
鈴木邦男，森中定治両講演者への質問と返答 

 

 

（16）統一地方選挙で，無投票の県議選や市町村選挙が続出しています．欧州のよう

に比例代表選挙とか，地方議会内閣制をとって首長選挙を廃止した方がより

民意が反映されると思います．いかがでしょうか． 

 

（鈴木）統一地方選で無投票当選が増えているのは，大いに問題だと思います．もち

ろん今の自治体の選挙は，ほとんどが組織票で決まるにしても，無投票で決

まるほど，市町村の住民たちが，その人たちを信任しているとは思えません．

かつて小泉純一郎さんが自民党の党首選が無投票になりそうになった時，そ

れはよくないと立候補したことがありました．この時は落ちましたが，その

“変人”ぶり（copyright by 田中真紀子）が，のちの長期政権につながった

のかもしれません．少し前の社民党の党首選でも，福島みずほさんが参院戦

敗北の責任をとって辞職したとき，やはり無投票ではいけないと，豊島区議

だった石川大我さんが立候補したことがありました．目の前の勝ち負けで考

えるのではなく，民主主義の大義を守る勇気は，やがて何かを生むのでしょ

う． 

さて，質問者は首長選を廃止したほうがより民意が反映されるのではない

かというご意見ですね．ヨーロッパの例については，その部分をつまびらか

に読んでいないので論評は差し控えますが，直接民主制をすべて否定するこ

とについては反対です．議会の勢力が固定化するとき，首長選挙が事態を動

かすかもしれず，功罪相半ばする面はあるかもしれませんが，残しておきた

い制度だと思います． 

 

（森中）まさにシステムのことを仰っています．市民シンポジウムでお話ししました

が，“ニワトリ社会”と私は申し上げましたが，現代は人間の利己性が大変強

く表面に出てきているのだと思います．関心のあることは自分が直接手にす

る所得，給与だけ，それ以外のことはどうでもよいという心境ゆえだと思い

ます． 

今を生きる人間がどのような状況にあるかという点を常に踏まえながら，

システムを変えてみるのも相応の価値があると思います． 

 

 

（17）森中さんが武力を背景におかない軍隊，“胆力”を持つ軍隊と仰ったのは自衛

隊を指してのことと理解しました．右翼の鈴木さんとしては，あるいは森中

さんとしては，米国から自立するためにも自衛隊は必要だとお考えでしょう

か？ 憲法からずれて“我が軍”化している現状を具体的にはどうしたらよ



いでしょうか． 

 

（鈴木）アメリカから自立するための自衛隊？ それは不可能でしょう．武力でアメ

リカから自立するという考え方には反対です．できっこありません．アメリ

カから自立するとは，独自の外交戦略や国際舞台でのビジョン・哲学，さら

には文化的価値観を持つということで，武力で対抗するということとは違い

ます． 

 “我が軍”化している自衛隊の現状については，何を急いでこれ以上の大

きな武力になる必要があるのでしょうか．今まで通り，日本国民の災害には

頼りになる存在であり続け，国際的には，戦争，そして戦闘にも加担しない

存在であればいいと思います． 

 

（森中）他国から武力攻撃があって日本に住む人々と日本の自然環境を守るとき，

自衛隊が必要です．市民シンポジウムでお話もしましたし，講演要旨集にも

詳しく書きました．その時，自衛隊の隊員は生命を賭けます．まず若者では

なく先のない年配者が生命を賭けます．次に，相手を破壊し殺すために生命

を賭けるのではなく，相手を生かし環境を破壊しないことを目的にして生命

を賭けます．人間同士の殺しあいを回避するために生命を賭ける，つまり丸

腰で敵の大将に会いにいくのです．これからの軍隊が真に平和を守ることが

目的であれば，兵器は要りません．そのかわり，自らの生命を賭しても平和

を守るという気概と胆力が必要となります・・・（講演要旨より） 

 これ以上は講演要旨に書いたことと繰り返しになるので書きません．国を

守る，人を守る，環境を守るとはどういうことか，私自身の，一人の一般市

民の意見ですが，自衛隊の隊員にこそ，この講演要旨を是非読んでいただき

たいと思います． 

 

 

（18）目を覆いたくなるような米国従属から，真の日本の独立を得るにはどうしたら

よいでしょうか． 

 

