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もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.32

卒業式に出席せず 
成田行きの飛行機に

　アメリカで生まれ育った僕が、日本語と出会っ

たのは22歳の時。ニューヨーク州のコルゲート

大学英米文学部の4年生でした。文学作品の中で

出会った日本語を調べてみると、「ひらがな」と「カ

タカナ」の2種類にそれぞれ50個の文字があり、

26文字のアルファベットと比べると約4倍の数

です。「なんて無駄な言語だろう。バカじゃないか」

と思いました。ところが、日本語の中に分け入っ

てみると「両方が必要」ということが分かるよう

になったのです。

　日本語に未知なる魅力を感じた僕は、大学の日

本語の授業にもぐりこんで学びました。英米文学

を専攻し大学院に行く予定でしたが、「日本語を

もっと使えるようになりたい」と思うようになり

ました。

　卒論が通るとすぐに、故郷・ミシガン州デトロ

イトの自宅に戻って荷物を置き、成田行きの飛行

機に乗りました。大学の卒業式の日には東京の池

袋にいたのです。日本語学校に入り、英会話スクー

ルで英語を教えるアルバイトを始めました。

原爆死没者慰霊碑に刻まれた 
「過ち」とは何か

　日本語学校の教師やスクールの生徒さんと「日

もしも本当に平和だったら？
～言葉の力と想像力～
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本語の話」「英語の話」をしましたが、誰もが口

