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＜後編＞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３１日（火） １９：００～２１：００

ＺＯＯＭ会議室

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. 日本国民と一体化した「ワンネス意識」を体現された昭
和天皇について知っていただくこと。

2. 「（昭和天皇の思いを受け止めた）幣原喜重郎氏が憲
法９条の発案者であったということ」（＝天皇・幣原・合
作説）を『平野文書』などを通じて理解していただくこと。

3. 「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。

4. 【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。

講義の流れ
⚫ 三者の関係の概要
⚫ 【0】 昭和天皇のお人柄とお考え
⚫ 【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 『平野文書』
⚫ 自衛のための戦力を持つべきか否か
⚫ 憲法9条の世界への影響
⚫ 軍隊を持たない国、コスタリカ
⚫ 憲法改正について
⚫ 憲法改正の手続き
⚫ 鑑賞の時間
⚫ 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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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

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（当時44歳）

幣原喜重郎
（当時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（当時65歳）

1964年3月以降
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
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1945年 1946年

幣原

マック

1月24日 幣原マ密談

【3】

天皇

天皇

マック

9月27日

【1】

写真は公開されたが、
基本的には密談

幣原

天皇

10月6日

【2】

天皇が幣原に総理大臣
就任を要請
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【0】

昭和天皇
のお人柄とお考え

昭和天皇が戦争放棄条項の
元々の発案者であった
可能性について

『天皇とその御責任』
昭和初期のエピソード

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』

1998年、木下道雄（元・侍従次長）・著より

『天皇とその御責任』 (1)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

私が再び陛下のお側にお仕えするようになったのは、終戦の日から2ヶ月ば
かり後（1945年10月）であった。（略）
陛下は新聞をよくお読みになるから、これらの論説（天皇の責任を追及する論
説）の横行は、よく御存じであるが、どういう訳か、天皇の戦争責任に関する論
議にだけは、一言もおふれにならないで、避けよう避けようとなさる。何かのは
ずみで、話題が天皇の責任論に近づく様子が見えると、すぐ話題をかえておし
まいになる。（略）
なぜ、御自身の御責任に関する話題を回避なさるのか、その理由を私の在職
中（1945年10月-1946年5月）には遂に知ることができなかった。（略）

私が侍従として陛下のお側におった（昭和初期）ある秋の夕暮れのことである。
そのとき内閣書記官が、あわただしく侍従職に馳せつけてきて、一個の上奏
箱を私に手渡していうには、この箱の内には、一刻を争う内閣総理大臣の至急
の上奏書が入っているから、速やかに御裁可を仰ぐように特に配慮していただ
きたい、とのことであった。（略）

『天皇とその御責任』 (2)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

箱の中から出てきたのは、ただ一通の上奏文書であった。何某起訴処分の件、
右謹んで裁可を仰ぐ。年月日。内閣総理大臣何某印、という表題の上奏紙の裏
に、数枚に亙る司法（現在の法務）大臣の起訴理由書が綴ってあった。
当時の慣例として、正三位（しょうさんみ）勲一等というような身分の人が犯罪
の疑いを以て起訴される場合には、陛下のお許しがなければ手を付けることが
できない内規であったので、大至急そのお許しをえるための上奏であった。
この事件は既に新聞がやかましく報道していた汚職事件であるが、何分にも
火中の人物が政治上の権力者であるので、首相及び司法大臣が果たして起訴
を断行する勇気ありや否やが世人の注目の的であった。
私は、この上奏書を一見した瞬間、総理もいよいよ決心されたか、といささか
痛快な気持ちで、これを陛下のお机の上にさしあげた。
汚職といえば、陛下の最も忌み嫌われる問題であるから、すぐ裁可の印をお
捺しになるだろうと思っていたところ、意外にも、陛下はその書類を一見遊ばす
や否や、非常にご当惑の御態度をお示しになった。困ったな！といったような御
様子である。

『天皇とその御責任』 (3)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

これを拝見した瞬間、私の胸中には、はて、なぜだろうか。というような、かす
かな疑問が湧いたが、陛下は上奏書に附属した司法大臣の起訴理由書をくり
返し、くり返しごらんになり、なかなか裁可の印をお捺しになろうとはなさらない。
だんだん時がたつにつれ、おそばに立ってお待ちしている私も、いろいろと考
え始めた。自分は陛下より10以上も年上の男でありながら、先刻来、いささかな
りとも痛快味を覚えたことは、何と浅ましく恥ずかしいことか。
陛下は、われわれと違って、いつ人とお会いになっても、対立感というものを
少しもお持ちにならない。それだから、汚職そのものは徹底的にお嫌いだが、汚
職をした人を憎いとは、お思いにならないらしい。ただ汚職の行われる世の中を、
いとも悲しと観じておいでになるのではなかろうか。
われわれは、人と会えば、すぐ持ち前の対立極に捉われて、この人は自分よ
り身長（せい）が高いか低いか、から始まって果ては、馬鹿か利口かに至るまで、
あらゆる比較を腹の中でするものだが、ほんとのところ、神さまの眼から見れば、
お互いに五十歩、百歩の違いに過ぎないことは、とんと気がつかない。ああ、な
んと恥ずかしいことか、と恥じ入る他はなかった。

『天皇とその御責任』 (4)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

やや暫くして、とうとう、陛下は上奏文書に裁可の印をお捺しになった。これで
起訴は決定した訳だ。何某氏は今夜にでも逮捕されることになったのである。
私はその書類をいただいて、箱に入れ鍵をかけ、一刻も早く、私を待っている
内閣書記官に渡そうと思い、一歩お室を踏みだそうとしたところ、私をお呼び止
めになったから、何か別の御用かと思い、お側に近づいたところ、ただ一言、沈
痛なお声で、「わたしが悪いのだよ」とおっしゃって、考えておいでになる。
このとき私は、ほんとうに、なんともいわれぬ、つらい思いに胸をいためた。わ
れわれの仲間の犯したあやまちが、かほどまでに陛下のお胸を傷めるのか、あ
いすまぬことだ、と思っていたら、つとお椅子から立って縁側におでになったか
ら、私も無言でそのままお伴をして縁側に出た。（略）
非常によく晴れた秋の日暮れ、夕陽がお庭の松に照りそっていたが、天を仰
いで、おっしゃるには、「わたしが悪いのだよ、どうすれば政治家の堕落が防げ
るであろうか。結局わたしの徳が足りないから、こんなことになるのだ。どうすれ
ばよいと思うか」とお尋ねになる。
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『天皇とその御責任』 (5)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

