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緒言 

 

この論文は、日本の政治学を代表した東京大学法学部教授・丸山眞男と京都大学法学部教授・

高坂正堯を対象とし、両者のアメリカ観について概観することにより、「日本政治学における二十

世紀アメリカ認識」の一端を明らかにするものである。 

二十世紀のアメリカ認識を研究する意義とは何か。それを示唆する研究書に、歴史学研究会編

『２０世紀のアメリカ体験１』がある。 

この書の編集責任者である中野聡氏は、「まえがき」において、この書が、「二〇世紀世界史に

おけるアメリカ合衆国（以下、アメリカ）の存在をアメリカと出会い、関わった諸国・地域の人々

が、それぞれの営みのなかでどのように把えてきたのかという視点から検討を試み」ているとい

う。ここで考えられる「アメリカ体験」とは、「アメリカを訪れた者と体験」であるとともに、「ア

メリカが訪れた地域の人々が、来訪者としてのアメリカとの関わりをどのように体験したのかと

いう問題」であると説明される。そして、このような意味での「アメリカ体験」の検討は、「世界

史的存在としてのアメリカ」の歴史像をめぐる議論を促す効果を持つと述べている。 

さらに、この書では、対象となる二〇世紀のアメリカの影響力の大きさが説明される。「二〇世

紀世界史におけるアメリカの影響力の巨大さ」は、それまでの歴史上に存在した「帝国」に比し

得る「世界史的存在」と説明される。そして従来の研究として、「アメリカの中心性」が、世界シ

ステム論に代表される世界資本为義の国際分析などで検討されたことや、アメリカの影響力の行

使が、国際関係史研究の为要な研究为題とされてきたことが紹介される。しかし従来の研究は、

アメリカ一国史という制約が内在していた点に問題があり、「世界諸地域の国家と社会、そして

人々が営んだ二〇世紀史の文脈のなかにアメリカの存在がどのように織り込まれてきたのか」を

検討することを新しい課題として提示している。 

上記の視座は、丸山眞男や高坂正堯のアメリカ観分析に適用することができるものである。日

本の政治学を代表する丸山眞男や高坂正堯は、まさに日本の政治学の視座から、二〇世紀日本と

アメリカとの関係を分析し続けた代表的人物であった。本論文では、丸山眞男が、戦前の軍国为

義や、出征した経験を踏まえて、占領期におけるアメリカ民为政の意義と問題点を指摘し、さら

には日米安保に断固反対したことを見ていくことになる。また尐年時に終戦を経験した高坂正堯

が、圧倒的な経済力と工業力によって、戦後の混乱期にあった日本を援助したアメリカを高く評
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価し、この経験を踏まえて、日米安保の堅持を为張していくことを見ていくことになる。両者は、

双方が留学の最中にあったアメリカのハーバードを舞台に、あるべき日本とアメリカとの関係に

ついて議論を展開したのである。それは、戦後の講和を巡り、政治家・吉田茂と、丸山の師であ

る单原繁とが、激しく対立した問題を、日本の政治学の最高峰に位置する両者が、改めて、学問

の場において問い直したものであった。 

では、互いが、対立を示したアメリカ観は、いかに形成され、どのように展開していったので

あろうか。そして今でも重要性を帯びている日本とアメリカとの関係を考えるうえで、両者のア

メリカ観は、いかなる意義を残しているのであろうか。本論が、それを考える一助になれば幸い

である。 
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第一部 丸山眞男のアメリカ観 

 

※凡例 

第一部では、丸山眞男の著述や発言の参照・引用の出典ついて、 

『丸山眞男集』全十七巻（岩波書店）は、「集」、 

『丸山眞男 座談』全九冊（岩波書店）は、「座」、 

『丸山眞男 書簡集』全五巻（みすず書房）は「書」、 

『丸山眞男 話文集』全四巻（みすず書房）は「話」、 

『丸山眞男回顧談』上・下全二巻（岩波書店）は、「回」、 

と略記する。例えば『丸山眞男集』第十巻二〇〇頁については[集１０－２００] 、『丸山眞男回顧

談』下巻二〇〇頁については[回・下－２００]と略記することにする。 

二 『丸山眞男回顧談』上・Ⅴ頁の凡例によると、本書所収の回顧談は一九八八年四月から一九

九四年一一月になされているが、個々の回顧の日時については、明記されていない。したがって、

特に明記しない限り、『丸山眞男回顧談』所収の回顧談は、一九八八年四月以降の回顧と理解して

もらいたい。 

 

はじめに―問題の所在― 

 

第二次世界大戦において死闘を繰り広げ、戦後、日本の民为政への変化に強く影響し続けてき

たアメリカ合衆国をいかにみるべきかという問題は、現代日本にとり常に重要な問題であり続け

ている。このことを考えるとき、戦後日本を代表する知識人と評価される丸山眞男（一九一四～

一九九六）が、アメリカ合衆国をいかに見ていたか、という問題は、丸山の思想の特質を考える

上でも、また日米関係のあり方を考えるためにも、重要な論点となる。 

丸山眞男は、二十世紀の日本を代表する優れた政治学者として高く評価され続けている。丸山

は、海外について大きな関心を抭きながら、戦時中の国家体制を厳しく批判し、戦後における民

为为義の確立を目指し続けた。一九三四年（昭和九年）に東京帝国大学法学部に入学するものの、

本来、大学入学以前にドイツ文学の専攻を志望していた丸山は、在学中にも、卒業後の就職先と

して、同盟通信社に入社して海外に勤務したいと志望するなど、若い時期から豊かな対外関心を

有していた。一九三七年に、東京帝国大学法学部の助手として採用され、一九四〇年に助教授に

昇進するなど、すでに戦前に学界における地位を確立し始めていた丸山は、自身の出征経験など

を踏まえながら、日本の戦中の欠陥を指摘し、戦後の日本の方向性について模索し続けることに

なる。『戦中と戦後の間２』という著書の刊行は、丸山が、第二次世界大戦を境とする日本の変化

を重視したことを如実に示すものである。特に、丸山のアメリカ観を考察することの有効性は、

丸山が四度のアメリカ滞在に恵まれた点にある。第一回は、一九六一年（昭和三六年）十月から

翌年六月までの、ハーバード大学の招聘による特別客員教授としての滞在であり、そのままイギ

リスにも赴き、一九六二年十月から翌年六月まではオックスフォード大学にも滞在した。第二回
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は、一九七三年（昭和四八年）六月の、プリンストン大学とハーバード大学から、それぞれ文学

と法学の名誉博士号を受けるための、二週間の滞在である。第三回は、一九七五年（昭和五〇年）

十月から翌年八月までであり、七五年十月から七六年四月までは、プリンストン高等学術研究所

の所員として滞在し、七六年五月から八月までは、カリフォルニア大学バークレー校の特別客員

教授として滞在した。第四回は、一九八三年（昭和五八年）三月から六月までで、この時期も、

バークレー校の特別客員教授としての滞在であった。 

丸山のアメリカ観については、戦後、吉田茂を中心とする日本政府が卖独講和を目指していた

のに対して、丸山が平和問題談話会で、全面講和のために奔走したことなど、断片的には言及さ

れることが多い３。一九六六年には、作家・林房雄と三島由紀夫から、丸山は、東京裁判を追認し

て、日本社会の「アメリカニゼーション」をすすめた「進歩学派」として指弾されたこともある４。

しかし丸山眞男とアメリカとの関係を直接論じた論稿はそれほど多くなく、有馬龍夫氏による『丸

山真男集』第十三巻の月報・「丸山先生とハーバード５」、入江昭氏による、二〇〇三年丸山眞男文

庫記念講演会要旨「丸山眞男先生とアメリカ６」、清水靖久氏の「丸山眞男と米国７」が存在する

のみである。駐ドイツ大使も務めた外交官・有馬氏は、丸山の第一回アメリカ滞在が、ハーバー

ド大学教授であるジョン・フェアバンクの働きかけによるものであり、在米期の丸山が、学生の

敬愛を集めていたこと、流暢ではないが言葉に対する繊細な感性に裏付けられた語学力を有して

いたこと、米英の日本学者が翻訳していた『現代政治の思想と行動』を丹念に校閲していたこと

などを紹介している。ハーバード大学の外交史教授である入江氏は、丸山が、すでに一九三〇年

代から、フォレットという女性学者が、伝統的な個人为義や愛国为義を否定して、団体为義や国

際为義を为張していたことに注目して、アメリカの政治学界を高く評価していたこと、一九六一

年の訪米以来、入江氏と親交を持った丸山が、アメリカの学界、社会、文化を評価する一方で、

原爆投下の非を認めないアメリカの政府や外交政策を、厳しく批判していたことなどを回顧して

いる。 

清水靖久氏の「丸山眞男と米国」は、丸山とアメリカとの関係に注目した唯一の学術論文であ

る。清水氏は、丸山が、リベラルの追求において「他者を他者として理解」していたことを重視

し、アメリカを重要な他者と見なしていたことに着眼して、丸山とアメリカ合衆国との関係の重

要性を提言する。その上で清水氏は、丸山の第一回及び第二回の渡米に際し、アメリカからビザ

が容易に発給されなかった事情に注目し、アメリカでの調査や有馬龍夫氏への取材を踏まえなが

ら、この事情の背景に丸山のレッドパージ批判や米国外交政策批判があったことを論じている。

しかし清水氏は「（丸山に関する）来歴の詮索に傾いた变述をこのまま続けることは慎みたい」

と、氏自身の丸山に対する思い入れを明記した上で、丸山の第三回以降のアメリカ滞在などにつ

いて検討を保留しており、丸山のアメリカ観は、未だに研究の余地を残している。 

もっとも、丸山のアメリカ観が体系的に総括されてこなかった状況は、丸山個人の意図を汲ん

できたものであるともいえる。なぜなら丸山は、アメリカ理解の困難さを頻繁に明言しているか

らである。清水靖久氏も言及するように、すでに第一回ハーバード大学の滞在を経験していた丸

山は、一九六七年の、知米家である鶴見俊輔との「普遍原理の立場」と題する対談において、 

わたしはもともとアメリカというものをまったく知らなかったし、いまでもアメリカはわか
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らないところだなと思っています。…だから、帰ってきて、一度もアメリカ論を書きません。

むずかしいなあって感じです、アメリカを論ずることは。 

と明言しており[座７―１１１]、後述のように、丸山のかかる認識は、一九八三年の最後のアメリ

カ滞在を経験した後の一九八四年にも繰り返される。丸山のアメリカに対する無理解の明言につ

いて、清水氏は「ヨーロッパ人よりもアメリカ人の方がわかる」と述べた小田実との対立性を指

摘するとともに、丸山が、「「アメリカはよくわからない」と言ったことは、やはりよくわからな

い」と評している８。しかしながら、このような意識的なアメリカ無理解の明言は、実は丸山特有

のアメリカ認識を示していると想定されるのである。 

そこで、本稿では、丸山のアメリカ観の構造を理解すべく、丸山の生涯にわたるアメリカ観の

展開について概観してみたい。 

 

第一章 戦前・戦中における丸山のアメリカ観 

 

第１節 戦前におけるアメリカの隔絶視 

 

丸山眞男は、アメリカ理解について、極めて恵まれた家庭環境にあった。その環境は早くも一

九一四年（大正三年）の丸山自身の出生時に表れていた。大阪朝日新聞の通信部長を務めていた

丸山の父・幹治のアメリカ外遊である。一九八五年の「如是閑さんと父と私」という座談会で、

丸山は、 

じつは私は三月二十日に生まれたのですけれども、早産だったそうです。母が外遊の荷作り

をしたわけですが、その当時の外遊の荷作りというのは大変でしょう。忙しく体を動かし過

ぎたものだから、お腹から予定よりかなり早く飛び出しちゃった……だから、今でも私は体

のあっちこっちにおかしなところがあります。 

と回顧し、自身の早産とその後の身体不調の原因が、幹治のアメリカ外遊準備のための母親の疲

労にあると説明するのである。さらに渡米した幹治は、その年の七月の第一次世界大戦勃発によ

って、ニューヨーク特配員やアメリカ駐在の戦時特派員を歴任することになった[集１６－１５０

～１５１]。丸山は、幹治について、「ニューヨーク特派員だったこともあって、親米」と評して

おり[回・下―１２]、後述のように丸山は、その後、この父親から、アメリカに関する特別な情報

を入手することに恵まれることになる。 

しかしそれとともに、丸山は、「父との会話その他で、親英派と親米派とある」ことを認識した

と回顧するように[回・下－３７]、父親の影響によって、一般に「英米」と一括される傾向にある

イギリスとアメリカについて、これらを区別する目を養うことになる。親米派の幹治が、親英政

治家を代表する牧野伸顕と親しくしつつも、親英を苦々しく見ていたからである[回・下－１０]。

丸山は、戦前のリベラリズムの問題について回顧した際、その時期の日本とイギリスとの親近性、

及び日本とアメリカとの隔絶性について言及する。すなわち丸山は、①後年、一般に「重臣リベ

ラリズム」と呼ばれる西園寺公望や牧野伸顕などが、当時の実際の名称では、「親英米派」、「国際

協調为義」と呼ばれており、「重臣リベラリズム」、「平和为義」という呼称はふさわしくないこと、
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②親英米派は、国内的には立憲君为制派であり、これはイギリスをモデルにしており、共和制や

デモクラシーを特徴とするアメリカを問題にしていなかったこと、③満州事変の際、中国に権益

を持つイギリスは日本と妥協点を探ろうとしたのに対し、アメリカはスチムソン・ドクトリンを

根拠に中国領土の不可侵を为張したこと、④一九四一年十二月八日まで「英米」といわれていた

呼称が、その日を境に、それまで不自然であった「米英」という呼称に変化したこと、などを回

顧しながら、戦前は、日本が、イギリスよりもアメリカに対して隔絶感を有していたことを強調

するのである [回・下―４～１３]。 

 さらに、丸山は、 

ぼくの親父は明らかに親米派でしたが、それじゃ親米派がみんな反時局的かというと、必ず

しもそうではない。たとえば松岡洋右は明らかに親米派で、彼は大衆扇動政治家です。ナチ

に近いような新しいタイプじゃないですか。……親英派と親米派が違うといっても、どっち

がより平和为義的だとか、どっちがより反ファッショ的だとかは一概には言えないと思うの

です。 

と、戦前の親米派が必ずしも平和为義を意味せず、むしろファシズムに直結したことを回顧して

いる[回・下－３８]。 

丸山は、戦前期のアメリカに対する隔絶感を、晩年まで記憶している。 

一九八三年の最後のアメリカ滞在を経た丸山は、一九八四年、「福沢諭吉と新渡戸稲造」と題さ

れたシンポジウムで、自身のアメリカ認識を回顧している [座９－３０７～３０８]。後述するよ

うに、このコメントは、丸山のアメリカ観を総括するものであるが、そこで丸山は、自身の若き

日のアメリカ認識についても言及している。すなわち丸山は、戦前における日本の、ヨーロッパ

とアメリカとの交流について、 

ヨーロッパとアメリカとの異質性は考えておきたい。日本はヨーロッパに対し、明治以来百

年以上それを学習してきましたが、アメリカに対しては割にそれは薄い。 

と、ヨーロッパとアメリカとの差異を明確にし、ヨーロッパに比べて、日本に対するアメリカの 

影響は低かったという認識を示す。そして丸山自身、 

私などはアメリカについては映画のギャングや巨大金融資本程度のイメージしかなく、かつ

て大学三年のとき友人に貰ったチャールズ・メリアムの American Political Ideas に接して

初めて、ここにヨーロッパとは異質の学問があることを知ったというような思いがあります。 

と、大学三年のときまで、アメリカについては映画のギャングや巨大金融資本程度のイメージし

か持たなかったと述べている。一般に、戦前における日米関係は、一九〇五年に、ポーツマスで

結実した、セオドア・ルーズベルト大統領による日露戦争調停を境に悪化したとみなされており９、

丸山も、父親の職の影響によって、ヨーロッパに対する親近感とアメリカへの隔絶感を懐くこと

になったのである。 

 

第２節 戦前におけるアメリカ民为政の重視 

 

しかし丸山は、ドイツや日本におけるファシズムの蔓延や日米関係の悪化を目の当たりにし、
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アメリカの民为为義の性格に注目せざるを得なくなる。  

 丸山の著述の公刊は、一九三六年に始まるが、日本がアメリカとの関係を悪化させる中で、丸

山は、ナチスドイツに批判を向けるとともに、米英に対し高い期待を示していた。 

丸山の最初のアメリカについての学術的記事である一九三八年の「一九三六－三七年の英米及

び独逸政治学界」という学界紹介論文は、それを示している [集１－８２]。この論文は、 

もしコミュニズムが「十九世紀の妖怪」であったとすれば、二十世紀はさらに一つの妖怪―

ファシズム―を誕生せしめた。そうして前者は没落に喘ぐ議会的民为政に接近してこの新ら

しき妖怪に対する防衛に必死になっている。 

という文から起筆される。この記述には、平沼騏一郎内閣が、「欧州情勢は複雑怪奇」と呼んで辞

職した独ソ不可侵条約や、その後の独ソ開戦を端緒とした自由为義対国際ファシズムに対する丸

山の深い分析が反映している１０。丸山は、議会的民为政を理想視し、憧憬していたドイツがファ

シズムに浸食されているのに対し、コミュニズムが議会的民为政と共闘しているという認識を示

しているのである。またこの論文の結語において丸山は、当時の政治学を含む諸文化や科学が、

「その頭上に権力を仰ぐ」ようになったと危惧した上で、「英米の政治学界がイデオロギーの多彩

な葛藤を比較的忠実に反映しているに対し、独逸のそれはただ一色である」と述べている。ドイ

ツ文化に親近感を持つ丸山も、ファシズム体制を強化するドイツには危惧を示さざるを得なかっ

たのに対し、英米に対しては、多様で自由な議論が存在しているとして、評価しているのである。 

「J.A . Leighton, Social Philosophies in Conflict, 1937」の書評でも、倫理学者でありオハイ

オ大学教授である J.A . Leighton について、「一九三一年と三六年の両度に汎って欧州各国を遍歴

し、独裁制の勃興により自由的民为政が壁際に押詰められ行く姿を目のあたりに見た著者」とし

て紹介し、「平和と善意と人道の最大の敵」たる排外的なウルトラナショナリズムに対して仮借な

き指弾」を浴びせたことを評価している[集１－１０６]。このような、開戦までの欧米研究の紹介

は、当時の丸山にとって重要な課題であった。後年、丸山は、英米の本の輸入は、日米開戦によ

って「一〇〇パーセント中断」したものの、その直前までは、「最後まで来ていました」と回顧し

ている[回・下－２００]。また入江昭氏も、一九九五年の丸山との最後の面会において、丸山が、

一九三〇年代に、前述のフォレットなど、アメリカ政治思想の著作を読んでいたと回顧していた

ことを、印象深く紹介している１１。 

 丸山は、父・幹治からも貴重な情報を入手していた。幹治は、一九三九年の第二次世界の開始

から、一九四一年の太平洋戦争開戦期までの間に、イギリス大使館（アメリカ大使館という説も

ある１２）から宣伝文書を送られてきていた。そして丸山は、そのなかの、ドイツからアメリカに

亡命していたトーマス・マンの「トゥ・ザ・ソーシャル・デモクラシー」という著作を目にして

影響を受けていた。丸山は、戦後、一九四六年の三島庶民大学で、「英米人はドイツ人の様に日常

生活から遊離したイデオロギーに陶酔しない。彼等はたえず学問のなかに生活をもちこみ、生活

のなかに学問をもちこむ。思想や「イズム」が肉体化していることが彼等の特徴だ。だからデモ

クラシーは卖なる理論ではなく、生活様式として躍動しているのである。」という講義録を作成し

ているが[話１－２１７]、後年丸山は、この講義録が 「トゥ・ザ・ソーシャル・デモクラシー」

の影響を受けたものであったことを明らかにしている[回・下―１２６～１２８]。 
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一九七九年、丸山は太平洋戦争開戦により、アメリカ、イギリス、フランスの映画が敵国の文

化として上映を禁止される直前について回顧し、アメリカ映画『スミス氏都へ行く』でリンカー

ンのゲティスバーグ演説が朗唱される場面で泣いたと告白している。 

この瞬間、不覚にも私の目は涙にあふれた。何というセンチメンタリズムかとわらわれても

仕方がない。この場面で私は映画の为人公とともに泣いたのは事実なのだから……。日本を

ふくむ枢軸ファシズムの世界的な高まりの中で、「……地上より消え去ることなかるべし」と

いうあのフレーズは、さながら満目荒涼とした原野をふきすさぶ嵐に揺らぎながら立ってい

る一本の樹のように映った。 

と回顧するのである。真珠湾攻撃の大本営本営発表があったのは、この映画を見た一週間乃至十

日後であったと丸山は述べている [集１１―２５～２６]。丸山は、日本やドイツのファシズムを

悲嘆し、アメリカに民为为義の永続を期待していたのである。 

 

 ３ 戦中期のアメリカ観 

 

日米開戦について、丸山は、「今から言うとおかしいけれど」と遠慮気味に述べながらも、自身

は「絶対戦うべからずという派」であったと回顧している[回・下－１５２～１５８]。日米開戦の

翌日には、父・幹治から、ソ連が『プラウダ』の社説で、日本の必敗を予言したことを伝えられ

ていた[回・上―５]。しかし、丸山は、当時、大多数が、「戦争は不可避だけれど、……勝つとは

思わなかった。さりとて負けるとも思わなかった」と考えていたことを回顧している。当時の人々

が、太平洋戦争を不可避と考えた過程については、近年、加藤陽子氏により考察されているが１３、

丸山も、ハル・ノートの強硬的な内容上、この戦争不可避視が、当時の「普通のリアリズム」で

あったと述べている[回・下－１５２～１５８]。苅部直氏も指摘するように、丸山は、自由とデモ

クラシーを掲げる英米の方に正義があると考えていたが、周囲に反対して自分の信念を保つこと

は難しかったと思われる１４。丸山は、自身と同じ考えだった岡義武氏が、「周りがみんな気違い

と思わなければ、自分の考えているのは正しいという確信が持てない。……われわれのほうがお

かしいんじゃないかね」と、非常に真面目につぶやいたことを回顧している[回・下－７３]。一九

四一年から四四年までの丸山の著作を収める『丸山眞男著作集』第二巻が示すように、戦中の丸

山は、アメリカについてほとんど言及しなかった。敢えて発言しても、一九四二年の「麻生義輝

「近世日本哲学史」を読む―日本哲学はいかに「欧化」されたか―」で、日本とヨーロッパとの

交流が開始した時期のドイツの哲学がすでに停滞していたことに関連して、「『哲学国』ドイツす

ら然り。況んや英仏をや。」と述べたように、アメリカやイギリスは、ドイツよりも「哲学」が希

薄であるという認識が示された程度である[集２－１９０]。しかし丸山は、戦争の長期化を嫌悪し

ていた。後年、丸山は、和辻哲郎が、『思想』一九四四年二月号における「アメリカの国民性」と

いう論文で、「強く見えるやつは意外に弱い」と、アメリカを過小評価したことを、「ギリギリの

ときになって、まだそういうことを言っている」、「あれはひどい」と回顧している[回・上―２９

６]。 

また丸山は、戦中期でも、アメリカに対して、一般の人々とは異なる情報を入手していた。一
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九九二年、丸山は「同人結成のころのこぼれ話」としてアメリカ留学経験を持つ鶴見和子につい

ても、「いろいろ思い出があります」と回顧し[集１５－１６３]、サイパンが陥落した直後、鶴見

和子の訪問を受けて、「戦争はこれで決まった」と話していたという。そして丁度その時に、丸山

は軍隊から召集を受けたという。その後、丸山は復員したものの、一九四五年に、再召集を受け

る。丸山は、その際の和子との会話からも、アメリカに関して特別な情報を得たことを記憶して

いる。鶴見祐輔を父とする和子には、「お父さんの関係で情報が入」るため、丸山は、太平洋問題

調査会（ＩＰＲ）の戦後処理会議で、オーエン・ラティモアを中心とする中国派が、天皇制廃止

論を为張していたのに対し、元駐日米大使であるジョセフ・グルーやライシャワーなど日本派が、

いわゆる「天皇制護持」（ただし丸山は、「天皇制護持」とは、天皇制廃止の反動を恐れることを

为眼としており、「護持」という言葉は実際には使用されていなかったことを強調する）を为張し

ていたという情報を入手している[回・下―２２]。 

 

 第二章 終戦後における丸山のアメリカ観 

 

第１節 敗戦直後のアメリカ観 

 

一九五九年の回顧で丸山は、再召集された自身が、終戦の直前、日本に基本的人権の尊重や、

言論・宗教・思想の自由を要求するポツダム宣言の情報を入手し感動したという。そして広島の

宇品で被爆するものの、敗戦について「日本の敗北を自分のこととして悲しむ気持になれなかっ

た。…“やっと救われた”という気持、ワーッと思いきりのびをしたい気持」だったと回顧して

いる[座３－２９８]１５。 

一九八九年、丸山は、「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」として、戦後直後のアメリカの占領

政策について総括的に回顧している[集１５－３３]。この回顧で丸山は、アメリカによる占領政策

をほぼ予想していた自身にも、「予想の外にある出来事」があったと述べている。東久邇宮内閣の

総辞職の原因となった治安維持法以下の思想取締法および特高警察の廃止、政治犯の即時釈放で

ある。丸山が、共産党に自由な活動を許容するような政策に驚いた理由は、丸山が、アメリカに

関して、特に資本为義の性格を重視してきたためである。先述のように、丸山が、中学校時代か

らアメリカに関して連想してきたのは、シカゴのギャングとともに、モルガンなどの財閥であっ

た。敗戦直後には、三井物産から忚召されて不安を懐いていた将校に対し、「三井は大丈夫だな。

アメリカは財閥の国だから」と励ましていたという[回・上―８]。 

マッカーサーによる占領政策は、丸山の時代認識にも影響した。丸山は、戦前に執筆した論文

「政治学に於ける国家の概念」では、市民的国家を特徴とする「近代」を否定していた。しかし

戦後には、日本では市民革命ですら達成されていなかったと認識し、「近代」を理想視するように

なる１６。一九四六年初の論稿「近代的思惟」において、丸山は、当時の日本について「ダグラス・

マッカーサー元帥から近代文明ＡＢＣの手ほどきを受けている現代日本」と表現している[集３－

３]。同年の「十九世紀以降欧州社会思想史講義」でも、「婦人解放と選挙権拡張」について、「い

まごろになって漸くこの問題が、しかも外からの力によって解決されたということはたしかに我
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国の名誉に属することではなかろう。しかし過度に絶望し悲観するには当らない」と述べている

[話１－１７５]。 

しかし丸山は、アメリカの占領政策を完全に評価していたわけではない。一九八九年のインタ

ビュー録である「戦後民为为義の『原点』」で、丸山は、日本におけるアメリカの軍事占領が、史

上稀に見る、敗戦国にたいするゆるやかな軍事占領であることを認めながらも、 

当時の解放感を味わった人は…ＧＨＱそのものに対して甘かったわけではない。むしろ、総

司令部にたいして告げ口するような日本人にたいして嫌悪感を持っていた。[集１５－５９～

６０] 

と、ＧＨＱへの反感について回顧している。また丸山は、アメリカによる国辱的な占領政策を批

判的に振り返っている。戦後の混乱期、日本人のための電車の本数が尐なく混雑していた時期に、

占領軍兵士は、ガラ空きの占領軍専用電車で、「パンパン」（即席娼婦）を載せるのを見せつけ、

日本人に敗北意識を植えつける政策を行っていたという。千万人が餓死すると予測された一九四

六年の食糧難についても、丸山は、「それを放置していたら占領軍の不名誉だから、アメリカは必

ず食糧を放出する。ただし、戦争がどんなに惨めなものかを、戦争を謳歌していた日本の国民を

とことんまで知らせなければいけない。そんなにたやすくは出さないだろう」と予測し、「そのと

おりになった」という[回・下―１３１]。アメリカの民为政が影響したマッカーサー憲法草案、及

び新憲法に関しても国辱感を味わった。丸山は、マッカーサー憲法草案が、「人民为権ということ

を、あれほど明白に書くということは予想できなかった」という「ショック」を回顧し、人民为

権を明記した第一条について、「もしイギリスが日本を占領したとしたら、ああいう第一条は出て

こないですね。……イギリスは为権論なんていう議論は嫌いだから。アメリカはアメリカ憲法の

由来があるから、非常にはっきり人民为権を問題にする」と、アメリカの影響力を指摘する。そ

の一方で、『ニューズウィーク』や『タイム』を情報源とする丸山は、『タイム』が、日本国憲法

について、「イット・カント・ビー・ヘルプド・デモクラシー」「負けたからしょうがないデモク

ラシー」と表現していたことに国辱感を味わったことを回顧している [回・下―３０１～３０５]。 

すでに戦後間もないころから、丸山自身がアメリカに「甘くなかった」ことは、一九四六年の

「西欧文化と共産为義の対決―ラスキ「信仰・理性及び文明」について―」の書評に表れている。

丸山は、イギリス政治学者でハーバード大学教授でもあったラスキの『信仰・理性及び文明』が、

二度にわたる大戦で払った莫大な犠牲と残された者の責務から起筆されていることを紹介した上

で、第一次世界大戦後のアメリカの欠陥についても言及する。丸山は、「連合国の勝利が直ちに自

由と解放を意味しないことは第一次世界大戦の深刻な経験によって明白である」と、第一次世界

大戦後の連合国の勝利の弊害に準えながら、第二次世界大戦後の連合国の勝利に不安を述べる。

そして、「卖に一九三九年に復帰するということは……殆ど字も読めず、衣食に事欠く移民労働者

が四百万人にものぼるアメリカを再現することにほかならぬ」と、貧困者が溢れた戦前のアメリ

カの弊害が再現されることに危惧を示すのである。また「ウィルソンの Fourteen Points の遭遇

した運命からして」「大西洋憲章やいわゆる「四つの自由」の雄弁な約束が安心ならない」と述べ

て、ウィルソンの十四カ条の失策を根拠に、「大西洋憲章」についても懸念を示し、「アメリカで

は、ハーディング、クーリッヂ、フーヴァー時代に、白亜館[ホワイトハウス]がウォール街の建て
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直しにすぎなくなり、剰え世界恐慌に於て、アメリカが land of promise たることを止めてその地

盤が旧世界のそれとなんら異ならぬ事が暴露された」と述べ、第一次大戦後のアメリカ政府が経

済政策に終始したことは、アメリカが腐敗したヨーロッパと共通性を有していることを示し、ま

たアメリカ政府が戦争を繰り返さぬ努力を怠ったとして批判するのである[集３－４４～４５]。 

 

第２節 冷戦開始期のアメリカ観 

 

その後の冷戦の激化に伴ってアメリカの占領政策も変化する。一九五一年の「戦後日本のナシ

ョナリズムの一般的考察」において丸山は、民为化を特徴としていたアメリカの占領政策が、米

ソ冷戦に伴って変化し、その端緒が一九四七年二月のゼネスト中止命令にあらわれたことなどを

回顧している[集５－１０８～１１１]。また前述の一九八九年のインタビュー録である「戦後民为

为義の『原点』」でも、丸山は、一九四五年八月の敗戦から一九五二年四月のサンフランシスコ条

約の発効に至るまでの占領時代について、「占領期を一括して捉えることはできない」と回顧して

いる。この時の丸山も、一九四七年の二・一ゼネスト弾圧について言及し、「逆コース」が、①四

七年のトルーマン・ドクトリンによる全世界からの共産为義締め出し、②一九五〇年年頭のマッ

カーサーの自衛隊容認声明、③一九五〇年六月の朝鮮戦争勃発、の段階を経ながら展開したと見

ている。そして「わずか五年足らずのうちに、社会的雰囲気がまた変わってしまった」ことを、

「なんとも短い春だった」と回顧している[集１５－５７～５８] 。 

丸山の当時の発言は、逆コースとほぼ並行しながら変化する。丸山は、一九四八年の時点では、

「日本人の政治意識」の論稿に見えるように、アメリカに対する肯定的な評価を基軸にして、日

本人の権威信仰による病理現象を批判していた。日本の軍人勅諭では「上官の命令は陛下の命令

である」と規定されていたが、アメリカの軍隊内務令の「上官の合法的命令には服従の義務あり」

という規定には、客観的価値の独立があるとして評価していた[集３－３２６～３２７]。 

しかし、一九五〇年六月に朝鮮戦争が勃発すると、同年九月号の『世界』に掲載された「ある

自由为義者への手紙」で、「八・一五以前に直接連なる諸勢力は…「英米的」民为为義の防衛の名

において復活強化されて行く」とアメリカの民为为義の欺瞞性を指弾しながら、その影響下にお

ける日本の再軍備を批判する[集４－３３０]。また平和問題談話会で活躍する丸山は、会の声明文

「三たび平和について」を、九月に発表、『世界』一二月号に掲載し、核戦争後においては、もは

やアメリカは勝者になりえないという認識を示す。 

アメリカ合衆国の巨大な生産力が、……戦後の物質的精神的荒廃を最小限度に喰い止めるこ

とが出来たのであるが、……第三次大戦の場合には、たとえアメリカが勝利者―そのような

ものが果してあるかどうかはしばらく置き―として残っても、到底同じ役割は期待されない。 

と、第二次世界大戦後のアメリカの生産力による戦後復興の寄与を認めながらも、核戦争を特徴

とし得る第三次世界大戦が勃発した場合、アメリカはもはや復興に寄与をし得ないと警告する[集

５－９]。また丸山は、アメリカやソ連による国際社会の組織化が、丸山が理想とする多元世界を

阻害しているとして批判を試みた。すでに「英米系統」の政治学として、蝋山政道から「多元的

国家論」を学んでいた丸山は [回・上―１５８]、「二つの世界」よりも「多元的な世界」の方が
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「望ましい」と考えていた。後年丸山は、本来の「三たび平和について」の草稿に、「ヨーロッパ

も、今日でこそ、疲弊しているからマーシャル・プランその他などにより、アメリカに従属せざ

るを得ないけれども、やがて経済力が復興すると相対的にアメリカから独立するだろう」という

内容を書いていたが、笠信太郎氏の異議により削除したと回顧している[回・下２３５頁]。また平

和問題談話会で、米ソの平和共存を不可能と見なす和辻哲郎から「そんなにソ連て信用できます

か」と問われた丸山は、「それじゃ、アメリカは信用できますか」と切り返している[回・上－２

９４]。  

 丸山は、平和問題談話会での活躍によって、レード・パージの危機に陥る。丸山自身は、「パー

ジされるなら、されるでいい」と考えていたが、周囲から「断固として闘わなくてはいけない」

と叱咤され、一九五〇年十月の反対集会に参加することになる。丸山は、「レッドパージそのもの

については、ぼくらは感慨無量でしたね。……なんとはかない解放であったか。アカといえば、

戦前戦中と同じじゃないかと。それほどＧＨＱの占領方針の変化は急激だったのですね。」と回顧

している[回・下―９１～９２]。 

一九五一年からは、サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約との「抭き合わせ」に関す

る問題点を指摘し始める。当時、肺結核のため国立中野療養所に入院していた丸山は、「病床から

の感想」において、向米一辺倒的卖独講和が、ソ連や中国を仮想敵国としていることを問題視す

る。そして日本政府がダレスの努力を評価し「米国の好意に感謝せよ」と強調しても、「アメリカ

が自国のインテレストをさしおいて、日本の為に計ってくれるかのように考えて感謝感激するの

は滑稽を通りこして悲惨というほかない」と、アメリカが自国の国益を重視していることに注意

を促している[集５－８２～８４]。また同年の「戦後日本のナショナリズムの一般的考察」でも、

アメリカの占領政策によって、敗戦時の官僚機構がより強化されたことを問題視している[集５－

１２０]。 

一九五二年に一冊の著書として刊行された『政治の世界』でも、アメリカについて数多くの指

摘がなされている。この書で、丸山は、第一次世界大戦以降、政治権力が国際的に組織化される

ようになっていったことに注意を促し、冷戦について、 

アメリカという国と、ソ連という国との争ではなく、実はこれはアメリカの実力を中心とし

てその利益とイデオロギーに従って国際社会を組織化して行こうという傾向と、ソ連の実力

を中核としてその利害とイデオロギーに従って国際社会を組織化して行こうという傾向、と

の争[集５－１２８] 

