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１ は じ め に

『日本国憲法』の原案たる『総司令部案』（いわゆる『マッカーサー草案』、

1946年２月13日提示）の20条には、「いかなる検閲も、これを認めない。」

（No censorship shall be maintained.）と規定されていた。しかしながら、

1945年11月３日、統合参謀本部より連合国最高司令官に宛てて発せられ

た『日本国本土における占領後の軍政のための基本指令』（１）は、連合国最高

司令官が「軍事上の安寧とこの指令に定められている目的達成のために必

要な郵便、無線電信、ラジオ、電話、電報、有線電信、映画および出版物

を含む民間情報の最小限の管理と検閲をすること」を命じていた。
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その結果、連合国最高司令官（マッカーサー元帥）は、占領期間中、民間

で発行された単行本、雑誌、新聞、郵便物、放送、映画などあらゆる表現

物に対して検閲を実施した（２）。民間検閲支隊（Civil Censorship Detachment

以下で CCD）によって検閲を受けたものは、逐次刊行物（広義の雑誌で、新

聞は含まない）だげで約13000種、およそ５万冊、450万ページにおよび、

約3500種の雑誌、9500冊がなんらかの意味で問題視されたという（３）。

この大量の被検閲物の多くが、メリーランド大学マッケルデン図書館東

亜図書部にプランゲ文庫として保管されている。これらの被検閲物のう

ち、日本国憲法の記述に関し、いかなる点が問題とされ、どのような削除

や書き直し処分を受けたのだろうか。本稿は、おもに単行本および雑誌に

掲載された論稿に限定して、以下で検証しようとするものである。

私は、占領史や検閲史を専攻する者ではない。憲法を専攻する者として、

この分野に焦点をあてた論稿がほとんどないという事実にかんがみ、上記

図書館東亜図書部に所蔵されている膨大な資料のなかから、いくつかを

ピックアップして検討してみようというものである。なお、私は、「日本国

憲法の記述に関する連合国総司令部の検閲について（一）、（二・完）」と題

し、『駒澤大学法学部政治学論集第23号、第24号』（1986年３月30日発行、

同年12月20日発行）に「研究ノート」を掲載した。それは、あくまで「研

究ノート」として、資料を羅列的にかかげたものであった。本稿は、同研

究ノートを再整理し、資料もいくつか加え、解説もより詳細にし、「論説」

として、提出するものである。

２ 検閲の法的根拠

アメリカにおいては、すでに戦争直後から日本占領後の検閲を検討して

いたが（４）、言論、出版等に関する検閲の根拠としては、1945年９月10日の

『言論および新聞の自由に関する覚え書き（Memorandum Concerning Free-

dom and Press）』（５）、同年９月19日の『日本国のための新聞準則に関する
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覚え書き（Memorandum Concerning Press Code for Japan）』（６）、いわゆる

プレス・コード（７）などがある（８）。前者は、次のような内容であった。

『言論および新聞の自由に関する覚え書き』

１．日本帝国政府は、事実に即さず、または公共の安寧を害する新聞、

ラジオ放送その他の発表手段によるニュースの伝搬を防止するために必

要な命令を発するものとする。

２．連合国最高司令官は、言論の自由に対して絶対的に最小限の制約

が存することを布告した。日本国の将来に影響を与える事項についての

議論の自由は、当該議論が世界の平和愛好諸国間の地位に値する新国家

として敗北から浮上しようとする日本国の努力に有害とならないかぎ

り、連合国によって奨励される。

３．議論されることのできない主題は、公表されていない連合軍の動

静、連合国の虚偽または破壊的な批評、および流言を含む。

４．当面、ラジオ放送は、おもにニュース、音楽および娯楽番組とす

る。ニュース、解説および情報放送は、東京放送局より発せられるもの

に限定される。

５．最高司令官は、事実に則さずまたは公共の安寧を害する情報を発

表するいかなる刊行物または放送局をも停止するものとする。

また後者は、以下のようである。

『日本国のための新聞準則に関する覚え書き』

日本に報道の自由を確立するためという連合国最高司令官の目的に従

い、日本国のための新聞準則が発せられた。この新聞準則は、新聞の規

制ではなくて、むしろ自由な新聞の責任と意味を日本の新聞に教えこむ

ために企図されるものである。記事の真実性と宣伝の除去に重点がおか

れている。この新聞準則は、すべての新聞紙のニュース、社説、および
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すべての広告を包括し、さらに日本において出版されるあらゆる公刊物

を包括する。

１．ニュースは、厳格に事実に則しなければならない。

２．直接または間接を問わず、公安を害するようないかなる事項も、

掲載してはならない。

３．連合国に対するいかなる虚偽的または破壊的な批評もしてはなら

ない。

４．連合国進駐軍に対する破壊的な批評をすること、および同軍隊に

対する不信または憤激を招くようないかなる事項も掲載してはならな

い。

５．連合国軍隊の動静については、それが公表されているものでない

かぎり、記述し、または議論してはならない。

６．ニュース記事は、事実に則して記述されなければならず、編集者

の意見を完全に払拭しなければならない。

７．ニュース記事は、宣伝に資する目的に合致させるために、着色し

てはならない。

８．宣伝の目的を伸張し、拡大させるために、ニュース記事中の軽微

な細部を過度に強調してはならない。

９．ニュース記事は、関連する事実または細部の省略により、これを

歪曲してはならない。

10．新聞の編集にあたっては、いかなるニュース記事も、宣伝の目的

を確立し、または拡大させるために、不当に突出させてはならない。

ここにみるように、客観性を装いつつ、かなり主観の入る余地の高い

ものであった。モニカ・ブラウは、次のように評している（９）。「客観性の

名目において、あらゆることがらを統制するのにうってつけの一手段も

同然であった。……1945年秋に日本に導入されたアメリカの検閲は、広

範囲にわたる検閲であり、いかなる全体主義国家の検閲とも少しも違わ
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ない性格のものであったといいうる。」

さて、このプレス・コードは、さらに具体化され、江藤淳の調査によ

れば、以下の項目に該当するものは、すべて発行禁止（supress）または削

除（delete）処分とされた（10）。

１．SCAP－連合国最高司令官（司令部）に対する批判

連合国最高司令官（司令部）に対するいかなる一般的批判、および以下

に特定されていない連合国最高司令官（司令部）指揮下のいかなる部署に

対する批判もこの範疇に属する。

２．極東軍事裁判批判

極東軍事裁判に対するいっさいの一般的批判、または軍事裁判に関係

のある人物もしくは事項に関する特定の批判がこれに相当する。

３．SCAP（連合国最高司令官）が憲法を起草したことに対する批判

日本の新憲法起草にあたって、SCAPが果たした役割についてのいっ

さいの言及、あるいは憲法起草にあたって SCAPが果たした役割につい

てのいっさいの批判。

４．検閲制度への言及

出版、映画、雑誌の検閲がおこなわれていることに関する直接、間接

の言及がこれに相当する。

５．合衆国に対する批判

合衆国に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。

６．ロシアに対する批判

ソ連邦に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。

７．英国に対する批判

英国に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。

８．朝鮮人に対する批判

朝鮮人に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。

９．中国に対する批判

中国に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。
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10．他の連合国に対する批判

他の連合国に対する直接、間接のいっさいの批判がこれに相当する。

11．連合国一般に対する批判

国を特定せず、連合国一般に対しておこなわれた批判がこれに相当す

る。

12．満州における日本人取扱いについての批判

満州における日本人取扱いについてとくに言及したものがこれに相当

する。

13．連合国の戦前の政策に対する批判

一国あるいは複数の連合国の戦前の政策に対しておこなわれたいっさ

いの批判

14．第三次世界大戦への言及

第三次世界大戦の問題に関する文章についておこなわれた削除は、特

定の国に対する批判ではなく、この項目で扱う。

15．ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及

西側諸国とソ連との間に存在する状況についての論評がこれに該当す

る。ソ連および特定の西側の国に対する批判の項目には含めない。

16．戦争の擁護の宣伝

日本の戦争遂行および戦争中における行為を擁護する直接、間接の

いっさいの宣伝がこれに相当する。

17．神国日本の宣伝

日本国を神聖視し、天皇の神秘性を主張する直接、間接の宣伝がこれ

に相当する。

18．軍国主義の宣伝

「戦争擁護」の宣伝に含まない、厳密な意味での軍国主義のいっさい

の宣伝をいう。

19．ナショナリズムの宣伝

厳密な意味での国家主義のいっさいの宣伝がこれに相当する。ただし
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戦争擁護、神国日本その他の宣伝はこれに含めない。

20．大東亜共栄圏の宣伝

大東亜共栄圏に関する宣伝のみがこれに相当し、軍国主義、国家主義、

神国日本、その他の宣伝はこれに含めない。

21．その他の宣伝

以上特記した以外のあらゆる宣伝がこれに相当する。

22．戦争犯罪人の正当化および擁護

戦争犯罪人のいっさいの正当化および擁護がこれに相当する。ただし

軍国主義の批判はこれに含めない。

23．占領兵士と日本女性との交渉

厳密な意味で日本女性との交渉を取扱うストーリーがこれに相当す

る。合衆国批判には含めない。

24．闇市の状況

闇市の状況についての言及がこれに相当する。

25．占領軍軍隊に対する批判

占領軍軍隊に対する批判がこれに相当する。したがって特定の国に対

する批判には含めない。

26．飢餓の誇張

日本における飢餓を誇張した記事がこれに相当する。

27．暴力と不穏の行動の煽動

この種の記事がこれに相当する。

28．虚偽の報道

明白な虚偽の報道がこれに相当する。

29．SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及

30．解禁されていない報道の公表。

実に細部にわたる検閲対象をもうけていたものである。江藤は、ここに

意図されているものは、古来、日本人の心にはぐくまれてきた伝統的な価
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値の体系の、徹底的組み替えであることはいうまでもないと指摘してい

る（11）。もっとも伝統的な価値の体系ばかりでなく、社会主義者の立場に

立って、社会主義を鼓吹宣伝することも許されなかった。要するに、SCAP

の占領政策を阻害する類の言論は、いっさい認められなかったのである。

このような検閲を実施したことにより、日本自身がみずからを完全否定す

べく誘導され、SCAPの自己正当化という目的にみごとに合致させられ

た（12）ことはたしかである。

憲法的視点から注目されるのは、第３項目である。ここにおいて、日本

国憲法が連合国最高司令官（総司令部）によって起草されたという事実、な

らびに日本国憲法の起草に果たした SCAPの役割について、批判がましく

言及することは、いっさい禁じられていたのである。このような憲法に対

する批判は、一般に公刊される単行本、雑誌、新聞のみならず、郵便物を

も対象にし、郵便物担当の検閲官に対して憲法批判にはとくに注意するよ

う指示がなされていたという（13）。

以下の検証でも判明するように、憲法論議のなかで合衆国や連合諸国に

対する批判、あるいは占領軍に対する批判にふれるような表現は、すべて

削除なり発行禁止を命じられている。しかも、検閲が実施されていること

それ自体を公表することが許されなかったのである。

３ 検閲の実際

以下において、検閲処分を受け、削除または不承認とされた部分につい

ては、原則的にアンダーラーンを引いて示すことにする。引用文の漢字に

関し、原典に使用されている字体はおおむね旧字体であるが、新字体に改

めた。また数字は本論稿を横書きにしたため、算用数字に改めた部分もあ

る。いくつかの著書・論稿については、英文調書で理由が示されているが、

その場合には、“ ”内にその理由をかかげることにする。なお、 >と

あるのは、本稿執筆者・西の注記を意味する。
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⑴ 検閲の種別

検閲は、SUPRESS（発表禁止）、DELETE（削除）に分けられるが、DIS-

APPROVAL（不承認）、HOLD（保留）、CHANGE（変更）などの表示も残

されている。読んで字のごとく、発表禁止は、著書そのもの、あるいは論

稿全体の発表が差し止められた。それゆえ、たとえば雑誌に掲載予定だっ

た論稿が“SUPPRESS”とされると、他の論稿に差し替えられなければな

らなかった。“DELETE”は、著書または論稿中、その部分のみの削除が求

められるものである。この場合は、削除された部分を取り除くか、あるい

は別の表現に改められなければならなかった。“DISAPPROVAL”は結

局、削除される運命にあった。

検閲の実際については以下に詳述するところであるが、、あらかじめその

事例を二、三かかげておこう。“発表禁止”処分は、たとえば日本共産党発

行『新しい世界』第３号（1947年８月１日発行）に対してなされた。同紙の

「もくじ」欄には、当初予定されていた論稿４編（野坂参三「共産党の戦略戦

術」、「アジアの共産主義」、野坂参三「なぜ理論は学ばなければならぬか」、川上

寛一「共産主義とは何か（一））が DELETEとされ、本文では、野坂論稿「共

産党の戦略戦術」について、すべての頁に SUPPRESSのスタンプが押さ

れている。同論文は、日本における社会主義革命の必要性を唱え、天皇、

資本家、地主、軍閥官僚を支配階級の座から引き下ろさなければならない

ことを強調し、議会万能主義の社会党とは異なり、「武力以外のあらゆる大

衆的な行動と組織の力によつて、革命をやる」ことを訴えるものであった。

この論文を“発表禁止”にした理由について、英文調書には“社会不安に

対する煽動（Incitement to Unrest）”と記されている。結局、同機関紙は、

これら４編に替えて、野坂参三「ある国境の町」、立野三郎「映画の面白さ」

などを掲載している。

共産党は、文字通り、従来の日本の古い体制を打倒して、人民共和制社

会の樹立をめざしている。総司令部は、従来の日本の古い体制を一変させ

るという点では、同党と手を組むことができたが、資本主義の打破までは
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許容することができなかった。それゆえ、共産党の機関紙には、厳しい目

を向けていた。その点で注目されるのが、『前衛』（日本共産党中央機関紙・

主幹 宮本顕治、1946年８月１日発行）所収の徳田球一「施政方針に対する質

問」記事に対する反応である。これは、徳田が６月24日、衆議院でなした

質問を機関紙に掲載しただけなのであるが、にもかかわらず、いくつかの

箇所を“削除”するように命じられている。以下は、そのうちのひとつで

ある。

つぎに食料メーデーのごときものが社会の秩序維持に危険なものとさ

れてゐるが、もしあのやうな組織された堂々たる示威行進をしないなら

ば、これは必ず暴動とならざるをえない状態になつてゐる。労働者、農

民諸君の意思表示を抑へるならば、これは当然自暴自棄にならざるをえ

ない。故に大衆行動を堂々として合法的にやるのがなぜわるいか、われ

われはこの点十分に政府の見解をきゝたい。かやうな合法的な大衆行動

に対して、48時間前に届け出よとかいふやうな妨害をするならば、かへ

つて一大危険を生ずる、政府のかゝる暴圧は、まさに暴動を挑発するに

ひとしいと、私は信ずる。この点につき、農相と内相の後所見をうかゞ

いたい。

徳田球一（1894－1953年）は、1922年のコミンテル日本支部としての日本

共産党創設に参加、中央委員となった。のちに思想犯として逮捕され、終

戦後の45年10月、18年の獄中生活を経て出所し、46年の衆議院総選挙で

当選を果たした。45年11月には同党中央委員会書記長の地位を得て、同党

最高幹部の一人であった。

他方、『国体戦線』（1947年６月１日発行）に発表されることになっていた

里見岸雄の論稿「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」は、

“民族主義的プロパガンダ（Nationalistic Propaganda）”であるとの理由で

“発表禁止”処分を受けた。里見岸雄（1897－1974年）は、1936年に日本国

一
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体学会を設立、41年には立命館大学教授に就任し、翌年、法学博士を授与

