
国分寺市もとまち公民館																			2015.6.7	
戦後70年の世界と日本 

一どうなる私たちの地域とくらしー	

	
●激動する世界・日本・地域。戦後70年首相談話、日中韓歴
史認識問題、グローバル経済や人口減の問題など、講師か
らさまざま角度で学び、私たちは現在の社会とどう向き合え
ばいいのか一緒に考えましょう。	

	
　講師　加藤　哲郎	
(一橋大学名誉教授、早稲田大学大学院客員教授)	
「ネチズン・カレッジ」主宰　
h-p://www.ff.iij4u.or.jp/~katote/Home.shtml 	

1 



戦後70年の世界と日本	

•  １　はじめにーー「大正生れ」と自己紹介	

•  ２　第二次世界大戦後70年の世界	
　　　　　——日米中関係を中心に 	
	
•  ３　日本の「失われた25年」、「大正生れ」の退場、

新たなる戦前？	

•  ４　くらしにつながる歴史問題	
　　　　——戦後70年から振り返る　 	
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１　大正生れの歌、男性編・女性編	

•  1989年刊行の岩波ブックレット「シリーズ昭和史」の最終巻である拙著『戦後意識の変貌』のイ
ントロで使い、当時も反響は大きかったものですが、これが2005年 に重版されて、文字通り
「大正生れ（1912−26年生まれ、現88歳以上！）」の方々に、改めて熱烈に（？）しんみりと（？）
読まれているようです。島根県のある老人ホームの介護の方から長距離電話があり、介護して
いるおじいさんが、ブックレットで歌詞を知り、ぜひともメロディを教えてほしいといっている、と
頼まれました。 �

•  もう一つの理由は、私は気が付かなかったのですが、この歌のことを、2004年3月9日の朝日
新聞で、論説委員早野透さんが、山中貞則初代環境長官の死を悼む連載コラム「ポリティカ
にっぽん」「山中氏の死と『大正生まれ』の歌」のなかで 、私のブックレットから引用し、カネボウ
社長だった故永田正夫氏の「お別れの会」で読み上げられた替え歌「昭和6年生まれの歌」と
共に、紹介したためのようです。『戦後意識の変貌』収録の本歌は、こうです（以下♪メロディー
つきですが、♪midiをお持ちでない方は、こちらへ）。�

•  「大正生れの歌（男性編）」 �
•  ♪1番�大正生まれの俺(おれ)たちは／明治の親父（おやじ）に育てられ／忠君愛国そのままに

／お国のために働いて／みんなのために死んでいきゃ／日本男子の本懐と／覚悟は決めてい
た／なあお前 � �

•  ♪2番�大正生まれの青春は／すべて戦争（いくさ）のただなかで／戦い毎（ごと）の尖兵（せん
ぺい）は／みな大正の俺たちだ／終戦迎えたその時は／西に東に駆けまわり／苦しかったぞ
／なあお前 �

•  これ実は、私が1989年に東京都国分寺市元町公民館で連続市民講座の講師をつとめたさい
に、出席者から教えてもらったもので、今日では「大正っ子のパソコン操作」という、老人パワー
あふれるホームページの中に、MIDIメロディ・3Dアニメ・イラストつきで、4番まで収録されてい
ます。�
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実は1976年に男性編レコード、 
2005年に作詞・作曲者小林朗さんと出会う 

メロディは「大正っ子」HPで	
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故・西村晃さん（1923ｰ97、国分寺市民、 
学徒出陣、特攻隊員）の歌った男性編	

•  １９８４A面、 
なあ、おまえ 
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女性編	

•  １９８４Ｂ面。 
ねえ、あなた	
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法政大学大原社会問題研究所講演会		2014/2/26	
「国際歴史探偵」の20年	

ーー世界の歴史資料館から	

	
	
	
	
	
①旧東独・ソ連ＭＬ研	
②米国国立公文書館	
③英国国立公文書館	
④ドイツ、スウェーデン	
⑤インド、中国、日本	
⑥大学、文学、在野資料	

加藤　哲郎	
「ネチズン・カレッジ」主宰	

katote@ff.iij4u.or.jp	

7 



	国際歴史探偵	
（歴史評論99、五十嵐「転成仁語」、共同通信、加藤陽子、二村著作集）	
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２　第二次世界大戦後70年の世界	

