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第 六章

中華文明 から
仕掛けられた歴史戦 に
日本が負 けを い方法は

｢ 日 本 は 世 界 のた め に 歴 史 戦 に負 け て は な ら な い
さ て､本¶U
の締めくくりとして'歴史戦とは何かを考え､そして台湾人 の著者として､日本は
歴史戦 に負けるな､と エールを送りた い｡
と いう のも､中 国や韓国から歴史戦を挑まれ て日本が負け るのは､ひとえに日本 にと っての
マイナ スな のではな いOたえず中 国の中華文明 の毒気 にさらされ ている台湾としては'対岸 の
火事 ではなく､台湾 にすぐ に飛び火する隣 国 の火事 であり､台湾 のため にも切 に負 けな いで欲
し いのだ｡
今 の世界にも'これから の世界 にと っても'いわゆる ｢
正し い歴史認識｣と いう全体主義的歴
史観 を拒否す べき であ るO歴史 から の自由'そして ｢
歴史 への自由｣を守 る ことが､｢
価値 の自
由｣と多様性 の許容 があ る社会を守 るため に'是非 とも必要 であ る｡すなわち左 の コミ ュニズ
ムおよび右 のファシズムの全体主義史観をす べて拒否す べきなのだ｡
これま での･Li
で明らかにしたように'日本 はもともと世界に誇れる素昭らし い歴史を持 って
いる国だO人を殺さず'これほど高度な文化を築 いた日本は､世界の師表 であり､したが って日
本が中国や韓国から仕掛けられた歴史戦に負けて沈ん でしまう のは､世界 の損失な のだ｡
とても世界 の師表 にはなれな い中華文明 のすぐ傍 で､日本 は海と いう天然 の要塞 に守 られ

て'西洋流 の国家文明たる国家を早くから作りあげ ていた のだ｡ 一九世紀から 二〇世紀 にかけ
てへアジア'アフリカの多くが植民地と化し'西洋 の白人支配が世界を招 ってしまったとき'唯
一強力 に独立を守り'アジ アの植民地を解放 して､人柿平等 の世界を作り出 した国が 日本なの
だ｡
このような人頬史 のモデ ルを築 いてきた日本が'今､中 国や相 国からゆえなく歴史城を挑ま
れ､艦められ ているご しれはひとえに日本だけ の問題 ではなく'全世界にと っての問題なのだ｡
歴史戦 とは何か.特定 の国が､他 の特定 の国 の歴史を取り上げ て､非難 し､脆め'さらに ｢
反
省と謝罪｣を強要し'時 には賠償を要求することである｡
歴史戦 にあ って'まず押さえなければ ならな いのは'過去は変 えられな いと いう ことである｡
変 えられるのは､将来 である｡また､過去 に､たとえ非難 に値する事実があ ったとしても､これ
を現時点 で取り上げ て非難中傷す る こととは別だ｡現時点 で非難するとすれば'現時点 で何ら
か解決 しなければならな い問題があ るときだけだoそ のような問題がな いのに非緋す るのは'
結局は非難 のための非難だ｡それは非難する国にと っても'される国 にと っても'幸 せになれ
ることではな い｡
中国が 日本を非難す るのは'現在 の中 国を支配す る中国共産党が'国民から絶えず寄 せられ
て いる不信感 や不満を逸らすため である場合が多 い｡国の外 に憎想す べき敵を作り､国民にそ
の周に向け て政志を持たせるのは､中国共産党 にと って不信感や不純を逸らせるのに役立 つか

らだo
中原 に鹿を追う過程を経 て政権を確立した中国共産党 であるから､これま での天子と同様 に
嘘を ついても いささかも良心が痛まな い｡強くな った のだから何をしてもよ いと いう中華文明
の原甥の下､自らの都合しだ いで歴史を歪め躍進するのは'それ こそ朝飯前だ｡
中 国 は 二〇 1五年,ユネ ス コに圧 力 を か け て ユネ ス コの‑世 界 記 憶 遺 産 に'昭 和 十 二年
(1九 三七年)に日本軍が南京を陥落させた際､ l般市民を三〇万人殺･:
*
,3
したとする､いわゆる
樫造 した ｢
南京事件｣に ついて関係史料だとして何らかの史料を登録した｡それでいてそ の史料
は公開しな いのだ｡｢
南京事件｣はもともとなか った事件だから'初めから史料などあ るはず は
な いから､登鎚 しても公開 できな いわけだが､それ でもともかく頗引 に登録 したO巾非文明 の
下,中国は強くな ったのだ から､その強くな った分だけ,何をしてもよ いのだと いうのを､まさ
に実際 に実行 に移した のだ｡自 ら作り1げ た歴史 は嘘だ らけで'それを平然と出 してくるのが
y
u
が
中華文明 の性だから,そ の描く歴史はまさ にフィク ションそのものだ｡
せいじ
韓 国に ついて言えば･例 の慰安婦 の強制連行だ｡昭和五卜七年 (1九八二年)､土
呂 満治と い
う人物が､韓国済州島 で自 らも日本 の官架 の 1人として加わ ったと称して'日本留意が若 い朝
鮮人女性を狩り集め て慰安所 に強制連行したと いう話を控追 した｡そしてそ の体験談とする話
が朝日新聞 に載 った｡

〇年後 の平成 四年
もしそれが真実 であれば､それ自体 は非卿 に値す る事実 である｡しかし 一
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二 九九 二年)へ秦郁彦民らの行 った済州島 での実地調査 で､苫 田清治 の話している ことはま っ
たく の作り話 であ ることが判明した｡
しかるに､そ のような事実 はな いことが判 明した後 でも'韓 国人 は怒 りに怒 り'民間団体 に
よ って現在､相 国の日本大使館 の前 に二〇方人も性奴隷 にしたと いうプ レート つき の慰安婦像
を立 てている｡そして韓国国内だけ ではなく'オー ストラリア'アメリカなど世界各地 に立 て
続け ている｡
日本罪 に慰安婦施設があり'そ こで榊脚人慰安婦も働 いて いた ことは事実 である｡が､慰安
婦 の収入は極め て高く'応募者 は多く､強制連行や桂致す る必要はま ったくなか った.また慰
安婦施設 に対 して'慰安婦 の衛生管 理が必要な ので'日本 軍が良 い意味 で関与し ていた ことは
事実 であ る｡このような施設は朝鮮戦争及びそれ以降 の韓 国 で'アメリカ兵 のために韓 国政府
自身が設粒し ている.
吉 田清治 の､朝鮮人女性を狩り出し て強制連行したと いう嘘 の話を､嘘だとは知らな いで抱
き始めた怒り ではあ るが'そのような事実 はな いと いう ことが分か ってきた以降も怒り続ける
と いう のはどう いう ことな のか｡
私はt的国人 の歴史 に対す る このような対応 を､フ ァンタジ Iと呼 んで いる｡朝鮮は中確文
明 の本拠地､黄河 の中原からは距離があり'半島 で四方 のうち 一方だけが大陸 に接 し ている｡
中原近く の地域 のように四方 八方から絶 えず敵が押 し寄せ てくるのとは違 っていた｡その分だ

