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戦後日本における「平和国家」・「平和憲法」論の形成
―戦後直後における知識人の平和論を中心に―

河上暁弘
広島市立大学広島平和研究所

1．日本国憲法における「平和」の法的意味

　ローマ教皇としては₃₈年ぶりに日本を訪れたフランシスコ教皇は、₂₀₁₉年₁₁月
₂4日に、被爆地・広島でスピーチを行い、次のように述べた。
「紛争の正当な解決策であるとして、核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、ど
うして平和を提案できるでしょうか。……真の平和とは、非武装の平和以外にあり
えません」₁

　「世界宗教」の一つともされるローマ・カトリック教会の宗教指導者であり、バ
チカン市国の国家元首でもある現職のローマ教皇が、真の平和は非武装の平和以
外にないと定式化したことは、国際世論にもそれなりに重要な影響を与えうるで
あろう。軍事によらない平和、戦争も軍隊も必要としない国家・国際社会をいか
にして構築するかということについて、あらためて重要な問題提起となりうるよ
うにも思われる。
　また、戦後まもなくの憲法学界を「第一世代」としてリードした宮沢俊義は、
『改造』₁₉46年 ₃月号で発表した論稿「憲法改正について」₂において、新憲法（形
式上は明治憲法の改正）と戦後日本のあり方について次のように述べた。
「このたびの憲法改正の理念は一言でいえば平和國家の建設といふことであろうと
おもふ。……日本を再建する路は平和國家の建設をおいてはないのだといふことを
銘記すべきである。そして、憲法改正は専らこの理念にもとづいて爲されなくては
ならない。／たとへば、憲法改正において軍に關する規定をどう扱うべきかの問題
を考へてみる。現在は軍は解消したが、永久にさうだといふわけではないから、軍
に關する規定はそのまま存置すべきだという意見もあり得よう。しかし、日本を眞
の平和國家として建設していかうという理想に徹すれば、現在の軍の解消を以て單
に一時的な現象とせず、永久に全く軍備を持たぬ國家―それのみが眞の平和國家で
ある―として立つて行くのだといふ大方針を確立する覚悟が必要ではないかとおも
ふ。」（引用文中の／は原文での改行を示す。下線は引用者。以下、同様）₃

　これは、日本のあり方として、「真の平和国家」は「軍備を持たぬ国家」のみで
あるとし、また、それが「憲法改正の理念」（新憲法の理念）であるとした点で出
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色のものである。
　日本国憲法は平和主義を国民主権・基本的人権の尊重と並ぶ基本原理として規
定している。前文では、第 ₁段で、「政府」に再び戦争をさせない主権者・「国民」
の「決意」を規定することで戦争のない平和を目指し、さらに、第 ₂段で、戦争
のみならず、専制政治等の「恐怖」や飢餓・貧困等の「欠乏」のない平和を目指
すことを規定し、全世界の国民の平和的生存権の保障について規定している。ま
た、その前文を受けて、第 ₉条は、戦争放棄・戦力保持禁止・交戦権否認を規定
している（非戦・非武装平和主義）。これは、「法による平和」の実現方法を示し
た規定として重要である。すなわち、＜目的原理＞として、平和的生存権という
権利・人権を保障することを目指し、その＜手段原理＞として、法による戦争に
関する国家権力の制限・放棄を徹底化させた戦争放棄・戦力不保持・交戦権の否
認が憲法に規定されているのである。4

　これらの規定は、国民の権利・自由を保障するために国家権力を憲法によって
制限することに主眼を置いて主張される概念である立憲主義の基本思考に則った
ものと言え、立憲主義と平和主義を整合的に理解する「立憲平和主義」の原理に
立脚したものだと言えるだろう。また、特に前文第 ₂段が「平和のうちに生存す
る権利」という規定をもって「人権としての平和」を憲法上の権利として定める
ことの法的意味は重要である。それは、たとえ民主的な政府の政策判断や国会に
おける民主的手続きを踏んだ多数決による合意によってさえも侵されない平和
（「人権としての平和」5）があるということを意味する。裏返して言えば、政府が
国民の平和的生存を侵害する政策をとること、その政策に関連する法律・予算等
は違憲ゆえに法的に許されない・無効とされるべきであることを意味するからで
ある。その意味で、日本国憲法上における「平和」とは、政府のとった平和政策
の「反射的利益」ではなく、また、議会等における多数決によって決定される「政
策」としての平和でもなく、多数決による民主的な合意をも覆しうる「切り札」
である人権としての法的意味を持つのである6。
　このことは、日本国憲法が前提としている国家像としての「平和国家」の意味
を規定することになろう。日本国憲法が目指す「平和国家」とは、全世界の国民
の平和的生存権保障を目的とし、手段においても、平和手段・非軍事手段に徹す
る国家（平和実現のために戦争・武力行使を行わず、むしろ戦争放棄・戦力不保
持・交戦権否認を貫徹しつつ積極的に全世界の国民の平和的生存権保障に全力を
尽くす国家）であると言えるだろう。
　以上のような認識を踏まえつつ、戦後直後の日本において、いかなる形で（戦
争放棄・戦力不保持・交戦権否認を特徴とする）「平和国家」論や「平和憲法」論
が唱えられたか、すなわち、いかなる「平和国家」が目指すべき国家像とされた
か、またその際に日本国憲法が規定する平和主義をいかなるものとして理解し、
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目指すべきとされた「平和国家」のあり方と憲法の平和主義がいかなる形で結び
ついていたか、その際の「平和」の意味はいかなるものであったかなどについて
考察することは重要であると思われる。
　そこで、本稿では、特に当時のいくつかの知識人の議論を紹介し、その理論構
成等について若干の分析を行うこととしたい。

2．戦後の「平和国家」論と昭和天皇の「平和国家」勅語

　戦後日本の「平和国家」論を詳細に分析した和田春樹は、その著『「平和国家」
の誕生』（以下「和田・前掲書」とも言う）7において、「『平和国家』という標語
は一九四五年九月四日、敗戦後最初の帝国議会開会にさいして天皇が発した勅語
において打ち出したものである」₈として、戦後日本の「平和国家」論のスタート
に当たって、昭和天皇の勅語をきわめて重視している。
　和田は、「米軍機の空襲によって、街を焼かれ、家を焼かれ、家族を失って、反
戦・反軍の意識を抱いた国民は、天皇が発した勅語の提示した『平和国家』とい
う目標を支持した」とし、また、「『少年倶楽部』敗戦記念号の佐藤一英論文は、
『平和国家』の内容は非武装国家でなければならないとする知識人の主張の代表的
なものとして国民の意識を形成するのに意味をもった」ともして、「ここに戦後日
本の平和主義の原点があった」と結論づけている。そして、（戦争放棄や戦力不保
持を規定した）「マッカーサー原則と憲法九条はこの原点に照応して、それに明確
な形を与えたものだと言える」とも指摘している₉。
　すなわち、①先の大戦の惨禍によって、国民に「反戦・反軍の意識」が形成さ
れ、また、②天皇の勅語にある「平和国家」という目標が支持されるに至り、そ
して、③未だ標語に過ぎなかった「平和国家」に「非武装国家」という明確な内
容を与えた当時の知識人の理論的役割を重視している。
　これら ₃点いずれも重要な指摘であると思われるが、まずは、昭和天皇の開院
式の勅語（以下「平和国家勅語」とも言う）に表れた「平和国家」論について検
討を試みたい。

（1）帝国議会開院式における昭和天皇の勅語（1945年 9 月 4 日）
　₁₉45年 ₉ 月 4 日、昭和天皇は、貴族院で開かれた第₈₈回帝国議会開院式におい
て、戦後日本のあり方として、「平和国家ヲ確立シ」と述べた。勅語全文₁₀は次の
とおりである₁₁。
「朕茲ニ帝國議會開院ノ式ヲ行ヒ貴族院及衆議院ノ各員ニ告ク
朕已ニ戰爭終結ノ詔命ヲ下シ更ニ使臣ヲ派シテ關係文書ニ調印セシメタリ
朕ハ終戰ニ伴フ幾多ノ艱苦ヲ克服シ國體ノ精華ヲ發揮シテ信義ヲ世界ニ布キ平和國
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家ヲ確立シテ人類ノ文化ニ寄與セムコトヲ冀ヒ日夜軫念措カス此ノ大業ヲ成就セム
ト欲セハ冷靜沈着隱忍自重外ハ盟約ヲ守リ和親ヲ敦クシ内ハ力ヲ各般ノ建設ニ傾ケ
擧國一心自彊息マス以テ國本ヲ培養セサルヘカラス軍人遺族ノ扶助傷病者ノ保護及
新ニ軍籍ヲ離レタル者ノ厚生戰災ヲ蒙レル者ノ救濟ニ至リテハ固ヨリ萬全ヲ期スヘ
シ
　朕ハ國務大臣ニ命シテ國家内外ノ情勢ト非常措置ノ徑路トヲ説明セシム卿等其レ
克ク朕カ意ヲ體シ道義立國ノ皇謨ニ則リ政府ト協力シテ朕カ事ヲ奬順シ億兆一致愈
愈奉公ノ誠ヲ竭サムコトヲ期セヨ」