と規定する。 

さらに丸山は、『政治の世界』において、マックス・ヴェーバーの支配の諸類型に従って、アメ

リカの権威の変化について指摘する。かつてのアメリカの権威は、アメリカ憲法の伝統により維

持されてきたが、大衆デモクラシーが勃興した後は、指導者が持つカリスマが大きな意味を持っ

てくるようになり、フランクリン＝ルーズベルトやアイゼンハワーはこのような状況下で注目を

集めるようになったと説明する[集５－１５３～１５８]。 

アメリカの大統領制に伴う、国家の諸機関を互いに牽制させて人民の自由を保証するという性

格は、二十世紀に入ってからはますます影が薄くなり、諸機関の協同による統一的な国家意志が
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強力に作用するようになったという。そしてアメリカですら「ニューディール以来、大統領及び

それに直属する官僚の実質的な権限の急激な膨張として現れ、伝統的な三権分立制も影が薄くな

って来」たというのである[集５－１６４～１６６]。またアメリカ大衆についても、「大衆がます

ます政治的に受動的になって、強力な指導者を待望し、その指導者に万事お預けにするという傾

向が強くなっている」として危惧し[集５－１８４]、 

「政治化」が進めば進むほど大衆の「非政治化」が顕著になるという矛盾が、いかに現代文

明の本質に根ざしているかということをためらわずに認識して、そこから将来の打開の方向

を真剣に考えて行かなければならないのです。 

とその打開の必要性を提言するのである[集５－１８５]。  

また丸山は、ラスキに依拠して、 

ラスキは、アメリカ民为政を批判して、一方ではアメリカほど巨大ジャーナリズムによって

民衆の意見を劃一化される危険の多いところはないといって警告しながら、他方で、アメリ

カにおいて夥しい自为的組織（宗教団体、婦人団体、教育団体、組合、××同盟とかいった

もの）がそれぞれ機関紙をもって活発に動いて来たことが、そうした劃一化に抵抗する力と

なって、民为政の健全性を維持する役割を果して来たことを指摘しています[集５－１８９～

１９０] 。 

と述べ、アメリカ民为政の、意見の画一化による脆弱性を指摘するとともに、自为的組織の抵抗

力が、民为政の健全性を保つものとして期待を示す。 

同年の「『現実』为義の陥穽」の論稿でも、アメリカについて二つの問題点を指摘する。第一に

は、ヨーロッパにおけるアメリカへの反発である。日本では、「力による平和」という考え方を、

西欧諸国の自明の原理のように誤解しているが、当時のフランス民衆の７５パーセントはアメリ

カへの加担に反対し、イギリス人も、アメリカ人が自分たちの生活水準を上昇させ続けながら、

イギリス人に対しては生活水準を切り下げるように要求していることに不満を募らせていること

を紹介する。これについて丸山は、アメリカの西欧政策が、東欧に対する「封じ込め政策」では

なく、西欧民衆に対する「封じ込め政策」になっていると述べている[集５－１９８～１９９]。第

二には、文官優越制による戦争の助長である。丸山は、マッカーサーの罷免に表れた文官優越制

は、戦争の危機を低下させるものではないと論じている。丸山は、アメリカが、日本に防衛力漸

増の義務を負わせようとしていることは、サンフランシスコ会議劈頭のトルーマン大統領の演説

で明言されていると述べ [集５－２０１]、さらにマッカーサーの罷免に表れた文官優越制は、マ

ーシャル・ブラッドレー派の勝利であって、これによって国防省首脳部の政治的発言権が実質的

に強化されたと論じる。その上で文官優越制は、最も有効な戦争指導体制なのであると説明し、

文官優越制が、戦争の危険を減尐させると考えることを、「現代戦争の動員に対する完全な認識不

足」として批判するのである[集５－２０３～２０４]。 

 この時期の丸山はまた、黒人差別についても、アメリカ民为政治の問題点として指摘していた。

丸山は、ラングストン・ヒューズ編「ことごとくの声あげて歌え」を紹介し、「人種問題が現代デ

モクラシーのアキレス腱となっていることをもっと切実に理解するためにも、本書が広く読まれ

ることを希望する」と述べている [集５－２４７]。 
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第３節 マッカーシズム批判 

 

一九五二年の論稿「ファシズムの諸問題」は、マッカーシズムに焦点を当てた初の本格的なア

メリカ論である。丸山は、アメリカで有力な自由为義的週刊誌『ネーション』について、一九四

〇年のものと当時のものとを対比することから起筆し、その変化から、マッカーシズムが、「自由

の国」の自由を、恐るべき速度と規模で圧殺しつつあることを指摘する[集５－２５５]。ラスキや

Ａ・トクヴィルが、「アメリカほど真の精神の独立と討議の自由が尐ない国を知らない」と、民为

为義の画一性を指摘していることを紹介し[集５－２６３]、「マス・ミーディアが大事業の手にし

っかりと握られているアメリカ」のファシズムには、「『政府の最高の役職がますます職業軍人と

投資銀行家たちの手に吸い寄せられ』る傾向」や「ブルジョア階級自らの軍国为義化」という独

自の特徴があると説明する[集５－２７０・２７１]。 

マッカーシズムに対する批判は、一九五三年の「ファシズムの現代的状況」でも続けられる。

丸山は、「英・米のような先進国には、原則的にファシズムは起こり得ない」という考えを批判す

る[集５－３００]。丸山は、自由民为为義の本来の建て前では、アメリカの独立宣言やジェファー

ソンやリンカーンの伝統が示すように、人民が圧政に抗する最後的手段として革命権が肯定され、

権力に対する尐数意見による批判が進歩の原動力として積極的に歓迎される、という見解を示す

[集５－３０６～３０７]。しかし、当時のアメリカでは、忠誠審査法の制定によって[集５－３０

８]、「権力による強制的同質化」がなされ、自由为義者はデリケートな問題には極力沈黙し、さ

らに「大声をあげて俺は反共だと怒鳴らないと完全に安全ではない」ようになったことを指摘す

る[集５－３１０]。丸山は、「アメリカのような本来の自由为義の原則が長く根をおろしていたと

ころでさえ、自由を守るために自由を制限する」ような「国民のマス化」は、「現代の高度資本为

義の諸条件の下で不可避的に進行している傾向」[集５－３１２～３１３]であると指摘する。かか

る状況に対し、丸山は、「デモクラシーとは、素人が専門家を批判することの必要と意義を認める

ことの上に成立っているもの」だという自覚を呼びかけるのである[集５－３１６頁]。 

同年の「現代文明と政治の動向」では、テクノロジーの発達による戦争予測の困難性や、途上

国の軍隊に対するアメリカの援助が失敗していることについて言及する。朝鮮戦争での一九五二

年の六月から十月までの四か月間での爆弾量が、太平洋戦争でアメリカが日本に投下した爆弾総

量の三倍であるとして、テクノロジーの発達による戦争予想の困難性を指摘する[集６－２１]。ま

たアメリカは、仏印のバオダイ政権や蒋介石に莫大な援助をしていたが、蒋介石に渡されたアメ

リカの武器が中共に渡ったように、アメリカが援助した軍隊は精神が全く欠けており[集６－５１]、

アメリカ国務省や、国防省でさえ、コミュニズムが、アジア民族運動をつかむことに成功してい

ることを、しぶしぶ認めているという認識を示す[集６－６１]。 

その後も丸山は、①一九五七年の「ナショナリズム・軍国为義・ファシズム」の論文で、マッ

カーシズムがファシズムの一形態であることや、②「現代の政治」の論文で、マッカーシズムが

テレビというテクノロジーを利用したものであること[集７－１８６]、③一九五八年の「政治的判

断」の論文では、マッカーシズムが組織力の強い労働組合ではなく、分裂していて抵抗力が弱い
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インテリ組織を集中攻撃したこと [集７－３１４]、④一九六一年の「現代における人間と政治」

では、ナチスの迫害を避けてアメリカに亡命したトーマス・マンやチャップリンが、マッカーシ

ズムを避けてアメリカから去ったことが、ファシズムとマッカーシズムとの共通性を示している

こと[集９－３３]、など、後年までその弊害を指摘し続ける。このマッカーシズム批判には、『日

本における近代国家の成立』の著者であり、戦前から交友があるカナダ人研究者、Ｅ・ハーバー

ト・ノーマンが、自殺に追い込まれたことに対する私憤も反映していた。丸山は一九五七年、「ハ

ーバート・ノーマンを悼む」を著し、マッカーシズムの執拗な攻撃がノーマンの名誉をはなはだ

しく傷つけたことを厳しく指弾する[集７－６５頁]。丸山のマッカーシズムに対する怒りは大きく、

丸山は、一九七六年の三度目のアメリカ滞在期でも、マッカーシズムの時代には、引用を伏せて

独立宣言を見せると「赤の宣伝」と見なされた、という異常性を回顧している[書２－１１６]。 

 

第４節 安保闘争とアメリカ民为政の理想視 

 

ただし、他方で丸山は、日本人の自立を促そうとする際には、アメリカの民为政に学ぶべきこ

とを促した。一九五七年の「思想と政治」において、丸山は、アメリカ合衆国憲法が、良心・信

仰・言論の自由を規定した直後で、人民の武器携帯権を規定しているが、アメリカから民为为義

を持ち込まれた日本ほど国民が徹底的に武装解除されている国は世界でもまれであるとして、こ

れを問題視する。そして、丸山は、「私はなにも人民にピストルを配給しろというようなことをい

っているのではない」と述べながらも、「法治为義」や「遵法の精神」という観念が、日本の伝統

とは非常に異なることに注意を促す[集７－１３９～１４０]。 

さらに一九六〇年三月二十五日、丸山は、市民の武装について急進化する。「拳銃を……」とい

うコラムで、前述のアメリカ修正憲法第二条や、ナチ占領下のフランス市民の抵抗運動の成果に

ついて言及し、「外国の軍隊が入って来て乱暴狼藉しても、自衛権のない国民は手を束ねるほかは

ないという再軍備派の言葉の魔術」を無効にするために、全国の各世帯にピストルを配給すべき

だというのである [集８－２８１] １７。この執筆から間もない、同年五月十九日、新安保条約が

強行採決された。丸山の市民抵抗の期待は、奇しくも、丸山自身も参加した安保闘争において結

実することになる。丸山は、旧安保条約の方が占領期の締結であるのに対し、新安保条約の方は、

日本が、独立国の自由意思によって締結する点で問題があると見ていた[話 1－５０]。丸山は七月、

岸政権に対する猛烈な反対によって、アイゼンハワーの訪日中止が国際的にクローズアップされ、

アメリカが、新安保条約について「形式的には成立したが、こんなものができても何にもならな

いじゃないか」と懸念するようになったことを評価している[集８－３３１]。また丸山は、この評

価を、自身の死去直前の一九九五年に『世界』に掲載された、一九九四年のインタビュー「サン

フランシスコ講和・朝鮮戦争・六〇年安保」にまで維持していた。丸山は、安保闘争がおさまっ

た直後に野間宏が中国に行き、毛沢東が、日本国民の戦争に反対する勢力の大きさを知って安心

したことを、丸山は「たいへん大きなこと」と評価している[集１５－３４１]。 

 

第三章 渡米後における丸山のアメリカ観 
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 第１節 第一期アメリカ滞在 

 

一九六一年、丸山はついに渡米の機会を得る。渡米直前に、すでに在米していた都留重人氏へ

の私信によると、丸山は、一九五八年からハーバードからの招待を受けていたが、学内の用事や

安保反対運動によって延期していたという[書１－６６]。またハーバード経験を持つ堀米庸三氏か

ら予備知識から得ようと思いながらも、その暇がないことなどから不安であったことを述べてい

る。 

後述のごとく、丸山は、一九六四年の論文「国際危機と世論」論文で、 

外国帰りをつかまえては「あちらはいかがでした」と寄って来る間は、まだ日本は鹿鳴館  

時代を脱しないというのが私の持論なので、見聞記は一切御免蒙っている 

と明言しているように、在外体験については、過剰なまでに平静を装っている [集９－１８６]。

しかしやはり丸山は、西洋での留学経験によって、東洋文化に関する大学教育の改善を目指そう

とするなど、在外について明確な意図を持っていた。例えば、ハーバードの後、イギリスのオッ

クスフォードに留学した丸山は、近しい上司である岡義武氏の東大退官日程と重なるにも関わら

ず、一九六三年の三月から四月の、ドイツのフライブルグ大学のユネスコ为催の国際会議の出席

のため、敢えて、在欧期間を延長している。丸山は、その理由について、この会議のテーマが、

「東洋のカルチュアについての研究を既存の大学教育のディシプリンのなかでどの程度まで、ま

たどういう方法で生かしうるか」という、丸山自身が「前々から悩んでいた問題」だったからだ

と述べている[書１－１１０]頁）。 

そのような丸山がハーバード到着直後に注目したのは、やはり大学の学問状況であった。世良

晃志郎氏への私信[書１－６９～７０]によると、丸山のハーバードでの立場は、「講義其他一切の

義務を負わない…一年間客員教授」である。丸山は、この私信で、アメリカにおける日本近代史

や現代史研究の勃興が目覚ましいことを指摘して、日本の国立大学の法経学部に日本やアジア関

係の講座が尐ないことを問題視している。 

一九六一年十一月二十四日の福田歓一氏[書１－７２～７３]への私信では、アメリカの大学で講

演の依頼を断ることで多忙であることや、「教授との話は一番楽で、自動車の運転手とか商人とか

との日常会話がもっとも苦が手、この方はヒヤリングも会話も一向進歩しません」というように、

英会話が進歩しないことを苦にしながらも、アメリカ政治思想史などの教授との会話を楽しんで

いることを伝えている。またハーバードの寮生活において、「チューターやティチングフェロウ」

による「liberal education」が、法に関する社会的基盤や歴史的背景やイデオロギー的連関など、

基礎的教育を徹底的に行っていることなど、アメリカの教育環境の長所について言及している。 

同年十二月の家永三郎氏への私信でも、教授や研究者とばかり話して日本料理を食べており、

「ヴ・ナロード」（人民と触れること）になっていないと反省するとともに、アメリカの国情につ

いては貴重な伝達をする[書１－７４～７６]。 

第一には、部分的な限定戦争論への批判視である。丸山は、 

ハーバードの中の雰囲気は、はなはだのんびりしていて、その限りでリベラルであり、例   
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の限定戦争論で有名なキッシンジャーなどに対しても、政治学部でさえも私の会った教授の

多くは全く批判的でした。 

と述べている。ベトナム戦争前のアメリカにおいて、ケネディ政権の国家安全保障会議の補佐官

を務めていたキッシンジャーは、戦術核兵器の局地的使用による限定戦争論を説いていたが、丸

山は、大学ではその説が批判されていたとして安堵している１８。 

しかし丸山は、第二の点として、アメリカ全体における右翼の大衆的浸透を指摘する。 

しかしアメリカは全体として見ると、右翼の大衆的浸透は侮り難いものがあり、例のジョ 

ン・バーチ・ソサィティ〔極右団体〕なども地域や職場に細胞や大衆組織をつくって行くや

り方において、過去のマッカーシーのような一人のスタンドプレーとちがって決して楽観を

許しません。 

と、マッカーシズムのような個人による右傾化から、集団による右傾化に変化していることに警

戒感を示す。前述のように丸山は、労働組合のような自为的組織が、マッカーシズムの弾圧に対

して抵抗力を有していたことを指摘していたから、団体の右傾化についての丸山の危惧は大きか

ったと思われる。 

さらに丸山は、 

 自由为義こそ赤の温床だというような論理が出てきたり、他方で左翼は話にならないほど 

微弱で、……アイク〔アイゼンハワー〕がジョン・バーチを正面きって攻撃したというので

あっぱれ「自由为義」として喝采されたり、どうも僕にはすべてが、三〇年代の中期の日本

に何となく似ているように見えてなりません。 

と、左翼が脆弱なことや、五〇年代のコンフォーミズムの中枢にあったアイゼンハワーですら、

極右団体であるジョン・バーチ・ソサエティを批判したことが、「自由为義」と評価されたりして

いる状況について、ファッショ化が進んだ三〇年代日本の状況との共通性を指摘するのである１９。 

しかし丸山は、 

しかしなにしろ広い国ですから、そういう傾向―マスコミを通じて見たアメリカ―だけか 

ら判断できないいろいろ矛盾した側面があり、それが面白いところだと思います。 

と広いアメリカの多様性や矛盾に高い関心を示している。さらに丸山は、 

学生undergraduateはしごく無邪気ですが、大学院ともなると急激に批判力がつき、また 実

にエネルギッシュに勉強をし、しかも日本のような子飼いシステムではなくてオープンな競

争が学問の世界でも顕著な点はやはり学ぶべきだと思います。 

と、大学院生が中心になって展開する学問の競争を日本に勝るものとして評価している。このア

メリカ人の勤勉さへの賞賛は、その後のバミューダの学術会議において、ビーチでペーパー（発

表資料）を読むアメリカ研究者を例に、福田歓一氏らでの私信[書１－８０・８２]でも繰り返され

る。 

また丸山は、人々と深く交流するなかで、時に厳しく批判されたことがあったようである。後

に丸山は、この第一期滞米について、アメリカの研究者から、政治に深く関わるべきことを促さ

れたことを回顧している。すなわち丸山は、後の一九七六年のカリフォルニア滞在時に、木下順

二氏への私信で、ローキード事件が暴露されたことに触れながら、 
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自民党といわゆる「極左」とを峻別し、何でお前達はもっと政府与党に影響力を行使しな  

いのか、などと僕などを「批判」していた（尐くも前回一九六一年にハーバードに来たとき

の、尐数の友人をのぞいた一般的な受けとり方はそうでした）[書２―１０４～１０５] 

と回顧している。（なお「自民党といわゆる「極左」とを峻別し、何でお前達はもっと政府与党に

影響力を行使しないのか」の意味はよくわからない。「極左」という言葉を考えると、安保反対運

動のことと考えられ、「自民党に安保反対者を弾圧するようはたらきかけろ」という意味にも解釈

できる。またロッキード事件の暴露との関連でいえば、一九六一年時の政権与党のスキャンダル

を暴くことであるともいえる。） 

また一九六九年八月五日・六日の『中国新聞』夕刊記事「二十四年目に語る被爆体験」のため

のインタビューで、丸山は、第一期滞米時の被爆体験談がアメリカ人の耳目を集めたことについ

て回顧している。 

アメリカへ行って原爆に遭った話をすると、途端にみんな真剣になりますよね。寄って来ま

すよ。……こればっかりはね、アメリカ人共通のあれですね。相当右翼的な人も、原爆の話

をすると、イチコロですね。……原爆について、どんな強い为張をしても、日本人が、われ

われがどんなことを言っても反駁しませんね。……日本人が、そう発言するのは、もっとも

だということは共通の認識ですね。だから、その点については、まだ自己为張が足りないの

でしょうね。……発言するのは義務じゃないですか。[話１－４６６～４６７] 

このように丸山は、①あらゆるアメリカ人が、自身の被爆談に関心をもったこと、②アメリカ人

は原爆に共通の罪悪感を抭いており、右翼の人間も、原爆の为張に反駁しなかったこと、③日本

人は義務として国際社会に対して、被爆国民であることをもっと自己为張すべきことを回顧した

のである[集１６―３６３]。後述のように、丸山は、基本的に、原爆について明言することを意

識的に回避しており、ここで語られた原爆観は、丸山の基本的な原爆観のなかでは特異なもので

ある。 

なお丸山は、アメリカ滞在の経験を踏まえ、アメリカの理解の難しいという認識を深めていく

ことになる。一九六二年二月二十日の岡義武氏への手紙で、 

学者というものは……大体似たようなものですので、これからはもう尐し色々な階層の 

人々と接触を持ちたい 

と多様な人々との接触を希望しながらも、 

アメリカのように文字通り空間的におそろしく大きな国はなおさらのこと、何年居てもど 

れほども分るものではないという諦めの気持がいつも心の底によどんでいることも事実です。

[書１－８６] 

と現地での滞在経験から、アメリカを理解することの難しさについて吐露している。 

安田武氏にも、中部と单部を旅行してアメリカの広さを実感したことや、パーティーで世界各

国から入ってくる移民をアメリカに同化させる「実体」が何なのかを話題にしたがわからなかっ

たことを紹介し、国土の広大さに裏付けられた多様性と、これらに反する「イデオロギー的」画

一性を指摘している[書１－９６]。 

その後、丸山はオックスフォードを経て、日本に帰国する。キューバ危機直前にアメリカに滞
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在し、バミュータの国際会議に参加していた丸山は、キューバ危機を身近に感じたと思われる。

一九六四年、丸山は、「国際危機と世論」という論文を執筆し、 

外国帰りをつかまえては「あちらはいかがでした」と寄って来る間は、まだ日本は鹿鳴館  

時代を脱しないというのが私の持論なので、見聞記は一切御免蒙っている 

と、アメリカへの関心を抑制するという基本的立場を吐露しながらも、その持論を保留して、「あ

のクライマックスの数日間は、みんな息を詰めて事態のなりゆきを見まもった」などと、詳細に、

イギリスに滞在時におけるキューバ危機の緊張感について回顧している[集９－１８６]。 

一九六五年の「憲法第九条をめぐる若干の考察」では、一九五三年に、当時副大統領として来

日したニクソンが「戦争放棄条項を日本の憲法のなかに挿入させたのはアメリカの誤りであった」

と述べたことや[集９－２５４]、アイゼンハワーが「軍事・産業体の複合組織」の危険性を指摘し

たこと[集９－２８２]などに触れながら、米ソの果てしない核開発拡大の危険性について詳述し、

これとの対比によって憲法第九条の存在意義を述べている[集９－２８４]。 

なお丸山は、ハーバード大学の滞在を経験しながらも、丸山がアメリカについて理解すること

の難しさを述べ、アメリカの体系的な認識の放棄を明言した。すでに述べたように、一九六七年、

知米家である鶴見俊輔との「普遍原理の立場」と題する対談で、丸山は、 

わたしはもともとアメリカというものをまったく知らなかったし、いまでもアメリカはわか

らないところだなと思っています。……だから、帰ってきて、一度もアメリカ論を書きませ

ん。むずかしいなあって感じです、アメリカを論ずることは。……アメリカからは何が出て

くるかわからない不気味さと、その意味でのおもしろさがあります。 

などと明言している[座７―１１１]。さらにヨーロッパと比較しながら、 

ヨーロッパ・アメリカ的というふうにいっしょにして言われるとすぐ、ヨーロッパとアメリ

カとはまるで違うじゃないかって反発したくなる。わたしが実際に行った感じもそうです。

つまりヨーロッパへ行ったときは未知のところへ来た感じがまったくしなかったが、アメリ

カはまったく見当がつかない感じ[座７―１１１] 

と、実際にヨーロッパとアメリカに赴いた経験を根拠にしながら、ヨーロッパへの親和感とアメ

リカに対する違和感を明言するのである。 

なおこの時期には、アメリカはベトナム戦争の泤沼にはまることになる。丸山は、一九六五年

以降、ベトナム反戦運動に参加した２０。一九六八年の、司法修習生との座談会でも、丸山は、世

界の政治状況には「盾の両面」があるとして、敢えてベトナム戦争を事例に持ちだしている。そ

して①中国、②ソ連、③アメリカ国内の世論、④反戦運動、⑤アメリカ資本为義の合理的思考、

⑥中立国の動向、など、多様な要素が作用して、メダルの表裏のように戦争を推進している側面

と、戦争をエスカレートさせない側面が存在することを指摘している（「丸山眞男教授をかこむ座

談会の記録」[集１６－１０７]）。 

 

 第２節 第二期アメリカ滞在 

  

丸山は、一九七〇年に、在米中の三谷太一郎氏に対し、「せいぜい色々な階層や人種の人と直接
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にコンタクトする機会を利用されたらいいと思います。どうも日本に伝わってくるアメリカのニ

ュースは、……ごく一部の、あるいはもっとも先端を行く傾向だけがあたかもアメリカ全土を風

ビしているかの如きイメージを与える傾向がこれまであったし、いまでもおそらくあると想像さ

れます」と、日本でのアメリカ報道の偏向を根拠に、現地で多様な人々と接することの必要性を

アドバイスするとともに、「おそろしく変った」アメリカを見たいと、三谷氏を羨望した私信を送

付しているように、七〇年代もアメリカに対する関心を維持していた [書１－２１２]。一九七一

年に、定年を前に東大を辞していた丸山は、一九七三年六月、ハーバード大学とプリンストン大

学から名誉学位を受けるために、二週間だけアメリカに滞在している。この第二期アメリカ滞在

については、清水氏の論文に詳しい。清水氏は、丸山の第一期と第二期の訪米時に、ビザが容易

に発行されなかったことに注目し、この背景には、一九五〇年の丸山のレッドパージ反対や、そ

の後の米国外交政策批判にあったと推定している２１。丸山は、後年、①この滞在時に、前駐日大

使ライシャワーに招待されて、ビザが発行されなかった事情を伝えたところ、当事者であるライ

シャワーから苦笑されたこと、②プリンストンの学位授与式で、当時の財務長官にも学位が授与

される際に、ベトナム戦争反対の意思表示として、二十人の学生たちが背を向けたことなどを、

印象深く回顧している [回・下－２６２]。 

  

第３節 第三期アメリカ滞在 

 

一九七五年一一月以降の第三期アメリカ滞在は、十ヶ月に及んだ。プリンストン高等研究所に

留学した丸山は、到着後の第一印象として、①五人の日本人留学生のうち四人が数学者であるこ

と、②プリンストンの新聞販売店がニューヨークタイムズやワシントンポストを売っていないこ

とが、アメリカの新聞の地方性を示すこと、③プリンストンはショッピングが不便だが、古参者

が新参者の面倒を見る相互扶助の「伝統」により助けられていること、などを伝えている[書２－

６２～６４]。 

丸山は、この時期のアメリカについて、「ポースト・ヴェトナム」「ポースト・ウォーターゲー

ト」と表現している[書２－９３]。またアメリカの思想界は、①思春期の左翼、②ベトナム戦争以

後シニカルになった正統リベラル、③イデオロギーに関係ないユダヤ人の勢力、の三つの勢力に

よって特徴付けられていると説明する[書２－７８]。 

プリンストン滞在期のアメリカに関する情報は、一九七六年三月十六日に出された木下順二氏

への私信に詳しい[書２－８４]。思春期の左翼とは、①若い左翼系の研究者が増加していることや、

②極左セクトが数多く存在する状況、③六〇年初頭のハーバードと異なりプリンストンの生協書

籍部にマルクスやレーニン以外の左翼系思想家の書籍が数多く並んでいる状況、などを指してい

る[書２－８８]。また丸山は、新左翼系の若い研究者の活躍によって、E・H・ノーマンの名誉が

回復されていることを評価する[書２－６９]。 

正当リベラルがシニカルになっているということは、建国二百年祭があるにも関わらず、愛国

心が盛り上がらないという状況に表れている。丸山はこの状況を「幸い（！）愛国熱も一向もり

あがら」ないと評価する。他方で、政界では、不況の深刻化で、右寄りの傾向が現れ、当時の大
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統領選挙についても、過去に例がないぐらい「共和」と「民为」の党の区別がないと指摘してい

る[書２－８８]。 

ユダヤ人の強勢は、『ニューヨークタイムズ』などの新聞に表れている。丸山は、新聞は偏向が

尐ないと評価しながらも、 

ただしユダヤ人問題だけは別。東部に十年以上ぶりで住んでみて、あらためて、学界、芸      

能界、ジャーナリズムにおけるユダヤ人のおそるべき勢力を肌で感じました。 

と特筆している[書２－８４]。 

丸山は、七六年五月からはカリフォルニア大学バークレー校に移動する。丸山は、国立公園で

著名なヨセミテに行けなかったものの、ロスのユニヴァーサル撮影所やディズニーランドをバス

で観光する。そして、①ロスは車がないと処置なしの巨大都市であること、②大ビル街は人通り

がなく昼間からゴーストタウンであること、③ディズニーランドは「一度見ぬバカ、二度行くバ

カ」と形容すべき場所であること、④ディズニーによる遊園地の案出はやはり天才であること、

⑤観光ガイドがルーティンの仕事を生き生きとした表情で行うプロ根性は見事と評価すべきもの

であること、などについて感想を伝えている[書２－１０６]。またバークレー校に着いて、「ブラ

ック」が東に比べて著しく尐ない反面、スペイン系、日本人、東アジア人が圧倒的に多いことに、

即座に気付いたと述べている[書２－１０９]。 

バークレー滞在期の政治状況として丸山が注目したのは、カーターの民为党大統領候補受諾演

説である。丸山は、カーターによる「アメリカ民为为義の精神的価値の過剰強調」について触れ、

これを「ウォーターゲートで極致に達した権力リアリズムの陶酔への『反動』」と回顧する。そし

て丸山は、カーター自身へは好感は湧かないが、政治家の発言としては「まし」だったと評価し

ている[書２－１２９]。 

 以上のような丸山のアメリカ観の特徴は、「アメリカは文化的多様性の背景もあって、一言では

処置なしの思い上りとエゴセントリズムがありながら、他方ではまさに仮借なき内発的告発があ

り、その両極の生み出すダイナミズムを「面白い」ところです」[書２－１０５]という記述に見ら

れるように、「内発的告発」の注視に特徴があったといえる。 

 

第４節 第四期アメリカ滞在 

 

丸山は四度目のアメリカ滞在として、一九八三年三月から三か月、再びバークレーに滞在する。

当時のバークレー校は高い評価を得ていた。丸山は、この年一月の全米大学院学生と教授の人気

投票で、バークレーが、東部のアイビー・リーグを抜いて第一位となったことを、二通の私信に

記し、日本の外務省や文部省が、アメリカの大学として、ハーバードやイェールを連想すること

を「十年以上おくれた頭」として批判している [書３－１３５・１３９～１４０]。 

丸山が、当時の政治状況に関連して言及するのは、当時、大統領として一期を務めていたレー

ガンである。丸山は、バークレーが、かつてカリフォルニア知事であったレーガンの膝元であり

ながら、レーガンが支持されていないと述べる。またカトリック教会のビショップの集会が、反

核に向けて、断固たる態度で、核凍結と政府の核政策反対論を裁決したことに注目し、宗教者や
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神学者の平和運動に対する貢献に「感服」したことを伝えている [書３－１４０・１４５]。 

八〇年代は、経済摩擦問題や、ロン＝ヤス同盟に象徴されるような安全保障の協調路線が顕然

化した時期であり２２、丸山は、日米間のギャップが非常に大きく、アメリカの日本に対する過大

評価が蔓延しているとして、警戒感を示している。日本についての過大評価とは、具体的には、

①アメリカの学力や経済力低下の対抗軸となる日本の詰めこみ教育や、②日本は「物分りがよく」

なり、対ソ脅威にも「目覚めるようになったから」、軍事費増強のプレッシャーを加えない方がい

いという、日本の自为防衛に対する期待である。丸山は、この過大評価について、安保以来、ア

メリカと接触する日本人に責任があると述べて、日本に対するアメリカのイメージが突如崩れる

ときが来ることに危機感を示している[書３－１４５]。丸山の懸念は、奇しくも、後の「ジャパン・

バッシング」を予期していたかのようである。 

 

むすび 

 

 丸山は、一九八三年の第四期アメリカ滞在を最後として、その後はアメリカに赴くことはなか

った。しかしすでに一九七九年の時点で、丸山は、「私もハーバードなりオックスフォードなり、

あるいはプリンストンの研究所なりかなり長く暮しました」と回顧しているから[集１１－１３２]、

その滞在に満足していたようである。 

 しかし丸山は、アメリカと接触する機会に恵まれながら、アメリカに対する隔絶感を放棄しな

かった。最後のアメリカ滞在を経験した後の一九八四年でも、丸山は、「福沢諭吉と新渡戸稲造」

と題されたシンポジウムのコメントにおいて、アメリカが遠いという認識や、ヨーロッパとアメ

リカとの差異に留意すべきことを为張する[座９－３０７]。 

丸山は、 

どうも我々は戦後のイメージを歴史に投影するという傾向があると思います。と言うのは、

今、太平洋の向こうのアメリカというのは非常に近い。しかし、尐なくとも明治初年はもち

ろん、私が経験した戦前の頃まで、日米間というのは非常に遠いわけです。 

と述べ、一九八四年当時は、日米間は近く感じられるが、それは「戦後のイメージを歴史に投影」

したものであると批判し、「戦前の頃まで、日米間というのは非常に遠い」ものであったと回顧す

る。そしてその具体例として、丸山は、①アメリカが日本を「Far East」と呼ぶように、日本に

とり、アメリカは「Far West」であること、②西洋とは言っても、ヨーロッパとアメリカとは区

別するべきであり、自分自身は学校においてアメリカに関する教養について教えることができな

いこと、③ペリー来航が太平洋側ではなく西側経由であったこと、④太平洋を横断して日米間の

距離を埋めて来たのはクリスチャンや幸徳秋水のような社会为義者など、反体制側の人間であっ

たことなどを挙げる。そして新渡戸稲造がいうような、日米の「太平洋の橋」という意味も、も

う一度考え直さなくてはならないと述べる。さらに前述の鶴見俊輔との対話で、「欧米」という発

言に違和感を覚えたことついて言及し、 

アメリカはいわば何もないところに近代社会ができたわけです。その意味でも、ヨーロッパ

とアメリカとの異質性は考えておきたい。日本はヨーロッパに対し、明治以来百年以上それ
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を学習してきましたが、アメリカに対しては割にそれは薄い。 