1
5
8

け敵 に攻められる ことは少なか ったCしかし中原 のあ る大陸と紫が っていることはやはり悲劇
だ った｡大陸から押 し寄 せ てくる敵 は防ぎ ようがなか った.また国内 の騒乱を中国大陸 の兵力
を利用して勝利す ることも可能だ った｡七世紀 の新緋 による朝鮮統 1も､店 の軍部力を利用し
たも のだ った｡ l四̲世紀李氏朝鮮 の建 国も､明 の罪車力を背け
.爪にしたも のだ ったo l九世紀 の
李氏朝鮮 の王朝は'外国 であるはず の清 の軍事力を使 って､いともたやすく国内 に芽生えた改
革 の芽を摘んだ｡
韓 国人がそ のような過去 の歴史を顧みて'無念 さに襲われるのは分 かるO中 国ほど残酷な歴
史は展開しなか ったも のの'絶 えず実現す べくし て実現 できなか ったも のが'連綿と連な って
ハ
ン
いる｡そ こに ｢
恨 の文化｣が生まれる｡
朝鮮が'元や清 のよう に主役として中華文明の中心 に居座 った ことはな い｡絶 えず生まれる
中国大陸内 の強力な王朝 の前 に'絶えず 服従を求められ てきたOそうした如州
念な思 いは韓国で
恨となり､そしてファンタジ ーを生み出す｡歴史 は こうあるべきと いう思 い込みが､幻想 とし
ての歴史 になるのだ｡
道徳的優位を確立す るため に､それが慰安婦を契機 とした日本 へのバ ッシングだ｡小中華と
していつも果たせぬ夢を抱くゆえに､日本 に弱みがあ るように見えたとき'バ ッシング の情熱
が湧き上がるのだ｡
ところで'｢
南京事件｣への非難 は主 に中国共産党 の都合 によ ってなされ ている ことは先 ほど

逮 .(たが､韓国 の場合は､政治体制は 忘 は民主主義化し ており,政府 の都合 で政府が主導 し
て行 っているとは必ずしも言えな い｡韓国人 の欲求不満 の捌け 口とし て,国民が マスメデ ィア
を通じ て発散 し ているも ので,政府 は人気 取り のためにそれに乗 っかる ことはあるけれども､
あくま で主導し ているのは国民だ.
そのために斡国の利禁 どれほど‑ われ ているか･細光旅行 ひと つをと ってもどれほど の
損失が生 じ ているか｡韓 国にと っては北朝鮮 の脅威 に加 えて､民重 義 の政治体制 ではな い中
国は'その分 い っそう大きな脅威だ｡日本と の協調がどれほど重要か､言う要 もな い｡
韓国政府 は常 に国民を冷静な状態 に導 いていく存在 でなければならな い｡国民に恨 の感情が
ぁ っても､否'あるがゆえに,それを外に向け ては出さな いように,国民を誘導していかなけれ
が,国民 の感情 に乗 って人気 ‑ をしようとす るなら･それは韓

る行為 であり,真 の意味 では反国民的行為な のであ る｡もともとありもしな い慰

ばならな い｡もし政権掌‑
国自身を監

はまさに反

韓国

の

安婦 の強制連行やそ こから飛躍して性奴隷だ ったとした非難 は,韓国人を警 し ているのであ
るが'韓国政府 もそれ に乗 っかれば,韓国はさらに醜くなり,政府 の指著
行為をしていることにな る｡

二. 歴 史 観 に 必 要 な 巨 視 的 に 全 体 像 を 見 る 眼
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歴史をどう見るか'どう語るかについて､さまざまな ｢
史観｣があり'｢
史説｣もあり'このこ
とについて私はず っと議論してきている｡
どう見るかの｢
史観｣に ついてよく痛感するのは'歴史 の全体像を見る服がしばしば欠けた
場合､それは独断と偏見が生まれる殺大 の理由 にな っていることだ｡全体像を持たな い｢
史観｣
は､｢
史観｣を形づくる以前に歴史 のI
E
K
実を見ようとしていないことになるO
たとえば､中国の外務省は'我が国だけ外国を侵略した ことがな いとよく厚かましいことを
言う｡

近現代史 の前史を見るかぎり'世界はまさしく帝国主義国家 による領土大拡張 の時代だ っ
た｡ロシアもほぼ大航海時代と同時代に東進を つづけ､ベーリ ング海峡をわた って､アラスカ
に到達｡その後'シベリアから南下を続けて活国'次 いで日本と激突oアメリカもイギリスから
独立後'大西洋岸から西進'太平洋をわた って､西進後'スペインからフィリピ ンを取 った｡イ
ベリア半島 のポ ルトガル､スペイ ンに つづ いて'オランダも海 に出るo英仏もその後 に続 いて
五大陸七 つの海まで植民地を拡大している.満州人も大桁を旗揚げし､計上
ハ代'二〇〇年 で､中
国を植民地に､ジ ュンガル帝国を滅ぼし'西域とチベ ットまで手に入れ､明の時代よりも領土
を三倍も拡げた｡それだけ見てみても'どうして中国は侵略したことがな いと言えるのか｡
大治 の八旗軍は ｢
万満れば天下無敵｣であ っても､それ以上領土を拡げられなか ったのは､地
政学的､生態学的限界もあるが'国際力学やら時代 の限界から来 ていることも確かだO西洋 の