このお尋ねをうけても、つい先程、持ち前の対立感から、いささかなりとも痛快
味を覚えた私ごとき者に、なんとお答えができよう。あふれる涙を抑えて、ただ
無言でお室を退出したことがあった。このときの記憶は、あまりにもあざやかで、
今でも秋の非常によく晴れた夕暮れ、空を仰ぐと、ときどき、このときのことが思
いだされる。
こういう深刻な記憶を胸に焼きつけた、この私が、敗戦後、再び陛下のおん許
に帰ってきたのだから、お胸のうちの、おつらさは、よく判るのだが、なぜ、話題
が天皇責任論にふれるのをお避けになるのか、その理由の真相は、これを知
るよしもなかった。
私がこれを知ったのは、ずーっと後のことである。

【根本私見】「わたしが悪いのだよ、どうすれば政治家の堕落が防げるであろうか。結局わ
たしの徳が足りないから、こんなことになるのだ」という昭和天皇のお言葉は、まさに日本
国民と一体化した天皇が示した「ワンネス意識」の極致であると感じます。天皇の境地は
本来、このようなものだったと思います。

『御製歌「よもの海」』
をめぐる考察
本間光徳・著

開戦直前のエピソード

『御製歌「よもの海」』をめぐる考察
本間光徳・著

『ICU 比較文化』 No.46 [2014], pp.129-183

明治天皇と昭和天皇には多くの共通点が見られる。これは、明治天皇が特に
昭和天皇の教育に熱心であった事と、昭和天皇自身が明治天皇を理想像とし
た事による帰結であるが、昭和天皇が明治天皇の理念を踏襲してとった行動の
一つとしても、開戦を前にした1941年9月6日の御前会議に於ける御製の引用を
挙げる事ができる。
昭和天皇は、外交交渉を主とする政府答弁の際に発言をしなかった陸軍参謀
総長杉山元（すぎやま はじめ）と海軍軍令部総長永野修身（ながの おさみ）に
対し、その考えを問うた後、『御製歌「よもの海」』を二度繰り返している。

昭和天皇はさらに続けて、自身は「常に、この御製を拝誦している。どうか」と
御下問している。明治天皇の御製歌を引用した上の御下問は、形式上は御下
問であるが、実質上は戦争反対の意思表明である。

よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の たちさわぐらむ

『終戦後、再び側近に
ありし頃』

開戦直後のエピソード
『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』

1998年、木下道雄（元・侍従次長）・著より

『終戦後、再び側近にありし頃』 (1)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

開戦当時、私はお側にお仕えしていなかったが、ほんとに偶然なことで、ちょう
ど日米戦端の開かれた1941年（昭和16年）12月8日の朝、30分ばかり、陛下に
お目にかかることになった。
当時、私は帝室会計審査局長官の職にあった。（略）
陛下は、いかにもお寝不足の御様子である。会計審査報告などは、何も今日
に限ったことではない、いつでもよろしいのに、陛下は一旦おきめになったこと
は、なかなか御変更にならない。
私は、陛下のお疲れを思い、いつもなら1時間位かかる上奏を、30分ばかりに
短縮して午前を退出することにしたが、数年間お側におった関係から、つい、い
よいよ戦が始まりまして、と申し上げたところ、極めて沈痛な御様子で、真珠湾
の緒戦には幸い成功したが……ねと仰せになっただけでお言葉がない。極め
て御心配の御様子だ。私はお心のうちを拝察して何ともいわれぬ気持ちになっ
た。
今日からは敵味方、何万という若者たちが失われて行くのか、ということが、
勝敗を度外視して、お心にかかっていたのであろう。

『終戦後、再び側近にありし頃』 (2)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

一歩、皇居の外に出ると、奇襲攻撃成功、万歳万歳の歓声のうず。ああ、誰
か皇居の奥深く、戦争の悲劇に、心から憂いのおん眼をむけさせられている陛
下のお心のうちを拝察したものがあったであろうか。

1945年（昭和20年）8月15日、終戦のときにも、私は会計審査局にいたから、
当時の陛下の御様子を語る資格はないが、当時お詠みになったお歌を後で拝
見させていただたいたので、四首ここに載せさせていただく。

爆撃にたふれゆく民の上をおもひ いくさとめけり身はいかならむとも
身はいかになるともいくさとどめけり ただたふれゆく民をおもひて
国がらをただ守らんといばら道 すすみゆくともいくさとめけり
外国（とつくに）と離れ小島にのこる民の うへやすかれとただいのるなり

鳥にたとえては、甚だ恐縮であるが、猛鳥の襲撃に対し、雛まもる親鳥の決死
の姿を、涙して想うだけである。
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『侍従長の回想』
終戦前日の御前会議でのエピソード

藤田尚徳・著、1961年

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

ニューヨークタイムズ記者

クルックホーンによる

昭和天皇との会見録
天皇マ会見の2日前のエピソード

1945年（昭和20年）9月25日

NYタイムズ記者クルックホーンによる昭和天皇
との会見記（1945年9月25日、天皇マ会談の2日前）

1945年9月29日付け朝日新聞
（出典：『天皇の真実』 河内正臣・著）

クルックホーン「陛下は最新武器（原爆）の出現が、
将来の戦争をなくするとお考えになりませんか？」

陛下「銃剣によって、または、他の武器の使用によっ
ては、永遠の平和は樹立されることは考えられぬ。
勝利者も敗北者も武器を手にしては、平和問題は
解決し得ない。真の平和は、自由なる人民の協力
一致によってのみ達成される。」

23

【1】
昭和天皇による
マッカーサー訪問

1945年（昭和20年）9月27日

① 昭和天皇によるマッカーサー訪問
1945年（昭和20年）9月27日
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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

幣原

マック

1月24日 幣原マ密談

【3】

天皇

天皇

マック

9月27日

【1】
幣原

天皇

10月6日

【2】

天皇が幣原に総理大臣
就任を要請

写真は公開されたが、
基本的には密談

『マッカーサー元帥との
御会見の真相』

天皇マ会見時のエピソード
『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』

1998年、木下道雄（元・侍従次長）・著より

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (1)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