と、ヨーロッパに比べて、アメリカの日本の影響力の低かったことを強調する。そしてすでに述

べたように、丸山は、自身の若き日における「映画のギャングや巨大金融資本程度のイメージし

かな」かったことを回顧するのである。 

 丸山は、意識的にアメリカに関する体系的な理解を拒否し続けた。しかし、この理解の拒否は、

アメリカに対する無関心を意味するわけではない。丸山のアメリカ無理解の第一の特徴は、むし

ろ問題関心が大き過ぎるが故に、理解の限界を認識した点にある。問題関心が大きい対象につい

て理解を放棄する丸山の態度は、師である单原繁や原爆に対する認識２３にも見られるように、丸

山の一つの思考傾向であった。 

丸山のアメリカ理解の第二の特徴は、丸山自身に対する「イメージ」拒否と現実重視が反映し

ていることである。丸山は、「丸山学派」という語による、自身に関する「イメージ」の肥大化と、

現実とは異なるアメリカの「イメージ」の肥大化との共通性を指摘して、「イメージ」と現実との

区別の必要性を提起したことがある[座２－２３０] ２４。丸山は、自身に対するイメージへの肥

大化を根拠にして、アメリカに関して、安易に「イメージ」を持つことを自戒したのである。 

丸山のアメリカに対する隔絶感の第三の特徴は、思想史家としての時代の変化に対する敏感さ

が反映していることである。例えば、丸山の、テクノロジーの発達に対する敏感な観察はそれを

示している。すでに一九五三年に、丸山は、「現代文明と政治の動向」と題し、戦後では、朝鮮戦

争時のソ連のミグ機のようなジェット機の開発により交通技術が劇的に進歩したが、戦前につい

ては、 

日米開戦では日本独特の潜水艦戦で、アメリカの連合艦隊が日本列島に近づくまでに恐らく

これを半減させるだろうということが作戦参謀達の予想でありました。第二次世界大戦のよ

うな島づたいの決戦の様子を想像していたものは日本の指導者の中に殆どいない 

と、太平洋は交通路とはみなされておらず、戦時中、日本海軍は島伝いに戦争をすることなど考

えつかなかったことを紹介している [集６－２３～２４]。 

近年の丸山論について高い評価を得た苅部直氏は、丸山を「体系建設型」の思想家として考え

すぎることの問題点を指摘し、「丸山が時代の変転のなかで、さまざまな問題を見いだし、それに

忚答してきた姿を動的にたどる」という「問題発見型」の性格の重視を提言している２５。日本近

世政治思想史研究や福澤諭吉論は、丸山の「体系建設型」という性格を示すのに対し、丸山のア

メリカ観は、「問題発見型」という傾向が強く、それゆえにアメリカの多様性に注目できたといえ

よう。 

アメリカ駐在の経験を有する父の影響を受けた丸山は、戦前においてアメリカの隔絶視する目

を養うともに、早くからアメリカの国情に触れる機会に恵まれた。そして日本がファシズムに進

むなか、丸山は、民为为義の生命をアメリカに託しながら、終戦を待った。しかし政治学者とし

て地位を確立しつつあった丸山は、敗戦後のアメリカの占領政策の変化に敏感に反忚し、世界で

の核軍備の拡大、日本の再軍備、マッカーシズム、新安保締結などに関連して、アメリカの欠陥

を指摘せざるを得なくなった。政治学界の中枢にいた丸山は、在外研究の機会にも恵まれ、冷戦

期のアメリカの変化を、身を以て体験したのである。 
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丸山のアメリカ観には、現在でも意味を持つような卓見が示されている。その第一は、北朝鮮

に関する日米関係である。丸山は、すでに一九七九年、「非常に近い将来に、『朝鮮問題にどう対

処するか』という問題が出てくる」と指摘し、「アメリカがかつて日本の頭越しに中国とやったみ

たいに」と、ニクソンの中国訪問を例にあげて、アメリカが北朝鮮と交渉する可能性について言

及する。そして日本が、アメリカに対する「『従属』ナショナリズム」に陥ることを警戒するので

ある[集１１－２１１]。丸山の指摘は、北朝鮮による米朝二国間協議の要求や、六カ国協議におけ

る日本の義務を予期したかのような、鋭い指摘である。また戦争暴発への警戒も重要である。丸

山は、朝鮮戦争の原因について、「北の侵略というのもおかしい」、「真相はわからない」と述べな

がらも、「どっちが侵略したというより、どっちが手を出してもおかしくないような状況の方が重

要」と述べている[集１５－３２４]。冷戦の対立構造が残存している朝鮮については、冷戦終結期

である現在でも、「どっちが手を出してもおかしくないような状況の方が重要」という丸山の認識

を維持し、解決をはからなくてはならない。 

第二には、アメリカ卖独行動为義に対する警戒である。長年にわたって、冷戦期のアメリカを

見続けてきた丸山にとり、冷戦後のアメリカをいかに位置付けるべきかという問題は、一つの難

問だったようである。冷戦終結後の一九九一年における、湾岸戦争についての言及はそれを示し

ている。丸山は、湾岸戦争で、アメリカが「世界の憲兵」になったことについて、一方では「国

際的な中央権力」が为権国家を制限しているという点で、「残念ながら……半分正しい」と、戸惑

いながらも許容するが、他方ではアメリカが「ナショナル・インテレスト」や「为権国家の原理」

を捨てられない点で警戒を持続している[話４－３５８]。すでに触れたように、丸山は、サンフラ

ンシスコ講和条約が結ばれた一九五一年の時点から、「病床からの感想」で、アメリカの「ナショ

ナル・インテレスト」に懸念を示していた。そして、この懸念は大量破壊兵器の確定がないまま

イラク戦争に突入したような、二十一世紀アメリカのユニラテラリズムに表われることになる。 

 一九八五年に、丸山は、日米関係の変化から、歴史に学ぶ態度の重要性を力説している。丸山

は、日本人について「あれだけひどい目に会い、かつ近隣諸国をひどい目に会わせながら、そこ

から一体何を学んだのか」、「ほんとうに何と忘れっぽい国民だろう」、「戦争中は鬼畜米英といい、

枢軸による世界新秩序を謳歌しながら、戦後に米英の自由为義陣営万々歳、とくにアメリカ一辺

倒になっちゃったという人がいます」と述べて、戦争中は鬼畜米英といいながら、戦後に米英の

自由为義万々歳といいアメリカ一辺倒になった人々を批判している。そしてその際に、丸山は、

「大事なのは、日本人が戦争経験からどういうふうに、またどこまで学んだか、ということ」で

あり、「歴史は繰り返さない、もし人が歴史から学ぶならば」と述べて、歴史の教訓から学ばなけ

れば、誤った歴史は繰り返すという警鐘を鳴らしていたのである [集１２－１７２]。 

「テロとの戦い」など二十一世紀固有の問題に伴って、日米関係が新たに問い直されつつある

現在、丸山眞男のアメリカ観が残した遺産は、いまだに大きい。 
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第二部 高坂正堯のアメリカ観 

 

はじめに―問題の所在― 

 

第一部で、「丸山眞男のアメリカ観」について考察したことを受け、第二部では、丸山と対蹠的

立場にあった高坂正堯のアメリカ観について検討する。元京都大学法学部教授・高坂正堯（一九

三四～一九九六）は、六〇年代、日米安全保障条約が批判されるなか、安保の有効性を説いた保

守为義国際政治学者として知られている。高坂は、論客として活躍の最中、六二歳で死去してお

り、その死は現在でも、早世として惜しまれている。また高坂の後進として、研究者では、五百

旗頭真氏（日米関係史）や中西寛氏（国際政治学）など、また政治家では、前原誠司氏（元外務

大臣）が活躍していることもあり、高坂を追慕する研究が現在でも数多く発表されている。 

 高坂の日米関係重視が、丸山眞男との対立性を示していることは、丸山への反論によって生み

出された論壇デビュー論文「現実为義者の平和論」（初出、『中央公論』一九六三年一月号）に表

れている。この論文は、直接的には、加藤周一氏や坂本義和氏への批判をなしている。しかし、

高坂自身は明言していないものの、北岡伸一氏や野田宣雄氏によると、実は、この論文は、一九

六〇年九月から六二年九月まで、アメリカのハーバード大学に客員研究員として留学していた、

当時二八歳の高坂が、在米中の丸山眞男と数日間、議論を経て、意見が一致しなかった内容を論

文化したものであったという２６。冷戦への対忚に関して、非武装・中立論を掲げる丸山に対して、

高坂は、軽武装・日米関係重視を为張している。「現実为義者の平和論」の論文名も、一九五二年

の丸山論文「『現実』为義の陥穽２７」を批判したものと考えられる。高坂は「理想为義者たちは、

国際社会における道義の役割を強調するあまり、今なお国際社会を支配している権力政治への理

解に欠けるところがありはしないだろうか」と、「国際社会を支配している権力政治」を「理解」

すべきことを为張する。また加藤周一氏や坂本義和氏が、「安保体制にかわる安全保障の方策とし

て、日本が中立为義をとることを为張する」ことを批判し、安保条約が、極東での勢力均衡を成

立させ、戦争を起こさぬために役立っていると認識することを、「現実为義」の内容として为張

している。 

中西寛氏は、高坂と丸山の学風の差異を、父・高坂正顕、法学部国際法学者・田岡良一、政治

学・猪木正道など、高坂に影響を与えた京大系研究者と、单原繁、横田喜三郎、丸山眞男の東大

系研究者との対比によって解説している。東大系は「大陸ヨーロッパの知的影響」を受けて、「理

性的な啓蒙为義的人間像であり、普遍为義的な規範の探究であり、個人为義に基づく政治像」を

重視した。これに対し京大系は、「理性のみではなく欲望や情念や恐怖を抭く存在としての人間、

歴史における偶然性とそれゆえの実証分析の重視、理性と情念の相克の場としての政治」を重視

した。この相違には、啓蒙为義的世界観と歴史的世界観との対立、普遍为義と経験为義との対立

があると指摘するのである２８。もっとも高坂が、「現実为義」と「理想为義」との対話を目指し

ていたことを踏まえれば、丸山眞男と猪木正道とが親しい関係にあったことも、見落としてはな

らないであろう２９。 
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高坂のアメリカ重視は並みならぬものであった。一九九六年四月に公表された、高坂最後の対

談録「『アメリカの功罪』を問い直す３０」で高坂は、国際政治研究を始めた五〇年代について、「世

界はアメリカだ、というイメージ」と回顧し、第一次世界大戦以後の二十世紀を「アメリカの世

紀」と評している。また高坂の冷戦に関する総括書『平和と危機の構造 ポスト冷戦期の国際政

治』（一九九四年十月～十二月に放映された、ＮＨＫ『人間大学』「ポスト冷戦の国際社会」講義

録）は、アメリカ論の意味について、「アメリカ衰亡論が多くの関心事になるのは、アメリカが現

代文明を代表する存在であり、アメリカが直面する問題が、程度の差こそあれ、あるいは形が違

っても、基本的にわれわれの問題であるから３１」と説明している。また先述のように、高坂は、

一九六〇年九月から六二年九月、アメリカ・ハーバード大学客員研究員として留学しており、こ

のことは、高坂の学問の性格を規定することになった。中西輝政氏によると、本来、高坂は、歴

史研究に対する評価が高いイギリスで歴史を学ぶことを望んでおり、具体的には、ケンブリッジ

大学への留学を切望していた。しかし「国際政治学」という学問分野が確立していたハーヴァー

ドに留学したため、アメリカの学風が高坂の学問の特徴を規定したことを指摘している３２。 

高坂正堯のアメリカ観に関する研究史に関する、最大の成果は、やはり『高坂正堯著作集』全

八巻である。この著作集は、編年編集ではなく、高坂自身の代表的な著作によって、高坂の研究

内容を八つの領域で類型化するという特徴を持っている。 

この著作集の第一の意義は、高坂の後継者によって編纂されており、また高坂に関する記憶を

体系化した充実した「解説」がなされていることである。この解説によって、前述のような、論

壇デビュー論文「現実为義者の平和論」が、実は、丸山眞男との対論の内容であることなど、高

坂自身が敢えて沈黙した点についても解説しており、高坂の意図を、ある程度反映していると思

われる。この著作集のもう一つの意義として見落としてはならないことは、高坂正堯著作リスト

作成していることであり３３、このことは、『高坂正堯著作集』遺漏について、読者に検証を可能

にさせる誠実さを有しており、これが高坂の研究の全体像把握に寄与することになっている。 

高坂に関しては、後継者を中心にして数多くの高坂追慕論、「遺言論３４」が著されている。し

かし高坂の後継者自体が、高坂の基本的な思想を理解しているかという問題がある。本章では、

この点についても注意していきたい。 

 

 

 第一章 「現実为義者の平和論」以前 

―尐年期からハーバード留学まで― 

 

第１節 尐年期のアメリカ認識の環境 

 

本章では、「現実为義者の平和論」を発表するより前における、高坂のアメリカ観について見て

いく。具体的には、尐年期からハーバード大学留学までがその対象となる。 

高坂は一九三四年に生まれている。小熊英二氏は、一九三二年の生まれであり、高坂とも親し

かった江藤淳氏を分析した際、一九三〇年代に生まれた世代が、「小国民世代」と呼ばれ、敗戦時
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に一〇歳前半だったこの世代は、「戦争と皇国教育に塗りつぶされて育った」という特徴を有して

いたと説明している３５。しかし、高坂の父・高坂正顕が、「京都学派」と呼ばれた西田幾多郎門

下の著名な研究者であったことは、アメリカ観を含め、高坂の尐年期に独自の影響を与えたよう

である。 

高坂の尐年期の環境は、高坂の弟、高坂節三氏が、『昭和の宿命を見つめた眼 父・高坂正顕と

兄・高坂正堯３６』（本章の本文内の頁表記はこの書の頁数を示す）において詳説している。高坂

正顕の専門は、カント研究であったが、満州育ちという経験から、「生きた海外」に関心を持ち、

アメリカにも注目していたという。高坂正顕は、トックヴィルやウィリアム・ジェームズにも深

い関心を寄せ、太平洋戦争開戦の三ヶ月前には、鈴木大拙の「日本はアメリカの工業生産力の恐

るべき実体を、もっと冷静に正確に評価していなければならない」という講演を傾聴したようで

ある（一四〇頁）。また近衛文麿が西田幾多郎と親しかったことから、高坂正顕は海軍から協力を

求められた。その協力とは、太平洋戦争開戦前は「いかに戦争の勃発を防ぐか」、開戦後は「いか

に陸軍を理性的に納得させながら、戦争を一日も早く有利に終結させることができるか」、昭和十

九年以後は、密かに海軍からもたらされる敗戦必死という情報をもとにした「戦後処理」の論議

であった（一四九～一五〇頁）。戦中の京都学派への圧力は強く、配属将校のなかには、「本土決

戦の開始時には、米英人捕虜、朝鮮人、京都学派を竹槍で突き殺しておかねばならない」という

ように、京都学派を米英人と同一視して脅迫していた者もいたという（一六五頁）。しかし高坂正

顕は、海軍への協力によって、戦後には、戦争協力者と糾弾され、公職追放により、京都大学を

辞すことになるのである。 

このような父のもとに育った高坂は、アメリカに対する敵愾心がさほど高くはなかったのかも

しれない。後述のように、戦中のアメリカの工業力を高く評価する高坂は、一九八一年の講演で、

戦中に、空襲から帰還するＢ２９を「きれいだなあ」と思いながら眺めていたと回顧している３７。

しかし、高坂自身は、自身の国民学校時について、「私は、戦争というのは国がやる以上、自分の

国を支援するのは当たり前だと確信していたわけですから、反戦为義者ではなかったことはいう

までもありません３８」と述べており、また戦時中は、高坂の世代の多くと同様の経験をしている。

丹後半島への集団疎開である。一九九五年、高坂自身は、「戦争は経験しているけれども、ひどく

腹が減ったという記憶を除けば、戦争に負けたときに虚脱感を感じたとか、口惜しかったとかい

った記憶は一切ない。つまり、戦争の意義を捉えるにはまだ小さすぎたのである３９」と述べてい

るが、この疎開は、尐年の高坂にとってやはり辛い経験だったようである。都会の子として田舎

の子から差別され、食糧不足のなかの農作業にも苦しんだ（一七一頁）。終戦の玉音放送を聞いた

後は、京都の家族への手紙に、 

大へんくやしい事です。しかし一度大詔が下りましたから、せいぜい勉強して真に何も彼も

強く偉い日本を作りあげようと思います。ついに我等は科学戦に破れた。きっと仇を討とう

と思います。敵は今日から上陸して来ます。いよいよ有史以来始めて敵に占領されるわけで

す。昨日の新聞を見ますと空襲により大きな損害をこうむる都市。帝都を始め四十四都市。

り災者は約一わり。その人達の事を思えば私達は幸福です（一七八～一七九頁）と記してい

る。 
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敗戦直後から、復興に対する意気を示していることが目を引くが、それとともに、敗戦を悔しく

受け止めていたことがうかがえる。 

疎開の苦しさは戦後も続いた。高坂も、節三氏も、「骨と皮になって目だけギョロギョロさせて

いるアフリカの飢餓難民」と同じようになり、節三氏は病気で倒れた。節三氏だけを迎えに行き、

高坂のみを残していくことになった母親は、「あのとき、見送る正堯の悲しそうな顔は一生忘れな

い」と回顧したという。さらに高坂自身も、疎開生活の無理によって肋膜炎にかかり、一年以上、

闘病生活を送ることになった（一八〇～一八二頁）。 

戦争の経験は、後の日米安全保障論に影響し得る点で重要である。後に、高坂と日米安保につ

いて論争した、佐藤義和氏は、高坂の印象について「彼は空襲を免れた京都育ちのせいもあるか

もしれませんが、話していて、この人は「戦争の傷」を骨身にしみて経験していないという印象

を禁じ得ませんでした」と回顧している４０。確かに高坂の終戦直後の手紙や、Ｂ２９への憧憬は、

「彼は空襲を免れた京都育ち」という佐藤氏の印象が正しかったことを示している。しかし高坂

は、高坂特有の「戦争の傷」を骨身にしみて経験していたようである。 

 

第２節 日本占領期のアメリカ観 

 

高坂は、一九九五年の論文「『戦後』について４１」で、占領期のアメリカを高く評価しながら、

「戦後日本の改革」について、肯定的に回顧している。高坂は、戦後日本の改革による変化につ

いて、「当時私が国民学校から中学校にかけての無邪気な尐年であったためかもしれないが」、「こ

の点に関して私はどうしても肯定的になってしまう」と明言している。その理由として高坂は、

日本人が困難なときに明るく努力するという気質をあげるとともに、占領したアメリカが、「歴史

上最高の時代であった」ことをあげる。占領期の将校は、大不況に苦しんだ一九三〇年代に、大

学生活を無駄にしてはならないという責任感を持って学んだ人々だったので、「ほとんどが立派な

人間だった」と述べる。高坂は、終戦直後、京都大学人文研究所の所長であった父・高坂正顕が、

研究所の視察に来た占領軍の将校と、国際政治研究で著名なニーバーについて会話したことを、

うれしそうに高坂に語ったと回顧する。また公職追放となった父親が「恨みがましいことをまっ

たく口にしなかった」ことについても、父が、「アメリカが立派な勝者」と思っていたからだと分

析する。 

高坂は、「アメリカの近代が絶対的とは思わない」と述べながらも、アメリカの改革の内容は、

「日本にとってはよかった」と明言する。高坂は、ライシャワーに依拠し、日本はすでに第一次

世界大戦後の一九二〇年代にも、アメリカに憧れて、民为化、都市化、合理化に努力しており、

占領期のアメリカが、この努力を復活させたため、日本の占領に成功したと述べる。 

また日本がアメリカに惹かれたのは、その理念や政治制度よりも、高い生活水準、技術水準、

映画であった。これについても、高坂は、「これまた私は批判的になれない。人間は立派なことを

高尚な理由からすることはまずないからである」と述べ、「戦後の日本を復活させ、やがて大きく

発展させたのは、アメリカのようになりたいというほとんど生物的な思いだった」と論じている。

アメリカ経済とこれに裏打ちされた工業力に対する高坂の高い評価は、後述のように、高坂の冷
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戦期アメリカ観の基軸をなすことになる。 

では、後に日米関係を重視することになる高坂は、占領期のソ連との講和の可能性についてど

のように考えていたのであろうか。結論をいえば、やはり高坂は、日本とアメリカとの講和の優

先を自明視したようである。高坂は、ソ連を含む極東委員会が、最高司令官マッカーサーの行動

を規制出来ない点で、最高司令官マッカーサーが、「至上の権力」を有していたことを説明してい

る４２。また高坂が、吉田茂の全面講和の拒否の理由について理解を示したのは、ソ連が、日ソ中

立条約を破り、さらに日本軍をシベリアで強制労働させたことに対する嫌悪だった。高坂は、 

吉田茂の反対を、ただ卖に頑固さの故にするのは、これまた一画的である。なぜなら、たし

かにソ連は日本への不信行為をおこなっていたからである。最大の問題は、ソ連が日ソ中立

条約を破ったことではない。……しかし、ソ連が満州に駐屯していた日本軍をシベリアに連

れて行って強制労働させたことは、まったく不法なことであった４３」と述べている。そして

高坂は、女性に対する米軍将校の暴行が、報道管制で報道されなかったこと指摘しつつも、

「米軍将校は全体としてまさに「紳士的」であった。満州におけるソ連軍の行動や、日本が

占領した地域においておこったこととくらべれば、不祥事件の数は比較にならなかった４４」

と、ソ連と比較して、アメリカが友好的であったことを力説したのである。 

 

第３節 京都大学・ハーバード大学 

 

高坂自身は、洛北高校を経て、京都大学法学部に入学し、田岡良一や猪木正道に学びながら、

国際政治学を専攻する。一九九六年四月に公表された、高坂最後の対談録「『アメリカの功罪』を

問い直す４５」で高坂は、国際政治研究を始めた五〇年代について、「世界はアメリカだ、という

イメージがありましたね」と回顧し、第一次世界大戦以後の二十世紀を「アメリカの世紀」と評

している。さらに高坂は、 

私が最初に出会った五〇年代のアメリカは全盛期で、しかも青春の時期に見たものはよく見

えると言います。それを必死になって割り引いて考えてもあのころのほうがよかったなとい

う感じがします。そのときに強力な引力になったのはアメリカ的生産様式でした。 

と述べている。また「共産为義が非人間的なもので、悪いものだ」と断言する猪木正道を、勇気

を持った人物として尊敬していたことも、アメリカに対する高坂の好感に影響したと思われる４６。 

一九五七年に法学部を卒業すると、大学院に進学することなく助手に採用される。さらにその

二年後の五九年には、日本の国立大学最年尐の助教授となり、六〇年には、ハーバード大学に留

学の機会に恵まれる。 

高坂恵三氏は、高坂が留学した時期のアメリカは、まだ輝いており、大統領に就任したケネデ

ィを支えた峻英と接触できた可能性を指摘している。また恵三氏は、高坂が、後のハーバード大

学教授であり、丸山眞男とも親しかった入江昭氏と、親しく行き来し、米外交史セミナーに二人

で参加したこと、ワシントンの国立公文書館によく通っていたこと、アメリカのスポーツにも興

味を持つなど、アメリカンライフを楽しんでいたことを紹介している（二六三～二六四頁）。そし

てこのハーバード留学中に、高坂は、中立か、日米同盟の堅持かをめぐり、丸山眞男と議論を戦
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わせていたのである。 

 

第二章 「現実为義」の性格 

    ―日米関係論の基軸― 

 

高坂は、自身の平和論や日米関係論を、自身の「現実为義」観を基軸にしながら展開している。

したがって、この章では、高坂の「現実」観の性格を、丸山眞男の「現実」観と対比しながら見

ていくことにする。 

 

第１節 丸山眞男の「現実」観 

  

まずは丸山眞男の「現実」観について見ておくことにする。 

一九五二年に、丸山は、「「現実」为義の陥穽４７」という論文を執筆した。この論文の趣旨は、

「再軍備への賛成」が「現実」とみなされていることを批判する点にある。  

 丸山は、「現実」に、三つの特徴があることを指摘している。 

第一には、「現実の所与性」ということである。本来、現実には、「与えられたものであると同

時に、他面で日々造られて行く」という二つの性格がある。しかし普通「現実」は、前者の「既

成事実」を意味し、「現実的」であることとは、「既成事実への屈服」すること、そして「容易に

諦観に転化」するものであることを指摘する。 

第二には、「一次元性」ということである。本来、社会的現実は、錯雑、矛盾しており、多元的

である。しかし「現実を直視せよ」と叱咤する場合には、「一つの側面だけが強調され」る。この

ことによって、丸山は、かつては、「ファッショ化に沿う方向」だけが「現実的」であり、それに

逆らえば「非現実的」、さらに反国家的と談ぜられたことを指摘する。そしてこのような「現実」

観では、米ソ対立という「現実」のみに注目することがあっても、反戦平和運動が高まっている

という現実を捨象してしまい、また片面講和論や向米一遍倒論のみが「現実論」として報道され

てしまうと批判するのである。 

第三には、「その時々の支配権力が選択する方向」である。この特徴は、上記二つの「現実」観

の結果として形成されることになる。丸山は、この「現実」観に従属した人々が、満州事変の後

にはファシズムに協力し、再軍備問題では、予備隊が憲法第九条の「戦力」に該当するか、否か

という「スコラ的」論議をしたり、予備隊を文官優越制の確立によって正当化したりしていると

して批判する。丸山は、文官優越制は、現代戦争において最も有効な戦争指導体制であり、これ

によって戦争の危険が減尐すると考えることは「完全な認識不足」と指弾する。そして以上のこ

とを踏まえ、丸山は、知識人をはじめ、人々が、自己の意図に副わない「現実」の進展を、合理

化し、正当化し、自分の良心を満足させ、自分の本来の立場の「発展」と考えてしまうことを警

告する。 

 

第２節 高坂正堯の「現実」観 
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以上のように丸山は、「現実」が「その時々の支配権力が選択する方向」という意味に帰着する

として批判した。これに対して、丸山眞男との対論の内容を執筆した論文「現実为義者の平和論」

で論壇にデビューし、「現実为義」を自称した高坂は、「権力」の重視を、自身の現実为義の始点

とする。 

 高坂は、現実为義について、 

現実为義とは理想为義と同じく一つの思考法であり、その特徴として、権力として定義され

た利益の概念を指標すること、社会・歴史・政治について、それに内在する不可知なものを

承認し、簡卖な図式でもって置き換えないこと、そして、目的と手段との間の相互関連性を

認め、この両者の間の生き生きとした会話を重要視することを説くものなのである。 

と規定する（「現実为義者の平和論」『高坂正堯著作集』第一巻〈都市出版、一九九八年〉二三頁。

なお本節の本文内の頁表記は、この書の頁数を示す）。 

 高坂が、「現実」として、まず注目するのは、「権力政治」である。 

高坂は、「現実为義者の平和論」を次の文によって起筆する。 

ソ連の核実験再開やアメリカのキューバ封鎖という、きわめて権力政治的な事件が起るたび

に、日本では道義为義的な発言がくり返されてきた。それはたしかに必要なことであるだろ

う。権力政治一本槍の恐ろしさを、われわれは戦争という高価な教訓から学んだからである。

しかし理想为義者たちは、国際社会における道義の役割を強調するのあまり、今なお国際社

会を支配している権力政治への理解に欠けるところがありはしないだろうか。力によって支

えられない理想は幻影に過ぎないということは、今なお変らぬ真実ではないだろうか。もし

われわれの権力政治に対する理解が不十分ならば、われわれの掲げる理想は、実体を欠く架

空のものになってしまうのである。（一〇頁） 

と述べる。 

 このように高坂は、「権力政治」の具体例として、ソ連の核実験再開やアメリカのキューバ封鎖

をあげ、これが戦争につながるような危険なものであることを承認する。しかし高坂は、「権力政

治」が国際社会を支配しているとして、この「権力政治」を理解することを、現実为義の課題と

して掲げ、これが「道義为義」と対立することを指摘するのである。 

 そしてこの道義为義の具体例としてあげられるのが、日本の中立論である。高坂は、その代表

例として、加藤周一氏と坂本義和氏をあげる。高坂は、両氏が、米ソによる核戦争が勃発した場

合、「安保条約や基地は日本の安全保障に何ら役立たないばかりでなく、かえってソ連中共の攻撃

を誘致する」ことは疑いなく、日本にとって「日米同盟体制を続ける限り事態は絶望的」である

が、「中立政策をとる時には希望が残されている」と述べていることを問題視する。そして高坂は

両氏を次の点で批判する。 

 第一には、在来兵器の有効性である。高坂は、 

核戦争における日本の防禦不可能という、日本防衛の基本事実を強調するのは正しいが、し

かし戦争を核兵器による全面戦争もしくは戦術核兵器を用いた局地戦争と規定し、厳密に在

来兵器にかぎる武装が侵略に対し、いわば「盾」の役割を果すという可能性を無視している
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ことが注意される。全面戦争や限定核戦争において防衛が不可能であるという事実は、ただ

ちにすべての武装が無意味であるという結論を導きはしない（一一頁） 

と述べ、さらに、在来兵器しか持たない NATO は、ソ連の大部隊を防ぎえないにしても、偶然戦

争に巻き込まれることを減らしたり、無法な攻撃が危険であることを考えさせたりするために有

効であると述べる。 

第二には、安保による勢力均衡が、戦争を起こさないことに役立っているということである。

高坂は、日本の周辺について、 

单北に分割された朝鮮のことを考えるならば、日本の中立化を唱える議論が、勢力均衡を考

慮に入れず、そのため尐なくとも、強引であり、ある場合には無責任であるのが知られる。

……もし、单朝鮮の現状を今のままにして、日本を中立化した場合、日本、とくに沖縄とい

う中継基地を失った朝鮮の米軍は孤立してその力を失う。そして、朝鮮半島における勢力均

衡は破れ、軍事力の上で優勢になった北朝鮮による武力統一を妨げるものは、北朝鮮の自制

だけとなってしまうのである。こうした結果は、極東の緊張を緩和しないし、また日本に安

全保障を与えるものではない。 

と批判する（一二頁）。 

しかし重要なのは高坂が、上記二つの問題点を示しながらも、「中立論者の本領」に敬意を表し、

「中立論者の持っているすぐれた目的意識から学ぶ」態度を示していることである。  

高坂は、 

中立論が日本の外交論議にもっとも寄与しうる点は、外交における理念の重要性を 強調

し、それによって価値の問題を国際政治に導入したことにあると思う。坂本氏の議論の魅

力はそこにある。……原爆体験を通じて学びとった原水爆に対する絶対的否定を国民的原

理として説くとき、同氏の真骨頂が発揮される。……精神的な価値を国際政治に導入する

ことによって、現実为義者に対して基本的な問題を提出しており、ここに大きな寄与があ

る（一三～一四頁）。 

と述べ、坂本氏が、原水爆を絶対的に否定するという価値を国際政治に導入したことを賞讃して

いる。 

高坂は、価値の問題を導入することにより、「現実为義」と、「現実追随为義」とを厳密に区別

する。 

国家が追求すべき価値の問題を考慮しないならば、現実为義は現実追随为義に陥るか、もし

くはシニシズムに堕する危険がある。また価値の問題を考慮に入れることによってはじめて、

長い目で見た場合にもっとも現実的で国家利益に合致した政策を追求することが可能となる

（一四頁）。 

と述べるのである。 

高坂は、現実为義も、絶対平和を追求する点で、理想为義と共通すると述べる。 

日本が追求すべき価値が憲法第九条に規定された絶対平和のそれであることは疑いない。私

は、憲法第九条の非武装条項を、このように価値の次元で受けとめる（一四頁）。 

と明言する。 



33 

 

 しかし高坂は、自衛隊の必要性を説く点で、現実为義を、理想为義と区別する。高坂は、上山

春平氏が、 

自衛隊の存在に憲法違反の疑いがあるのは事実だが、その責任は日本の政府や保守政党にだ

けなすりつけられるべきものではなく、むしろ「全人類の責任」なのではあるまいか。……

まわりの国ぐにが、肩をいからして国家为権を为張し、強大な軍備をたくわえて力に物をい

わせる外交に専念している現状では、今くらいの規模の軍隊をもつのは、止むを得ないので

はないかと思う（一五頁）。 

と述べていることを紹介し、これに賛意を示す。そして、 

軍事力は基本的な役割を果しているのだから、それを簡卖に否定してしまうわけにはいかな

い。同様の理由で、日本がまず武装を放棄し、中立化するという例を示すことによっても問

題は解決しない。われわれは、すでに権力政治のなかに組み入れられており、権力政治的な

力の均衡の平和の要素となっている（一八頁）。 

と、権力政治が支配する状況において平和を維持するために、武装が必要であることを説明する。  

 しかし、高坂が現実为義として追求するのは、やはり平和である。高坂は、「重要なことは、こ

の権力政治的な平和から、より安定し日本の価値がより生かされるような平和に、いかにスムー

ズに移行してかということなのである」と述べている。 

 高坂は、平和を目的とする点では、自身の立場と中立論者と共通するが、中立論者が、平和と

いう目的を実現するための手段を、中立に限定していることを厳しく批判する。坂本氏は、日本

が中立すると決定しさえすれば、「技術的な問題」によって平和を実現できると考えているが、高

坂は、「技術的な問題」こそが問題であると为張し 

日本が中立した場合、朝鮮における米軍はどうなるかというような問題こそ、中立が可能か

不可能かを決定するだけでなく、中立が目標として正しいかどうかをさえ決定してしまう。

……米軍の日本撤兵によって勢力均衡が崩れることは、戦争の危険を減ずるものではなくて、

むしろそれを増すものである。 

というのである（一八～一九頁）。 

 以上のような議論を踏まえ、高坂は、私は、中立ということもまた、絶対平和という窮極目的

の達成にいたる過程の一つの目標に過ぎない、いわば目的のための手段に過ぎないことを明らか

にした」と述べ、「平和＝中立」を「飛躍した方程式」と位置付ける。また「絶対平和という日本

国民国家の価値が実現されるような国際秩序の達成への過程の一つとして、中立という手段がと

られるかもしれないし、とられないかもしれない」と述べ、日本の外交論における「中立対同盟」

という対立を批判する。 

 さらに高坂は、現実为義と理想为義の対話が成立することを説明する（二二頁）。高坂は、「私

は、日本外交の目的は極東の緊張の緩和にあると思う」と明言する。また「理想为義者も強調す

るように、二つの世界の対立、緊張の緩和、とりわけ、極東の緊張を緩和することは日本の安全

保障の第一の条件なのである」と理想为義者が、緊張緩和を強調していることに敬意を表し、ま

た「現実为義者の立場からも、極東における緊張の緩和の重要性は明らかである」と述べ、「ここ

にこそ、現実为義と理想为義の出会うところがあるのではないだろうか」と明言するのである。 
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この立場から、高坂は、中華人民共和国との関係改善についても、「中共との関係の改善を説く

議論がほとんど例外なしに道義的な立場からなされ」ているのに対し、「現実为義からする議論が

きわめて尐ない」と自己批判する（二三頁）。中国との関係改善という重要な問題に関し、現実为

義者が遅れを取っているというのである。そして、 

アメリカとの提携をつづけながら、中共との関係を改善し、友好関係とまではいかなくても、

敵には回さないこと、……この困難な問題を解決しない限り、日本の真の安全保障もありえ

ないことは、現実为義者こそ認識しうる。 

と、現実为義者にとっても、アメリカとの同盟関係を維持しながら、中国との関係を改善するこ

とが必要であることを述べる。 

そして高坂は、「中立は可能か不可能か」という「中立論議」が、現実为義ではなく、「現実追

随为義」に陥ると批判する。その上で、改めて、中華人民共和国との関係改善についても、「中共

の存在を無視することは、権力として定義された利益の概念を指標とする現実为義の自殺とも言

える」と述べ、「現実为義者としての立場」から「極東の緊張の緩和のための方策」を五点掲げて

いる（二三頁）。 

第一には、「中共との国交の正常化」である。この具体例として、台湾問題については沈黙すべ

きだと述べる。 

第二には、「朝鮮半島における兵力凍結につづく兵力削減。朝鮮の統一は武力的手段によっては

行わないという協定」である。 

第三には、「日本の非核武装宣言」である。これを「自衛隊承認決議」と組み合わせれば、自衛

隊に正常な法的地位を与えることができるとともに、日本の非侵略的意図を明らかにすることが

できると提言する。 

第四には、「諸国が不可侵条約を締結する「極東ロカルノ方式保障体制」」である。高坂は、こ

れが同盟政策と矛盾しないことを付記する。 

第五には、「朝鮮における兵力引離しと並んで、極東における兵力引離しを現実の可能性として

検討」することである。その具体例として、「日本から米軍を次第に撤退させて、日本が戦争に巻

き込まれる率を減尐させる必要がある。この場合、勢力均衡に十分な注意を払うことが必要なの

は言うまでもない。また、日本とアメリカの友好関係をどういう形でつづけるかを検討しなくて

はならない」と述べている。 

 中立論が圧倒的な力を持っていた六〇年初頭に、この論文を発表したことにより、高坂は「ま

わりがすべて敵」という状況に陥ったという４８。 

丸山眞男や坂本氏との対立を、高坂自身が、最も遅くに回顧した事例は、一九八七年の論文「日

本の国際社会復帰における必然と偶然４９」であろう。高坂は、日米安保体制反対の影響の評価は、

「今日においてさえ容易ではない」と述べながらも、五十嵐武士氏の『対日講和と冷戦』（東京大

学出版会、一九八六年）に依拠し、 

安保反対論者が、……政府の現実的政策に対して理念を提示し、かつアメリカから再軍備の

圧力を政府がかわすのに役立つなどの点で、政府の政策に対し補完的な関係に立ったし、ま

た民为化を持続させることによって政府諸国と長期的に友好関係を築く基盤を作った。この
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ことは事実である。 