航海 の時代は列強を生み､大清 の侵略を食 い止めた ことも歴史 の流れの 一つとな った｡
｢
侵略｣をどう定義するか｡日英をはじめとする列強 の｢
中国侵略｣があ った ことについては､
いわゆる ｢
正し い歴史認識｣という ｢
史観｣｢
史説｣の中 で､ほぼ ｢
定説｣とな っているが'私の史
観 では､むしろ逆 である｡ア ヘン戦争から日清敬争､そして北沼事変に至るまでの六〇年 にわ
たる戦争 は､｢
列強 の中 国侵略｣と いうよりも'中 国の ｢
天子と天下｣の俳論 に従えば'大柄が

乾

｢
洋夷 (
西夷)｣と ｢
東夷｣に対する ｢
懲罰職争｣を仕かけて失敗したと いう ことなのだ｡拓は 1八
け
ん
･.
'
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ん
世紀の末､ 隆 帝が在位六〇年で' 10 の地域の対外戦争にすべて勝利したとして ｢
十全老人｣
かけい
てい
と呼んで自慢したが'帝位を嘉 慶 帝 に譲位して上皇とな った翌年から'白蓮教 の乱をはじめ'
内戦と内乱が 二〇世紀 の文革終結 に至るまで､延々と 一八〇年も続 いた｡その間'太平天国の
シ
ィ
7
⊥
イ
乱では人 口の五分 の 一が消え､漢人の武装集団により回教徒に対するジ ェノサイドの ｢
洗回｣で
イスラム教徒人 口の九割が殺された｡ことに中華民国の時代になると'内戦がさらに泥沼化Lt
このようなカオス状態の中 で､列強は競 って虐殺と殺し合 いの大地から逃げ てしま ったO
｢
歴史｣は ｢
金太郎飴｣のように､ど こから切 っても同じ､と いうものではな い｡歴史 は'事件
(ハプ ニング)の積み重ね'因果関係 の連鎖だからへ全体像 でとらえる必安があるo戦後日本 の
政治家がよく ロにする ｢
過去 の 1時IJと いうセリフは'全体像を捉えていな いまちが いであ
る｡空間のスケールとともに時間のスパ ンをも っと広げ､延ばして歴史を児な いと全体像は つ
かめず､｢
木を見て森を見ず｣と いうことになり'本当の歴史観にはならなくなる.
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先にも述 べたように･鯛鮮半島史では､高麗朝も統 1新経 も 内
しく･約半分 の国王が天寿を全うすることが できなか った｡李朝時代に入 ってからは'宮廷内
の｢
内ゲバ｣がさらに外に広がり､朋党 の争 いが絶えなか った｡
逆 に言えば･半島史上'｢
超安定｣の時代は､いわゆる ｢
日帝三六%J､さらに統監時代まで含
めれば ｢
日帝 四〇年｣の時代 であろう｡｢
日帝時代｣こそ未曾有 の越安定社会だ ったO日輪併合
(
合邦)後に,神代から続く ｢
万世 一系｣の｢
日本型超安定 システム｣から生まれた ｢
文明開化､殖
産興業｣と いう近代化 の波が'半島に打ち寄せたのだQ
だが,半島名物 の朋党の争 いは'中国'満州､シベリア へ､場を広げ､場外乱闘を繰り広げた｡
戦後 にな っても､殺し合 いは続き'朝鮮戦争後へ韓国における五年ごとの大統領選挙は'｢
易姓
革命｣のようなものだ｡
全体像からすれば'｢
枯死国｣状態から醗国'鯛鮮の近代化が可能とな った崩大の歴史要因は'
｢
日帝時代｣の｢
超安定社会｣と見るべきである.
中国史も同様な現象が見られる｡前述 のように 1八‑世紀末 の白蓮教徒の反乱から文革に至る
まで,中国の近代史は､内乱､内職が続く｡私が ｢
日中牧争｣(
八年抗職)について ｢
中国内職に対
する日本 の人道的･道義的介入だ｣と唱えるのは､l八世紀末 の内職から､巨視的に歴史を見る
歴史認識からだ｡この 1八〇年間の内戦 に ついては'人叛史上届大 の内戦と いわれる ｢
太平天
国｣の戦乱だけでも人口の五分 の lが消 え'国民党内戦 の｢
中原大戦｣だけでも'南京政府と北

京政府との対決 で｢二七〇 万人｣の大軍が動員され､国共内戦では国民党軍側だけでも八〇〇万
人が殺されて､人民共和国の建国とな った｡だから'｢
過去 の 7時糊｣の ｢
反省と謝罪｣は,
巨視
的に近現代史を見る限り'日本政府 の劇場型のパ フォー マンスであり,私はそれをサドと マゾ
の競演だと呼んでいる｡中国と韓国が唱える ｢
正しい歴史認識｣に ついては,私が 1日して｢
逆
観｣｢
逆聴｣｢
逆読｣を勧めるのは'この巨視的に見た全体像の中 でとらえた ｢
歴史観｣からに由来
するものである｡
｢
反省と謝罪｣などま ったくする必要がな い｡歴史 の服を替れば,むしろ反省す ･(きは･中国･
韓国の自民族同士 の ｢
殺し合 い｣であ って,内ゲバを止めさせてくれた日本に対して ｢
感謝すべ
きだ｣と考えられるのは､巨視的に歴史を見る眼からであるC
≡. 歴史 戦 に勝 つた め に は ま ず は 日本 国 内 を 整 え よ
そこで歴史戦を挑まれている日本 の国内 に問題がある｡
昭和五十七年 (一九八二年)､吉田清治と いう人物 の,朝鮮人女性を狩り出して尉妾 姉 にした
と いう体験談は､終倣直後 の時点ならば'日本人は当時 の状況を生々しく知 っている人ばかり
だから'これは作り話だと いう ことはすぐに見破 ったであろう｡しかし日本が相同を併合 (
日
輪合邦)していた ころの記憶が風化して,当時 の状況を生々しく思 い出せる人が少なくな った
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状況 では'それま での自虐的教育 のせ いもあ って'このような作り話が本当 のこと であるかの
ように思えるようにな ったOもし光実ならば 日本人として良心が痛むo
も っとも 日本 人 はn
dE初 か ら この話 は嘘だ と見破 って いた人が いた ようだ が'マス コミ の
攻勢 の中 で異論 を 唱 え て'そ の判 断 を社 会 に広 め る こと は でき な か った｡しか し平成 凹年
(一九九 二年)には､秦郁彦氏らによ って 明確 に躍進だと いう ことが証明された｡
問題は この時 の日本政府 の対応だ｡海外から事実と異なる非難を受け て日本 の名誉が汚され
ているのに､そう いう事実 はな いと いう ことを発信 して､日本 の名誉を守 るため の行動を取ら
なか った｡事実 でな いならば事実 でな いと発信 して日本 の名誉を守 るのは日本政府 の神聖な職
務 であ ろう｡そ の職務を果たす政府機 関はど こか.言うま でもなく外務省 であろう｡そ の外務
省 は秦郁彦氏らによ って吉 田清治 の体験談が嘘だ と分か ったとき'何ゆえにそ の央尖 の事実 に
ついて世界に発信しなか ったのか｡
外務省 は このときへ沈黙を続けただけ ではな い｡翌年 の平成 五年 (l九九 三年)､慰安婦 の強
制遊行を直接 に認めたも のではな いが､いわゆる ｢
河野談話｣を発表し､そしてそれを発表した
将 の河野洋平官房長官 の コメ ント で実質的 には強制連行を認めた ことを言 った｡
さらには平成八年 (一九九六年)'国連 で'吉 田清治 の評言を元にしたとしか言 いよう のな い
ク マラスワミ報告が出たとき'この報告詔 に反論す る反論文T
dを 1度 は提出しながら､撤 回し
Ey
てしま った｡