1955年（昭和30年）9月14日の朝、何気なく読売新聞を開いて見たら、その第
二面に大きな見出しで「天皇陛下を讃えるマ元帥」という重光外務大臣の手記
が掲載されていた。
これを読んでいるうちに、私の胸のうちには感謝感激の情が潮（うしお）のよう
に高鳴ってきた。それは、終戦以来、私が心ひそかに、求めに求めていた、ある
いものを、遂に発見したからである。
それは何であったか。（略）天皇は、日本国民の運命に関しては、皇祖皇宗に
対し、更にまた上天に対し、絶対の責任を自覚せらるるおん方である、とする私
の考え（略）が現に正確な史上の事実として、ここに明らかとなったからである。
終戦処理上、陛下が、いかような御覚悟を以て、いかような事をなされたか、
そして、これを何故に黙秘して、近侍の者にさえ、一言もお洩らしなされなかっ
たか、このことの顛末が、詳細明らかになると共に、あの無遠慮な天皇責任論
の横行時代に、敵将との約束を堅く守って、一言の説明もなさらず、堪えぬいて
こられた。そのおつらさ、その御苦労を拝察して、ただ、ただ、陛下、ほんとうに、
ありがとうございました、と心からお礼を申し上げるより他はなかった。

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (2)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

陛下が、日本占領軍の総大将マッカーサー元帥と初めてお会いになったのは、
1945年（昭和20年）9月27日のことで、場所は東京のアメリカ大使館内のマ元帥
の室であった。
この御会見は、会談の内容は一切厳秘に付する堅い約束の下に行われたも
のであるから、マ元帥は幕僚も遠ざけ、只一人、陛下も通訳一人の外、何ぴと
もおつれにならず、真に一対一の御会見であった。
このような次第であるから、御会見の内容は一切、外部には不明のまま、年
月が経過していったのである。当時、巷間には、いろいろな風説が流布された
けれども、誰も、事の真相を知っているものはいなかった。
ところが、1955年（昭和30年）の夏、時の外務大臣重光葵（まもる）氏が、用務
を帯びて、米国に赴くことになり、出発に先だち、お暇乞いのため、那須の御用
邸に伺候して、陛下にお目にかかった。このとき、陛下は重光外相に、一つの
御伝言を托された。それはニューヨークにいるマッカーサー元帥に対する、陛下
の御挨拶の御言葉であった。

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (3)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

そこで重光外相は、1955年（昭和30年）9月2日の朝、ニューヨークで（略）マ元
帥を訪問し、陛下の御伝言を伝えた次第であるが、この際、重光氏はマ元帥の
口から、従来厳秘に付せられていた1945年（昭和20年）9月27日、陛下対マ元
帥、第1回御会見の内容を初めて聴かされた次第であった。
元来、内容は一切、厳秘に付せられた御会見のことであるから、爾来、陛下
は一切を黙して、一言たりともお洩らしになったことがない。然るに10年後とは
いえ、マ元帥が重光氏に、あえて事の真相を物語ったことは、恐らく、元帥自身
の世界情勢判断と、且つ陛下に対する深い思慕の情と非常な好意とが然かあ
らしめたのであろう。
これを聴き知った重光外相の驚きと喜びとは、想像に絶したものであったらし
い。同氏は事の正確を期するため、この会見に同席し、マ元帥と重光外相との
会話を詳細に速記していたスクリップ・ハワード通信社主ロイ・ハワード氏の速
記録と自己の記録とを照合し、帰朝の後、これを邦訳して、1955年（昭和35年）9
月14日の読売の朝刊に寄稿した次第。これが、昭和20年9月27日、陛下とマ元
帥との第1回の御会見に関する日本人向けの報道の第1報となった訳である。

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (4)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

この第1回の御会見の際、命乞いにきたのだ、とばかり思って、服も改めず、
お出迎えもせず、自分の居室で陛下を迎えた元帥が、お帰りの際には、いとも
鄭重に玄関先までお見送り申し上げていることは、一体何を物語るのであろう
か。
数千年の世界歴史の上で、民族の興亡は、いくたびも、いくたびも、くりかえさ
れたが、未だかつて、国民を庇って、身命を捨てる君主のあることを知らなかっ
た元帥が、眼前に立たれる陛下のお姿を熟視して、なんと感じたであろうか。自
分は、あのとき、興奮のあまり、陛下に抱きついて、キスしようと思った、と重光
外相に告白していることは、元帥がいかに、はげしく、感激したか、を物語るも
のといわなければなるまい。
この重光外相の寄稿文は、日本歴史、否、世界歴史の上で、極めて貴重な文
献である。マ元帥すでに亡きいま、陛下は、あくまで沈黙を守られるであろうし、
重光氏も、また、他界した今日、この文献の価値は至大である。かく思うが故に、
私は読売新聞社の了解を得て、左に、重光氏の寄稿の全文を掲げる。
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『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (5)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

読売新聞 1955年（昭和30年）9月14日朝刊

天皇陛下賛えるマ元帥－新日本の生みの親 御自身の運命、問題とせず

重光 葵（しげみつ まもる）

重光「東京出発前、那須御用邸で、天皇陛下に拝謁した際、陛下は“もしマッ
カーサー元帥と会合の機もあらば、自分は米国人の友情を忘れた事はない。
米国との友好関係は終始重んずるところである。特に元帥の友情を常に感謝し
て、その健康を祈っている”と伝えてもらいたいとのことであった」
マック「自分は日本天皇の御伝言を他のなにものよりも喜ぶものである。私は
陛下に御出会いして以来、戦後の日本の幸福に最も貢献した人は天皇陛下な
りと断言するに憚らないのである。それにもかかわらず、陛下のなされたことは
未だかつて、十分に世に知らされて居らぬ。十年前、平和再来以来、欧州のこ
とが常に書き立てられて、陛下の平和貢献の仕事が十分了解されていないうら
みがある。その時代の歴史が正当に書かれる場合には天皇陛下こそ新日本の
産みの親であるといって崇められることになると信じます」

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (6)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

マック「私は戦前には、天皇陛下にお目にかかった事はありません。始めて御
出会いしたのは、東京の米国大使館内であった。
どんな態度で、陛下が私に会われるかと好奇心をもって御出会いしました。し
かるに実に驚きました。陛下は、まず戦争責任の問題を自ら持ち出され、つぎ
のようにおっしゃいました。これには実にびっくりさせられました。
すなわち“私は、日本の戦争遂行に伴ういかなることにも、また事件にも全責
任をとります。また私は、日本の名においてなされた、すべての軍事指揮官、軍
人および政治家の行為に対しても直接に責任を負います。自分自身の運命に
ついて貴下の判断が如何様のものであろうとも、それは自分には問題でない。
構わずに総ての事を進めていただきたい。私は全責任を負います”
これが陛下のお言葉でした。私は、これを聞いて、興奮の余り、陛下にキスし
ようとした位です。もし国の罪をあがのうことが出来れば進んで絞首台に上るこ
とを申出るという、この日本の元首に対する占領軍の司令官としての私の尊敬
の念は、その後ますます高まるばかりでした」