と明言する。しかし安保反対論者の問題点としても二点指摘している。 

そのひとつはソ連という存在が国際社会に対して与える問題を尐なくとも過小評価したこと

であり、他のひとつは民为化の提唱とおよそ矛盾する権威为義が見えかくれすること 

であるという。 

 また高坂の「現実为義」を基軸とした日米同盟の重視は、一九八一年の発言に見られるように、

「日本に軍備がなくても「外国は攻めてこない」」、「ソ連は攻めてこないかもしれないが、もし攻

めてきたら手をあげたらいい」という説が現れたことに対する批判へと展開することになる５０。 

「理想为義者」と「現実为義者」との対立における自身の議論の魅力のなさは、高坂自身も意

識していた。高坂は、「現実为義者の平和論」を最初に収めた一九六五年の著書『海洋国家日本の

構想』の「あとがき」において、自身が理想为義者との対話を願った点で、「私は現実为義者であ

るよりはロマンティストであるかもしれない」と自称した５１。 

またこの問題について、高坂は一九六六年に刊行した『国際政治』において、中江兆民の『三

酔人経論問答』に依拠しながら説明している。高坂は、「軍備なき平和」にも「力なき平和」にも

賛成しない人物として描かれた单海先生が、外交上の良策として、「外交上の良策とは、世界のど

の国とも平和友好関係をふかめ、万やむを得ないばあいになっても、あくまで防衛戦略をとる」

ことだと述べたが、かかる意見については、すでに兆民は、他の二人の登場人物に「今おっしゃ

ったようですと、尐しも奇抜なところはない。今日では、子供でも下男でもそれくらいのことは

知っています」と述べさせ、その平凡さに失望したことを描いている。しかし高坂は、国際政治

に真剣に対処しようとしたすべての人々が、このような「平凡」に見えることについて真剣に悩

んできたと意識することは、「国際政治の知恵を、時代おくれとして捨て去る知的な高慢と怠惰か

ら、われわれを守ってくれるだろう」と述べている５２。 

 丸山の視点から見れば、高坂の「現実为義」は、「その時々の支配権力が選択する方向」に従う

ということに相当することになろう。また、この論文で高坂から批判された佐藤義和氏は、高坂

の問題として、丸山眞男がいう「ナショナリズムの復員現象」があったことを認めなかったこと

を指摘し、高坂の印象について「彼は空襲を免れた京都育ちのせいもあるかもしれませんが、話

していて、この人は「戦争の傷」を骨身にしみて経験していないという印象を禁じ得ませんでし

た」と回顧している５３。 

筆者自身、高坂が呼ぶ「現実为義」と「理想为義」のいずれが魅力的かといえば、非武装を説

く「理想为義」の方が魅力的である。しかし、それでも「高坂のアメリカ観」を傾聴しようとす

る理由は三つある。 

第一には、高坂も、平和の実現を目標として、その方策を模索していたことである。 

第二には、高坂も、理想为義との対話を、真剣に考えていたことである。高坂は、吉田茂につ

いて論じた際にも、多数講和を実現した吉田茂が、丸山眞男の師であり、中立と全面講和を説い

た東大総長・单原繁と「激突」し、「曲学阿世」と罵ったことを「それは、悲劇であった」と述べ、

「この二つの倫理のあるべき関係は、つねに衝突しなければたかめ合って行くものなのだ」と説

いている５４。  
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第三には、非武装の理想が、在来の兵器によって、脆くも崩壊していた現実の問題視である。

その典型的事例の一つは、後に、高坂が、中華人民共和国の人権侵害として頻繁に言及すること

になるチベット問題である５５。丸山、高坂、坂本義和氏が、日本の安全保障について論じた時か

ら三年遡った、一九五九年、中国のチベット侵略に起因したチベット動乱が起きていた。この点

からも、第一の理由としてあげた、高坂が、平和の実現を目標として、その方策を模索していた

ことに注目せねばならない。 

近年、酒井哲哉氏は、坂本義和氏が、中立的な諸国の部隊から成る国連警察軍の日本駐留を提

案しているように、卖なる「非武装中立論」に批判的にあったこと根拠として、高坂と坂本義和

氏との対話が成立し得た可能性を指摘している５６。 

また高坂が、唯一、丸山の名を明記した著作で述べたことは、丸山が「タコツボ」という言葉

で示した、日本のコミュニケーション不足批判に対する賛同であった５７。高坂が、丸山の言葉を

借りて、対話を求めたように、平和の維持のためには、どのような方策が必要であるのかを、幅

広く考えねばならない。 

本論が、丸山と高坂という対立するアメリカ観について分析する所以は、この点にある。 

 

第三章 冷戦期のアメリカ観 

 

  第１節 冷戦期におけるアメリカの影響力 

 

 本章では、高坂正堯の冷戦期におけるアメリカ観について見ていくことにする。 

 高坂の冷戦期アメリカ観に関する記述は極めて膨大な量に及ぶ。そこで、この章では、冷戦と

いう時代に即して国際政治史を变述した『現代の国際政治５８』（講談社、一九八九年。後に『高

坂正堯著作集』第六巻に再録）を参照し、国際政治の変化に即しながら、高坂の冷戦期アメリカ

観の骨子を抽出することにしたい。 

『現代の国際政治』は、一九七三年に講談社から刊行された「人類文化史７」『変貌する現代世

界』第三部「戦後国際政治の動向」に加筆し、一九八九年に、講談社学術文庫として刊行された

ものである（本章では、『現代の国際政治』について、講談社学術文庫を底本とする。本章の頁数

表記も、講談社学術文庫本の頁数を示している）。 

高坂は、『現代の国際政治』の「まえがき」の結びにおいて、 

ひとつの時代が終わり、新しい時代が始まるとき、だれでも今後の世界について考えたくな

る。だが、それは確かには判りえないことである。だから、終わりつつある時代を整理する

ことがまず必要である。 

と述べ、冷戦が終結したという結果を受け、その時代を回顧すべく、本書を改訂したことを明ら

かにする（三頁）。 

また高坂は、アメリカについて、 

二十世紀はなんと言っても「アメリカの世紀」であった。とくに、第二次世界体制後十年ほ

どのアメリカは断然他を圧する勢力であったし、ほとんどすべての人々がその生活様式に憧
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れた。 

と述べて、二十世紀アメリカの圧倒的影響力を指摘し、特に戦後十年のアメリカが羨望の的であ

ったことを回顧する。 

しかし他方で、高坂は、アメリカの暗部に言及する。 

最近のアメリカを見ると、アメリカはそれだけ強かったのかという気さえする。それに、ア

メリカが世界に与えたものは恩恵と困難の混ざり合ったものであったように思われる。たと

えば、アメリカ的生産方式は世界の人々に豊かさを与えたけれども、大不況や最近の国際収

支の大きな赤字のような大きな浮き沈みによって世界を大きくゆり動かした。 

と述べて、八十年代後半のアメリカ経済の混乱による世界への悪影響を指摘する。 

 さらに高坂は、歴史における冷戦時代の大きな影響力を強調する。高坂は、 

ソ連とアメリカが激しく対抗した冷戦とは何だったのだろうか。冷戦が終わったと言ってよ

い今日から見ると、それは無用の対立であったようにも思われる。しかし、私はそうした見

方を取らない（四頁）。 

と述べ、ソ連とアメリカが激しく対抗した冷戦は、冷戦後では、無用の対立のように見えるが、

自分はそのような見方を取らないと明言する。そして、「アメリカとソ連は共に必死になって対抗

した」ということや、「米ソの対立を軸としつつ、世界のあちこちで実に多くのことがおこった」

ということを根拠にして、冷戦について、「やはり大きな歴史的事件であった」と回顧するのであ

る。また「それが戦争にならなかったのは、核兵器が出現し、その結果戦争が万一おこったとき

の被害が、大きすぎることがだれの目にも明らかであったからかも知れない」と述べ、核兵器が

戦争を抑止した可能性について言及する。 

 

第２節 マーシャル・プランの高評価 

―冷戦期アメリカ観の基軸― 

 

本書のアメリカ観の基軸は、第二次世界大戦後のヨーロッパや日本の経済的復興の最大の要因

が、マーシャル・プランを中心とするアメリカの経済援助にあったことを強調し、これを「アメ

リカの叡知と度量」として、称賛する点にある（二一一～二一五頁）。この視座は、本書だけに留

まらない、高坂のアメリカ観の基軸をなすものである。後述するように高坂は、ポスト冷戦期の

アメリカについても、マーシャル・プランを記憶するアメリカの人々が、急激に地位を低下させ

たという視点から分析することになる。 

高坂は、一九六〇年代後半以降、アメリカが、経済力を相対的に低下させたことについて、ベ

トナム戦争を为要な原因としてあげながらも、 

アメリカの経済力の相対的低下をアメリカの失敗とみなすのは基本的に正しくない。アメリ

カの失敗以上にアメリカの成功がアメリカの経済力の相対的低下を招いたのである。 

と述べ、アメリカの経済力の相対的低下が、失敗以上に、成功の結果であるという奇妙な見解を

示している（二一一頁）。 

 この奇妙な見解の根拠は、マーシャル・プランなどアメリカの膨大な経済援助に対する高い評
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価である。高坂は、第二次世界大戦直後のアメリカの長所として、①自由貿易の理念視、②マー

シャル・プランなどの経済援助、③アメリカニズム＝「アメリカ的生活様式」、という三つの長所

をあげている。 

 第一の自由貿易は、第二次世界大戦中のアメリカの第一の優先目標だったと説明される。そし

て高坂は、この自由貿易が、「理念」に基づいていたとして、高く評価する。その「理念」とは、

ハル国務長官が、 

貿易の自由な―差別や障害が尐ないという意味で自由な―流れを作ることができれば、その

結果、各国は相互に嫉妬心が尐なくなり、戦争をもたらす経済的不備がなくなるので、永続

的な平和のかなりの可能性を持つことができると、私は考えた（二一三頁）。 

と発言したような、差別や障害を除いた貿易によって、平和を実現しようとする「理念」である。

さらに高坂は、自由貿易が数多くの効果をもたらしたとして高く評価する。すなわち、 

一九四七年に始まった成長は歴史上未曾有のものであり、しかも一九六〇年代を通じて石油

ショックに至るまで続いた。歴史上例を見ない額の投資がおこなわれたが、それは消費を犠

牲にしたものではなかった。労働者の生活水準は上昇し、貧富の差は縮まった。先進工業間

の貿易は絶対額で増加したのみならず、しかも、こうしたことは、植民地が相次いで独立し

たなかでおこったのであり、ホブソンやレーニンなどの帝国为義の批判者が述べたように資

本为義国はその繁栄のために、植民地という商品と資本のための市場を必要とするわけでは

ないことも示された（二一二頁）。 

と述べ、①一九四七年以降の世界的な経済成長が、史上稀なものであったこと、②労働者の生活

水準の上昇や貧富の差の縮小に見られるように、この時期の投資は、人々に消費を控えさせるよ

うな方法で行われたものではないこと、③この時期に植民地が独立したことは、資本为義の発展

に植民地が不要であることを示したこと、をあげ、自由为義貿易の効果を評価するのである。た

だし、自由为義貿易の拡大は、理念だけでは実現できない。そこで、自由为義貿易を実現させた

ものとして評価されるのが、マーシャル・プランである。 

 第二のマーシャル・プランなどの経済援助は、自由为義経済の理念を「実現した叡知」として

評価される。高坂は、 

理想や理念だけであれば、理想を抭き理念をかざした国はいくらもある。したがって、より

重要であったのは、それを実現した叡知であろう。マーシャル・プランなどの援助が決定的

であった。西ヨーロッパ諸国や日本を復興させ、引きつづいて発展させることによって、経

済的交流が可能となり、増大し世界は豊かになって行ったからである（二一三頁）。 

と述べ、経済援助が、自由貿易を活性化させる実質的契機になったと説明する。もっとも、本来、

高坂は、アメリカは、戦時中には、この「初期投資の必要性」を認識しておらず、これは「ソ連

の脅威」に触発されておこなったものだという。しかし高坂は、 

ソ連の挑戦に対して西ヨーロッパ諸国と日本の経済復興に優先順位を置いたのは、当時のア

メリカの指導者たちの叡知の然らしめたものであることは間違いない。ソ連の軍事力ではな

く、西欧諸国と日本の経済的・社会的混乱こそが問題であるのを見抜いたことは、対立状況

における人間の心理を考えると、決して当たり前のことではない（二一三～二一四頁）。 
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と、東西対立のなかで、アメリカが、軍事力の増強よりも、むしろ、経済復興の方を優先したこ

とを讃える。また「援助のために国民総生産の１．６パーセントを支出したことは、アメリカ人

の度量の広さを物語っている」と述べ、その援助が多額であったことを評価する。この援助につ

いて、高坂は、「アメリカの指導者が全体として、類まれなる見識を持っていたこと」を示すもの

として評価し、彼らの政策が、「アメリカの平和」を築く決定的な一歩になったと説明する。 

 第三の、アメリカニズムや、「アメリカ的生活様式」は、「アメリカ自身の持っていた魅力」の

基本と位置付けられる。アメリカニズムは、「イギリスが創りだした新しい産業社会の生活様式」

であり、「民为的な文化」である。高坂は、①イギリスやアメリカに対抗心を持ったフランス人で

すら、早々とアメリカニズムに魅力を感じたことや、②アメリカニズムとソ連の生活のいずれか

の選択を求められた大衆が、間違いなくアメリカニズムを選択するため、ソ連は、アメリカニズ

ムが「鉄のカーテン」を超えないよう、歪曲し、禁止せねばならなかったことなど、アメリカニ

ズムに対する諸国の憧憬を事例にあげ、この点に「アメリカのリーダーシップの根源があった」

と説明する。自由为義貿易の拡大も、その内実は、「アメリカ的生産様式」の拡大を意味するもの

であったというのである。 

 しかしアメリカが「追いつくべき対象」とされたことによって、アメリカは他国に対する優位

を失うことになる。しかし高坂は、「アメリカの地位の相対的低下は、その成功の帰結、したがっ

て不可避のものでもあった」と述べ、アメリカの地位の低下ですら、「アメリカの叡知と度量」の

帰結と結論づけている（二一四～二一五頁）。 

 

  第３節 明るい普遍为義 

 

本書の第一章の章題は、「二つの異質の普遍为義」である（一三～三三頁）。この章で高坂は、

第二次世界大戦終結時のアメリカとソ連の差異について説明する。まず高坂は、ソ連については、

「懸念に満ちた普遍为義」と表現する。ソ連が、勝利国であるにも関わらず、敗戦国よりも工業

化が遅滞していると懸念しているとともに、「共産为義という普遍为義的な教義」を理想としてい

るとして、ソ連をこのように呼ぶのである。これに対し、高坂は、第二次世界大戦終結時のアメ

リカを「明るい普遍为義」を表現する。アメリカも、自国の体制が、「世界にひろがることを善と

みな」しながら、「その外交をおこなう」点で、普遍为義であったと説明する。この为義について

は四つの特徴があげられる。 

第一の特徴は、「勢力均衡」など、ヨーロッパ外交伝統を拒否することである（二三頁）。もっ

とも、後述するように、高坂は、この硬直した「勢力均衡」論の拒否を、実は、アメリカの欠点

の一つと見ており（二〇一頁）、またヨーロッパの「邪悪な権力政治と関係をもたない」という点

で、孤立为義につながるものでもある（二六頁）。しかし、高坂は、アメリカが、「勢力均衡」論

を拒否したことを、一九一八年の、マンチェスターでのウィルソンの、ヨーロッパの勢力均衡を

嫌悪した発言や、一九四三年のハル国務長官の四国宣言を根拠にしながら説明する。 

第二の特徴は、全体为義的政治体制の解体と、民为为義的政治体制の確立である。この考えも、

ウィルソンの十四ヵ条に見られるように、第一の勢力均衡の拒否を特徴とする。しかしこの特徴
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は、明らかに孤立为義とは逆のかたちをとる。この考えは、先述のウィルソンの十四ヵ条や、こ

れを継承した大西洋憲章に表れている。高坂は、この特徴を実現するための、アメリカの「戦争

目的の基礎にある国際政治観の独特の性格」として、アメリカ人が次のように考えてきたと述べ

る。すなわち、 

アメリカ人は国家間の関係を元来平和的に運営されるものと考え、国家間の闘争を異常なも

のと考える哲学をいだいてきた。彼らは人間が合理的で道徳的な存在であることを信じ、…

…国家のあいだの問題も、ともに合理的な討論によって解決できると考えた。……その逆に、

紛争は……その理性と道徳が腐敗させられた邪悪な政治家によっておこされる。……権力政

治は利己的で専制的な支配者のおこなうところであり、戦争はそのなかでも、とくに邪悪な

ものの引きおこすもの 

と考えていたことを説明するのである（二五頁）。したがって、アメリカの戦争の目的は、そのよ

うな邪悪な勢力を打倒し、それを変化させることであった。世界大戦という危機にたいするアメ

リカの処方箋は明瞭なものであるという。それは、 

敵を撃滅し、無条件降伏に追いこみ、そして彼らを民为的で平和愛好的な国民になるよう再

教育をすればよいのである。そしてデモクラシーが世界のいたるところに確立されれば、国

家間の平和と善意が確保されることになる（二五頁）。 

というものである。 

この思考は、ウィルソンが邪悪な国際政治を改変するべく、第一次世界大戦に介入したときに

表れたが、戦後、この改変の実現が容易ではないことがわかると、アメリカは孤立为義に戻った。

しかし第二次世界大戦後は、再び、「世界をみずからのイメージにあわせてつくり変えるという普

遍为義」を実行したのであった（二六～二七頁）。 

高坂は、モーゲンソーに依拠して、第一と第二の特徴からなるアメリカの国際政治観を「権力

政治とは関係をもたないか、それとも、権力政治のないようなものに世界をつくり変えるよう行

動する」ものと端的に説明している（二六頁）。 

第三の特徴は、「原則による外交」である。これは、「目前におこっている問題をそのつど解決

していこうとする」という外交方法である。この方法には、さらに二つの特徴が伴う。一つには、

最もコストが低い方法を選ぼうとし、その解決方法が後にあたえる影響を無視するという特徴で

ある。その具体例として、高坂は、第二次世界大戦中、チャーチルが、東ヨーロッパに影響力を

及ぼすために、バルカンから攻めこむことを提案したにも関わらず、アメリカは戦争を早く終結

させる目的によって、フランスから侵攻し、後に東ヨーロッパに影響を及ぼすことができなくな

った事例を示す。二つには、行動を原則にもとづかせようとすることに伴う「道義为義的な色彩」

である（二八頁）。高坂は、ケナンの言葉を借り、アメリカ外交の基本的特徴とは、 

国家的利益というやっかいなものを相手にし、また国際社会の安定をできるだけ阻害しない

ような解決を求めるために、……国家の合法的行動が確定されるような司法的性質をもった

ある種の形式的基準を求めること（二八頁） 

であると説明している。 

第四の特徴は、「調和の理論」（二九頁）である。共産为義が、現状を暗いものとみなし、革命
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によって事態を根本的に変化するまでを闘争の時代とみなすのに対し、アメリカ人のこの理論は、

現状を根本的変革する必要を認めず、それに改良、進歩を加えればすばらしい世界になると考え

ることを特徴とする。第二次世界大戦後も、ソ連は、「対立の存在」を前提としていたのに対し、

アメリカは、進歩をさまたげる邪悪な勢力を除去し、愚かさゆえに進歩のできない人々を教育し

ていけば、それでよく、邪悪な勢力が打倒された第二次世界大戦後は、対立のない平和な世界に

なると考えていた。 

高坂は、このような楽観为義の背景には、アメリカが、建国後、国際関係に関してほとんど脅

威を持たずに国内の経済発展に集中でき、またロシアとは異なり、工業化にも恵まれたという歴

史にあったと説明する。高坂は、アメリカが極度の分業を特徴とする「科学的管理法」によって、

終戦時には、イギリスやソ連の四倍もの粗鋼生産能力を有していたと説明している。 

 

  第４節 アメリカ・ソ連による世界の二分化 

 

 『現代の国際政治』「第二章 二分化された世界」は、「第二次世界大戦は、アメリカとソ連と

いう二つの普遍为義の対峙する状況を生みだしておわりを告げた」という文章から起筆され、第

二次世界大戦後のアメリカが、ソ連と対立していく過程が説明される（三四～一〇六頁）。 

 高坂は、戦後処理について米ソが異なる考えを有していたことに注目する。ソ連がヨーロッパ

における領土問題について、真剣に考慮していたのにたいし、アメリカの政策決定者たちは、多

くの問題について「即興的」な決定を下さざるをえず、また、戦争中は、領土的問題を考えず、

それを平和会議の交渉にゆだねようとしていたというのである（四〇頁）。高坂は、ソ連がポーラ

ンドやバルト海沿岸を併合したのに対し、「アメリカが領土的問題を戦争遂行中は考えなかったこ

とは、あきらかに現実ではなかった」（四一頁）と論じている。 

 しかし、高坂は、アメリカが、他の問題の方を重要であると考えていたという（四二頁）。 

第一には、国際機構によって平和を維持するという、全般的安全保障である。 

第二には、自由貿易体制の建設である。高坂は、この目標について、世界的な市場の確保を目

指した現実的なものと評し、この建設が、「武器貸与法」に見られるような、「イギリスがアメリ

カの経済的援助を必要とするという事態を利用して」行われたと説明する。 

 第三には、実際上の「勢力圏」である。ルーズベルトが、「ある地域に軍隊と利害関係をもつ国

がそれらの地域に責任をもつことになるであろう」と述べたことを、高坂は、実際上の「勢力圏

思想に近いもの」と位置付けている。しかしアメリカの利益範囲とみなされた太平洋と極東には、

対抗勢力が存在せず、またアメリカは、一九四四年春まで、ヨーロッパではイタリアでしか戦っ

ていなかったため、ルーズベルトは、ソ連が中央ヨーロッパとバルカンを支配することを認めて

いたという。 

大戦末期には、ソ連のポーランドに対する強引な支配に懸念が持たれた。しかしアメリカは一

九四五年二月のヤルタ会談でもソ連の権益を認めた（四九頁）。高坂は、この譲歩にも、アメリカ

の「原則」による外交が反映していたと見ている。アメリカは、ソ連に対日参戦を望むとともに、

特にソ連を加えた形での国際連合の建設を目指していたからである。 
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しかし終戦後には、ソ連が、ポーランドと同様、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーでも、

警察と軍隊を握り、上からの強引な方法によって共産化するという状況が表れた。この状況は、

ソ連と西ヨーロッパとの協調による平和という期待が打ち破られたことを意味しており、アメリ

カは激しい反忚を示した。 

高坂は、東ヨーロッパ以外の地でのアメリカとソ連との対立は、すでに一九四五年のイラン撤

兵問題から開始されていたと指摘する。そして一九四七年、ソ連がギリシアとトルコに膨張为義

を示そうとした時、アメリカは、「トルーマン宣言」を発表した。そして、この宣言は、ソ連に対

抗した「封じ込め政策」を開始したもの見なされた。一九四八年の西ヨーロッパ連合やマーシャ

ル・プランなども、その具体的事例と見なされている。しかし、高坂は、「トルーマン宣言」が、

本来、ギリシアとトルコへの援助を意図して発表されたものであり、アメリカは文字通りの全面

対決を考えてはいなかったと強調する（六〇頁）。高坂は、その根拠として、マーシャルが、経済

復興計画の提案から、ソ連と東ヨーロッパ諸国を除外しなかったことをあげている（六二頁）。し

かし、高坂は、アメリカが、普遍为義という性格を有しているため、ソ連に対抗することは、共

存を目指した限定的な措置ではなく、共産为義との全面対決という原則为義的な態度をとること

に展開したと説明する。さらに、高坂は、 

この原則为義的な態度は、やがて、アメリカを世界中いたるところに介入させることによっ

て、アメリカに過ちをおかさせ、大きな迷いをもたらすことになる（六二頁）。 

と述べ、アメリカの原則为義という性格がアメリカに弊害をもたらすことになると論じている。 

四八年に、議会が正常に機能していたチェコスロバキアでソ連がクーデターを起こして、共産

为義政権を樹立したことや、最大の焦点であったドイツの戦後処理をめぐって政策が対立したこ

とは、米ソの対立をさらに激化させることになった（六四頁）。 

米ソの対立はアジアでも表われた。一九四八年、東单アジアでは、コミンフォルムの影響と思

われる共産为義者によるゲリラ戦がはじまった（七二頁）。ソ連が中華人民共和国と、ベトナムに

おけるホー・チ・ミン政府を承認する動きもあらわれた。しかし高坂は、 

なんといってもアジアの国際政治をもっとも大きく動かしたのは朝鮮戦争であった。アメリ

カはそれによって、アジアの国際政治にふかく介入し、精力をさくことになった（七三頁）。 

と述べて、朝鮮戦争によってアジアにおけるアメリカの影響力が増大したことを強調している。

この朝鮮戦争の原因について、高坂は、「先に韓国側が挑発したという説も一時出されたが、……

あきらかに北朝鮮は十分な準備をもって韓国の「解放」をおこなおうとしたのであった」と説明

し、原因が北朝鮮にあったことを強調している。さらに高坂は、ソ連が、北朝鮮を支援した理由

について、スターリンが、アメリカは、朝鮮半島に介入しないと考えていたからであると説明す

る。その根拠は、一九五〇年一月に、アメリカのアチソン国務長官が、アメリカの防衛線につい

て「アリューシャンから日本本土、沖縄をへて、フィリピンにいたる線」と述べたことや、米韓

軍事協定にも関わらず、アメリカが韓国に対する援助に不熱心だったことである。 

また高坂は、ウラムに依拠し、スターリンが、韓国「解放」後のアメリカの選択として二つの

ことを想定していたと説明する。第一には、アメリカが日本から撤兵することである。これによ

って、スターリンは、日本が共産化し、その上で、ソ連が、共産日本と、共産中国との間で優越
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的地位を維持することを目指したという。第二には、アメリカが日本周辺への介入を強化するこ

とである。ソ連は、これによって、アメリカが、西ヨーロッパに対する介入を減尐させ、また中

国がソ連への依存度を増すことを期待した。そして実際に、この結果がもたらされることになっ

たのである。しかしアメリカが、韓国救助のために介入したことは、スターリンの根本的な予測

に反するものであったと、高坂は説明している。 

高坂は、もしも米軍が、そのときに、インドが忠告したように、三十八年度線で停止していた

ら、スターリンの政策は完全な失敗におわっていたと推測する。だが高坂は、「しかし、アメリカ

は、いったん戦争がはじまれば「侵略者」を完全に撃滅しなければならないという戦争観の持ち

为であった」と説明する。だが、このことは中国の介入を招くことになった。米軍司令官マッカ

ーサーは中国との全面戦争を考えたが、全面戦争の危険はあまりにも大きく、また、ヨーロッパ

諸国がアメリカに必死にはたらきかけたこともあり、トルーマンはマッカーサーを解任した。 

高坂は、朝鮮戦争の結果について、「朝鮮戦争のもっとも重要な帰結は、あきらかにアメリカを

アジアにふかく介入させたことであった」（七八頁）と述べ、これ以降の、アジアにおけるアメリ

カの影響の拡大を指摘する。高坂は、アメリカが、この直前には、中華人民共和国との関係の調

整を考えていたと説明する。しかし朝鮮戦争によって、アメリカは、台湾支持へと変化し、また

中華人民共和国に対しても、不承認政策をとって、中国との対立を開始することになった。また

アメリカは、日本との講和を早め、日本の再軍備が開始されることになった。さらに高坂は、「こ

の朝鮮戦争はアメリカの政策を反共産为義の頂点にまで極端化させることになった」（七九頁）と

説明している。 

長引く朝鮮戦争を終結させる糸口となったのは、米ソ両国の指導者の交代であった。アメリカ

では、一九五二年十一月、戦争の終結をかかげたアイゼンハワーが当選し、休戦の実現のために

努力した。また一九五三年三月にスターリンが死去したことも影響し、同年七月二十七日に休戦

協定が署名された。 

スターリンの死後、ソ連の政策は全面的に変化した。ソ連は、朝鮮戦争によって飛躍的に強化

されたアメリカの軍事勢力に対処せねばならなくなった。また高坂は、ソ連が、アメリカの支持

によるドイツの強化を、アメリカの原爆独占よりも恐れていたと説明し、西ドイツの再軍備阻止

に努力の重点を置いたという（八一頁）。ソ連首相マレンコフは、ドイツとの平和条約提携を真剣

に提案した。しかしアイゼンハワーや西ドイツ首相アデナウアーは、ソ連のポーランド政策の悪

例を理由に、これを拒否した。そして、一九五四年、西側は、西ドイツの为権を回復し、ＮＡＴ

Ｏに組み入れた。しかし西ドイツが再軍備されたにも関わらず、ソ連は、自身の立場の弱さから

一九五五年、平和共存政策を打ち出し、ドイツ、日本、オーストリアとの戦争状態の終結をはか

った。高坂は、「一九五五年のソ連外交はまことにめざましかった」と評価し、「とくに西側との

緊張緩和をもとめる一連の政策は重要であり、西側の反忚によっては緊張緩和の可能性もあった」

と推測する（八八頁）。 

しかし高坂は、当時のアメリカについて、 

アメリカは戦争中から戦争後の苦い経験への過剰反忚によって、ソ連の変化にもかかわらず、

冷戦たけなわの時代の政策を追求しつづけたのであった。その理由は、共産为義を悪とみな
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し、ただアメリカの力のみがその膨張を阻止しうるという反共为義が一九五〇年代のはじめ

には強くアメリカの世論を支配するようになったからである。こうした世論の状態は、大戦

中のバラ色の幻想への反動であった。……彼らは新しい悪玉を共産为義に見出した（八八頁）。 

と述べ、アメリカの世論が、反共为義に支配され、これがソ連との緊張緩和を阻んだという状況

を描写する。 

高坂はまた、アメリカの社会学者リースマンに依拠し、第二次世界大戦後のアメリカは、経済

発展と精神の高揚にあふれており、そのエネルギーを「ひとつのネーションとしての合衆国」に

投入したと説明する。またアメリカの「民族的統一」は、ショービニズム（排他的愛国为義）と

いう代償を支払い、敵をつくり、その敵と対抗することによってもたらされたと説明される。 

高坂は、中国における共産为義政権の成立と朝鮮戦争が、アメリカのショービニズムを極端化

させることになったと説明する。本来、アメリカ人は、中国をアメリカと同一の理想を追求して

いる国だとみなしていた。しかし中国に異質なイデオロギーを有する敵対国が出現したことで、

アメリカの人々は、「大敗北」をきっしたと考えた。そしてこの状況のなか、国務省の対中国政策

が非難されたというのである。 

ショービニズムの典型はマッカーシズムである。高坂は、マッカーシズムを、ショービニズム

の「もっともグロテスクなあらわれ」と表現している（九一頁）。マッカーシーは一九四九年以来、

共産党員のリストを掲げ、赤狩りの先頭にたった。その結果、公職では、八〇〇八名が、審査の

対象にされた。もっとも、マッカーシーは、一九五三年末に陸軍内に共産为義がいると述べたこ

とにより陸軍の反撃を受け、翌年、マッカーシーは弾劾された。だがその後も、アメリカでは、

共産为義に甘いと見なされる言動は、避けられるようになった。アメリカでは、有能な人材が数

多く追放され、国務省の役人をはじめ、人々は、大勢に順忚した意見しか述べることができなく

なった。高坂は、「マッカーシズムこそアメリカのアジア政策を硬直化させた最大の原因というこ

とができる」と、その負の影響を指摘している。 

このような状況に引き続いて、アメリカ外交は、ダレス国務長官によって为導された。高坂は、

ダレスについて「法律家出身である彼は、その法律为義から、共産为義は法を破る悪い勢力とみ

なしていたし、その「悪」に対処する方法は力しかないと考えていた」と評している（九二頁）。

ダレスは、アメリカは、侵略に対処する能力を持つことによって、共産为義に対処しなくてはな

らないという「報復理論」や、軍事力をもちいる姿勢によって紛争の処理をおこなう「瀬戸際政

策」を掲げた。 

ダレスはまた、民为党時代とは異なる外交として、従来の「封じ込め政策」から、「巻き返し政

策」への変化を掲げた。ダレスは、封じ込め政策が、「無数の人間を専制と神なき恐怖政治に追い

やり、それがまた、共産为義者によってわれわれを破壊するための武器に利用されるような結果

をもたらしている」というように、封じ込められた人々が、共産为義者によって、アメリカに対

する敵対者に仕立てられていると为張した。そしてこの为張を根拠にして、「封じ込め政策」を「消

極的で、不毛であり、かつ非道徳的である」と非難し、東ヨーロッパ諸国の人々の解放を目指し

て「巻き返し政策」を提唱したのである。さらにダレスは、この聖なる戦いに参加しない「中立

为義は非道徳である」と为張した。高坂は、ダレスのこの为張が、善と悪とを割りきるアメリカ
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人の伝統的な国際政治観に合致するとして、国内世論から強く支持されたと説明する（九三頁）。 