日本政府 はなぜ日本 の名誉を守らな いのか｡台湾を初め,外国から見たら信 じられな いこと
である｡政府自身が反日をや っているのだ｡
さらに私ども台湾人から見 て不可解な のは,この際 の日本 国民 の対応だ.なぜ国会 で･外務
省 の怠慢を巾
11めな いのか｡目覚めた 日本 国
民
く
ぴ
●
)は職後七〇年経 って､職後 の占納期 のウ オー ･ギ
ルト ･
イ ンフォメーシ ョン ･
プ ログラム の雛から解放され ていな いと嘆くが､なぜ自ら努力して
自由になろうとしな いのか｡占領軍が巧妙だ ったと いう のは七〇咋も経 った現在もう通用しな
い｡日本人白身 の努力が足りな いのだ｡
日本 の外務省が自虐的 で'日本 の名誉をま ったく守ろうとしな いことが マスコミや世論形成
に影響し､そ の影響 の下 で､マス コミや世論 は自虐的なまま で いるOそ こでまた外務省が自虐
的なまま でいるのに､日本国民はなぜ外務省を批判しな いのか｡鶏が先か卵が先か の問題だが､
外務省 は日本 の名誉を守 らな いことが これほど は っきりしているのに､なぜ 日本人は外務省 に
対 して怒り狂わな いのか｡堂 々巡りになるけれども,韓国 の慰安婦問題に怒髪天を衝く ほど に
怒 っている人がゴ マンと いるではな いか･な のに,確固 には怒りながら､どうし て怠怪を電ね
る外接省 には批判 の矛先を向けな いのか.
それには'そうした外務省を放任し てきた与党,自民党 にも問題がある｡自民党は,このよう
な名常を守 らな い外務省をなぜ放化し てきた のか｡これも問超 である.
慰安婦 関越は日本と韓 国 の間だけ の問題 ではな い｡世非が迷惑を受け ているのだ｡韓 国も考

)
6
6

戦にu心力
{
L
lけない方法は
t
l
J
I
J
E
文r
P
J
か ら仕掛 すられた剛

l
稲
167 邦/

え方 しだ いで被苫 者 と言 える のだ‑
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本 が早め 早め に正し い情報 を発信 し'吉 田清 治 の話 は
理
め

道 であ る ことを外務省が 早く から正式 に韓 国 に伝 え て いたら,柚 国人もあそ こま で怒 りを
なか った であ ろう｡

〇 1四年),山 田宏光議院硬 岩 努力 によ って ｢河野
｢
河野談話｣に ついては､平成 二→六年 (
二
によれば '｢
河野談

けを 取 らな いで作成 したも ので､日本 側 の資料 では強制連 行

談話｣を発表 したとき の石原信雄官 房副長官 を国会 に呼び 出 した｡彼 の誓
話｣は､韓 国 の要求 を受 け て讐
を証拠づ け るも のはな か った｡事実 はす べ てす でに分 か って いた ことだ ったが'国会 での証言
で,慰安婦 の強制連 行が なか ったと いう ことが公認され る こと にな った｡
んく
ではなぜ韓 国人 が,あ れ ほど ｢
慰安婦｣問題 に ｢
固執 ｣す る のか｡日本 人が 理解 できな いだ
の
はん
T
朝鮮 半島 史 と朝鮮 文化 に ついて ｢
認識 不 足｣だ か らだ｡そも そも牝熊 から生 れた と いう ｢
檀 君｣
の伝 説 か ら,朝鮮 半島 は,ず っと ｢
性奴隷 国家｣であ り･今 日 に至 っても'｢
売埜 苗 ｣をめぐ っ
て,国内 ではもめ にもめ て いるのが実情 であ ると いう ことを知らなければ ならな い.｢
性奴隷 国
家｣と ｢
売肇 苗 ｣･｢
飢健 の国｣と ｢
流 民 の国｣,と いう文化 風土 から生 まれた エト ス (
特%
1)とビ
ヘイビ ア (
掘 るま い)は･日本 人 にと っては累次 1
蒜 世界 で,牡仰 す るど ころか'想像さ えむず
かし いのではな いだ ろうか｡

﹃

三

﹄

石原宣 箭 長官 の証言 のあ った後,
吉 田清治 の誓 を掲 載 した 酬品 聞 が'慰安婦 関連 の
掲載 記事 を取 り消 し た ｡石原 官房副長官 の証言が 影 響した も のと思わ
れる 二年ぶり の取り

