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平和の創造における

日本の役割
憲法９条の成立において

幣原喜重郎氏の果たした役割

生命システム研究所・代表

根本泰行

２０２２年５月３日（火・祝） 憲法記念日１９：００～２１：００

ＺＯＯＭ会議室

自己紹介 (1)
根本泰行－生命システム研究所・代表

https://life-system-labo.com/

⚫ ごく普通の一般的な日本人です。
⚫ 「右翼」でも「左翼」でもありません。未だに「右翼」とか「左翼」とか
「保守」とか「革新」とかいう二元的な分類方法に馴染めないでい
ます。なぜなら一人の人間の中にもさまざまな面があるからです。

⚫ どちらかというと「仲良く」と言いたいところです（おやじギャグ）
今回の講座では、多分ここしか笑うところはありません (^^)

⚫ 憲法九条については、2022年3月まで、ことさらに深い関心を持
つことはほとんどありませんでした。そしてGHQによって押し付け
られたものであると、何となく (^^) 思っていました。

⚫ 2022年4月4日に、とあるプライベートなフェイスブック・グループ
に投稿された記事の中で『平野文書』の存在を知り、ウエブ上で
その全文を読んで驚愕しました！

『平野文書』を知った最初のキッカケ
⚫ 2022年4月4日に、フェイスブック上の某プライベートグループで山田廣成（ひろな
り）氏の投稿記事を読んで、『平野文書』の存在について初めて知った。

この記事がすべての始まりです。
深く感謝申し上げます！

自己紹介 (2)
根本泰行－生命システム研究所・代表

https://life-system-labo.com/

⚫ 2022年4月4日に、『平野文書』を知った後、数冊の関連本を読ん
でいく中で、幣原喜重郎氏が憲法９条の発案者であること、そし
て何よりも、幣原喜重郎氏の平和に対する思いを、できるだけ多
くの日本人の方に伝えなければ、と思い始めました。

⚫ およそ2週間後の2022年4月18日に、ZOOMで講座を開催するこ
とを決心しました。

⚫ そのまた2週間後の2022年5月3日が憲法記念日であることに、
ふと気が付き、間に合うかなあと思いつつ、講座の開催日を5月3
日に決定しました。

私の得意技（？）

⚫ これまで、まったくその分野の知識のない人にも、分かりやすい
形で、いろいろな分野の講義をしてきました。「新しい水の科学」
や「現代生物学」などです。

⚫ ですので、今回の講義もまた、まったくこの分野のことを知らない
方を念頭において、お話いたします。

⚫ 私自身、ほんの1ヶ月前まで、そのような皆さんと同じ状況にあり
ましたので、そのお立場はよく分かります。

⚫ 従って、今回の話を初めて聞かれる方が、私の話をよく理解でき
なかったとすると、それは私の責任です。

⚫ ともかくも、気を楽にして、リラックスして聞いていただければ、そ
して細かいことは忘れていただいて、主要な流れを理解していた
だければ、大変有り難いです。

私の本棚「九条関連」



2

今回の講座の目的

無理のない範囲で（自然な流れの中で）……

1. 『平野文書』の存在について知っていただくこと。

2. 「幣原喜重郎氏が憲法９条の発案者であったというこ
と」を理解していただくこと。

3. 「幣原喜重郎氏の平和に対する思い」を理解していた
だくこと、そして共感していただくこと。

4. 「憲法９条は世界に誇ることのできる日本の宝である」
ということを理解していただくこと。

5. 【上級編】 もし可能であれば、今回の講座で理解したり
共感したりしてくださった事柄を、回りの人々に伝えて
いただくこと。
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講義の流れ

講義の流れ
⚫簡単な年表
⚫三者の関係

昭和天皇、マッカーサー元帥、幣原喜重郎総理大臣
【0】御前会議（ポツダム宣言受諾）・終戦の詔書・降伏
文書の調印

【1】 天皇によるマッカーサー訪問
【2】 天皇が幣原に総理大臣就任を要請
【3】 幣原喜重郎とマッカーサーの密談 [メインテーマ]

⚫ 音楽鑑賞
⚫ 愛を選ぶか、恐れを選ぶか
⚫ まとめ
⚫ お知らせ

•幣原喜重郎氏
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簡単な年表

簡単な年表 (1)
• 1945年（昭和20年）7月26日…米英中が日本に対して、降伏を
求めるポツダム宣言の文書を出す。当時の日本政府はすぐに
は受け入れず。

• 1945年（昭和20年）8月6日…米国による広島への原爆投下。
• 1945年（昭和20年）8月8日…ソ連の日本への宣戦布告。
• 1945年（昭和20年）8月9日…米国による長崎への原爆投下。
• 1945年（昭和20年）8月14日…御前会議にて、内閣総理大臣（海
軍大将）鈴木貫太郎により、ポツダム宣言の受諾の最終決定。
昭和天皇の裁可を得る。

• 1945年（昭和20年）8月15日…玉音（ぎょくおん）放送により「終
戦の詔書」が昭和天皇（44歳）によって読み上げられた。

• 1945年（昭和20年）8月17日…鈴木貫太郎内閣の総辞職。東久
邇宮（ひがしくにのみや）内閣の発足。

• 1945年（昭和20年）9月2日…東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリの
甲板上において降伏文書が調印された。

簡単な年表 (2)
⚫ 1945年（昭和20年）9月27日…昭和天皇（44歳）によるマッカー
サー元帥（65歳）訪問。

• 1945年（昭和20年）10月4日…マッカーサー「憲法を改正して自由
主義的要素を十分取り入れる必要がある」

• 1945年（昭和20年）10月5日…東久邇宮内閣の総辞職。
⚫ 1945年（昭和20年）10月6日…昭和天皇（44歳）、幣原喜重郎（73
歳）に対して内閣総理大臣に就任するように要請。

• 1945年（昭和20年）10月9日…幣原喜重郎、内閣総理大臣に就
任。

• 1945年（昭和20年）10月11日…幣原首相、マッカーサーと会談し、
マッカーサーから「五大改革指令」を指示される：①婦人解放、②
労働組合の助長、③教育の自由化・民主化、④秘密的弾圧機構
の廃止、⑤経済機構の民主化。

• 1945年（昭和20年）10月25日…幣原内閣、憲法問題調査委員会
を設置(委員長・松本烝治国務大臣)。
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簡単な年表 (3)
• 1946年（昭和21年）1月1日…天皇の「人間宣言」
⚫ 1946年（昭和21年）1月24日…幣原喜重郎（73歳）とマッカーサー

元帥（65歳）の「密談」。
• 1946年（昭和21年）2月1日…毎日新聞によるスクープ記事。
• 1946年（昭和21年）2月3日…「マッカーサー三原則」
• 1946年（昭和21年）2月4日…この日から12日まで9日間かけて、
民政局、憲法草案作成に取り組む。