『マッカーサー元帥との御会見の真相』 (7)
木下道雄（元・侍従次長）・著

『新編・宮中見聞録－昭和天皇にお仕えして』 1998年

マック「どうか日本にお帰りの上は、自分の温かい御あいさつと親しみの情を
陛下に御伝えください。その際自分の心からなる尊敬の念をも同時にささげてく
ださい」

以上が私がニューヨークでマッカーサー元帥と再会した時に、元帥が天皇陛
下の思い出を、興奮した態度で私に話したものを、当時同席したロイ・ハワード
氏が速記していた記録に照らし合わせたものである。
私はこれを聞いた時は、ほんとうに感激した。終戦の当時、戦犯の問題はもち
ろん追放の問題まで大騒ぎであった。その空気の中で、天皇陛下は少なくとも
親（みずか）らをかばおうとはせられず、戦争に対する国家国民の行動につい
ては如何なることも全責任を取る事を敵将に明言されたのである。その大御心
は真に天日（てんじつ）の如く世界を照らしておるというべきである。（略）
この歴史的事実は、陛下御自身はもちろん宮中からも今日まで少しももらされ
たことはなかった。それが、ちょうど10年経った今日、当時の敵将占領軍司令官
自身の口から語られたのである。

昭和天皇とマッカーサー
の会見についての
通訳官の証言
パワーズ少佐

アメリカ大使公邸にて

昭和天皇とマッカーサー
の会見を通訳官が証言

2009年7月3日（1分7秒）

https://youtu.be/inE1DSH0jrk
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『父の日記』
入江為年

『入江相政日記・第一巻』、1990年より

『父の日記』
入江為年、『入江相政日記・第一巻』、1990年

（入江為年が父の入江相政に）「天皇陛下のどこがそんなにお偉いのでしょう
か」と尋ねたことがある。
「お上は純粋そのものの方だ。利害得失などの世俗の考えはお持ちにならな
い。ご自身を主にしてお考えになることもない。お考えの中心は平和というこ
とだ。平和だけをお考えになって、そのためにはご自身が何をすればよいか、
それだけをつきつめて考えておられる。お上ほど無私の方に会ったことはな
い。またお上ほど真贋の目利きの鋭い方も他にみない。私はお上でなければ、
こんなに長くお仕えする気にはなれない（入江相政は昭和天皇に51年間仕え
た）。お上のためなら何時でも死ぬことができる」。（略）
「お上は美辞麗句をご存じない。パフォーマンスもお持ちではない。常に素顔
で誠実に人に接し、相手の立場には十分な気配りをされている。お上のよう
な地位の方で、このような方が他におられるだろうか」

入江相政（すけまさ）：1905年6月29日-1985年9月29日
侍従（1934-1968）、侍従次長（1968-1969）、侍従長（1969-1985）

39

【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

幣原

マック

1月24日 幣原マ密談

【3】

天皇

天皇

マック

9月27日

【1】

写真は公開されたが、
基本的には密談

幣原

天皇

10月6日

【2】

天皇が幣原に総理大臣
就任を要請

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。

『外交五十年』
幣原喜重郎・口述、1951年
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外交五十年
幣原喜重郎・著、1951年

宮内省へ行くと、陛下がお待ちになっておいでになるとのことで、早速
拝謁した。
陛下は私に、内閣組織の大命をお下しになった。寝耳に水と言おうか。
これはまったく夢にも予想しなかったことであって、私には御引き請け申
し上げる自信がなかったから、御勘弁を願ったが、お話し申し上げてい
るうちにも、いかにも御心痛の御様子が拝察された。
事ここに至ってはこの上御心配をかけては相済まない。自分で出来る
ことなら、生命を投げ出してもやれねばならぬと、堅く心に誓うに至った。
それで、
「幣原にはこの大役が勤まるという自信はございませんけれども、全力
を尽くして御意を奉じましょう」と申し上げて、御前を下がった。

天皇、幣原喜重郎に組閣を要請：1945年10月6日

1950年9月5日～11月14日にかけて、読売新聞に61回にわたって回想記を発
表した。記者に語って聞かせた口述の回顧録である。⇒「外交五十年」

44

【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

幣原

マック

1月24日 幣原マ密談

【3】

天皇

天皇

マック

9月27日

【1】

写真は公開されたが、
基本的には密談

幣原

天皇

10月6日

【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
1946年（昭和21年）1月24日

日本国憲法第９条

第２章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決す
る手段としては、永久にこれを放棄する。

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを
認めない。

『憲法九条と
幣原喜重郎』
笠原十九司・著、2020年

「幣原発案説」は（ほぼ）
証明されている！
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『憲法九条と幣原喜重郎』
笠原十九司・著、2020年

筆者（＝笠原十九司）が同書（＝堤堯（つつみ ぎょう）・著『昭和
の三傑－憲法九条は「救国のトリック」だった』）を読んだのは、
文献史料の調査検討が終わり、構成案もできて、本書の執筆に
着手する直前であった。
著者（＝堤堯）と筆者（＝笠原十九司）のアプローチの方法は異
なるが、幣原喜重郎発案を証明する史料と論証の根拠は同じで
ある。同書は、歴史観は異なっても、歴史事実を証明する手段と
方法は共通することを証明するものである。
著者（＝堤堯）が「当方は大学のころから幣原発案説に与し、こ
れを覆す決定的な史料はいまに至るも見当たらない」と述べてい
るのは、同感である。
筆者（＝笠原十九司）も幣原発案説を否定する論者の誤りと問題点について
は、いちいち批判して説明する自信がある。歴史事実に立つ者の強みである。

【根本私見】自分も幣原発案説を否定する論者の誤りと問題点について、
いちいち批判して説明する自信がちょっとだけある (^^)

『憲法・第七版』
芦部信喜・著、2019年

幣原マ密談に触れており、
幣原が戦争放棄という考えを
マッカーサーに示唆した

と述べている。

『憲法・第七版』
芦部信喜（のぶよし)・著、2019年

四半世紀に渡って読み継がれてきた憲法の教科書の定番！

平和主義原理が日本国憲法に採用された背景には、1941年（昭和16年）8月
の大西洋憲章（侵略国の非軍事化の原則）、45年7月のポツダム宣言（軍国主
義者の勢力の否定、戦争遂行能力の破砕、軍隊の武装解除）、46年2月のマッ
カーサー・ノート（戦争の放棄、軍隊の不保持、交戦権の否認）など、国際的な
動向、とりわけアメリカを中心とする連合国側の動きがあるが、それに加えて、
日本側の意向も反映されているとみることができる。とくに日本国憲法制定時
の幣原首相の平和主義思想が、マッカーサー・ノートの一つのきっかけになって
いたと考えられる。