消 し であ る｡
私ども台湾 人からす れば 三 朝 日新 聞﹄の慰安婦報道 は間違 いだと いう ことが 明らか にな って
久 し いのに'何 ゆえ に取り消 さな った のか'不思議 であ る.これ ほど外交 問題 にな り､日本 と'
さら には韓 国 にも これ ほど大 きな傷害 を与 え て いるのに'何 ゆえに ﹃
朝 日新 聞﹄は三 二年 間も取
り消 さなか った のか｡F
朝 日新 聞J
l
は日本 国民を表切 る%
1の恋 い新 聞だと言うより他 はな い.
なぜ 日本 国民が このような新 聞を放置 した のか｡﹃
朝 日新 聞﹄は商業新 聞 であ るO読者 の購 買
によ って成 り立 って いる｡だ としたら'何 ゆ え にかくも 問題 のあ る新 聞 の肌談 を中止 しようと
しな いのか｡さす が に この度 の記事 の取 り消 し で信 用 は落 ち､鵬 買者 も減 って いると いう｡こ
れ ほど質 の悪 い新 聞だ から当然 であ ろう｡﹃
朝 日新 聞﹄を読 む人 は知的 に低 いと､私は思う｡
問題 は外務省だ｡真実 でな い情報 で日本 の名誉 が汚さ れ て いるとき､税金 によ って賄 われ て
いる外務省 が何も しな いと いう のは､日本 国民 に対 し て許 され る ことな のか｡明ら か に国民 へ
の蛮 切 り行 為 であ る｡も う 1度言 うけ れど も､税金 によ って動 いて いる日本 政府 が'日本 の名
誉が嘘 の情報 によ って汚され て いるとき､何 ゆえ に正 し い情報 を韓 国 に伝 えようとしな か った
のか｡そし て日本 国民 は国民 の代表 た る国会 の場 で'なぜ そ の怠慢 を白 めな か った のか｡そし
て韓 国が慰安婦 問題を利用 し て日本 を攻撃す る こと に怒 っている日本 国民は いくら でも いるの
に'なぜ 国会 や政府 に怒 りをぶ つけな いのか.日本 国民自身 にも明らかに怠憶 があ る｡
度 々言 うよう に､日本 が歴史戦 に負 け る ことは'日本 国民だ け の損害 ではな いのだ｡世 界全
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体が損害を受ける ことにな るのだ｡

■

日本 国民にもう 三 一
口
'どうしても言 っておきた いことがあ る.慰安婦 問題を言 い出し'こじ
らせた のは､あ る特定 の日本人 である｡国連 に ｢
性奴隷｣と いう名称を流布させ'国連を 日本非
難 の方向 にも ってい った のは日本人な のだ｡こうした日本人は､外から見ると理解 できな いこ
とな のだが'日本が悪くなり損失を被 る ことに昔 々とし て取り組ん で いる人格破綻者な のだ.
このような反日日本人をなぜ 日本人は放 っておく のか｡引きづ り出し て､批判 にさらすべき で
はな いか｡こう いう人たち によ って､韓 国は狂わなければな らなくなり'韓 国 の利益 は損なわ
れているのだ｡
もちろん日本 の利益も損なわれ ている｡さらには両国だけ ではなく､最終的 には世界 の人 々
の利益が損なわれ ているのだ｡
峨後､米 ソが しかけた 日本 に対す る歴史職 争 に'後 に中 国と相 国が参 職 した｡日本 に対 し
て米 ソおよび中嬢 が仕掛 け てく る歴史職争 と言うよりも､実情 は日本 の職後七〇年 にわた る
日本 人同士 の内戦 の色が浪 い｡そ の象徴とな るも のが卑劣な手段を訓 じ て成立した平成七年
(T九九 五咋)の ｢
戦後 五〇年 国会謝罪決誠｣と'その後 に行われた いわゆる ｢
村山談話｣であろ
う｡

四 .国 連 な ど あ ら ゆ る国 際 組 織 を 活 用 す る
ここま でこじれてしま った ｢
南京事件｣や ｢
慰安婦｣の問題 のこれから の解決法を提案した い｡
何と言 っても国連を利 用す る ことだ｡評判 の悪 い国連だ けれど､日本 は国迎 運営 の分担金 の
10パーセ ントを負担 し ており､アメリカに次 いで二位 である｡これだけ分担金を払 っている
のだから'日本 の外交 にかかわる問題 で､国連を活用しな い手はな いO
｢
南京事件｣や ｢
別心
安婦｣の問題を'中国や韓国と の二国間 の外交問題として限定 して扱う必要
はな い｡世界中 でありもしなか った ことで日本が非難 され ているわけだから､国連 にお いて正
し い真実 は こう であると いう ことを発表すれば よ いのだ｡そ の場所 は総会だ｡世界 の耳目の集
まる総会 の場 で発表す る ことは'真実を世界 に伝 えるため に極 め て有効だ｡そしてさらには､
中華文 明 の歴史がどう であ ったかとか'現在 の中 国が中華文明とど のような関係 にあるかを'
総会 で言 いまくれば'歴史戦 の防衛となり世界 にと っての啓蒙 にもなるQ
もちろん'国連だ け でなく､たとえば G7やC20など'あらゆる国際会合を活用しなければ
ならな いO
それでも効 果がなか ったら'世界 の歴史家を妹め て'し っかりとした証拠を元 に国連 の中 で
学術的試論をすれば よ い｡もし国連 の中 でできなければ､日本政府 の主雌 で国際的な学術的会
議を開けば よ い｡

㌔
想

屈後 に国連 は､二 1世紀 の世界 にお いて'特定 国が他 の特定国を'憎 するため の敵対教育
を公教育 で行わな いtと いう国際条約を埋 言す べきだ｡
この対特定 国敵対教育頼.g
止 の国際条約 に ついては､教科臼改悲運軌 で有名な ｢
新 し い歴史教
科むを つく る会｣です でに平成 二十六年 (
二〇 1四年)に嘩 I
]
B
しているようだが'ともかく この
ような敵対教育 は健全な国際祉会を作 っていく のに極め て有害だo
私は以上 の提案 は､現実的 で意義があ ると考 える｡たとえ過去 の真実 の事実 であ った場合 で
も､二 一世紀 の現時点 で非難を練り返す のは問題 である.たとえ過去 の真実 であ っても'時間
の経 った現時点 で非難す べきかどうかは'別 の問題 であり'原則とし て 一定 の時間が経過すれ
ば'非難はしな いようにし向けていくべきであろう｡

五. 領 土 問 題 も 国 連 な ど 国 際 機 構 で解 決 す る
歴史職 に多少は関わることな ので､日本 の領土問題に ついても言及しておく｡
E
j
=
本 は領上 問題を抱 えて いる｡中 国は尖 閤諸島 の簡有を 1万的 に主張 し､これが節実上'領
土問題とな っている｡日本 の外務省 は尖 閤諸島 は日本 固有 の領土 であり'中国と の間に領土問
題はな いと言 い続け ているがtLかし これを舶⁝
人畠 のままにしていては､中 国の言 い分を何ら
かの程度 は汲んだ ことになる｡中国を刺激するからとして､日本 の領土 であるにもかかわらず､