されるとともに、同大学に国体学科を創設した。国体に関する独自の科学

的研究を提唱していたことで知られていた。上記論稿において、日本国憲

法１条は英文と日本文とに差異があることを指摘し、金森国務大臣が「国

民」のなかに「天皇」が含まれると答弁したのは間違いであると批判、次

のような持論を展開した。「皇位は、天降り式に定まつてゐる浮動性のもの

でなく、日本民族社会の根底からそゝり立つてゐるものであり、それ故に

こそ嵐にも雨にも、曾てこの一点だけは崩壊することなく、日本民族の発

展と共に発展し、いかなる時代の、いかなる階級の、いかなる権力国家の

時にも、時代の国家の根本に揺ぐことなき基本国家として我国の根底を為

し来たつたので、かくの如き国民ありて、茲に比類なき慈父としての天皇

ゐまし、天皇ゐませるが故に茲に常に天皇を御慕し奉る国民あり、いはゆ

る君民一体の国体を成したのである。」

こうして、総司令部は、一方でいわゆる共産主義的プロパガンダに対し

て、他方で民族主義的プロパガンダに対して、目を光らせていたことがう

かがえる。

“変更”を命じられたものに中曽根康弘『青年の理想』（一洋社、1947年

３月31日発行）がある。中曽根康弘（1918－）は、警視庁監察官を退官後、

郷里に戻り、青年将校として衆議院に立候補する意思を固めていた。その

準備中に同著を執筆したのである。同著で中曽根が米軍の将校たちに日本

人をどう思うかとたずね、そのまま次のように書き記した。「第八軍々政部

長のバラード大佐という方があった、この人は、かう言はれた。……」し

かしながら、軍人の名前が第三者に分かるように具体的に書くことは、ま

かりならぬとされ、「第八軍々政部長のバラード（の或）大佐という方があっ

た、この人は、（が）かう言はれた。」というように変更するように指示され

た。その結果、「第八軍々政部の或大佐がかう言はれた。」というように漠

然としたものになった。

かなり検討された結果、民政局次長で日本国憲法の成立過程全体を取り

一
四
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仕切ったというべきケーディス大佐の判断が仰がれたものに、佐々木惣一

「戦争を放棄する憲法規定の実際的意味」（『創造』1947年２月号）がある。同

論稿で佐々木は、「国内法たる憲法の中に今回の如く戦争放棄の規定を設く

ることは、国家活動の実際上意味がない。」との立場をとることを明らかに

し、「わが国は、今後外交関係を復活して、国際連合なる国際生活を為さう

として見ても、戦争放棄といふ憲法上の鉄則に縛られる限り、国際連合に

加入してゐる国家の一としての責務を尽すことが出来ないやうな立場に立

つであらう。」と書いた。この後者の部分が問題とされ、日本と国連との関

係を傷つけるのではないかとの疑問が提起され、“発表禁止”処分が妥当で

はないかと思われるとの判断が示された。これに対して、担当者（Kun-

zumanとある）は、「日本国民が深く関心をもっている問題点をたんに指摘

したにすぎず、著者にはプレス・コードを切り刻む斧をもっているように

思われず、プレス・コードの枠内にあると感じる。」との所見を付して返付

した。こうして、佐々木の憲法解釈が問題とされたために、ケーディスの

判断が求められることになった。ケーディスは、「たんに憲法の規定に対す

る批判であり、SCAP批判ではなく、反対する理由はない。」との断をくだ

した。

佐々木惣一（1878－1965年）は、京都帝国大学の憲法学教授として令名が

高く、また近衛文麿に請われ、内大臣府御用係としてみずからの帝国憲法

改正案を天皇に奉答した。重要人物であっただけに慎重な審査がなされた

のであろうか。

いうまでもなく、検閲をするのはほかならぬ人間である。複数の目を通

したとしても、主観的な判断に左右されることは避けられない。検閲官に

よっては、かならずしも基準が一定していたとはいえないこともあったよ

うである。

⑵ 日本国憲法の成立過程について

こんにちでは、日本国憲法は、原案の作成から最終的に成立するまでの

一
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期間、総司令部と極東委員会の監視のもとにおかれ、なかんずく総司令部

から一字一句まできびしくチェックされていたことは周知の事実である

が、当時そのような事実を記述することは許されなかった。日本国憲法は、

始めから終りまで日本国民の手で作られ、総司令部はせいぜい助言をする

にとどまった、とされなければならなかったのである。

前述したように、「日本の新憲法起草にあたって、SCAPが果たした役割

についてのいっさいの言及、あるいは憲法起草にあたって SCAPが果たし

た役割についてのいっさいの批判」は禁じられていたわけであるから、こ

れに該当する表現は、きびしくチェックされた。

当時、総司令部民政局で日本国憲法の原案作りにも参画し（人権の章を担

当）、日本通として知られていたハリー・E.ワイルズ（Harry Emerson
 

Wildes,1890－？）は、その著『東京旋風－これが占領軍だった』で、次の

ように述べている（14）。「ホイットニーは、事実、民政局が、その起草に参与

したことを暴露するようなことにはいっさい厳重な禁止令をしき、４カ月

ほどたって、そのニューズがアメリカの新聞に洩れたときには、それを洩

らした犯人を見付けて処罰するために調査委員会を設けたほどだった。ホ

イットニーの作り話によると、新憲法草案は着想も起案も一から十まで日

本側の手で作られたものだということになっていた。それに騙される日本

人はめったになかったが、厳密な検閲によって、新憲法がアメリカ製であ

ることをほのめかすような言辞は、どんなに遠まわしないい方をしたもの

でも、いっさい印刷発表されることが防止されていた。」

実際に、日本国憲法の成立過程に関して、どのような検閲がおこなわれ、

いかなる表現が問題とされたのか。次は、日本文化普及振興会刊『新憲法

の意義と解説』（1946年11月発行）の一節である。

10月11日近衛公が内大臣府御用掛りに任ぜられ、木戸内大臣を輔佐

して憲法改正の準備に着手することになつたのであるが、この経緯につ

いては公が後に外人記者団に語つたことによつて知られる。即ち近衛公

一
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は

「われらは目下日本憲法に一大改正を加ふべく努力してゐるが、これ

はマッカーサー元帥の示唆に基くものである。」

と述べた後、

「憲法改正への動きが実際に緒についたのは過ぐる10月４日余と

マッカーサー元帥との会見以来である。しかしその前９月初旬に会見し

た折も元帥は余が日本に於ける自由主義運動を指導しては如何といふ趣

旨のことを語られた。10月４日の第二次会見の劈頭元帥は日本憲法の自

由主義化の必要を決然たる口調で述べ、ついでかかる運動を余が指導し

ては如何かと示唆された。それに対して余は憲法改正は天皇の発議によ

る以外なされないと答へ、元帥の希望を天皇陛下に伝達する旨約した。

……」

上にみるように、当初は日づけまで付し、かなり具体的にマッカーサー

元帥が近衛公に憲法改正をおこなうよう奨励していたことが読みとれた

が、アンダーラインを付されている部分をのぞいて読んでみると、近衛公

と会ったマッカーサー元帥は、日本国憲法の自由主義化の必要性を述べた

にすぎないことになる。

この著書は、憲法公布記念日に合わせて出版されたものである。同書に

は、尾崎 堂と金森徳次郎の「序」が付されている。尾崎 堂（本名・行雄、

1858－1954年）は、帝国議会開設時（1890年）の第１回衆議院議員選挙以来、

連続24回当選、生涯を憲政擁護運動にささげ、憲政の神様と称されてい

た。また金森徳次郎は、憲法担当国務大臣として、憲法の成立に獅子奮迅

の活躍をした。日本文化普及振興会は、「国家的使命の下に新憲法発布を記

念すると同時に新憲法精神の国民普及運動」（同書３頁）を目標にしてお

り、憲法全体の説明は、とくに偏ったものではない。にもかかわらず、正

確に記述した内容ゆえに、それが一般国民の目にふれさせられなかったわ

けである。

一
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滝川事件（または京大事件）で知られる刑法学者の滝川幸辰（1891－1962

年）は、京都大学法学部長として、「『自由と民権』について」と題し、講演

した。しかし、その講演が活字になったとき、次のような記述部分につい

て、“違反”（violation）の烙印が押された。

８月17日に成立した東久邇内閣では旧憲法によつて日本を民主主義

化させようといつたので驚いた連合国ではこんな総理大臣ではだめだと

いうのでそれから一月余りで幣原内閣に変つております。幣原というの

は御承知の通り外務大臣たりし人で対華政策その他において軟弱外交と

いわれ軍部の気に入らなかつた人で平和主義者でありますから、これな

らなんとかやるだろうと思つていたところが、10月９日の組閣に際し憲

法は改正せずしてこのまゝでやると宣告したためこれはまた大変なヤツ

が出て来たというので１日おいて10月11日にマツクアーサー元帥は彼

を呼びつける一方彼に日本の民主主義的傾向に従つて憲法を改正すべし

という指令をメモラムダムの形式で出した結果種々手間どつたすえ結局

21年11月３日に新憲法が施行せられたのであります。（時事講演社『時事

講演』1948年６月25日発行）

「 幣原首相が>組閣に際し憲法は改正せずしてこのまゝやると宣告した

ためこれはまた大変なヤツが出て来た」とか、「マツクアーサー元帥は彼

幣原首相>を呼びつける一方彼に日本の民主主義的傾向に従つて憲法を

改正すべしという指令をメモラムダムの形式で出した」という点が、日本

国憲法の制定に関し、SCAPが果たした役割を露骨に表現したということ

で、問題視されたのであろう。

九州大学教授で、松本烝治国務大臣を中心とする憲法問題調査委員会委

員であり、のちに最高裁判所裁判官になった河村又介（1894－1979年）は、

その体験と学術的知識を注入して『新憲法の制定に就て』（ この題名に訂正

のための線が付され、『新憲法概説』に改められている>西日本新聞社、1946年

一
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11月）を刊行しようとした。しかし同書に対しては、“SUPPRESS（発表禁

止)”処分がくだった。

以下は、とくに問題とされたと思われる部分で、抹消のための線が引か

れている。

併しそれは兎も角として直接にはアメリカの影響を強く受けて居り且

つマツクアーサー司令部に於ては日本政府の草案に深く満足して居ると

声明してをります。それはどういふことかと言へば此の草案に満足して

居るといふことは裏から申せば之れ以外のものには満足しないといふこ

とであらうと思はれます。枝葉末節の点、辞句の修正等にはこだはる訳

ではありませんでせうが根本的な主要な原則に就ては草案に盛られて居

る所に満足する、其れ以外のものでは満足できないといふことであらう

と察せられます。敗戦国日本の現状と致しまして何一つとして占領軍の

即ち連合諸国の諒解なくしては出来ないこと、皆さんの御存知の通りで

あります。国家の根本法たる憲法と雖もその例外であり得る訳ではあり

ません。マツクアーサー司令部に於て満足して居る草案のみが成立する

のでそれ以外のものはいくら希望しようと成立する見込はないと考へね

ばなりません。之れ即ち最初から此の草案が成立するであらうと推測で

きた所似であります。

……さう申しましても世の中にはそれはそれでよいではないか。何し

ろアメリカに占領されて居るのだから先様の意向通りに事が行はれるの

が当り前で小理屈を言つたつてどうにもなるものではない。先様の言ひ

なり放題に任せて居れば宜しい。何か要求があれば暫く隠忍して占領軍

の撤退後に思ふやうに改正すればいゝではないか。斯様に考へられた方

が相当あつたやうであります。

……私は実際には改正はなかなかむづかしいであらうと思ひます。何

故かと言ふと仮令占領軍が撤退した後と雖も連合諸国が鵜の目鷹の目で

日本の政治経済文化其の他凡ゆる方面を見張りをしてそれが連合国の思

一
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想や利害に反しないやうに監視を続けるだらうと思ひます。現にトルー

マン大統領は25年乃至50年は監視するといふことを公言して居りま

す。先日の新聞に依ればドイツは尚40年監視せられると伝へられて居り

ます。さういふ間に在つて日本が日本の憲法であるからと言つて自由に

改めることが出来るでありませうか。

……そこで誰かが敗戦の際はどうにもならなかつたから全面的に戦争

を放棄すると言つたけれども、それは余り行過ぎではなかつたか、戦争

放棄の条項の次ぎに但し自衛権の発動は此の限に在らずといふ文句を入

れようと提案したとします。或は陸海空の三軍を廃するといふが征伐す

る為には潜水艦や海防艦位はほしい。又治安維持の為に若干の軍隊がほ

しい。現に我々から見れば遥かに劣つたイタリヤ、ルーマニヤ、ハンガ

リヤなどといふ国には何万といふ軍隊が置けるではないか。秩序維持の

為の軍隊を置かうといふ趣旨の改正を言ひ出したと致します。さういふ

ことが社会の与論となり議会の議に上るといふやうな場合アメリカ始め

連合諸国がだまつて見て居るでありませうか。日本は戦争を放棄すると

言ひながら自衛権の発動といふことを口実として侵略戦争を始めるので

はないか、再び軍閥政治を起すのではないかといふ横槍が果して出て来

ないでありませうか？さうした際に日本の憲法は日本人の自主的に定め

得ることで外国の干渉を受ける謂はれはないと言ひ張つて、之れを突ぱ

ねることが出来るでありませうか。先方は戦勝国でありこちらは戦敗国

である。先方は原子爆弾を有つた世界第一の強国、こちらは一兵だにな

い無力な国である。それを理屈だけのことで突張ることが出来るであり

ませうか。それは言はずして明かでありませう。然らば草案がその侭成

立することが明かであつたのみならず成立後も相当久しきに亘つて、こ

れを改正することは不可能であらうといふことを覚悟しておかねばなり

ますまい。

上記のうち、前半はまさに指摘の通りであって、憲法がアメリカの影響
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を受けていることは一目瞭然であり、総司令部が満足の意を示すのは当然

である。そのことは、逆言すれば総司令部案を否定することをほとんど不

可能にするものであった。当時の力関係からいって、自然の流れだったと

いえる。河村は、そのことをごく「当たり前」のこととして、述べただけ

のことである。また後半の部分、すなわち、成立後も長期間にわたり改正

できないことを覚悟しておかなければならないという予言は、その通りに

推移してきており、興味深く感じられる。

この著書については、1946年11月12日づけの民間検閲支隊の英文調書

が残っており、それによると、以下の理由で、前記プレス・コード第４項

目に違反するとされたのであった。

“本書は、憲法につき説明し、かつ批判している。それは、占領軍の不

信と憤激を招く。著者、河村又介は九州帝国大学の教授である。急進的社

会主義者といわれており、憲法の講義を担当している。かれは幣原内閣に

よりもうけられた憲法問題調査委員会の10人の委員のなかの１人であっ

た。”

またこのとき、共産党幹部だった神山茂夫（1905－1974年）は、『古きも

の・新しきもの』（社会書房刊、1948年１月20日発行）を執筆したが、約10

か所にわたり、違反（violation）ないし不承認（disapproval）とされた。こ

のなかで、「日本を本当の日本人民共和国にし、さらには日本人民全体の幸

福と繁栄と発展のために立派な憲法をつくりあげることが、諸君の肩に課

された歴史的な任務であると思います。」と述べたのちに、現行憲法が最終

決定版でないことを確認した次の一節が、“不承認”とされた。

この新憲法は、５月３日から実施され、マックアーサー元帥が祝いの

言葉をおくつて、いわば、錦上さらに花をそえています。しかし、こゝ

でわれわれのわすれてならないことは、この新憲法は、まだ日本のため

の最終決定版ではないということであります。
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共産党にとっては、日本国憲法は、人民共和国憲法へ移行する一里塚と