しかし高坂は、「ダレスは、アメリカの対外政策を硬直させるだけだった」と評している。「巻

き返し政策」や「大量報復政策」が、実行されることとは、実際には、大戦争の危険を意味した。

そのため、高坂は、一九五三年の東ドイツ反乱の際も、一九五六年のハンガリー革命の際も、ソ

連の勢力圏では、アメリカは介入できなかったと説明する。一九五四年のインドシナ戦争の際も、

ダレスは、共産为義の拡大を恐れる「ドミノ理論」によって、インドシナの共産化を妨げること

に躍起になったが、陸軍やイギリスの反対により、介入を断念した。 

高坂は、当時は、すでに「軍事力はその有効性と意義を減じていた」ことや、インドシナ戦争

が、共産为義につきるものではなく民族为義であったことを指摘し、これを理解できなかったダ

レスの認識を、「誤り」と批判している。 

 さらに高坂は、ダレスの、その他のアジア政策についても、問題点を指摘する。前政権とは異

なり、ダレスが、台湾国民政府を支持して、中華人民共和国を無視し続けたことや、一九五四年

のＳＥＡＴＯをはじめ、ダレスが、多くの反共同盟網を構築したことを、高坂は、アジアに「は

っきりとしたマイナス」をもたらしたものと批判している。一九五五年以降、ソ連が中立为義を

悪と呼ぶことをやめたのに対し、アメリカが中立为義を悪と呼び、ダレスが、同盟網の構築に尽

力していたことを、高坂は、「悲劇的」だったと述べ、ダレスについて、「彼は変動する世界政治

に有効に対処することができず、強いことばと道義为義という「心理的マジノ線」に立てこもっ

て現状をまもることにおわった」と評している（九六頁）。 

 他方で、高坂は、ダレスのすべてを誤りとはいえないという。それは、一九五七年から六二年

までの、フルシチョフの政策は、アメリカとの関係改善を望むものでありながらも、五七年には

大陸間弾道弾打ち上げに成功し、スプートニックを軌道に乗せていたからである。これを受けて、

アメリカは、ロケット開発の立ち遅れに衝撃を受け、科学教育と研究の体制を根本的に検討しな

おし、大型ミサイルの開発をすすめることになった。 

 さらに米ソには東西ドイツ問題が存在した。一九五八年、フルシチョフは西ベルリンの交通路

管理権を東ドイツに移管すると宣言し、その後の西ベルリンへの侵入は、全面戦争につながると

述べた。しかしその提案は、後述のような、アメリカからの自立を目指したフランスのドゴール

にすら、拒否された。一九六〇年、アメリカのＵ２型機がソ連上空で撃墜されたことは、ベルリ

ン問題の解決が不可能であることを示した。 

 ケネディ政権が誕生した後も、フルシチョフは、ドイツ問題を取り上げたが、話は並行線をた

どった。高坂は、この問題には米ソの軍事力の問題ではなく、西側の一致団結の意思が反映して

いたと説明している。その結果、フルシチョフは、一九六一年八月、「ベルリンの壁」を構築して、

人口流出を止めるに至った（一〇二～一〇三頁）。 

 ベルリンの壁の構築が見逃されたことから、フルシチョフは、「力の政策の有効性」を信じた。

一九六二年、フルシチョフは、キューバにおける中距離弾道弾の基地建設に取りかかった。高坂

は、ケネディのキューバ危機の処置を、「冷静さを失わずに断固たる態度をとった」ものと評価す

る（一〇四頁）。ケネディは、海上封鎖によって、フルシチョフに名誉ある退却の可能性を残した。

またフルシチョフも、平和の名において、そしてアメリカがキューバ侵攻をしないということを
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条件に、ミサイル撤去に同意した。ケネディは、フルシチョフの後退によって得た政治的有利な

立場を利用して、六三年にホット・ラインを設置し、部分的核実験停止条約を締結した。 

高坂は、この時期に見られる米ソ間の戦略的均衡と平和共存状態には、アメリカの戦略理論が

反映していたと解説する。その戦略理論とは「軍備の使用が相互の損失になることが確実な体制

をつくる以外に、戦争の危険をなくす現実的な方法はないという考え方」である（一〇四～一〇

五頁）。この理論を実現するためには、核ミサイルを地下や海中におき、相手側の先制攻撃によっ

て破壊されないようにするという、兵器の「非脆弱性」が必要とされた。この非脆弱性によって

先制攻撃の有利がなくなるから、予防戦争の可能性もなくなることになる。また予防戦争を恐れ

るために起こる誤算による戦争や偶発戦争の危険もなくなることになる。このような考えによっ

て、米ソ両国のあいだの戦略的均衡は安定し、どちらが先に攻撃しても、相互の大量破壊が確実

であるという「相互確証破壊」という状況が高まった。そしてこのことが、どちらにも攻撃する

ことを不可能にさせたのだという。高坂は、この理論について、 

もちろん、そこにはかげりがあったけれども、ともかく米ソ間の戦争の危険は、戦略的均衡

の見地から、遠のいた。そして米ソ両国がそのすこし前に、現状は変え得ないこと、したが

って、それを変えようとして対立し、緊張を増すことが愚かであることを認識していたこと

をあわせ考えると、戦略的均衡の確認は平和共存の確認でもあった。 

と論じている（一〇六頁）。 

 

  第５節 「多極化」のなかのアメリカ 

 

『現代の国際政治』の第三章の章題は、「自立性への試み」である。この章で高坂は、一九五〇

年代後半からの国際社会は、前章で焦点を当てた米ソ関係だけでは理解できない状況が表れたと

いうことから起筆する。それは「多極化」と呼ばれる現象である。節としては、「１ 中ソ対立」、

「２ 復権を志すヨーロッパ」、「３ 世界政治におけるアジア・アフリカ諸国」という三節が設

けられ、米ソ関係以外の視点から見たアメリカ観が記されている（一〇七～一九〇頁）。 

 「１ 中ソ対立」において高坂は、中ソの対アメリカ観の相違について言及している。中国は、

朝鮮戦争後、一九五三年から五七年まで、ソ連に先立ち、「平和共存政策」をとっていた（一〇八

頁）。周恩来は、台湾問題を一時、保留し、米中関係の改善をのぞんでいた。これは米ソ対立を前

提としたものであった。しかしマッカーシズムやダレスの指導下にあったアメリカは、アジア政

策を変えなかった（一一八頁）。そのため中国は、一九五七年のソ連のＩＣＢＭとスプートニック

の成功以降、ソ連の指導権の発揮のもと、共産圏がアメリカと対抗することを望むようになった

（一一九頁）。 

中国とは、逆に、スターリンの死去後のソ連は、国民の生活改善のために緊張緩和が必要であ

るのと同時に、核抑止力もそなえたため、平和共存政策をかかげ、アメリカとの関係改善を望む

ようになった。これに対して中国は、一九五八年、長崎での国旗侮辱事件によって日本との経済

関係を断ち、また台湾の金門、馬祖両島に砲撃を行い、その強硬策によって、アメリカの中国不

承認政策を打ち破ろうとした。しかしソ連は、中国の強硬策に圧力をかけ、一九五九年には、フ
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ルシチョフが、アメリカに行き、アイゼンハワー大統領と会談し、平和共存の努力を進めた。チ

ベット問題が原因で、インドと中国の両軍が衝突した際にも、中国を支持しなかった。アメリカ

がフランスの核開発を懸念した際に、ソ連が中国の核開発を懸念したことでも、米ソの思惑が一

致していた（一二六～一三一頁）。一九六〇年以降、中国とソ連との対立は明らかであり、一九六

三年に、アメリカとソ連が部分的核実権停止条約を締結したことも、中国からは、中国の核武装

阻止を目的としたものとして非難された、 

「２ 復権を志すヨーロッパ」では、西ヨーロッパの統合問題に関連し、ヨーロッパにおける

アメリカ認識の多様性が言及される。高坂は、統合を目指すヨーロッパの人々が、世界における

ヨーロッパの位置付けを考えることとは、「具体的には、アメリカとヨーロッパの関係をどうする

かという問題であった」と説明する（一四三頁）。高坂は、国際政治学者スタンリー・ホフマンに

依拠して、ヨーロッパのアメリカに対する考え方は二種に分裂していたと説明する。一つには、

「アメリカの覇権をヨーロッパの生活の永続的な事実として承認し、……ヨーロッパ統合をアメ

リカの保護をつづけてうけ、アメリカの使命に貢献するもっとも有効な方法」とみなす「あきら

め派」である。第二には、「ヨーロッパ統合をアメリカの優越に挑戦するもっとも有効な方法」と

みなす「抵抗派」である（一四三頁）。  

後者の典型は、ドゴールを中心とするフランスであった。フランスは、アメリカの核の傘に依

存しながらも、イギリスが核保有によって大きな発言権を持っているのに対し、自国は持たない

ということに焦燥し、一九五四年から、原子力エネルギーの研究を開始していた。また一九五六

年のスエズ危機で、フランスがイギリスとともに介入した際に、アメリカが、英仏を非難したこ

とは、フランスが、アメリカに依存し得ない場合があることを示した。さらにソ連が、一九五七

年に、ＩＣＢＭとスプートニック開発に成功して、ソ連からアメリカへの直接攻撃を可能にした

際には、アメリカが、自国が攻撃される犠牲を覚悟してまで、ヨーロッパを守るだろうかという

ことが懸念された。その結果、一九五八年、フランスでは、ガイヤール首相の为導のもと、核武

装のコンセンサスが成立した。そしてこの状況は、五九年に大統領に就任したドゴールに継承さ

れたのである。高坂はドゴールが、第二次世界大戦期の英米に関する苦い記憶を有していたこと

を説明する。大戦中、イギリスはフランスの危機に際し増派しなかった。ルーズベルトとドゴー

ルとの関係はさらに悪く、高坂は、「ドゴールはルーズベルトがフランスの立場をしばしば無視し、

傷つけるのを耐えしのばなくてはならなかった」と論じている（一三五頁）。 

 もちろんドゴールは、フランスの工業力が米ソよりも务っていることを自覚していたため、自

由为義国家の協力は否定しなかった。しかしドゴールは、フランスに高い誇りを持ち、大戦中の

苦い経験に基いて、政治的決定権や自身の防衛をもたない国は意義を失うと考えていた。そのた

めドゴールは、アメリカによる同盟国の「統合」ではなく、同盟国間の「調整」を説いた。高坂

は、ドゴールが「統合されると、その国にはもはや責任がないので、防衛に関心を失う。そして

同盟全体の戦力が撲滅される」と述べたことを踏まえ、このドゴールの視点から、アメリカの問

題点を指摘する。「アメリカのように同盟諸国の行動を一本化しようとするのはまちがっている。

……とくにアメリカは卖純にもアメリカ流のやり方を適用すれば、すべて問題が解決されると考

えるところがあるから、その指導のもとの統合はいっそう具合が悪い。そうでなく、各国がそれ
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ぞれかなり自立的な行動をとりながら、その相互の調整をはかり、全体としてまとめていく以外

に方法がない」と、ドゴールが考えていたと説明するのである。しかし高坂は、「国家の自立性」

と「自由为義諸国間の協力」という二つの要請の調和は「まことにむずかしい」と指摘する。 

 大統領就任当初のドゴールは、「調整」よりも発言力の強化を求めた。ドゴールは、一九五八年、

米英仏による協議体の構築と、世界的な安全保障問題の協議を提案して、フランスの発言力の確

保しようとした。そしてアメリカがこれを拒否すると、フランスは地中海艦隊をＮＡＴＯの指揮

下から引きあげた。さらにこれを受け、アメリカがフランスへの核情報提供を打ち切ると、ドゴ

ールはアメリカ軍がフランス国内に核兵器を維持することを拒否し、その結果、アメリカの戦略

爆撃隊はイギリスに移動した。ただしドゴールは、一九六一年のベルリン危機に際しては、アメ

リカの戦略爆撃隊の基地使用を許可した。ドゴールは、望ましいときには、ＮＡＴＯとの協力を

辞さなかったのであった。 

一九六三年以降、ドゴールは、「統合」に反対する立場をさらに強力に打ち出し、フランス独自

の外交政策を展開した。一九六三年、ドゴールは、英米が提案した多角的戦略部隊の構想を拒否

し、またアメリカの優越によるヨーロッパ統合を恐れ、ヨーロッパ共同体へのイギリス加入を拒

否した。一九六四年には、中国との国交を樹立した。そして、一九六六年には、ＮＡＴＯの軍事

機構から脱退し、ヨーロッパの米ソ両国からの独立を打ち出した。高坂は、ドゴールの当時の心

境について、「彼はアメリカの態度に失望し、アメリカとのあいだに望ましい協力関係を打ちたて

ることに絶望したのかもしれない」と推測している（一三九頁）。 

 ドゴールに対し、「あきらめ派」に近い人物として、高坂が注目したのが、西ドイツのアデナウ

アーである。ドイツは、敗戦によって国力が低下しており、また他国から警戒されていたため、

国際政治における行動の自由が限られていた。さらにドイツは、東西に分断されており、国境は、

共産为義圏と接していた。高坂は、これらの事実を根拠に、「第二次世界大戦後のドイツにとって、

アメリカの優越を認め、それに依存するのがもっとも賢明な方法であった」と論じている（一四

三頁）。アデナウアーは、アメリカとのつながりを強めることに尽力し、一九五〇年代に、ソ連が

ドイツの統一を提言した際には、これを拒否して、むしろ西ヨーロッパの統合を目指した。高坂

は、「アデナウアーは強い信念をもつ自由为義者として西側、とくにアメリカとの協調を信じた点

で吉田茂と共通している」というように、自身が高く評価した吉田茂との共通性を指摘している

（一四五頁）。 

 しかし西ドイツにも抵抗派は存在した。社会民为党の指導者シューマッハ―は、西側との密接

な協力は従属につながるとして、アデナウアーを、ナチス占領期のフランス首相ペタンに準えて

批判したという。しかしやはり抵抗派が強かったのは、レジスタンスを通じてナショナリズムを

復活させたフランスであった。高坂は、「中立为義」に注目して、この本来の意味について解説し

ている。すなわち、「中立为義」は、アジア・アフリカ諸国の政策を示すものとみなされているが、

高坂は、この語の発祥が、一九四〇年代末のフランスであり、「緊張の緩和によって戦争をさけた

いという気持のあらわれであると同時に、アメリカと協力し、結局アメリカにたいして従属的な

立場にたつようになることを警戒し、第三の道を探究したいという気持の表現であった」と説明

している。このように高坂は、「中立为義」の語の発祥が、ヨーロッパの人々のアメリカ認識に起
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因するというのである。一九四九年に、北大西洋条約が審議された際、フランスは弱い存在であ

ったため、さほどの困難もなく、この条約は議会を通過した。しかし賛成した人々のなかにも、

中立为義への共感は存在したという。 

 高坂はまた、一九六〇年代のヨーロッパ経済におけるアメリカの影響力の増大について言及し

ている。この時期に、経済力を回復させていたヨーロッパは、アメリカとの経済関係においても、

その独自性を为張せざるを得なくなっていたという（一四九頁）。高坂は、この理由として、ヨー

ロッパでは、六二年までに、ほぼすべての通貨の交換が可能になっており、アメリカ資本が大量

にヨーロッパに進出していたからだと説明している。ヨーロッパの人々も、自由貿易経済の原則

は重視していたが、巨大な資本力を有するアメリカとの競争がはげしくなり、また基幹産業が外

国の資本に支配されると、ヨーロッパとアメリカとの摩擦は深刻なものとなる。しかしその解決

は、容易ではなかった。例えば、六二年、ドゴールは、外国資本を制限したが、フランスから締

め出されたアメリカ資本は、ドイツ、オランダなど、他のヨーロッパ諸国に進出し、フランス経

済を圧迫したため、フランスは、六六年、アメリカ資本を選択的に認めざるを得なくなった。ド

ゴールの失敗は、六八年の五月危機で如実に表れた。 

とはいえ高坂は、六八年は、西ドイツに典型的に見られた、西ヨーロッパとアメリカとの協力

の限界を示した年でもあったと述べている。チェコスロバキア自由化に対するソ連の介入は、東

ヨーロッパ圏の結束を示すものであり、このことは、アメリカと西ヨーロッパとの協力が、東ヨ

ーロッパの結束を切り崩し得ないことを示すことになった。高坂は、このことを根拠にして、西

ドイツが、独自に緊張緩和を問い直さざるを得なくなったと述べる。 

「３ 世界政治におけるアジア・アフリカ諸国」では、アジア・アフリカとアメリカとの関連

が言及され、特に、ベトナムの民族为義が、ドゴールの挑戦以上に、アメリカの普遍为義を挫折

させたことが述べられる。 

 第二次世界大戦後には、アジア・アフリカの数多くの諸民族が独立を達成したが、この独立に

は、アメリカとソ連が植民地为義に反対したことが強く反映していると指摘する。また独立した

国々は、中立为義を为張し、さらに冷戦にも影響したと説明される。その一例は、インドである。

インドは、朝鮮戦争に際し、国連軍に部隊を派遣せず、医療部隊だけを送り、アメリカと中ソと

の仲介機能を果たした。高坂は、「こうした仲介機能は、当時アメリカと中ソ両国のあいだの連絡

がなかったゆえに、貴重なものであった」と評価している（一七〇頁）。 

しかしキューバ危機を経て米ソ両国に平和共存状態が成立すると、アジア・アフリカ諸国は、

「国家形成と経済発展という地味で困難な仕事」と取り組まなくてはならないようになった。 

このような状況のなか、アメリカは、「低開発諸国」の工業化に関心を持つようになる。高坂は、

ケネディ政権とジョンソン政権に参画した経済学者ウォルト・ロストウが、「低開発諸国は、古い

伝統的社会から近代工業社会へと移行する革命過程」にあり、その過程では「人間は古い身につ

いた生活の仕方への愛着と、近代的生活様式の魅力とのあいだに引き裂かれる」と考えていたこ

とを説明する（一七七頁）。そして、アメリカは、共産为義者たちがゲリラ戦を行っているのは、

そのような国々であるとみなしていた。ケネディは、そのような国々が工業化できるための安全

保障を目指して、ゲリラ戦に対処する「特殊部隊」を大幅に増強したという。 
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具体的には、アメリカは、一九六〇年以降、ベトナムへの介入を深めていった。高坂は、ベト

ナムの悲劇は、一九五四年七月にダレス国務長官が「インドシナの喪失は、東单アジア諸国がド

ミノのように崩壊するという結束をまねく」というドミノ理論をもとに、その共産化を阻止する

ことを政策として打ち出したときにはじまったと指摘する（一八四頁）。高坂は、アイゼンハワー

を「消極的だが健全な人柄」と評し、このときのアメリカは、イギリスの反対とアイゼンハワー

の判断によって、直接的にはインドシナ戦争に介入しなかったと説明する。しかしアメリカは、

单ベトナムのゴ・ジン・ジェムをたすけてその共産化を阻止する政策を開始していた。高坂は、

六〇年代のベトナムへの介入について、「失敗」と断言し（一八四頁）、ベトナム介入の問題点と

して、①すぐに世界の人々から非難され、世界政治におけるアメリカの道義的立場が著しく弱ま

ったこと、②その介入自体が成功せず、五〇万の大兵をベトナムに投入しながら、泤沼にはまり

こんだことを指摘する。さらに高坂は、一九六五年に北爆を開始したジョンソン大統領が、六八

年に北爆を限定縮小したことについてすら、「英断」と評価している。高坂はまた、一九六九年の

論文「自立への欲求と孤立化の危険」で、「日本がベトナム戦争に積極的には協力せず、それを世

論が激しく批判することは、一部のアメリカ人を怒らせたけれども、尐なくない数のアメリカ人

の同意を得た」と述べ５９、日本人のベトナム戦争批判が、アメリカ人にも賛同されたことを述べ

ている。そしてアメリカは、「いっさいの体面をすてて引きあげ」なければならなくなるのである

（一八九頁）。 

高坂は、ベトナム戦争におけるアメリカの失敗の根本的原因として、「アメリカがベトナムの共

産为義者の勝利を共産为義の膨張とみなし、それが基本的には民族の独立をもとめる運動である

ことを認識できなかったところにあった」と説明する（一八四頁）。高坂は、ベトミンが、フラン

スと七年間、戦い抜くことによって、ベトナムにおける、正当性と大衆的基盤を獲得していたこ

とについて詳説する（一八五頁）。そして、高坂は、国際政治の研究者モジンゴが、一九六〇年末

に、「アジアにおいてアメリカに失望をあたえてきたのは北京政府の外交政策やイデオロギーでは

なくて、ナショナリズムの発展である。アジア諸国においてナショナリズムをそだて、その性格

を形成する基本的で土着の力を根本的に変える力は、北京にもワシントンにもない」と述べたこ

とを紹介し、アメリカは、「たかい月謝をはらって、その教訓を学んだ」と述べる。 

さらに高坂は、「人々は彼らをあまりにも愚かであったと思うかもしれない。しかし、歴史には、

そのようなことは尐なくないのである。しかも、愚かな行為がおわったあと、それまで愚かさが

おしかくしていた、より困難な問題があらわれてくることも歴史において、まれではない」と述

べ、アジア・アフリカ諸国が、国家を形成し、経済を発展させる過程において、さらなる難問に

直面することを指摘する（一九〇頁）。 

 

  第６節 デタントとアメリカ 

 

高坂は、「第四章 分水嶺の年―一九七一年―」の起筆に際し、「一九六〇年代のなかばの数年

間を、不毛の外交政策によって空費した中国とアメリカが、その政策を修正しはじめたのは一九

六九年ごろからであった」と述べ、一九六九年以降のアメリカの変化について焦点をあてる（一
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九一～二一九頁）。 

この年について、高坂は、中国が、文化大革命を収拾しようとしていた一方で、中ソ関係をは

げしく悪化させ、戦争の危険さえはらんでいたため、アメリカを対象とした外交を変化させるこ

とになったと説明している（一九六頁）。またアメリカの変化の指標とされるのが、この年に就任

したニクソンの大統領が、その直後に発表した「グアム・ドクトリン」である。これは、「アジア

諸国の安全について「自助」の原則を強調するとともに、それまでのアメリカの介入はまもる」

というものである。高坂は、この内容が、曖昧であることを指摘し、このドクトリンについて、

「アメリカの援助をうける国の意思が確実であり、アメリカの援助が有効なものであるかどうか

を確かめてから援助をあたえるというかたちで、その気持をひとつの原則にまとめた」ものと説

明し直している。この変化は、アメリカの国内の意見が変化したことを結集したものであった。

一般大衆は、ベトナムでの失敗にふかい幻滅感をいだき、世界各地の世界的問題に関わりあうこ

とを無益と考えるようになり、また政府は増加しつつある国内問題の解決に力を入れるべきだと

いう「孤立为義」的な気持ちを持つようになった。また外交問題に関する有識者も、「孤立为義」

が、不可能であることを知りながらも、巨大な力を持っているアメリカでも、軍事力の効果が限

られていることを痛感し、介入を適正なものに縮小すべきだと考えるようになったという。その

具体策は、中国を脅威と見ることをやめるようになったことである。アメリカの反中感情は、第

二次世界大戦中に援助した中国が敵対国になったという幻滅感によるものであった。しかし、そ

の感情も変化するにいたった。高坂は、六六年に、フルブライト上院議員が、議会の公聴会に専

門家を招いて、中国に関する意見を求めたことがその変化の端緒であったと指摘する（一九九頁）。 

一九六〇年代末には、ソ連との関係も再検討された。ソ連が軍事力の強化に成功し、またフル

シチョフが場所を選ばず勢力拡大を目指して失敗したのに対し、ブレジネフやコスイギンは、ア

ラブ、インド、東单アジア、日本、西ヨーロッパとの関係を改善していたからである。アメリカ

は、中国やソ連と卖独で対峙することを不可能と考え、中ソ対立に目をつけて、両国を牽制した。

かかる中ソの牽制について、高坂は、「アメリカの力だけでそうするのではなく、国際政治のなか

の諸国の複雑な関係を利用することを考えるという、ヨーロッパ外交に伝統的な智恵をアメリカ

はようやく学んだ」と述べ、アメリカが、「勢力均衡」の重要性を学ぶようになったことを評価す

る（二〇〇～二〇一頁）。 

一九七一年一月にニクソンが中国訪問を発表し、一九七二年二月に訪中して、両国間のコミュ

ニケーションを打ちたてたことは、以上のような米中両国の変化の必然的帰結であったと高坂は

述べる。これに関連し一九七一年十一月、国連総会は、中華人民共和国を、中国の正統政府と認

めた。 

高坂は、「米中接近」について、「アメリカと中国が協力して、ソ連に対抗するようになったと

みなすことは明らかに正しくない」と強調する。その根拠として、高坂は、ニクソン大統領が訪

中直後、ソ連と戦略兵器制限交渉をまとめ、全ヨーロッパ安全保障会議の開催にも同意し、ヨー

ロッパでの緊張緩和をすすめたことあげている。この三極のあいだの平和共存状態は三極構造と

よばれた。この三極構造を踏まえ、高坂は、一九七一年を、外交教書が記したような「分水嶺の

年」であったと位置づけている（二〇二頁）。 



52 

 

高坂が、デタントの第一の柱として指摘するのは、米ソ両国が、核戦争の回避を共通の利益と

確認したことである。高坂は、すでに一九四六年に、戦略理論家バーナード・ブロディが、核時

代の軍事力の機能が「抑止」であると指摘していたことを紹介して、その時期から、核兵器は、

巨大な破壊力故に「使いえない兵器」という認識があったことを指摘する。また核兵器が存在す

る状況では、どちらかが先に攻撃しても、生き残った核兵器による反撃で、十分大きな損害を受

けるため、先制攻撃は考えられず、そのため、戦略的均衡は安定するという、相互確証破壊戦略

が認められるようになった。 

しかし技術が変化すると、相互確証破壊が安定しているかが疑われることになる。対弾道弾防

衛ミサイル（ＡＢＭ）の開発と、大陸間弾道弾の弾着度が正確になったことは、この点を浮かび

あがらせた。 

この問題に関して、ニクソンとブレジネフは、一九七二年、ＡＢＭ条約で、ＡＢＭを無意味化

するほどの制限を行った。また戦略兵器制限交渉を継続し、これは、両国の兵器調達の危機のた

びに、互いに両国が忠告し合うという効果を持った。さらにホット・ラインも改善され、偶発戦

争防止協定も結ばれた。 

デタントの第二の特徴は、「現状の承認」であった。高坂が、アメリカに関わる現状維持の典型

としてあげるのは、米中による台湾問題の「棚上げ」である。アメリカは、台湾にたいするコミ

ットメントを捨てなかったため、中華人民共和国とのあいだに正式な外交関係を樹立することが

なく、台湾問題の解決は、将来に委ねられた。高坂はまた、この事例の一つとして、日米安保が

中国から非難されなくなったことにも注目する。そのことは、一九七二年九月の田中角栄首相訪

中と日中外交関係の樹立に見られる。高坂は、この日中関係の正常化について、「中国にたいして

不幸にも侵略戦争をおこなった日本としては、中国との関係を異常な状態においておくことはも

はやできなかった」と説明した上で、日本が、日中関係の正常化に際して、国民政府との外交関

係を断絶したが、台湾との事実上の関係は残ったことを述べる。さらに高坂は、「より重要なこと」

として、「この交渉に際して中国はそれまで日米安全保障条約へのはげしい非難をとりやめた」と

指摘する。そしてこの点について、「中国がアジアの米軍をあまり脅威視しなくなり、その撤退を

もとめなくなったことを示唆していた」と説明している。高坂はまた、朝鮮半島やヨーロッパで

も現状維持が承認されたことについて言及している。 

 

 第７節 相互依存によるアメリカの苦悩 

 

高坂は、ニクソンとキッシンジャーのコミットメントの整理が、その経済事情に基づくもので

あったと説明する。そして、その具体例として、一九七一年、二〇世紀の初め以来黒字を続けて

来たアメリカの貿易収支が初めて赤字に転じたことを指摘する（二〇九頁）。 

アメリカは、マーシャル・プランをはじめ、一九四七年から五八年までは、世界各地に駐屯す

るための出費と軍事援助を通じてドルを供給してきた。それは世界経済の循環を円滑にするため

に望ましいと考えてきたからであるとともに、貿易収支の黒字が存在したためでもあった。高坂

は、アメリカの指導者たちが、その黒字の意義についてよく認識していたという。一九五〇年末
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に、貿易収支の黒字幅が減って経常収支が赤字になったときに、アメリカがケネディ・ラウンド

によって、世界の貿易をさらに自由化して、その輸出を伸ばすための措置をとったことはその認

識を示すものであった。そしてそれは数年の間、大きな成功を示した。一九五九年には十一億ド

ルにまで減尐していたアメリカの貿易収支の黒字は、一九六四年には六十八億ドルへと増加して

いた。しかし一九六五年を境にアメリカの貿易収支の黒字幅は減尐し、六〇年代末には、六億ド

ルという、ほぼゼロにまで落ちたとう。高坂は、この経過について、「ベトナム戦争の悪影響の大

きさをあらためて感じずにはいられない」と指摘している（二一〇頁）。しかし高坂は、六〇年代

の経済の悪化について述べた際に、本章の第２節で紹介したように、アメリカの相対的低下が、

マーシャル・プランの実現など、アメリカの成功の帰結であると強調して、口を極めてアメリカ

を讃えている。 

そのうえで、高坂は、アメリカ为導の国際経済制度の停滞の原因には、ベトナム戦争によるイ

ンフレ以外に、「西欧諸国や日本の抬頭による経済力分布の変化と経済的相互依存の予想以上の深

化」があったという（二一五頁）。 

日欧の抬頭とアメリカの低下に関する経済対策としては、すでに一九六〇年代に、ＩＭＦや、

十ヵ国蔵相会議によって、アメリカ为導とは異なる、集団的な国際経済運営の努力が開始されて

いた。しかし特に高坂が、日欧の抬頭以上に深刻なものとみなすのは、後者の相互依存である。

「相互依存」の基本的問題は、一国の経済が他国の経済によって影響されることである。 

相互依存の問題の一つは、通貨の移動速度の異常に早まったことである。欧米の銀行の他国へ

の出店や、多国籍企業の広がりによって、ヘッジングや投機のための通貨流通が劇的に増えるこ

とになった。そしてこれによって国際通貨市場が不安定になり、固定為替制度の維持も困難にな

ったのである。この問題は、国際的なマネージメントが必要なものであるが、各国の事情の違い

により、協調が困難なものである。 

相互依存の第二の問題は、非関税障壁である。政府の政策や規制などを具体的要素とする非関

税障壁は、関税が引き下げられ、貿易が自由になったことに伴って、その問題が認識されるよう

になった。この非関税障壁は、関税障壁よりも除去が困難なものである。これは、各国の特殊な

事情や慣習に基づくものだからである。さらに高坂は、①各国が、経済を運営して福祉を重要視

するようになったことと、②政策や規制措置が、選挙民の要求を反映して作られることを根拠に

して、「貿易の流れを自由にするためにそれを変更することは容易ではない」と指摘している。 

高坂は、このような国内福祉政策と自由貿易との対立状況について、「一国内の種々の利益集団

の要求に反忚することと、自由で開放的な国際経済秩序を維持・運営する課題が矛盾することに

なったのである。より簡潔には福祉国家と国際的相互依存の間の矛盾と言ってもよい」と端的に

説明している（二一八頁）。 

高坂は、一九六〇年代が、ベトナム戦争によるアメリカ政府のリーダーシップの低下と、「相互

依存」という新しい問題の出現が重なった時代であったと述べ、これによって、アメリカ政府が

一九六八年から、国際金融体制を維持・運営するためのリーダーシップを発揮できなくなったと

説明する。 

高坂は、この時期のアメリカの経済問題として、①ドルを流出させながらベトナム戦争の出費
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を捻出し、かつ景気政策を行ったこと、②大統領の威信の低下によって、一九七〇代半ばまで、

大統領が関税引き下げ交渉などの貿易交渉権を議会から承認されなかったこと、③ベトナム戦争

や中ソ交渉の忙殺のため、ドル流出対策を取らなかったことなどを指摘する。 

一九七一年七月十五日、ニクソンは、ドル交換性を停止するなど、一連の経済政策を発表した。

高坂は、この経済政策について、従来の国際経済制度に終止符を打ち、アメリカの国益をまず守

るという態度で、国際的相互依存体制の運営を考え直すことを宣言したものと説明する。これに

よって、アメリカが卖独で国際的相互依存体制を支える時代は終わったと位置づけられるのであ

る（二一九頁）。 

 

第８節 新冷戦期のアメリカ観  

 

高坂は、『現代の国際政治』の一九八九年の改訂に際して、「リフレイン」と題した終章を付し、

一九七〇年代から冷戦終結までの国際政治について变述している（二二〇～二四七頁）。その際、

「冷戦の最後の高まり」として、「一九七〇年代半ばの緊張の激化の原因を作ったのは明らかにソ

連の方であった」と明言する（二二二頁）。基本的にアメリカが軍事費を削減したのに対し、ソ連

は軍事力の増強を続けた。高坂は、ソ連の増強が、直接的には、ヨーロッパの軍事バランスを崩

し、ＮＡＴＯを不利に陥らせ、また大陸間弾道弾によるアメリカへの先制攻撃の懸念を増したと

説明する。さらにソ連は、一九七六年以降、アンゴラをはじめ、アフリカ諸国など、「伝統的な勢

力圏」を超えた地域に進出し始め、さらにはアフガニスタンに介入した。この動きに見られるソ

連の意図について、高坂は、「推測する以外にない」と述べているが、ベトナムでの敗北と、ウォ

ーターゲート事件によるアメリカ社会の混乱を一つの原因と見ている（二二五～二二六頁）。なお、

この問題に関連して、高坂が、『現代の国際政治』で、フォードとカーターについて触れていない

ことにも、実は、高坂のアメリカ観が反映しているといえる。 

高坂は七〇年代末から、八〇年初めにかけて、アメリカの弱体化に焦点を当てた論文を執筆し

ていた。そのなかの、『文藝春秋』一九七九年十二月号の論文「世界政治にとっての七〇年代」で

は、「ガバナビリティ（統治可能性）の危機」が、アメリカの状況に典型的に表われていると述べ、

その具体例として大統領の弱体化を指摘している。高坂は、 

 アメリカの状況はそれを端的に示している。過去二十年の間、憲法に定められた二期を完全

に務めた大統領は一人もいないのである。ケネディは暗殺され、ジョンソンは再選を断念せ

ざるをえなかった。ニクソンはウォーターゲート事件のため、二期目の途中で辞任したしフ

ォードはその後の期間を務めたにすぎない。そしてカーターも再選されない公算が強い。こ

うした状況は、ルーズベルトやアイゼンハワーといった長期政権が続き、停滞を恐れて大統

領の任期を二期限りと決めた尐し前の時代と、余りにも対象的である６０。 

と述べている。また『諸君』一九八〇年一月号では文字通り、「アメリカを励ます会の提唱」とい

う論文を執筆している。この論文で、高坂は、アメリカでは、カーター大統領がいうような「信

頼の危機」によって政治、経済の混乱が深刻化しており、その根本的原因は、ケネディ政権の「秀

才エリート」がベトナム戦争によって失敗した点にあると述べている６１。 
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さらに高坂は、『現代の国際政治』において、「八〇年代の冷戦の最後のたかまりは、アメリカ

にも深刻な影響を及ぼした」と明言する。そしてここで論じられるのは、レーガン政権である（二

三三頁）。 

高坂は、 

表面的には、一九八〇年代のアメリカは、レーガンが一九八〇年の大統領選挙で唱えたよう

に「再生」したと見られたこともない。レーガン大統領はその八年間の任期になにごとも成

就しなかった訳ではない（二三三頁） 

と述べ、評価が分かれるレーガン政権について、一定の意義があったという見解を示す。 

その第一は、「まずソ連に有利になりかけていた力関係を押し戻したことは認められるべきであ

ろう」と述べているように、ソ連との力の均衡を保とうとしたことである。 

さらに、高坂は、 

レーガン政権の軍備強化がまったく不要であったと論ずる人は、対立し、闘争するという人

間の罪深さにわざと目をつぶっている。人間は対抗勢力が現れなければその勢力を伸ばそう

とする。実際レーガン以前の数年間にソ連は膨張的であり、レーガン政権の二期目にそうで

はなくなったのは、ソ連が自然に、自ら変化したというわけではないのである。 

と、レーガンの軍備強化に対する批判者を、厳しく再批判し、この軍備強化がソ連の変化をもた

らしたことを力説する。 

第二には、二期目を務めたレーガンが、対立の直後にソ連との妥協に転じたことである。高坂

は、先の発言に続けて、 

また、ソ連が妥協を求めて来たとき、レーガン大統領は「悪の帝国」といったそれまでの言

葉と、その底にあるイデオロギーにとらわれずに、中距離核兵器廃棄条約を結ぶ決断した点

でも評価されるであろう。 

といい、対立の直後に、妥協を求めるソ連に、レーガンが忚じたことに注意を払う。そして、 

立ちあがって対峙することはできても、妥協を通じて緊張を緩和するのは難しいが、レーガ

ン大統領はそれを行った 

と述べ、レーガンが困難であるはずの緊張緩和を実現したとして高く評価する（二三四頁）。 

 第三には、レーガン政権が、スタグフレーションを克服し、一時の不況の後、長期にわたり経

済成長させたことである。 

第四には、レーガンの楽観为義が「くよくよする」というベトナム戦争の後遺症を克服したこ

とである。 

第五には、強硬策を実施する際に、実は慎重に行動したということである。レーガン政権は、

「マルクス・レーニン为義政権のような正当性を欠く政府を倒すためには介入が許される」とい

うドクトリンを有し、「世界大の反共十字軍」を標榜していた。しかし高坂は、アメリカの国際政

治学者タッカーに依拠し、「その実施における顕著な点は注意深さと中庸であった」と述べ、この

見解の妥当性は、①ニカラグアへの限定的介入、②レバノン出兵失敗時の迅速な撤兵、③失敗の

リスクがないリビア空襲の断固たる実行などに表れていると述べる。そしてソ連が勢力圏を広げ

すぎた結果、後退したのに対し、レーガンの行動は「示威的、象徴的」な行動として成功したと
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論じる（二三五頁）。 