• 1946年（昭和21年）2月8日…松本烝治国務大臣の執筆による政
府の改正案（憲法改正要綱）がGHQに提出される。

• 1946年（昭和21年）2月12日…民政局は憲法草案を完成し、マッ
カーサーに提出。

• 1946年（昭和21年）2月13日…ホイットニー、「マッカーサー草案」
を松本と外相の吉田に手渡す。GHQからの提案（総司令部案）。

• 1946年（昭和21年）2月18日…松本による「憲法改正案説明補充
書」がGHQに提出されるが、ケーディスにより破棄。

簡単な年表 (4)
• 1946年（昭和21年）2月19日…政府は臨時会議を開いて検討。22
日まで2日間の猶予をGHQに乞うことになる。

• 1946年（昭和21年）2月21日…幣原喜重郎とマッカーサー元帥の
会談。マッカーサーの意向について確認。

• 1946年（昭和21年）2月22日…閣議で「マッカーサー草案」の受け
入れを決定。幣原首相、昭和天皇に事情説明の奏上。天皇、「そ
の結果、天皇がどうなっても構わぬ」とのこと。

• 1946年（昭和21年）2月26日…極東委員会の第1回総会。
• 1946年（昭和21年）3月2日…松本烝治、昼夜兼行で作業を進め
て、憲法草案を脱稿。英文化に至らず。

• 1946年（昭和21年）3月4日…GHQ、日本文のままでよいからもっ
てこいとの催促。

• 1946年（昭和21年）3月4日夕刻…松本、日本語のままの原案（三
月二日案）を持参してGHQに出頭。夜、日米共同作業の開始。

• 1946年（昭和21年）3月5日…紆余曲折の末、日米共同作業終了。

簡単な年表 (5)

• 1946年（昭和21年）3月6日…憲法改正草案要綱の完成。
• 1946年（昭和21年）4月3日…極東委員会が昭和天皇の不起訴
方針を決定。

• 1946年（昭和21年）4月10日…第22回衆議院総選挙。
• 1946年（昭和21年）4月17日…憲法改正草案の完成。
• 1946年（昭和21年）6月20日…帝国憲法改正案を衆議院に提
出。

• 1946年（昭和21年）8月24日…衆議院修正議決。
• 1946年（昭和21年）10月6日…貴族院修正議決。
• 1946年（昭和21年）10月7日…衆議院で貴族院回付案を同意。
• 1946年（昭和21年）11月3日…日本国憲法公布。
⚫ 1947年（昭和22年）5月3日…日本国憲法施行（今から75年前）。

簡単な年表 (6)
⚫ 1951年（昭和26年）2月下旬…平野三郎、幣原喜重郎に聴取を
行う（この時のメモが後日『平野文書』となる）。

⚫ 1951年（昭和26年）3月2日…「読売新聞」の朝刊に連載された
幣原喜重郎の口述による回想録が『外交五十年』として出版さ
れたが、その「序」は幣原喜重郎によって、この日に書かれた。

⚫ 1951年（昭和26年）3月10日…幣原喜重郎、亡くなる。

幣原は平野から聴取を受けた後、そして 『外交五十年』の
「序」を書いた後、僅か数日後に亡くなったことになる。

• 1951年（昭和26年）4月11日…マッカーサー元帥、解任
• 1951年（昭和26年）9月8日…「サンフランシスコ講和条約」締結。
日本国の主権が承認され、日本と多くの連合国との間の「戦
争状態」が終結した。

• 1952年（昭和27年）4月28日…「サンフランシスコ講和条約」発
効。

簡単な年表 (7)

• 1964年（昭和39年）1月23日…『平野文書』の内容を書いたス
クープ記事が共同通信によって配信される。

⚫ 1964年（昭和39年）2月7日…『平野文書』（正式名称『幣原先生
から聴取した「戦争放棄条項等の生まれた事情について」』）
が憲法調査会事務局によって刊行される。

• 1964年（昭和39年）3月…マッカーサー著の『Reminiscences』
（同年、日本語訳『マッカーサー回想記』出版）の中のマッカー
サー本人によって記された『Preface』（『序文』）の署名の日付。

• 1964年（昭和39年）4月5日…マッカーサー、亡くなる。

マッカーサーは、回想録の序文を書いた後、
1ヶ月も経たないうちに亡くなったことになる。

• 1994年（平成6年）4月4日…平野三郎、亡くなる。
18

三者の関係
• 昭和天皇

• マッカーサー元帥

• 幣原喜重郎総理大臣
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三者の関係

1964年2月
『平野文書』の刊行

1951年2月下旬
平野が幣原を聴取

昭和天皇・裕仁（44歳）

幣原喜重郎
（75歳）

1945年10月6日

天皇が幣原に総理
大臣就任を要請

1946年1月24日
幣原と

マッカーサーの密談

1945年9月27日
天皇の

マッカーサー訪問

ダグラス・
マッカーサー（65歳）

1964年
原著：『Reminiscences』
翻訳：『マッカーサー大戦

回顧録』の刊行

日本国憲法制定における水面上と水面下の動き

幣原

マック

1945年 1946年

天皇

マック

9月27日

幣原

天皇

10月6日

幣原

マック

1月24日

2月1日毎日スクープ記事
2月3日マック三原則

2月4日-12日GHQ案作成
2月13日 GHQ案を日本政府に手交
2月18日政府、「説明補充」を提出

GHQ拒絶、48時間以内の回答を迫る

2月26日政府案起草開始
3月2日政府案完成
3月4日 GHQに提出

3月5日口論の後、確定案が整う
3月6日草案要綱発表、
マッカーサーも支持、了承

天皇

マック

幣原

2月21日

2月22日

⚫ 国体に触れることだから、仮にも日本側から
こんなこと（天皇を象徴とすること）を口にする
ことは出来なかった。

⚫ 憲法は押しつけられたという形をとった訳で
あるが、当時の実情としてそういう形でなかっ
たら実際に出来ることではなかった。

⚫ 僕はマッカーサーに進言し、命令として出して
貰うように決心したのだが、これは実に重大
なことであって、一歩誤れば首相自らが国体
と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を
覚悟しなければならぬ。

【1】

【2】

密談

【3】

21

【0】 御前会議（ポツダム
宣言受諾）・終戦の詔書・

降伏文書の調印

1945年（昭和20年）8月14日
～9月2日

ポツダム宣言受諾
1945年8月14日

御前会議（1945年8月14日）

ポツダム宣言受諾による降伏を決定した。

『侍従長の回想』
藤田尚徳・著、1961年
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侍従長の回想
藤田尚徳(ひさのり)・著、1961年

この御前会議に出席した下村宏国務相が、（略）記述されたものがある。最も
陛下の御発言を忠実に写したものとして次にかかげる。
「外に別段意見の発言がなければ私の考えを述べる。（略）
陸海軍の将兵にとって武装の解除なり保障占領というようなことはまことに堪
え難いことで、その心持は私にはよくわかる。しかし自分はいかになろうとも、万
民の生命を助けたい。この上戦争を続けては結局我が邦がまったく焦土となり、
万民にこれ以上苦悩を嘗めさせることは私としてじつに忍び難い。祖宗の霊に
お応えできない。和平の手段によるとしても、素より先方の遣り方に全幅の信頼
を措き難いのは当然であるが、日本がまったく無くなるという結果にくらべて、少
しでも種子が残りさえすればさらにまた復興という光明も考えられる。（略）
以上は私の考えである」
陛下のお話の途中から、出席者の涕泣する声は次第に高まった。そして、陛
下がわが一身はどうなろうとかまわぬ、国民を戦火から守りたいと言われた頃
から、人々は号泣していた。陛下の聖断が下ってからも出席者の慟哭する声は、
次室の侍従たちのところまで聞えた。