（2）昭和天皇の「平和国家」勅語の起草過程とその背景
　この勅語の草案₁₂は、内閣において策定されたものだが、まず注目すべきは、開
院式勅語案の第一案には「平和国家ヲ確立」という文言はなかったということで
ある。当時の東久邇宮稔彦首相らが検討・修正を重ねて策定される中で、この文
言が入り、文案が確定していったのである。修正は第 4修正まで行われ、₁₉45年
₉ 月 ₁ 日に閣議決定が行われた。
　第 ₁案は、「川田嘱託原案ヲ佐藤書記官訂正シタルモノ」（ 6頁）という記載が
あることから、「終戦の詔書」作成にも関わったとされる漢学者の川田瑞穂内閣嘱
託が第 ₁案の元となる案（「原案」）を書いたとみられる。そこには、「平和国家」
という文言はない。むしろ、冷静沈着に事態に当たり、「光輝アル国体ノ護持ト国
威ノ発揚トニ邁進」することを望む旨の文言が見られる（ ₈頁）。
第 ₂案では、この「光輝アル国体ノ護持ト国威ノ発揚トニ邁進」に削除を示す赤
線が引かれている（ ₉頁）。「赤字ハ緒方書記官長」（ ₈頁）とあることから、緒方
竹虎内閣書記官長が削ったと考えられる。
　そして第 ₃案で、「平和的新日本ヲ建設シテ人類ノ文化ニ貢献セムコトヲ欲シ」
という文言が書き加えられた（₁₁頁）。「首相宮御訂正」とあり、東久邇宮首相が
書き加えたとみられる（同頁）。そして、第 4案で、「平和国家」という文言に修
正される（₁₂頁）。まさに、「平和的新日本ヲ建設」が「平和国家ヲ確立」に直さ
れたわけが、その部分には、「赤字川田嘱託訂正」とあるので川田嘱託が修正した
ということであろう（₁₂頁）。最終的には、その部分は、「平和國家ヲ確立シテ人
類ノ文化ニ寄與セムコトヲ冀ヒ」という表現となった。
　第 ₁案が、どちらかというと、冷静沈着に統制を失わず一致団結して戦後の事
態に当たるべきことが強調された内容となっているのに対して、第 ₃案以降から
「平和」の文字が加えられ、「人類ノ文化」に「貢献」・「寄与」すべきことが加え
られている。
　この辺りの事情を、「天皇の戦争責任を回避するためにも、平和国家として生ま
れ変わることでポツダム宣言を履行する決意を、国際社会に向けて示したかった
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のではないか」と推測する説（吉田裕）₁₃ もあるが、こうした勅語において、「平
和国家」への転換を内外に明確に打ち出すべきことが選択された事情の一つとし
て、「終戦の詔書」の国際社会における評判がよくなかったということがあげられ
る。この点は、昭和天皇自身も気にしていたようであり、例えば、『昭和天皇実
録』の₁₉45年 ₈月₂₃日の記載によると、昭和天皇は重光葵外相と面会した際、「詔
書の内容等が敵国側において印象悪しき理由及びその事情につき御下問になり、
また日本語による表現の趣旨を外国人が理解し得るよう説明することが一層肝要
である旨の御意見を述べられる」との記載がある₁4。
　そもそも「終戦の詔書」では、「万世ノ為ニ太平ヲ開く」という形で「太平」な
いし平和に言及をしてはいるもののこれを文字通りに平和の宣言と受け止めるの
は困難であった。同詔書では、日本が米英に宣戦したのは、「帝国ノ自存ト東亜ノ
安定」ないし「東亜ノ解放」のためであるとされ、「他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵ス
カ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス」とし、自存と正義の戦争であったことがまず述
べられている。しかし、戦局が好転せず、「新ニ残虐ナル爆弾」（原爆）の使用な
ども含めて被害も大きいことから、「堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為
ニ太平ヲ開カムト欲ス」（ることとなった）、という論理構成となっている。
　これは日本のアジア侵略・侵攻や対米英戦争を正当化しようとしたものと理解
されるものであり、またこの文章が日本が真に平和を希求することを示したもの
と理解されることはおそらく困難である。
　なお、「終戦の詔書」は、原案段階では、「平和」という文言が入っていたとす
る指摘もある。原案作成に関わった迫水久常は、「朕ハ堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ
忍ヒ以テ永遠ノ平和ヲ確保セムコトヲ期ス」という案を作成したとされる。これ
は、₁₉45年 ₈ 月₁₀日の「御前会議」にて天皇より「終戦に関する詔書」の準備を
して欲しい旨の発言を受けて、迫水が起草した中に含まれていた文章とされる。
ただし、この部分は、最終的には、安岡正篤が「永遠ノ平和ヲ確保セムコトヲ期
ス」を「万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」に修正し、「堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ
忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」となったとされるのである。₁5

　しかし、問題は詔勅が述べる「平和」ないし「平和国家」なるものの意味内容
である。「平和」や「太平」という言葉が使用されていればそれだけで日本が平和
を望んできたことを保障するものではない（またここで「平和」の意味内容が問
題となる）。昭和天皇の詔勅を見れば、「平和」という言葉が使われたものは、こ
の₁₉45年 ₉ 月の開院式の前にもある₁6。たとえば、「開戦の詔書（米國及英國ニ對
スル宣戰ノ詔書）」（₁₉4₁年₁₂月 ₈日）では、日本は、「東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世
界ノ平和ニ寄與」することを目指してきたが、中華民国政府は日本の真意を理解
せず、「東亞ノ平和」を攪乱し、また米英両国は重慶に残存する蒋介石政権を支援
して「平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムト」しているし、さらに、
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「遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威」を与えるに至った。そこで、
日本は、「今ヤ自存自衞ノ爲蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎」する以外ないので、「東
亞永遠ノ平和ヲ確立」して「帝國ノ光榮ヲ保全」するために米英両国に宣戦布告
を行うという論理構成となっている。
　昭和天皇が出した「終戦の詔書」でも、「開戦の詔書」でも、いずれも、戦争や
侵略を正当化するために「平和」ないし「太平」という言葉が使われているので
ある。その昭和天皇の出す詔勅において、終戦後の₁₉45年 ₉ 月の開院式で「平和
国家」という言葉を使ったとしても、どの程度の説得力があったであろうか。そ
の場合重要なのは、その意味内容である。率直に言って、開院式の勅語の「平和
国家」の意味するものは曖昧であり、もっと言うならば無内容である。昭和天皇
の詔勅からは、例えば、戦争放棄・戦争違法化、戦力不保持、人権としての平和
のいずれかの意味を少しでも含んだ「平和」の理念を読み取ることはできない。
　しかし、それでも、この「平和国家」という言葉それ自体は、戦後日本の人口
に膾炙することとなった。例えば、ジョン・ダワーは、₁₉46年元旦の書初めで当
時の皇太子が「平和国家建設」と書いた習字の写真を掲載し、その解説には、「敗
戦後の日本で最も人気のあった言葉は、間違いなく『平和国家建設』である」、と
も記されている₁7。
　さて、「平和国家」の内容はその後いかにして形成されてきたのであろうか。そ
うした点を探るため、本稿では、終戦直後の知識人・実務家たちの「平和国家」
論について見ておきたい。

3．戦後直後の「平和国家」・「平和憲法」論

（1）和田春樹による戦後直後の知識人・実務家の「平和国家」論の紹介・分析
　先に紹介した和田・前掲書では、当時の知識人ないし実務家の意見として紹介
されているのが、遠藤三郎、石原莞爾、石橋湛山、佐藤一英、村岡花子、石川武
美、丸山幹治、森戸辰男らの議論である。
　陸軍中将・航空兵器総局長官を務めた遠藤三郎は、₁₉45年 ₈ 月₂₃日に談話を発
表し、そこでは、「威武に屈せず富貴に淫せざる心」があれば「形の上の軍隊はな
くても宜しい」とし、「光輝ある我が陸海軍が解消し飛行機の生産も停止するに至
ることは寔に断腸の思ひ禁じ得ぬのであるが、皇国の真姿と世界の将来とを考へ
るとき……むしろ吾等凡人の解し得ざる御先見――神の御告げとさへ拝察せらる
るのである」として、（天皇の命による）武装解除を世界に先駆けたものとみて、
その先見性を評価し、今後は「徳を以て世界の勝者たるべく忍苦邁進すべき」と
している₁₈。
　なお、和田・前掲書では触れていないが、遠藤は、同年 ₈月₁₈日に東久邇宮首
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相に会って、首相より意見を述べるよう促され、次のような意見具申をしたこと
でも知られる。
「日本に軍隊の無くなることは決して悲しむべきことではない。物心両面に於ける
軍備の重圧から解放され日本の将来は明るい。日本の黎明であり寧ろ慶ぶべきこと
である。敵が入ってきても暴力で抵抗せず威武に屈せず豊貴に淫しない心さえあれ
ば、軍隊がなくても恐ろしいことはない。古語にも徳を以て勝つ者は栄え、力を以
て勝つ者は滅ぶとある。従来我々が武力に頼り過ぎて来たのは誤りであった。今後
は軍隊に頼らず徳の国を作り、詔書に示された様に万世のため太平を開くべきであ
る」₁₉