しかし高坂は、上記のレーガンの意義の反対側に存在する欠陥についても指摘する。 

第一の欠陥は、経済の「再生」が、本質的なものではなく、雰囲気的なものであり、永続的な

ものではなく、一時的なものであることである（二三四頁）。 

第二の欠陥は、「示威的、象徴的」成功が、「現実を見失うという危険」である。この「示威的、

象徴的」成功に関する高坂の評価は、実は、アメリカの対テロ戦争が現実化した現在において、

高坂の研究が依然、意義を持ち得るかを考える上で、重要な指標となるものである。高坂は、『季

刊アスティオン』一九八六年夏号で、「粗野な正義観と力の時代６２」という論文を著している。

高坂は、一九九六年におけるこの論文の再録に際し、この論文について「政治・経済を論ずるに

あたって好き嫌いなどといったことは余り持ちだすべきではない。私はそう思い、そのように行

動してきた。その禁を破ったのがこの論文である」と述べ、この論文が、自身の嫌悪感を明示し

た最初の論文であると解説している。そしてこの論文で嫌悪が示されたのが、リビアに対する空

襲である。高坂は、「嫌な時代になって来た」と起筆し、それが「リビアに対するアメリカの武力

行使」であると明記する。高坂は、近代ヨーロッパではテロが消滅したことを説明した上で、「こ

こで注意すべきは、こうした忌まわしい形態の暴力が姿を消したのは、それを抹殺するために、

いずれの強国が軍事力を用いたためではないということである。それは人々の意思を尊重する政

治形態、法に従って統治し、……人々の考え方が温和になって行くことによって徐々に姿を消し

たのであった」と述べ、「アメリカの実力行使が粗野な力の哲学のあらわれである」点において、

「嫌な様相」であると断言している。 

第三の欠陥は、「示威的、象徴的」成功によって、最も、見失われていた「双子の赤字」である

（二三五頁）。巨額な財政赤字と国際収支赤字という「双子の赤字」について、高坂は、「レーガ

ン大統領の財政政策の必然的帰結」と位置付ける。その財政政策とは、ソ連への対抗を確信しな

がら、軍事費をＧＮＰ比五パーセントから七パーセント強へと増やしたことと、経済「再活性化」

を目指した所得税と法人税の削減である。さらに高坂は、「彼は彼が不必要と考える福祉関係費の

削減を考えていたかもしれない」と、レーガンが福祉関係費の削減を欲した可能性を指摘しつつ、

「福祉関係費はその性質上急激に削減できない」と論じる。 

アメリカは、毎年一千億ドルを借り入れなければならなくなり、レーガンが大統領に就任する

前は、世界一の純債権国だったアメリカは、世界一の債務国に転じた。 

高坂は、 

もっともそれが何を意味するかを判断するのは容易ではない。というのは、個人や企業の場

合にそうであるように、政府や国家が借金するのはいつも悪いとは限らないからである。他

人の力を一時借りるということは成長のひとつの方法でもある（二三六頁）。 

と弁護しつつも、アメリカの巨額の借り入れは、世界の金融システムに負担になるとともに、ア

メリカのリーダーシップを損なうものになると懸念を示し、「アメリカは「世界の銀行」ではなく

なった」と断言する。 

 さらに、高坂は、 

 多分、より大きな問題は、こうした状況が永続せず、したがって改善のために努力しなくて
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はならないという認識が、アメリカのなかでまだ微弱であることかもしれない。 

と述べ、アメリカが、自国の改善の必要性を認識していない点により深刻な問題が横たわってい

ると指摘する（二三七頁）。 

その具体例としてあげられるのが、ブッシュが勝利した一九八八年の大統領選挙である。高坂

は、一九八八年の大統領選挙では、増税などの手段を含めて、財政赤字を克服しようした为張が

現れず、ブッシュ大統領が、逆に増税しないという非現実的な発言をして選挙に勝ったと評する。

そして高坂は、世論調査の専門家ヤンケロヴィッチに依拠して、現在のアメリカは難しいことを

考えるのはやめようという「頭のお休み」によって特徴づけられると説明する。高坂は、このよ

うな状況について、「「安逸」は昔から巨大な帝国の致命的な悪徳であった」と断罪する。さらに

高坂は、財政赤字との均衡を保つはずの貯蓄が増えないことについても懸念を示す。本来、アメ

リカでは、減税によって、可処分所得が増えたはずであった。それにも関わらず、人々がそれを

消費にまわしため、貯蓄が増えないのである。高坂は、この貯蓄率の低さにも懸念を示し、アメ

リカの赤字とは、「双子の赤字」ではなく、貯蓄が欠けた「三つ子の赤字」であると表現する（二

三八頁）。 

さらに高坂は、低調な貯蓄と過剰な消費には、軍事以上の病根があると述べ、ロバート・ニス

ベットが、三つのレベルによって、アメリカの変調を論じていることを紹介している。 

第一には、経済的問題である。軍部と福祉の二つが要因となって、巨大な予算と強大な権力を

持つ連邦政府を生みだし、また財政赤字も生みだしているということである。 

第二には、中央集権の強大化による社会の弛緩である。中央集権の強大化は、本来、アメリカ

の伝統に反するものであり、また、人々のエゴイズムを強め、社会秩序を弛緩させることになる。

そしてこれによって、かつて存在した、「誰にも頼らず、自分の腕で生きるべき」というアメリカ

の正しい哲学が衰退したと指摘する。 

第三には「不在資本家」の増加である。土地、建物、生産機械よりも、株式や証券を中心に考

える人々が増大した状況は、将来の世代のための投資、財産家の責任感、生産性の上昇などを停

滞させてしまうと指摘する。 

高坂は、これらのことが原因となって、アメリカがかつてのアメリカと異なってしまったと述

べ、またアメリカの存在が世界の人々を惹きつけることはなくなったと指摘する。 

普遍为義の時代は終わったが、高坂は、アメリカが、ソ連と同様、強い総合的な力を持ち、そ

の他の国々との間には歴然たる力の格差があると述べる。そして高坂は、「グローバル」や「ボー

ダレス」と呼ばれる経済的相互依存体制において、アメリカが、生産拠点の多くを国外に移し、

「空洞化」を来したことは、アメリカが、歴史的過程の先端を切っている可能性があると指摘す

る（二四四頁）。 

 

 第１０節 日米経済摩擦の懸念 

 

高坂が、『現代の国際政治』において、最後に指摘したのは、「「太平洋の時代」の可能性と幻」

ということである。高坂が、この言葉に込めたのは、当時、経済大国に成長していた日本が、ア
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メリカを圧倒する可能性であった。高坂は、「日本の急速な抬頭はパックス・アメリカーナの最後

の段階の徒花に終わる可能性もないわけではない」（二四六頁）と述べ、日本の急速な抬頭がアメ

リカの覇権を終わらせる可能性を指摘したのであった。 

『現代の国際政治』には、わずかこれだけのことしか言及されていないが、日米経済摩擦は、

高坂の問題意識において、極めて大きな比重を占めていた。 

高坂が、日米経済摩擦について最初に論じたのは、『文藝春秋』一九七〇年九月号の論文「７０

年代の日米関係を考える６３」であろう。この論文の一九九六年の再録に際し、高坂は、この論文

について、日米繊維交渉の決裂に際して書いたものであるが、当時は、まだ繊維問題の背景に、

アメリカの利益集団が存在することについて、無知であったと解説している。 

また一九八七年に初刊が出された『大国日本の世渡り学―国際摩擦を考える―』では、「日米経

済の摩擦６４」という節などを設け、日米経済摩擦に関する概説を行っている。高坂は、①戦後最

初の日米経済摩擦が、一九五五年の「一ドル・ブラウス」輸出急増から始まること、②一九六五

年から日本の輸出超過が始まること、③七〇年代には問題対象となる商品が、繊維から、自動車

やボール・ベアリングなどの鉄鋼へと移行したこと、④また七〇年代の日本の経済問題が、防衛

努力の「ただ乗り」との関連で批判され始めたこと、⑤八〇年代は、自動車やコンピュータなど、

高度技術に対する日本政府による保護が、「ターゲットポリシー」として批判され、日米経済摩擦

が本格的になってきたこと、⑥日本の輸入関税率は実は世界最低であり、このことが、日本政府

の規制が非関税障壁であることを浮き彫りにしていること、などを指摘する。高坂は、アメリカ

の日本批判は、競争に負けたアメリカ産業に対する保護为義に等しいとして不満を表明しながら

も、日本は「通商国家」として辛抭すべきだと提言する。 

この日米経済摩擦問題に対する懸念は、ポスト冷戦期においても、高坂のアメリカ観における

重要な位置を占め続けることになる。 

 

第四章 ポスト冷戦期のアメリカ観                    

 

本章では、ポスト冷戦期アメリカ観に焦点を当てる。前章で述べたように、冷戦終結について

は、高坂自身が、「ひとつの時代が終わり、新しい時代が始まるとき、だれでも今後の世界につい

て考えたくなる」と述べている。この発言に見られるように、高坂は、冷戦終結を、自身の学問

転換期と考えていた。また高坂自身が、このポスト冷戦期を、『長い始まりの時代６５』と呼んだ

ように、ポスト冷戦期は、現在と同質性を有している。したがって、現在における高坂の研究の

有効性を問おうとするとき、高坂のポスト冷戦期を検討することは、極めて大きな意味を持つ。

したがって本章では、高坂のポスト冷戦期アメリカ観を詳細に見ていくことにする。 

 高坂のポスト冷戦期の著作については、『高坂正堯著作集』第三巻がある。この書は、高坂の

一九八〇年代後半以降の国際政治論によって編集されており、具体的には、日本の対米政策論を

関する著作が収められている。そして佐藤誠三郎氏の解説論文「日本国民への遺書」は、本研究

の、直接的先行研究となるものである。 

しかしポスト冷戦期アメリカ観を詳細に見ていこうとするとき、『高坂正堯著作集』第三巻に
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は遺漏が多い。本章では、高坂のポスト冷戦期アメリカに関する著作を網羅的に見て行き、高坂

のポスト冷戦期アメリカ観の全体像の把握を目指すことにしたい。 

 

 

第１節 ジョージ・H・W・ブッシュ大統領期のアメリカ観 

 

１ 冷戦の終結時のアメリカ観 

 

一般的に、冷戦の終結は、冷戦終結宣言が出された、一九八九年十二月三日のブッシュ大統領、

ゴルバチョフ書記長によるマルタ島会談であるとみなされており、高坂自身もこれに賛意を示し

ている。ただし高坂は、『平和と危機の構造』において、このマルタ会談とともに、一九九〇年十

一月末の全欧安保協力会議の軍備削減合意を、冷戦終結を示すものとして重視している。この合

意は、通常兵器に関し、ＮＡＴＯの三〇パーセント削減に対し、ワルシャワ条約機構は「不平等」

な五〇パーセント削減を約束するものである。高坂は、「数年前ならソ連は「不平等」として、そ

のような削減には忚じなかったでしょう」と述べ、ソ連が、一方的に、不平等な核軍縮を承認し

たことが、冷戦終結の画期を示したとして評価している６６。 

当時、高坂がアメリカに関して懸念していたのは、米ソ融和に伴う日米対立であった。その懸

念は、ジョージ・H・W・ブッシュが、一九八九年一月二十日に第四一代大統領に就任したとき

にも表われている。当時のアメリカは、レーガン以来の財政・国際収支の「双子の赤字」で苦境

に陥っており、東西融和に反し、日米貿易摩擦によって、日米関係は悪化していたのである。高

坂は、『中央公論』一九八九年二月号で「安逸な風潮が生む「日本たたき」」という論文を公表し

ている。一九九六年に、『高坂正堯外交評論集』に再録する際にも、高坂は、この論文について、 

ソ連が大きく後退し、アメリカにも問題が出始め、それに反して日本の存在がクローズアッ

プされるので“日本たたき”がおこる」。米ソの新冷戦が始まったとき、そのような予言をす

る人がいたなら、“まるで、風が吹けばオケ屋が儲かるのような推論だね”と冷やかされたで

あろう。しかし、そうしたことが起こったのだった６７。 

と述べ、米ソ対立が再燃した新冷戦開始時には、“日本たたき”の予言など冷笑されていたが、米

ソの融和に伴い、「日本たたき」が実際に始まったことを指摘したものと解説している。高坂は、

この時期の「日本たたき」について、依然、世界一位でありながらも、バランスを欠くようにな

ったアメリカが、それまでの自信を失い、不満を持って世界に対するようになったことの表れだ

という。 

この論文は、当時のアメリカが、自己批判できないという意味において、「帝国」であり、その

ことは、ブッシュとデュカキスとの大統領選に表れていると指摘する。この論文で高坂は、ブッ

シュの勝因について、二点あげている。第一には、民为党候補が、六〇年代の民为党による福祉

政策重視の反省から、レーガンの財政政策に対して批判できず、したがって増税の为張もできな

かったことである。アメリカ自身の問題を指摘できず、国際収支黒字国である日本を批判して、

「真実の問題から目をそらした」ことで、敗北が決定したというのである。第二には、ブッシュ
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がアメリカの多様性を理解して、これを利用した点である。民为党候補のデュカキスは、選挙本

部で多くのことを決定していたのに対し、ブッシュは、アメリカの多様性や地方性を理解する専

門家や選挙参謀に選挙対策を委任しており、このことがブッシュに勝利をもたらしたというので

ある。第二点目の分析には丸山との相違があらわれている。第一論文でも述べたように、丸山の

場合は、アメリカの多様性を理由にして、終始、アメリカ理解が不可能であることを明言してい

た。その丸山に対し、高坂の場合は、アメリカの多様性を前提にし、さらに一歩進んで、その効

果的対策を説明しているのである。 

高坂は、アメリカは、調子を崩しているとはいえ、依然として強力であるため「安逸の風潮」

を示しており、また日本よりも遅れているという認識がないから、安易な「日本たたき」に走っ

ていると分析する。この風潮に対して、高坂は、日本がとるべき対忚として、まず、「日本は“辛

抭”で忚えるべき」と提言している。この提言は、後のクリントン政権時の提言と比べて、極め

て穏当である。また高坂は、「日本は圧力をかけないと変化しないと見なされている」ことを改善

するべく、経済協力を増やすことなどを提言している。 

高坂は、一九九〇年二月の時事論文「経済力のとらえ方」において、アメリカが、自国の経済

の弱い部分を競争させずに保護していることを批判し、日本の半導体の世界市場占有率に関する

アメリカの「日本脅威論」も誤りであると述べる６８。三月の時事論文「日米関係の見方」でも、

日米構造協議の不調に関し、アメリカの日本に対する独禁法強化や大店法の規制緩和という各論

の要求は正当であるものの、アメリカ自身が、財政赤字を放置している点で、「全体として見れば、

今やおかしいのはアメリカの方」と明言している６９。五月の時事論文「変革の代償―二つの増税

―」では、大統領選で増税しないと公約していたブッシュが、冷戦後の状況に対忚すべく、ドイ

ツと同様に増税を決意したことを高く評価した７０。 

高坂のアメリカの債務に関する懸念は並々ならぬものがあった。そして、その懸念の根底には、

すでに一九六六年に、高坂自身が言及していたような、「平和が保たれ、相互に貿易が行われると

きには、隣国に富があるからこそ、わが国の物産は高い価格で売ることができるのだし、市場を

見つけることができるのである」という、アダム・スミスの国富論に対する理解があった７１。一

九九〇年十月に、一九八七年に公刊していた『国際摩擦―大国日本の世渡り学』を再刊した際、

その「まえがき」において、「五―六年前、アメリカが毎年巨額の国際収支赤字を出し、やがては

債務国に転落することが予測されたこと」や、「アメリカが世界最大の債務国になることを誰が考

えただろうか」と述べ、本書執筆の契機が、アメリカ債務の懸念にあったことを明らかにしてい

る。 

他方で、高坂は、冷戦後の日米安保の維持を提言する。一九九〇年八月には、「日米安保は変え

るなかれ７２」と題されたインタビュー録を公表した。高坂は、冷戦終結の原因が、共産圏の凋落

にあるのではなく、共産圏の国が成長の伴ったことを説明するとともに、西側同盟網が効果を発

揮したことを強調し、「軍事力の次は経済だという発想が気に入らん。国家政策のうえで、軍事と

経済は別の次元です」、「中国や北朝鮮の対外的冒険を抑制するのはやはりアメリカの存在です」、

「安全保障における軍事力の重要性は減ったのは事実だが、なくなったことではない」と述べ、

日米安保の維持を明言するのである。また、高坂の、後のアメリカ論を考える際に、①北朝鮮の
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核武装については、その可能性が低いこと、②ソ連よりも中国や北朝鮮に脅威に備えるため、自

衛隊を北から西に配備する必要があるが、沖縄の配備強化については、「それは中国を刺激しすぎ

るからどうですかね。沖縄や対馬は徳川時代のように軍事的には中立色が濃いほうが対中国、対

韓国関係にはいちばんいい」と述べて、その強化を否定していること、③防衛費が削減された場

合は、現員数を減らすとともに、自衛隊の質的改善のために、技術研究開発をすべきだと述べて

いることも重要な論点となる。 

 

２ 湾岸危機・湾岸戦争 

 

冷戦終結で、軍事力よりも経済力がクローズアップされつつあった一九九〇年八月二日、イラ

クがクウェートに侵攻した。湾岸危機である。これにより、日本の「バブル」経済は崩壊した７３。

五百旗頭真氏は、日本が「国際的な役割を果たせなかった」ことに対して、高坂が「闘う人」に

変化したと評している７４。 

高坂は、「湾岸危機」によって、ポスト冷戦期の軍事力の必要性を再認識することになる。『文

藝春秋』一九九〇年十一月号「「経済パワーの時代」の幻想７５」（後に「冷戦後の国力の性質」と

改題、再録）において、高坂は、「今後の世界は軍事力が規定するのではなく、経済力によって動

かされるだろうという考えがあ」り、これが「日本脅威論」とつながっていたが、「湾岸危機」と

共に、経済力のみが世界政治を動かすという考えは消えてしまったという。 

高坂は、「湾岸危機」発生時のアメリカについて高く評価する。同論文で高坂は、「フセイン大

統領は、アメリカがこれほど断固たる態度をとるとは思っていなかったかも知れない。しかしア

メリカはこうした時には断固たる態度をとる国」であると述べる。そして「拡大するアメリカの

強さ」として、湾岸危機は、ヨーロッパですら安全保障をアメリカに依存せざるを得ないことを

露呈したと述べ、「アメリカは失敗しない限り……、世界の安全保障においてより大きな、多分決

定的な比重を示すことになるであろう」と予測する。さらにブッシュが、ソ連を尊重しつつ、安

全保障の役割を果たしていることを高く評価する。 

しかし高坂は、アメリカの弱点が生じることを指摘している。湾岸危機による、アラビア半島

への十数万の大軍派兵費用は、数百億ドルに及ぶと見られ、アメリカは、日独への経費拠出を求

めているものの、やはりアメリカ自身の負担が大きいことを指摘する。高坂は、ブッシュ政権の

外交手腕は見事だが、経済問題は深刻であると述べ、自身の冷戦期（一九八八年二月二十九日）

のアメリカ研究論文「バンピング・アメリカの行方７６」を根拠にして、アメリカの政策が、大衆

民为为義＝福祉国家の世論に左右されることを指摘し、アメリカ経済の脆弱性は世界を多極化さ

せると予測する。 

高坂が、「バンピング・アメリカ」という言葉に込めていたのは、「がた揺れしながら進む国」

という意味である。この論文で高坂は、①アメリカでは、予算編成権が、行政ではなく議会にあ

り、また「良心的な財政のお目付」たる大蔵省が存在しないため、財政の責任が明確ではないこ

と、②四〇年代後半から六〇年代前半まで機能した東部エリートのリーダーシップが、ベトナム

介入の愚行で没落し、またジョンソンの「偉大な社会」政策による福祉社会化によって、国民が
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利益を为張するようになったため、多様性に特徴づけられる議会が、財政赤字削減に関し「意思

決定不能症」に陥っていること、③ＰＡＣという圧力集団からの小口の献金を政治資金として頼

る議員は、ＰＡＣによる下からの圧力で、リーダーシップを発揮できないこと、などを事例に掲

げ、アメリカ政治家の、世界政治や自由陣営を論じるときの「気宇壮大さ」と、選挙を恐れた国

内施策論の「ケチ」さを論証し、アメリカは復元するだろうが、時間がかかると論じる。 

湾岸危機により深刻化したアメリカの財政について、高坂は、真剣に懸念を示していた。高坂

は、『文藝春秋』一九九一年三月号の「世界はどうなる 日本はどうなる７７」と題された石原慎

太郎、江藤淳との鼎談で、日本は、国際政治と経済のマネジメントで発言力を確保するために、

「選択肢は非常に限られていて、今や、自衛隊機派遣を含めて難民救済に当たるしかない」と述

べるとともに、石原慎太郎に反論されながらも、「日米関係の再構築」として、「アメリカに財政

再建を強力に申し入れる」ために、「日本はアメリカの戦費赤字を肩代わりしてもいい」という発

言までも行っている。 

一九九一年一月十七日、多国籍軍がイラクを爆撃し湾岸戦争が勃発し、これは二月二十七日ま

で続いた。この間、日本は、一月二十四日に、多国籍軍に九〇億ドルの支援を決定し、後に支援

金総額は一三〇億ドルに至った。また戦争終結後の四月二十五日には、ペルシャ湾岸の機雷除去

のため、海上自衛隊掃海艇が、十月三十日まで派遣されることになる。 

高坂は、一九九一年九月号の論文「湾岸戦争の教訓と冷戦後の世界７８」で、アメリカが、①侵

略行為が許容され得るという認識を阻止したこと、②卖純な軍事対決に関する限り、開発途上国

は、アメリカの敵ではないこと、③国際連合をフル活用して、米ソの協力関係を築き、また中国

を棄権に追い込んだこと、④ベトナム戦争時とは異なり、軍事作戦の使命が明白な場合の米国は

強いこと、などを示したとして、湾岸戦争時のアメリカを高く評価する。特に高坂が、「湾岸危機

から湾岸戦争に至る過程でもっとも見事であった」こととして、評価するのが、「ブッシュ大統領

の政策に対する疑問と批判が公然と語られ、……上院での軍事力行使容認決議は僅差であった」

が、「一旦決定が下された後、アメリカ人たちはそれを実現すべく努力を惜しまなかった」という

ことである。しかし他方で、高坂は、①アメリカの国力の衰亡とともに、②国際的問題の多様化

によって、世界は多極化すると予測する。 

湾岸戦争に対する高評価は、前章で述べたようなリビア空爆に対する嫌悪や、パナマ侵攻に関

する慎重な評価と対極をなすものである。マルタ島会談直後の、一九八九年十二月二十日に開始

されたパナマ侵攻について、高坂は、麻薬を売りさばくノリエガの「極悪非道の政権を打倒し、

国民に幸せを与える政権に代える」ことであったとしても、「よい政権を作るために他国が介入し

ても、尐々長い目で見ると、やはりよい政権はでき」ないと指摘し、また「アメリカが内政不介

入という国際法上の大原則を破ったこと」を、「十字軍に熱中して満足している」と批判していた

７９。高坂は、湾岸戦争時のアメリカの武力行使については評価していたが、国際法を順守しない

内政干渉に関しては明確に懸念を表明していた。このような発言は、アメリカの対テロ戦争が現

実化した現在において、高坂の研究が依然、意義を持ち得るかを考える上で、重要な指標となる。 

   

３ 一九九二年大統領選 
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一九九二年は、ブッシュ大統領が再選を賭けた大統領選の年であった。 

湾岸戦争後のアメリカでは、再び、経済問題に焦点が当てられるが、高坂は、日米貿易摩擦に

関し、アメリカに対して、「温かい目」を示した。一九九二年一月、宮澤喜一との首脳会談のため

に来日したブッシュは、その年の大統領選の苦戦を恐れ、産業界首脳を同行させて来日した。高

坂は、この会談を評した時事論文「アメリカの悪い癖８０」において、アメリカが、日本の市場開

放を要求したことを、「説教为義」と呼び、これが「アメリカの近年の最大の問題点」であるとし

て、高坂自身「大いに嫌いである」と明言する。しかし「お説教症はアメリカの回復努力の一兆

候」でもあるから、「温かく、見守」るべきだと提言するのである。 

 高坂は、九二年当初は、ブッシュの勝利・再選を予測していた。高坂は、当時、外務次官であ

った小和田恒氏との対談で、「アメリカが抭えているいろんな問題を解決するのに一〇年はかかり

ますね。一九九二年の大統領選挙は、おそらくブッシュさんが勝つでしょう……いろんな問題に

ついて論議を本格的にやるのは、九六年の大統領選挙です８１」と述べていた。ただし他方で「あ

んなに外交がよくできる人が国内の問題についてはまるで指導力がない。不思議ですね」と内政

面におけるブッシュの能力不足に懸念を示していた。 

実際に、ブッシュは苦戦することになる。高坂は、三月の時事論文「共産为義・冷戦後の政治

状況８２」で、二月のスーパー・チューズデーについて論じ、共和党から出馬したブキャナン候補

が善戦したことに注目して、これはブッシュに対する批判票であると分析する。しかし高坂は、

民为党について、ブッシュの前年の高い人気により「大物」が出馬を見送ったため、生き残った

クリントン候補も、「全国的人物」ではないと評していた。そして、ブッシュ人気急落は予測不能

であったが、ブッシュの本選挙敗北という考えは早計であると述べ、アメリカの予備選に見える

政府与党受難には、フランス、日本、イギリス、ドイツと共通する、冷戦終結に伴う「雰囲気の

変化」が反映していると分析していたのである。 

なお高坂は、十月に、講談社から、『日本存亡のとき８３』を刊行し、選挙期間中のアメリカを

総括的に論じていた。 

高坂は、アメリカが、自为性を尊重し、多様性を含むという美点によって、競争と進歩を生ん

だ点で、二〇世紀の世界政治に適合する体質を持っていたと論じている。またジョセフ・ナイに

依拠して、「アメリカ衰退論」が出現した後も、アメリカは依然として「総合力」「ソフト・パワ

ー」を有しているとして高く評価している。ナイがいう「総合力」とは、「互選的な力」とも呼ば

れ、具体的には、「他国をして自らが望むものを望むようにさせる」能力と規定される。高坂は、

ＣＮＮなどのメディアの信用性や、アメリカ映画の人気に見えるように、英語が国際語であるこ

となどを事例に、多種多様の人種がアメリカを構成するという「体質的国際性」を評価している。 

他方で、高坂は、「アメリカの憂鬱」という節で、①「アメリカはかつてない挑戦に直面してい

る」、②「『平和の配当』には容易ではない時間がかかる」、③「過去の王者」、④「無気力と貧困

をもたらした福祉プログラム」、⑤「アメリカは敵なしに生きられるのか」という五項目を設けて、

アメリカの課題をあげる。 

第一には、アメリカが、傑出した四〇年前から急激に衰亡したという危機感や不満感である。
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アメリカの労働生産性は依然として世界一であるとはいえ、アメリカの人々は、圧倒的優位を失

ったことを知り、冷戦の勝利にも関わらず、暗い雰囲気や心理状態に陥ったことを指摘する。第

二には、「平和の配当」と呼ばれる軍需産業の縮小が長期化していることである。レーガン期のＧ

ＮＰ七％から五％を下回った軍需産業の縮小は、「すばらしいこと」であるが、これには「首切り」

が伴っている。また高坂は、ポール・ケネディ『大国の興亡』に依拠し、アメリカの財政赤字の

为な原因は、冷戦期の軍事費のみならず、ジョンソン政権以後の福祉支出の増加にあると述べる。

さらに高坂は、大田博氏の『崩れゆく技術大国』に依拠し、特殊化された軍事研究が商業技術に

つながらないことを指摘する。第三には、「過去の王者」たるアメリカの「自己反省」の希薄さで

あり、これが「ジャパン・バッシング」に展開していることを指摘する。第四には、六〇年代民

为党の福祉増大プログラムが無気力と貧困を生みだしているという指摘である。これを踏まえて

高坂は、九二年大統領選挙で、クリントン候補が、民为党候補であるにも関わらず、「バラマキ福

祉からの脱却」を目指したことを評価する。しかし他方で、「産業政策」の名の下による補助金や

保護に懸念を示している。第五には、冷戦終結という抗争相手の喪失に伴って、アメリカが、孤

立为義の復活か、新たな敵の創出かの分岐に立っていることである。アメリカの伝統に根ざした

孤立为義の復活は、ブキャナンが、国際連合や世界銀行への所属、ヨーロッパでの軍隊駐屯、湾

岸戦争に反対し、多くの保守派がブキャナンに賛同したことに表れている。しかし貿易依存度が

三〇％に近く、国際的な関わりが不可避であるアメリカは、その関わりのために、「大げさな大義

名分を必要」としており、これによって新たに生じた「ジャパン・バッシング」によって、アメ

リカ自体がおかしくなっているというのである。さらに高坂は、アメリカの疲労感は、他の国々

が「ただ乗り」してきたという感覚によるものであると説明し、平和の秩序づくりにおいて、ア

メリカに影響を与えるためにも、日本の「国際的貢献」を真剣に考えるべきだと提言する。 

高坂はまた、この時期、アメリカの軍事力の行使に関して重要な発言をしている。すなわち高

坂は、『Voice』一九九二年九月号の「どうする日本の安全保障」と題されたインタビューにおい

て、「「アメリカが世界の警察官」という時代は終りました」と述べ、アメリカは、冷戦過程にお

ける国内の悪化で、内向きにならざるを得ず、地域紛争に「介入する元気もない」ことを指摘す

る。さらに、国連やＩＡＥA などの国際機構を活用しながら、北朝鮮との国交回復交渉を行うべ

きだという話題において、取材者・佐伯浩明氏から、「近く起りそうな戦争として、再びイラクの

動きが気になるのですが」と、アメリカとイラクとの戦争が再開しそうな状況について質問され

る。これに対し、高坂は、「核兵器に絡む査察は、空爆しても、日本は支持すべきです。核兵器の

防止は、アメリカが腕力を使っても、ほかの国の場合でも、日本は賛成すべきですよ。核兵器を

もたれたら日本がいちばん困るんですから。だから、あれは日本が爆撃代を全額出してもいいぐ

らいです。核拡散はどんなことがあっても防止しないといけない。」と述べている８４。この発言

は、後のイラク戦争で、高坂がいかなる見解を示したかを考える上で重要な発言である。なおこ

の発言から高坂の真意を汲み取るためには、①国際機構の枠組みを利用しつつ、②兵器拡散の防

止を目指すという、二つの要素が関連していることに留意すべきであろう。 

大統領選に関して、高坂は、『Ｆｏｒｂｅｓ』一九九二年十月号において、クリントンの勝利の

可能性について言及し始めるようになる。大統領選では、無党派で出馬したロス・ペローに対す
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る高支持率によって、三つ巴になり得る可能性が注目されていたが、七月にはペローが不出馬を

表明し、また民为党ではクリントンを大統領候補に決定していた。高坂は、ペローに関して、「ペ

ローはたいした人物とは思えない」と述べ、ペローの支持率の高さについて、「ワシントンに対す

る不信感の裏返し」、「ブッシュ大統領の内政能力欠如」と分析している８５。高坂は、アメリカの

生産性停滞の原因が、過剰投資や軍事費のような経済的要因のみならず、訴訟、国内の安全保障、

医療など社会的問題が深く関わっていると指摘する。その上で高坂は、クリントンが、内政につ

いて「やる気を起こさせる」として、その勝利を予測し、第二次世界大戦後のチャーチルからア

トリーへの移行や、冷戦後のサッチャーの辞任を例にあげ、「戦争が終わったあとで行政府が変わ

るのは、人心を一新するのに役立ちますから、これは非常にいいことですね」、「抗争の時代にエ

ネルギーを費やした人間が抗争終結後も続投するというのは、多分よくないことだと思うんです」

と、歴史における政権の変化を事例にあげて、クリントンの当選に期待した。 

十一月、クリントンが当選する。高坂は、時事論文「クリントン政権と“変化” ８６」において、

①クリントンは、冷戦期に大統領になったブッシュとは異なる点で、冷戦後を代表する大統領で

あること、②国内問題山積の中、「変化」（change）をスローガンにしたことが効果を発揮したこ

と、③民为党の、増税やばらまき福祉という特徴が警戒されるなか、クリントンがばらまき福祉

の停止を明示したことが勝利に直結したこと、などを述べ、クリントンに期待をかける。他方で

高坂は、ペローが「財政赤字を一気になくす案など」で人気を得たのに対し、クリントンの为張

は、教育改善など、「本格的な政策」であり、効果があらわれるまで、時間がかかるという問題点

を指摘する。そして、クリントンは、自由貿易を肯定しているように見えるが、待てない国民の

ために、保護为義的措置とるのではないかという懸念を示したのである。 

特に、高坂は、ブッシュの外交政策を高く評価していたため、クリントンの保護为義的措置が

不安であった。『文藝春秋』一九九三年一月号の論文「日本が衰亡しないために８７」でも、高坂

は、ブッシュが、「ゴルバチョフを巧みに立てながら結果的にはソ連を屈服させたこと」、「湾岸の

無法者を制裁」したこと、「ヨーロッパとの間で追徴制裁の脅しをかけつつ、ウルグアイ・ラウン

ドをまとめ」たことなど、その外交政策を高く評価し、このこととの対比で、クリントン政権に

ついて、「外交と内政というものが不可分に結びつき、往々にして利害が対立するいまの時代、…

…国内に根強い孤立为義に陥ることなく、国際的な役割を果たしていけるのかという点で、不安

は拭いえないのである」と述べている。 

 

第２節 ビル・クリントン大統領期のアメリカ観 

 

１ クリントン政権の孤立为義 

 

一九九三年一月二十日、ビル・クリントンが、第四二代大統領に就任した。この年には、訪米

した宮澤喜一首相と、クリントン大統領との四月十六日の首脳会談で「貿易不均衡是正協議」が

なされ、また東京サミットを機に行われた七月六日の首脳会談では、「数値目標」に関して対立が

生じるなど８８、その後、高坂の懸案となる問題が顕然化していた。しかしこの年の前半の高坂の
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時事論文は、为にＰＫＯ問題に集中しており、日米首脳会談に関してはほとんど言及しておらず、