終戦前日の御前会議：1945年8月14日

終戦の詔書
1945年8月15日

終戦の詔書（1945年8月15日）

宮内庁
玉音放送（1945年8月15日正午）

の原盤を初公表音声も公開
（4分55秒）

https://youtu.be/RFVzDGSiojs

降伏文書の調印
1945年9月2日

戦艦ミズーリ上での降伏文書の調印 (1)
（1945年9月2日）

戦艦ミズーリ艦上で降伏文書に署名するマッカーサー、後ろに立っているのは手前がアメリカ軍
ウエインライト中将、奥がイギリス軍パーシバル中将（Wikipediaより）。
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戦艦ミズーリ上での降伏文書の調印 (2)
（1945年9月2日）

降伏文書調印 東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリ上 1945年9月2日 中央で署名を行っているのは
重光葵（しげみつ まもる）外務大臣 その左後方に侍しているのは加瀬俊一（Wikipediaより）。

戦艦ミズーリ上での「世界平和記念式典」
（2000年12月2日：降伏文書の調印から55年3ヶ月後）

ハワイ真珠湾に浮かぶ戦艦ミズーリ上で2000年12月2日に、ワールド･ピース･プレイヤー・
ソサイエティの主催により、「世界平和記念式典」が開催された。

33

【1】 天皇による
マッカーサー訪問

1945年（昭和20年）9月27日

① 天皇によるマッカーサー訪問
1945年（昭和20年）9月27日

日本国憲法制定における水面上と水面下の動き

幣原

マック

1945年 1946年

天皇

マック

9月27日

幣原

天皇

10月6日

幣原

マック

1月24日

2月1日毎日スクープ記事
2月3日マック三原則

2月4日-12日GHQ案作成
2月13日 GHQ案を日本政府に手交
2月18日政府、「説明補充」を提出

GHQ拒絶、48時間以内の回答を迫る

2月26日政府案起草開始
3月2日政府案完成
3月4日 GHQに提出

3月5日口論の後、確定案が整う
3月6日草案要綱発表、
マッカーサーも支持、了承

天皇

マック

幣原

2月21日

2月22日

⚫ 国体に触れることだから、仮にも日本側から
こんなこと（天皇を象徴とすること）を口にする
ことは出来なかった。

⚫ 憲法は押しつけられたという形をとった訳で
あるが、当時の実情としてそういう形でなかっ
たら実際に出来ることではなかった。

⚫ 僕はマッカーサーに進言し、命令として出して
貰うように決心したのだが、これは実に重大
なことであって、一歩誤れば首相自らが国体
と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を
覚悟しなければならぬ。

【1】

【2】

密談

【3】

『マッカーサー
大戦回顧録』
ダグラス･マッカーサー・著

1964年
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マッカーサー大戦回顧録 (1)
ダグラス･マッカーサー・著、1964年

天皇は間もなく会見を求めてこられた。（略）
私が米国製のタバコを差出すと、天皇は礼をいって、受取られた。そのタバコ
に火をつけてさしあげた時、私は天皇の手がふるえているのに気がついた。私
はできるだけ天皇のご気分を楽にすることにつとめたが、天皇の感じている屈
辱の苦しみが、いかに深いものであるかが、私にはよくわかっていた。
私は天皇が、戦争犯罪者として起訴されないよう、自分の立場を訴えはじめる
のではないか、という不安を感じた。連合国の一部、ことにソ連と英国からは、
天皇を戦争犯罪者に含めろという声がかなり強くあがっていた。（略）
天皇が戦争犯罪者として起訴され、おそらく絞首刑に処せられることにでもな
れば、日本中に軍政をしかねばならなくなり、ゲリラ戦がはじまることは、まず間
違いないと私はみていた。（略）
しかし、この私の不安は根拠のないものだった。天皇の口から出たのは、次
のような言葉だった。

天皇・マッカーサー会談：1945年9月27日

マッカーサー大戦回顧録 (2)
ダグラス･マッカーサー・著、1964年

「私は、国民が戦争遂行にあたって政治、軍事両面で行ったすべての決定と行
動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の裁決にゆ
だねるためおたずねした」
私は大きい感動にゆすぶられた。死をともなうほどの責任、それも私の知り尽
くしている諸事実に照らして、明らかに天皇に帰すべきではない責任を引受け
ようとする、この勇気に満ちた態度は、私の骨の髄までもゆり動かした。私はそ
の瞬間、私の前にいる天皇が、個人の資格においても日本の最上の紳士であ
ることを感じとったのである。（略）
天皇との初対面以後、私はしばしば天皇の訪問を受け、世界のほとんどの問
題について話合った。私はいつも、占領政策の背後にあるいろいろな理由を注
意深く説明したが、天皇は私が話合ったほとんど、どの日本人よりも民主的な
考え方をしっかり身につけていた。天皇は日本の精神的復活に大きい役割を演
じ、占領の成功は天皇の誠実な協力と影響力に負うところがきわめて大きかっ
た。

天皇・マッカーサー会談：1945年9月27日

『侍従長の回想』
藤田尚徳・著、1961年

侍従長の回想
藤田尚徳(ひさのり)・著、1961年

陛下は次の意味のことをマ元帥に伝えられている。
「敗戦に至った戦争の、いろいろの責任が追及されているが、責任はすべて私
にある。文武百官は、私の任命する所だから、彼等には責任はない。
私の一身はどうなろうと構わない。私はあなたにお委せする。この上は、どう
か国民が生活に困らぬよう、連合国の援助をお願いしたい」
一身を捨てて国民に殉ずるお覚悟を披瀝になると、この天真の流露はマ元帥
を強く感動させたようだ。
「かつて、戦い敗れた国の元首で、このような言葉を述べられたことは、世界の
歴史にも前例のないことと思う。私は陛下に感謝申したい。占領軍の進駐が事
なく終ったのも、日本軍の復員が順調に進行しているのも、これ総て陛下のお
力添えである。これからの占領政策の遂行にも、陛下のお力を乞わねばならぬ
ことは多い。どうか、よろしくお願い致したい」（略）
マ元帥は陛下のこの真情あふれるお言葉を聞いたころから、彼自身の心に積
極的に「天皇に戦争責任なし」とする議論に傾いていったようだ。

