出を行えない」こと、戦前・戦中のような国家体

制と宗教の勢力の一体化が起こらないようにする予防策

です。 

◆これらの事実が物語るように日本国憲法は、草案作成

時に GHQ の意向が色濃く反映したのは事実だが、全体と

して見れば「戦後の日本国民が戦前・戦中の国家体制へ

戻らないようにする柵」であるのと同時に、戦前への回

帰を望む政治勢力がそのような事態へと国民を導けない

ようにする「封印」であったともいえる。 

７．「封印」の意図を 

理解していた神社本庁 
安倍政権/日本会議/神社本庁の「日本国憲法」

への憎悪の根源 
◆神社本庁は GHQ の、日本国憲法に込められた「封印」
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の意図を最初から理解していた。『神道指令と戦後の神

道』（1971 年 7 月に創刊 25周年を記念して刊行した本）

の中に本にはっきり書いています。 

◆◆◆◆神社本庁の機関紙「神社新報」―神社本庁の機関紙「神社新報」―神社本庁の機関紙「神社新報」―神社本庁の機関紙「神社新報」―    

「神道指令と戦後の神道」の記述「神道指令と戦後の神道」の記述「神道指令と戦後の神道」の記述「神道指令と戦後の神道」の記述    

『この「神道指令」（1945 年 GHQ 発令）は日本の神社

制度の変革を命じただけでなく、制度とともに日本人の

神道的国民意識そのものを決定的に変質させ、革命する

ことを目的とするものでした。神道指令は世界史上、比

類なき大戦とその戦勝の威力によって強制されたもので

あって、その重圧の力は大きかった。この指令のために

洗脳された日本人の存在は無視しがたい。特にそれは占

領中に変革された大学、マスコミ等の文化機関や国家権

力の中枢を握る政治家、文化人、官僚の間にいちじるし

い』。 

「占脳された日本人」というのは、日本会議がよく使

うワードです。戦前・戦中の価値観を否定する考え方に

同調する人間は「GHQ に洗脳された」という解釈です。

『日本国憲法をはじめ宗教法人法などの諸法令には神道

指令の「効果」を温存すべく周到な用意がなされていた』

と言っています。  

『占領軍は、神道指令ののち、日本国憲法の制定を日

本政府に強制したが、第二十条及び第八十九条「信教自

由、政教分離を柱とする宗教規定を掲げさせた。その条

文には神道の語は一語もないが、この規定によって神道

指令の趣旨が完全に制度化され、国家神道の復活を抑止

できると占領軍が考えていたことは間違いない」と、わ

りと正直に語っているんです。こういうことを「神社新

報」が紙面に書いているということは、神社本庁にとっ

ては「日本国憲法」は、邪魔な存在であって、自分たち

のめざす方向に進むためには取り除かなければならない

ものだという考えです。 

「神政連のあゆみ」（1990年）の驚くべき記述 

同じことは 1990 年に神社本庁の政治組織である神道政

治連盟が刊行した「神政連のあゆみ」に書かれています。

『占領行政は日本という国そのものの性格を従来の日本

とは全く違うものにしてしまおうという強力な政策を相

次いで打ち出すものとなりました。それは政治、経済、

文化、宗教、教育全般にわたって従来の日本、特に明治

維新以来の日本を支えてきたあらゆるものを日本から取

り去って、日本を再び世界中を驚かせたような急速な近

代国家へと発展する背骨を抜き去ってしまおうとしたわ

けです』と。指摘したいのは、この文章が書かれたのは

1990 年です。1990 年といえば日本でバブル経済がほぼピ

ークに達していた頃で、世界の中でも日本が経済的に繁

栄の極みにあった時期です。そういう時期になってもな

お「急速な近代国家への発展する背骨を抜き去ってしま

う」みたいな、現実離れした考えを持ち続けているのは、

自分たちの戻したい社会に戻れるかどうかという基準で

見ている証です。どう考えても、日本国憲法が近代国家

へ発展する背骨を抜き去ってしまうという趣旨ではない

のは明らかです。      

◆櫻井よしこ＋民間憲法臨調・西修の記述 
2015 年 5 月、産経新聞出版から出版された櫻井よしこ

と民間憲法臨調、『日本人のための憲法改正 Q＆A』の冒

頭に収録されている西修（民間憲法臨調副代表）の記述、

『日本国憲法の原案が連合国軍総司令部、GHQ によって作

成されたことはよく知られています。GHQ の対日政策の目

的は日本国を無力化することでした。日本国憲法はそのよ

うな大きな流れの中で制定されました。日本国憲法に日本

の国柄が出ていないのはある意味当然です』と。これが

2015 年ですよ。戦後 70 年で日本は無力化されたのか、発

展から取り残されたのかというと全く逆ですね。もう一

つ注目すべき点は、ここでまた国柄という言葉をわざわ

ざ使うんですが、それは完全に現実離れした言葉です。 

 安倍政権／日本会議／神社本庁は 

  なぜ「日本国憲法」を憎むのか 
◆神社本庁、日本会議、安倍政権は、日本国憲法の条文

に込められた諸原則は、GHQ の占領統治が終了したあと

も先の神道指令の効果を永続的に日本社会へ及ぼし、国