を揃えて「日本語は曖昧だ」と言います。日本語

の中で生まれ育った人も、英語を学んでいる人も

同じように言うのですから、最初はそれを真に受

けていました。

　日本語の曖昧さを示す実例として出されるの

が、原爆死没者慰霊碑（広島平和都市記念碑）に

刻まれている碑文です。下の四角い石に「安らか

に眠って下さい　過ちは繰り返しませぬから」と

書いてあります。主語のない文章になっているこ

とから「繰り返さないと約束をしているのが誰か

分からない」と言う人がいますが、私は慰霊碑の

前で何百回と手を合わせながら繰り返し読み、途

中で気づきました。

　この文章で曖昧なのは「誰が」ではなく、「過

ち＝ミステイク」の中身なのです。戦争なのか、

原爆なのか。「過ち」とは具体的にどういうこと

なのか。それを国民の力ではっきりさせることが

できれば、「日本の国民の責任として、しっかり

捉えることができる」はずです。慰霊碑中央の石

室には原爆死没者名簿が納められ、毎年8月6日

の平和記念式典前に風通しと追加記帳が行われて

います。

　1945年8月6日に広島上空580ｍくらいの

ところでウラン235の核分裂が引き起こされ、

広島の市民が何万人も殺されました。正確な数字

は誰も分かりませんが、約7万人がその日に亡く

なったのではないかといわれています。同年年末

までに、さらに7万人ほどの人が亡くなっていま

す。わずか半年足らずで14万人が死んだのです。

1945年の3月10日の夜には、東京の周りで焼

夷弾による大量虐殺があり、およそ10万人が焼

き殺されています。10万人というのは8月6日

の広島の死者よりも多いのです。ところが、東京

大空襲を後世に伝える施設は、作家の早乙女勝元

さんが館長を務める「東京大空襲・戦災資料セン

ター」といった民間の施設しかありません。東京

都としても国家としても「できることならそれを

歴史から消したい」という思いがあるようです。

　原爆死没者名簿に毎年追加記帳が行われている

のはなぜでしょうか。それは「放射線の核分裂」

があの日からずっと続いていて終わらないからで

す。広島上空でウラン235が核分裂した3日後

の8月9日にも、長崎上空でさらに破壊力の強い

プルトニウムを核分裂させました。長崎と広島の

人たちの体に攻撃を加えた放射線の影響は今も

ずっと続いています。毎年毎年の追加記帳が「終

わらない核分裂」を暗に示しているのだと思いま

す。

　つまり、碑文の「過ち」とは、核分裂の連鎖反

応を引き起こして放射線物質をつくる、その放射

線物質を街に降らせるという行為なのではないで

しょうか。

「過ち」を曖昧にしてきた結果 
原発大国に

　碑文の「過ち」の曖昧さは、日本語の特徴的な

曖昧さではなく、これは日米共通の曖昧さです。

広島と長崎の上空で核分裂の連鎖反応を起こし、

次にそれを圧力釜の中で起こしタービンをつけて

「原発」という名称にしました。それを日本はア

メリカから「平和利用」という名の下に輸入しま

した。

　広島で「過ち」を繰り返さないという約束をし

ているはずなのに、広島に本社を置いている中国

電力では島根原発で、四国電力では伊方発電所で、

九州電力の川内原発や玄海原発でも一日も休まず

に「過ち」を繰り返しています。北海道では今は

稼動していない泊原発で「過ち」を繰り返してき

ました。

　碑文に主語がなくても「過ち」の意味をはっき

りさせることで、約束を果たすことができると僕

は思うのですが、残念ながらそれは曖昧にされた
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ままです。

　映画「黒い雨」に「体の中で、戦争は続いてい

ます」という言葉が出てきますが、被爆すると戦

争が体内で続くということです。平和利用によっ

て引き起こされたメルトダウンの下であっても、

広島、長崎のピカの下であっても同じことです。

　

「Yes we can！」「Change！」に 
潜む企み

　僕の今の感覚でいうと、日本語よりも英語の方

が曖昧です。その実例の一つが、オバマ大統領

が候補者だった時のキャッチフレーズ「Yes we 

can !」です。和訳だと「私たちはできる」。なぜ

「Yes」がついているのかというと、強く肯定す

る演出なのです。「No」と言っているやつがいる

なら「Yes !」と言い返す。「We」だと、みんな

の責任にできる。「Yes we can !」「できるんだ、

私たち」と言っておいて何ができるのかさっぱり

分からないけれど、雰囲気や勢いが感じられる。

これは意図的に広告代理店のコピーライターに

よって作られたものです。「Yes we can !」とい

くら選挙で言っても何の公約にもならない。だっ

て何をやるか言っていないんですから。

　これを日本語で巧みに、しかもオバマさんより

も早い段階で使ったのが、政治家の小泉純一郎

さんです。「抵抗勢力がいるから日本はダメだ。

郵便局の貯金を全部民営化しなければいけない。

ウォール街に全部資金提供するために」。でも、

そういうことを言ってはいけない。そこで、「郵

政民営化に否定的な人たちは抵抗勢力だ。自民党

をぶっ壊す」と言って、新しい考えの人たちも古

い考えの人たちも十把一絡げにし「抵抗勢力」と

いう悪いやつとして、「潰さなきゃ日本は発展で

きないから」とやったんです。オバマさんはもし

かしたら小泉さんの演出を学んだのかもしれない

ですね。

　「Yes we can !」とセットになっていたキャッ

チフレーズが「Change !」です。「Change」と

は「変化（名詞）、変わる（自動詞）、変える（他

動詞）」という意味ですが、これが名詞なのか動

詞なのかさっぱり分からないままアメリカ国民は

オバマの選挙PRと一緒に「Change !」と声を上

げていました。でも多分選挙に行ってオバマに1

票を投じた人の多くは「変える」のつもりだった。

変化をもたらすことを望んでいたんです。そして

それをやってくれる候補が、肌の色も違う、今ま

での白人の高齢男性とは違う、若い黒人の大統領

がきっと何かを変えるに違いないと。ところが、

就任式を境に「今まで言ってきたことと違うこと

やります」と変わってしまいました。英語ならで

はの曖昧な言葉を政治の道具にするお手本を示し

てくれたんです。言葉の曖昧さはとても要注意で

す。ところが、同じことを日本語でやろうとする

と日本語の曖昧じゃない働きが、それを阻止しま

す。「Change」に相当する日本語はないんです。

「変化」「変える」「変わる」「乗り換え」など、い

ろいろな意味がありますが、それを十把一絡げに

して使うのは難しい。それが日本語です。日本語

の方がたくさんの線引きがあることをいつも実感

します。日本語は英語と比べて明確です。

日本のお正月から学んだ 
日本語の「空間の区別」

　僕は25年前の1990年、23歳になるちょっ

と前に日本に来て、初めて日本のお正月を体験し、

とんでもないことの連続に驚きました。最初の驚

きは12月から始まりました。日本語学校の授業

で担任の先生が十二支の説明をし、自分が未年だ

と初めて知ったんです。そして「来年年男だから

ね」と言われ「年男」の意味を教えてもらいました。

年賀状の書き方も先生に教わり、上野動物園で羊

の絵を描いて出しました。日本では12月になる
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と「よいお年を」と言います。来週会うのにです。