天皇・マッカーサー会談：1945年9月27日

『平野文書』
平野三郎・著、1964年

＜後ほど詳しく説明します＞

『平野文書』
天皇についての幣原氏の見解

『問（平野三郎） 天皇陛下は憲法についてどう考えておかれるのですか』
『答（幣原喜重郎） 僕は天皇陛下は実に偉い人だと今もしみじみと思って
いる。マッカーサーの草案を持って天皇の御意見を伺いに行った時、実は
陛下に反対されたらどうしようかと内心不安でならなかった。（略）
しかし心配は無用だった。陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その
結果天皇がどうなってもかまわぬ、と言われた。この英断で閣議も納まった。
（略）
日本人の常識として天皇が戦争犯罪人になるというようなことは考えられ
ないであろうが、実際はそんな甘いものではなかった。当初の戦犯リストに
は冒頭に天皇の名があったのである。それを外してくれたのは元帥であっ
た。だが元帥の草案に天皇が反対されたなら、情勢は一変していたに違い
ない。天皇は己れを捨てて国民を救おうとされたのであったが、それに依て
天皇制をも救われたのである。天皇は誠に英明であった。
正直に言って憲法は天皇と元帥の聡明と勇断によって出来たと言ってよ
い。』
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43

【2】 天皇が幣原に
総理大臣就任を要請

1945年（昭和20年）10月6日

日本国憲法制定における水面上と水面下の動き

幣原

マック

1945年 1946年

天皇

マック

9月27日

幣原

天皇

10月6日

幣原

マック

1月24日

2月1日毎日スクープ記事
2月3日マック三原則

2月4日-12日GHQ案作成
2月13日 GHQ案を日本政府に手交
2月18日政府、「説明補充」を提出

GHQ拒絶、48時間以内の回答を迫る

2月26日政府案起草開始
3月2日政府案完成
3月4日 GHQに提出

3月5日口論の後、確定案が整う
3月6日草案要綱発表、
マッカーサーも支持、了承

天皇

マック

幣原

2月21日

2月22日

⚫ 国体に触れることだから、仮にも日本側から
こんなこと（天皇を象徴とすること）を口にする
ことは出来なかった。

⚫ 憲法は押しつけられたという形をとった訳で
あるが、当時の実情としてそういう形でなかっ
たら実際に出来ることではなかった。

⚫ 僕はマッカーサーに進言し、命令として出して
貰うように決心したのだが、これは実に重大
なことであって、一歩誤れば首相自らが国体
と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を
覚悟しなければならぬ。

【1】

【2】

密談

【3】

② 天皇、幣原喜重郎に対して
総理大臣に就任するように要請

1945年（昭和20年）10月6日

前列左から四人目が幣原喜重郎総理、その左に
米内光政海相、前列最右が吉田茂外相。

『平和憲法の水源』
平野三郎・著、1993年

平和憲法の水源 (1)
平野三郎・著、1993年

天皇が鈴木貫太郎を呼ばれた。終戦内閣の首相を辞した彼は枢密院議長の
職にあったが、西園寺元老亡きあとの天皇の相談相手であった。
「幣原喜重郎は、どうしているか」
とつぜん、陛下が言われた。
「幣原でございますか。幣原は大政翼賛会に最後まで入りませんでした。一時
は憲兵に殺られたという噂もありましたが、その後は何も聞いておりませんから、
健在と存じます」
鈴木は答えた。
「幣原がよい。幣原にしよう」
陛下は、決めてしまったように言われた。
「仰せの通り、幣原を措いて今日の時局を担任できる者はございますまい。まさ
に最適任と存じます」
そこで木戸内大臣が呼ばれた。木戸は、「幣原喜重郎、あの国賊をでございま
すか」と、怪訝な顔をした。

天皇、幣原喜重郎に組閣を要請：1945年10月6日

平和憲法の水源 (2)
平野三郎・著、1993年

幣原喜重郎は外務大臣たること5回、「霞ヶ関の主」と呼ばれた外交畑の巨人
である。
世にいわれる「幣原外交」は国際協調、恒久平和、共存共栄、対支不干渉の
四原則に貫かれ、終始一貫して変わることがなかった。しかし軍国主義が台頭
し始めるや、この平和外交は一般の風潮と背離するようになり、軍部の圧力に
おもねる徒らな強硬論が巷に氾濫していった。そうした嵐の中にも幣原外相は
厳として動かず、いささかも平和主義を曲げなかった。
やがて幣原外交は軟弱の標本とされ、腰抜け外交の異名から、果ては国辱
外交、売国外交とまで、あらゆる罵詈讒謗（ばりざんぼう）を浴びせられるに至っ
た。だが、牙をむいて迫る軍部を前に、山のごとくたちふさがっていた。
しかし昭和6年、満州事変が勃発するに及んで退陣のやむなきに至った。
野に下った幣原が、戦後一躍、総理大臣として返り咲くまでに14年の歳月が
流れた。この間、世間の悪罵も関心も次第に薄れ、遂には、そこにいるか、と声
をかける者もなくなり、完全に「水底の没人」になっていた。

天皇、幣原喜重郎に組閣を要請：1945年10月6日
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平和憲法の水源 (3)
平野三郎・著、1993年

千駄ヶ谷の幣原邸の塀には国賊、売国奴の落書きが書きなぐられ、道行く人
が邸内へ投石した。「水底の没人」となった彼は、外には南京陥落、真珠湾攻
撃、シンガポール占領と、勝った勝ったの街のどよめきを聞きながら、14年間を
じっと堪えていた。
空襲で焼け出され、二子玉川にへ疎開した。（略）ここで終戦を迎えた。彼はそ
こ（注：逗子の別荘）へ引っ越して静かに余生を送る積りであった。
昭和20年10月6日の朝だった。（略）彼は家の前に出て引っ越しのトラックの到
着を待っていた。そこへトラックでなく、一台の公用車がやって来た。宮内省の
車だ。（略）
参内すると陛下がお待ちになっているというので、早速拝謁した。久し振りの
拝顔であった。天皇から組閣の大命が下った。寝耳に水で、夢想だにしない意
外事である。直ちに拝辞した。老齢であるゆえ、内政にはまったく自信がない旨
を言上（ごんじょう）した。
いったん退出したが、重ねて陛下のお召しだった。
「幣原、この時局に自信のある者などあるか」

天皇、幣原喜重郎に組閣を要請：1945年10月6日

平和憲法の水源 (4)
平野三郎・著、1993年

「幣原、この時局に自信のある者などあるか」
ーー陛下のお言葉であった。そのとき、陛下の両眼に光るものを幣原は見た。
幣原喜重郎に大命降下ーーのニュースは、世間を驚かした。国賊が存命して
いたのだ。組閣後の記者会見で、新聞記者たちさえ、幣原は生きていたのか、
と一同顔を見合わせた。

そのときの模様を、彼は親友の大平駒槌（おおだいら こまつち）に送った書簡
で次のように記している。
「（略）トラックの到着を待ち居りたる際、突如宮中の御召を蒙（こうむ）り図らず
も大命を仰せつけられ候。小生は近年著しく老衰せるのみならず、元来内政問
題に対する興味皆無にして現下の難局を燮理（しょうり）する自信なく、此自信
なくては良心の呵責に堪えざる旨を言上（ごんじょう）したるに重ねて勅諭を賜り、
時局の変転に宸襟（しんきん）を悩まし給う模様を拝しては、感奮（かんぷん）し
て胸迫るを覚え、最早成敗利鈍を顧るの遑（いとま）あらず、此処に至誠微力を
尽して、最後の御奉公を承るとの覚悟を定めたる次第（略）」