　元関東軍参謀だった石原も、『読売報知』₁₉45年 ₈月₂₈日記事「全国民今ぞ猛省
一番」で、中国への謝罪や特高警察の廃止を提案するとともに、「次代の軍備は恐
らく今日の如き陸、海、空軍と全然異なるものと思ふ。国民は民族的な伝統精神
や感傷的気持から一時の軍備撤廃を悲しく思ふであらうが、戦に負けた以上はキ
ツパリと潔く軍をして有終の美をなさしめて軍備を撤廃した上今度は世界の輿論
に吾こそ平和の先進国である位の誇りを以て対したい」₂₀と述べ、軍備撤廃の意
義を論じている。
　石橋湛山も『東洋経済新報』₁₉45年 ₈ 月₂5日号の社論「更正日本の進路」で次
のように述べている。
「原子爆弾……の出現は、今日の世界のあらゆる兵器を無効ならしめた」。「言うま
でもなく日本国民は将来の戦争を望む者ではない。それどころか今後の日本は世界
平和の戦士としてその全力を尽くさねばならぬ。これにこそ更生日本の使命はあり、
またかくてこそ偉大なる更生日本は建設されるであろう。」₂₁

　ただし、この石橋の指摘については、和田は、「石橋は大事なことをやや簡単に
言いすぎている感がある」₂₂と述べ、あまり高い評価を与えていない。
　しかし、和田・前掲書では触れていないが、石橋は、その後、『東洋経済新報』
₁₉45年₁₀月₂7日号の社論「靖国神社廃止の議」で、国家をほとんど亡国の危機に
まで陥れた「大東亜戦争」を経て、戦死者を祭神として祀っても、もはや「靖国」
とは称しがたい状態に至ったなどとして、靖国神社の廃止を提案していたことに
注目をしておきたい。さらに、そこでは、戦後日本のあり方について、「真に無武
装の平和日本」を実現することの必要性を説き、次のように述べている。
「言うまでもなく我が国民は、今回の戦争が何うして斯かる悲惨の結果をもたらせ
るかを飽まで深く掘り下げて検討し、其の経験を生かさなければならない。併しそ
れには何時までも怨みを此の戦争に抱くが如き心懸けでは駄目だ。そんな狭い考え
では、恐らく此の戦争に敗けた真因をも明かにするを得ず、更生日本を建設するこ
とはむずかしい。／我々は茲で全く心を新にし、真に無武装の平和日本を実現する
と共に、引いては其の功徳を世界に及ぼすの大悲願を立てるを要する。」₂₃
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　さらに、本稿では、森戸辰男、さらには、和田がとり上げなかった他の論者と
して、矢内原忠雄、尾高朝雄、宮沢俊義の戦後直後の「平和国家」論を取り上げ
て考察を進めていきたいと思う。

（2）矢内原忠雄の「平和国家」論
　矢内原忠雄は、東京帝国大学経済学部教授をつとめ、『帝国主義下の台湾』など
で、日本の朝鮮・台湾・満州・南洋諸島などにおける帝国主義・植民地支配の実
証的な研究を行ったが、後に大学を追われることになる。しかし、キリスト教的
平和主義の思想を戦前・戦中も貫き通したことで知られる。
　その矢内原は、₁₉45年₁₁月 6 、 7 日両日にわたり、長野県東筑郡廣丘国民学校
において教師たちに向けて、「平和国家論」と題する講演を行っていた（同講演は
岩波新書にて翌年公刊₂4）。これは、終戦直後であり、そして昭和天皇の「平和国
家」勅語の直後の「平和国家」論として注目される₂5。
　矢内原は、講演冒頭で、「惨憺たる敗北であります。軍事的経済的のみでなく、
道徳的に於いても我が国民は如何に脆弱であるかと居ふことを暴露しつつあるの
であります」と語り始める。しかし、日本人への「失望」とともに「愛情」も止
められないとして、失望の中から希望を見出す道について論じようとする。その
際のキーワードが「精神の独立」である₂6。
　そこで、矢内原は、昭和天皇の「平和国家」勅語に言及するとともに、フィヒ
テの『ドイツ国民に告ぐ』を紹介する。このフィヒテの演説は、ナポレオン・ボ
ナパルトにベルリンが征服され、打ちひしがれていたドイツ国民に対して行われ、
大いに士気を鼓舞したものとして知られる。その時の状況に日本の敗戦を重ねつ
つ、フィヒテが、国が興るのは、武力ではなく、道義であり、精神であると主張
したことを丁寧に紹介している。また、矢内原は、フィヒテに学び、日本国民が
かつての自国のみが優秀とする独善性を反省し、また自信の喪失や道徳的誇りの
欠如、利己心、米国等への諂いのいずれからも脱却しつつ、自国の文化・精神に
も普遍的な価値を持つものがある点に思いをいたす必要があり、また、自主的・
主体的・論理的にものを考えることができる人間をつくるような教育の重要性を
説く。そして、将来の復讐戦争に備えるのではなく、「徳の戦い」こそが必要とい
う点を強調する。そして、一見同じように「民族」を強調したフィヒテとナチス
の根本的な相違を強調し、戦中の日本がナチスに倣って「高度国防国家」「武力国
家」を標榜したことから完全に決別して、新たに「平和国家」を「建設」するこ
との必要性を強調する₂7。
　さらに、矢内原は、フィヒテが影響を受けたドイツ観念論哲学の祖でもあるカ
ントの『永遠平和のために』（₁7₉5年）の平和論について詳しく紹介する。ここで
強調されているのは、平和は、自然に実現できるものではなく、つくり上げなけ
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ればならないものであること、平和は利益の問題ではなく、義務の問題・真理の
問題（定言命法的課題）であるということである₂₈。
　その上で、「平和国家」は、ただの「看板」ではなくて、「平和人」の国でなけ
ればならないとする。「平和人」としての平和国家の国民は、利己心を脱して、「愛
の人」、「闘争を本義とせず平和を本旨として生きる者」である必要があり、また、
国内においては、圧迫、搾取、掠奪、階級的憎悪、党派的利慾、虐げのない国民
生活を目指し、国際社会においては、国家間の平和を目指す必要があるとする₂₉。
そして、「平和国家」とは、「平和を性格とする国家」であり、たとえ世界の現実
が戦争状態あるいは戦争と平和の交替であるとしても、他国の状況を顧みて右顧
左眄したりせず、平和こそ国の理想であり国の使命であるという信念を確立する
国家こそ「平和国家」であるとする。そして次のように言う。
「かういふ意味に於て平和国家を本気で考へ、本気で努力した国は未だ曾てなかつ
た。…併し我が国は国家の理想は平和に在ることを信じて、忠実に此の理想に生き
んとする最初の国である」₃₀。「アメリカは民主主義の国だが巨大な軍備を有つてゐ
る。然るに軍備を有たないといふことが日本独特の姿である」₃₁。「日本は武装を棄
てました。……武装を有ちながら唱へる平和論は不徹底であります。武装のない国
にして始めて平和国家といふことを純粋且つ真剣に考へ、又その実現に努力し得る
立場に置かれたのであります」₃₂。

　しかし、これでは国は滅びはしないかという懸念に対しては、戦争が「人類の
罪悪」であり「あらゆる不幸の源泉」であるとした上で、「武によつて立つ国は武
によつて滅びる。剣によつて拡張した領土は剣によつて奪はれる。併し平和によ
つて立てた国は、長い目で見れば一番国民が栄えて豊かになる」、「長い目で見れ
ば平和国家こそ栄える国である」とする。そして、勤勉な国民性を持ち、人間と
して愛すべき多くの素質を持つ日本人は、いずれ海外でも受け入れられ、また、
「平和国家」の経済体制の下で、平和的工業も起こるであろうし、「膨大な軍事費
の不生産的な負担がなくなり、人民の気持はのびのびと明るくなり、平和的生活
の中に独創力を発揮し、親和して物質的にも精神的にも豊かな幸福な生活を営み
うる」とする₃₃。
　さらに、平和国家は、利益問題で考えるのは不徹底であり、平和国家は、義務
の問題・真理の問題であり、「真理の問題であるが故に、斯る理想に忠実に生きる
国民が滅ぶということはあり得ない」₃4として、次のように言う。
「平和国家は民主主義的な国であることが便利でありませう。併し平和国家は民主
主義以上であります。民主主義国でも戦争をします。侵略的でもあり得ます。民衆
は時には君主以上に暴君的であり、非合理であります。之に反し平和国家は神の御
心の行はれる国である。日本は平和国家として生きてゆく外なき状態に置かれまし
た。之を……特別の光栄ある使命として受けるならば、本当に日本は世界の光とな
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ることができるのです。人類の文化に寄与するといふことは、学問とか芸術とか
個々の領域に於いて文化的な貢献をするといふことに止らず、平和国家を確立する
といふその事自体、平和を理想として丸裸となつてその実現に真剣に努力するとい
ふ事自体が、人類文化に先人未踏の寄与をなすものである。かく思へば武装を全く
解除せられた日本の使命は真に光栄であり、之からの我々の仕事は真にやり甲斐の
ある仕事であることがわかるのであります。」₃5