年が明け、3日前に会った人に「昨年はお世話に

なりました」と言います。ついこの間、会ってい

るんですよ。アメリカにはない感覚なので、どこ

からその感覚がくるか、最初は分かりませんでし

た。

　アメリカでは大晦日の夜、12時を過ぎると「A 

Happy New Year」と言います。1日も使います。

でも2日になったらもう言いません。平日だし、

もう休みの気分もないし、カレンダーを掛け替え

たら終わり。ところが日本では3日でも、4日を

過ぎても、成人式の日に年明け初めて会う人にも

「明けましておめでとうございます」と言います。

新しい年に入って夢を見たら初夢で、大晦日の夜

が明ける時みんな初日の出を見に行く。僕は夢や

日の出なんて毎日のことなのにと思いましたが、

違うんですね。日本語という言語の中には大事な

区別、線引きがあって、それをまたぐということ

は、いろいろなものが改まったり、気持ちが変わっ

たりするということなんですね。日本でははっき

りとした線が引いてあるので、成り立つのだと思

います。

　このように英語と日本語の空間の区別の仕方を

みると、日本語の方がはるかに細やかだし、厳密

ですね。だから僕は日本にいる時は注意しなけれ

ばいけないんです。うっかりすると越えてはなら

ない線を越えてしまう。それは『土足厳禁』とい

う線です。いまだに分からないのは段がある場合

の靴を脱ぐ場所。どの段で脱げばいいのか。お寺

は特に難しいです。靴を脱いで最初の段に上がる

のか、土足で最初の段に上がるのか。やっと境界

線をまたいでスリッパに履き替えて、中に入って

一安心してトイレに行くとまた境界線があるんで

すよね。これはスリッパとスリッパの境界線だか

らもっと複雑。どこでこのスリッパを脱いで、こっ

ちのスリッパに履き替えるか。向きも分からない

んですよね。そういうことを英語で説明すること

自体がないんですよ。アメリカにはこうした境界

線がないのですから。

「切れ目のない」を連呼する 
安倍政権

　境界線を引くことで感覚が変わる。境界線を引

くことでみんなが共有できるルールが生まれてく

る。それは生活においても、政治や経済のルール

も同じです。僕はこうした日本の豊かな区別が、

日本語によって作られるのではないかと思ってき

たし、それを日本で体験してきました。ところが、

安倍政権になってから「それが破壊されている」

と感じています。僕は日本語の問題として安倍政

権、今の与党がやっている政治に危機感を抱いて

います。境界線、ルール、そして歯止めをことご

とく外そうという政治です。

　先週、国会を通った安保法制の法案も、衆議院

が平和安全法案と言っていましたが、憲法違反の

法案は、日本文化の否定じゃないかと僕はみてい

ます。というのは、安倍総理や周りの人間が昨年

の夏から繰り返し繰り返し「切れ目のない」とい

うキャッチフレーズを使っています。昨年の7月

1日に憲法解釈を変えると言った時も「切れ目の

ない日米同盟」「切れ目のない安全保障」「切れ目

のない対応」と言葉を変えながら「切れ目のない」

というキーワードを繰り返していました。

　これは、「切れ目」がまるで欠陥であるかのよ

うな感覚を植えつけ、「その切れ目をなくさなけ

れば、対応できない」「切れ目をなくさなければ、

日本を守ることができない」という錯覚を起こさ

せようとしているんです。切れ目がなくなるとは

境界線がなくなるということ。つまり、土足で上

がってくるということです。切れ目がないと区別

ができないから、歯止めをかけることができなく

なるということなんです。

　日本語を作ってくれた先人たちもそういうとこ
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ろを見抜いていて、素晴らしい言葉をいっぱい残