考えていたことがうかがえる。

東京大学教授で国際法の権威、そしてのちに最高裁判所長官に就任した

横田喜三郎（1896－1993年）は、鈴木竹雄、田中二郎、石井照久、金沢良雄、

高野雄一、矢沢淳といった東大の専任教官グループと日本管理法令研究会

を組織し、その研究成果を『日本管理法令研究』（発行所・大雅堂）誌に発表

した。その第１巻第９号（1946年12月１日）に、「新憲法と平和立国」の表

題で同教授が執筆した論稿のうち、次の一節が“削除”を命じられた。

この新憲法は、連合国による日本管理のもとにおいて成立したもので

ある。あらためていふまでもなく、日本はいま連合国の占領と管理のも

とにある。そのもとにおいて、新憲法は成立したのである。その当然の

帰結としてそれは管理の根本方針に一致し、基本原則に適合するもので

なくてはならない。実際において、憲法改正案が発表されたときに、連

合国最高司令官はこれについて声明を発し、改正案が最高司令官との数

ケ月にわたる緊密な協力の結果であることをあきらかにした。それだけ

に、新憲法は基本的な点において連合国の管理の基本原則に適合し、そ

れを具体的に実現してゐるのを見る。もとより、これはかならずしも連

合国によつてその管理の基本原則をおしつけられたと見るべきではな

い。この基本原則は新しい日本として本来の行き方を示すのであつて、

連合国の管理がなくても、日本は自発的にかような基本原則を自己の政

策として採用すべきはずのものであつた。それは誤つた過去を清算し、

正しく更生するための日本の進路を示し、その基本原則を挙げたもので

ある。したがつて新憲法がこれに適合してゐるとしても、それは連合国

からおしつけられたからではなく、日本がみずから進んで承認し、採用

したものであるにちがひない。この意味で、最高司令官の声明にあると

ほりに、それは連合国と日本との協力の結果であるといふことができ

る。それはとにかく、新憲法が基本的な点において管理の基本原則に適
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合し、ある限度までそれを具体的に実現してゐることは疑ひをいれな

い。管理の基本原則からいへば、それは憲法の基礎となつてゐるのであ

る。

上の一節は、憲法は連合国の押しつけとみるべきではなく、「連合国と日

本との協力の結果である」とみており、また日本国自身が「誤つた過去を

清算し、正しく更生するための日本の進路を示し、その基本原則」を示し

たものとして位置づけている。その意味で、本来、“削除”を命じられるよ

うのものとはいえないのではなかろうか。

また、同書中、行政法専攻でのちに最高裁判所裁判官に就任した田中二

郎教授（1906－1974年）が寄稿した「新憲法と政治の民主化」中の次の一節

も削られた。

10月11日、幣原首相が就任後マ元帥と初会談をした際、マ元帥はこの

見地から憲法の改正に関し、左の通り要望したと伝へられている。「ポツ

ダム宣言を履行するにあたり、日本国民が何世紀もの長きに亘つて封続

して来た社会の秩序伝統を矯正する必要があらう。日本憲法の自由主義

化の問題も当然この中に含まれて来るであらう。

なお、東京大学の法学部教授ら（石井照久 商法>、石川吉右衛門 労働法>、

鵜飼信成 憲法>、雄川一郎 行政法>、兼子一 民事訴訟法>、鈴木竹雄 商法>、

田中二郎、平野竜一 刑法、刑事訴訟法>）は、東京大学憲法研究会を組織し、

『法学協会雑誌』（1949年６月号）で、施行されて間のない日本国憲法につ

き、さまざまの問題点を指摘しているが、田中教授は、次のように現行憲

法を批判している。

「明治憲法が努めて簡潔な表現を期したのに対して、日本国憲法はだら

だらと文学的・翻訳的な表現を用いており、全体に通じて冗長の嫌がある

点はしばらく別問題として、必ずしも十分な反省なく、同じ字句を異なっ
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た意味に用い、異なった表現をしながら同じ意味をもたしめようとしてい

るような例も少なくない。」

さて、1946年２月13日、日本側に示された総司令部案１条には、天皇の

象徴たる地位は、the sovereign will of the peopleによるものとされてい

た。しかし、日本側は、sovereignを「主権」と訳すことを避け、「至高」

と訳した。このことは後日、総司令部の知れるところとなり（15）、「主権」と

訳すように命じられた。このことを『世界』（1946年10月号）で指摘した恒

藤恭（1888－1967年、法哲学者、初代大阪商大学長）の記述は、活字にするこ

とを許されなかった。

ことに英訳の条文を参照すると、なんらの変更も加へられてゐないの

であつて、若しも英語の条文が原文であつて、これを和訳したものと仮

定するならば、はじめには “the sovereign will of the people”といふ文

句を『日本国民の至高の総意』と和訳したものを、衆議院の憲法委員会

で『主権の存する日本国民の総意』とあらためただけである。

……往々英訳の条規をしらべて見なければ、原文の条規の意味を明確

に補足し難いものがあるくらいに、文学的表現のしかたにおいても、そ

のやうな西洋思想による影響の歴然たるものが存するのである。

おそらく日本国憲法は最初に英文ありき、ということを暗示している部

分が標的にされたのであろう。

これに関連し、憲法制定議会において、英文をもちだして議論すること

にかなり神経がはらわれていた。野坂参三が６月28日の衆議院本会議にお

いて、英文と日本文とどちらが正しいのかと発言したところ、議長から「野

坂君ニ申上ゲマス、英文ニ付キマシテハ御注意ヲ願ヒマス」との警告が発

せられている。

以下、この部分について、『官報号外 第90帝国議会速記録第８号』（1946

年６月29日）と『前衛』（1946年８月号）との間に微妙なズレがあるので、

一
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掲載しておく価値があるように思われる。

『衆議院帝国憲法改正案速記録』の該当部分

○野坂参三君（続）……ソレカラ御聴キシタイコトハ、一体此ノ日本文ト

英文トドチラガ正シイカ（「ソンナコトガ分カラナイノカ」ト呼ブ者アリ）日

本文ガ正シイ、我々ハ……（発言スル者アリ）日本文ガ……（発言スル者多

シ）日本文ガ勿論原文デス〔発言スル者多シ〕

○議長（樋貝詮三君) 静粛ニ願ヒマス－静粛ニ－静粛ニ－静粛ニ－

〔「取消セ」ト呼ビ其ノ他発言スル者多シ〕

○議長（樋貝詮三君) 静粛ニ願ヒマス

○野坂参三君（続) 日本文ニモ誤植ト云フコトガアリマス（「取消セ」「英

文ガ何ダ」其ノ他発言スル者アリ）我々ノ言ハントスル所ハ……

〔「共産主義ノ主義、欲シテ居ル主義、主張……」ト呼ビ其ノ他発言

スル者多シ〕

○議長（樋貝詮三君） 静粛ニ

○野坂参三君（続） 英文ダケヲ見ルト如何ニモ民主的デアル

〔「取消セ」ト呼ビ其ノ他発言スル者多シ〕

○議長（樋貝詮三君） 静粛ニ願ヒマス－野坂君ニ申上ゲマス、英文ニ付

キマシテハ御注意ヲ願ヒマス

これに対して、『前衛』の該当部分は、次のごとし。

それからお聞きしたいことは、一体日本文と英文とどちらが正しいの

か。〔「そんなことが分からないのか」「何をいふ」〕日本文が正しい、日本

文がもちろん原文です、日本文にも誤植といふことがあります、われわれ

は英文だけを見るといかにも民主的である。〔議長「野坂君に注意します。

英文についての御意見御注意願ひます」〕。
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『速記録』では、議場が騒然として、野坂発言がはっきりしないが、『前

衛』は、不規則発言を一つのみにして、野坂発言を分かりやすく記録に残

している。

佐藤功（1915－）は、前述の憲法問題調査委員会に補助員として参加し、

そのときの経験などをふまえ、『憲法改正の経過』（日本評論社、1947年７月

15日発行）を刊行した。同著は、佐藤が『法律時報』（日本評論社発行）誌に、

「憲法改正問題の経過」として連載していたものを一冊にまとめたものであ

る。そのうち、一部削除を命じられた第18巻第９号（1946年９月号）と、

同巻第11号（同年11月）の部分をとりあげてみよう。まず第18巻第９号

の部分は、以下のようである。

わが国において真にわが国の再建の基礎法たる憲法草案の作成を担当すべ

き政治勢力がまだ成長していなかったという>様な事情の下に於ては、この

草案要綱が、幣原内閣の自主的な作成にかかるものでなく、マックアー

サー司令部との「労苦にみちた研究と数回に亘る会合」が強力な助言乃

至は促進として作用し、従来のあらゆる施策がさうであつた様に、この

助言と促進がなければ、この草案要綱の誕生は不可能であつたであらう

との印象を国民一般に与へたことは、故なきことではなかつたのであ

る。

そしてこの印象は、直ちに、この草案要綱に対する無批判な盲従を齎

す危険を多分に蔵してゐた。そしてもしさうであるとすれば、そこから

は国民のこの草案要綱に対する熱意が現はれることは到底期待し得なか

つたのである。

佐藤は、この記述ののち、幣原内閣は総選挙前にこの憲法草案要綱を発

表し、本来はこの草案要綱の可否が総選挙の主な争点にならなければなら

なかったにもかかわらず、各政党は熱心に同要綱を国民に訴えることをし

なかったと述べ、その理由は次の三点にあると分析している。第一は、各
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政党の憲法改正案とこの草案要綱との差が大きく、その差を国民に示すこ

とに躊躇したこと、第二に、総選挙後にみずからとって代らんとするこの

官僚、中間内閣の作成した草案要綱を支持することは矛盾だったこと、そ

して第三に、憲法改正よりも、国民生活に直接に関連する衣食住の問題の

方が選挙民に訴えるところが大きかったからである。現在では、憲法擁護

または改憲阻止に熱心な政党がいくつか存するが、この当時は、各党とも

旧憲法から現行憲法への改正にいたって不熱心だったことが示されてい

る。

この『法律時報』第９号では、極東委員会との関係を記した次の部分も

削除を命じられている。

右の最後の点 マッカーサー元帥が憲法改正要綱に承認を与えたのは、あく

までマッカーサー元帥個人の判断であって、決して極東委員会の合意ではない

と、極東委員会第３委員会のバジャパイ委員長が語ったこと>は、前に述べた

やうに、政府の草案要綱発表以前に極東委員会が何等相談を受けてゐな

かつたと云ふことに対する不満の一つの現はれであり、極東委員会内部

のデリケートな情勢を示すものであつたと言ふことが出来よう。

つぎに、第11号では、“極東委員会に対する批判（Critical of F.E.C.）”

を理由に、次の箇所が削除の対象となった。（活字の上にクレヨンらしきもの

で文字を消してあるので、読解不明の部分がある）

しかし乍ら、極東委員会と雖も既に議会に提出せられてゐる改正案

を、日本国民の自由な意思に反して左右することは出来ないものと考へ

られ、この報道の意味は必ずしも明瞭ではなかつたと云へるけれども、

星条旗紙がAP電として伝へてゐる所が、比較的詳しくこの間の事情と

考へられるところを解説してゐるかの如くであつた。

……要するにこれは、極東委員会が、憲法改正の定めてゐる新しい天
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皇制を是認し、しかし乍らもしも改正案の基本原則が、議会の反対によ

つて否定せられた場合に於ては、それはポツダム宣言の精神に反すると

考へ、その場合には、日本は同宣言が憲法の決定を日本国民の自由な意

思に委ねると云ふ手段をも奪はれるべきものであると考へられたのであ

つた。

しかし乍ら、14字分読解困難>、我が憲法委員会に於ても、７月８日、

竹谷源太郎氏が、この問題について質疑を行ひ、これに対して金森国務

大臣は政府としても重大な関心をもつてゐるがその内容は未だ承知して

ゐないと述べ、又、右の原則が、この改正案の趣旨と反するものである

ことが明かとなつた場合にはいかなる結果になるかとの問に対しては、

その場合にはそれに応じてしかるべき措置なさると思ふが、未だその様

な場合を予想して考慮してゐないと答へたのであ 以下13字分読解困

難>

佐野学（1892－1953）といえば、1927年に日本共産党委員長、ついでコミ

ンテルン常任執行委員長を歴任、その後鍋山貞親らとともに転向声明を出

して社会に衝撃を与えたことでよく知られている。佐野は、『文藝春秋』

（1946年11月号）誌上に「新憲法批判」なる論稿を寄せたが、「背後の力と

してのポツダム宣言」なる小見出しのもとに、憲法制定過程にふれた次の

部分が発表を見合わせられている。

憲法草案は日本政府の独力によつて成立したものではない。

……貴族院の憲法委員会で南原氏が「３月６日の憲法草案の発表は日

本政府の自らの力を以て決行されなかつた点から、国民は外部から与へ

られたといふ印象をもつてゐる」と言ひ、それに答へて金森氏は「憲法

は日本国民の自主的意志によつて決定されるが民主政治に反することは

実際上制限をうけると思ふ」と言つた。憲法成立の背後にはかかる力が

ある。
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……憲法草案は天皇制を維持してゐるのであるがこれは必ずしも連合

国側の一致した意見でもなかつたらしい。マッカーサー司令部が日本国

民と天皇制の関係について実地的観察を重ね、天皇制の廃止が非常に動

揺と危険を伴ふことを認識した結果として現在の草案ができたものと思

はれる。７月２日の極東委員会特別会議は日本の天皇制改革に関する

マッカーサー元帥の現在の政策を承認するが天皇を通じての政策運営が

実行不能の場合は共和政体を提議すると決定したことが当時の新聞に見

えてゐる。更に日本の衆議院に於ける憲法論議が大体終了した後に、８

月28日に開催された極東委員会で「日本で一旦成立した憲法といへども

連合軍が必要と信ずる場合その改訂を命ずる権利を留保する」といふ決

議がなされたことが８月30日の各新聞に見えてゐる。ゆえに憲法の成立

は日本人民の自由なる討議によつて決定されねばならぬといふことと、

結局外力によって左右されるといふことの二つの面があるのである。

一国の基本法たる憲法がその国の国民の自由意志を以て決定されるべ

きであるのは理の当然であり且歴史的にもさうであつたのである。しか

し敗戦国たる日本には恥かしいことであるがその資格がない。ポツダム

宣言を受諾した以上、連合国の意志によつて左右せられることは止むを

得ない。

英文調書では、最後の（「しかし敗戦国たる日本には恥かしいことである

がその資格がない。ポツダム宣言を受諾した以上、連合国の意志によつて

左右せられることは止むを得ない。」）の部分が英訳され、“重要事項指示書

違反（key-log violation）”を削除の理由としている。

このポツダム宣言を高く評価し、同宣言を「日本再生のマグナ・カルタ」

とまで考えたのが大山郁夫（1880－1955年）である。大山は、16年間のアメ

リカ亡命生活に別れを告げて、1947年10月23日に帰国、翌11月15日、

日比谷の歓迎国民大会に臨んだ。そこで演説した内容が『中央公論』（1947

年11月号）に「再び故国の大衆と共に」という題で発表すべく準備された
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が、論稿全体が“保留”（hold）とされ、以下の部分に“削除”が命じられ

ている。“連合諸国の一般的批判（General Criticism of Allied Nations）”が

その理由であった。

敗戦意識に終始するというような消極的態度をもつてしては、民族興

隆というような大事業の完成は期し得られない。否、敗戦意識を脱却す

ることこそが、再生日本の飛躍的前進の第一歩である。と、こういうの

が、今や民主日本建設の大業に向つているわれわれ日本国民の意気ごみ

の集中的表現でなければならないのであります。

……ポツダム宣言は、敗戦意識の下に当然主張すべきことも主張せ

ず、当然要求すべきことをも要求しないような退嬰的消極的態度をとる

ことを日本国民に慫慂しているものと見るべきではない。否、それは、

世界の大衆が大戦続行中に到達し得た新国際道徳の高い水準から、主張

し得られるだけのことは主張し、要求し得られるだけのことは要求すべ

きことを、日本国民に的確に示唆しているものと見るべきものでありま

す。ことに日本国民の将来の経済生活の死命を制する効果のあるように

見える賠償問題に関しては、日本国民が現在の国際道徳観念に合致する

かぎり、主張すべきことは主張し、要求すべきことは要求することこそ、

ポツダム宣言の精神に合致するものでなければならないのである。それ

は、同宣言が、ただ単に「賠償」とだけいわずに、「公正なる賠償」とい

う辞句を使つている一点に徴しても窺い知られる。しからば、なにが公

正たる賠償であるか、この問題は、いかなることが公正なる賠償でない

かの問題を検討することによつて、解決するのが捷径だと考えられるの

であります。で、つぎにそのつもりで二三の例証を挙げることにします。

われわれは、深い洞察力を持つている連合国の政治家たちが、不公正

なる賠償を日本国民に強要する気遣いはないということを知り抜いてい

ますが、しかし広い世界には、連合国の政治家たちのそうした心事を解

せずして、いろいろと妙なことをいう連中がなきにしもあらずでありま
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す。たとえば、こういうことをいうものがある。日本はある種の産業に