　この矢内原の平和論には、キリスト教的平和主義の哲学の真髄が示されている
ようにも見える。敗戦後の焼け野原の中で、食糧にも事欠き、自信を完全に喪失
していた当時の人々に対して、精神的独立と教育の重要性を説き、結果的に日本
が「平和国家」を選ぶに至ったことを「人類文化に先人未踏の寄与をなす」「やり
甲斐のある仕事」、「世界の光」であり「使命」であると確言する。ここに戦後日
本の「平和国家」論形成の倫理的契機の一端が示されているように思われる。
　なお、この「平和国家」論においては、日本の侵略・植民地支配への反省につ
いては論じられてはいない。しかし、そもそも矢内原は、すでに戦前より研究者
として客観的見地から植民学を研究・教授し、日本の侵略・植民地支配批判して
いた₃6。また大学追放を含む数々の弾圧を受けてもキリスト教的絶対平和主義の
思想を曲げず、学問的真理探究と平和実現を貫こうとした矢内原には、「平和国
家」論を論じ、実践しようとする際の一つのあるべき姿を見出すことができるよ
うにも思われる。

（3）森戸辰男の「平和国家」論
　著名な経済学者である森戸辰男は、『改造』₁₉46年 ₁月号に、論文「平和国家の
建設」₃7を寄稿した。この論文は、「たぶん戦後初めて『平和国家』という言葉が、
しかもその概念を詳細に解明した論文として登場した」（古関彰一）₃₈ものとも評
される重要性を持つ。
　森戸は、冒頭で、「平和国家の建設は戦勝国が我国に命令した運命の一路である
に相違ないが、それはまた、かような事態のもとに、戦敗国日本が自ら選んだ救
国の活路であり、建国の大道であるとも考へられるのである」₃₉として、連合国
によって与えられたもの・強制されたものではなく、日本が自ら自発的に「平和
国家」を選択すべきとする。ここで、「平和国家」は敗戦国の一時の戦術ではな
く、真の国家目標として自発的に選び取られるべきものとしていることに注目し
ておきたい4₀。
　そして、この論文の白眉は、日本の今後のとるべき方途として、ただ単に戦勝
国から強制的に武装が解除された「戦争できぬ平和国家」にとどまることなく、
さらに、「戦争を欲せぬ平和国家」へとなるべきことを示した点にあるように思わ
れる4₁。
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　森戸は、「平和国家」で言うところの「平和」を「国際戦争に対応する国際的の
恒久平和のことである」とした上で、「平和国家」の意味を、「戦争できぬ国」と
「戦争を欲せぬ国」の二つがあることを指摘している。
　ここでいう「戦争のできぬ国」とは、「侵略に対する刑罰」として「外部から強
制」されたものであって自らの自由意思で選んだものでない場合には、それは、
「外面的な平和国家」にすぎず、「根本的」な欠陥をはらむものとならざるを得な
いとする。すなわち、もし、自立心や道義心が脆弱な民族の場合には、強制平和
の重圧のために独立・自由・自存の精神を失って戦勝国に迎合・追従する「奴隷
国家」に堕するし、また逆に、それが強靭な民族の場合には、やむなく外面的に
は「戦争無能力」という意味における「平和国家」に忍従しながらも、内心では
これに反発し、「平和の友」であるよりも「平和の敵」となりかねない「内心にお
ける好戦国家」になる。結局、いずれの場合もそれは「人類が久しく追求思慕し
てきた平和国家」、「真の平和国家」ではないとする4₂。
　森戸にとって「真の平和国家」とは、「戦争を欲しない国」すなわち「みづから
武力を持つ持たぬに係はりなく、自己の発意と確信において平和を選び、国民の
全道徳をあげてその実現に努力する国家」でなければならないとする4₃。
　そのような平和国家になるための三要件は、①独立自由の国家、②平和の追求
者であること、③限定された意味での平和主義の信奉者であることである44。
　①の点は、「戦争の代わりに平和を選択する自由意志」を持つ必要があり、その
選択の自由を持たない「奴隷国家」は「平和国家」である資格はなく、また、そ
うした選択が完全であるためにも、経済的にも、一定水準の「生産力」を持ち、
文化的にも一定水準の「道義学術」を持つ必要があるとされる。
　②の「平和の追求者」とは、「戦争ではなく平和が人間性に則した社会思想であ
り、史的発展の方向も亦その実現を指示していることを肯定するものでなければ
ならない」とする。しかし、これは現在ではなく将来平和の時代が確実に来ると
いうことを肯定すれば足りるものであり、この理想を持ちつつも戦争遂行者とな
ることもできるので不十分であり、それは「低度の平和国家」にとどまる段階と
している。
　そこで、さらに③の要件をあげる。これは、②の段階にとどまらず、「この理想
の実現が現代において可能であることを確信し、且つ有効適切と信ぜられる施策
施設によつてその実現に努力することを意味する」とされ、「平和国家」は、「理
念的平和主義に留まることなく、実践的・方法論的平和主義」にまで進んだ「平
和主義国家」になることによってはじめて「完全な平和国家」になることができ
るとする。
　また、森戸は、平和もある意味で戦争がそうであるのと同じように「常に準備
されねばならぬ」としつつ、多くの国で実践されてきた「汝平和を欲すれば戦に
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備えよ」を信条とする「武装平和」の方法は、軍備の強化に比例して平和が確立
されてきたかというと事実はまさに反対であって、「軍備の強化は列強の間に軍備
競争を激化させ、単に平和の保険料を天井知らずに昂騰させただけではなく、そ
のことが却つて戦争の誘因となり、あげくのはてには平和の代りに戦争を招来す
るに至つた」ことに着目する。そして、「武装平和は軍国主義の仮面にすぎない」
ものであり、「平和建設の方法では断じてない」と結論づける45。
　しかし、「平和思想の普及と平和団体の組織」による平和運動もそれが「単にイ
デオロギーの運動として留まる」限りは平和国家の建設も世界平和も達成されな
いとする。この原因を森戸は、「人々があまりに戦争といふ表面的な現象にその関
心を奪われた結果」として、「平和思想の普及と平和団体の組織」や「戦争防止施
設の創生運用といふ直接的な方途にかかづらひすぎて、平和建設の為にもつと根
本的な国内の基礎構築を閑却した」ことにあるとする。具体的には、近代の戦争
の原因となってきた「諸民族・諸国家における圧政と搾取」という国内的要因に
目を向ける。国内において民衆を弾圧したり、「金融資本主義の搾取を擁護」した
りする国家は、国外において、「諸民族の武力征服者」、「諸民族の搾取と奴隷化を
目的とする帝国主義政策の遂行者」となってきたからである46。
　森戸は、この国内体制を変革して平和を実現するには、「三重の基礎構築」が必
要とする47。
　第一は、「民主主義の確立」である。「広汎な国民層を政治の圏内に引き入れる
こと」が必要であり、特に、「勤労大衆」と「婦人大衆」を政治に参加させる必要
があるとする。
　第二は、「社会主義経済の建設」である。これは、「国内におけるあらゆる搾取
を絶滅し、資本主義を相互扶助的な国民協同体に転化する」ことを主張するもの
で、このような国家は「対外搾取の動機が、よしんば絶滅されないまでも、著し
く弱められる」とし、また、「窮乏した国民大衆に生活の安定を保障することによ
つて、彼らに与えられた政治的自由を正しく利用する能力と機会を提供する」か
ら、「文化水準を引き上げることによつて、本能的な平和愛好と反戦的努力を理論
的確信にまで発展せしめ」ることができると指摘している。
　第三は、「文化革命の推進」である。封建的反動文化を一掃し、軍国主義の文化
的温床を崩壊させ、また、「国民宗教の上に立つた選民思想の克服」が必要であ
り、「科学的啓蒙の普及」と「高度の世界宗教の弘布」によって、これに代わる
「人格の尊厳を基調とする協同体文化の創生」が「平和国家の精神的基礎」となる
べきことが主唱されている。
　そうした国内における「三重革命」を達成した上で「完全な平和国家の建設」
の努力を行いつつも、それが「一国限りの平和」にとどまる限りは「世界平和」
は達成できないので、国際関係においても同じ努力が必要とする。国際的には、
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①「諸民族平等の原則に立つ民主的な単一世界連邦」、②「資源・資材・貨物・貨
幣信用・文化・人間の自由な交流と合理的配分を含む世界的計画経済」、③「各民
族に特有な文化発展の上に立つ万邦協和の世界文化」を実現することが必要とす
る4₈。
　また、これらの国際社会は大国の実行・協力がなくては完全には実現されない
ことを自覚しつつも、あえて弱小国である日本が平和の担い手となる可能性につ
いても詳述している4₉。
　それは、日本が、今や帝国主義国家でも征服国家でも侵略国家でもないからそ
のような国に良心にやましくない批判を加えることもできるし、そうであった頃
には妨げられていた諸国との親善関係を新たに対等の立場において築くことがで
き、また「正当な生存欲求として、圧制のない民主的世界連邦の建設を追求しう
る」として、次のように言う。
「我国は物質的にも精神的にも徹底的に武装を解除されて、全くの丸腰丸裸の国家
となつた。かような身に寸鉄を帯びぬ国家として、吾々は一切の軍国主義と武断政
策を鋭く弾劾することができるのだ。単にそれだけではなく、軍国主義の仮面にす
ぎぬ武装平和にたいしても、仮借なき批判を加へうるのである。」