1946年（昭和21年）1月24日に幣原首相はマッカーサー元帥を訪問し、憲法改
正問題も含めて、日本の占領統治について会談した際に、戦争放棄という考え
を示唆したと伝えられている。幣原は、それが天皇制を護持するために必要不
可欠だと考えたのである。
したがって、日本国憲法の平和主義の規定は、日本国民の平和への希求と
幣原首相の平和主義思想を前提としたうえで、最終的には、マッカーサーの決
断によってつくられたと解される。
日米の合作とも言われるのは、その趣旨である。

マッカーサー
の証言

1946年4月5日連合国対日理事会
1951年5月5日 米国国会上院軍事・外交合同委員会

1955年1月17日ロスアンジェルス正餐会

1946年1月24日の幣原マ密談の内容は
口外しないことになっていたのに、
幣原の死後（1951年3月10日以降）、
マッカーサーは公開してしまっている。

マッカーサー元帥の証言①
1946年4月5日連合国対日理事会

『世界』 2018年6月号
『憲法九条は誰が発案したのか』 笠原十九司・著より

提案されたこの新憲法の条項はいずれも重要で、その各項、その全部が、ポ
ツダムで表現された所期の目的に貢献するものであるが、私は特に戦争放棄
を規定する条項について一言したいと思う。（略）
私は、戦争放棄の日本の提案を、世界全国民の慎重なる考察のために提供
するものである。（略）
日本が、その憲法によって一方的に達成しようと提案するもの、すなわち国家
主権の戦争放棄ということを、もしすべての国家を通じて実現せしめ得るのなら、
国際連合の機構の永続的な意図と目的とを成就せしむるものであろう。

⚫ 【超重要】1946年4月（1950年の朝鮮戦争勃発より以前）に、マッカーサーは幣
原の名前は出していないが、日本が戦争放棄条項を提案したと証言している。

⚫ 幣原発案否定説においては、マッカーサーは朝鮮戦争において日本に戦力を
持たせるために、「戦争放棄は自分ではなくて、日本側の発案である」と言い始
めた、と言われることがあるが、そのロジックは成立しない。

マッカーサー元帥の証言②
1951年5月5日 米国国会上院軍事・外交合同委員会

『世界』 2018年6月号
『憲法九条は誰が発案したのか』 笠原十九司・著より

日本国民は、世界中の他のいかなる国民にもまして、原子戦争がどんなもの
であるかを理解しております。……かれらは、かれら自身の発意で、戦争を禁
止する旨の規定を憲法に書き込んだのであります。……日本の内閣総理大臣
幣原氏－－この人は大へん賢明な老人でありましたが、最近なくなられました。
－－この幣原氏がわたくしのところへやって来てこう申しました。
「これはわたくしが長い間考え、信じてきたことですが、この問題を解決する道
はただ一つ、戦争をなくすことです。」かれはまた言いました。（略）「わたくしは、
現在われわれが起草している憲法の中にこのような規定を入れるよう努力した
いのです。」
わたくしは、これを聞いて思わず立ち上がり、この老人と握手しながら、これこ
そ最大の建設的な歩みの一つであると思うと言わないではいられなかったので
あります。……わたくしは、この老人を激励いたしました。そして、かれらは、あ
の規定を書き込むことになったのであります。
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マッカーサー元帥の証言③
1955年1月27日ロスアンジェルス正餐会

『世界』 2018年6月号
『憲法九条は誰が発案したのか』 笠原十九司・著より

わたくしは、日本人が新しい憲法の制定に当たってこの問題に直面したときの
ことを、まざまざと思い出します。
（中略）
日本人は、もう一度戦争に参加することは、勝つにしても敗けるにしても、おそ
らく、かれらの民族の滅亡を招くであろうということを、実感として知っているの
です。
そこで日本の賢明な幣原老首相がわたくしのところに来られて、日本人自身
を救うには、日本人は、国際的手段としての戦争を放棄すべきであるということ
を主張されました。わたくしが賛成すると、首相は、わたくしに向かって「世界は
われわれを嘲笑し、非現実的な空想家であるといって、ばかにすることでしょう
けれども、今から百年後には、われわれは予言者とよばれるに至るでありましょ
う」と言われました。

天皇マッカーサー会見

＜第三回目＞
1946年10月16日

戦争放棄を日本が実行したと
マッカーサーが証言している。

天皇マッカーサー会見（第三回目）
1946年（昭和21年）10月16日

『天皇と世界平和』 河内正臣・著、1976年

（天皇の御言葉）「戦争放棄の大理想を掲げた新憲法に日本は
どこまでも忠実でありましょう。世界の国際情勢を注視しますと、
この理想より未だ遠い様であります。その国際情勢のもとに戦争
放棄を決意実行する日本が危険にさらされる事のない様な世界
の到来を一日も早くみられるように念願せずには居れません」
天皇のこの御言葉に対し、マ元帥は次のように応答している。
「最も驚くべきことは、世界の人々が戦争は世界を破滅に導くと
いう事を十分認識して居らぬことであります。戦争は最早不可能
であります。戦争を無くするには、戦争を放棄する以外に方法は
ありません。それを日本が実行されました。（時間の経過におい
て）、私は予言します。日本が道徳的に勇敢且懸命であったこと
が立証されましょう。日本は世界の道徳的指導者となったことが
悟られるでありましょう」（サンケイ新聞50･8･15）。

進歩党近畿大会での
進歩党総裁としての

幣原の挨拶
1946年11月1日

幣原は自衛権を否定している！

進歩党近畿大会での進歩党総裁
としての幣原の挨拶

1946年11月1日
『マッカーサーと幣原総理』 大越哲仁・著より

新日本の第二要素は国民挙って平和に終始する決意でありま
す。憲法第九条は戦争の放棄を宣言し、我国が全世界中最も
徹底的な平和運動の指導的地位に立つことを示しています。こ
の規定を以て一片の空理空想なりと冷笑する評論家は、やがて
近代科学の躍進に伴う破壊的兵器の新発明が人類の生存に如
何なる脅威を与えるかを悟らないものであります。
国家の自衛権は認めらるべきものであるとかないとかいう議
論は、人類が尚お今後の大戦争に耐えて生き残り得られること
を前提とするものである、かかる前提こそ全く空理空想と申さな
ければなりませぬ。人類が絶滅しては国家自衛権なるものも果
して何の用を為すのでありましょうか。