してくれています。僕が日本語を覚えていく中で

面食らったのは「金の切れ目が縁の切れ目」。こ

の言葉は誰が作ったかは分からないですけど、す

ごいことを言ってますね。これは英語にない表現

ですが、アメリカ人だろうと中国人だろうとロシ

ア人だろうと「そうだ」と思うはずです。

　では、「切れ目のない日米同盟」ってどういう

ことかというと「金の切れ目が縁の切れ目」をひっ

くり返してみると分かります。縁を切ることがで

きないということです。つまり、自衛隊という名

前は残るかもしれませんが、アメリカは下請けの

人材派遣会社として自衛隊を使うということ。日

本政府という組織名は残るかもしれないけれど、

日本政府が米政府に代わって、皆さんから巻き上

げた税金は全部限度額のATMとして米政府に使

われるということです。安部政権は日本の境界線

やルールを消し、「切れ目のない日米同盟」を目

指しています。どうなると思いますか？　力の大

きいアメリカが、日本の全てを飲み込むでしょう。

日本語と日本文化を守る 
「線引き」を守れ！

　「日本語と日本文化をどのように守り続けてい

くのか」ということが問われています。境界線が

ないというのは最悪。何も守れないし、何も継続

できない。そして強い勢力が全てを決めていく。

今まさに日本の安全保障そのものが賃源のグロー

バル化にさらされるような状況です。

　日本国憲法にはいろいろな線引きがあり、戦争

をしないという線引きもあります。1947年に「国

際紛争を解決する手段として戦争は全く役に立た

ないので、もうしません」という戦争を放棄した

憲法ができました。20世紀前半の争いの歴史か

ら学び、進歩し、線引きしたというのは歴史的に

意味があると思います。その線引きのおかげで、

日本のこの約70年間があったんです。

　一方アメリカ合衆国には、世界戦略・米帝国と

しての「線引きのない」「戦争に何の歯止めもか

からない」約70年間があります。その中には日

本が組み込まれています。でも日本は越えてはな

らない線がある。それは土足厳禁という線とつな

げて考えてもいいし、お正月の線引きとつなげて

考えてもいいのですが、とてもはっきりとした線

です。「戦争はやらない」「海外に日本の兵隊を送っ

て殺したり殺されたりはしない」。その線引きが

いろいろな場面で歯止めになって、航空祭はやる

けれども、シリアの空爆はやらない。そういう線

引きが日本の約70年間に大きな役割を果たして、

今の日本のかたちがあるのだと思います。

日本はアメリカの下請け軍に 
成り下がるのか

　ではこの約70年間、日本が本当に平和国家と

して役割を果たしてきたかというと、そんなこと

はない。憲法が歯止めをかけ、憲法によって暴走

が食い止められていたのですが、憲法の歯止めが

かからないところでずっと暴走していました。そ

の暴走の揚げ句に国会では「歯止めを外そう」と

いう勢力が圧倒的多数を占めています。憲法を踏

みにじった法案が衆議院を通ってしまうというバ

カらしさ。「憲法を読め」と言いたくなるくらい

のことが今、現に起きています。安倍総理、自民

党、公明党が日本の防衛のためにこれをやってい

るかというと、そんなことはない。「日本が攻撃

を受ける事態になったら武力で守るんだ」という

のは、従来の憲法解釈として防衛的には何も問題

はないのですが、「米軍がシリアで、ある勢力を

叩き潰したい」「米政府の予算がちょっと厳しい」

「米兵を送り込んで米兵が死ぬとアメリカ国内で

問題だ」というような場合に、自衛隊をアメリカ

の下請け軍として使いたい。そのためには、日本
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が持つ「切れ目」を消さなければいけない。それ