　なお、森戸は、日本の加害（責任）についても、「全世界を戦争の惨禍に巻き込
む主役を演ずるさへに至った」国として、また「軍国主義の建設によつて全世界
の悲惨と禍害の因となつた吾々は、全世界の祝神たるべき平和国家と世界平和建
設のために、その全力全能を発揮すべき責務を負」っているのであり、「そこにこ
そ、重大な罪過にたいする吾々の懺悔」があるという形で言及をしてはいる。
　また、森戸は、「平和国家」のみではなく、同時に、「民主国家」「社会的国家」
の建設を主張した5₀。それら三つの国家像は森戸においては、重なり合って実現
していくべきものであったことは注目される。
　そして、森戸は、「理想」と「現実」を区別した上で、理想の実現は常に「漸進
的」でなければならないとした5₁。その意味で、森戸の「平和国家」論はかなり
具体的である。抽象的な理念を掲げて情熱を持って実現することのみを強調する
ような「平和国家」論ではなく、国内外の現実を踏まえて長期的・国際的な視野
から実践的な議論を展開しようとしているところにその特徴があるように思われ
る。また、結果として、戦争放棄・戦力不保持をしさえすれば、それだけで「平
和国家」であるとするのではなく、「戦争を欲せぬ国」として、世界平和実現へ不
断の努力を行うべきことを明示したことはこの時点で重要な問題提起であったよ
うに思われる。

（4）尾高朝雄の平和論
　さらに、同時期の論文として、尾高朝雄の「非武装平和国家の誕生」5₂を取り
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上げたい。尾高は、戦後まもなくの東京大学で、イマヌエル・カントの『永遠平
和のために』を使用した講義を行っていたことでも知られる5₃。尾高の「平和国
家」論として、「非武装平和国家の誕生」（『世界文化』 ₁巻 4号・₁₉46年 5 月号）
があげられる。
　尾高は、論文冒頭で、ポツダム宣言によって「完全な非武装国家」となった日
本が、「戦争の放棄と「軍備の撤廃とを憲法の条規として明定」しようとしている
が、「斯かる宣言が一国の憲法によつて表明されるといふことは、単に日本にとつ
てのみならず、世界史の上にも画期的な意義を持つ事柄である」とし、「防衛のた
めの軍備を持たぬ国家」「全然国防力を保有しない国として、あらゆる戦争を避け
るという態度を示さうとし」、「一般に国家の交戦権を否定する方針を採らうとし
てゐる」ことは、「正に平和国家の憲法の先端を行くもの」と評価している54。
　また、このことは、侵略の「謝罪」としてだけではなく「国民の永続的熱意を
こゝに集中せしめ得るやうな、建設的な意味づけが伴わなければならない」55と
して、次のように言う。
「非武装国家の建設は、カントの最高善と名づけた永久平和の理念を志向する。そ
れは、人類永遠の憧憬を国際政治の荒波の上に浮かべてその成否を試みようとする、
きわめて大胆なエキスペリメントである。……日本国民は、自ら非武装国家の構想
を描いてこれを現実政治の見透しと結びつけ、この試みをはかない失敗に終らしめ
ることのないやうに、充分に用意を以って臨む必要があらう。」56

　しかし、こうした決意を永続していくには三つの試練にさらされることを覚悟
する必要があるとして、①再軍備・軍事大国化への誘惑、②侵略の脅威、③国連
加盟国の義務としての制裁への参加をあげる。
　第一の点に対しては、現在は、「敗戦に打ちひしがれた直後の今日」の国民感情
や連合国の監視がある状況を考えると一見ほとんど考慮の必要がないようにも思
われるが、将来、国民が再び戦争の熱病にとり憑かれる日があると考えるのは決
して杞憂でないとする。そうした危機を回避するには、「議会中心の民主主義につ
いて、その運用を誤らないやうに注意する必要」があり、そのためには、「数の支
配」を「理の支配」によって「規正」する必要があるとする。「激動する国民のパ
トスを、明敏なロゴスの判断によつて抑制することが、平和国家の体制を長く維
持するための第一の条件」としている点は、後の（主権を含めた政治権力を法の
理念の下に置こうとする）「ノモス主権」論にもつながる問題提起であり、興味深
い57。
　第二の点に関しては、「国の交戦権を否定する条規を憲法の中に設けることは、
行き過ぎであるといふ議論も成り立つ」し、「贖罪の態度を表明せねばならぬ現在
の日本は兎も角として、自主性を取り戻した将来の問題としては、純粋の自衛戦
争は認められるやうに憲法の規定を改め、かつ、そのために必要な最小限度の軍
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備は保有し得るやうにすべきである、といふ意見も生ずる余地がある」とする。
だが、尾高はそうした困難性を持つことも自覚した上で、次のような別のしかし
より重要な困難性について言及する。
「自衛戦争の範囲はきはめて漠然たるものであり、これと政治の手段としての戦争
との境界線を定めることは、すこぶる困難である。したがつて、…自衛の名の下に
攻撃のための準備がなされるといふ危険が大きい。……純粋の防衛を意図する軍備
であつても、これを保有すること自体が隣接国家に脅威を与へ、戦争誘発の原因と
なる場合もある。故に、日本が平和国家として今後永く存続しようと真剣に決意す
るならば、防衛のための戦争をも否定するといふ態度にまで徹底するに如くはない
のである。」5₈

　そこで、第三の点とも関わるが、尾高の問題関心は、「変化する世界構造の見透
し」と国際平和機構としての国際連合へと向かう。日本も将来、国連に加盟する
ことを目指すが、国際連合の活動のうち、武力制裁については、結局、少数の軍
事大国の帰趨が大きな影響を及ぼすのであって、特に軍事力や軍需資源を持たぬ
日本などの国が軍事的にできることはもともと限られているのであって、「不幸に
して制裁戦争の勃発した際には、たかだか連合国のために基地を提供するといふ
やうな形での義務履行を以て満足すべき」であり、「国際連合の健全な発達と、国
際民主主義の下にヘゲモニーを握る強大国の援護とに頼る外ない」とする。しか
し、日本は、非武装国家として文化国家の建設に専念し、国連加盟を果たし、国
内政治も「数」の支配から「理」の支配へ転換することができれば、「文化の点で
は列国に伍して優に誇るべき高き国家となる日も来る」であろうから、日本国民
が「斯かる高き希望を失はぬ強靭な意志を持つならば、非武装平和国家の誕生は
単に日本にとつてのみならず、世界の為にも大いに祝福して可なりではあるまい
か」とする5₉。
　なお、尾高は、その後も、国際平和と国際民主主義について論じ続けている。
例えば、論文「民主主義の法理念」6₀では、「平和を確保するためには、戦争の原
因を取り除かなければならない。然るに、すべて人間の闘争は、家庭内の紛争か
ら大規模な世界戦争にいたるまで、不公平・不平等から起る。……民主主義の理
想とする人間の平等は、決して一国民一民族の内部での平等にとどまるものでは
ない。それは、もとより、人類全体の平等を目ざすものでなければならない」6₁。
（現代世界は、自由と両立する平等を目ざす「民主主義」と自由を犠牲にしても平
等を急ごうとする「共産主義」の対立があるが、この対立を調和に導くためには、
自由と両立する平等が世界規模でいかにして可能かを現実的に示す必要があり）
「そこへの道は、主権国家の枠を外すことを前提とする世界国家の建設か、はたま
た、国際社会の現状に立脚する世界計画経済の確立か。いずれにせよ、全世界を
舞台として成り立つ自由と平等の調和こそ、現代国際民主主義が何を措いても占
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拠すべき世界史的天王山である」6₂と指摘し、国際民主主義と自由と両立する平
等の確立により戦争の原因を取り除き、それにより平和を確保することを主張し
ている。
　また、著書『自由論』の第 6章「世界平和の建設」では、冒頭から、「今日の人
類にとって、『平和』が何ものにもかえ得ない最大の価値であることは、異論の余
地はない」6₃と書き出した上で、戦争を防ぎ平和を守り通し得るかどうかは「人
類に課せられた最大の試練」であり、その試練を切り抜けるためには、まず「戦
争は必然・不可避であるという思想」を取り除く必要があり、「われわれは、危機
の時代に生きる人間として、平和のために何が必要であるかを真剣に考え、現に
存在する国際平和機構の性格と活動とを正確に理解し、そのどういう方面でこれ
に協力すべきかを判断する権利を有し、責任を負うている」、とする64。さらに、
戦争防止の手段をとることによって全面戦争の勃発を避けること、そして、人類
が平和に共存しうる社会経済的地盤を築き上げて「戦争の原因」を取り除き、持
続的な平和の根底を確立することが必要として、平和の理想は、戦争を通じての
平和ではなくて、「法を基礎とする平和」「法を通じての平和」であり、その観点
から、国際的民主主義と国際連合の発展の必要性を具体的に説いている。
　この平和論は、国内にあっては、「戦争の原因」となるような社会的経済的要因
を除去するために自由と両立する平等、特に完全雇用と勤労に対する適正な待遇、
さらに人間の個性を伸長し平和を実現するための教育を確立すべきことを主張し、
また、他方で、国際社会での民主主義と国際平和機構としての国連の発展の必要
性を主張したところにその特徴があるように思われる。