『外交五十年』
幣原喜重郎・口述、1951年

幣原は軍備を全廃すべきだと主張している！
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外交五十年 (1)
幣原喜重郎・著、1951年

戦後の混とんたる世相の中で、私の内閣の仕事は山ほどあった。中でも一番
重要なものは新しい憲法を起草することであった。そしてその憲法の主眼は、
世界に例のない戦争放棄、軍備全廃ということで、日本を再建するにはどうして
もこれで行かなければならんという堅い決心であった。（略）
私は図らずも内閣組織を命ぜられ、総理の職に就いたとき、すぐに私の頭に
浮んだのは、あの電車の中の光景（注：終戦の詔をラジオで聴いた後、家に帰
る電車の中で、一人の男が「なぜ戦争をしなければならなかったのか。おれた
ちは知らん間に戦争に引き入れられた。怪しからんのはわれわれを騙し討ちに
した当局の連中だ」と叫んでいた光景）であった。これはなんとかして、あの野に
叫ぶ国民の意思を実現すべく努めなくちゃいかんと、堅く決心したのであった。

⚫ 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。

外交五十年 (2)
幣原喜重郎・著、1951年

それで憲法の中に、未来永劫そのような戦争をしないようにし、政治のやり方
を変えることにした。つまり戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義
に徹しなければならんということは、他の人は知らんが、私だけに関する限り、
前に述べた信念からであった。それは一種の魔力とでもいうか、見えざる力が
私の頭を支配したのであった。
よくアメリカの人が日本にやって来て、こんどの新憲法というものは、日本人
の意思に反して、総司令部の方から迫られたんじゃありませんかと聞かれるの
だが、それは私の関する限りそうじゃない、決して誰からも強いられたんじゃな
いのである。
軍備に関しては、日本の立場からいえば、少しばかりの軍備を持つことは、ほ
とんど意味がないのである。（中略）それでだんだんと深入りして、立派な軍隊
を拵えようとする。戦争の主な原因はそこにある。中途半端な、役にも立たない
軍備を持つよりも、むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、
一番確実な方法だと思うのである。

外交五十年 (3)
幣原喜重郎・著、1951年

も一つ、私の考えたことは、軍備などよりも強力なものは、国民の一致協力と
いうことである。武器を持たない国民でも、それが一団となって精神的に結束す
れば、軍隊よりも強いのである。
（略）
だから国民各自が、一つの信念、自分は正しいという気持で進むならば、徒
手空拳でも恐れることはないのだ。暴漢が来て私の手をねじって、おれに従え
といっても、嫌だといって従わなければ、最後の手段は殺すばかりである。だか
ら日本の生きる道は、軍備よりも何よりも、正義の本道を辿って、天下の公論に
訴える、これ以外にはないと思う。
（略）
むしろ手に一兵も持たない方が、かえって安心だということになるのである。
日本の行く道はこの他にない。わずかばかりの兵隊を持つよりも、むしろ軍備を
全廃すべきだという不動の信念に、私は達したのである。

外交五十年 (4)
幣原喜重郎・著、1951年

新憲法において、天皇は日本の象徴であるといって、「象徴」という字を用いた。
私もこれはすこぶる適切な言葉だと思った。象徴ということは、イギリスのスタ
チュート・オブ・ウェストミンスターという法律、これは連邦制度になってからだか
ら、そう古い法律じゃない。その法律の中に、キングは英連邦（ブリティッシュ・コ
モンウェルス・オブ・ネーションズ）すなわちカナダやオーストラリアや南アフリカ
などの国の主権の象徴（シンボル）であると書いてある。それから得たヒントで
あった。

本篇、公人としての私の回顧の記録は、ここで一応打ち切ることとする。それ
は前に述べたように、昭和20年に隠棲の宿志を果たすことが出来ず、引き続き
現在に至るまで、公人生活を続けているが回顧談としては余りに生々しいので、
それは後の機会に譲ることとし、以下本文に漏れた数篇を、余談として追加す
る。

幣原自身は、この書物で、幣原マ密談にまったく触れていない！

TBS/Nスタ
2017年5月3日放映

憲法調査会（1956年6月11日～1965年6月3日）

公聴会での中部日本新聞・
元政治部長小山武夫氏の証言

50 秒

TBS/Nスタ 2017年5月3日放映

憲法調査会公聴会での中部日本新聞・元政治部長・
小山武夫氏の証言 (50 秒)
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『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/ にアクセスした後、「平野文書」で検索してください。

三和書籍の高橋考社長が、
印刷可能なPDFファイルに修
正してくれました。

平野三郎
（1912年3月23日-1994年4月4日）

平野三郎は、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（根本注：幣原が亡くなる最期の2年間）。

➢ 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。幣原口述の回顧録であり、後に『外交五十年』として出版。

➢ 1951年2月下旬に平野は幣原に聴取。この時のメモが後に『平野文書』となる。

➢ 1951年刊の『外交五十年』には1951年（昭和26年）3月2日付の幣原の序文あり。

➢ 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。

⚫ 1964年2月7日に「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」という報告書が憲法調査会によって印刷され、委員たちに配布さ
れた。同報告書は「平野文書」と呼ばれることになった。

日本国憲法 9条に込められた魂
鉄筆文庫 （2016年3月14日）

裏帯に書かれた内田樹（たつる）氏のコメント
（平野三郎氏は、内田樹氏の最初の妻の父親<岳父>）

『平野文書』
平野三郎・著、1964年

1951年2月下旬に平野が、
亡くなる直前の幣原に聴取した結果を
後日（1964年2月）、まとめたもの。
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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。 ← 根本コメント：天啓としか言いようがない！
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』



14

『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』

TBS/Nスタ
2017年5月3日放映

首都大学東京
木村草太准教授（当時）

2分21秒

TBS/Nスタ 2017年5月3日放映

首都大学東京木村草太准教授（当時） (2分21秒)

小学館版学習まんが
『少年少女日本の歴史』

の変節
1989年版幣原喜重郎が戦争放棄を提案
1994年版マッカーサーが戦争放棄を提案
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ツイート T.Katsumi@tkatsumi06j

https://twitter.com/tkatsumi06j/status/859347117684400128

この『羽室メモ』に
書かれていた「戦
争放棄」こそがこ、
この『外交五十年』
にも書かれていた
ことで、幣原自身の
発言とも一致する。
まんが『日本の歴
史』でも、本来はこ
のことが史実として
描かれるべきなの
だ。
いい歳をした大人
や政治家までが、
戦争放棄は「押し
付けられたもの」だ
と信じて疑わない。