おいて、ことに繊維工業において、かつて連合軍のあるものに取つて恐

るべき競争相手だつたのだから、今後そういうことが再び起こらないよ

うに、賠償問題に仮托して日本を押えつけるべきだ、と。われわれはこ

ういう乱暴な主張に対して、連合国の政治家たちが耳を傾ける気遣いの

ないことを百も承知していますが、しかし、日本国民もそれについて正

しい主張を述べる道徳的権利を持つているはずであります。すくなくと

も、こうした問題は、なによりもまず、そうした工業の生産物を輸入す

る国民の利害を標準として解決すべきだ、ということくらいのことは、

いかに敗戦国とはいえ、日本国民の立場からも堂々と主張ができること

と思うのであります。

……日本の隣接諸国民の産業能力の進歩は、直接その産業そのものに

刺激を与えることによつてのみ達成し得られるものではないということ

を主張しようとするものであります。また日本をして再び世界の脅威た

らしめることがないように、このことは、日本が憲法に規定している戦

争放棄の精神を実践に移すように監視するというような方法によつて、

その目的を達することができる。これに反して、人為的に日本国民の生

産方面における創造力を押さえつけようとするような意図は、その可能

不可能の唱題を離れて、端的に不道徳なものとして排斥すべきものであ

る、と。こういうことは、いかに敗戦国とはいえ、日本の立場からも堂々

と主張ができることなのであります。

……そして、この点に関して日本国民は、その軍備撤廃から生ずる巨

額の利益と、日本国民の手から奪うように賠償問題を処理することは、

世界平和の理念から見て間違いであるということを主張する道徳的権利

を持つているはずであります。ポツダム宣言は特に「公正なる賠償」と

いう辞句を使つています。また同宣言が、日本の旧来の支配階級と一般

民衆とを峻別していることなども、この点に関連して非常に深い意義の

あることと思われるのであります。
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一方、井上孚麿（1891－1978年）は、ポツダム宣言の意義をあまり認めよ

うとしなかったために、その著『憲法改正とポツダム宣言』が発禁処分

（suppress）となった。井上は、台北帝国大学教授、国民精神文化研究所所

員などをつとめ、憲法学者として、現行憲法無効論を唱えたことで知られ

ている。同著には、たとえば次のような一節がある。

ポツダム宣言の受諾を以て国体が変革せられ憲法が廃棄せられたりと

解することが全く無根拠の見解なるのみならず、該宣言の完全なる履行

には憲法の根本的変革を要すといふことも全く謂はれなき議論であつ

て、それは何れも帝国憲法の真意真義を知らず、ポツダム宣言の意義に

も徹せざるの致すところといはねばならぬ。

……両者 ポツダム宣言と大日本帝国憲法>は矛盾するものに非ず両立

する。両立するが故に宣言受諾は憲法の変改を中須たらしむるものに非

ず。

こうして、ポツダム宣言の記述については、その意味を拡大解釈しても、

過少評価しても、検閲による削除の対象となったわけである。

現行憲法制定直後における、わが国の憲法学者は、大体において同憲法

を肯定的に捉えていたようである。しかしながら、マルクス主義の立場か

らは不満だったようで、マルクス主義憲法学者の鈴木安蔵（1904－1983年）

は、自著『憲法と人民の政治』（同友社、1948年５月15日発行）で次のよう

に慨嘆している。「新憲法についての解説・研究文献は、現在までも、いく

多刊行されたが、根本的な批判的見地に立つものは全くない。いわゆる『公

法学界』なるものの現状維持的性格を知るべきである。わずかに中村哲『新

憲法ノート』－共和出版社をあげうるにすぎぬ」と。

ここにあげられた中村哲（1912－2003年）は、新憲法に対して鋭い批判の

矢を放っている。しかし、それであるがゆえに、かれの著書も、検閲によ

り、いくつかの部分が削除されざるをえなかった。上記『新憲法ノート』
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（共和出版社、1947年11月25日発行）は、現行憲法を新憲法というべきであ

ると述べ、旧憲法との継続性を考慮しなければならないとする外部勢力か

らの指令にふれた次の部分は、“不承認（disappruved）”とされた。

しかるに政府は新憲法の制定ではなく、旧い憲法の改正であるかのよ

うな言辞を用いて来たが、それは一つには連合国側の指令に適応させる

ためであつた。新聞の伝えるところによれば、国際的方面からの指示は

憲法草案の作製にあたつて、旧憲法との継続性が考慮されねばならない

といつた。

ここに「国際的方面」とは、極東委員会を意味する。当時の新聞には、

極東委員会が日本国憲法について検討していることが書かれており、周知

の事実のはずであるが、「連合国側の指令」とか「国際的方面からの指示」

というような文言を使うことが許されなかった。

同著で中村は、日本国憲法の翻訳調を問題にし、66条２項の“文民”条

項を祖上にのせた。しかし、この点を問題にした次の一節も“不承認”と

判定された。

貴族院は首相が一般のシヴィリアンで軍人出身者であつてはならない

という趣旨から、首相は文民でなければならないといつて草案に修正を

加えた。新憲法の文章が翻訳調で全体の構成もそうなのだから、個々の

用語を変えただけでは、その悪文は容易に直せない。それにしても文民

という生硬な言葉を進んで用いようとした議会の神経は相当なものであ

る。非常によい新造語だと思つているのかもしれないが、文民といわな

くても軍人出身者でないことを条件とするといえばもつと判りやすかつ

たと思う。シヴィリアンという言葉を頭に置きながら、文民といつたこ

とと思うが、シヴィリアンの語感とはおよそ縁が遠い。この場合、軍人

出身者でないということは職業軍人でないという意味である。新憲法の
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全文はどこを直せばいいというのでなく、構成の全体が悪文で手のつけ

られない種類のものであるが、それはなんといっても翻訳調を脱してい

ないからである。

中村はまた、別の自著『新憲法と民主主義』（中国新聞社、1947年４月発行）

においても、同じような発言が“違反（violation）”とされている。

この新憲法は一体どこから出来て来たか、新憲法の法的根拠はどこに

あるか、形式的には一応前の憲法に基いて、その改正手続によつて出来

たものだということになつているが、それは形式だけのことであつて、

その間のことは甚しくこみ入つているのです。国民がかならずしも制定

したのであるとは言い切れません。

今度の憲法の英文では、国民が制定したという文字を用いているが、

日本文はたゞ確定したという言葉を使つているので、こゝに微妙な問題

があります。

こんなふうに中村は、現行憲法を強い調子で批判していた。それにもか

かわず、後年、「護憲」を旗印にしていた社会党の参議院比例代表名簿第一

順位に登載された。このことは、いかに考えればよいのだろうか。

最後に、戦後共産党に再入党、新日本文学を創設して、中心的な役割を

演じたプロレタリア文学作家・中野重治（1902－1979年）が、『展望』（筑摩

書房、1947年１月号）で憲法の制定過程を問題にした次の一節は“SCAPに

対する不適当な言及（Inappropriate reference to SCAP）”であるとして“削

除”されている。アンダーラインが引かれていない部分は、削除を命じら

れていない。

あれ 憲法案>が議会に出た朝、それとも前の日だつたか、あの下書き

は日本人が書いたものだと連合軍総司令部が発表して新聞に出た。日本
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の憲法を日本人がつくるのにその下書きは日本人が書いたのだと外国人

からわざわざことわつて発表してもらはねばならぬほど何と恥さらしの

自国政府を日本国民が黙認してることだらう。そしてそれを、なぜ共産

主義者がまづ感じて、そして国民に、訴へぬだらう。あれを天皇は枢密

院にかけて発布させた。発布「させる」。何だらう、これは。そして枢密

院は、みなで103条ある憲法を20分で片づけてしまつた。あれは、どん

なものがそれであれ、あの禿頭たちが20分で片づけていい103条だつた

らうか。

⑶ 国体・天皇制について

周知のように、日本国政府がポツダム宣言を受諾するにあたり、最大の

関心事は、「国体が変更されるのかどうか」ということであった。1945年８

月10日、政府は連合国に対して、「天皇の国家統治の大権」を変更しない

との了解のもとに、ポツダム宣言を受諾するむねの申し入れをした。これ

に対し、連合国側は、翌11日、「日本国の統治権は連合国最高司令官の下

におかれ、日本国の最終的な統治形態は、日本国民の自由意思により決定

すべきだ」との回答を寄せてきた。政府部内でこの回答が「国体護持」を

認めたものであるかどうかをめぐって意見が分かれたが、最終的に天皇の

「ご聖断」により、ポツダム宣言を受諾することとなり、８月14日、終戦

の詔書が発せられたのである。

新憲法草案が発表されてからも、枢密院、衆議院、貴族院において、こ

の「国体」の問題は何度も質問に付された。これに対する憲法担当の松本

国務大臣、のちに金森国務大臣らの答弁は、きわめて抽象的なものに終始

した。

憲法ができ上ったのちにも、この問題は深い関心を呼んだ。河合栄治郎

（1891－1944年）は、東京帝国大学教授として、自由主義の立場から一貫し

て反ファシズムの立場をとったことで歴史に名を刻んでいる。しかし河合

が『社会思想と理想主義』（実業之日本社、1947年11月25日発行）で、日本
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の君主をヨーロッパの君主と比較して次のように賛美する論述をしたため

に、その一節が削られている。

即ち日本は万世一系、皇統連綿として繫つて居て、天皇は政治の中心

である。又社会の中心であるという思想は、是は私は其侭に賛成である。

日本の君主が持つ所の地位は、欧羅巴に於ける君主というものゝ地位と

は非常に違つて居る。人民と対立して、人民と敵対し、虐政を執るとい

う連想は日本の君主に就てはないのである。外国に於ては君主自身の利

益と人民の利益は対立して居る。其間に衝突があつて、自分の利益を大

きくして君主の利益を取ることがある。併し日本に於てはそう云うこと

はないのである。君主に対する考え方が日本に於ては違つて居る。

このように、日本の天皇を賛美する論述に対しては鋭い目が光り、戦後、

右派社会党の参議院議員として活躍した小林亦治（1907－1982年）が著した

書『社会断層』（山新出版社、1947年12月５日発行）の次の記述も、削除され

た。

前余の如く日本憲法は消滅或は亡びたが、将来独立国家への期待が繫

がれてゐる事実と １字読解困難>として３千年来の皇室が滅びずに皇統

連綿万世一系の、天子様が存すことに希望と感激を抑えることが出来な

い。新たに制定さる憲法は如何なる内容のものであるにせよ、憲法上に

於ける天皇の地位がどうあらう大和民族の「お上」として「主上」とし

て燦として存続させることは疑ひない。

天皇の権能との関連で、兵庫県警察部警務課内の教養係が警察官に教養

をさずけるために、次のように説明した部分が“削除”を余儀なくされ

た。（警察協会兵庫支部『旭影』1947年６月号）
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天皇の地位は其の地位の世襲が認められており国法上国際法上に君主

としての栄誉権を有せられるばかりでなく国家統治の権能も極めて限定

されているとはいへ尚国会の召集、衆議院の解散等の最高機関である国

会の上に立つて命令する権能が与えられているのである。

けだし、天皇を「国権の最高機関」たる国会の上位に位置づけることは

まかりならぬことだったのであろう。

西田幾太郎哲学に傾倒し、のちにマルクス主義に進んでいった柳田謙十

郎（1893－1983年）は、その著『社会・国家』（大東出版社、1948年４月10日

発行）において、「わが国体」と題する章で記述したかなりの部分が、“不承

認”とされた。

しかし国家の根抵に国家成立の神話を有ち、超越即内在、内在即超越

的に、絶対現在の自己限定として歴史的生成的なる我国に於ては、真に

よく国家即道徳の国体と云ふものが自覚せられたと云ふことができる。

我国の国体に於ては、皇室が世界の始であり終である。国家統一の確立

と共に国家がはじまり、この主権の存在が国家永遠の生命の自己表現で

ある。だから皇室の破壊は日本の国民的統一の破壊を意味する。皇室が

過去未来を包み、絶対現在の自己限定として、すべてが皇室を中心とし

て生々発展して来たと云ふのが、我国体の精華である。……

今日多くの人は我国体を家族的と云ふ。たしかに歴史あつて以来、一

民族として今日に至るまで家族的に発展し来つた我国の如き、他に類例

がないのであるが、しかし我国の国家は単なる家族主義につきるもので

はない、むしろ家族的以上のものである。神武天皇が皇祖皇宗を祭られ

たのは単に祖先のみを祭られたのではない。我国体の底には世界的世界

形成主義として神国と云ふ自覚がなければならない。但しここで神国と

いうのは日本が世界に最も優秀な国として神の国であるという如き意味

ではなく、むしろ国家の神聖性、その根源的宗教性を意味する。……
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西洋の諸国家はローマの統一によつてすべての民族的宗教的なるもの

が破壊せられて後、環境的に形成せられたものである。而してその宗教

的要素はキリスト教から取入れられた（いかなる国家にも宗教的要素が

なければならないが故に）。かくして中世の或時期に於ては一時逆にキリ

スト教的一帝国の観を呈した。そこでは超越と内在、一と多とが対立的

である、民族的かキリスト教的かである。国家道徳としては抽象的道徳

が取入れられなければならなかつた。（すなはちヨーロッパにあつては宗

教と現実の政治とが分裂するところから国家が成立した。宗教のことは

ローマ法王に、国家のことはカイゼルにということが建前であつた。）か

くして民族的形成そのものの中に自己超越的に世界史的形成を見る国家

神聖観と云ふものは発展することができなかつた。我国にあつてはこの

ような分裂が起らなかつた。そのために国家即道徳、国家即宗教なる国

体観は唯我日本に於てのみ発達するものとなつた。かかる意味からすれ

ば、厳密には真に国体とは我国の外にはないとも云へる（国体と云ふ語

は外国語に訳をもたない語である。）民族的といふことは、今日ナチスも

主張していた。又家族的と云へばギリシャ、ローマの国家も固家族的で

あつた。我国家も又古来一民族として生々発展し来つた民族的国家であ

り、又万世一系の皇室を基とした国家として家族的国家であるには相違

ないが、併し我国体の精華としてその真の唯一性は、歴史的世界形成的

として、その宗教性神聖性にある。（ここに宗教性というのは唯神道のみ

をいうのではない、また仏教に皇室に帰依せられたという如きことをい

うのでもない。これらのことは日本の国体の宗教性の自己表現であるに

すぎない。だからキリスト教が日本に入つても国体は破れない。むしろ

具体化してゆくのである。）我々は何よりも我国の国体が、我国民の信念

に於て天地開闢の神話を背景として神勅に基いて発してゐる所に重点を

置いて考へなければならない。そこに我国体がその成立の根抵に於て歴

史的世界形成的であり、世界史的なものを含んでゐることに深く着眼し

なければならない。そこから絶対現在の自己限定として、すべてが皇室

一
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から、すべてが皇室へと云ふ我国体の精華が出て来るのである。（我々国