が今の安保法制整備の本質です。

　日本と米国の組織の線引きがなくなって自衛隊

と米軍の区別が全然つかなくなったら、それは単

なる下請け。日本の価値がぐんと下がります。日

本国民の意思はどこにも反映されないことにな

る。そんなふうに日本が下請けに成り下がること

を僕は止めたい。アメリカ人だからこそ止めたい

と思うんです。アメリカ国民にとっても何のメ

リットもない。日本が限度額のないATMになっ

て米国の戦費をいつも払っていると、無意味な戦

争の歯車に何のブレーキもかけられなくなる。だ

から何とかそれを阻止したいのです。

　日本国憲法は核分裂の連鎖反応が大量虐殺に使

われた後の憲法なんです。だから武力による威嚇

まで禁じている。陸、海、空軍がその軍事力を持

つことも禁止しています。つまり、誰かがぼろ儲

けしたいと暴走し、大勢の人が餌食にされないた

めに。下から「権力の暴走を食い止める」「歯止

めをかける」という概念そのものが憲法なんです。

ところが今、日本の同盟国が攻撃を受けたら日本

がそこに軍隊を送り込むと言っていますよね。で

も考えてみてください。もし米軍が核攻撃を受け

たら自衛隊を送り込みますか？　プルトニウムが

ワシントンで使われたら助けに行くのですか？　

無理です。核が使われたらもうそこで防衛政策を

どうしようかという話にならないんです。国会で

話し合われている「自衛隊をどのような状況の時

にどこへ配置するか」というのも戦争の一種です

し、「貧乏人がいる核武装していない国で、どの

ように人を殺して商売するか」も戦争の一種です。

　自衛隊を核武装しているモスクワには送り込ま

ないと思いますが、核武装していないシリアには

送り込むかもしれません。アフガンの戦争がなぜ

終わらないかというとアフガンには核兵器がない

からです。では核兵器を持てばいいかというと、

核兵器を持つとアメリカのニューメキシコ州と同

じ核実験の場になる。ソ連にもオーストラリアの

南部にも核実験に使われた広大な汚染地帯があり

ます。そこに住む人々の健康被害も終わることな

く続いています。国防のための核武装を主張する

人たちも結局、国民を犠牲にします。では「米国

の傘の下にいればいいか」というと違います。今

まさに切れ目のない日米関係になろうとしている

日本と同じ結果になる。つまり、下請けに成り下

がるということです。

日本国憲法は 
日本を守るように作られています

　日本は本当の意味で独立をしないと自主憲法も

作れないし、切れ目のある外交もできない。約

70年前のGHQの支配下に置かれていた時代よ

り今の日本はもっとアメリカの属国になってい

ます。完全服従しているとさえ言えます。例え

ば、羽田空港も成田空港も滑走路は日本の領土で

すが、首都圏の管制権について調べてみるとアメ

リカ軍の管制下にあるんです。成田から飛び立つ

時も羽田から飛び立つ時も米軍の許可を得ていま

す。つまり、日本はアメリカの占領下に置かれて

いるということになるんです。

　ですから僕は、日本が独立をして憲法をどうす

るかを考えてもいいと思っています。その過程に

おいて国民が「戦争は袋小路であり国防ではない」

ということに気づき、今の憲法がそのまま『千代

に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで』

続くことを願うようになるに違いないと思いま

す。

　しかし、問題は今の政権は独立するつもりがな

い。独立するどころか、ますます米帝国の餌食に

なろうとしています。今、国会で決めようとして

いることは、全て米政府からの注文ですよ。日本

との切れ目を一つ一つ外し下請け化する。日本の

予算も直接アメリカに吸い取られる。そこを見抜
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いて日本国民が考えなければ、いつの間にか憲法