（5）宮沢俊義の憲法論・平和論
　本稿の冒頭にも紹介したとおり、宮沢俊義は、論文「憲法改正について」で、
「永久に全く軍備を持たぬ国家―それのみが真の平和国家である―として立って行
くのだという大方針を確立する覚悟が必要ではないかとおもう」と述べていた。
この論稿が、₁₉46年 ₃月 6日の日本政府の憲法案の提示（戦争放棄・戦力不保持・
交戦権否認規定の正式な提示）よりも前に書かれたことも重要な点であろう。
　もっとも、書かれた時期との関係については、GHQ草案（₁₉46年 ₂月）を日本
政府案発表前に目にする機会があった宮沢がこれまでの表明していた考え方の「根
本的な大転換」をして、政府が発表する前に、世の中に、「自らの名で」、「大学の
憲法学者の憲法改正意見として国民に表明したかった」からであるといった見方65

もある。さらに、もっと端的に、学説の「コペルニクス的」な「変更」ないし宮
沢自身の「変節」を指摘・批判する見方66もある。
　しかし、宮沢の平和論・憲法論は、GHQ草案の交付によって形成されたという
見方はいささか皮相なものがあるように思われる。
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　宮沢の終戦直後の考えを知るために、₁₉45年 ₉ 月に行われた大学の講義（同年
₉月 ₃日に開始された全 ₃回の₁₉44年₁₀月入学の ₁年生用の補講）の内容に注目
してみよう。
　この講義は、「戦争終結と憲法」と題したもので、立教大学図書館の宮沢文庫に
は、宮沢の手書きの講義草稿がのこされていて、それは、原田一明の解題付きで
全文翻刻・紹介されている67。また、この補講を含めて、高見勝利による宮沢の
憲法理論の詳細な研究がある6₈。
　その補講の項目の中には、宮沢の平和論に関わる「五、日本の戦争遂行能力の
破砕」、「八、平和国家の確立」といった項目がある。
「五、日本の戦争遂行能力の破砕」は、ポツダム「宣言に基づく軍の解体が明治憲
法の条規に及ぼす影響について論じた」6₉ものであり、徴兵制度、統帥権（独立）、
軍令、軍部大臣武官制等が必然的に廃止されるであろうことについて触れ、「かく
て日本は武備なき国家」となるに至ったと述べる7₀。
　また、「八、平和国家の確立」では、ポツダム宣言が「日本における平和主義の
確立」を目的としているが、「自由及 [び ]人権の尊重の確立及びデモクラシイの
育成は必然的に平和主義を結果としてもたらす」ことを指摘する。
　そして、バートランド・ラッセル平和論（Which Way to Peace）の軍備廃止論を
紹介している7₁。「バートランド・ラッセルは徹底的平和主義者として、現在
（₁₉₃6［年］）イギリスが戦争を避ける為には、すべての軍備を漸次解体し、イン
ドや crown colonies を処分し…もう絶対に戦争に参加せぬと宣言することが必要
だ」と主張していることを紹介し、この見解は、「多分の真理を含む」とする。そ
して、真の世界平和のためには「軍備の廃止」が必要であり、それは本来は「各
国同時且つ平等に行われなければならない」が、しかし、そういう結果を実際に
もたらすには「一方的武装解除」を行うことが必要であるとする。日本は、降伏
により図らずもそのような武装解除を現実に行い、「武備なき国家として国際場裡
に生存していくことにな」り、「今後の国是は平和国家の確立といふことになつ
た」。だから、「わが国は、全面的武装解除を実行した国家としてその範を世界に
示し、ここにこそ、而して、ここにのみ真の世界平和の途が存することを世界に
知らしむべきである」とする。そして、日本が平和主義を採用するのは、ポツダ
ム宣言によって命ぜられたからというだけではなく、「平和主義がわが国の国是と
して唯一の正しいものであるとの認識の上に立って之を採るのでなくてはならぬ」
と結論づける。また、「平和主義是か非かの問題は古い問題である。しかし、プラ
グマチカリイに考へて見ても、原子爆弾のやうなものが発明された今日、…戦争
を行ふといふことはどう考へても無意味である」とも述べている7₂。
　宮沢は、GHQ草案を見てはじめて軍備の廃止・「武備を持たぬ国家」としての
「平和国家」を「国是」とすべきことを唱えたわけではない。₁₉45年 ₉ 月の時点
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で、ラッセルの議論などを参照しながら、そのようなことを主張していたことを
ここでは確認しておきたいと思う。
　また、この立場は、憲法問題調査委員会（松本委員会）においても主張されて
いた。宮沢は、松本委員会においても、軍規定の全面削除・改廃を主張したが、
それは、ポツダム宣言の受諾に伴う武装解除の結果としてというだけではなく、
「平和国家」・「非武装国家」としての国家方針を明らかにするためのものであった
とされる。宮沢俊義・入江俊郎・佐藤達夫が中心となった小委員会の第 ₉回議事
録には、宮沢が中心となって唱えた「削除説」について、「削除説ハ世界最初の平
和国家非武装国家タラントスル国家方針を闡明セントスル理想主義的見地ヨリモッ
トモ主張セラレタ」7₃と記されているところでもある。
　このような積み上げの上に、前掲の「憲法改正について」における「非武装」・
「平和国家」論があったものと思われる。
　その後も、宮沢は、一貫して、憲法 ₉条を、あらゆる戦争を放棄し、その目的
を達成するために戦力（軍隊ないし軍備）の保持を禁止したものとして解釈して
きた74。また、₁₉57年 ₈ 月に内閣により発足させられた憲法調査会に学問的に対
抗する形で、すなわち、政治運動ではなく、あくまでも学者の立場から、我妻栄
らと「憲法問題研究会」を発足させて、憲法擁護の立場から憲法の研究・普及活
動を行ったことも付記しておきたい。