天皇、幣原喜重郎に組閣を要請：1945年10月6日

51

【3】 幣原喜重郎と
マッカーサーの密談

1946年（昭和21年）1月24日

日本国憲法制定における水面上と水面下の動き

幣原

マック

1945年 1946年

天皇

マック

9月27日

幣原

天皇

10月6日

幣原

マック

1月24日

2月1日毎日スクープ記事
2月3日マック三原則

2月4日-12日GHQ案作成
2月13日 GHQ案を日本政府に手交
2月18日政府、「説明補充」を提出

GHQ拒絶、48時間以内の回答を迫る

2月26日政府案起草開始
3月2日政府案完成
3月4日 GHQに提出

3月5日口論の後、確定案が整う
3月6日草案要綱発表、
マッカーサーも支持、了承

天皇

マック

幣原

2月21日

2月22日

⚫ 国体に触れることだから、仮にも日本側から
こんなこと（天皇を象徴とすること）を口にする
ことは出来なかった。

⚫ 憲法は押しつけられたという形をとった訳で
あるが、当時の実情としてそういう形でなかっ
たら実際に出来ることではなかった。

⚫ 僕はマッカーサーに進言し、命令として出して
貰うように決心したのだが、これは実に重大
なことであって、一歩誤れば首相自らが国体
と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を
覚悟しなければならぬ。

【1】

【2】

密談

【3】

③ 幣原喜重郎とマッカーサーの密談
1946年（昭和21年）1月24日

『マッカーサー
大戦回顧録』
ダグラス･マッカーサー・著

1964年
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マッカーサー大戦回顧録 (1)
ダグラス･マッカーサー・著、1964年

日本の新憲法にある「戦争放棄」条項は、私の個人的な命令で日本に押しつ
けたものだという非難が、実情を知らない人々によってしばしば行われている。
これは次の事実が示すように、真実ではない。
旧憲法改正の諸原則を、実際に書きおろすことが考慮されるだいぶ前のこと、
幣原首相は、当時日本ではまだ新薬だったペニシリンをもらって、病気がよく
なった礼を述べるため、私に会いたいといってきた。それはちょうど松本博士の
憲法問題調査委員会が憲法改正案の起草にとりかかろうとしている時だった。
幣原男爵は1月24日（昭和21年）の正午に、私の事務所をおとずれ、私にペニ
シリンの礼を述べたが、そのあと私は男爵がなんとなく当惑顔で、何かをため
らっているらしいのに気がついた、私は男爵に何を気にしているのか、とたずね、
それが苦情であれ、何らかの提議であれ、首相として自分の意見を述べるのに
少しも遠慮する必要はないといってやった。

幣原・マッカーサー密談：1946年1月24日

マッカーサー大戦回顧録 (2)
ダグラス･マッカーサー・著、1964年

首相は、私の軍人という職業のためにどうもそうしにくいと答えたが、私は軍
人だって時折りいわれるほど勘がにぶくて頑固なのではなく、たいていは心底
はやはり人間なのだと述べた。
首相はそこで、新憲法を書上げる際にいわゆる「戦争放棄」条項を含め、その
条項では同時に日本は軍事機構は一切もたないことをきめたい、と提案した。
そうすれば、旧軍部がいつの日かふたたび権力をにぎるような手段を未然に打
消すことになり、また日本にはふたたび戦争を起す意志は絶対にないことを世
界に納得させるという、二重の目的が達せられる、というのが幣原氏の説明
だった。（略）
私は腰が抜けるほどおどろいた。長い年月の経験で、私は人を驚かせたり、
異常に興奮させたりする事柄にはほとんど不感症になっていたが、この時ばか
りは息もとまらんばかりだった。戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段
として廃止することは、私が長年熱情を傾けてきた夢だった。

幣原・マッカーサー密談：1946年1月24日

マッカーサー大戦回顧録 (3)
ダグラス･マッカーサー・著、1964年

現在生きている人で、私ほど戦争と、それがひき起す破壊を経験した者はお
そらく他にあるまい。二十の局地戦、六つの大規模な戦争に加わり、何百という
戦場で生残った老兵として戦った経験をもち、原子爆弾の完成で私の戦争を嫌
悪する気持は当然のことながら最高度に高まっていた。
私がそういった趣旨のことを語ると、こんどは幣原氏がびっくりした。氏はよほ
どおどろいたらしく、私の事務所を出る時には感きわまるといった風情で、顔を
涙でくしゃくしゃにしながら、私の方を向いて、「世界は私たちを非現実的な夢想
家と笑いあざけるかも知れない。しかし、百年後には私たちは預言者と呼ばれ
ますよ」といった。

根本コメント：ジョン・レノンの「イマジン」は1971年に発表された。その25年前の1946年
に幣原は、自らとマ元帥のことを「非現実的な夢想家」（impracticable visionaries）と呼
んでいた。「預言者」（prophets）と呼ばれることになる100年後は2046年になる。

幣原・マッカーサー密談：1946年1月24日

『羽室メモ』
『憲法九条はなぜ制定されたか』
古関彰一・著、2006年より

【原典】 憲法調査会『憲法制定の経過に関する
小委員会第47回議事録』 大蔵省印刷局、1962年

『憲法九条はなぜ制定されたか』
古関彰一・著、2006年、p6～p7より

『羽室メモ』

（幣原が）世界中が戦力を持たないという理想論を始め戦争を世界中がしなく
なる様になるには戦争を放棄するという事以外にないと考えると話し出したとこ
ろがマッカーサーは急に立ち上がって両手で手を握り涙を目にいつぱいためて
その通りだと言い出したので幣原は一寸（ちょっと）びつくりしたと言う。
（中略）
この事（根本注：天皇を戦犯にすべきだという諸外国の強固な主張）について
マッカーサーは非常に困つたらしい。そこで出来る限り早く幣原の『理想的な社
会の構築』である戦争放棄を世界に声明し日本国民はもう戦争をしないと言う
決心を示して外国の信用を得、天皇をシンボルとする事を憲法に明記すれば列
国もとやかく言わずに天皇制へふみ切れるだろうと考えたらしい。……これ以外
に天皇制をつづけてゆける方法はないのではないかと言う事に二人の意見が
一致したのでこの草案を通す事に幣原も腹をきめたのだそうだ。（憲法調査会
『憲法制定の経過に関する小委員会第47回議事録』大蔵省印刷局、1962年）

幣原の友人で枢密顧問官の大平駒槌（おおだいら こまつち）の娘、羽室（はむろ）ミチ子
が、幣原が大平に語った内容を父の大平から聞いて書き残したもの。

私的に、ちょっと面白いこと！
ダグラス･マッカーサーの『マッカーサー大戦回顧録』
⚫ 戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段として廃止することは、私が
長年熱情を傾けてきた夢だった。（中略）私がそういった趣旨のことを語ると、
こんどは幣原氏がびっくりした。氏はよほどおどろいたらしく、私の事務所を
出る時には感きわまるといった風情で、顔を涙でくしゃくしゃにしながら、私の
方を向いて、「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑いあざけるかも知れな
い。しかし、百年後には私たちは預言者と呼ばれますよ」といった。