を見失ってしまう。憲法を見失ってしまったら基

本的人権も全く保障されないし、この講演会も主

催できないと思うんです。

　日本国憲法には大事な基本的人権が保障されて

います。僕が一番世話になったのは、日本国憲法

第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切

の表現の自由は、これを保障する」。もうこれで

僕は生きていける。いろいろなところで話をして

いるから。昨日は大間町で講演しました。大間原

発の問題を話していました。この憲法第21条が

あるから、昨日の大間町の話も今日のこの講演会

も可能なんです。もしこれがなかったら、約70

年前に僕らがこの札幌で、同じ人数で、この集会

を開いたら、全部ぶち壊れる。憲兵が来て大騒ぎ。

撲殺される人も出てくる。多分、僕が第一号。小

林多喜二と同じように札幌警察署で撲殺。そうな

るに決まっているんです。70年前の日本では基

本的人権という言葉すらないんです。しかし、そ

れが変わったんです。そして、それをずっと支え

てきたのはこの日本国憲法です。日本国憲法は日

本社会が乗っ取られないように作られているんで

す。

はっきり書かないことで 
全てをひっくり返す

　皆さん安倍政権が今の憲法を廃棄処分し、新た

に作ろうとしている自民党の憲法草案を読んだこ

とがありますか？　自民党の憲法草案でも21条

は表現の自由に関連しているんです。その言葉の

出だしがよく似ているんです。1語だけ違ってい

て、あとは全部一緒。ところが、その後に出てく

る言葉が違う。日本国憲法は集会、結社、表現の

自由を全部保障している。自民党の憲法草案は保

障はするけれど「公益を害するような表現は認め

られない」というんです。憲法草案の1つ目の項

目で表現の自由は保障されるんです。2つ目の項

目ではそれが掻き消されて「前項の規程に関わら

ず公益及び公の秩序を害することを目的とした活

動を行い、並びにそれを目的として結社すること

は、認められない」と書いているんです。でも、

始めにお話しした「過ち」と同じように公益が誰

の益なのか、はっきり書いていないんです。つま

り「公益を害する表現が何なのか」「それは誰が

決めるのか」分からないんです。だから公益を決

める立場になった人が、「公益とは何か」という

解釈を自由に変えることができる。これだと何の

歯止めも保障もないんです。言葉をいじくること

で全てをひっくり返すことができる。

歯止めを外すための罠だった 
真珠湾攻撃

　アメリカ合衆国憲法の「Declear War＝（宣戦

布告）」という言葉は 1941年の12月8日まで

歯止めになっていたんです。ルーズヴェルト大統

領は戦争をやりたくてやりたくて何とか大統領の

命令でできないかとむずむずしていたんですが、

アメリカの議員たちが反対し、アメリカの市民も

第2次世界大戦に自分たちが送り込まれるなんて

「まっぴらごめんだ」とみんなが否定して、宣戦

布告を出せずに戦争ができなかったんです。でも

戦争は魅力的な商売だし、第2次世界大戦中に核

まで作り、もしかしたら世界を支配できちゃうか

もしれないと。でも、アメリカ国民はやりたくな

い。そこで、どうしたかというと、核開発のプロ

ジェクトを全部極秘にして隠し、アメリカ国民を

引っ掛けるために、真珠湾攻撃の罠を仕掛けまし

た。飛んで火にいる夏の虫の日本が攻撃を加えた

瞬間に、この歯止めが外れた。どうしてかという

と、日本軍から攻撃を受けた途端アメリカ国民の

世論がガラリと変わったわけです。ルーズヴェル

ト大統領はそれを狙って、演出として真珠湾攻撃
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を仕掛けたんですね。