（鈴木）米国従属には，私も目を覆いたい心境です．もともと一水会や，私たちの思

想の先達である野村秋介さんの世界観は，戦後レジュームを西欧列強による

世界支配ととらえ，そのためＹＰ体制打倒を唱えていました．米英露による

ヤルタ・ポツダム体制を許さないということです． 

同じく戦後レジュームからの脱却を唱えながら，米国に追随して，ついに

は地球の裏側まで「我が軍」を出そうとしている安倍さんは，本当にポツダ

ム宣言を読んでないのか，読んではいても，都合の悪いことには，イヤホン

を外しているのでしょう． 



「真の日本の独立」ねぇ……これも言葉が勇ましすぎて，今の僕の趣味に

は合わない（笑）．安倍さんと同じ匂いを感じますね．日本の独立とは，自国

のことは自国で決めるということではないでしょうか．少なくとも，沖縄の

意思を無視して，アメリカの世界戦略加担することでは，決してないはずで

す． 

 

（森中）自分自身の意志で立つことです．人間同士の協力，力を合わせることはもち

ろん必要ですが，そのなかで自分を見失わないことです．他人と力を合わせ

ることと，他人に同調することは全く別です．他人に同調してはならないと

思います．“同調”の裏返しが“排斥”で結局同じものだと思います．今回の

市民シンポジウムもまさにそれがテーマでした．他人に頼ったり武器に頼る

ことによって，自分自身と向き合わなくなること，これが一番悪いと私は思

います．自分自身と向き合うこと，自分自身を直視すること，これが総ての

原点だと思います． 

 

 

（19）日本はアジアの中でどのように動けばよいでしょうか．中国，韓国との関係を

どのようにしていったらよいでしょうか． 

 

（鈴木）今年の 3月に，ソウル大学日本研究所の招きで韓国に行き，講演をしてきま

した．僕みたいな右翼が行ったら卵でもぶつけられるのではないかと心配し

ていましたが，そんなことはありませんでした． 

与えられた講演タイトルは「私はなぜヘイトスピーチを嫌うのか：日本の

右翼が見る日本のネット右翼」でした．１時間ほど話をして，その後 30分ほ

ど質疑応答の時間でした．その模様については，私のＨＰ「鈴木邦男をぶっ

飛ばせ！」の 3月 23日号や，ネットサイト「マガジン 9条」にある「鈴木邦

男の愛国問答」172回に少し書きましたが，互いに真摯な意見交換ができたと

思っています．時間が短かったので，どこかで 2 回目を作り，歴史認識や竹

島の問題など，個別の問題についても議論していけば，さらに実り多いもの

になると思います． 

つまり私たちにできることは，このように少しずつでも直接会う機会を持

ち，胸襟を開いて議論することだと思います．近隣諸国との関係が，いまの

ようにこじれたままであることは，極めて不健全だと思います．たとえ迂遠

であっても，もしかしたら一番近い道は，とにかく会う．会って，話をする．

行政の関係者なら，そういう機会をぜひ作っていただきたいと思います． 

 

（森中）中国人も朝鮮人も，喜怒哀楽を持つ同じ人間です．福岡や大久保でのヘイト

スピーチの Youtube などを観ると，ある種の人達は，中国人や朝鮮人を同じ



人間と見なしていないように感じます．右派の人は，ヘイトスピーチや人種

差別には強く反対すると言います．しかしそう言っても，何か私には口先だ

けで言っているような気がします．口でそう言ったからといって，その言葉

通り受け取れないこともあります．口先とは別に，暖かい気持ちがあるかど

うか，受け取る側は感じとるでしょう． 

中国人はマナーが悪いと言われます．至るところでつばを吐く，立ち小便

をする．ゴミを捨てるなど，人間として劣ると言っているように聴こえます．

しかし，日本人もかってそうでした．私が子どもの頃，子どもだけでなく，

大人もみな立ち小便をしていました．人間の住む環境が整備され，清潔感あ

ふれるようになって，人間も少しずつ変わってゆくのだと思います．そして

少し変化した人間がまた社会環境を少し変えるのです．これは（14）にも書

いています． 

台湾の観光地で同じ中国人同士でトラブルがありました．中国本土から観

光に来た中国人のマナーの酷さに台湾の青年が注意をしたのです．これは私

のブログに書きましたので，参照してください． 

http://blog．goo．ne．jp/delias/e/0a4cf155acb666e786eadba514189541 

（森中定治ブログ『次世代に贈る社会』“薄めるということ”） 

尖閣諸島の問題も，その他の問題も人間対人間として堂々と対峙すべきだ

と思います．相手を見下したり，直視する必要なんかない，武力でやっつけ

てしまえというのは，とても賛成できません． 

 

 

（20）自衛隊はどのようにあればよいでしょうか？ 

 