気象観測施設､漁業施設､あ る いは防衛施設 の建設を行わな いのはどう いう ことか｡これでは
いかに中国と の間に領土問題はな いと言 いながら､事実としては中国が言 い張る主張 に根拠を
与 えている ことになるのではな いか｡中 国は公船 による領海侵犯を繰り返し'それを既成部実
として重ね､まさに領土を奪取しようと進めている｡
尖閣諸島 問題は台湾 にも様 々な深刻な影響がある｡台湾 の近辺 で'棚土問題 で軍部衝突が起
こる ことは非常 に困るのだ｡と いうより世界 にと って､中 国の圧力 によ って日本が領土を失 う
ことは先例となり'中 国の横暴を い っそう許す こと にな るOだから尖㈲諸島 の問題は日本 と中
国との間だけ の問題 ではな い｡日本 は世界 のため にも'断E
回とし て中国 の圧力を静ね返さなけ
ば

れ ならな いのだ｡
そ のため に活用 できる のが､国連など国際機 関 の場だO世界 のため に､日本 は中 国と の間 で
領土問題を起 こし てはならな いtと国際連合 に訴える｡そ のために尖闇に防衛施設を作 るのだ
と説明し'世界 の理解を得 て'尖 閣諸島 に防衛施設を設ければ よ いではな いか｡防衛施設を建
設す るのに､中国と の間 で話し合 いす る必要はな い｡たとえ話し合 っても実現 できるはず はな
い｡領土 問題を引き起 こさな いと いう日本 の持 つ国際的なi
]任 の下 に､建設す る こと の平和的
意義を訴えながら'防衛施設を設ければ よ い｡そし て必輩 であれば'気象観測施設や独英価殻
や､梅 の安全 のため の価設を建設す れば よ い｡そうすれば中 国と の閥 の徹土 問題は沈静化 Lt
世界 の利益 にな る｡

韓 国と の間 の､竹島 の問題はどうか｡これは占領下 で日本 に力がな いとき に'韓国 の大統領
りし
■
う
b･
L
李 承 晩 によ って昭和 二十七年 (1九 五二年)1月' 1方的 に不法占拠され､今 日に至 っている｡
竹島問題 の解決 は､占領末期 の不手際もあ って'この時点 では解決 できなか ったが'昭和 四十
年 (一九六 五年)の日韓基本条約締結 の時解決す べきだ った｡日韓 の正常な関係 の樹立を目的
にした条約 であるから､この時 こそ竹島問題は解決 しておく べき問題 であ った｡日韓 の友好親
善を考 えれば､碩土間題を残し ておく ことは日本 のため にも搾国 のためにもならな いご ｣の時
点 で返還を実現しなか った日本政府 には盛大な手落ちがあ った｡日柵 の話 し合 いだけでは永遠
に解決 しな いであ ろうから'国連 を利用す べきだ｡これは外務省 の仕事 である｡重要なとき に
決定的な判断 のできな い外務省を持 った日本 は気 の毒だけど'叱噂してやらさなければならな
い｡
ソ連'現 ロシアと の間 の北方領土問題はどうか｡言うま でもなく､国後､択捉､歯舞､色丹 の
諸島は'安政 二年 (一八五五年)､日露和親条約 で確認し合 った日本 の固有 の領土だ｡これが第
二次世界大戦終結 にともな って旧 ソ連 によ って不法 に占拠され'ロシアに引き継がれた｡日本
の領土たる北方踊土が､ロシアによ って不法 に占拠され ている｡
もともと ソ連 が第 二次世 界大戦末 に日本 に向 け て侵攻 した こと自体が'重大な 国際法違 反
だ った｡日本と ソ連と の間には'昭和十六年 (一九 四 一年)四月十 三日に日ソ中立条約が結ばれ
ていた.同年六月 二十 二日'ドイ ツと ソ連と の間 で独 ソ戦が始ま った.日本 はドイ ツとイタリ

アと の間 で昭和十 五年 (1九 凹〇年)'日独伊三国同盟を結ん でいたので'ドイ ツに味方してソ
連を攻撃する ことも実際 には可能だ った｡しかし日本 は､日ソ中立条約を守 ってソ連を攻撃し
なか った｡それゆえ'ソ連 は対 日戦 に備 えて いた軍隊を対独戦 に回す ことが でき､かろうじて
勝利す る ことが できた.ソ連 の対独職はアメリカ の莫大なる軍事援助 によ って勝ち得た ことは
確かだが､日本軍が シベリアに侵攻して いれば ソ連が対独機 で敗北したのはほぼ 間違 いなか っ
た｡
ソ連 は'日本が守 ってソ連 の窮地を救 ったと ころの'その日ソ中立条約を破 って'昭和 二十
年 (1九 四五年)八月九 日'突如 日本 に侵攻し てきた｡二〇世紀'国家と国家 との間でこれほど
卑劣な表切りはな いO確かに同年 二月のヤルタ会談 で'
アメリカ の大統領 ルーズ ベルトが ソ連
のスターリ ンに対 日侵攻を要請 した ことは事実 で､そ の旨 の密約が結ば れた ことは確 か であ
る｡しかし これはアメリカ では この密約は無効なも のとして いる｡たとえアメリカが有効とし
ていたとしても､日本と の関係 では､ヤルタ の密約は効力 のな いものだ｡
日本が 日ソ中立条約を守 った こと の恩義からすれば'ソ連はたとえ日本 に侵攻す るのがやむ
をえな いとしても'少なくとも停戦を求 め て'それを日本が受け入れな い場合 に限 って侵攻す
ると いう良低限 の道義は守らなければならなか ったであろう.
ソ連が'日本が守 った中立条約をば突如破 って'日本 に侵攻した のは明らかに国際法造反だ
とすれば'アメリカと の間にヤルタ の密約があろうと､これは ソ連が責任を負わねばならな い
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条約遼反 である｡
そのようにして参城した ソ連が'ルーズ ベルトに約束とし て取り つけ て終戦時 に北方領土を
占拠 した のだ｡二〇世紀 で最も大きく道義 に反する条約違 反 で､ソ連 には正当性がな い｡そ の
不道徳性を絶えず国連 で訴え､領土返還を叫び続ければ､現 ロシアは悲鳴を上げ て'還さなけ
れば いけな いと'いつかは思うのではな いか｡じ つさ いトル コは'いかなる歴史 にかかわる ｢
非
難｣に対し ても､国連を利用して､自国の名誉を守 ってき ている｡
要す るに'日本 は国連 で､ことあ るご とに'現 ロシアの北方領土占拠 に正当性 のな いことを
訴えるべきだoプ ーチ ン大統領と会談を いくら重ね ても'解決 はしな いであろう.｢
タナあげ｣