民にとつては皇室は単なる特権階級として見られる限り皇室はもはや皇

室ではあり得ない。皇室はどこまでも全国民のもの、国家そのものの公

的な中心であつて、すべてが皇室へというとき、それは決して全国民が

天皇の奴隷となるという如きことを意味するのではない。）我国体には単

に宗教的形態と云ふだけでなく、更に之を越えたものがなければならな

い。皇室には宗家と云ふ以上に次元を異にしたものがなければならな

い。奈良朝から平安朝頃までは主として宗家と云ふやうに考へられたか

も知れない。併し一旦幕府と云ふ如きものが成立してから、吉野朝時代

に至つては、これと明に区別せられ、神国意識と云ふものが明になつて

来たと云ふことができる。皇室は民族的主体ではなくして、主体の主体

である。そこには一切の種的主体的たるものをこえて、これらのすべて

のものがそれにおいてあり、そこにかへることによつてのみ永遠性と合

理的普遍性をうることのできるような無の場所の意味に漸次に自覚され

てきたということができる。我国民が皇室を中心として、種々なる時代

の変遷にかかはらず、維新即復古、復古即維新として、今日まで、生成

発展し来り、天壌無窮の信念を有つて国家形成に努力してきた所以のも

のは、右の如き国体観念に基くものでなければならない。家族的に保守

的なると共に、世界史的に進歩的なる所に我国体の精華があるのであ

る。我国の国体と云ふのは何処までも内在的として家族的なると共に、

何処までも超越的として宗教的なる点にある。公が「おほやけ」と云は

れる所以である。我国では、天皇は過去未来を包んだ絶対現在の中心で

あらせられるのである。故に単に家長的ではなくして現神と考へられる

のである。現神とは天皇の位置をみたさるる心理的生理的個人がそのま

まに神であるというのではない。我々はただかかる構造をもつた我国体

の精神の自己表現としてそこに神的なるものの象徴を見、これにかへる

ことに於て一切の種的限界をこえた絶対的なるものにふれるのである。

今日我々は我国体の特殊性を主張するのみならず、その世界史的深大

一
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性に着眼し、これを開明するのでなくてはならない。而して理論に実践

に之を世界的なるものの形成に自覚してゆくのでなくてはならない。何

となれば今日こそ世界自覚の時代である。歴史的世界形成の人間的行動

の規範的形として、国家の本質が明にせらるべき時である。新なる世界

秩序は之によつて構成せられるのでなければならぬ。

上記は、広く世界の歴史に言及し、日本の「国体の精華」を定義づけた

哲学的思考の所産といえる。しかし、皇室を「世界の始であり終である」

「主体の主体である」「現神と考へられる」などの結論にいたったことが、

天皇讃美として、受けいれることができないと判断された。

この当時、天皇制を諸悪の根源とみなし、その打倒を強く主張したのは、

いうまでもなく日本共産党である。同党は、すでに1945年11月11日に『日

本共産党の新憲法の骨子』を発表し、さらに翌46年６月29日には、前文

と100条からなる『日本人民共和国憲法（草案）』を公にしている（16）。この

草案は、「人民を奴隷的圧制のもとに伸吟させた根源は天皇制、寄生的大土

地所有制、労働者の植民地的搾取にある」との基本的認識のもとに、「主権

在君憲法または似而非主権在民憲法ではなく、真の人民の民主的憲法とし

て人民共和政体を内容」とするものである（『前衛』1946年７月１日号）。こ

の『日本人民共和国憲法（草案）』は、現在でも同党の憲法改正案として生

きており、同党により、「歴史的意義」のあるものとして位置づけられてい

る（17）。

前述したように、日本共産党発行『新しい世界・第３号』に掲載予定だっ

た野坂参三の「共産党の戦略戦術」は、全体が“発禁処分（suppress）”と

された。そのなかには、天皇制に関する次のような表現がある。

日本における支配階級は資本家だけではない。地主もいる。それから

天皇制的な軍閥官僚、この三つが今まで日本の支配勢力であつた。そこ

で、われわれは、まず封建的なもの、すなわち天皇制的勢力と地主とを

一
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倒さなければならない。これがすなわちブルジョア民主主義革命であ

る。

……よくみると憲法にはごまかしがある。たとえば、天皇のもつてい

る権限は、昔のような大きなものではないが、いろいろな実権が残され

ている。憲法の四、五、六条には相当の権限が残されている。

……このようにして天皇のところにいつて 内閣総理大臣を>任命して

もらわなければならないとすると、反動分子が将来天皇の周囲にあつま

つて入智恵をするとすれば、たとえば共産党が議会で指名されて天皇の

ところにいつても天皇が任命しない。あるいは天皇がいろいろと遷延さ

せるかもしれない。

徳田球一の著書『徳田球一論文集』（人民社刊、1946年７月10日発行）も、

かなりメスを入れられた。その第８論文「天皇制の下に民主主義社会主義

の建設が出来るか」の冒頭におかれた次の文は、“削除”処分に付され、日

の目をみなかった。

ポツダム宣言およびその遂行としての、マッカーサー司令部の諸指令

の展開は、明かに天皇制を否定してゐる。更に、最近発表されたモスク

ワにおける三国外相会議の結果に徴すれば、天皇制は存続する余地のな

いことは言ふまでもない。三国外相会議の結果として創設された極東委

員会並に日本管理理事会は、国際的意見の合理的な合致を目標としてゐ

る。アメリカにおける与論が、日本の軍国主義並に警察政治を払拭する

ことは、人の知る所である。ソヴエート同盟においては、現在の日本の

統治形態が、民主主義とは似ても似つかぬものであることを激しく論難

してゐる。この傾向は明かに、天皇制の打倒なくしては、民主主義的平

和国家の建設は不可能であることを表現してゐるものである。

それ故に、日本が再び独立国として国際的地位を回復するためには、

天皇制を打倒して民主主義を徹底せしめることこそ、唯一の道である。

一
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日本管理理事会も亦この方向にすすむであらう。

おなじく共産党の最高幹部の一人、宮本顕治（1908－ ）は、党の中央

機関雑誌『前衛』などで発表してきた論稿を収録して『民主革命の諸問題』

（真理社、1948年７月15日発行）を刊行した。その第６論稿「天皇制支配の

武器－不敬罪について－」中の、次の一節は、“不承認”とされた。

この論者 政府案は天皇の権限を従来より弱めており、共産党は“民主戦線

のためにはつまらぬ天皇制論はやめよ”と主張している論者>は、まづ、天皇

は「法律上の指導者であつたが事実上の指導者ではなかつた」といふ、

キーナン検事の陳述を引用して軍事法廷の被告達だけが真実の支配階級

であり、天皇は犠牲者であつたと主張する。しかし御前会議での天皇の

役割や宣戦の大詔換発、大元帥としての数々の行動その他をみるなら

ば、天皇を真実の支配階級から除外して考へることは、全く現実を無視

することだ。

なお、同書中の第２論稿「天皇制批判について」における次のような表

現は、検閲による処分を受けていない。

「天皇制権力の手先どもは『万邦無比の国体』と称して天皇制の歴史に

関して、非常な宣伝をやつてきた。」

「天皇制打倒のスローガンは、今日の一般民衆の感情から見て、時期尚

早であるとする見解が、何ら日本におけるプロレタリア前衛の戦略的任務

を、科学的に理解しえないところから来るものであることは詳論するまで

もあるまい。」

⑷ 戦争放棄について

憲法９条のいわゆる戦争放棄条項については、社会主義の立場からみた

戦争発生の原因、国際連合に対する見方、戦争放棄のあり方などにメスが
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入れられた。

まず社会主義の立場からすれば、戦争は資本主義が帝国主義化していく

過程で発生することになる。わが国の社会主義イデオローグもこの理論に

依拠して、戦争論を展開した。東京大学教授で、社会主義法の研究者、山

之内一郎（1896－1959年）が『文化革命』（日本民主主義文化連盟・機関紙、1947

年２月号）に発表した「新憲法の性格とその意義」における次の一文は、“理

論的には正しいが、誤った解釈がなされ得る”という理由で、“削除”処分

を受けた。

現在に於ける戦争の基本的契機は、帝国主義段階に於ける国際間の資

本主義的矛盾にあるから、その限り戦争一般が不正なものではない。

また、神山茂夫が『平和のために斗う共産党』（日本共産党出版部、1948年

11月20日発行）に執筆した以下の文節は、“目に余るもの”（flagrant）とさ

れた。

われわれ共産主義者は、資本主義が存在するかぎり戦争の起る可能性

のあることをよく知つています。又ほんとうに戦争のなくなる日は、全

世界がせめて社会主義共和国の世界的団結によつて支配されるようにな

る時であるということも知つています。

日本共産党憲法草案の５条には、「日本人民共和国はすべての平和愛好諸

国と緊密に協力し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しな

い。」と規定されている。

この条項で明らかなように、共産党の憲法草案は、侵略戦争には支持も

参加もしないことを明記しているが、自衛戦争には何もふれていない。こ

のことは、同党が自衛戦争を肯定していることを意味している。共産党は、

このような立場に立って、帝国議会で戦争放棄条項に関し、質問の矢を放っ

一
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た。

徳田球一が、共産党を代表して1946年６月24日、衆議院本会議でなし

た「施政方針に対する質問」を記載した『前衛』（1946年８月号）の次の箇

所が“削除”とされた。

首相は戦争を抛棄するといはれたが、この戦争は実に資本主義の内部

矛盾からおこつたのであるから、戦争を抛棄するつもりなら、資本主義

をやめるかどうかといふことが、決定的な問題となる。資本主義の存在

するかぎり、その内部矛盾の必然的発展が戦争をひきおこすことは、わ

れわれが事実において体験したところである。ゆゑに、この点について

首相に回答を望むものである。

英文調書には、削除の理由として、“資本主義同盟諸国についての破壊的

批判”とされている。徳田は、これに続けて戦争犯罪人の質問に移った。

しかし、次の部分は、“真実でない（untrue）”という理由で“削除”を命じ

られた。

これ 戦争犯罪人の被疑者>は、関係筋からの発表によると、18万６千

人といはれる。戦争犯罪人でいままで追及された者は、わづかに百数十

人であつたと記憶する。しからば、その残りの18万数千人の人間が、い

まの政府によつてむしろ保護されてゐることはいかなる理由か。これで

は、民主々義と平和主義とによる政治と行政との運営はおろか、われわ

れがいま、もつとも緊急とする食糧問題・失業問題・労働問題をも解決

できない。この点につき、首相の見解をもとめる。

さらに、徳田演説中、次の記述は、民政局のハッシー中佐によって審査

された。ハッシーは、民政局においてケーディスを長とする日本国憲法草

案作成運営委員会のメンバーであった。

一
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更にわれわれは、次の問題に移らんとするものである。即ち反戦兵士

の問題であるが、これは戦争に反対した兵士諸君が、軍法会議において

10年、15年と長期の懲役を科され、これが末だに宮城刑務所その他に数

百人居るのである。しかしながらこの戦争に反対した諸君は、この終戦

条約と共に犯罪でないことが明かにせられ、関係方面の指令は、かかる

人々をなるべく早く解放することを求めて居るのであります。しかるに

も拘らず司法当局はこれを怠り、未だに数百人の人を監獄の中に置いて

居るのは、一体いかなる理由によるのでありますか、この点を十分に説

明せられんことを求める次第であります。

これに対するハッシーの回答は、次のようなものであった。“おそらく述

言になにがしかの真実があり、その部分を出版に付すことはよい考えであ

ると思う。”かくて、上記の記述は、削除を免れたのである。

６月28日における野坂参三の衆議院本会議での次の質問は、非常に有名

である（18）。

偖テ最後ノ第６番目ノ問題、是ハ戦争抛棄ノ問題デス、此処ニハ戦争

一般ノ抛棄ト云フコトガ書カレテアリマスガ、戦争ニハ我々ノ考ヘデハ

二ツノ種類ノ戦争ガアル、一ツハ正シクナイ不正ノ戦争デアル、是ハ日

本ノ帝国主義者ガ満州事変以後起シタアノ戦争、他国征服、侵略ノ戦争

デアル、是ハ正シクナイ、同時ニ侵略サレタ国ガ自国ヲ護ル為メノ戦争

ハ、我々ハ正シイ戦争ト言ツテ差支ヘナイト思フ、此ノ意味ニ於テ中国

或ハ英米其ノ他ノ連合国、是ハ防衛的ナ戦争デアル、是ハ正シイ戦争ト

云ツテ差支ヘナイト思フ、一体此ノ憲法草案ニ戦争一般抛棄ト云フ形デ

ナシニ、我々ハ之ヲ侵略戦争ノ抛棄、斯ウスルノガモツト的確デハナイ

カ、此ノ問題ニ付テ我々共産党ハ斯ウ云フ風ニ主張シテ居ル、日本国ハ

総テノ平和愛好諸国ト緊密ニ協力シ、民主主義的国際平和機構ニ参加

シ、如何ナル侵略戦争ヲモ支持セズ、又之ニ参加シナイ、私ハ斯ウ云フ
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風ナ条項ガモツト的確デハナイカト思フ、……。

この野坂質問を援護した神山茂夫の前述書『古きもの・新しきもの』で

の次のごとき記述は、“不承認（disapproved）”とされた。

しかし戦争が、資本主義が存するかぎりおこりうることもしつていま

す。だが、今のところ全世界の民主主義的勢力が協力して戦争の起るの

を抑えていることもしつているのです。そしてさらには、遠い将来の日

にやがて世界に戦争がなくなることもしつています。しかしいまの世界

情勢では、そして今日の日本では、民族防衛のための正義の戦争を放棄

すべきでないと考えています。同志野坂が議会で党を代表して主張した

ことは、実はこのことなのであります。そして私たちは少数で破れまし

た。これでもおわかりのように、私たちの基本的立場はただ一つであり、

そこから侵略的不正義戦には反対し、あるいは、防衛的な正義戦は支持

したのであります。

……だからこそ、彼等 共産党に対しデマ攻撃をしている人びと>の挑発

に抗するためにも、理論的にも、正当な民族防衛権を憲法の上に明記す

べきだと主張したのです。少くとも、公平な人ならばアメリカの人もほ

めないような、「戦争放棄」を憲法の条項に入れるべきでないと考えたの

です。私たちは戦争がなくなることに反対するのではありません。日本

人を再び戦争にまきこみたくありません。同時に世界の平和を維持する

ために協力しなければなりません。われわれこそが、日本人の間に残つ

ている軍国主義を徹底的にやつつけ、日本人の考え方も、肉体も、本当

に健康な、平和的な、文化的なものにしなければならないと思うのです。

われわれは、この正しい平和を愛するからこそ、今日では日本民族の自

衛権を必要とするものであります。これは、私が今日初めていつたこと

ではなくて、同志野坂が、すでに早く議会でもいつたことであります。

そして私たちの意見は入れられず、今日みるような憲法ができたのであ
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ります。どちらが正しかつたか、私たちは歴史の判決が日本人の上に、

あまり冷酷でないいように念じながら、できるだけ早い時期に、国民多

数の支持によつて、この憲法の条項があらためられるよう努力したいと

思います。

それにしても、神山の論述、「日本民族の自衛権の必要性」、「アメリカ人

もほめないような戦争放棄条項」、「できるだけ早い時期の憲法改正」といっ

た指摘は、それのみをとりあげれば、改憲志向の政治勢力と奇妙な一致が

みられる。

佐野学は、『文藝春秋』（昭和21年11月号）誌上で、「新憲法批判」なる一

文を寄せた。そのなかで、戦争放棄条項に関し、次のように述べた。

四、戦争の放棄。戦争の放棄を規定したことは世界の憲法史上はじめ

てのことで、これは、日本のゼスチヤアでないのはもちろん、単なるロ

マンチツクな観念に終らせてはならない。自衛的戦争も放棄するのか、

といふ質問に対して幣原氏が「自衛の名を仮りる戦争がこれまで多いか

ら自衛的戦争をも認めない」と答へたのは論理が一貫してゐるやうであ

るが、正当防衛といふことまで放棄するのでは単なるトルストイ主義に

終る。

傍線部分が削除の対象となったわけであるが、その理由は“民族的プロ

パガンダ”であると、英文調書に記されている。

つぎに、国際連合を以下のようにみたために、芦田均、安倍能成連記の

『日本国憲法』（1946年12月10日発行）は、“削除”を命じられた。

今日成立してゐる国際連合でさへもこの組織は戦勝国の平和維持に偏

重した機構であつて今なほ敵味方の観念に支配せられてゐる現況であ

る。
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削除の理由について、同部分の上に、“連合国批判であり、違反である”