•  連合国戦勝＝国連（United	NaNons)70年	
•  旧枢軸国日独（伊）の敗戦70年、その分岐	
•  1989	旧連合国ソ連の解体、冷戦の崩壊	
•  クローバリズム、新自由主義、カジノ金融市場	
•  「歴史の終焉」ではなく「文明の衝突」？(民族・宗教・文

化とナショナリズム）、9.11米国同時多発テロ、ISIL	
•  アジアの台頭、改革開放後の中国とBRICS	
•  地球生態系危機・環境問題、２０世紀科学技術発展の

意味（「リスク社会」、核兵器と原発、3.11フクシマ）	
•  	IT革命、インターネット、グローバル監視社会（エシュロ

ン、スノーデンの暴露したNSAファイブアイズ、PRISM)　	
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国連統計名目国内総生産GDP1990-2012	mil.US$				
•  1	アメリカ 	5,979,600 	(1990	)	
•  2	日本	3,103,698 	(1990) 		

•  3	ドイツ	1,714,447 	 		

•  4	フランス 	1,244,124 	 		

•  5	イタリア 	1,138,150 	 		

•  6	イギリス 	1,019,349 	 		

•  7	カナダ 	　592,028 	 		

•  8	ロシア 	　568,872 	 		

•  9	スペイン 	　520,938 	 		

•  10 	中国	　404,494 	 		

•  11 	ブラジル 	　402,137 	 		

•  12 	メキシコ 	　328,367 	 		

•  13 	インド	　326,796 	 		

•  14 	オーストラリア324,407 		
•  15 	オランダ 	　294,869 	 		

•  16 	韓国	　270,405 	 		

•  17 	スウェーデン	248,425 	 		

•  18 	スイス 	　244,030 	 		

•  19 	ベルギー　			202,830 	 		

•  20 	トルコ			202,546	
•  22							台湾													164,747	
•  35							香港															76,929	
•  999			世界計								22,595,358	(1990) 	 		

•  1			アメリカ			16,244,600	(2012)	
•  2	中国	　8,358,400 	(2012) 		

•  3	日本	　5,960,180 	 		

•  4	ドイツ	　3,425,956			 	(EU16,073,500) 		

•  5	フランス 	　2,611,221 	 		

•  6	イギリス 	　2,471,600 	 		

•  7	ブラジル 	　2,254,109 	 		

•  8	ロシア 	　2,029,812 	 		

•  9	イタリア 	　2,013,392 	 		

•  10 	インド	　1,875,213 	 		

•  11 	カナダ 	　1,821,445 	 		

•  12 	オーストラリア1,564,419 		
•  13 	スペイン 	　1,322,126 	 		

•  14 	メキシコ 	　1,183,655 	 		

•  15 	韓国	　1,129,598 	 		

•  16 	インドネシア	　　878,043 	 		

•  17 	トルコ	　　788,299 	 		

•  18 	オランダ 	　　770,067 	 		

•  19 	サウジアラビア711,050 	 		

•  20 	スイス 	　　631,183	
•  27　　　台湾　　　　　　　475,257 	 		
•  38　　　香港　　　　　　　263,259	
•  999　世界計           　72,689,734(2012)	 11 



グローバルな競争・格差社会	
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中日
逆転	
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中国海南島・三亜学院特別講義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１４年１１月１９日 

　ＪＡＰＭＥＲＩＣＡ（日美基軸）からＣＨＩＭＥＲＩＣＡ（中美
基軸）へ？--２１世紀の世界・アジア変容 

	
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
  （１９８８年）                 （転換点 ２００８年）                   （２０１２年） 
加藤哲郎katote@ff.iij4u.or.jp　　 
（早稲田大学大学院政治学研究科客員教授、一橋大学名誉教授）	
　　Netizen College	主宰　　h-p://www.ff.iij4u.or.jp/~katote/exchange.html	

	

	

Niall Ferguson 
Says U.S.-China 
Cooperation Is 
Critical to Global 
Economic Health 
By Niall Ferguson November 17, 
2008, Washington Post	