4．戦争直後の「平和国家」・「平和憲法」論の特徴と残された課題

　戦後日本は、ポツダム宣言を受諾した結果、完全なる武装解除を行った。また、
日本国憲法の前文・ ₉条には平和条項が盛り込まれ、非戦・非武装平和主義が法
的に規定された。このことをこれまでの戦争国家体制からの転換ととらえ、世界
に先駆けて武装解除を行い、「平和国家」を建設し、世界平和に貢献するという意
味にとらえようというのが、当時の知識人たちの代表的な「平和国家」論である
と言い得よう。
　振り返ると、（戦後日本のとるべき国家像としての）「平和国家」という言葉自
体は、₁₉45年 ₉ 月 4 日の昭和天皇が帝国議会開院式の勅語において、戦後日本の
あり方として、「平和国家ヲ確立シ」と述べたことが重要な契機となって、その目
標が支持されるに至り、国内において重要な影響を与えたと言いうる。しかし、
昭和天皇の勅語では、　これまで出してきた「終戦の詔書」でも、「開戦の詔書」
でも、いずれも、戦争や侵略を正当化するために「平和」ないし「太平」という
言葉が使われてきたことを考えると、開院式の勅語で述べられた「平和国家」と
いう言葉は、この段階では、せいぜいのところスローガンにとどまった。しかし、
未だスローガンにすぎなかった「平和国家」に「非武装国家」という明確な内容
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を与えた当時の知識人の理論的役割は重要であるように思われる。
　前章でも見たとおり、当時の知識人たちの「平和国家」・「平和憲法」論の特徴
は、徹底した非戦・非武装平和主義を「平和」の内容としてとらえ、それを敗戦
の結果仕方なくそうなったとか、あるいは屈辱的であるという風に、消極的ない
し批判的にとらえるのではなく、日本が世界平和の先頭に立つという積極的な意
味にとらえようとするものである。
　こうした平和論の特徴をあえてまとめるならば、多くの場合、次のような特徴
が見られるように思われる（すべてのものがそうした特徴を各人の短い文章で余
すところなく言及しているわけではないが、少なくとも以下の特徴と矛盾しない
平和論ではあるように見える）。
　第一に、戦争放棄・戦力不保持を、限定的・部分的なもの・例外のあるものと
するではなく、徹底的・全面的に実行しようとするものであることである。それ
は、侵略・自衛・制裁の別を問わず、戦争・武力行使や軍事力保持を全面的・徹
底的に禁止されるものとして実行しようとするものでもある。
　第二に、戦争放棄や戦力不保持を、連合国による占領時の一時的・暫定的な措
置とするのではなく、独立回復後も継続する、ある意味で永続的なものとしよう
とするものである。そのためにも、実定法として法的拘束力があり、最高法規で
もある憲法の中に、戦争放棄・戦力不保持といった具体的な規定を盛り込んで実
行しようとしている（あるいは憲法に平和主義規定を盛り込んだことを高く評価
する）ものである。
　第三に、日本一国だけで実現しようとするのではなく、日本が世界平和建設の
先頭に立つことによって他国もそれに続くように呼び掛けるものである。そして、
国際連合をその代表とする国際平和機構の発展を展望し、日本もそれに加わるこ
とを提唱するものである。
　第四に、平和主義を民主主義理念と結びつけて理解し、民主主義の健全な発展
により国家に戦争をさせない政治を実現しようとするものであり、特に民主主義
の根底を支える言論・表現の自由や学問の自由等の重要性を認識し、軍国主義に
よる弊害を繰り返さないことがその平和思想の根底に見られるということである。
　第五に、広島・長崎への原爆投下を契機として、原爆が人類滅亡の危機をもた
らしかねないことを理解し、現代戦争の「絶対悪」としての性質、戦争の手段性
の喪失につながることを示唆している、あるいはそのことを前提としているよう
に見えることである。
　第六に、日本は、「平和国家」の建設と並んで、（軍備に金をかけることなく）
「文化国家」の道を選び、その観点から、教育の重要性を強調するものが多いとい
うことである。
　これらは戦後初期の平和論として政府政策や世論にも大きな影響を与えたよう
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に思われる。第₉₀回帝国議会での憲法論議は、基本的には、以上に見たような認
識を前提とした発言を多くの議員・政府ともに行っている（特に幣原喜重郎の答
弁が典型例75）と言いうるし、それは制憲者意思（立法者意思）を形成している。
　しかし、この時点では十分に論じられなかった限界ないし課題もあるように思
われる。
　第一に、日本の行ってきた戦争・植民地支配等の加害への反省、戦争（発生）
の原因等の分析の視点がやや弱いように思われるところである。
　第二に、軍隊なしにいかにして日本の安全を保障するのかという点に関して具
体的な政策論の展開が十分には行われていないように思われる。将来、国連に加
盟し、その措置に依存するというだけで国民の安全が十分に保てるかどうか、特
に、その後冷戦が開始し、国連安保理が拒否権の乱発により機能不全となったこ
とから、そのような場合であっても、いかにして日本国民の安全保障を確保し、
また世界平和に貢献できるかについては、この当時の議論からは、その詳細が十
分に伝わっては来ないように思われる。
　第三に、実定法であり、最高法規である憲法に平和主義が詳細に盛り込まれた
ことの法的意味、とくに、前文・第 ₉条の平和主義条項の意味だけではなく、そ
れらと、国民主権、基本的人権、国会・内閣・裁判所・地方自治体等の「制度機
構」との関係などといった日本国憲法体系の中の平和主義の意味（いわば憲法の
「総合的解釈」）についての考察がまだほとんどないということである。
　第四に、戦争放棄・戦力不保持を行えば「平和国家」として十分なのかという
問題に関連して、「人権としての平和」・平和的生存権の保障を行うという視点が
欠如しているということである。平和的生存権に関しては、その後、₁₉5₀－6₀年
代以降の駐留米軍や自衛隊をめぐる訴訟を通じて、学界でもその権利に関する法
理論が体系化されて来るが、この当時はそうした問題意識はまだ見られない。ま
た、そうした平和的生存権を全世界の国民において保障するための国際機構のあ
り方や日本の国際協力のあり方についての議論も（国連やユネスコに関連する問
題以外では）十分に行われていないように思われる。
　以上の 4点は、戦後直後の平和論においてはまだ十分に論じられていないよう
に思われる。また、冷戦勃発や連合国の占領方針の転換などの国内外の情勢の変
更に伴って、世の中には非戦・非武装平和主義から考えを変えた論者（政府の憲
法解釈など）も現れた。
　しかし、特に₁₉6₀年代以降、憲法学者などで、以上 4 点の限界を克服し、平
和・安全保障に関する理論を構築しようとする動きも見られるようになる。それ
は、特に、再軍備や日米同盟強化等の日本の軍事化に対抗する形で展開され、ま
た、「憲法政策としての平和」の理論を構築しようとする動きである。それは、憲
法 ₉条を文字通りの非戦・非武装平和主義として受け取り、そうした理念を擁護
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する立場から憲法理論を築き上げてきた憲法研究者たちによる「戦後憲法学」理
論である。深瀬忠一は、こうした理論を「小林直樹等全国憲法研究会共同研究説
（九条一切戦争・戦力否認、核時代実現可能、平和憲法体制総合的解釈、違憲状態
漸進的発展的解消平和保障説）」76と名づけてもいる。
　この「戦後憲法学」は、戦争や人権弾圧を止められなかった戦前の学問研究の
あり方への真摯な反省に立ち、他の社会科学研究者とも共同して、日本国憲法の
画期的な平和主義等の憲法原理の理論的・歴史的解明、政府・与党も主導する復
古的な改憲論への対抗・批判、改憲情勢の分析・批判などを行い、また、自衛隊
違憲論と平和主義擁護の立場に立つ憲法解釈理論を積み上げてきた。こうした理
論は、自衛隊違憲訴訟や人権関連裁判などの憲法訴訟において、多くの弁護士た
ちの弁論とも一体となり、社会的にも政治的にも影響を与えてきた77。そうした
理論は大変興味深いが、その分析は別稿に委ねたいと思う7₈。

注
₁ 「教皇『原子力の戦争使用は犯罪』 広島のスピーチ全文 」日本経済新聞₂₀₁₉/₁₁/₂4 ₁₉:5₁　

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO5₂55₂7₀₀U₉A₁₂₁C₁CC₁₀₀₀/（₂₀₁₉年₁₁月₂₉日閲
覧）

₂ 宮沢俊義「憲法改正について」『改造』₁₉46年 ₃ 月号。なお同雑誌の奥付（₁₁₂頁）には、
「昭和二十一年二月二十一日印刷納本」「昭和二十一年三月一日發行」と記されている。
₃ 同上論文₂5頁。
4 日本国憲法の平和主義の意味・内容につき、河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文
堂、₂₀₁₂年、第₃-4章、参照。

5 高柳信一「戦後民主主義と『人権としての平和』」『世界』₂₈₃号・₁₉6₉年 6 月号、参照。
6 小林武「沖縄の平和的生存権」『法学セミナー』₂₀₁7年 ₈ 月号、 ₉頁、参照。
7 和田春樹『「平和国家」の誕生』岩波書店、₂₀₁5年。
₈ 同上書ⅹ頁。
₉ 同上書ⅹ頁。
₁₀ 朝日新聞₁₉45年 ₉ 月 5 日 ₁ 面および₂₀₁7年 ₁ 月 4 日 ₁ 面、参照。
₁₁ この勅語は、開院式の翌日 ₉月 5日の朝刊、たとえば、『朝日新聞』『読売報知』『毎日新
聞』なども ₁面でこの勅語を前文紹介するなど大きく報道した（和田前掲書₃7-₃₉頁）。同
日の『朝日新聞』 ₁面は、「開院式に優渥なる勅語賜ふ　平和國家を確立　擧國自彊、國
本を培養／勅語」という見出しを掲げて、勅語の全文を紹介し、また同面の「社説」も
「平和國家」と題して論評を加えている。
₁₂ 「第八十八回帝国議会開院式勅語案」国立公文書館デジタルアーカイブ（https://www.digi-

tal.archives.go.jp/das/image/M₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₁776₃₈6） [₂₀₁₉年₁₂月₂6日閲覧 ]　以下のページ
数は同資料のページ数を表す。

₁₃ 「憲法を考える　『平和国家』国内外へ訴え」 『朝日新聞』朝刊₂₀₁7年 ₁ 月 4 日 ₃ 面。
₁4 『昭和天皇実録』第九、東京書籍、₂₀₁6年、7₉₀頁。
₁5 和田前掲書₂₂-₂7頁、参照。なお、山田敏之「終戦の詔書」（『国立国会図書館月報』5₉₃号、
₂₀₁₀年 ₈ 月）は、川田瑞穂が「『第一案』を起草した可能性は高いと思われるが、その下
敷きとなる、迫水らの手による草稿があった可能性も否定できない」としている（₁₃頁）。

₁6 古関彰一によれば、₁₉₃₀年から敗戦に至るまでの間に₁₀₀以上ある詔勅の中で、「平和」と
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いう言葉が使われているものとして、徴兵制6₀周年の勅語（₁₉₃₂年）、国際連盟脱退の勅
語（₁₉₃₃年）、米英への宣戦の詔書（₁₉4₁年）があげられ、ここでの「平和」はいずれも
「戦争のための平和」であったとしている（古関彰一『平和憲法の深層』ちくま新書、₂₀₁5
年、₂₁6頁）。