時 の方便 にすぎな い｡
も｢
現状維持｣も 一
国際連 合 は正しく は ｢
連合 国｣と言 い'連合 国と敵対 したドイ ツや 日本 に対 し ては'今 なお
〟

敵 国条項″が残 っている｡安保理の常任理事 国は､アメリカ､イギリ ス､フラ ンス､ロシア､中
国の五か国に限られ､強 い拒否権が与 えられ て いる｡ど のような提案 でも' 一か国でも反対が
あれば不採 用となる｡世界 の状況 の変化 に対応し て改革 しなければ ならな いのだが'ど のよう
な改革案を作成し ても､常任理事国 のど こかが拒否権を使う｡国連 は重要な国際機関な のに永
遠 に改革 できな いと いう ことになる｡国連はす でに健全な国際機関 ではなくな っているのにで
ある.
だが､解決法がな いではな い｡例 えば アメリカも含め て'改革 しなければ ならな いと思 って

いる主要国が改革案を持 って､国連を脱退し て新 し い国連を結成すれば よ い｡多く の加盟国が
現在 の国連を脱退して新 し い国連 に加況すれば よ いのだ.もしかす ると､新しく選ばれた アメ
リカのトランプ大統領はそう いう ことをや ってくれるかもしれな い｡

いも の

国連もそのような段願 に来 ており､改革 は真剣 に検討されなければならな いのだO
六 . 歴史 戦 は 存 在 し てほ な ら な

人間は歴史 にどう立ち向かうべきかをまとめた い｡
我 々が通常言 っている ｢
歴史｣は'客偶的 に存在する過去 の事実 ではなく て､認識された過去
か
た
▲
の事実 であり'そのため 1般 に 偏 りや歪みがあるtと いう ことを第 1車 で述 べたO色 々な こと
にそれぞ れ歴史はあるが'それぞ れに偏りや歪みがあるのは避けられな い｡偏りや歪みはある｡
人間がより幸せに健全 にな って いくためには自 己 への歴史認識が必要な ので､事実 と認識と
かいり
は寛容 に許さなければならな い｡

の 戒 離

自己 の歴史認識 は'本人 にゆだねるべき であ って'他人 の認識や押し っけ であ ってはならな
いDもちろん認識主体 (
本人)の歴史認識が不十分 の場合､他人が行う､そ の人 への歴史認識 の
方がはるかに当た っていて､参考 に供 した方が良 い例 はしば しば生じる｡そ の結果､歴史認識
が豊か でより充実したも のにな る ことはあるが'この場合'他人が歴史認識を強要したわけ で
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のた

はな い｡自 己 の歴史認識 は､あくま でも自身 によ って行 われるべきも のであり,決 して他人か
心
と
し
ら強制されるべきものではな い｡だから､他人 の歴史認識 に対 して､声高 に強制し､さらには舵
は
ん
めるのはほんら いあ ってはならな い｡｢恨 ｣やら ｢
怨｣から の政治目的
めに､ありもしな い歴
史の ｢
創作｣はなおさらも ってのほかだ｡つまり'歴史認識は自由だと いう ことだ｡
国単位 で考察 すれば､他 国の歴史を非獅す る ことはほんら いあ ってはならな い｡まし て,あ
りもしな いことを言 いたてて､舷める ことは究極 のルール違反である｡
もちろん現在 の人間関係､または国と国と の関係は､原則とし てす べて過去 によ って形成さ
れ ている｡そ のために'過去 の歴史を引 っ提げ て議論し合わなければならな いことはしばしば
あ る｡
たとえば前述 の領土問題 であ る｡ロシアと の領土問題は､北方領土がど のような歴史的経緯
にあ るのかを点検するプ ロセ スは避けられず､歴史認識をめぐる論争は避けられな いO竹出は,
そもそもど のような歴史的経緯 にあるのか､韓国の 一方的占拠 はど のような経緯 で行われた の
か､過去 の事実 に関わる試論 に入 っていかなければならな いO尖 閤諸員も中 国と の過去 の経緯
が大切 で'歴史認識をめぐる議論は避けられな い｡
単 に過去 の史実を取り上げ て､道徳的 に腔め ても､そ こに何ら建設的なも のはな い｡他人 の
歴史 に貨だす べきと ころがあれば､=T
q焚す るのは構わな い｡だが'他人 の歴史 にたとえ非難 に
値す ると ころがあ ったとしても'それをわざ わざ指摘 し て非難す るかどうかは別問題 であ る｡

自 己な いし自 国の歴史 の優位を示そうとして'他人 の歴史 の非難を始めるのであろうが'これ
は健全な人間とし て'ある いは国として､歴史 に対する正し い対応 の仕方 ではな いo歴史認識
はほんら いは自己な いし自国を豊かに健全に導 いていくための行為な のだ から､仙人や他国 の
歴史 への非難はす る必要がなく'あ ってはならな い｡それぞれが持 つ歴史認識 の自由を絶対 に
侵してほならな いのだ｡
他人 の歴史を非難 し自己 の歴史 の優位を示した いと いうのは､生 の衝動としての歴史 の在tl
方 の 1両とし て仕方 がな いのだtと いう見方があ るかもしれな いoLかLt生 の衝動 のもう l
面､人類 は平和共存すべきだと いう道徳的理念 に照らして'他人 の歴史を舷め て自己 の優位を
図ると いうのは､理性 でも って抑制すべき であり､歴史戦は起 こしてはならな いのである｡
中 国は'昭和十 二年 (一九 三七年)､旧 日本軍が南京 で三〇 万人 の民間人を虐殺したとか'韓
国は日本が 二〇万人 の女性を強制連行し性奴隷 にしたと非難 している.
両国による歴史職は'生 の衝動 とし ての歴史が'まさに生 の衝動 ゆえに'他人を脆め自 己 の
優位を図ろうとする ことを物語 っているO仙人 への悪をも って'自分 の善を証明す る ことは で
きな いことを'まず自分 で知 るべきだ｡理性的 に対処 して いく べき であり'そうした歴史戦 は
してはならな いも のである｡
中 国､韓 国から の非難 には､ありもしな い史実 の理進が含まれ ており'いっそう日本 への対
立感情を掻き立 てている｡百歩譲 って､たとえ事実 であ っても､遠 い過去 の事実を持ち出 して
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非難を続けるのは建設的 ではな いoあ ってはならな い歴史 である｡
現在生 じて いる政治的対立 には､やむをえず､他 国の過去 に ついて議論 しなければ ならな い
場合もあ るが､それ でも歴史戦 はあ ってはならな い｡つまり､国と国と の問 の歴史戦は､ほん
ら いあ ってほならな いも の'存在し てほならな いも のなのだ0第 一章 で述 べた歴史学から見た
｢
歴史とは何か｣にある諭旨を改めて確認した い｡