羽室ミチ子の『羽室メモ』
⚫ （幣原が）世界中が戦力を持たないという理想論を始め戦争を世界中がしな
くなる様になるには戦争を放棄するという事以外にないと考えると話し出した
ところが、マッカーサーは急に立ち上がって両手で手を握り涙を目にいつぱ
いためてその通りだと言い出したので幣原は一寸びつくりしたと言う。

根本の推測
⚫ 二人とも相手の方が、「顔を涙でくしゃくしゃにしたり」、「涙を目に一杯ためて
いた」と言っている（笑）

⚫ 実際には、二人とも感極まって、涙を流し、ハグをせんばかりの状況にあっ
たのではないか？



11

『平野文書』
とは何か？

『平野文書』との出会い （2022年4月4日）

みんなの知識 ちょっと便利帳
幣原喜重郎元首相が語った日本国憲法 - 戦争放棄条項等の生まれた事情について

https://www.benricho.org/kenpou/shidehara-9jyou.html

『平野文書』でググると、トップに出てくるように思います。

『平野文書』（三和書籍：無料PDF版）

https://sanwa-co.com/9784862513205-2/

平野三郎 （1912年3月23日-1994年4月4日）

amazon.co.jpの著者紹介文より
• 平野三郎（1912年3月23日〜1994年4月4日）は、昭和期の政治家で、岐阜
県知事、衆院議員(自民党)を歴任した。

• 1947年、岐阜県の八幡町長に初当選。1949年より同県2区から衆議院議員
に連続5期当選（根本注：1949年～1969年）。

• 元首相・幣原喜重郎の衆議院議長時代（根本注：1949年2月11日～1951年
3月10日没）の秘書役となる。

• 1963年に「幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情につい
て」という報告書を憲法調査会に提出（根本注：同報告書が印刷されたのは
1964年2月）。同報告書は「平野文書」と呼ばれた。

• 著書に「平和憲法の水源―昭和天皇の決断」「平和憲法秘話」「笑わぬ象
徴」「昭和の天皇―帝王学の神髄」など。

⚫ 1950年（昭和25年）9月5日～11月14日に、読売新聞紙上で61回にわたって回想記
が発表された。これは幣原が記者に語って聞かせた口述の回顧録である。

⚫ 1951年刊の『外交五十年』には1951年（昭和26年）3月2日付けの幣原の序文あり。
⚫ 1951年2月下旬に平野は幣原に聴取している。この時のメモが『平野文書』となる。
⚫ 1951年3月10日、衆議院議長在任中に、幣原は心筋梗塞のため死去する。

『平野文書』に関するスクープ記事
• 1951年（昭和26年）2月下旬…平野三郎（38歳）が幣原喜重郎に聴取を行う。
• 1951年（昭和26年）3月10日…幣原喜重郎（78歳）、亡くなる。
• 1964年（昭和39年）1月23日…『平野文書』の内容などを書いた大スクープ記
事が共同通信によって配信され、全国の新聞の第１面に大きく掲載される。

• 1964年（昭和39年）2月7日…『平野文書』が憲法調査会の委員たちに配られる。

『平野文書』
平野三郎・著、1964年
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『平野文書』 (1)
『問（平野三郎） 実は憲法のことですが、私には第九条の意味がよく分りません。
あれは現在占領下の暫定的な規定ですか、それなら了解できますが、そうすると
何れ独立の暁には当然憲法の再改正をすることになる訳ですか』
『答（幣原喜重郎） いや、そうではない。あれは一時的なものではなく、長い間僕
が考えた末の最終的な結論というようなものだ』

『問 そうしますと一体どういうことになるのですか。軍隊のない丸裸のところへ敵
が攻めてきたら、どうするという訳なのですか』
『答 それは死中に活だよ。一口に言えばそういうことになる』

『問 死中に活と言いますと … … …』
『答 たしかに今までの常識ではこれはおかしいことだ。しかし原子爆弾というも
のが出来た以上、世界の事情は根本的に変わって終ったと僕は思う。何故ならこ
の兵器は今後更に幾十倍幾百倍と発達するだろうからだ。恐らく次の戦争は短時
間のうちに交戦国の大小都市が悉く灰燼に帰して終うことになるだろう。そうなれ
ば世界は真剣に戦争をやめることを考えなければならない。そして戦争をやめる
には武器を持たないことが一番の保証になる』

『平野文書』 (2)
『問 しかし日本だけがやめても仕様がないのではありませんか』
『答 そうだ。世界中がやめなければ，ほんとうの平和は実現できない。しかし実
際問題として世界中が武器を持たないという真空状態を考えることはできない』

『問 それは誠に結構な理想ですが、そのような大問題は大国同志が国際的に話
し合って決めることで、日本のような敗戦国がそんな偉そうなことを言ってみたとこ
ろでどうにもならぬのではないですか』
『答 そこだよ、君。負けた国が負けたからそういうことを言うと人は言うだろう。君
の言う通り、正にそうだ。しかし負けた日本だからこそ出来ることなのだ。（略）
そこで軍縮は可能か、どのようにして軍縮をするかということだが、僕は軍縮の
困難さを身をもって体験してきた。世の中に軍縮ほど難しいものはない。（略）
要するに軍縮は不可能である。絶望とはこのことであろう。唯もし軍縮を可能に
する方法があるとすれば一つだけ道がある。それは世界が一せいに一切の軍備
を廃止することである。（略）
勿論不可能である。それが不可能なら不可能なのだ。
ここまで考えを進めてきた時に、第九条というものが思い浮かんだのである。そ
うだ。もし誰かが自発的に武器を捨てるとしたら ー

『平野文書』 (3)
『答 最初それは脳裏をかすめたひらめきのようなものだった。次の瞬間、直ぐ
僕は思い直した。自分は何を考えようとしているのだ。相手はピストルをもってい
る。その前に裸のからだをさらそうと言う。何と言う馬鹿げたことだ。恐ろしいこと
だ。自分はどうかしたのではないか。若しこんなことを人前で言ったら、幣原は気
が狂ったと言われるだろう。正に狂気の沙汰である。
しかしそのひらめきは僕の頭の中でとまらなかった。どう考えてみても、これは
誰かがやらなければならないことである。恐らくあのとき僕を決心させたものは僕
の一生のさまざまな体験ではなかったかと思う。何のために戦争に反対し、何の
ために命を賭けて平和を守ろうとしてきたのか。今だ。今こそ平和だ。今こそ平和
のために起つ秋（とき）ではないか。そのために生きてきたのではなかったか。そ
して僕は平和の鍵を握っていたのだ。何か僕は天命をさずかったような気がして
いた。（略）
要するに世界は今一人の狂人を必要としているということである。何人かが自ら
買って出て狂人とならない限り、世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことがで
きないのである。これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。そ
の歴史的使命を日本が果たすのだ』