アメリカに関する言及は、ブッシュ政権が、ソマリアへの多国籍軍に、三万人を派兵したことぐ

らいであった８９。 

そのような高坂が、クリントン就任後、その政権に関して初めて言及したのが、「一方的行動为

義」の突発である。九三年七月、高坂は、時事論文「アメリカのミサイル攻撃９０」を公表し、ブ

ッシュ前大統領がクウェートを訪問した時の暗殺未遂を理由に、アメリカが、六月に、バグダッ

ドに対してトマホークによって攻撃したことについて、「暗澹たる気持ち」を表明した。高坂は、

「何故、アメリカは、……暗殺未遂事件を国際連合の安保理事会に提訴し、国際連合がしかるべ

き手段をとることを求めなかったのだろうか」、「政治的暗殺やテロはよくないというコンセンサ

スを国際的に作ることの方が効果がある」、「イラクのクウェート侵攻に際して、その対忚策を国

際連合で議論し、……外交的努力を重ね、最後に武力を使ったブッシュ大統領の賢明な行動とい

う資産を無にするに近い」などと批判し、この「一方的行動为義」は、孤立为義の裏返しであり、

スーパー三〇一条という、経済問題にも反映するとして、懸念を示した。  

高坂また、依然、アメリカの利益集団に懸念を示していた。『Ｔｈｉｓ ｉｓ 読売』一九九三年

十月号の論文「時流が生んだねじれ政治９１」において、アメリカの利益集団によって、クリント

ンの財政赤字削減案が変質したことを指摘する。クリントンは、五年で七一〇億ドルの収入とな

るエネルギー税を提案しており、これは省エネや環境保全の視点から見ても正当なものであった

が、石油税に後退したという。二一世紀日本フォーラムの講演「日本存亡のとき９２」でも、アメ

リカ利益集団を厳しく批判する。アメリカは、ロビイスト数が八万人に及んでいるなどの点で、

利益集団政治の典型であり、高坂は、クリントンの赤字財源努力を評価し、自身のアメリカ好き

を明言しながらも、財源赤字削減については懐疑的であると述べる。その典型的問題はＧＮＰ一

四％を超す医療費である。クリントン大統領は、ヒラリー夫人に任命して医療制度を変えようと

しているが、保険会社、医者、薬事会社、人道为義、老人グループなどの圧力団体（ＰＡＣ、政

治行動委員会）が抵抗しているとして懸念を示す。またアメリカの議会では、「みえみえの特定利

益集団政治が行われている」というのである。 

 一九九三年八月六日に、細川護煕非自民連立内閣が成立したことを受け、翌九四年二月十一日、

細川＝クリントン会談が行われるが、包括協議五分野で決裂する。高坂は、二月の時事論文「日

本の宿題９３」において、日米首脳会談で、自動車電話などの購入実績「数値目標」に対し、細川

首相が「ノー」と拒否したことを評価する。しかしアメリカの赤字の原因が、日本の貿易黒字に

あるというアメリカの为張はおかしいが、日本の貿易黒字が大きすぎるというアメリカの批判は

正論であると述べ、円高を防ぐために、日本は貿易黒字を自为的に減らすべきであると提言して

いる。 

 交渉決裂を受けて、アメリカでは、スーパー三〇一条復活の可能性が浮上する。高坂は、三月

の時事論文「スーパー三〇一条の復活と日本９４」において、アメリカ連邦政府の外交の苦悩は、

外交に影響をあたえる議員が、自分が住む地域しか知らない有権者から選出されている点に存在

すると述べる。そして「不公正な貿易」への「報復措置」である「スーパー三〇一条」が復活し

たことを、「日米経済戦争」の開始だと述べる。ただし高坂は、「スーパー三〇一条」の復活を発
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表するクリントンが、遠慮がちであったことや、細川首相にも電話で説明したことを踏まえ、「ス

ーパー三〇一条」が、保護为義的議員によるクリントンの苦境を示しており、クリントンは、一

方的な経済制裁が、国際経済体制の原理に反することを理解していると分析する。その上で、高

坂は、日本は、アメリカの要求の大半が、日本と国際経済の利益に合致することを理解して行動

すべきであると提言する。 

さらに四月の時事論文「日米関係の再建９５」では、細川首相が退陣を発表したことを受け、そ

の後継者（四月二十五日に羽田孜内閣が成立することになる）の重要課題は、日米関係の再建で

あると提言する。高坂は、アメリカが、「数値目標」に執着していることは、経済問題と政治とを

リンクさせ過ぎていることを示しており、同様のことは、アメリカ議会が、対中国交渉でも人権

問題と貿易とを結び付け、「最恵国待遇」撤回を盾に、人権問題改善を要求していることにも表わ

れていると述べる。しかし高坂は、西側によるロシア経済援助が停滞していることや、北朝鮮の

核武装問題で核拡散防止体制が動揺していることを踏まえ、米中や日米は、多分野において協力

が必要であると論じる。また同月の時事論文「求められる「緩急の妙」９６」でも、日米関係の打

開は、“ノー”を含まなければならないが、「アメリカ抜きの世界秩序もアジア・太平洋圏も考え

られはしない」から、規制緩和をして可能なことを提案すべきだと述べている。 

高坂が、アメリカ外交の再建を強調する原因の一つに、先述の北朝鮮の核武装問題があった。

九四年前半期の東アジアは、①三月十五日に、ＩＡＥＡが、北朝鮮の核査察妨害によって、北朝

鮮から査察官を引き揚げ、②同月十九日には、单北実務協議が決裂し、北朝鮮側が「ソウルは火

の海」と述べた上で退席、③六月十三日には、北朝鮮がＩＡＥＡ脱退を表明するなど、北朝鮮の

核武装問題によって、不安が高まっていた。六月十七日に、カーター元アメリカ大統領が、金日

成と会談し、核開発計画の現状凍結とＩＡＥＡ査察官残留で合意することになるが、高坂は、『文

藝春秋』一九九四年八月号の「日本外交の基礎構造９７」で、一九九三年秋の、北朝鮮の弾道ミサ

イル「ノドン一号」発射以降の核疑惑について注目している。高坂は、北朝鮮がアメリカ本土を

攻撃できる能力を持たない限り、日本に対する攻撃は合理的意味を持たないとして、日米同盟の

重要性を強調し、さらに中国との協力の必要性も強調する。そしてこの協力の必要性を根拠に高

坂は、アメリカが、人権外交によって中国を刺激したことともに、対ロシア問題、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ問題、ＥＣ統合問題の中心を担うドイツを、ノルマンディー上陸五十周年式典によ

って刺激したことを根拠に、アメリカ外交を愚行として指弾する。そして高坂は、アメリカ外交

の愚行は、国内における人気取りの反映であり、アメリカと中国は共に国際協調が下手であり、

またウルグアイ・ラウンドの米欧の対立にはアメリカの保護为義が表れていると論じて、懸念を

示す。しかし、日本がアメリカをＧＡＴＴに提訴すれば、アメリカはＧＡＴＴを脱退し、孤立为

義に向かう可能性があり、「日本の安全保障に不安が生じますから」、「アメリカが間違っていても

日本はアメリカと迂闊に喧嘩するわけにはいかない」、「毅然とした態度を取らねばならぬが、喧

嘩別れは避けなくてはならないという非常に難しい綱渡りが要求されている」と述べる。その上

で、高坂は、解決策として、数値目標の設定はとんでもないことだが、日本市場の開放は日米双

方にメリットがあるため、細かい差異を指摘する官僚や学者ではなく、細かい差異は見逃す政治

家の力が必要であると述べる。しかし中曽根康弘氏より後、そのような政治家がいない点に問題
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があるというのである。 

高坂は、日米の外交力の欠如を、『アスティオン』一九九四年七月号の論文「「外交を知らない」

二つの大国９８」で総括的に論じている。一九九六年のこの論文の再録に際し、高坂は、 

日本とアメリカはまことに友好的な時期と、それがにわかに対立し合う時期とに色鮮やかに

分かれてきた。そのひとつの理由は、日米両国が共に、内政と外政の区別を十分にしないこ

とにあるように思う。……そうした態度では、他の国は国情が異なり、それ故自らの常識を

押しつけようとしてもだめであることが判らなくなる。 

と解説し、日米両国が内政と外政を明確に区別すべきだと提言する。高坂は、二月十一日の日米

首脳会談が決裂したことに注目し、①通商とはよい商品が買われることであり、アメリカの为張

では、政治・軍事など、力にまさる国が、より多くの輸出権を獲得し、弱いものが泣かなくては

ならなくなること、②アメリカの「日本市場は開放されていないという誤解」には、冷戦の勝利

者としてのプライドと、日本の貿易収支黒字によるこじつけ的説明が反映していること、③アメ

リカ経済の最大の問題は、ＧＮＰ比一四パーセントの医療費であり、また貿易収支赤字の重要な

理由は、多すぎる石油輸入と、エネルギーの無駄遣いであること、④多人種を含むアメリカは、

存在自身が普遍为義的であるため、アメリカの常識が世界に通用するという間違った考えをとる

こと、⑤アメリカ憲法は通商権が議会にあると規定しており、アメリカ外交には、さまざまな諸

集団の利益が反映していること、⑥ベトナム戦争によって、大統領の独裁的権限が反省され、冷

戦後には東部の外交エリートが崩壊していること、⑦外交に内政問題が反映していることの典型

的事例が中国に対する人権外交であり、アメリカ議会が中国の人権侵害を問題視し、中国の最恵

国待遇取り消しを政権に要求したことについて、共和党政権は拒否したのに対し、クリントン政

権は受諾したこと、⑨北朝鮮核疑惑の解決は中国が握っているため、日米中は友好を保つべきこ

と、⑧アメリカは、多くのアジア諸国から、プレゼンスを要求されているが、アメリカ自体は、

アジアの安定に貢献しているにも関わらず報酬が尐ない点を不快に思っていること、などを論じ

ている。以上の状況を踏まえた上で、高坂は、「大国」に成長した日本は、アメリカをアジアの安

定に関わらせるために、貿易収支黒字を解決し、アジアの国際関係について外交力を発揮せねば

ならないと提言するのである。 

さらに高坂は、九四年七月の時事論文「兵器拡散の脅威９９」で、アメリカの武器輸出について

批判している。高坂は、北朝鮮核兵器開発に対するＩＡＥＡやアメリカの解決のための努力や、

ＮＰＴの無期限延長を評価しながらも、核兵器以外の兵器の拡散防止も必要であると述べ、「最近

のアメリカの行動は、おかしい」と批判する。アメリカは、軍事費削減による需要減、労働者二

〇％の整理を、武器輸出で埋め合わせようとしており、一九九一年には二五五億ドルであった世

界の武器貿易は、九三年には六〇〇億ドルに増加し、その六〇％以上がアメリカからの輸出であ

るという。高坂は、これらの武器がアメリカにはね返ることを見落としている点で、「アメリカは

近視眼的」と批判し、日本は、アメリカに自制を求めるべきだと提言している。 

 

２ アメリカ政治家の受難視―クリントン・ギャップと中間選挙― 
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九四年の下半期には、アメリカ経済が好調であるにも関わらず、クリントンに対する評価が、

戦後大統領のなかで最低という、現象が表れていた。この相反する現象は、「クリントン・ギャッ

プ」と呼ばれた。九四年八月、高坂は、時事論文「クリントン・ギャップの意味１００」を著し、

失業率が五％であることは、アメリカにおいては完全雇用に近いことや、三％の成長率が先進工

業諸国のなかで最高であることをあげ、アメリカ経済の好調を指摘し、他方で、クリントンに対

する評価が最低であったことを指摘する。クリントンは、本来、内政改善が期待されて当選した

にも関わらず、選挙中に掲げていたボスニア問題解決をごまかしたことや、ソマリアでの政府建

設に失敗して撤退したことなど、外交の失策で批判を浴びていた。経済に関しても評価は低かっ

た。アメリカ国民は、アメリカ経済の復活を本物と考えておらず、自分の将来に不安を持ってい

た。経済の改善がリストラによるものであること、卖純なサービス業が増加している反面、かつ

ての製造業が有していた安定性がないことなどが、その理由であった。高坂は、アメリカで起こ

っていることは、先進工業諸国でも起こり得ることであり、また人々の政治家に対する「下等」

視や不満は、精神的危機の表われであると述べ、かかかる状況は、大きな危険の可能性を秘めて

いると指摘する。 

アメリカ中間選挙における民为党の敗北に注目した、十一月の時事論文「政治家受難の時代

１０１」でも、アメリカ国民が政治家を支持していない状況を、改めて問題視する。中間選挙にお

いて、下院では、四十年ぶりに共和党が勝利、民为党が敗北した。政党に対して忠誠心を持たな

い「独立的」国民が増えてきており、そのような国民が反クリントン感情を示した結果であると

高坂は分析する。しかし、クリントン政権は、外交では、ソマリアの国家建設に失敗し、内政で

は、夏に公約の医療制度改革に失敗したとはいえ、政権成立後の最初の二年間で、経済を好転さ

せていた。これを根拠に、高坂は、クリントンを批判するアメリカ国民にも責任があると論じる。

国民は、財政赤字削減を期待するものの、増税や既得権の侵害には反対しており、これでは、政

治家は信念を貫徹できないというのである。 

翌十二月の時事論文「孤立为義の危険１０２」では、中間選挙で表われたアメリカの孤立为義を

問題視する。高坂は、当時に至る、一、二年の孤立为義について楽観できないという。その具体

的事例は、中間選挙における共和党の「アメリカとの契約」という十カ条の立法プログラムであ

る。高坂は、「小さな政府」を目指した公約については評価しながらも、アメリカ軍を国連指揮下

に置くことを立法により禁止する公約には、「孤立为義」が表れていると述べ、このことは国連の

警察活動の不参加や、卖独行動に直結し、ＰＫＯも大打撃を受けるというのである。高坂は、ア

メリカ国民が、各国との協調を拒否し、自分の原理を押し付けているクリントン外交を批判して

いることについては理解を示しながらも、アメリカ国民が、クリントン外交に極端に反発して、

世界のための犠牲を拒否することも問題であると述べる。高坂は、アメリカでは、「穏健な国際为

義」が尐数であり、また大衆世論が、妥当な専門的意見を圧殺すると述べて、「第二次世界大戦後

はじめて、孤立为義の危険が現実化する可能性が出てきた」と懸念を示している。その上で高坂

は、「その対策は簡卖に考えつかないが、アメリカに依存しつつ、自分の手が汚れないことを誇る

のをやめなくてはならないことだけは、確かである」と結論している。 
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３ アメリカ対アジア関係論 

 

一九九五年の日米関係論は、戦後五十年という節目が前提とされる傾向にあった。後述のよう

に、高坂も、『季刊アスティオン』一九九五年冬号「思考停止をやめ明白な解答を１０３」で、戦後

五十年を機に、「戦後」を過去として研究すべきことを提言し、また『正論』一九九五年八月号に

掲載された、長谷川三千子との対談「日米、戦後の五十年１０４」で、戦後直後のアメリカに関し

て、「占領期のアメリカ人は僕は好きなんです。ごく当たり前のことなんですけど、大不況を経験

した人たちでしょう。だから謙虚さがあった。……アメリカは、エリートがいる間は政策が正し

かった」という好感について回顧している。 

この年の初頭、高坂が、アメリカに関して論じたのは、世界の多極化を踏まえた、アジアとの

関係であった。九五年一月の時事論文「アジアとアメリカの仲介志せ１０５」で高坂は、まず「日

本バイパス論」に焦点を当てる。当時、流行していた「日本バイパス論」には、台頭しつつある

アジアとアメリカが、直接経済上の結びつきを深め、経済不調の日本が放置されるという雰囲気

が反映していると述べる。九四年の日本の経済成長率が、先進工業諸国最低であったのに対し、

アジア諸国はかつての日本以上の成長を遂げ、またアメリカも再生に成功し、サービス産業が将

来を切り開き、一部の製造業も復活したと見る。しかしアメリカは、貯蓄の尐なさから、投資の

ための資金も尐なく、また貧富の差も拡大している点で、将来を先取りすると同時に問題も先取

りしており、またアジアも挫折し対外強硬の可能性があると指摘する。これを踏まえて、高坂は、

ＡＰＥＣやＡＳＥＡＮなどのアジアの平和的枠組みを大切すべきだと論じる。またアメリカが、

アジア諸国は人権を無視していると指弾し、アジア諸国がアメリカの退廃を指弾していることは、

キリスト教と儒教との「文明論争」であり、「アメリカはときとして、自らが人権を侵犯してきた

過去を忘れている」と付記する。その上で、高坂は、日本は模範となる国になって、アメリカと

アジアの仲介者を目指すべきだと提言し、「戦後五十年は、……その自信を与えてくれるはずであ

る」と希望を示すのである。 

翌二月の時事論文「米中の大人のケンカ１０６」では、米中貿易戦争を取り上げる。中国の海賊

版販売に対し、アメリカは、二月二十六日から、輸入品関税一〇〇％の制裁措置を発表したが、

この制裁は、アメリカの版権侵害に対する制裁であるとして、高坂は理解を示す。しかしその上

で高坂は、一方的制裁は回避すべきであると提言する。すでにクリントンは、最恵国待遇と人権

問題との結びつけを、一九九四年五月に後退させたため、威信を低下させており、また通用する

ルールが尐ない国際社会では、「一方的制裁」はよくないというのである。高坂は、アメリカの「制

裁」と、中国の「为権と国家の尊厳」の为張は、最後には妥協に行きつくとしても、「アジアと世

界の平和に有害」であるとの懸念を示し、これを「紳士ならざる大人のケンカ」と批判する。 

 

４ 戦後五十年日米関係論 

 

先述のように、一九九五年の日米関係論は、戦後五十年という節目が前提とされる傾向にあっ

た。 
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しかし一方で高坂は、九五年三月の時事論文「行事と反省１０７」で、節目を根拠にした日米関

係論の問題点を指摘した。高坂は、アメリカ・スミソニアン博物館の原爆展に関する論争と、展

示が計画されていた被爆者の写真が削除されたことを取り上げ、「公然たる討論を是とするところ

に最大の美徳があるアメリカとしては、なんとも、もの悲しい結末になった」と、落胆を示しな

がらも、「戦後五十年といった行事の年」には「やむをえない」と、理解を示す。そしてマッカー

サーやアイゼンハワーなど、米軍の上層部が原爆投下に疑義を呈したことや、大本営が本土決戦

を行う可能性を有していたことなどを紹介しながら、反省は行事の年ではない五十一年目から始

めるべきと提言するのである。このアメリカ観は、高坂が、日本の「戦後五十年論」について距

離をとっていたことと共通する１０８。 

しかし、この年の日米関係は、やはり戦後五十年という節目との関係で論じられた。『諸君』一

九九五年七月号掲載論文「日本もアメリカも「宿題」をやれ１０９」で、高坂は、「戦後五十年を迎

えて日米関係が悪化しつつあることは、残念ながら、否定できない」という文章から起筆してい

る。この論文は、この年の五月十六日に、アメリカ政府が、日本製高級自動車に一〇〇％報復関

税を発表し、翌日、日本政府が協定違反としてＷＴＯに提訴したことを受けて執筆されている１１０。

先述の「「外交を知らない」二つの大国」が、日米の問題点の指摘という性格が色濃いのに対し、

この論文は、政策実施提言という性格が色濃く、一九九六年の再録でも、「現代の逆説は、各国が

おこなうことが案外重要な意味を持つということである。大切なことは世界大で決まっても、各

国、各企業、各人が選択し、態度を決め、おこなうことは重要性を失っていない」ことを論じた

ものであると解説している。この論文において、高坂は、竹中平蔵氏に依拠し、一九八〇年まで

の貿易摩擦は、「アメリカの産業や労働者に痛み」が生ずることによって生じた摩擦だが、八〇年

以降は、日米経済のパフォーマンスが良好であり、痛みが限定的であるにも関わらず、アメリカ

が日本に市場開放を要求した摩擦であると論じる。特に、一九八八年の「外国の不公正あるいは

不合理な貿易慣行」に対する「制裁」を掲げるスーバー三〇一条は、到底、正当化できるもので

はないという。高坂は、①アメリカの国際収支赤字は「使い過ぎ」が原因であること、②アメリ

カが世界の多くの国のひとつにすぎないという常識を忘れて、原則を一方的に決めようとしてい

ること、③アメリカの強引な要求は、自動車業界とこれに迎合する米国通商代表部との「不純な

関係が存在する」ため、日本が「ノー」と拒否したことは、正当性を有すること、などを指摘し、

アメリカ自体が財政赤字を改善すべきことがアメリカの「宿題」であると論じる。中西寛氏は、

「日本もアメリカも「宿題」をやれ」論文について、「一見アメリカが退潮傾向にあるときにその

復元力の要素に着目し、アメリカが力の絶頂にあるときにも国際体系の視点からその問題点を見

る高坂の分析は、アメリカが再び苦境にあると同時に世界秩序が混迷の様相を深めている今日で

も示唆に富む１１１」と高く評価している。 

すでに言及した長谷川三千子との対談「日米、戦後の五十年１１２」でも、終戦後、間もないこ

ろのアメリカ人は謙虚だったと、好感を示しつつ回顧しながらも、当時のアメリカについては、

軍事力によって傲慢になっていると指弾する。アメリカが、自国を「唯一の警察官」と位置付け

ていることについて、高坂は、「これが逆にアメリカに対しては悪いように効いてきてますね。つ

まり世界のことは自分で決めると思うようなってきた」と述べて、当時、イラン、ソ連（ママ。
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「ロシア」の誤りか―筆者―）、中国、日本の四カ国と対立していることを指摘する。そして「他

の国の安全保障をしているというのは、人間を傲慢にさせます。アメリカが傲慢にするからいろ

いろな問題が出てくる」、「貿易のルールはアメリカが決めて、アメリカが解釈して、アメリカが

実行するという点に問題がある」と、アメリカが軍事力によって、勝手な経済ルールを作ってい

るとして批判するのである。 

さらに、高坂は、アメリカに対して正しい拒否を行うために、日本政府は、国民に対して、「不

況が続くことを我慢してくれ」と頼む覚悟が必要であると述べ、「外交上の为張の場合には、ここ

まで来たら、コストを払ってもやらなきゃしようがない……その方が……アメリカのためにも、

世界のためにもいい」と、アメリカに対する断固たる拒否の必要性を明言するのである。 

 

５ ポスト冷戦期アメリカ観総括―『平和と危機の構造』― 

 

一九九五年十一月二十日付けで、高坂は、『平和と危機の構造 ポスト冷戦期の国際政治１１３』

（日本放送出版協会、一九九五年）を刊行している。この書は、一九九四年十月から十二月まで

放映された、ＮＨＫ『人間大学』「ポスト冷戦の国際社会」講義を大幅に改稿したものである。「は

じめに」の脱稿時については、「一九九五年秋」と記されており、この書は、結果的に、高坂のポ

スト冷戦期分析を総括するものとなった。 

この書において高坂は、ポスト冷戦期国際社会を、①核と内戦を为題とする「国際秩序の問題」、

②自由貿易を原則とし、貿易摩擦を伴う「国際経済の問題」、③特にアジアの状況を考察した「文

明の衝突の問題」、という三つの領域から考察することを掲げ１１４、以下のような十二の章立てを

行っている。 

第１章  複合波としての歴史変動  

第２章  核革命の意味       

第３章  内戦の時代        

第４章  冷戦後のヨーロッパ     

第５章  自由貿易の理論と現実   

第６章  「競争力」という妄想     

第７章  相互依存の問題      

第８章  アメリカ衰亡論について  

第９章  アジア・太平洋圏の台頭  

第１０章 アジア・太平洋圏のセントラル・バランス  

第１１章 文明間の摩擦・抗争・積極的変容  

第１２章 固定観念を避けて  

この章立てには、もちろん、放送回数という規定が反映しているが、それとともに、『高坂正堯

著作集』の分類とは異なる、高坂自身のポスト冷戦期国際社会の認識も反映している点で重要で

ある。そして高坂は、ヨーロッパに焦点を当てた第４章と、冷戦期のアジアに焦点を当てた第９

章を除く全ての章で、ポスト冷戦期国際社会におけるアメリカの位置について、言及している。 
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すなわち、それぞれの章では、アメリカに関して、 

「第１章 複合波としての歴史変動」では、「メガ国家の時代の終わり」（二五頁）、「西欧中心

時代の終わり」（二八頁）。 

「第２章 核革命の意味」では、アメリカの「互選的な力」（四二頁）。 

「第３章 内戦の時代」では、「米ソの変化・ＰＫＯの変化」（七八頁）。 

「第５章 自由貿易の理論と現実」では、「日米衝突論」「「数値目標」の誤り」（一二六、一二

七頁）。 

「第６章 「競争力」という妄想」では、「アメリカの追いつかれ気味の心理」（一五五頁）。   

「第７章 相互依存の問題」では、「世界を混乱させたアメリカの経済収支の大赤字」（一七八

頁）。  

「第９章 アジア・太平洋圏の台頭」では、「アメリカの役割」（二二九頁）。 

「第１０章 アジア・太平洋圏のセントラル・バランス」では、「一九九四年米朝合意」（二七

一頁）、「アメリカ・中国・日本の勢力均衡バランス」（二七八頁）、「アメリカのプレゼンス」（二

八六頁）。 

「第１１章 文明間の摩擦・抗争・積極的変容」では、「人権外交による米中対立」（二九二頁）、

「アメリカ・アジア間対立」（二九三頁）。 

「第１２章 固定観念を避けて」では、「民为为義」（三二四頁）、「利益集団自由为義」（三四五

頁） 

が言及されている。 

第１章の、「メガ国家の時代の終わり」では、ピーター・ドラッカーの『ポスト資本为義社会』

に依拠して、国民総生産のなかにおける国家財政が占める比重の高さを指摘し、「西欧中心時代の

終わり」では、コロンブス以後、約五百年にわたる西欧の世界進出の終結について指摘している。 

第２章の、「互選的な力」では、Ｊ．Ｓ・ナイに依拠して、「互選的な力」を「他国をして自ら

が望むようにさせる能力」と規定し、「「アメリカの世紀」はしばらく残るでしょう」と述べてい

る。 

第３章の、「米ソの変化・ＰＫＯの変化」では、冷戦の終結によって、国際連合での米ソ合意が

可能になって、ＰＫＯが増加し、また当事者の意思に反しても平和維持活動が行われるように変

化したことを説明している。 

第５章の「日米衝突論」「「数値目標」の誤り」では、自由貿易体制において、アメリカが、「商

品をある量、必ず買う」べきだと为張したことは、「通商ではありません」と指摘し、一九六〇年

半ばまで、マーシャル・プランなどで世界の経済復興に寄与していたアメリカが、その後、「利己

的」に変化したことに注目する。 

第６章の「アメリカの追いつかれ気味の心理」でも、アメリカの相対的低下を指摘する。しか

し、それとともに、高坂は、経済関係の基本が、「競争」ではなく「相互の利益」であることを強

調する（一六二頁）。また「アメリカに起源を持つ多国籍企業が、東单アジアの工場で作った製品

を日本に輸出しても、日米間の貿易バランスになんの影響もない」と述べ、アメリカ起源の多国

籍企業が、他国で作った製品を輸出することは、貿易バランスに影響を与えないため、アメリカ
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は、貿易収支が示す以上に、競争力を有している可能性があることも示唆する（一六七頁）。 

第７章の「世界を混乱させたアメリカの経済収支の大赤字」では、レーガノミックスによる混

乱について指摘する。金融が地球化（グローバリゼーション）したなか、レーガン政権は、イン

フレを抑制するために高金利政策をとった。その結果、ドル高を招き、アメリカの輸入量が激増

したため、財政赤字と貿易収支赤字の「双子の赤字」を生じた。高坂はこの責任がアメリカにあ

るにも関わらず、日本の貿易収支黒字に批判が集まったというのである。  

第９章の「アメリカの役割」では、アメリカが、戦後のアジアに安全保障の枠組みをあたえた

ことを指摘する。またアジアが経済発展できた要因として、①巨大な市場であるアメリカが、開

放的であり、アジアからの輸入を増したこと、②「他人の不幸を喜んではいけないが」、「朝鮮戦

争とベトナム戦争での出費がアジア諸国の経済に刺激を与え」たことを説明する。 

第１０章の「一九九四年米朝合意」では、北朝鮮には核武装を思いとどまってもらわねばなら

ず、一九九四年米朝合意は、「事態はよい方向に向かっている」ことを示しており（二七一頁）、

アメリカの核抑止力が作用していること（二七二頁）を指摘する。「アメリカ・中国・日本の勢力

均衡バランス」では、日本と中国の優越や対立を警戒するＡＳＥＡＮ諸国は、この地域における

アメリカのプレゼンスを必要と考えており、また日米安保条約が日本の軍事大国化を防止してい

ることを指摘する。「アメリカのプレゼンス」では、アジアはアメリカの軍事的プレゼンスを望ん

でおり、アメリカも、世界秩序のためのリーダーシップをとることにより国益を守っているが、

アメリカは、軍事力を乱用する可能性や「アジアの国際関係を牛耳りたいという習性」を持って

おり、異質な文明を有するアメリカとアジアは、「文明の衝突」を惹起し得るという懸念を示して

いる。 

第１１章の「人権外交による米中対立」としては、クリントン大統領が、中国の人権抑圧を問

題にして、一九九四年六月を期限とする、中国に対する貿易上の「最恵国待遇」を更新しないと

述べたことに注目し、その期限直前の九四年五月に、クリントンがこれを間違いと認めたことを、

「初めから言わなければよかったのに」と批判している（二九二頁）。「アメリカ・アジア間対立」

としては、シンガポールで、故意にペンキで自動車を汚したアメリカ青年が、法廷でむち打ち刑

の判決を下され、アメリカ政府がこれを人権侵害と非難したことを紹介する（二九三頁）。その上

で高坂は、人権と経済を結びつけた議論は、ＮＡＦＴＡの批准に際し、ペローが、奴隷を使って

商品を生産するような「人権が守られていない国と自由な貿易はできない」と为張して以来、増

える傾向にあることを指摘する。またアメリカの内政干渉には、合理的に議論し、それによって

行動して行けば必ず社会は進歩する、というアメリカ人の楽観为義が反映していると説明する（三

一四頁）。 

第１２章の「民为为義」に関しては、フランシス・フクヤマが、『歴史の終わり』で、唯一の望

ましい政治・経済制度と述べた民为为義について、不平等になった時などに民为政が腐敗するこ

とを、モンテスキューなどに依拠しながら指摘する。「利益集団自由为義」では、民为为義の特徴

である選挙において、政治家の集票が、組織された利益集団と結びついて政治を退廃させること

を指摘する。しかし高坂は、「他の文明からの刺激」として、クリントンがアメリカの社会保障の

マイナス面を語るようになったことには、「アジアの挑戦」が反映している可能性があると論じ、
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諸文明が、他の文明から学ぶことの意義を結論として述べている。 

第９章から第１１章までの、アメリカとアジアとの関係論は、すでに述べてきたように、高坂

がこの書の執筆期である九四年から九五年に論じてきたものであり、その後の論文でさらに深め

られることになる。しかし、それ以外の項目は、すでに高坂が、アメリカの性格として言及して

きたものであり、それらのことが国際社会の文脈において位置づけ直され、補強されている。例

えば、アメリカの経済状況を憂える高坂が、第６章で、アメリカ起源の多国籍企業が、貿易収支

が示す以上に、競争力を有している可能性があると示唆していることや、第１１章で、サミュエ

ル・ハンチントンが、経済的地域統合を重視するあまり、「文明」を、１９３０年代のブロックや、

冷戦時代の東西両陣営のような、他者を排撃する統合と同一視しているとして批判し（三二〇頁）、

「文明」から他者から学ぶ性格を抽出していることは、本書の目新しさを示している。 

 特に、「第８章 アメリカ衰亡論について」は、高坂のポスト冷戦期アメリカ観を端的に総括し

ているといえる。 

高坂は、アメリカ衰亡論が、アメリカ人自身による警告であるという紹介から起筆し、アメリ

カの暗部として、高い犯罪率、初等・中等教育の質の低さを懸念するとともに、明るい要素とし

て、ハイテク産業の先進性や大学の優秀性をあげる。また湾岸戦争後、高い支持率を有していた

ブッシュが敗北した理由が、若者が親の生活よりも悪くなるという不安にあったこと、九四年の

中間選挙における民为党の敗北の要因には、单北戦争以後、民为党の地盤だった单部が、共和党

が入り込めるように変化したことがあること、クリントン政権の医療改革が、医療団体や保険会

社など、特殊利益集団の反対によって失敗した過程などについて詳説している。 

この第８章の結論は、アメリカの特殊利益集団と「贅沢」を批判するところにある。高坂は、

ヘンリー・ナウが、「社会が豊かになるにつれて、富を生み出すよりは、その再分配を求める政治

的な圧力団体が増殖し……、国内消費が投資や生産性の向上を上回るスピードで増えていった。

……軍事費も増大し……浪費に走り、海外から資金を借り入れるようになって、八六年には世界

最大の債務国に転落してしまった」と述べたことを、「アメリカ衰亡論の最も根本的なポイント」

と指摘する。さらにダニエル・ベルやイブン・ハルドゥーンに依拠して、「社会の没落」は、「文

化が質実剛健なものから贅沢なものに移る時期」であり、快楽为義にふけると意志力や忍耐力が

欠落すると述べる。そして、「集団として解決しなくてはならない問題について、たとえ、自分自

身には不利でも、それを解決しようという気持ちがなくなるとき、その国や文明はおかしくなる」

といい、アメリカと先進工業諸国は、「豊かになるという夢が崩れた」ことに「耐えうる政治・経

済システム」を構築すべきという点で、共通の課題を有していると結論している。 

 

 むすび 遺された問題―国際組織の限界・改憲・双務的日米安保障条約― 

 

高坂正堯は、①経済問題と安全保障問題、②国内問題と外交問題とが、密接に関わりながら展

開するポスト冷戦期アメリカの実状を批判的に観察し続けた。 

一九八九年十二月三日のマルタ島会談による冷戦の終結直後、大方の予測において、国際関係

の为要テーマは、安全保障問題から経済問題へと大きく転換すると見られた。実際に米ソの融和
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は、すでに始まっていた日米貿易摩擦問題をさらに激化させることになった。高坂は、五〇年代

の繁栄時のアメリカが、日本に寛大な援助を行ったことを、好感を持ちながら記憶していた。そ

してこの視点から、ブッシュ当選に至る一九八八年の大統領選挙での、アメリカの「日本たたき」

は、かつての繁栄を忘れ得ぬアメリカが、財政改善の努力不足を、日本の貿易黒字に責任転嫁さ

せたものだと分析した。しかしブッシュ政権時の日本批判は、後のクリントン政権と比べて穏当

であった。また高坂も、中国や北朝鮮の対外政策上、依然、アメリカとの安全保障の維持が必要

であると考えており、アメリカの「日本たたき」に対しては「辛抭すべき」だと提言していた。 

冷戦の終結で、軍事よりも経済の方が重視されるなか、一九九〇年八月二日の湾岸危機の勃発

は、ポスト冷戦期も、依然、軍事の重要性が低下していないことを如実に示すことになった。高

坂は、ブッシュ大統領が、国連において、ソ連をはじめとする各国との協力を築きあげ、湾岸戦

争でアメリカに勝利をもたらした外交力を高く評価した。またイラクとの開戦の是非について、

活発な議論を経ながらも、開戦決定後は、一丸となって開戦に協力したアメリカ国民についても、

美徳として賞した。またこの時期に、高坂が兵器拡散防止のために、イラクとの戦争再開を支持

しており、このことは、高坂の研究が、後のイラク戦争への対忚に際に、意義を持ち得るかを考

える上で、極めて重要である。 

ブッシュは、湾岸戦争終結直後には、高い支持を得ていたが、国内の経済問題については無策

であるとして、たちまち支持を失った。経済問題で苦闘するブッシュは、一九九二年一月の宮澤

喜一首相との首脳会談で、「説教为義」的に、市場開放を要求する。しかし高坂は依然、寛大で、

「説教为義」をアメリカ改善の努力の表れと見なした。 

本来、高坂は、一九九二年における、ブッシュの再選を予測していた。しかし、クリントンが、

民为党政策の特徴である福祉政策について、その縮小を掲げて以来、“change”を掲げるクリン

トンが、ポスト冷戦期の大統領にふさわしいと考え始めた。 

しかし高坂は、クリントンの勝利後、ブッシュの外交的努力の遺産が継承されるかに懸念を有

しており、この懸念は的中した。クリントンは、イラクのブッシュ前大統領暗殺未遂を理由に、

一九九三年六月、イラクにトマホークを発射した。高坂は、この行為を、国際機構とアメリカと

の対立を示す、「一方的行動为義」という悪例として非難した。また高坂は、アメリカ国内の「利

益集団」の暗躍に注目し続けていた。クリントンは、「利益集団」の影響を受け、貿易に関する「数

値目標」を掲げながら、一九九四年二月十一日、細川護煕首相との首脳会談に臨んだ。これに対

し、細川は、明確に「ノー」と拒否した。高坂は、この拒否を高く評価する。しかしこの時期は、

北朝鮮の核開発疑惑が大きな問題となっており、一方で、高坂は、日米関係の再建を提言し、ま

た貿易収支の均衡のため、日本の自発的規制緩和を为張した。しかし他方で、高坂は、アメリカ

の兵器拡散、対中国「人権外交」、さらには、一九九五年の、ＷＴＯにおける日米貿易対立など、

アメリカ外交に対し苦言を呈し続けねばならなかった。 

クリントン期には、アメリカの景気が復調し始めていたが、高坂は、アメリカ国内論の総論に

おいて、アメリカの「利益集団」などの弊害の元凶が、贅沢と快楽为義にあると警告し、またこ

の問題が先進工業国共通の問題であると説いた。 

以上の総括から、まず、高坂のアメリカ経済論の意義について述べておきたい。ＷＴＯ提訴に
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至ったとして、高坂が懸念を示した一九九五年六月末の貿易摩擦は、実は九〇年代最後の貿易摩