七.歴史戦を超えて
平成 二十八年 (
二〇 1六年)五月二十七 日に､歴史戦 に反省を求める山来朝があ った.アメリ
カ のオバ マ大統領が原爆投下 の地広島を'原爆投下より七 1年日に訪問した｡
武 器を持 たな い 1般市 民 の頭上 に原爆を投下した ことは許されな いoそう であ るがゆえに､
オバ マ大統簡 は日本 で行われたG7首脳会誠を機 に広島を訪れ'謝罪はしなか ったも のの'原
爆慰霊碑 に花輪を捧げ た.そして被爆者と対話した｡
被爆者もオ バ マ大統領 の広島訊問を受け入れた｡そして謝罪は求めなか った｡アメリカには
アメリカなりに謝罪が できな い事情 のある ことを察し'それ でも広島を訪れたオバ マ大統領 の
決断を歓迎Lt原爆慰霊碑 に花輪を奉げ るのを許した のだ｡
これは'過去をうやむやにす ると いう こと ではな い｡｢
歴史 の虫実｣は可能なかぎ り'明確 に

し ていかなければならな い｡歴史 は実際 には主観が入 るから､｢
歴史 の真実｣は日本とアメリカ
とで異なるかもしれな い｡しかしその違 いをあげ つら って非難をし合う のではなく､違 いは速
いとして認めながら'将来 に向け て和解Lt新し い時代を築 いていく へきなのだ｡
日本 から見 て､過去 に責め るに借す る'許 されざ る行為が アメリカ にあ った ことは確かだ｡
しかしそれを七〇年経 って穎 いて非難 しても､将来 に向け ては好まし いことは何 1つ起 こらな
い.日本 にお いても'アメリカにお いてもそう である｡過去 に確かにあ った ことは認めながら'
過ちを犯した側と犯された側とが和解をした のである｡
オバ マ大統徹 は自 ら折 ったと いう折り紙を原爆資料紺 に残 した｡この折 り紙は'耶和 三十年
(1九 五五年)'十 二歳 で原爆症 で亡くな った佐々木禎子と いう女生徒が'病床 で折り鶴を折 り
続けた ことから始 ま った｡平和公園に建 つ原爆 の子の像は､彼女を モデ ルにした像 で'折り鶴
を高く掲げ ている｡

彼女 の兄 の'佐 々木雅弘氏 は現在 アメリカ で､原爆投下 の命令を出 したトルー マン大統領 の
孫 に当たるクリフト ン ･トルー マン ･
ダ ニエル氏と､日本とアメリカ の歴史 への理解を深め､平
和を築くためのNPOを立ち上げ ている｡
原爆投下は本当に許 しがた いこと であ るoLかLtい つま でも許せな いと非難す る のでは'
日本 にと ってもアメリカ にと っても､建設的 ではな い｡どんな に許せな いこと であ っても'良
い時 間を経れば'いつかは許 し､和解をし ていかなければ ならな い｡そ のような悲劇がもう 二
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度と起 こらな いように双方努力を誓 い合わなければならな い｡それ こそが'長 い時間が過ぎた
後に､原爆を投下した側と投下された側の人たちのなすべきことだ｡
歴史戦というものはいかにあ ってほならな いものか｡オバ マ大統領の広島訪問はそのことを
教えてくれている｡
t
た
太平洋 に 跨がる日米搬争 の結束､日本が負けてから'す でに七〇年余が経 っている.日本を
めぐる ｢
歴史城争｣は'日本 の対外職争と いうよりも'｢
歴史内戦の七〇年｣と いう色合 いが強
い｡中国や韓国の行う歴史戦に ついて'いつもその材料を提供しているのは'日本国内 にいる
ば'こ
反日勢力だQその反日勢力 の 践 雇を許しているのは'日本人自身だ.日本人は､日本人のために
も'世界の人のためにも'この間題を見過ごしてほならな いのだ.
最後 のまとめとなるが'私が ここ数十年来よくとりあげ る､日に見えな い歴史城でテー マに
な っているものには今なお二つある｡
一つは靖国問題だ｡ほんら い｢
歴史認識｣や ｢
靖国参拝｣などは､あくまで心や魂に属する内な
る問題のはず であるo知らず知らず のうちに､いつしか'内政問題となり ｢
外交問題｣にしてし
ま った ことは'ほんら いあ ってはならな いことである｡日本 では外務省が外務省としての役割
を果たしていな いので､そのことによ っていっそう こじれてしま っているのだ｡
I
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破戒 ｣に象徴されるように､｢
過去｣よりも ｢
現在｣と ｢
未来｣
二つには､日本 の文化'文明は､｢
への前向 の特質を持 っていると いう ことだ｡いつしか'｢
過去 の歴史｣ばかりにこだわり ｢
後向

き｣に変化してしま った｡これも日本国民の自覚が足らず'健全な方向 に向けての努力が不足
していることを表している｡日本人の油断と不党からくるものではな いだろうか｡
その精神的 ｢
敗戦｣は目に見えな いが'日本人の精神的'あるいは文化的放牧 であり'それは
う
ハ
｢
日本の自殺｣になるのではな いかと私は憂 いているcr
反省｣すべきことはむしろその精神的敗
北の方 ではな いだろうか｡