（鈴木）今まで述べてきたようなことのほかに，一つ言えることは，人を殺すことは，

殺されることと同じように，つらいことだと思います．どうか自衛隊の皆さ

んをそんなつらい目に合わせないようにしていただきたいと考えます． 

 

（森中）（17）に書きましたので，ご参照ください．他国から侵略があって日本に住

む人々と自然環境を守るとき，自衛隊が必要です．その時，自衛隊の隊員は

生命を賭けます．ただし人間同士が生命を賭けて対峙するのは最後の 1％で

す．それまでに，そんな状況に両者の関係を追い込まないための相互努力そ

してそれを土台にした外交が 99％であることを忘れてはなりません． 

先般，「コスタリカに学ぶ会」で米国から帰ってきた人の話を聴く機会が

ありました．日本の神風特攻隊のことを，米国の一般国民はどう感じたか？ 

怖くて怖くてたまらなかったと言います．なぜ怖いのか？ 絶対に死ぬ，

100％死ぬ場所，そこへ飛び込んでくるのです．死んでも死んでも次から次へ

と飛び込んで来る，これでも人間か・・，まるで群れをなして海に飛び込ん

http://blog.goo.ne.jp/delias/e/0a4cf155acb666e786eadba514189541


でいくレミングだ！ 

これは一般の米国市民にとって理解不能の行為のようです．片方は愛する

妻や幼子，美しい祖国を守るための讃えるべき崇高な行為と考え，もう片方

は狂人の群れ，レミングの群れであり，これでも同じ人間かと疑うくらいの，

理解不能の恐ろしさです．日頃の努力を放棄すれば，相手に対する理解はこ

こまで狂ってしまうのです．お互い同じ人間だという信頼の基に，相互理解

を常に深め固めるための持続的な，永続的な努力，このための人と資金の投

入，そしてそれを土台とした外交，これが 99％です．これこそが現平和憲法，

憲法九条の精神であり，“国際平和の希求”ということだと思います（講演

要旨より抜粋）． 

 

 

（21）最近，政府の政策に抗議するデモが国会周辺等でかなり行われているようです

が，TV や新聞などで殆ど報道されていないように思います．どうしてでしょ

うか？ その改善策はいかがでしょうか． 

 

（鈴木）確かに，新聞にもよりますが，読売新聞や日経新聞，そして私が数年勤めて

いた産経新聞などが，あれだけ大きな動きを報道しないのは，不自然なことだ

と思います．どうしたらいいんでしょうか？ 

さらに規模を拡大する？ 持続する意志を示す？  

たとえば反原発問題なら，前者が大江健三郎さんなどが主催する「さような

ら原発 1000 万人アクション」でしょうし，継続性に重きを置くのがミサオ・

レッドウルフさんなど首都圏反原発連合の「首相官邸前抗議」金曜行動でしょ

う．主催者には頭が下がります．私は，可能な限り，どちらにも参加するよう

にしています． 

正直に言えば，そんな行動が無視されていたり，あまり効果がないと懐疑的

になると，70年代を思い出します．直接行動に訴えたくなります．その誘惑に

打ち勝って，自制しつつデモをしたりしている一般大衆の心情を，今のうちに

汲んでおいたほうが身のためだよと，あえて言っておきます． 

 

 

（森中）国会周辺の反原発のデモは，毎週金曜日に行われています．TV や新聞など

メディアが取り上げないのは，自主的に取り上げないようにしているというこ

ともあるでしょうが，先週と大きく変わらないものを毎週取り上げることはな

かなか難しいのではないかと言う気もします． 

パフォーマンスをいろいろと変化させてみること，メディアがくるのを一方

的に待っているだけでなく，機会を捉えて個別に知り合いを作るなど，積極的

に働きかけることも有用ではないかと思います． 



首相がメディアの中枢の人，編集部長などを呼んで定期的に高級料亭で夕食

会を持つことはよく知られています．富裕者ではない我々が，この日本社会を

善くしたい，人間らしい社会にしたいと願っても，そんな高級料亭でメディア

の要人を接待することは不可能です．高級な食べ物や酒で人を動かすというの

は，人間を見下すことだ，侮蔑することだと考え，我々は我々のやり方で，誠

実に真摯に相互理解をはかっていけばよいのではないかと思います． 

相互理解をはかるに際して意見の食い違いが出るのは当然です．自分と異な

る意見を主張され，不愉快な気分になることもあります．その時に，左派の人

は純化というか，同じ意見の人同士で連携して異質な人を排斥する傾向がある

と感じます．私は左派でも異端なので，それを感じまたそれに危惧も覚えます．

結局それは仲間同士の自己満足であり，自己満足ゆえに異質な人を排斥してい

るのが分からなくなっているのだと思います．逆に主張をそれなりに識別する

力があるとも言えますが．人を増やす，層を厚くするという点では失敗につな

がるので，違いがあることを踏まえた上で包み込むような姿勢が必要と思いま

す．歯に衣着せぬいい方で恐縮です． 

 