14 



日中関係の影のアク
ターとしての米国(中
国語＝美国）	

•  2009年12月11日、英紙
フィナンシャル・タイムズは
記事「日米関係：安定した
結婚生活から三角関係
へ」を掲載した。 	

•  新浪財経2013.7.19	
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2008が分水嶺	
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From	Japamerica(米+日=40%)	to	Chimerica	

18 



米国経済にとって も重要な国は一に中国、二に中国、
だということになる。輸出額で4位の日本向け605億ドルに
対しほぼ2倍に当たる1184億ドル	
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長期予測	
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主な国のGDPの将来推計,BRICS	
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GDPデータの読み方・留意点	
•  1990/2012の国際情勢	
　冷戦崩壊→新冷戦？	
　西欧→アジア？	
　キリスト教対イスラム教？	
•  国際秩序の制度化	
　G2/G7→新G2/G20?	
　国際連合・多国籍軍	
　国際法・国際刑事裁判所	
　1993　EU/BRICS台頭	
・アジア開発銀行（ADB)→

リーマンショック→アジア
インフラ投資銀行（AIIB)	

•  経済・政治・軍事・社会	
•  GNP（国民総生産）と	
	　GDP（国内総生産）・貿易構

造・多国籍企業	
・　一人あたりGDP・格差構造	
・　K・Marx『資本論』→	
			T・Pikkety『21世紀資本論』	
・　Hard	Power（軍事力・経済

力）→Sok	Power（文化力・
魅力）	

・　非貨幣的財・福祉・豊かさ	
・　情報・サービス・共同性	
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問題１＝人口、一人あたりGDPは？	
　　民主化＝　「2000	ドルの壁、１万ドルの罠」	

•  2014＝日本27位36,331	
•  														中国80位7,589	
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問題2＝ドル・元為替レートの将来？	
国際統計はドル換算、基軸通貨は？　	

•  そのもとでのアジアイン
フラ投資銀行（AIIB)対	

					アジア開発銀行（ADB)	
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円安は本当に喜ばしいのか？	

•  長期	
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問題３＝対米影響力も中国優
位？＝国債・文化・軍事も？	
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米国有識者の中国歓迎、孔子学院増殖、	
日本軽視のもとで日米同盟の意味は？　	
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日中関
係は？	
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ジャパメリカの時代の教訓	
1950-90の世界GDP=アメリカ＋日本＝約４０％	
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対米従属＝経済一流・政治は三流	
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物質的豊かさ・一国平和主義	
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日中韓歴史認識と米欧豪のまなざし	
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「偏見なき過去の清算を」「慰安婦の歴史を歪曲するな」　＝学者
１８７人、安倍首相に声明　（時事）　：　エズラ・ボーゲル・ハー
バード大名誉教授、ジョン・ダワー・マサチューセッツ工科大名誉
教授ら　「過去の過ちについて可能な限り全体的で、でき得る限
り偏見なき清算を、この時代の成果として共に残そうではありま
せんか」 →賛同４５７人に　欧州からも（2015.5.19)	•  ちょい	
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100人の地球村（2001）	
•  6人が全世界の富の59％を所有し、

その6人ともがアメリカ国籍 � �
•  80人は標準以下の居住環境に住

み �
•  70人は文字が読めません �
•  50人は栄養失調に苦しみ1人が瀕

死の状態にあり �
•  1人はいま、生まれようとしています �
•  1人は、（そうたった1人）は大学の教

育を受け �
•  そして、たった1人だけがコンピュー

ターを所有しています �（2001）�

� （英文原文 "A Village of 100 
People Representing the World 
"、日本語訳はなかの・ひろみさん)�

（シャンペングラス・モデル）	
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ネットワーキング社会？　地球民主主義？	
•  網の目のように作った組織、系列、つながりそのものを言う。概念的にはノードとリンクにより

構成される構造体すべてを包含する。得てして重層的（レイヤー）に構成されている。たとえ
ば、放送網、送電線、飛行機の航路、たんぱく質の相互作用なども広くネットワークと捉えら
れる。Web=蜘蛛の巣。	
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地球村のガバメントとガバナンス	