1989年版

小学館版学習まんが
『少年少女日本の歴史』より

1994年版

86

自衛のための戦力を
持つべきか否か

87

宗教哲学者

五井昌久氏
の教え

『五井昌久の思想と生涯』
吉田尚文・著、2019年より

宗教哲学者・五井昌久氏の教え
『五井昌久の思想と生涯』 吉田尚文・著、2019年より

……あらゆる武器を捨てる、という思いきった行動に出でない限り、この世の争
いはつきないし、やがては地球世界の滅亡をまねいてしまいます。……それが
できるのは、平和憲法を現在もっている、日本をおいて他にはありません。日
本こそ世界の中に向って声高々と、地球世界の人類よ、すべての武器を捨て
て話し合おう、と叫び得る唯一の国なのです。……
そう〔軍備増強〕しなければ日本が滅びるというのなら、この日本という国が
地球上に必要でないということなので、霊界で存続すればよいことなのです。し
かし、……世界平和を旗印にして、殺す勿れを実行してゆこうとする国が滅び
るわけのあろう筈がありません。 ［『白光』1965年7月号、11頁］

ですからあくまで日本はこの平和憲法の意にそった生き方をしなければなら
ぬので、いちいち他国の顔色をみては、平和憲法を各国並みの憲法に改めよ
うなどという気持を起こさぬことが大事なのです。日本はあく迄軍国主義には
反対なのだ、平和憲法を護りぬくのだ、という根本精神を堅持して、各国にもそ
の真意を了解させる運動をつづけることが必要なのです。

［『白光』1970年8月号、13頁］

89

合気道開祖

植芝盛平氏
の教え

『武産合気（たけむすあいき）』
植芝盛平先生口述、高橋英雄・編著、1986年より

合気道開祖・植芝盛平氏の教え

『武産合気（たけむすあいき）』
植芝盛平先生口述、高橋英雄・編著、1986年より

合気とは、敵と闘い、敵を破る術ではない。世
界を和合させ、人類を一家たらしめる道である。
合気道の極意は、己を宇宙の動きと調和させ、
己を宇宙そのものと一致させることにある。合気
道の極意を会得した者は、宇宙がその腹中にあ
り、「我は即ち宇宙」なのである。（略）

敵が、「宇宙そのものである私」とあらそおうとすることは、宇宙との調和を破
ろうとしているのだ。すなわち、私と争おうという気持をおこした瞬間に、敵はす
でに敗れているのだ。そこには、速いとか、おそいとかいう、時の長さが全然存
在しないのだ。

合気道は無抵抗主義である。無抵抗なるが故に、はじめから勝っているのだ。
邪気ある人間、争う心のある人間は、はじめから負けているのである。（略）

真の武はいかなる場合にも絶対不敗である。即ち絶対不敗とは絶対に何も
のとも争わぬことである。勝つとは己の心の中の「争う心」にうちかつことである。
あたえられた自己の使命をなしとげることである。

植芝盛平（76歳） 五井昌久（43歳）
1883年12月14日生 1916年11月22日生
1969年4月26日没 1980年8月17日没
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憲法9条の防衛戦略
伊藤真

『9条の挑戦－非軍事中立戦略のリアリズム』

伊藤真、神原元、布施祐仁・著、2018年

憲法9条の防衛戦略 伊藤 真 (1)
『9条の挑戦－非軍事中立戦略のリアリズム』
伊藤真、神原元、布施祐仁・著、2018年

軍事力によらない安全保障として最も有効なのは、どの国からも、日本を攻
撃することにメリットがないと思わせることです。戦争は自然災害ではありませ
ん。必ず原因があります。軍事の専門家によると、戦争の原因は、恐怖、冨
（利益）、名誉にあると言います。日本を恐怖心から攻撃しないように安心を供
与し、日本と戦争することは自国に利益にならないと理解させ、相互に敬意を
払いながら相手の名誉感情を尊重していけば、攻撃の対象とされることはあり
ません。合理的に考えればこうした関係を築き上げていくことのほうが重要で
あることがわかります。（略）
具体的には、政府によるODAなど非軍事手段によって積極的に国際貢献を
進めていくこと、民間企業やNGOなど各種団体を通じた民間交流などが、実は
軍事力によらない安全保障なのです。これが憲法前文・9条が本来予定してい
る「積極的非暴力平和主義」です。
軍事力によらないこのような国際貢献が、日本の国のかたちとして定着すれ
ば、それこそ地域の防犯と同様に「日本を攻撃するのはリスクが大きい割にメ
リットがない」と思われるようになります。

憲法9条の防衛戦略 伊藤 真 (2)
『9条の挑戦－非軍事中立戦略のリアリズム』
伊藤真、神原元、布施祐仁・著、2018年

このように軍事力以外の力により攻められない国を作ることが重要だというと、
必ず出てくる反論が「攻められたらどうする」というものです。どんな国であって
もその可能性はゼロではない以上、そのときの対処を用意しておくことは必要
です。一般的には軍事力によって対処する。つまり武力を行使して戦うことで
国を守ろうとします。この常識が果たして現実的であろうかと私は疑問を持って
います。私は攻められたら戦わずに白旗をあげるべきだと考えています。
この考えに対して、国家は侵略による人権侵害から国民を守るべきであり、
白旗をあげることは自らの人権を捨てることだと批判されることがあります。し
かし、私は国家が国を守るために戦うことによってかえって国民の被害が拡大
すると考えています。（略）
国家の最大の任務は国民の命と財産を守ること。ですから、攻撃されない国
を作り上げることが最大の任務となります。万が一、攻撃されることになったと
きには、その被害を最小限にくい止めることこそ、国家の任務です。反撃して大
きな被害を招くよりも武力による反撃をせずに白旗をあげるほうが、被害が少
なくて済むという判断です。