 

（22）グローバリズムは，“経済”という衣を着た帝国主義（≒ 侵略）に見えます．

軍事力を使わなくても侵略が可能です．右肩上がりが期待できない今の時代，

人間がある程度の富で満足することはよくないのでしょうか？ 

 

（鈴木）トマ・ピケティの指摘を待つまでもなく，グローバリズムは資本主義の矛盾

を増大させた結果の一つの表れだと思います．質問者はそれに対抗するに，「あ

る程度の富で満足すること」をあげているわけです．それは，資本の論理から

降りることを意味するので，有効な対抗手段だと思います．私は学生時代から，

ずっと学生アパートのようなところに住んでいます．増えすぎた本は，田舎の

実家に送っているので，それだけが唯一のささやかな贅沢で，それ以上のもの

は一切所有していません．山手線は私の読書ルームだし，デニーズ落合店は私

の応接間だし，カフェミヤマ高田馬場店は私の執務室です．幸か不幸か，家族

がいないので，それで十分です．高度成長期の日本は，左翼も右翼も，明日は

今日以上の富が得られると信じて疑わず，せっせと働いていました．その路線

の破たんが明らかになった今，もっと多様な価値観のもと，「富はある程度」

でよしとして，別の生き方を追求する．いいではありませんか． 

 

（森中）現在のグローバリズムには，私もご指摘の点を感じます．ものを生産し，そ

れを世界に供給するのですが，総て人間が行い，その行程の都度，剰余という

か利益が生じます．その利益が特定の国，特定の個人に偏ってしまっているの

ですね．社会活動（生産と消費）が行われるに連れて，国家間，個人間の貧富



の格差が広がり，沢山の餓死者が出る国と大量の食べ物を捨てる国に分かれる

のだと思います． 

全くその通りだと思います．物質的な富はある程度で満足する必要がありま

す．この言葉は，国で言えば先進国，人で言えば富裕者に当てはまります．一

所懸命働き，自己の持てる知恵を発揮するのは，これから生まれる人類のため

に役立てるためであり，自分の更なる金儲けのためではないということです． 

私なども，既に年金暮らしで，蓄えも多少あり金銭的にはそれで満足してい

ます．お金は一応家族共々食べていけることで十分と考えます．必要とするお

金以上の金儲けのために自分の持つ時間を割きたいとは思いません．自分の時

間を人類社会のために使いたいと思います．何のお金儲けにもならないこうい

ったシンポジウムを開催するのも，そのためです． 

私にとっては，やはり一つのことを事実として見いだしたことが大変大きい

と思います．何度も書きましたが，それは“人間は個々に区別されるが，また

一つであって分けることができない”ということです． 

 

 

（23）お二人のように長い人生に物事を深く考え，大勢の人と接することによって成

長を遂げ，ご自身を変えていらっしゃいました．そうしなければ人類の将来は

ないというその言葉の意味は分かりました． 

しかし，それは誰にでもできることではなく，人間の弱い面，悪い面（例え

ば自分が可愛いゆえのマスコミの自主規制，小役人体質など）もあり，仲間で

群れていれば居心地がよいのです．本当に“超克”は可能か疑問に思いますが，

いかがでしょうか？ 

 

（鈴木）難しい質問ですね．答えはあるのか．竹中労をご存知ですか？ ルポライタ

ーという言葉を作った人であり，女性誌の記者からノンフィクション，社会評

論から映画のプロデューサーと，スケールの大きな豪快な人でした．竹中の名

言の中に「人は弱いから群れるのではない．群れるから弱いのだ」があります．

これはシンポジウムでも紹介して，ゲストや評者の方々と論争になりましたが，

運動・組織論の中の有効性と気構えの問題とは違います．この言葉をかみしめ

ていただきたいと思います． 

 