『平野文書』 (4)
『問 お話の通りやがて世界はそうなると思いますが、それは遠い将来のことで
しょう。しかしその日が来るまではどうする訳ですか。目下の処は差当り問題ない
としても、他日独立した場合、敵が口実を設けて侵略してきたらです』
『答 その場合でもこの精神を貫くべきだと僕は信じている。そうでなければ今ま
での戦争の歴史を繰り返すだけである。然も次の戦争は今までとは訳が違う。
僕は第九条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。勿論軍隊を
持たないと言っても警察は別である。警察のない社会は考えられない。（略）
しかし強大な武力と対抗する陸海空軍というものは有害無益だ。僕は我国の自
衛は徹頭徹尾正義の力でなければならないと思う。その正義とは日本だけの主
観的な独断ではなく、世界の公平な与論に依って裏付けされたものでなければな
らない。そうした与論が国際的に形成されるように必ずなるだろう。何故なら世界
の秩序を維持する必要があるからである。若し或る国が日本を侵略しようとする。
そのことが世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それに依て脅威を受ける
第三国は黙ってはいない。その第三国との特定の保護条約の有無にかかわらず、
その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう。要するにこれ
からは世界的視野に立った外交の力に依て我国の安全を護るべきで、だからこ
そ死中に活があるという訳だ』

『平野文書』 (5)
『問 よく分りました。そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものです
か。一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということに
なっています。尤も草案は勧告という形で日本に提示された訳ですが、あの勧告
に従わなければ天皇の身体も保証できないという恫喝があったのですから事実
上命令に外ならなかったと思いますが』
『答 そのことは此処だけの話にして置いて貰わねばならないが、実はあの年（昭
和二十年）の暮から正月にかけ僕は風邪をひいて寝込んだ。僕が決心をしたの
はその時である。それに僕には天皇制を維持するという重大な使命があった。元
来、第九条のようなことを日本側から言いだすようなことは出来るものではない。
まして天皇の問題に至っては尚更である。この二つに密接にからみ合っていた。
実に重大な段階にあった。
幸いマッカーサーは天皇制を存続する気持を持っていた。本国からもその線の
命令があり、アメリカの肚は決っていた。ところがアメリカにとって厄介な問題が
起った。それは濠州やニュージーランドなどが、天皇の問題に関してはソ連に同
調する気配を示したことである。これらの国々は日本を極度に恐れていた。日本
が再軍備をしたら大変である。戦争中の日本軍の行動は余りに彼らの心胆を寒
からしめたから無理もないことであった。

『平野文書』 (6)
『答 殊に彼らに与えていた印象は、天皇と戦争の不可分とも言うべき関係であっ
た。日本人は天皇のためなら平気で死んで行く。恐るべきは「皇軍」である。という
訳で、これらの国々はソ連への同調によって、対日理事会の票決ではアメリカは
孤立化する恐れがあった。
この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた
訳である。
豪州その他の国々は日本の再軍備を恐れるのであって、天皇制そのものを問
題にしている訳ではない。故に戦争が放棄された上で、単に名目的に天皇が存
続するだけなら、戦争の権化としての天皇は消滅するから、彼らの対象とする天
皇制は廃止されたと同然である。もともとアメリカ側である濠州その他の諸国は、
この案ならばアメリカと歩調を揃え、逆にソ連を孤立させることが出来る。
この構想は天皇制を存続すると共に第九条を実現する言わば一石二鳥の名案
である。尤も天皇制存続と言ってもシムボルということになった訳だが、僕はもとも
と天皇はそうあるべきものと思っていた。（略）
日の丸は日本の象徴であるが、天皇は日の丸の旗を護持する神主のようなも
のであって、むしろそれが天皇本来の昔に還ったものであり、その方が天皇のた
めにも日本のためにもよいと僕は思う』
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『平野文書』 (7)
『答 この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側
からこんなことを口にすることは出来なかった。
憲法は押しつけられたという形をとった訳であるが、当時の実情としてそういう
形でなかったら実際に出来ることではなかった。
そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出して貰うように決心したのだが、
これは実に重大なことであって、一歩誤れば首相自らが国体と祖国の命運を売り
渡す国賊行為の汚名を覚悟しなければならぬ。（略）したがって誰にも気づかれな
いようにマッカーサーに会わねばならぬ。幸い僕の風邪は肺炎ということで元帥
からペニシリンというアメリカの新薬を貰いそれによって全快した。そのお礼という
ことで僕が元帥を訪問したのである。それは昭和21年の1月24日である。その日、
僕は元帥と二人切りで長い時間話し込んだ。すべてはそこで決まった訳だ』

『問 元帥は簡単に承知されたのですか』
『答 マッカーサーは非常に困った立場にいたが、僕の案は元帥の立場を打開す
るものだから、渡りに舟というか、話はうまく行った訳だ。しかし第九条の永久的な
規定ということには彼も驚ろいていたようであった。（略）賢明な元帥は最後には
非常に理解して感激した面持ちで僕に握手した程であった』

『平野文書』 (8)
『答 元帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの戦略に対する将来の考慮と、共産
主義者に対する影響の二点であった。それについて僕は言った。
日米親善は必ずしも軍事一体化ではない。日本がアメリカの尖兵となることが
果たしてアメリカのためであろうか。原子爆弾はやがて他国にも波及するだろう。
次の戦争は想像に絶する。世界は亡びるかも知れない。世界が亡びればアメリカ
も亡びる。（略）
ほとんど不可能とも言うべき軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の
出現を期待する以外ないであろう。同時にそのような戦争放棄国の出現も亦ほと
んど空想に近いが、幸か不幸か、日本は今その役割を果たし得る位置にある。歴
史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を受け持つ機会を与えたのである。貴
下さえ賛成するなら、現段階に於ける日本の戦争放棄は、対外的にも対内的にも
承認される可能性がある。歴史のこの偶然を今こそ利用する秋（とき）である。そ
して日本をして自主的に行動させることが世界を救い、したがってアメリカをも救う
唯一つの道ではないか。
何れにせよ、ほんとうの敵はロシアでも共産主義でもない。このことはやがてロ
シア人も気づくだろう。彼らの敵もアメリカでもなく資本主義でもないのである。世
界の共通の敵は戦争それ自体である』

『平野文書』 (9)
『問 天皇陛下は憲法についてどう考えておかれるのですか』
『答 僕は天皇陛下は実に偉い人だと今もしみじみと思っている。マッカーサーの
草案を持って天皇の御意見を伺いに行った時、実は陛下に反対されたらどうしよ
うかと内心不安でならなかった。（略）
しかし心配は無用だった。陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天
皇がどうなってもかまわぬ、と言われた。この英断で閣議も納まった。（略）
日本人の常識として天皇が戦争犯罪人になるというようなことは考えられないで
あろうが、実際はそんな甘いものではなかった。当初の戦犯リストには冒頭に天
皇の名があったのである。それを外してくれたのは元帥であった。だが元帥の草
案に天皇が反対されたなら、情勢は一変していたに違いない。天皇は己れを捨て
て国民を救おうとされたのであったが、それに依て天皇制をも救われたのである。
天皇は誠に英明であった。
正直に言って憲法は天皇と元帥の聡明と勇断によって出来たと言ってよい。
（略）危機一髪であったと言えるが、結果に於いて僕は満足し喜んでいる。
なお念のためだが、君も知っている通り、去年金森君からきかれた時も僕が
断ったように、このいきさつは僕の胸の中だけに留めておかねばならないことだ
から、その積りでいてくれ給え』