と記されている。この書は、芦田については衆議院憲法委員長、安倍につ

いては貴族院憲法委員長の肩書きが付されており、いわば体制側の人びと

によって書かれたことが明示されている。それにもかかわらず、削除され

たわけであるから、検閲の目は、体制側の著述にも厳しく光っていたこと

になる。なお、上記削除部分は、こんにち残っている『第90帝国議会衆議

院帝国憲法改正案速記録』には、そのまま掲載されている。

戦争放棄のあり方に関し、自衛戦争をはっきり肯定し、人心に不安を与

えるとみなされるような表現は、その公刊を差し止められた。

たとえば、河合栄治郎が前記『社会思想と理想主義』で、非戦論との関

係において、次のように述べた箇所が、“削除”とされた。

殺されるのがこわい訳でもないが、将来這入る所の戦争というものに

対して戦争も余儀ないものだという考えが我々の心の中に残る。若しも

外国にある天然の資源が自由に、日本の国え、自国と同じように運ばれ、

日本の労働者が自由に移住して外国で働けるということになれば、言い

換えれば資源の移動の自由と、労働の移動の自由がはつきり確保されて

居れば、問題はないが、これがなかなかそうでない。ところが戦争とい

うものは、我々の成長と凡そ縁の遠い所のもので反対しなければならな

いことになつて居るから、それからいえば不戦論になるが、必ずしもそ

ういえない所に世界の情勢がある。日本の当面のことを考えて見ると、

日本が戦争をした方が日本の国民の為にいゝ場合もある。戦争をしない

方の場合がいゝという場合もある。

……それ 通商の自由確保の実現>が出来ないとすると、我々は自分の

国民の人格成長の為に、已むを得ず戦争をする場合も生ぜざるをえな

い。日本が通商の自由と云ふことを確保する為に戦争をするというなら

ば納得するけれども、そうでなしに、日本が将来の戦争の足場として満

蒙が必要である。其為に戦争が必要だということでは、まだ継ぎはぎの
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説明をして居ることになる。本当には日本の産業の発達が日本の人口を

吸収するに必要である。其産業の発達には通商の自由が必要だ。そこで

通商の自由という旗印の為に已むを得ずんば戦争をすることは納得し得

る訳である。

また、広島逓信局編『労働問題六講』（瀬戸内海文化評論社、1947年１月発

行）に所収された国際法学者の京都大学教授・田畑茂二郎（1911－2001年）

の「改正憲法の精神」と題する論稿は、次の箇所について“削除”を命じ

られた。

日本はもう戦争をしないであろうという位で、戦争の圏外にあつて、

たとえ第三次世界大戦があつても、我々にまでは影響は及ばないであろ

うという、呑気なことを考えることは出来ない。今後どのような国家の

間に戦争が起きるかは予測されないけれども、しかし日本はある意味に

おける作戦要地として重要視される場所であるから、こゝに原子爆弾が

落ちるであろうことは当然考えられることである。

最後に、おなじく国際法学者で東京大学教授・横田喜三郎の「戦争放棄

と日本の将来」（『講演時報』1947年１月上旬号所収）という論文中、「四等国

より」、および「第三次世界大戦の可能性」という見出しのもとに展開され

た論述は、ずたずたになるほどメスが入れられた。まず、「四等国より」で

は、憲法９条は徹底した平和主義を規定しているが、「問題は、一体それ程

徹底した平和主義を採用した戦争放棄というものをわれわれ日本人は本気

でそのつもりでゐるかどうか」にあると述べ、次のように記述した部分が

すべて“削除”された。（ゴシック体は原文に付されているもの）

ことにこれは 日本人が平和主義憲法を本気で実現しようとするかどうか

ということ>国家の地位と軍備とは密接な関係にあることを、考慮に入
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れなければならない。つまり日本は現在戦争に負けて、占領され、管理

されておりますので、低い地位にある。マツカーサー元帥によつて管理

を始められた９月から世界の四等国であるといわれておりますが、いま

まで、私共、国際問題で四等国という言葉を使つたことはありません。

せいぜい三等国くらいまではありましたけれども四等国というのは聞い

たことはありません。（笑声）四等国というのはどういう意味かといえば

私共もそういう言葉を使つたことはありませんが、よく考えてみると、

つまり世界の国の等級をつける場合に大国、小国、強国、弱国と分けま

して、大国、強国を一等国といゝます、さうすると、その他の総ての国

は二等国になりますが、小国、弱国というのは50何ケ国でありまして、

その内には相当大きな国もある、また極めて小さい国もあります。その

50国を一律に小国といつたのでは、よく見当がつかないから、区分する

意味でこれを二つに分けて二等、三等に区別する、日本は日清戦争で支

那を負かして三等国から二等国に成り上り、日露戦争で二等国から一等

国になつた、というように区分けをした。つまり世界の60何ケ国は一等

乃至三等国に分れております。四等国というのは三等国に入らない国

で、一人前以下のことをいうのであります。今の日本はその地位になり

ます。

世界の60何ケ国はいやしくも主権独立である。主権というのは、国際

的にいえば国家として最高の権力をもつ、つまり他の国から命令、強制

を受けない、これが独立国でありますが、日本はいま連合国の管理の下

にあつて命令、強制を受けてゐる。したがつて日本は主権をもたない、

独立国でもない、一人前の国ではない、一人前の国は一、二、三等に分

れてゐますが、一人前でない国は四等国になる。さういたしますと、こ

の四等国という地位に日本は現在ゐるのでありますが、しかしそういう

低い地位で満足してゐないことはいうまでもないのであつて、日本人と

しては何とかして、四等国から三等国になり、二等国になり、出来るな

らば一等国にまでもう一度地位を引き上げなければならない。
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しからば、どうしてそれを引上げるかといふことになりますと、多く

の日本人の頭には軍備をつくつて、戦争でもして、日本の国際的な地位

を向上させようということが浮かぶと思います。これは日本人としては

当然のことであります。なぜなれば、日本は今まで僅か６、70年の間に

軍備を作つて日清戦争に勝ち、さらに軍備をつくつて日露戦争に勝ち、

さらに軍備をつくつて世界の大戦にも勝つて、日本が国際的の地位を引

上げて来たのは、軍備と戦争のお蔭である。ことに満洲事変以来軍部を

讃美し戦争を礼讃する教育をうけた日本人としては、このことが頭に浮

ぶのではないかと思ひます。したがつて今は連合国に占領されておりま

すから仕方がない。連台国が去つたら早速改正して、強大なる軍備をつ

くつて、もう一度戦争して日本の国際的な地位を向上させようと、そこ

まではつきりと考えてみるやうな人は少いかも知れませんが、そんなこ

とをぼんやりと考えてゐる人が多いのではないかと考えております。一

体そういう行き方が、将来日本の国際的地位を向上させうるかどうかと

いうことを考えて見たいと思います。

こういう方法で日本の国際的地位を向上させようとするには、二つの

点に分けて見る必要があります。一つは軍備をつくつて何時頃になつた

らそれが出来るかという問題。もう一つは軍備をつくり得るような時機

には、世界はどういう情勢になつてゐるかということであります。先づ

その第一の点を考えて見ませう。今は連合国の支配下にありますから、

こつそりと軍備をつくるようなことは考えられない。少くとも連合軍が

去つた後でなければならない。そういうことになりますと、これは全く

予想がつかないのでありますが、連合軍が去つたからといつて、すぐに

は軍備が造れるかといえば、そう簡単にはいかない。いろいろの点から

そういうことがいわれますが、確実な材料としては今年の６月のパリー

の外相会議でバーンズ国務長官が、イギリス、ソヴイエツト、支那に対

して「日本の武装に関する条約案」というものを提示した。この条約に

は、先づ１条に「日本については完全なる軍備の廃止」を４ケ国の間で
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協定したということであります。

第二は連合軍の撤退した後には日本に監視委員会というものを置い

て、軍備廃止の実施状態を監視させるのです。この監視委員会は日本の

到る処に設けて、若し日本が秘かに軍備をつくるやうなことがある場合

には４ケ国に報告し、必要があれば陸海軍を動員して、適当なる対策を

樹てるというのであります。

……今度は単に日本やドイツに対しては軍備を設けてはならないとい

う規定だけではいけないから、監視委員会を置くという規定を設けたの

であります。

こういう条約を結んで、その期間はアメリカは25年といふことに致し

ましたが、ソヴイエツトが25年では足りない、40年にして貰ひたいとい

つたので、アメリカは40年というなら、40年にしようということになつ

たのであります。むろんはつきりと、この条約が成立したわけではあり

ませんが、中国やイギリスもこれには賛成であります。しかしソ連はそ

ういう条約を相談するのはまだ早い、現在は日本やドイツを抑えて置く

べき時機であつて、そんな相談をする時機ではない。日本がもつと民主

的な侵略国でなくなつた時に結んでもよからうといふので反対をしてゐ

ますが、そうかといつて、そういう条約自体に反対してゐるのではあり

ません。

そうしますと、少くとも40年間は日本は軍備が造れないことになりま

す。また40年経てばすぐにでも軍備が出来るかということは問題であり

ます。なおこの40年間という期間も、その40年間を過ぎた時に、改め

て４ケ国が相談して、さらにこの条約の期間を延長するか打ち切つても

良いかどうかということは相談して決まるのであります。かりに日本人

がおとなしくしてゐて、この条約を撤廃してもよからうということにな

つても40年はかゝる、そしてその後において日本が近代的な軍備を造ら

うと思つても、30年や40年はかゝります。かりに日本が軍備を造るのに

天才的な頭があるとしても10年位はかゝると思いますから、そうする
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と、50年はかゝるわけであります。だから50年経たないと軍備は出来な

い。要するに50年経たないと日本が軍備の力によつて国際的地位の向上

を図ることは出来ないわけです。

つぎに、「第三次世界大戦の可能性」では、「50年後の世界はどうなつて

いるか」ということを話題にし、「第三次世界大戦が起つたらどうなるか」

ということを問題にした。

広島が一発の原子爆弾で破壊された、あの一発の原子爆弾によつて、

正確なことは解つておりませんが、死者15万人乃至20万人、負傷者が

20万人、合計35万乃至40万ということです。一発で15万人乃至20万

人が死に、多くの負傷者が出たというそれだけでも大体のことはお解り

になると思います。これをもう一層解らせる為に、過去の戦争の死傷者

の数を調べて見ましよう。日露戦争２年間に亘つて今度の戦争なんかと

比較にならぬほど必死になつて戦つた。日本はロシアを対手にして戦つ

ては到底勝つ見込がないのでありまして、非常に都合よく戦つても五分

五分といわれておりました。実に悲壮な気持で戦争を始めて、２年間必

死になつて戦つた。この日本としては最大の日露戦争において、戦死者

４万７千人、この他に戦傷死者が１万１千人、病気で死んだ人が２万７

千人、合計８万５千人であります。この８万５干といふ数は、広島の原

子爆弾の死者の半分にしか達しない。しかもこの中に病気で死んだ２万

７千が入つてゐて、本当に弾に当つて死んだものは、戦死と戦傷死を加

へても、僅かに５万８千人であります。ところが原子爆弾は一発にして

15万乃至20万人の死者を出した、これが原子爆弾一発の威力でありま

す。しかもこれは原子爆弾として最小のものであります。

原子爆弾を造るにしても、これ以下につくることは出来ない、これ以

下のものであれば爆発はしないのです。原子を爆発させる為の最少限度

の原子を使つたのが広島の原子爆弾であつた。それより大きな原子爆弾
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は十分に出来ます。現に長崎に使つた原子爆弾は、広島の時の３倍の威

力があつたといふことであります。これはアメリカの発表してゐるとこ

ろでありますが、日本でも調べてみても、さうであります。ただし結果

においては、長崎は長い町であつたし、目標よりも北の方へ落したが為

に、十分の威力は発揮出来なかつたが、瓦の溶け工合とかいろいろなこ

とから見れば広島よりも強力なものであつたのであります。もしこれが

東京とか、大阪とか、或は京都とかのように、平野の大きな町に落され

たなら、広島の時よりも３倍位の死傷者が出たと想像されます。

さうしますると広島の犠牲者が、35万乃至40万人と致しまして、その

３倍とすると、ざつと100万人ということになります。ですから東京と

か、名古屋とか、大阪とかの町であれば、長崎で落された爆弾一発で、

全滅するわけであります。しかも広島の原子爆弾の威力の百倍のものが

出来ますと、優に３千５百万人の死傷者を出す威力がある。さうすると、

日本の人口はいま７千万とか、８千万とかと云はれておりますが、この

百倍の爆弾であれば、２発もあれば日本人は完全に全滅してしまう、む

ろん日本人を２発で全滅させようとすれば、日本人を一ケ所に集めて置

かなければなりませんがー（笑声）「原子爆弾を落すから何処々々迄集

れ」と云つた工合に命令を出さなければなりませんが……（笑声）数字的

にはそういうことになります。こういう爆弾は今度の第三次世界戦争が

起つたなら必ず用いられるであろう、しかも何百、何千、何万という爆

弾が使われると見なければならない。その頃には飛行機も発達して、地

球を２回や３回は無着陸で飛び廻る、B29よりももつともつと優秀な飛

行機が出来ましよう（笑声）。そしていやしくも軍事上の要衝とか、交通

の要地とか、物資の出る地方等えは原子爆弾を沢山積んで飛んで行つて

投下して還つてくることも出来るようになる。そしてその一発の原子爆

弾は如何に大きな都会であつても、一瞬にして破壊出来ましようし、そ

の一発で350万の死人を出すことでありませう。大阪や東京くらいはせ

いぜい２発位で完全に全滅してしまいますし京都なら２発落せばお釣が
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くるでありましよう（笑声）。そういう原子爆弾を到るところに投下され

ると考えなければなりません。

そうなれば一体人類はどうなるか、人類の破滅をきたすことと思われ

ます。アメリカの学者の中には、今度世界戦争が起れば、わずか数週問

の中に人類は全滅するであらうといつてゐる人もあります。これは少し

誇張であるかも知れませんが、アイシユタイン等は数週間とは考えられ

ないが、数ケ月経てば、世界の人類は３分の１位に減るといつています。

彼程の大学者がこのようにいつているのでありますから、これは事実と

みて差支えないでしょう。世界の人類が３分の１に減るとすれば、動物

も植物もやつばり３分の１になるわけであります。しかも原子爆弾から

放たれる強烈な放射によつて、人類の殆ど総ては身体的にも精神的にも

ふらふらになつた人間になつて、からうじて生きてゐるといつた状態に

なつて木の実でもかじつて生きて行くという原始時代に還るでありまし

よう。（笑声）世界の人類が３分の１になるといつてもアメリカの山の真

中や、戦場に関係のないところはそのまゝでありましようが、戦場にな

るところは殆んど全滅します。これらを平均して、３分の１になるとい

うのですから、戦場の中心地は全滅すると見なければなりません。その

時になると日本は当然その戦場の一つの中心になるから日本人類は全滅

する、信濃の山奥の一部分位は残るかも知れませんが、（笑声）それ以外

のところは全滅であり、まず日本人が数万人か、数十万人になつて、日

本の国際的地位を向上させるにはどうしたならよいかということは全く

夢のやうな話であります（笑声）。幸か不幸か生き残つた数万の者、むろ

んこれらも皆ふらふらになつていましょうが、これらの人が、生めよ増

やせよといつて日本の人口を２千６百年もかゝつてふやす以外には方法

はないと思います（笑声）。

横田喜三郎といえば、東京大学教授から最高裁判所長官にまで昇りつめ

た謹言実直なイメージをいだかせるが、かなりユーモア（ただしブラック・
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ユーモアのたぐい？）をまじえた講演をしていたものである。以上の部分を