憲法9条の防衛戦略 伊藤 真 (3)
『9条の挑戦－非軍事中立戦略のリアリズム』
伊藤真、神原元、布施祐仁・著、2018年

司法試験を目指す中で憲法9条や前文の意味を知り、その手があったかと衝撃
を受けました。武器を持たない、丸腰の強さに気づいたのです。大和魂に入れ込
み、武士道を突き詰めて考えながら「日本の誇りをどこに見出すのか」を真剣に模
索していた私にとって、「これだ！」という発見でした。
軍隊を持たないという憲法9条を中心とした規定は、世界的に見て極めてめずら
しいものです。実は武士道も力に頼りません。達人はむやみに武器を振り回した
りしません。力に頼らず、精神的な気高さで相手を圧倒するのです。日本国憲法
の平和主義と同じであることに気づきました。刀を持っているから強いのではなく、
人格の高潔さに相手が感銘を受け、手を出させない。私の思う武士道の精神が9
条にはありました。日本人の精神を凝縮しているのが9条と思ったのです。
私は（略）武士道や大和魂のような日本の文化・歴史を愛しています。それらは、
必ずしも力ではなく、己を鍛え、決して刀は抜かないという点で高い精神性を感じ
ることができます。それを国家に引きなおせば、問題を武力で解決するのではなく、
政治力、外交力、経済力、文化・芸術の力、志の高さ、国家の品格で解決するこ
とを目指すということになります。このような平和主義は“日本の叡智”の結晶であ
り、日本の独自性・個性の現れと言えます。

95

憲法9条の
世界への影響

アフガンを歩く日本国憲法、中村哲
『反-憲法改正論』佐高信・著、2019年より

2013年6月6日付の「毎日新聞」夕刊でも、中村哲（1946年9月15日-2019
年12月4日、日本の医師、ペシャワール会現地代表）はこう言っている。

「憲法は我々の理想です。理想は守るものじゃない。実行すべきもので
す。この国は憲法を常にないがしろにしてきた」

憲法九条が変えられたら、自分はもう日本国籍なんかいらないという中
村は、九条の現実性を次のように強調する。

「アフガニスタンにいると『軍事力があれば我が身を守れる』というのが迷
信だと分かる。敵を作らず、平和な信頼関係を築くことが一番の安全保
障だと肌身に感じる。単に日本人だから命拾いしたことが何度もあった。
憲法九条は日本に暮らす人々が思っている以上に、リアルで大きな力で、
僕たちを守ってくれているんです」
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97

軍隊を持たない国

コスタリカ

JICA 独立行政法人国際協力機構

軍隊を持たない国、コスタリカ共和国
https://www.jica.go.jp/nantokashinakya/sekatopix/article005/index.html

この国の優れている点の一つに識字率が９７％を誇る、教育レベルの高さが
あります。国家予算の大部分を教育関係に注ぐようになったのは、内戦という
悲しい過去から、すべての軍事費用を教育に充てるほうが、みんなが幸せにな
れるのだと学んだからなのです。
そのコスタリカ共和国は、軍隊を持っていない国。戦争をしないと言う平和憲
法がある点では日本と同じですが、コスタリカは日本の自衛隊に値する仕組み
すらないのです。
国民は、戦争を仕掛けられるはずもないのだと自信を持って暮らしています。
その理由は、『侵略されないような努力をずっとしてきていること』『周辺の国
からも平和の国として認められていること』などがあります。
どこかで戦争が起こったら負傷者の手当てや難民のケアをし、さらには周りの
国々の平和をも守るための努力をしています。１９８０年代に、当時のアリアス
大統領が、ニカラグア、エルサルバドル、グアテマラの内戦を対話によって終わ
らせるのに大きな役割を果たして、ノーベル平和賞を受賞したことを筆頭に、周
辺諸国への平和的な働きかけは、コスタリカを平和の国として認識させている
のです。

99

憲法改正
について

伊藤真弁護士が語る①

「加憲」の危険性
2017年10月12日（5分29秒）

https://youtu.be/zP1TZaYGK9o

伊藤真 弁護士 (2017年10月12日) 5分29秒
伊藤塾塾長/日弁連憲法問題対策本部副本部長/９条の会世話人

伊藤真弁護士が語る
「加憲」の危険性②

「緊急事態条項」
2017年10月12日（5分27秒）

https://youtu.be/yFTmjgPP59U
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伊藤真 弁護士 (2017年10月12日) 5分27秒
伊藤塾塾長/日弁連憲法問題対策本部副本部長/９条の会世話人

伊藤真弁護士

日本国憲法の特長
YouTube動画：伊藤真弁護士講演

「憲法とは～くらしのなかにいかすために～」
2022年3月5日憲法共同センター全国交流会（動画）より抜粋

2022年3月7日（3分8秒）

https://youtu.be/3keYdubNrCY

伊藤真弁護士／日本国憲法の特長など
2022年3月7日 3分8秒

106

憲法改正の
手続き

有効投票数の過半数の賛成で
承認されるので注意してください！

日本国憲法第９６条
第９章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

第９６条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。こ
の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に
おいて、その過半数の賛成を必要とする。

２ 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この
憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【総務省のウエブサイトより】 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票
総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、
国民の承認があったものとなります。

【根本コメント】 仮に有効投票票が有権者の20％であった場合、
賛成が全体の10％を超えれば承認されることになります。 108

観賞の時間
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日本国憲法前文
松元ヒロ

2014年7月24日（1分47秒）

https://youtu.be/nhXkD3FYJR8

サヨナラ戦争
早苗ネネ

2012年4月23日 （抜粋：3分47秒）

https://youtu.be/5x_oWffsXUA

113

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？
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愛を選ぶか、恐れを選ぶか (2)

⚫ 今この瞬間に地球上のすべての人々が、「愛か恐
れか」という選択に関して、あなたと同じように考え
るとします。そしたら、あなたはどのような選択をし
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って死にたいですか？

⚫ 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

117

まとめ

ま と め
1. 昭和天皇は、日本国民と一体化した「ワンネス意識」を体現されていた。

2. （昭和天皇の平和を求める強い思いを受け止めた）幣原喜重郎氏が、
憲法9条のアイデアをマッカーサーに伝えた。

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」（第1条）と「戦争放棄＆戦力不保持」
（第9条）の両方を実現させた。

4. 従って、「憲法9条はアメリカによって押し付けられたものである」との
「説」は「誤り」である。私（根本）としては、憲法9条に関して、「天皇・幣
原・合作説」もしくは「天皇・幣原・マ・合作説」を取りたい。

5. 憲法9条は世界に誇ることのできる日本の宝である。

6. 私見では、現在の政治家が憲法を「改正」できる力を持っているとは思
えない（＝必ず「改悪」になってしまう）。

7. 【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。
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お知らせ
• 生命システム研究所主催の講座（講師：根本）
➢ 『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』 （5月31日）受講料無料！←今、ココ！

➢ 『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）
➢ <前編>『宇宙究極の謎』とは？（7月29日/31日）
➢ <後編>『宇宙究極の謎』と『理想的な社会の構築』 （8月26日/28日）

• エネルギー医学インスティチュート（IEMJ：WEB参照）
➢ 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/
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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。

聖なる愛と光を地球全体に送るための瞑想法です。

• 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 終了!
• 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/

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/