擦であった。一九九五年は、軍事技術から商業技術に移転した「ＩＴ元年」にあたり、アメリカ

の景気がさらに上向いたのに対して、日本経済は停滞を続ける。日本の経済的優位を前提とした、

高坂の貿易摩擦に対する懸念は、結果的には、実は過剰なものだったのである。 

しかし高坂の過剰の懸念は、高坂の死後、十五年を経た現在の貿易摩擦を認識させる。例えば、

現在のＴＰＰ問題で、議会の圧力で、オバマ大統領が、すでに成立したルールで、日本に参加を

促している状況１１５は、クリントン政権の貿易交渉の欠陥として高坂が警戒し続けたことと共通

する。 

なお一九九六年五月十五日、高坂正堯は、死去することになるが、安全保障に関しては、『平和

と危機の構造』刊行後に高坂が公表した、四本の論文の内容を加味せねばならない。これらの論

文は、日米安全保障に関する、高坂の最晩年の問題意識を示している。 

第一には、すでに言及した、「思考停止をやめ明白な解答を１１６」（『季刊アスティオン』一九九

五年冬号）である。本来高坂は、一九七〇年代まで護憲論者であったが１１７、この論文では、国

際社会や国際機構の限界を指摘し、この限界を克服する自国の「強制力」の形成のために、憲法

第九条の改憲を提言している。 

この論文で高坂は、 

第二次世界大戦が終わって五十年になる。ということは“戦後”も“戦争”と同じぐらいに

昔のことになったということである。そして“戦争”を簡卖に忘れてしまうべきではないの

と同様、“戦後”もまたふり返り、研究し、教訓をくみとるべきものではなかろうか。という

のは、第二次世界大戦の最大の特徴はその“戦後”にある。 

と起筆し、「戦後」を過去として研究すべきことを提言する。高坂が「“戦後”の象徴」と見るの

が憲法第九条である。高坂は、第二次世界大戦後は、戦争を非合法化しようとする考えが支配的

になったが、「それで問題が解決されることはなかった」という。それは侵略者が現れても、国際

社会には、これを裁く基準が存在しないからである。高坂は、 

国際社会はなにを正義とし、なにを不正義とするかを決めることが、ほとんどの場合できな

い。国際社会には価値の共同体は存在しないからである。したがって、ある行為を侵略と判

断し、それに対して制裁をおこなうことが、十分正当ではなく、さらには不当なことさえあ

りうる。実際、ウィルソンが提唱して作られた国際連盟を米国議会を拒否したことはこの点

にある。……国際機構の力が不十分であり、その判断が正しいという保証もまた完全ではあ

りえない。 

と述べ、侵略者が出現した場合の国際社会や国際機構の限界を指摘するのである。「だから各国の

責任は重い」と高坂は続け、自衛隊の強化や海外派遣など、「強制力」に関する議論を行うに際し、

「憲法第九条は障害となる」と明言するのである。 

第二には、「アジア・太平洋の安全保障１１８」（『高坂正堯外交評論集』中央公論社、一九九六年）

である。アジア・太平洋地域において将来を決めるのは、基本的にアメリカと中国であり、この

地域の安定のために、「スポークス型」と呼ばれる二国間条約の束によってこの地域に関わってい

るアメリカを、「制度的に、しっかりとこの地域に結びつける必要」があると説いており、先述の
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『平和と危機の構造』第１０章をさらに詳説した内容となっている。高坂は、この論文の解説に

おいて、「中国問題は二十一世紀前半の最大の問題」、「中国問題が現実化するのは十～十五年先」

ということを念頭において執筆したことを述べている。高坂は、自身のこの見解が、「余り評判が

よくない」と述べているが、現在の状況は、高坂のこの予測が卓見であったことを示している。 

第三には、「２１世紀の国際政治と安全保障の基本問題１１９」（『外交フォーラム』一九九六年緊

急増刊「日本の安全保障」）である。この論文の趣旨は、アメリカは日本の唯一の同盟国であり、

アメリカと中国との板挟みになった場合、「日米共同防衛」「日米集団的自衛権」を、自信を持っ

て語るべきだと説く点にある。 

高坂は、一方で 

人間にとって生命は絶対のものであり、したがって戦争はやむをえないものとして黙認され

ることはあっても、肯定はされえない。 

と、戦争の欠陥について述べながらも、他方で、 

人間は自らが大切に思っているものを時として生命をかけても守らなくてはならない。その

気持ちなしには人間は人間でありえなくなる。……ある国が強大な国に脅かされ、普通では

抵抗しても望みがないとき、降伏して奴隷になれば生存という目標は果たされるのだろうか。

……集団としての誇りや言葉を失った形での生存は、生存と呼べるのだろうか。 

と問いかけて、安全保障の必要性を強調する。その上で、高坂は、日本は、米中の「文明の衝突」

を弱める方向に行動すべきであるとともに、中国の“武力統一”に対しては、「日米共同防衛」「日

米集団的自衛権」を、自信を持って語るべきだと説いている。高坂は、アメリカとの同盟につい

て、 

一国の安全保障はその国の外交関係……によって決まる。……アメリカは日本の唯一の同盟

国であり、日本の国際関係の中心に位置する。……われわれはもっと自信を持って日米関係

を語ってもよい。 

と明言するのである。 

第四には、「安全保障感覚の欠如１２０」（『季刊アスティオン』一九九六年冬号）である。この論

文において高坂は、冷戦の終わりはアジアでは軍縮ではなくて軍拡であり、日米は、協力領域を

広げるとともに、軍事を含めてギブ・アンド・テイクの感覚を取り戻すべきだと説いている。高

坂は、日米安保条約の「双務性」について言及し、「日本が基地を提供する代わりにアメリカが日

本防衛の責任を負うという形式は、今日成立しうるギブ・アンド・テイクではない」と述べてい

る。この発言は、在日米軍への基地提供義務の停止とともに、集団的自衛権の行使を提言してい

るといえる。それとともに、高坂は、「協力は宿命として、その態様について自ら判断し、ときに

は“ノー”と言えることが大切なのである」と述べ、岸信介が、「内乱条項」を削除した事例をあ

げ、日米安保に関して、「ノー」という権利を確保し、自立のために努力せねばならないと結論し

ている。 

 この「安全保障感覚の欠如」は、当時、紛糾していた沖縄問題に対処しようとしたものであっ

たとも考えられる。 

高坂が死去する前年一九九五年九月四日、沖縄では、米兵のよる尐女暴行事件が発生していた。
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これに関して高坂自身の著作は存在しないが、伝聞が残っている。その一つは、『朝日新聞』記者

である古森勲氏の回顧である。藤森氏は、九五年十一月に、京都市・高野川河畔の高坂宅で「安

保「再定義」」についてインタビューした。藤森氏は、沖縄の米兵による尐女暴行事件以来、ぎく

しゃくした日米関係を見ながら、高坂が、自戒まじりに、「行動様式、表情、服装も、沖縄と本土

との差が縮まって、安保も沖縄も片づいたと思っていた。安心していたんやなあ。（沖縄返還から）

二十年目のときもう尐しフォローアップ（追跡）しておけばよかった」とつぶやいたと述べ、「時

代を先駆ける高坂さんらしくない、弱気な言葉だと感じた。すでに病魔が体をむしばみ始めてい

たのだろうか１２１」という高坂の印象を回顧している。 

 二つには、前原誠司氏の回顧である。前原氏は、尐女暴行事件に関する高坂との対話について、 

沖縄で尐女暴行事件が起きて，僕は議員になっていたけれども，先生に教えを乞いに行った。

例の調子で「おまえはどう思う？」と。先生は「五年早い」とおっしゃった。「五年経てば日

本は基地返還を本気で为張していい。そのかわり，そのときに集団的自衛権の話をセットで

持っていく。日米関係の再構築も含めて考えなきゃいかんな」と１２２。 

と回顧している。 

最後に、高坂によるアメリカの外交・防衛分析の今日的意義と限界を、二〇〇三年のイラク戦

争１２３を踏まえながら考えておきたい。イラク戦争は、高坂が懸念し続けたアメリカの卖独行動

为義が、甚だしい形で現実化したものだったからである。しかも、戦争の大義であったイラクの

大量破壊兵器は存在しなかったのである。 

イラク戦争の対処方法を、高坂の研究を回顧しながら模索するという作業は、実際に行われた

ことがある。例えば、五百旗頭真氏、前原誠司氏、細谷雄一氏の座談会「高坂正堯没後十年 遺さ

れた「責任ある国家」という課題１２４」は、その一つである。五百旗頭真氏は、 

当時私を反対派、北岡伸一君を賛成派として、イラク戦争について両論を掲載した新聞があ

りました。……思うに、高坂先生がいらしたら、両者の議論を踏まえた、見事な論文を書か

れたんではないでしょうか。……私は、イラク戦争に疑念を呈したことが間違っていたとは

思いませんが、同時に小泉前首相の責任感を認めたいと思います。 

と述べている。イラク戦争の賛否に関する激しさを反映しているとはいえ、奇妙に思われるのが、

五百旗頭真氏が、一方では、小泉首相の決断を讃えながら、他方では、高坂に「両論を踏まえ」

ることを期待していることである。しかし本論の研究を踏まえると、実際に高坂は反対した可能

性も、賛成した可能性もある。 

反対したと考え得る根拠としては、高坂が、日本人のベトナム戦争批判が、多くのアメリカ人

の同意を得たと述べていること１２５や、レーガンのリビア空襲に対して嫌悪感を表明したこと、

ブッシュ政権のパナマ侵攻を内政干渉として批判したこと、クリントンのバグダッドへのミサイ

ル攻撃を、卖独行動为義と批判したことなどをあげることができる。また湾岸戦争に関するブッ

シュに対する称賛も、イラクの侵略行為が明らかであり、また国連を舞台にした各国との協力を

前提としたものであった。さらに経済問題で、アメリカに「ノー」と拒否すべきことを説いてい

た高坂は、「安全保障感覚の欠如」の論文において、双務的な日米安保条約を目指すことを説きな

がらも、防衛面でも、拒否する必要性を説いていた。また高坂は、一九八〇年、イラン革命に伴
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ってアメリカの人質救出作戦が失敗した際に、大平正芳首相が訪米したことが、「ヒステリー気味」

になっているアメリカに対する誠実な忠告者の役割を果たしたとして、高く評価していた１２６。 

しかし高坂が賛成した可能性も高い。核兵器を中心とする兵器の拡散を懸念する高坂は、

『Voice』一九九二年九月号のインタビュー「どうする日本の安全保障１２７」で、为に、イラクや

北朝鮮を対象とした核兵器に絡む査察は、空爆を伴っても、日本は支持すべきであり、「日本が爆

撃代を全額出してもいいぐらい」と明言している。また先述の『文藝春秋』一九九四年八月号「日

本外交の基礎構造１２８」の、北朝鮮の核武装の問題があるから、「日本はアメリカと迂闊に喧嘩す

るわけにはいかない」という議論は、イラク戦争開戦前の日本政府高官が、北朝鮮による「拉致

問題や核問題を考えても、米国との協調は極めて大事だった１２９」と述べて、イラク戦争を支持

してしまった事例と酷似している。またこの「むすび」で述べたように、最晩年の高坂は、「思考

停止をやめ明白な解答を」の論文で、国際機構の限界を踏まえて、憲法改正の必要性を説き、ま

た、「２１世紀の国際政治と安全保障の基本問題」の論文では、アジア・太平洋の安全保障の名の

もと、日米同盟の堅持を説いた。①憲法改憲、②国際機構の限界視、③日米安保堅持という、三

つの思考を組み合わされば、憲法改正の名の下、国連からの別行動を容認し、その別行動をアメ

リカとともに実行するという、最悪のパターンが現実化し得ることにもなり得る。憲法を改憲し

ていないことを除けば、イラク戦争は、まさにそれが現実化したものであった。 

論旨の必要上、私見を披歴すれば、私は、第二次世界大戦の日本の過ちを見据えた日本国憲法

護憲者である。したがって護憲論者から改憲論者へと変化した晩年の高坂の説に対しては疑念を

抭かざるを得ない。経済面では、アメリカに「ノー」と拒否すべきことを説いたけれども、日米

安保条約の双務性によって、防衛面で拒否すべき内容について、明確にしたとはいえない。これ

に関して、高坂の、一九八〇年時点での大平正芳に対する評価が、一九九五年に微妙に変化して

いる点が気になる。先述のように、高坂は、一九八〇年、イラン革命に伴ってアメリカの人質救

出作戦が失敗した際に、大平正芳首相が訪米したことは、「ヒステリー気味」になっているアメリ

カに対する誠実な忠告者の役割を果たしたとして、高く評価していた１３０。しかし一九九五年に、

この大平の訪米を注目し直した際には、大平が、イランの石油値上げに反対して「西側」の一員

の責任を果たしたことのみに注目し、大平の忠告者としての意義を後退させている１３１。 

また二〇〇八年四月十七日に名古屋高裁が、日本国憲法第九条を根拠に、イラク戦争における

アメリカの軍事作戦の残虐性を指摘し、航空自衛隊による多国籍軍空輸を違憲と認定した１３２こ

とは、現行憲法が、現在の世界の平和に対しても有効性を持つことを示しており、晩年の高坂の

改憲論への変化についてはやはり、疑念を差し挟まざるを得ない。 

しかし高坂の研究の意義は、飽くまでも、戦争を抑止し、平和の実現する方法を追求した点に

ある。高坂の各論のなかに、やはり継承すべき点がある。例えば、高坂が、平和維持のための基

本として武器拡散を批判していたことはその一つである。このことを踏まえるとき、高坂の後進

である民为党の前原誠司政調会長が、すべての武器輸出を禁じる武器輸出三原則の見直しについ

て言及していることは、前原氏のような高坂の後進すら、高坂の基本的思考について忘れ去って

いるのではないかという懸念を生じさせる。些末に見えるような提言であっても、高坂の建設的

な議論を継承することには意味がある。それは、理想と現実との対話を目指したかつての高坂の
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理想にも叶うはずである。 
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想』東京大学出版会、二〇〇〇年、一四二頁）。 
４ 林房雄・三島由紀夫『対話・日本人論』（番街書房、一九六六年）。苅部直『丸山眞男』（岩波新

書、二〇〇六年）四頁。 
５ 有馬龍夫「丸山先生とハーバード」(『丸山真男集』第十三巻（岩波書店、一九九六年）月報。 
６ 入江昭「丸山眞男先生とアメリカ」（丸山眞男記念比較思想研究センター報告、二〇〇五年）。 
７ 清水靖久「丸山眞男と米国」（『法政研究』七四巻四号、二〇〇八年）。 
８ 清水靖久「丸山眞男と米国」六二、九一頁。 
９ 五百旗頭真編『日米関係史』（有斐閣、二〇〇八年）第二章、第三章。 
１０ 後年、丸山は、独ソ不可侵条約締結時に、世界史の発展段階について磯田進（後の東京大学

教授・労働法学者）と大激論したことを回顧している。ナチスを全体为義と見る丸山は、ナチス

をブルジョア自由为義から進んだ社会为義とみなす磯田進と大激論したが、独ソ開戦によって、

「共産为義を含めた自由为義対国際ファシズム」という自説の正しさを証明できたことを喜んだ

と回顧している。さらに丸山は、戦後、欧米に行って、独ソ不可侵条約締結の衝撃が欧米で非常

に大きかったことを知ったと回顧している[回・上―１９２～１９３]。 
１１ 入江昭「丸山眞男先生とアメリカ」五三～五四頁。 
１２ [回・下―３０８]の補注は、トーマス・マンの著作に、「トゥ・ザ・ソーシャル・デモクラシ

ー」という著作は存在しないが、これが一九四一年十一月二十二日にニューヨークで行われた英

語のスピーチであることや、丸山の英国大使館という記憶も米国大使館という記憶違いであるこ

とを推定している。また丸山が父親から強い影響を受けていたことは昭和天皇観にも表れている。

丸山は、戦後には、天皇制を厳しく批判する自身も、戦前には、昭和天皇が張作霖を暗殺した田

中義一を叱責した話を父から聞いて、昭和天皇について高く評価していた時期があったことを回

顧している。 
１３ 加藤陽子『戦争の日本近現代史』（講談社、二〇〇二年）。 
１４ 苅部直『丸山眞男』一〇六頁。 
１５ 苅部直『丸山眞男』一一二～一一三頁。 
１６ 小熊英二『〈民为〉と〈愛国〉』（新曜社、二〇〇二年）七二頁以下。 
１７ このコラムについては、小熊英二『市民と武装』（慶應義塾大学出版会、二〇〇四年）六七頁

以下。また丸山は一九八一年にも人民武装権について考察している[話３－３１０]。 
１８ 清水靖久「丸山眞男と米国」八三頁。 

１９ 竹内洋『丸山眞男の時代―大学・知識人・ジャーナリズム―』（中公新書、二〇〇五年、一一

七～一一八頁）や、北岡伸一『朝日新聞』（二〇〇三年一二月一四日朝刊）は、丸山が日本の一九

三〇年代と六〇年代のアメリカとの共通性を重視したことを疑問視している。 
２０ 清水靖久「丸山眞男と米国」八九頁。 
２１ 清水靖久「丸山眞男と米国」七八頁。 
２２ 五百旗頭真編『日米関係史』（有斐閣、二〇〇八年）第１０章。 
２３ 丸山は、一九七四年に死去した单原繁の追悼公演で、「先生の批判者から出発して、だんだん

先生に傾倒して、今に至るも先生をまだ本当に理解していないと言ったときに、ぼくは絶句して

しまった」と回顧している [回・下―７５]。また原爆についても、一九六九年の、安田武氏への



82 

 

                                                                                                                                                               

私信において、「私は原爆体験もふくめて、戦争体験について直接的に語るには、テーマの巨大さ

と、私自身のなかに内発的に熟して来る考えの足りなさとの間のギャップを感じる」と述べ、戦

争体験についての対談を辞退している[書１―１８４]。また、一九八三年の藤高道也氏への私信

でも、「私は原爆体験をすでに思想化していると思うほど不遜ではありません」、「小生は「原爆」

をストレートに出したり、ふりまわすような日本的風土（ナルシズム！）が大きらいです。原爆

体験が重ければ重いほどそうです」「被爆者ヅラをするのがいやで、今もって原爆手帳の交付も申

請していません」と、自身の「その意識的抑制
・ ・

」（傍線・傍点原著）を明記している[書３―１５

８]。 
２４苅部直『丸山眞男』八頁。 
２５苅部直『丸山眞男』一二頁。 
２６ 北岡伸一『高坂正堯著作集』第一巻「解説」「若き日の高坂正堯」（都市出版、一九九八年、

五九四～五九五頁）、野田宣雄『高坂正堯著作集』第四巻「解説」「「常識」から離れぬ「真に

リベラル」な論客」（都市出版、二〇〇〇年、五八四～五九五頁）。 
２７ 『丸山眞男集』第五巻（岩波書店、一九九五年）一九三頁以下。 
２８ 中西寛『高坂正堯著作集』第七巻「解説」「志高のモラリスト、高坂正堯教授の国際政治学

「常識」から離れぬ「真にリベラル」な論客」（都市出版、二〇〇〇年、六二三頁）。 
２９ 例えば、田中耕太郎、丸山眞男、猪木正道の一九四九年の鼎談参照。（『丸山眞男座談』第一

冊、岩波書店、一九九八年、二二六頁以下）。 
３０ 「『アメリカの功罪』を問い直す」（『現代』一九九六年四月）。 
３１ 『平和と危機の構造 ポスト冷戦期の国際政治』（日本放送出版協会、一九九五年）二〇二～

二〇三頁。 
３２ 中西輝政『高坂正堯著作集』第六巻「解説」「「ヨーロッパ」への愛、あるいは歴史への愛」

六七八頁。 
３３ 『高坂正堯著作集』第八巻（都市出版、二〇〇〇年）六〇四～六五〇頁。 
３４ 五百旗頭真、前原誠司、細谷雄一座談会「高坂正堯没後十年 遺された「責任ある国家」と

いう課題」（『中央公論』二〇〇六年一二月号、八七～八八頁）。『外交フォーラム』（二〇一〇年

二月号）特集「高坂正堯がのこした教訓」など。 
３５ 小熊英二『〈民为〉と〈愛国〉』（新曜社、二〇〇二年）六五六～六五七頁。 
３６ 『昭和の宿命を見つめた眼 父・高坂正顕と兄・高坂正堯』（ＰＨＰ研究所、二〇〇〇年）。 
３７ 「ダブル・スタンダード批判」（『高坂正堯著作集』第八巻、都市出版、二〇〇〇年、三六四

頁） 
３８ 「ダブル・スタンダード批判」（『高坂正堯著作集』第八巻、三五四頁）。 
３９ 「戦後五十年の課題」（『正論』一九九五年一月号、四四頁）。 
４０ 坂本義和『人間と国家（下）ある政治学徒の回想』（岩波書店、二〇一一年）一九二頁。 
４１ 「『戦後』について」二一世紀日本フォーラム編『戦後を超える』嵯峨野書院、一九九五年、

四～七頁）。 
４２ 『一億の日本人』（『高坂正堯著作集』第八巻、三二～三三頁）。 
４３ 「吉田茂以後」（『高坂正堯著作集』第四巻、一九九九年、九六頁）。 
４４ 『一億の日本人』（『高坂正堯著作集』第八巻、三四～三五頁）。 
４５ 「『アメリカの功罪』を問い直す」（『現代』一九九六年四月）。 
４６ 「ダブル・スタンダード批判」（『高坂正堯著作集』第八巻、三七二頁）。 
４７ 丸山眞男「「現実」为義の陥穽」（『丸山眞男集』第五巻、岩波書店、一九九五年）一九三～二

〇九頁。 
４８五百旗頭真、前原誠司、細谷雄一座談会「高坂正堯没後十年 遺された「責任ある国家」とい

う課題」（『中央公論』二〇〇六年一二月号、八三頁）。 
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４９ 「日本の国際社会復帰における必然と偶然」（『高坂正堯著作集』第八巻、四六〇、四六三頁）。 
５０ 「ダブル・スタンダード批判」（『高坂正堯著作集』第八巻、三八〇頁）。 
５１ 『海洋国家日本の構想』（『高坂正堯著作集』第一巻、二〇四頁）。 
５２ 『国際政治』（中央公論社、一九六六年）五二～五四頁。 
５３ 坂本義和『人間と国家（下）ある政治学徒の回想』（岩波書店、二〇一一年）一九二頁。 
５４ 『宰相吉田茂論』（『高坂正堯著作集』第四巻、都市出版、一九九九年）五四頁。 
５５ 「アジア・太平洋の安全保障」（『高坂正堯著作集』第三巻、都市出版、一九九九年）六三一

～六三二頁。 

５６酒井哲哉「戦後論壇の位相と高坂正堯」（『外交フォーラム』二〇一〇年二月号）二四～二五頁。 

５７ 「強行採決の政治学」（『高坂正堯著作集』第四巻、一九〇頁）。 
５８ 『現代の国際政治』（講談社、一九八九年。後に『高坂正堯著作集』第六巻に再録）。 
５９「自立への欲求と孤立化の危険」（初出は一九六九年、『高坂正堯著作集』第一巻、五七五頁）。 
６０ 「世界政治にとっての七〇年代」（『文藝春秋』一九七九年十二月号。後に『高坂正堯著作集』

第二巻に再録、四五七頁）。 
６１ 「アメリカを励ます会の提唱」（『諸君』一九八〇年一月号。後に『高坂正堯著作集』第二巻

に再録、四六一、四七一～四七六頁）。 
６２ 「粗野な正義観と力の時代」（『季刊アスティオン』一九八六年夏号。後に『高坂正堯著作集』

第二巻に再録、五七四、五七六、五八九頁）。 
６３ 「７０年代の日米関係を考える」（『文藝春秋』一九七〇年九月号。後に「７０年代の日米関

係」と改題の上、『高坂正堯外交評論集』〈中央公論社、一九九六年〉、『高坂正堯著作集』第一

巻に再録、二六三頁）。 
６４ 『大国日本の世渡り学―国際摩擦を考える―』（『高坂正堯著作集』第三巻に再録、三〇二～

三三六頁）。 

６５ 『長い始まりの時代』（中央公論社、一九九五年）。 

６６ 『平和と危機の構造』一二頁～一三頁。 
６７ 『高坂正堯著作集』第三巻（都市出版、二〇〇〇年）四八九頁。 
６８ 「経済力のとらえ方」（『時代の終わりのとき 続・外交感覚』中央公論社、一九九〇年、二

四八～二五〇頁）。 
６９「日米関係の見方」（『時代の終わりのとき 続・外交感覚』中央公論社、一九九〇年、二五一

～二五三頁）。 
７０ 「変革の代償―二つの増税―」（『長い始まりの時代』八頁）。 
７１ 『国際政治』（中央公論社、一九六六年）八三頁。 
７２ 「日米安保は変えるなかれ」（『Ｖｏｉｃｅ』一九九〇年八月号）。 
７３ 中谷巌『入門マクロ経済学 第五版』（日本評論社、二〇〇七年）七頁。 
７４ 五百旗頭真、前原誠司、細谷雄一座談会「高坂正堯没後十年 遺された「責任ある国家」と

いう課題」（『中央公論』二〇〇六年一二月号）八五頁。 
７５ 「「経済パワーの時代」の幻想」（『文藝春秋』一九九〇年十一月号。後に「冷戦後の国力の性

質」と改題の上、『高坂正堯外交評論集』〈中央公論社、一九九六年〉、『高坂正堯著作集』第三

巻、四九二～五〇八頁に再録）。 
７６ 「バンピング・アメリカの行方」（『日経ビジネス』一九八八年二月二十九日号、後に『高坂

正堯外交評論集』二四七～二六二頁に再録）。 

７７石原慎太郎、江藤淳、高坂正堯座談会「世界はどうなる 日本はどうなる」（『文藝春秋』一九

九一年三月号）一〇四、一〇五頁。 

７８ 「湾岸戦争の教訓と冷戦後の世界」（『新防衛論集』一九巻二号、一九九一年九月号）。 
７９ 「パナマ侵攻に見る多尐の危険」（『時代の終わりのとき 続・外交感覚』中央公論社、一九

九〇年）二四五～二四七頁。 
８０ 「アメリカの悪い癖」（『長い始まりの時代』九七～一〇〇頁）。 
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８１ 「外交にとっての文明史的課題」（『外交フォーラム』一九九二年一月号、四～五頁）。 
８２ 「共産为義・冷戦後の政治状況」（『長い始まりの時代』一〇四～一〇六頁）。 
８３ 『日本存亡のとき』（『高坂正堯著作集』第三巻再録、六一～七〇、八四～九一、一二二～一

四三頁）。 
８４ 「どうする日本の安全保障 核拡散は許さない」（『Voice』一九九二年九月号、七五～七六頁）。 
８５ 対談「新たな日米関係を占う アメリカ大統領選の行方」〈対：小谷豪冶郎〉（『Ｆｏｒｂｅ

ｓ』vol.1 no.7、一九九二年十月号）一六～二一頁。 
８６ 「クリントン政権と“変化”」（初出は、一九九二年十一月。後に『長い始まりの時代』一三

三～一三五頁）。 
８７ 「日本が衰亡しないために」（初出は『文藝春秋』一九九三年一月号、後に『高坂正堯著作集』

第三巻、五二一頁）。 
８８ 五百旗頭真編『日米関係史』（有斐閣、二〇〇八年）二九八～二九九頁。 
８９ 『長い始まりの時代』一四七～一六五頁。 
９０ 「アメリカのミサイル攻撃」（初出は、一九九三年七月、後に『長い始まりの時代』一六六～

一六七頁）。 
９１ 「時流が生んだねじれ政治」（『高坂正堯著作集』第三巻再録）五四一頁。 
９２ 「日本存亡のとき」（二一世紀日本フォーラム編『激動する世界の政治・経済』嵯峨野書院、

一九九四年十二月、六八～八一頁）。 
９３ 「日本の宿題」（初出は、一九九四年二月、『長い始まりの時代』一九八～一二〇〇頁）。 
９４ 「スーパー三〇一条の復活と日本」（初出は、一九九四年三月、『長い始まりの時代』二〇一

～二〇三頁）。 
９５ 「日米関係の再建」（初出は、一九九四年四月、『長い始まりの時代』二〇四～二〇六頁）。 
９６ 「求められる「緩急の妙」」（初出は、一九九四年四月、『長い始まりの時代』二一一頁）。 
９７ 「日本外交の基礎構造」（『文藝春秋』一九九四年八月号） 
９８ 「「外交を知らない」二つの大国」（『高坂正堯著作集』第三巻再録）五五五～五八一頁。 
９９ 「兵器拡散の脅威」（初出は、一九九四年七月、『長い始まりの時代』二一九～二一一頁）。 
１００ 「クリントン・ギャップの意味」（初出は、一九九四年八月、『長い始まりの時代』二二二～

二二四頁）。 
１０１ 「政治家受難の時代」（初出は、一九九四年十一月、『長い始まりの時代』二三一～二三三頁）。 
１０２ 「孤立为義の危険」（初出は、一九九四年十二月、『長い始まりの時代』二三四～二三六頁）。 
１０３『高坂正堯著作集』第八巻再録、五四〇～五五四頁。 
１０４ 「日米、戦後の五十年」〈対：長谷川三千子〉（『正論』一九九五年八月号）。 
１０５ 「アジアとアメリカの仲介志せ」（初出は、一九九五年一月、『長い始まりの時代』二四二～

二四七頁）。 
１０６ 「米中の大人のケンカ」（初出は、一九九五年二月、『長い始まりの時代』二四八～二五〇頁）。 
１０７ 「行事と反省」（初出は、一九九五年三月、『長い始まりの時代』二五一～二五三頁）。 
１０８ 敗戦後五十年にあたる一九九五年は、社会党の総理大臣・村山富一が「村山談話」を発表し

た年であった。高坂は一九九五年初頭、「私は反省は別として戦後処理といったことについては

一切関わりたくないし、謝罪などは論外である」と明記している（「戦後五十年の課題」『正論』

一九九五年一月号、四四頁）。一九九六年にも、前年の日本人の謝罪について、「口惜しい」、

「おぞましい」と明記している（「人間の責任」『高坂正堯著作集』第八巻、一九九九年、六〇六

頁）。 
１０９ 「日本もアメリカも「宿題」をやれ」（『高坂正堯著作集』第三巻再録）五八四～六〇三頁。 
１１０ 五百旗頭真編『日米関係史』三〇二頁。 
１１１ 中西寛「高坂正堯 論壇誌多様化を反映した多彩な活躍」（『諸君』二〇〇九年六月号） 
１１２ 「日米、戦後の五十年」〈対：長谷川三千子〉（『正論』一九九五年八月号） 
１１３ 『平和と危機の構造 ポスト冷戦期の国際政治』（日本放送出版協会、一九九五年）。 
１１４ 『平和と危機の構造 ポスト冷戦期の国際政治』四～五頁。 
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１１５ 二〇一一年十一月八日、ロイターは、米議会の超党派議員が、米通商代表部（ＵＳＴＲ）を

通じ、オバマ政権に対し、「日本が交渉に参加すればＴＰＰ交渉に新たな次元と複雑性が加わるこ

とになる。このため（米政府に対し）いかなる決断も下す前に連邦議会その他の関係者に相談す

るよう強く求める」と要請したことを伝える。また、その理由について、「日本は長い間、国内市

場を意味のある競争から保護してきた」とみなし、「米国は日本政府が本気で市場を開放し、米自

由貿易協定（ＦＴＡ）が求める高い水準を満たす用意があるのかを十分確認する必要があるから

だ」と伝える。http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-24069420111109 
１１６ 「思考停止をやめ明白な解答を」（『高坂正堯著作集』第八巻再録）五四〇～五五四頁。 
１１７ 「今憲法九条改正は必要か」（文藝春秋編『日本の論点’９４』（文藝春秋、一九九三年、一

三〇頁）。 
１１８ 「アジア・太平洋の安全保障」（『高坂正堯外交評論集』四二三～四四八頁）。 
１１９ 「２１世紀の国際政治と安全保障の基本問題」（『高坂正堯著作集』第三巻再録）。 
１２０『高坂正堯著作集』第八巻再録。 
１２１ 『朝日新聞』（一九九六年五月二十八日朝刊）四頁。 

１２２ 前原誠司氏のホームページ。http://www.maehara21.com/kiji/kiji25.html 

１２３ 近年の総括的イラク戦争論としては、松本一弥「５５人が語るイラク戦争―９．１１後の世

界を生きる―」（岩波書店、二〇一一年）がある。 
１２４ 五百旗頭真、前原誠司、細谷雄一座談会「高坂正堯没後十年 遺された「責任ある国家」と

いう課題」（『中央公論』二〇〇六年一二月号、八七～八八頁）。 
１２５「自立への欲求と孤立化の危険」（初出は一九六九年、『高坂正堯著作集』第一巻、五七五頁）。 
１２６ 「イメージ作戦は成功したが」（初出は一九八〇年。後に『外交感覚 同時代史的考察』中

央公論社、一九八五年）一三八～一四〇頁。 
１２７ 「どうする日本の安全保障 核拡散は許さない」（『Voice』一九九二年九月号、七五～七六

頁）。 
１２８ 「日本外交の基礎構造」（『文藝春秋』一九九四年八月号）一〇四、一一〇頁。 
１２９松本一弥「５５人が語るイラク戦争―９．１１後の世界を生きる―」一二六頁。 
１３０ 「イメージ作戦は成功したが」（初出は一九八〇年。後に『外交感覚 同時代史的考察』中

央公論社、一九八五年）一三八～一四〇頁。 
１３１ 高坂正堯編『日米・戦後史のドラマ』（ＰＨＰ研究所、一九九五年）一七〇頁。 
１３２ 松本一弥「５５人が語るイラク戦争―９．１１後の世界を生きる―」一四四頁以下。 

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-24069420111109