削除した理由について、英文調書は、“①合衆国の戦略に対する批判、②今

次戦争における合衆国への批判、③理由のない推論、④公衆の平穏を妨げ

る”点にあると記している。

⑸ 基本的人権について

社会主義者の立場からすれば、現行憲法下における人権規定は、いわゆ

るブルジョア民主主義のもとにおけるそれであって、真に人民のための権

利保護とは映らなかった。

徳田球一は、６月24日、前述の共産党を代表してなした政府の施政方針

に対する質問演説のなかで、「吉田内閣ノ政策ノ基本ハ資本家、地主、官僚

ノ勢力ニ於テ、労働者、農民、勤務者、戦災者、帰還同胞、復員戦士、中

小商業者等ノ利益ヲ弾圧スルコトニノミ熱中シテ居」り、憲法案は「 一般

人民ノ叫ビヲ>無視シテ斯カル資本家、地主、官憲ノ権力ヲ固定シ、民主

的革命ノ発展ヲ阻碍セントシテ居ル」ものであると断言している（19）。

また野坂参三も、６月28日に、かなりきめ細かく憲法草案に対し質問

し、基本的人権については、「今マデノ憲法ヨリハズツト進歩シタモノデア

ルト考ヘル」が、集会、結社、言論、出版、職業選択の自由などは、「現在

ノ社会ノヤウナ階級ニ分レテ居ル場合ニ於テ、即チ金持ト貧乏人ニ分レテ

居ル場合ニ於テハ、是等ノ自由ハ唯金持ノ自由デアツテ、貧乏人ノ自由ニ

ハナラナイ」と評している（20）。

社会党も、６月21日、同党を代表して片山哲が登壇し、「民主主義ヲ達

成シヨウト思ヘバ、必然的ニ社会主義ヲ同時ニ進行セシメナケレバナラナ

イト信ズルモノデアリマス」との見解を表明し（21）、同党の憲法修正案に

は、国民の休息権、老年、疾病、廃失、寡婦等の生活保障、耕作権の保障、

土地独占の禁止など、社会主義推進の立場から、かなり具体的な規定がも

うけられていた。

社会主義学者は、以上の論点をふまえて、現行憲法における人権規定の
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限界を指摘した。

中村哲は、『新憲法ノート』（共和出版社、1947年11月25日発行）において、

新憲法のもとでの基本的人権を概観し、「総じて新憲法は刑事についての規

定が全体の釣合いから言つて多過ぎるが、それはアメリカ憲法の影響で刑

事に関する原則として罪刑法定主義、刑罰不遡及主義、一事不再理の原則

などがそれぞれの規定において示されている。」と述べたあと、次のように

指摘したかなり長い部分が全面的に“不承認”とされた。

右のような諸種の権利は、大体においては西欧では19世紀の憲法がひ

としく認めて来たところで、なんら新し味のあるものではないが、なん

といつても26条の教育権、27条の勤労権及び勤労の義務、28条の勤労

者の団結権・団体交渉権、団体行動権、25条の文化生活権は僅かに20世

紀の憲法たる片鱗を示すものであつた。しかしながら資本主義社会にお

いては、果して、それらの権利が真に保障され得るであろうか。国民の

総てに教育の権利はあるといつても、現実の生活において貧富の差違の

甚だしい社会機構にあつては、教育の権利を享受し得るのは富める階級

のみであつて、民衆の子弟が教育を受ける機会を保障されているとはい

えない。

憲法は国民の凡てに勤労の権利や義務があるといつても、国家の手に

産業が移つていない今日では国家がいくら、そういうことを言つたとこ

ろで、現実に資本家が勤労者を雇傭しなければ、勤労の権利は空文にな

つて終る。中途半端な労働基準法や労働関係調整法が制定され、勤労者

の権利が骨抜きになつてしまつたのでは、憲法がそれを公言しても、意

味をなさないのみか、かえつて国民は憲法が制定されたことによつて、

このような権利が現実に保障されているかのような錯覚をさえいだき、

新憲法は資本主義社会の矛盾をカモフラージユすることになる。

ワイマール憲法の151条は、経済生活の秩序は各人をして人間たるに

値すべき生活を得せしめることを目的とする文化生活権を保障したが、
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新憲法においても、このような社会立法の規定が設けられることになつ

た。

上記のうち、いわゆる社会権を憲法が規定したとしても、資本主義をとっ

ているかぎり、限界のあることを暗示している。中村によれば、資本主義

憲法下での社会権規定は国民に幻想をいだかせ、資本主義社会の矛盾をカ

モフラージュする意味をもつものでしかない。現行憲法の社会権規定は、

国民にかえって錯覚をさえいだかせるようになったという論調は、興味が

ひかれる。

おなじくマルクス主義憲法学者、鈴木安蔵の『憲法と人民の政治』（同友

社刊、1948年５月15日発行）の記述中、次の部分も、“不承認”とされた。

資本主義経済の発達とともに、必然的に広汎な無産勤労大衆が生じ、

また、社会における貧富の別が増大し、恐慌・失業が画期的に生じ、働

らく意欲も能力もありながら、仕事がなくて働らけない人々、職につい

ても十分な収入があたえられない人々が大量発生するにいたつた。基本

的人権中のもつとも基本的な権利である生命の権利が、いかに憲法上尊

重されていても、この現実の社会的経済的矛盾に当面しては紙上の空文

におわるのである。

労働法学者で現代中国法や台湾の日本統治についての論述も多い向山寛

夫（1914－）は、「労働者と法律」（『幹部養成講義集』全農林食管協議会、1948

年12月15日発行、非売品）という論稿で、マルクス主義の観点から法律の

階級性を論じ、かなりの部分、“違反”の刻印を押され、発表を見合わせら

れた。そのうち、次の部分は、“アメリカ批判”との理由が付されている。

しかし私有財産権の社会的意義は結局、資本家、地主の財産をようご

することにあるので労働者の僅少の日常品がこの権利によつて保護され
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ることは、いわば「そえもの」程度の意義をもつものであるにすぎませ

ん。資本家、地主等の支配階級は、憲法に私有財産権の保障をかかげた

のはこれにより巨大な工場、広大な土地を私有物として運用－労働者を

搾取すことを法的に保障するのが目的でありました。したがつて搾取を

免れんとして、工場、土地を人民の共有に移すことを目的とする社会主

義の実現のためには、かかる憲法は色々と大きな障害を来しているので

す。この見解にたいしては、労働者もいつか資本家になれるかもしれな

いという抗弁があるのかも知れない。確かに資本主義社会において、も

とのまゝで職工をしていた者が、一躍成金になつたという例もあります

が、我々の日常みるごとく、これは極く稀な例外であります。こうした

例の多いアメリカでも、金持は今の制度の下で、より一層金持になるが、

貧乏人は益々貧乏になり、貧富の差が甚だしくなるという傾向があるこ

とを考えると、こうした抗弁が意味のないことが判るでしよう。

……一方アメリカはどうかというと、アメリカの憲法は御承知のよう

に典型的な19世紀的ブルジョア民主主義憲法で、個人の人格と自由意思

の尊重を細かく規定している。そしてそれはいわゆる硬性憲法で簡単に

改正ができない。したがつてアメリカにおいては労働者の団結などとい

うことが予想されない百何十年前の社会情勢を反映して頗る個人主義的

な雇傭関係がこの憲法の下に永い間擁護されてきた。さらにアメリカは

資本家の勢力が非常に強い国です。こうした一連の事実が重なつてアメ

リカの労働者の団結と争議はごく最近まで弾圧されてきた。しかしこの

資本家の国アメリカに於ても時代の趨勢は争われず、1930年代に当時の

世界的な経済恐慌に苦しんだ国内経済を建て直すのに、ルーズヴェルト

大統領がにわかに労働者の協力をもとめる政策をとつたのを転機とし

て、この国においても組合にたいする国家的保護の時代がはじまつた。

この時代の将来をしめすものがあのワグナー法の制定であります。

この書は、幹部養成のためのもので、非売品とされている。そのような
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書に対しても、検閲の目が光った。アメリカン・ドリームの現実の厳しさ

が強調されている。そのようなアメリカの影の部分、すなわちアメリカに

あっても、貧富の差がはげしくなっているとの指摘が問題とされたのであ

ろうが、かなり細かい点にも厳しいチェックがなされていたことが見てと

れる。

最後に、「マ司令部民間情報局宗教課顧問東大助教授 岸本英夫談」で、

「改正憲法草案と宗教」として掲載された『肇國』（肇國神社連盟、1946年５

月号）中、次の傍線部分が“占領政策批判”と判断され、“不承認”とされ

た。

就中国民学校児童などに此際精神的な幸福を与へなければならない時

期に際してこの憲法の齎す影響は大きい。この観点から（宗教教育を政治

と公立学校から分離させている）この条項だけは多少の行き過ぎのそしり

を免れない。

⑹ その他

以上のほかに、とくに社会主義の立場からみた資本主義の見方に対し、

メスが入れられた。憲法の記述そのものと直接的には関係ないものもある

が、若干紹介しておくことにする。

日本共産党中央委員・政治局員、伊藤律（1913－1989年）の論文「民主主

義革命の発展から勝利へ」（『潮流』1947年新年号所収）のなかで、“削除”を

命じられた部分は、次の一節である。

（四）経済破綻の開始－以上の動きの底に横たはるものは、恐るべき

様相をおびて開始された経済の崩壊である。農業をも含む全産業の崩壊

は、もはや否定しがたい形相をあらはしはじめた。小市民に至るまで「売

り食ひ」の限度に来、失業者は800万をこえるとされ、資材、資金の涸

れた中小商工業は勿論、一部の産業資本さへ行きづまりつゝある。イン
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フレーションの極端な悪化が、最もよく経済破綻を示してゐる。このた

め人民大衆の尖鋭化にひきずられ、一部の産業資本さへ、金融資本とそ

の政府に対立しはじめた。産別・総同盟と経済復興運動へ入つてきた、

経済同友会や日産協の動きに、それが現はれてゐる。財閥とその政府の

官僚統制こそ、この破綻の根源であることが明らかになるにつれ、彼等

は孤立し、その他一切が反政府の動きに合流しようとしてゐる。かかる

必然的な動向は、労働者と貧農の闘争を主軸として、一大反政府闘争へ

と流れつつある。

宮本顕治の妻で、プロレタリア文学者の宮本百合子（1899－1951年）が発

表した『新しい婦人と生活』（日本民主主義文化連盟、1947年11月20日発行）

中、「貞操について」と題し記された次の文も、“削除”処分の扱いを受け

た。

資本主義の社会そのものが、社会に貧富の差を生み出し、働く人々の

階級と働かせて無為に富む階級とをつくり出した。しかもその社会の本

質は、自力でその矛盾を解決する力を失つているから恋愛、結婚におけ

る貞潔の社会的根拠というものも保証しかねているのである。

……売笑婦の増大、半売笑婦人の増大は、偽善めかした貞操論者の顔

の上へはきかけられた資本主義社会の嘔吐である。失業を増大させるし

か手腕をもたない冷血貧欲な支配者たちは、彼らを生んだ母なる性の屈

辱をもつて自身の穢辱をさらしているといえるのである。

資本主義の存在そのものが売笑婦を生み出しているかのような表現が問

題にされたのであろう。すでに何度か出てきた中村哲の『知識階級の政治

的立場』（小石川書房、1948年１月20日発行）には、武装革命論、ヒューマニ

ズム論などが展開されているが、次の部分は、“不承認”とされた。
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共産党は国家権力の側において軍が解体し、官僚が弱体化しつつある

今日、もはや武装革命を必要としないといつているが、それはマルクス、

エンゲルスの文章にあるように、マルクス主義の変更ではないのみなら

ず、その具体的な実現であるには差異ない。が、その場合にも、ただ暴

力を思わせるものなしに革命の行われることは不可能であろう。従つて

日本の場合においても、武装革命は行う必要はないといつているが、政

治の一般的な性質としての力の使用は勿論否定されていない。この意味

での暴力的なものを否定するならば、革命一般を承認することは不可能

となる。

……ヒューマニズムが人間の解放を主張するものであつたことは、も

ちろん一貫した特徴であるが、それが現代において唱えられるために

は、資本主義機構からの人間の解放、とくに生産を担う働く階級という

具体的な問題に結びつかざるを得ない。

……ヒューマニズムは政治の横暴を認めない意味においてはアナキズ

ムの形をとることもあるが、アナキズムによつてはヒューマニズムの実

現のためには現代においてはソ連に近い方式により社会主義段階をとる

以外にはあり得ない。それは、まず資本主義秩序を打倒する必要がある

からである。

……人民政府が政権をとつたうえは、可及的に資本家的な政党を否認

する方針をとらざるをえないので、政権を獲得する方法が武装的手段に

よらなくても、強行政策が行われることは勿論で、それは革命であるか

ぎり、平和たると否たるとを問わないことである。それを否定すること

は革命を否定することになる。もし、このことを取り上げて、暴力的で

あるというのならば、平和革命といえども暴力的なものであることは否

定出来ない。

中村は、典型的なマルクス主義者として、武装（暴力）革命を完全に容認

している。「暴力的なものを否定するならば、革命一般を承認することは不
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可能となる。」、「平和革命といえども暴力的なものであることは否定出来な

い。」などの表現に端的に示されている。また資本主義が存在するかぎり、

ヒューマニズム（人間の解放）が実現する可能性はないことを強調する。要

するに、資本主義が諸悪の根元なのであって、資本主義を暴力（革命）によっ

て打倒しなければ、真の人間性を獲得することにならないというのであ

る。それにしても、既述したように、中村は参議院選挙において、社会党

の比例選挙の第一位にすえられた。非武装を最大のセールスポイントとし

ていた社会党との関係が理解できない。

最後に、鈴木安蔵は、前述書『憲法と人民の政治』において、現行憲法

下で、国会は、国権の最高機関であると定めたことについて、資本家・大

地主・旧貴族などが存在するかぎり、かれらの政治的勢力を抑制しなけれ

ば、国会が実質的な国権の最高機関になり得ぬと分析し、次のように述べ

た箇所が、“不承認”とされた。

国会が全国民の代表機関であるということは、階級社会においては、

一つの観念であるにすぎず、一つの法的擬制にとどまる。階級対立が消

滅しないかぎり、決して実質的に全国民を代表することはできない。

かりに労資双方にたいして、国会以外における一切の政治闘争を禁じ

たとしても、国会における両者の闘争自体に、すでに大なるハンディ

キャップの存在するのが、階級社会の現実である。この劣勢をおぎなう

方法として労働者階級が使用しうるものは、その組合活動、罷業、大衆

示威など一切の団体行動である。それを無条件にみとめるのこそ、いわ

ゆるフェア・プレイの精神でなければならぬ。

19世紀国家におけるとことなり、現代国家における経済と政治との密

着・不可分離は周知の現象であるが、このとき、政治闘争から独立した

経済闘争は、本質的に言つて、ほとんど存在しない。されば、経済闘争

の政治闘争への転化を原則的に否定するものは、実は労働者階級の階級

闘争を否認するものであるばかりでなく、その経済闘争自体すらも、か
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ぎられた限度にとどめようとするものであると言わざるを得ない。

まさにマルクス主義の国家観そのものに立脚し、現代を階級対立の社会

であるとみなし、労働者階級の団結の大切さを主張している。

なお、この文に続けて、次のように記述している箇所は、削除の対象と

されていない。

「平和革命においては『国権の最高機関』としての国会は、もちろん重

要な闘争舞台である。あたうかぎり、国会を、法的擬制としてでなく、実

質的に『国権の最高機関』たりうるように、すなわち『国民代表が一切の

権力をその手に集中』しうるようにたたかうこと、そのように国会の運営

方法を改革すること、国会における代表を、可能なかぎり勤労者大衆の自

覚せる分子の手によつてしめること、そのための条件として、広大な政治

的自由の獲得のためにたたかうことは、国会外における大衆行動とともに

必要であり不可欠である。」

４ お わ り に

以上、これまでほとんど顧みられてこなかった、日本国憲法の記述に関

する総司令部の検閲の実際についてみてきた。これらの事実により、すく

なくとも次の五点を指摘することができよう。

第一に、占領政策の厳しさである。一国を占領し、管理・統制下におく

ためには、あらゆる言論機関をコントロールしなければならない。守るべ

き準則のみを伝え、あとは論者の良識にまかすというわけにはいかないの

である。そのためには、日本国中に検閲の網を張りめぐらし、出版物、電

信電話、放送内容のみならず、民間の郵便物にまでも目を通し、占領政策

に反対するような動きを事前に防止する必要があった。その点では、モニ

カ・ブラウが指摘しているように、「全体主義国家の検閲と少しも違わな

い」ほど徹底したものであった。日本国憲法21条２項の「検閲は、これを
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してはならない。」との規定（この規定の原案は総司令部作成のもの）も、占

領政策の前には沈黙しなければならなかったのである。

もっとも、憲法との関係については、検閲実施者自身がよく認識してい

た。1984年10月18日、ノーフォークのマッカーサー記念館で開かれた占

領政策に関する学会の席上、検閲業務を担当した経験のあるロバート・M.