マッカーサー・元GHQ
最高司令官から

高柳賢三・憲法調査会
会長への手紙

1958年（昭和33年）12月5日＆15日

東京新聞
• 2016年（平成28年）8月12日…東京新聞の第一面は憲法九条の話題だった。

• 1958年（昭和33年）12月5日…「(憲法九条は）世
界に対して精神的な指導力を与えようと意図した
ものであります。本条は、幣原男爵の先見の明
と経国の才と叡智(えいち)の記念塔として、永存
することでありましょう」

• 1958年（昭和33年）12月15日…「戦争を禁止する
条項を憲法に入れたい、という提案は幣原首相
が行なったのです。首相は、わたくしの職業軍人
としての経歴を考えると、このような条項を憲法
に入れることに対してわたくしがどんな態度をと
るか不安であったので、憲法に関しておそるおそ
るわたくしに会見の申し込みをした、と言っておら
れました。わたくしは首相の提案に驚きましたが、
首相に、わたくしも心から賛同であると言うと、首
相は、明らかに安堵の表情を示されて、わたくし
を感動させました」

マッカーサー元GHQ最高司令官から高柳賢三憲法調査会会長への手紙

78

音楽鑑賞
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日本国憲法をうたう
引田香織

2021年3月5日（5分26秒）

https://youtu.be/jDWBQ5AUN8w

80

愛を選ぶか、
恐れを選ぶか

愛を選ぶか、恐れを選ぶか (1)

⚫ 「恐れ」の世界
➢ 誰もが疑心暗鬼であり、隙を見せると他人がいつ攻撃

してくるか分からない。
➢ 常に身を守っていないと安心できない。
➢ 他人は自分を騙そうと思っている。
➢ 他人はいつも自分のことしか考えていない。

⚫ 「愛」の世界
➢ 誰もが皆、信頼し合っている。
➢ 他人が自分を攻撃してくることなどあり得ない。
➢ 従って、身を守る必要もない。
➢ 他人は決して自分を騙したりしない。
➢ 人は誰に対しても、愛を持って接してくれる。

⚫ あなたはどちらの世界を選びますか？

愛を選ぶか、恐れを選ぶか (2)

⚫ 今この瞬間にあなたが神の力を持ったとします。そ
して、人類一人一人の考え方を、あなたの好きな
ように変えることができるとします。そしたら、あな
たは人々の考え方をどのように変えたいですか？

⚫ 死後の世界が存在するとします。あなたの死後、
あなたは、あなたと同じ思いを持っている存在たち
に囲まれて暮らしていくことになるとします。あなた
はどのような思いを持ちたいですか？

⚫ これら２つの状況の中で、自分が選択したいと思う
「思い」を、今、ここで選択することはできないでしょ
うか？

You must be the change you
want to see in the world.

- Mahatma Gandhi

1869年10月2日 - 1948年1月30日

インドのグジャラート出身の
弁護士、宗教家、政治指導者。

あなたがこの世で見たいと願
う変化に、あなた自身がなり
なさい。

－ マハトマ・ガンジー

愛を選ぶか、恐れを選ぶか (3)

• W.W.L.D.
• What would LOVE do?
• もしも私が「愛」だったら、私は一体、今、何をする
だろうか？

• W.W.J.D.
• What would JESUS do?
• もしも私が「イエス・キリスト」だったら、私は一体、
今、何をするだろうか？
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愛を選ぶか、恐れを選ぶか (4)

• その人の「思い」がその人の「現実」を
創り出す。

• いったん「愛」を選択すると決めたら、さ
まざまな課題が、自然にその人のところ
に落ちてくる。

↓

宇宙の仕組み
86

まとめ

まとめ
1. 『平野文書』という文書が存在します。
⇒「『平野文書』をユネスコ世界記憶遺産にして、シデハラさん
を世界に知らせよう」という動きもあります！

2. 幣原喜重郎氏こそが、憲法９条の発案者でした。

3. 幣原喜重郎氏の平和に対する熱い思いが、マッカー
サーを感動させて、新憲法の中で「天皇制の存続」と
「戦争放棄＆戦力不保持」の両方を実現させました。

4. 憲法９条は世界に誇ることのできる日本の宝です。

5. 【上級編】 もし可能でしたら、今回の講座で理解したり
共感したりしてくださった事柄を、回りの人々に伝えくだ
さい。

88

お知らせ

• 生命システム研究所主催の講座（講師：根本）
➢ ＜前編＞ 『宇宙究極の謎』とは？（5月9日）
➢ ＜後編＞ 『宇宙究極の謎』と『理想的な社会の構築』 （5月13日/15日）
➢ よく分かる『新しい水の科学』（5月7日&14日）（会場：IHM）
➢ 『現代生物学』を学んで感じよう！③進化論 （5月15日/17日）
➢ 『現代生物学』を学んで感じよう！＜1日講座＞（6月11日）
➢ 新型コロナウイルスと新型コロナワクチン（6月26日/28日）
➢ よく分かる『新しい水の科学』（7月2日&9日）（会場：IHM）

• エネルギー医学インスティチュート（IEMJ：WEB参照）
➢ 5月21日…根本泰行＋IEMJ理事「ディスカッション～

私たちはなぜ存在するのか？」
➢ 10月1日…根本泰行「シェルドレイク博士の形態形成場の理論」

生命システム研究所
https://life-system-labo.com/

満月ツインハート瞑想会
基本的に毎月満月の日の21時～22時にZOOM上で開催します。
• 2022年3月18日（金）22時～23時、担当：根本泰行 終了!
• 2022年4月17日（日）21時～22時、担当：あんどうさわこ 終了!
• 2022年5月16日（月）21時～22時、担当：あんどうさわこ

ウエサク祭と呼ばれる特別な日です！神尾学先生も参加されます！

• 2022年6月14日（火）21時～22時、担当：根本泰行
• 2022年7月14日（木）21時～22時、担当：あんどうさわこ
• 2022年8月12日（金）21時～22時、担当：根本泰行
• 2022年9月10日（土）21時～22時、担当：根本泰行
• 2022年10月10日（月）21時～22時、担当：あんどうさわこ
• 2022年11月8日（火）21時～22時、担当：根本泰行
• 2022年12月8日（木）21時～22時、担当：あんどうさわこ

必ずウエブサイトから申し込んでください。
https://life-system-labo.com/2022-3twinheart/
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Thank you for 

your attention !

ご静聴、ありがとうございます。

I love you.

I thank you.

I respect you.

ynemoto@life-system-labo.com

https://life-system-labo.com/
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