家神道の復活を阻止しようとするアメリカの政治的策謀

であると理解している。 

◆それゆえ日本会議や安倍首相は、日本国憲法に対して

尋常ではない敵意と憎しみを抱き、あるときは「みっと

もない憲法」「いじましい憲法」とけなし、条文をわざ

と曲解して言いがかりをつけて、変える必要があるかの

ようなイメージを作り上げています。   

 日本国憲法への言いがかりの実例 
◆櫻井よしこの講演でのタイトルは「日本人をダメにす
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る憲法」、「日本人の価値観と相容れない憲法」、「嫌

な人間像を生みだした憲法」です。 

◆2015 年 7 月号に掲載された櫻井よしこの講演記事、「自

分より弱った人、困った人がいたら助けてあげましょうとい

う価値観は、東日本大震災で発揮されて、世界中の賞賛を

浴びました。しかし国民の権利及び義務について記した憲

法第三章にはそのような価値観はどこにも書かれていま

せん。それどころか正反対の自分勝手を助長するようなこ

とばかり書いてあるといっても過言ではありません」と。う

っかりするとこれで何となく読み進んでしまうんですが、

完全にこれ前段と後段が矛盾しているんですね。東日本

大震災が起きたのは日本国憲法下時代の日本で起きたこ

とで、櫻井よしこ自身が、「困った人

がいたら助けてあげましょうという価

値観があった」と認めているんですね。

「だから日本国憲法はいい憲法です

ね」という結論にならないとおかしい

んですが、「憲法第三章にはそんな価

値観は書かれていません」という。憲法に書かれてなけ

れば道徳的なこと起こらないのが日本人だとすれば、そ

れはものすごい自虐的な日本人をおとしめるような発想

です。 

櫻井よしこの言葉 
「例えば第三章、国民の権利及び義務は日本国憲法の中

で一番大きい章ですが、そこに書かれているのはあなたに

はこういう権利があるから要求しなさい、あなたにはこう

いう自由があるから楽しみなさいというようなことです。

私は権利と自由ばかりを主張するような嫌な人間には断じ

てなりたくないと思っています。私の家族や友人にもそん

な人間になってほしくありません。皆さんもそうだろうと思

います。であるならばこの第三章はおかしいと思わなけれ

ばならない」と。そもそも憲法の権利規定というのは「権

力がこれを侵してはならないよ」と権力に対する戒め、

制約の文言であって、国民が自由にこれを際限なく行使

してもいいよというものではないですね。知ってか知ら

ずか櫻井よしこはこういう詭弁を言っています。 

三好達会長の主催者挨拶 （2013年 11月 13日）

（憲政記念館で開かれた日本会議全国代表者会議） 
「日本国憲法の前文には、憲法第九条の基調とされる文

言があります。『日本国民は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』とうたわれているのであります。国民の安全と生存の確

保を他国任せにしている。すなわち国家としての究極の任

務をなおざりにしているのであります。私は憲法前文のこ

の文言は降伏文書であると理解しています。皆さんを信頼

してお手向かいはいたしません。だから命だけはお助けく

ださい。平たく読めばそうとしか読めないではありません

か」と。これは平たく読んでもそんなふうには…（会場 

笑）解釈できないと思うんですね。何で降伏文書になる

のかがよくわからないんですが。 

これと同じような解釈を櫻井よしこも言っています。

（『日本の息吹』2015 年 7 月号掲載）「前文を読むと日本

国政府は政府としての責任を放棄しな

さいと言っているかのよう、日本国政府

というのは日本国憲法のことですね。例

えば平和を愛する中華人民共和国の皆

さん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し

てみましょう。日本国民の命、皆さんの命を中華人民共和国

に預けましょうということに賛成する日本国民が果たして

いるでしょうか。このように恐らくほとんどの日本国民がお

かしいと思うようなことがわが国の最高法規に書かれてい

るのです」と。そもそもここに中華人民共和国という文字

を入れる時点でおかしいのであって、意味が全く違いま

すからね。こういう言いがかりをつけています。 

◆憲法前文は日本の個別的自衛権を否定しておらず、国

防の放棄を宣言しておらず、降伏の意思表示に該当する

ものでもありません。 

◆三好達会長や櫻井よしこらは憲法改正という条文を意

図的に曲解して内容をゆがめ、そこに書かれていない意

味を勝手につけ加えてあたかも問題のある憲法であるか

のように聞き手を錯覚、勘違いさせようとしている。恐

らくこういうことは今後も起きるでしょう。 

８． 自民党の改憲草案＝ 

「封印」を一つずつはがす内容 
自民党改憲草案の「封印除去」効果 

自民党の改憲案はどうなのか。「封印」という観点か

ら光を当てて見ますと、自民党の改憲草案は日本国憲法

が貼った封印を一つずつはがすような内容になっている

 
会場風景 

 