スポールディング教授（オクラホマ州立大学歴史学教授）が次のように語って

いたのが印象的である。すなわち当時、検閲の実施が日本国憲法に違反し

ていたことを担当者全員が知っていたこと、SCAP（連合国最高司令官）の

命令は憲法以上の効力があったこと、すでに憲法施行前から検閲が実施さ

れており、それを止めることは不可能であったというのである。

第二に、検閲がこれほど大規模に、しかも厳格に実施されていたにもか

かわらず、検閲をしていること自体が国民に知らされることはなかった。

すでにみたように、直接的にも、間接的にも検閲制度へ言及することが禁

じられていたからである。山本武利教授の調査によると、1947年４月から

48年７月までの期間に、「検閲への言及」に関する国内・国外メディアに対

する「発表禁止」または「一部削除」の指示は、2001件（国内メディア1086

件、国外メディア15件）にのぼったという（22）。周知のごとく、大日本帝国政

府も、検閲を実施していた。そこでは、伏せ字（問題とされた箇所を××な

どで表示）とされていたので、どこが検閲の結果、削除を命じられたか一目

瞭然であった。そしてその伏せ字の部分にあたる言葉を想像することは可

能であった。

これに対して、総司令部によっておこなわれた検閲では、伏せ字が禁じ

られ、必ず別の表現に言い換えるか、あるいはその部分を切除しなければ

ならなかった。要するに馬脚が表れないように指示されたのである。それ

ゆえ一般読者は、どの部分が検閲によって変更されたのか、知るよしがな

かった。その点、きわめて巧妙だったといえる。

第三に、とくに憲法作成に関し、総司令部が関与したという事実の報道

すら許されず、また憲法批判に一定の枠がはめられた。現行憲法には基本
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的な欠陥がないとの擬制（フィクション）がつくりあげられたのである。こ

のような視点から、江藤淳は、新聞発表された世論調査の結果そのものに

も疑問を提起している。江藤によれば、当時の国民の偽りのない反応は、

検閲下でおこなわれた「世論調査」の結果ではなくして、部内資料だった

ために民間検閲支隊の検閲を免れた外務省文書などによってこそ、はじめ

てうかがい知ることができるというのである（23）。

ちなみに、３月６日に発表された『憲法改正草案要綱』に対する当時の

新聞論調の一般的傾向として、次の諸点があげられている（24）。

（１）草案要綱に対しては賛成が圧倒的であること、反対の論調は

まったく見られないといってよい。ただこの憲法の理想を達成するため

には国民の努力が必要であることを指摘している点も圧倒的である。

（２）松本案が御破産になったのには総司令部の助言があったためで

あろうということは指摘しているが、この間の事実はまったく追及され

ていないといってよい。

（３）天皇制問題がこれで解決されたとしている。

（４）戦争放棄については、その理念は圧倒的に支持されているが、

ただこの理想は日本の一方的宣言のみでは達成されぬとし、ほとんど例

外なく、国際連合への期待が強調されている。また、その規定が自衛の

戦争、自衛の軍備をも禁止したものであるかどうかという問題はほとん

ど取り上げられていない。

（５）この憲法草案の今後の進め方が民主的でなければならぬという

点について活発な論議が見られること。

この新聞論調に現れた一般的傾向をみるかぎり、すでに述べてきた総司

令部の検閲方針にそっていることが理解できる。とくに憲法改正草案要綱

に対する賛成が圧倒的であり、反対の論調がまったく見られないこと、松

本案に対してなした総司令部の拒絶という事実がまったく追及されていな
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いこと、天皇制にかかわる問題が解決されたとしている点などは、検閲政

策との一致を見出すことができる。

これに対して、江藤が指摘した外務省の内部文書『憲法草案要綱ニ対ス

ル内外ノ反響（其ノ一）』には、次のように記述されている（25）。

特ニ顕著ナル反響トシテ要約シ得ル点ハ左ノ通リデアル

（イ）従来政府トシテ巷間ニ伝ヘラレテ居ツタモノト懸隔余リニ甚ダ

シキ為奇異ナル感情ヲ抱キ且ツ草案成立ノ経緯ニ関シテモ一種ノ好奇心

トモ言フベキモノヲ抱イテ居ル

（ロ）草案ノ表現措辞ガ難渋デアリ翻訳的ナ印象ヲ与ヘ居ルコト並ニ

「戦争抛棄」ナル特異ナル規定ガ特ニ右ノ感情ヲ強メタコトカラシテ結局

自国ノ憲法草案トイフヨリハ寧ロ条約草案ナリトノ印象ヲ与ヘラレルコ

ト

（ハ）内容ニ関シテハ草案要綱ガ天皇制度存置ト主権在民思想ノ調和

ニ付格別ノ努力ヲ払ヒ居ルニ依リ兎ニ角一種ノ安堵感ヲ与ヘラレタルコ

ト

但シ余リ立法部ノ優位ヲ認メ過ギ居ラザルヤノ危惧感アルモ、之ガ補

正ハ同時ニ裏書的ニ発表セラレタ『マ』元帥ノ全面的承認ノ声明モアリ

何ノ程度可能デアルカニ付テ躊躇ノ色ガアルコト

この内部資料をみると、「奇異ナル感」「好奇心」「難渋」「翻訳的」「特異

ナル規定」「条約草案」「危惧感」「躊躇」などの言葉から、一般国民はかな

り冷静に受けとめており、本音はかならずしも双手をあげて賛成というこ

とではなかったことが推測できる。

このように、厳しい検閲が実施されていたという事実から、当時の世論

調査そのものにも疑惑の目をむけなければなないということは、まことに

不幸である。

第四に、日本国憲法に対する批判は、社会主義勢力の側から、とくに強
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く出されていたということである。これは、ある意味において当然である。

いうまでもなく、現行憲法は、天皇制を認め、財産権の不可侵を明記して

いる。社会主義憲法とは根本的に異なる。それゆえ、社会主義勢力はその

違いを全面に押し出し、理論的にも、時代の趨勢からしても、社会主義の

優位を確信し、社会主義憲法への変革を強く主張していた。政党（社会党、

共産党）、学者を問わず、実に明快であった。しかしながら、こんにちでは、

これらの勢力は、表面上は「護憲」をうたっている。いったい当時の現行

憲法に対する厳しい批判と改憲への期待はどこへいってしまったのか。ま

ことに奇異に映る。社会主義勢力は、このことについて、現時点で国民に

対して十分に説明する責任がある。

そして第五に、当然のことながら、現行憲法は、「外来的（adventitious）」

であることが明確になった。本稿で引用したいずれの論述も、マッカーサー

の指令と極東委員会の関与があったことを明確に示している。これらの論

述は、当時、日本を代表する論者によって執筆されたものであって、巷間

いわれている「押しつけ性」を否定しているものは皆無である。その意味

で、現行憲法をとても「生来的（indigenous）」ということはできない（26）。

私は2000年２月24日の衆議院憲法調査会（「日本国憲法の制定経緯に関す

る件」）において、いくつかのサンプルを示して、検閲の実際について参考

人発言をした（27）。しかし、その後、同調査会でこの件について調査された

形跡がない。日本国憲法の成立過程と総司令部による検閲の不可分性につ

いては、語り継がれなければならないと考える（28）。

ともあれ、日本国憲法に関する批判的記述に対しての徹底的検閲は、そ

の後の憲法論議をきわめていびつな形にしてきたのではないかと思われ

る。こんにちにいたっても、現行憲法を「神聖化」し、それに対する批判

をタブー視している傾向にあるが、そのルーツをこの検閲制度に求めるこ

とができるのではないだろうか（29）。

(１) Basic Directive for Post-Surrender Military Government in Japan
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proper,J.C.S.1380/15,3 November 1945.

(２) 総司令部による検閲に関する参考文献は、膨大な数にのぼるが、とりあ

えず以下のものをあげておきたい。General Headquarters,Far East Com-

mand, Operations of Military and Civil Censorship USAFFE/SWPA/

AFPAC/FEC, VolumeⅩ, Intelligence Series, 1950, Censored Japanese
 

Serials of the Pre-1946 Period-A Checklist of the Microfilm Collection,

Library of Congress,1994,奥泉栄三郎編『占領軍検閲雑誌目録・解題』（雄

松堂書店、1982年）、『日本占領期検閲 雑誌（メリーランド大学図書館ゴー

ドンW.プランゲ文庫所蔵－マイクロフィッシュ版－第１分冊～第２分

冊』（国会図書館、1996年）、『メリーランド大学マッケルデン図書館所蔵ゴー

ドン・W.プランゲ文庫（新聞及び通信）マイクロフィルム版）第１巻～第３

巻』（国会図書館、2003年）、『メリーランド大学所蔵 プランゲ文庫展記念

図録』（ニチマイ、2000年）、『占領期雑誌記事データベース』（2002年、http://

www.prangedb.jp/）、江藤淳『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日

本』（文藝春秋、1989年、1994年には文春文庫に収録）、同『落葉の掃き寄せ

1946年憲法の拘束』（文藝春秋、1988年）、松浦総三『占領下の言論弾圧』（現

代ジャーナリズム出版会、1969年）、福島鋳郎「占領下における検閲資料と

その実態」（『思想の科学』第98号、1978年11月号所収）、モニカ・ブラウ

著、立花誠逸訳『検閲1945－1949 禁じられた原爆報道』（時事通信社、1988

年）、山本武利『占領期メディア分析』（法政大学出版局、1996年）、高桑幸

吉『マッカーサーの新聞検閲 掲載禁止・削除になった新聞記事』（読売新聞

社、1984年）、放送法制立法過程研究会編『資料・占領下の放送立法』（東京

大学出版会、1980年）、竹島和「占領期の検閲と放送」（放送史編集室『文献

月報』第29巻２号、1979年２月）、連合国最高司令官民間情報教育局編『真

相箱－太平洋戦争の政治・外交、陸海空戦の真相－』（コズモ出版社、1946

年）、櫻井よしこ『「真相箱」の呪縛を解く』（小学館文庫、2002年）、保阪正

康『日本解体～「真相箱」に見るアメリカの洗脳工作』（産経新聞、2003年）、

裏田稔『占領軍の郵便検閲と郵趣』（日本郵趣出版、1982年）、『GHQ日本占

領史 第19巻 演劇・映画（谷川健司・平野共余子）』（日本図書センター、

1996年）、『同 第18巻 ラジオ放送（向後英紀）』（同、1997年）、『同 第

17巻 出版の自由（古川純、岡本篤尚』（同、1999年）。またこれらの著書に

かかげられている参考文献を参照。

(３) 奥泉栄三郎編、前掲書、28頁。

(４) 江藤淳『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本』第一部「アメリ

カは日本での検閲をいかに準備していたか」参照。

(５) SCAPIN 16,10 September 1945.
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(６) SCAPIN 33,19 September 1945.

(７) プレス・コードについては、日本出版法、日本新聞紙法、日本新聞遵則、

日本新聞出版法典などの邦訳があったという。高桑幸吉、前掲書、42頁。

(８) このほかに、『日本国のための放送準則に関する覚え書き（Memoran-

dum Concerning Radio Code for Japan）』（SCAPIN 43, 22 September
 

1945）、『新聞の政府からの分離に関する覚え書き（Memorandum Concern-

ing Disassociation of Press from Government）』（SCAPIN 51,24 Septem-

ber 1945）、『検閲指令の明確化に関する覚え書き（Memorandum Concerning
 

Clarification of Censorship Directives）』（SCAPIN 52, 24 September
 

1945）などがある。

(９) モニカ・ブラウ著、立花誠逸訳、前掲書、58－59頁。

(10) 江藤、前掲書、241頁。なお、その原典は、A Brief Explanation of the
 

Categories of Deletions and Suppressions,dated 25 November,1946.

(11) 江藤、前掲書、241頁。

(12) 櫻井よしこ、前掲書、44頁。

(13) 甲斐弦『GHQ検閲官』（葦書房、1995年）162頁。検閲官だった甲斐に

よれば、一般国民のあいだで交わされた手紙のなかで、憲法にふれているも

のを見ることはまったくなかったという。「どうして生き延びるかが当時の

最大の関心事だったのである。憲法改正だなんて、当時の一般庶民には別世

界の出来事だったのである。」同頁。

(14) H・E.ワイルズ著、井上勇訳『東京旋風－これが占領軍だった』（時事通

信社、1954年）71－72頁。

(15) Difference between Japanese and English Versions of the Draft
 

Constitution, Hussey Papers, 30-A-4-1～4-5.犬丸秀雄監修・安田寛、村

川一郎、西 修、大越康夫訳『日本国憲法制定の経緯－連合国総司令部の憲

法文書による』（第一法規、1988年）266頁－279頁。なおみよ。拙著『日本

国憲法はこうして生まれた』（中公文庫、2000年）344－345頁。

(16) 日本共産党出版部『前衛』第１巻第８号（JULY 1、1946）。

(17) 山口富男「『日本共産党憲法草案』（1946年）の歴史的意義－いまなぜ光

をあてるのか－」（日本共産党中央委員会付属社会科学研究所『憲法の原点』

新日本出版社、1993年所収）。

(18)『官報号外 昭和21年６月29日 第90帝国議会衆議院議事速記録第

８号』。

(19)『官報号外 昭和21年６月25日 第90帝国議会衆議院議事速記録第

４号』。

(20)『官報号外 昭和21年６月29日 第90帝国議会衆議院議事速記録第
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８号』。

(21)『官報号外 昭和21年６月22日 第90帝国議会衆議院議事速記録第

２号』。

(22) 山本武利『占領期メディア分析』（法政大学出版局、1996年）648－649

頁。なお、同期間における「SCAPの憲法制定への批判」に関する国内・国

外メディアへの「発表禁止」または「一部削除」処分は、28件（国内メディ

ア26件、国外メディア２件）におよんでいる。

(23) 江藤淳『落葉の掃き寄せ 1946年憲法－その拘束』543頁。

(24) 憲法調査会報告書付属文書第２号『憲法制定の経過に関する小委員会報

告書』（憲法調査会、1964年７月）419頁。この部分は、『憲資・総34号 佐

藤功「占領初期における憲法改正問題に関する世論の動向」』35頁からの引

用である。

(25) 憲法調査会報告書付属文書第２号、前掲書、421－422頁。

(26) 外来的（adventitious）と生来的（indigenous）の用語は、L.Wolf Philips,

Comparative Consttitutions, Macmillan, 1972, pp. 34-35.ここにおいて、

フィリプスは、「日本国憲法は疑いなく外来的憲法」であると断定している。

なお、拙著『憲法体系の類型的研究』（成文堂、1997年）54－56頁参照。

(27)『第147回国会衆議院憲法調査会議録第３号』（平成12年２月24日）。

(28) 拙稿「父が子に教える昭和史／日本国憲法は押し付けか」（『月刊文藝春

秋』2004年１月号）。

(29) 拙稿「『現行憲法』聖典化のルーツ」（『諸君』1985年10月号）。
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