₁7 ジョン・ダワー（三浦陽一・高杉忠明訳）『敗北を抱きしめて』上、岩波書店、₂₀₀₁年、
₂₂₁頁。

₁₈ 和田前掲書5₃-54頁。同談話は、₁₉45年 ₈ 月₂₃日に発表され、翌日朝日新聞などに掲載さ
れた。『朝日新聞』₁₉45年 ₈ 月₂4日 ₁ 面（「特攻魂を生かして　翼の戰士を犒ふ」、新漢字
で引用）。同談話全文は、遠藤三郎『日中十五年戦争と私』日中書林、₁₉74年、₃₂₉-₃₃₀頁。
遠藤によれば、「世界の将来」などの部分は、「『世界連邦』を頭に置いて書いた」として
いる（₃₃₁頁）。

₁₉ 遠藤前掲書₃₂₉頁。
₂₀ 『読売報知』₁₉45年 ₈ 月₂₈日 ₁ 面より引用。和田前掲書54-55頁、参照。
₂₁ 松尾尊兊編『石橋湛山評論集』岩波文庫、₁₉₈4年、₂5₉-₂6₀頁。
₂₂ 和田前掲書57頁。
₂₃ 石橋湛山「靖国神社廃止の議」『石橋湛山全集』第₁₃巻、東洋経済新報社、₁₉7₀年所収、55
頁。

₂4 矢内原忠雄『日本精神と平和国家』岩波新書、₁₉46年（同書の「序」の日付は₁₉45年₁₂月
₁₀日、奥付には「₁₉46年 6 月₂5日第一刷発行」とある）。講演情報については、同書・ ₁
頁。新漢字で引用。

₂5 この講演では、冒頭の方で、天皇の同勅語に触れる（同上書66頁）とともに、昭和天皇及
び天皇制への愛着が強くにじみ出ている（同上書₉₂-₉₃頁）。

₂6 同上書65頁。
₂7 同上書65-7₉頁。
₂₈ 同上書7₉-₈₈頁、参照。
₂₉ 同上書₉5-₉₈頁、参照。
₃₀ 同上書₁₀₀頁。
₃₁ 同上書 5頁。
₃₂ 同上書₁₁₃頁。
₃₃ 同上書₁₀₃-₁₀5、₁₁₃頁。
₃4 同上書₁₀5頁。
₃5 同上書₁₁4頁。
₃6 太田一男は、この点に関して、「彼が関心を寄せた、客観的分析に立つ植民学は、今日、
『第三世界論』『発展途上国論』『世界金融政策論』『国際関係論』『平和学』等々の様々な
学問分野で礎石的位相にあ」ると指摘している（太田前掲「「内村鑑三の継承者矢内原忠
雄」₁7₁頁）。

₃7 森戸辰男「平和国家の建設」『改造』₁₉46年 ₁ 月号。以下の引用は同書から新漢字にして
行う。

₃₈ 古関彰一『日本国憲法の誕生』増補改訂版、岩波現代文庫、₂₀₁7年、₂4₃頁。
₃₉ 森戸前掲論文 ₃頁。
4₀ 和田前掲書₈₁頁、参照。
4₁ なお、この論文「平和国家の建設」を再録したとしている、森戸辰男『社会民主主義のた
めに』 第一出版 、₁₉47年所収の「四、平和国家の建設」（同書・6₃-₈6頁）を見ると、『改
造』掲載時にはあった、「二　『二つの平和国家』」および「三　『戦争できぬ』平和国家の
埋没」がそっくり削除されているが、同書にはそのことに全く言及がない。
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4₂ 同上論文4-5頁。
4₃ 同上論文 6頁。
44 同上論文 6頁。以下の「三要件」は、6-7頁。
45 同上論文 ₈頁。
46 同上論文₈-₉頁。
47 同上論文₁₀-₁₁頁。
4₈ 同上論文₁₁頁。
4₉ 同上論文₁4-₁5頁。
5₀ 森戸前掲『社会民主主義のために』参照。
5₁ 小池聖一「森戸辰男の平和論」『広島平和科学』₂₈号・₂₀₀6年、 5頁。
5₂ 尾高朝雄「非武装平和国家の誕生」『世界文化』 ₁巻 4号・₁₉46年 5 月号。以下の引用は
新漢字で行う。

5₃ 小林直樹は、「私が、思いもかけず学者の道に入ったのは、尾高朝雄先生の最初のゼミナー
ル、カントの『恒久平和論』（Zum Ewigen Frieden）の講読に加えてもらった時の縁による」
（小林直樹「憲法と私」杉原泰雄・樋口陽一『日本国憲法5₀年と私』岩波書店、₁₉₉7年、5₈
頁）と述べている。また、堀尾輝久は、「尾高ゼミではカントの永久平和論の英訳本がテ
キストだった」と述べている（堀尾輝久「総合人間学と私」『総合人間学』第 ₈号、₂₀₁4
年 ₉ 月、₁₁6頁）。

54 尾高前掲論文₈₂-₈₃頁。
55 同上論文₈₃頁。
56 同上論文₈₃頁。
57 同上論文₈4-₈5頁。ノモス主権論については、尾高朝雄『国民主権と天皇制』国立書院、
₁₉47年等、参照。

5₈ 尾高前掲論文₈6-₈7頁。
5₉ 同上論文₈7-₉₀頁。
6₀ 尾高朝雄「民主主義の法理念」尾高朝雄責任編集『民主主義の法律原理』有斐閣、₁₉4₉年。
新漢字で引用する。

6₁ 同上論文5₁頁。
6₂ 同上論文5₂頁。
6₃ 尾高朝雄『自由論』（復刻版）ロゴス社、₂₀₀6年、₁₉₃頁（なお、同書は、最初、勁草書房
から₁₉5₂年に刊行された）。

64 同上書（復刻版）₁₉4-₁₉5頁。
65 古関前掲『日本国憲法の誕生』₂77-₂7₈頁。「権威ある学者は、……新しい構想を持ってい
るのだということをわかって欲しいということを伝えたかったのではないのか。権威とは
先んずることによって権威となるのである」とも記している。

66 江藤淳「第三部　憲法制定経過　解説」江藤淳編『占領史録』下、新装版、講談社、₁₉₉5
年、₃₉₀頁および4₁6頁。なお、古関彰一は、これらの江藤の指摘を「江藤淳の慧眼」とし
て高い評価を与えていることも付言しておきたい（古関前掲『日本国憲法の誕生』₂6₁頁）。

67 「資料　宮沢俊義文庫（₁）:『戦争終結と憲法』」および原田一明「解題　敗戦直後の宮沢
憲法補講と八月革命説」ともに『立教法学』 ₉₂号・₂₀₁5年₁₂月₂5日所収。

6₈ 高見勝利『宮沢俊義の憲法学史的研究』有斐閣、₂₀₀₀年
6₉ 高見前掲書₁₈₁頁。
7₀ 前掲「資料　宮沢俊義文庫（₁）:『戦争終結と憲法』」₁54頁。
7₁ 高見勝利によれば、「En Marge Liveres」と題した宮沢読書ノートには、₁₉45年 ₉ 月₁₀日付
で、「徹底的 Pacifistとして、[彼は本書で ]考へられる各種の平和維持政策を論評し、徹
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底的軍備縮小、―軍備廃止を提唱する。終戦後、新らしい興味を以て再読した」とある
（高見前掲書₁₈4頁）。
7₂ 「資料　宮沢俊義文庫（₁）:『戦争終結と憲法』」₁57-₁5₈頁。
7₃ 芦部信喜・高橋和之・高見勝利・日比野勤編著『日本国憲法制定資料全集』（₁）、信山社、
₁₉₉7年、₃76頁。この文書の詳しい分析は、高見前掲書₁₈₈頁、参照。

74 宮沢俊義著（芦部信喜補訂）『全訂日本国憲法』日本評論社、₁₉7₈年、₁5₃頁以下等、参照。
75 幣原喜重郎の平和思想について、河上暁弘『日本国憲法第 ₉条成立の思想的淵源の研究』
専修大学出版局、₂₀₀6年、第Ⅰ部第 ₃章第 ₁節、参照。

76 深瀬忠一『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店、₁₉₈7年、₁76頁以下、参照。
77 渡辺治「戦後政治と憲法・憲法学の7₀年」『法律時報増刊　戦後日本憲法学7₀年の軌跡』
₂₀₁7年 5 月₃₀日号、₉6-₉₈頁、参照。

7₈ なお、私見では、本稿のとり上げるようなテーマについて、より深く分析するには、①日
本国憲法に「平和」の文言が入った経緯とその意味、②「平和国家」「平和憲法」につい
ての新聞報道及び帝国議会での議論、③本稿でとり上げたような知識人・実務家の「平和
国家」「平和憲法」が当時いかに受け止められ、またその後いかなる影響を与えたか（学
界、政治・社会等）などについてもさらに分析を試みる必要があるようにも思われる。そ
うした点についても、引き続き調査・研究を行っていきたいと思う。

※本論文は JSJS科研費基盤研究（C）「歴史・平和教育と平和博物館論の課題」
（₂₀₁5－₂₀₁7年度［JP₁5K₀₂₈₁7］）及び広島市立大学広島平和研究所プロジェクト
研究「『戦後』の史的再考」（₂₀₁7－₂₀₁₈年度）の助成を受けた研究の一成果とし
て公刊するものでもある。