（森中）“超克”は誰でも可能です．何も，悪い心，弱い卑小な心の全くない聖人君

子になれと言っているのではないのです．“人間は個々に区別されるが，また

一つであって分けることができない”という言葉をもう一度みてください．個

人のうちの“私人”を強調しています．自分の出世，自分だけが得をしたい，

他人を出し抜きたいと思う，個々に識別可能な“私人”です．“私人”として

の人間は重要で必要です．生きていかねばならないし，それが努力の原動力に



もなります．人間は一つであって分けることができないという後半が，“私人”

としての利益を考えず，あるいはそれを捨てて人類のためになりたいという気

持ち（意志）です．人間のそれぞれ個人は，この両方を持っているのです．こ

れが単なる奇麗ごと，頭のなかだけの観念，あるいは意図的な教育的訓話など

ではなく，生物としての現実の存在形態なのです．そしてその両方を持ってい

るがゆえに，悩み苦しみ，人類が成長していくのです． 

だから，このことを明示的に認識できれば，その都度その両方を踏まえて自

らの行動を判断してゆけばよいのです．それ以上は求められません．なぜなら

それが人間の限界だと思うからです． 

 

 

（24）辺野古は普天間基地の移設というより新基地建設と考えた方がすっきりします．

沖縄の基地をどうしていけばよいでしょうか？  

 

（鈴木）同意見です．規模や機能，駐留する部隊などから考えても新基地以外の何物

でもないと，私も考えています．前にも触れましたが，本当に米軍が沖縄にい

なければならない理由はあるのでしょうか．また，他の地域の人々は，沖縄に

過重な基地を押し付けて暮らしていることに，どれだけ自覚的なのでしょうか． 

 

（森中）結局は，沖縄に生活する人の考え，意志によるということだと思います．私

の意見は，あくまで沖縄に住んでいない人間の意見ですが，軍事基地は縮小し

廃止するか，少なくとも出て行ってもらいたいと思います．人殺しで物事を決

着するという時期を人類は既に過ぎたということです．プルトニウムを粉にし

て撒けば，一人の人間が都市を実際上破壊できるというレベルに，人類の科学

力が至ったことがその論拠です．(8)をご覧ください． 

 

 

（25）尖閣諸島は，石原氏が「東京都が買い上げる」と言った時から急に中国との関

係がおかしくなりました．中国が侵略してくるのか，そうだとするとその時

米国は日本を助けてくれるのでしょうか． 

助けてもらうためにはもっと米国に尽くさねばならないなど，米国従属を

さらに強めるような主張も散見されます．尖閣諸島の今後の対応についてど

うお考えでしょうか． 

 

（鈴木）尖閣列島に中国が上陸（質問者は侵略という言葉を使っていますが，この言

葉はもっと厳密に使うべきです）してくるかという仮定と，そのとき米軍は日

本を助けてくれるのかという二重の仮定があると思います．中国の尖閣上陸は，

日本との関係をすべて断ち切ってもいいという政策判断がないとやれないこ



とです．そこまでやる意味やメリットはないのではないでしょうか．やるなら，

もっと巧妙に仕掛けてくるはず．それがなんだか，私には想像もつきませんが． 

 さて二つ目の仮定．その時アメリカは日本を助けてくれるか．くれないでし

ょうね．いまやアメリカ国債の所有では，日本を抜いて中国がトップです．米

中の相互依存は，日米の，あるいは日中のそれよりはるかに強い．そんな中で，

アメリカは日本のために中国と武力衝突する？ そんなことが起こるわけが

ない．赤ん坊でもわかります． 

 

（森中）中国が攻めて来ても，米国は助けてくれないと思います．どれほど貢いでも，

尽くしても助けてくれないと，私には思えます．2015 年 4 月末の首相の訪米

で日本が尖閣諸島は歴史的に日本固有の領土であると認めて欲しいと強く米

国にお願いしても，オバマ大統領はそれを明言しませんでした．それどころか

共同記者会見で，米国はその話題を外してしまいました．米国の統治後，米国

は沖縄を日本に返還しそれゆえに現在日本がその地を実行支配しています．米

国はその地を日本の領土と認めている（それゆえに日本に渡した）と考えるの

が論理的です．それにも係わらず，その地を日本の領土として認めないという

ことは，論理的につじつまが合いません．専門知識の問題ではなく，論理の問

題だから誰にも分かります．尖閣諸島の帰趨については，中国の責任ある立場

の人と１対１で対峙することが必要です．軍事力など不要です．公明正大な論

理とそれを貫く胆力，心からの誠実な相互に敬意を持った対話で十分です．相

手に非があると思った時は生命を捨てても引かない胆力です．一方，自分に非

があると判断した時は，率直に相手を認めることも責任ある立場の人に求めら

れる人間の力量だと思います． 