•  ちょい	

地球村には政府はない、 
国も企業も、NGOも市民 
も一緒にガバナンスを！	

２０世紀に国際組織IGOや非
政府組織NGO・非営利組織
NPOが飛躍的に拡大した！	
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インターネットと携帯電話＝大公開時代
の情報戦は格差社会を克服できるか？　
地球規模の監視社会か？	
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•  世界のインターネット普及率。色
が濃い国ほどインターネットが整
備されている。アフリカと東南ア
ジア諸国を中心に色が薄い国
（インターネットが普及していな
い）が集まる。	
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国民総背番号制・住基ネット・マイナンバー	
←日本年金機構・個人情報漏洩、プライバシー	
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　　ジャパメリカとチャイメリカの差異と問題共有	

•  日本の対米従属・補完と
中国の改革開放・社会
主義市場経済	

•  中国の巨大国家統合と
小国日本企業多国籍化	

•  日米同盟と中国対米政
策＝戦略的対話・競争	

•  EU・露、BRICS、朝鮮半島、
中東、中南米、　アフリカ
の将来	

●東日本大震災、福島原発
事故の経験と核兵器・原
子力発電	

	
	

•  高度経済成長の光と影	
•  都市化、福祉、環境	
•  高齢化・少子化・家族	
•  国際化・外国人・宗教	

●２０世紀の歴史認識・教
育のあり方	

•  東アジア文化創出・アニ
メ・音楽・文学・観光	

•  ソフトパワー競争・協奏	
•  相互交流・民衆対話	
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３　日本の「失われた25年＝ゼロ成長時代、
「大正生れ」の退場、新たなる戦前？	
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他の資本主義国と比較しても	
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近代化＝経済成長＝生活家電の普及
（大量生産・大量消費時代）の終焉	
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出生率：９年ぶり低下…出生数は減少加速　１４年 
毎日新聞　2015年06月05日	

　　厚生労働省は５日、２０１４年の合計特殊出生率（１人の女性が一生に産む子ども
の数に相当）が１．４２と前年より０．０１ポイント低下したと発表した。０５年に過去 低
となる１．２６を記録して以来９年ぶりの低下。出生数は前年を２万６２８４人下回る１００
万３５３２人�ﾅ４年連続で過去 少を更新した。辛うじて１００万人は維持したが、今の
ペースが続けば１５年は戦後初めて１００万人を割り込みそうだ。	
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３　日本の「失われた25年」、「大正生れ」
の退場、新たなる戦前？	

総務省統計局HPより　	

平成20年10月1日現在推計人口 		

	

56 



57 



中
国

迎

少

子
高
齢
化

年
金
福
祉	

58 



59 



60 



61 



•  成長ストップ・家計所得減＝全世帯の平均では1994年を、児童のい
る世帯でも1996年をピークとして、家計の所得はずっと減り続けています。
児童のいる世帯では781.6万円から658.1万円へと14年間で120万円以上、
約16%もの減少です。日本の戦後史の中で、これだけ継続的に、また顕著
に所得が減り続けた時期は他にないはずです。深刻であり、また歴史的な
事態。	
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女性労働力比率＝M字型曲線	
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地域格差（東京第一、沖縄 下位）	
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格差社会（所得分配・ジニ指数、ピケティ）？	
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４　くらしにつながる歴史問題	
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憲法第9条１項「平和」・25条「生活権」
は日本製	

マッカーサーの憲法
原則とGHQ憲法案
に「平和」への言及
はなかった。天皇の
責任を免罪し国家
主権を制限する敗
戦処理としての「戦
争放棄」とは別の、
「平和のうちに生存
する権利」への構想
をはらむ「平和主
義」は、どのようにし
て9条に盛り込まれ
たのか。	
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どんな国と地域を創るのか？	
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安保法制、３学者全員「違憲」　	
憲法審査会で見解	
朝日新聞2015年6月5日	

•  　新たな安全保障関連法案を審議する衆院特別委員
会は５日、一般質疑を行った。野党は前日の衆院憲法
審査会で３人の憲法学者が関連法案を「憲法違反」と指
摘したことを受けて、法案の撤回を求めるなど攻勢を強
めた。今回の安保法制の中核ともいえる集団的自衛権
の行使に焦点があたり、安倍内閣が閣議決定で変更し
た憲法解釈の是非が再び問われることになる。	
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地域の自立、くらしの定常化	
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