言葉のまやかし 
ペテンがまかり通る

　ではベトナム戦争はどうなのか、朝鮮戦争はど

うなのか、アフガン、イラク、今空爆を加えてい

るシリアの戦争はどうなるか？　アメリカ合衆国

憲法には「戦争をするためには宣戦布告が必要だ」

「宣戦布告は議会で出す」と書いてあるんですが、

アメリカ合衆国の議会が最後に出した宣戦布告は

いつですか？　1941年の12月8日、日本とド

イツに対して出しています。その後は200回以

上の戦争をしていて宣戦布告は1回も出していな

い。全部憲法違反。全部ジェファソンの顔に泥

を塗って、ワシントンを踏みにじっている。な

ぜそうなったかというと、1947年に日本では日

本国憲法が公布され、アメリカでは「National　

Security＝（国家安全保障法）」が国会で通った

んです。この国家安全保障法は憲法違反の渦です。

例えば、第2次世界大戦の時にはないCIAという

組織がここでつくられたんです。CIAという組織

は議会に報告しない。どれくらい予算を吸い取っ

ているか誰も分からない。秘密にされているんで

すけど、その秘密が憲法違反。マンハッタン計画

も憲法違反。でもそれが通ったんです。

　この「National Security＝（国家安全保障法）」

によって当時の人たちからしてみたら些細なこ

とかもしれませんが、もう一つとっても大事な

ことが決まりました。何が決まったかというと

「Department War＝（陸軍省）」という組織の名

前が変更されたんです。第1次世界大戦の時も第

2次世界大戦の時もアメリカ政府が戦争をする時

にまず議会で 「Declear War」というものをして

宣戦布告が出たら、今度「Department War＝（陸

軍省）」が戦争をしていました。この組織の正式

名称を1947年にいきなり何の説明もなく「War

＝（戦争）」という言葉を消して「Defense＝（自

衛・国防）」にしました。第2次世界大戦の時に

広島と長崎に原爆を落とした陸軍長官スチムソ

ンの肩書きは「Secretary of War」。でもその後、

名前が変わって「Secretary of Defense」。スチ

ムソンの肩書きも「Secretary of Defense」と

いう名前にも変わったし陸軍省も「Department  

Defense」に変わった。細かいところまで全部

「Defense＝（自衛・国防）」に変わって「War＝（戦

争）」という言葉が消されました。「War」という

言葉は使わない。米政府はもう戦争をやらない。

「アメリカ国防総省」という言葉ができたのが

1947年。まず英語で「Department  Defense」

という言葉に変わって、それが日本語に翻訳され

て「アメリカ国防総省」。アメリカ国防総省とは、

もう言葉のまやかしから始まった組織。アメリカ

国防総省って漢字だと難しそうなんですけど、分

かりやすくカタカナでいうとペンタゴンではなく

ペテンタゴンなんですね。まさに言葉のペテンか

ら始まっている。

戦争を「自衛」「国防」と 
呼ぶ本当の理由

　なぜわざわざ第2次世界大戦が終わって2年も

経っていない時に、なぜ、いきなり言葉を差し替

えて、看板を書き替えて、みんなの名刺も印刷し

直しすのかというと、次の戦争の準備なんです。

朝鮮で公共事業としてやるための。次の戦争をす

る時に憲法に書いてある「Declare War＝（宣戦

布告）」が問題になる可能性が高い。ルーズベル

ト大統領は真珠湾に日本軍をおびき寄せて、その

演出でクリアしたんです。その中で3000人くら

いのアメリカ人が殺されて、とんでもない犠牲を

払っていますけど。死んだのは現場の人たちで仕

掛けたのは上の人たちです。事前に空壕へ全部避

難してガラクタを零戦隊長の藤田怡与蔵さんたち
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に撃たせて真珠湾戦争を始める口実に使った。で

も1950年になって今度は朝鮮の軍隊が真珠湾に

攻撃を加えるってことはあり得ないですね。同じ

演出をまた10年おきに使うのは難しい。つまり、

このハードルを1回はクリアしたんですけど、毎

年戦争をしながらそれ「declare war＝（宣戦布

告）」を毎回クリアして、議会にちゃんと憲法の

書いている通り手続きするのはもうやりたくな

い。核まで作ってその理研もばっちり出来上がっ

ているから、もうトルーマン大統領なんかアメリ

カ国民のことなど考えていなくて、上の核理研の

操り人形ですよ。それで言われた通りに彼は米

政府の正式名称から「War＝（戦争）」を消した。

どうしてかというと、中身が戦争でも、それを戦

争と呼ばないで「自衛」「国防」と呼ぶ。「Defense

＝（自衛・国防）」と言葉をすり替えると憲法が

歯止めにならなくなるんです。その言葉のまやか

しでアメリカ合衆国憲法を葬り去ることができ

て、それから210回くらい戦争をしていますが

一度も合法にしたことはありません。一度も手続

きを踏まないで戦争をしています。全てがいわゆ

る大統領命令。そして大統領は操り人形。

米軍の下請けとして戦争をするた
めの法制整備

　これが、僕の母国アメリカのこの68年間の歩

みです。その延長戦上に今の「あべこべ政権」の

動きがあります。安倍さんが衆議院に提出して

通った法案は何かというと集団的自衛権です。集

団的自衛権って英語からの直訳で、そんな日本語

は元々ないんですよ。英語で何と言っているかと

いうと「Collective Defense」。そして何をして

いるかというと、下請け軍として米軍と一緒に戦

争をするための法制整備なんです。どうしてそれ

が可能かというと、日本国憲法には「戦争」を放

棄する言葉が書いてあるんですが「集団的自衛権」

の放棄は書いていないんです。だから中身が戦

争であろうと「Collective Defense＝（集団的自

衛権）」と呼べば、それが通ってしまう。通せる

という前例があります。戦争を戦争と呼ばなけれ

ばできる。戦争を戦争と呼ばないで平和と呼んだ

り、国防と呼んだり、自衛という言葉を使えばで

きるんです。今のこの法案を見ていると全部原文

が英語なんです。元の悪知恵も元の表現も全て英

語からきているんです。つまり全て二番煎じなん

です。全てトルーマン大統領が68年前にやった

ペテンの焼き直しなんです。ペテンをやるならせ

めて日本語ならではの日本語に根付いたペテンを

してほしい。でも本当はペテンではなくて実態と

かみ合った政治をしてほしい。戦争を起こさない

ために、僕らが言葉を見抜かないといけない。言

葉を見抜くところから出発をして、言葉と現実が

かみ合う政治にしなければいけないんですね。

　ところが、集団的自衛権の言葉が日本国民にい

まいちウケが良くないと分かった安倍政権の広告

代理店は、ウケが良くない集団的自衛権という言

葉を大丸の包装紙みたいに二重三重にしてしまお

うと「積極的平和主義」という言葉をでっちあげ

て持ってきたんです。「積極的平和主義」の包装

紙を破いて中を見ると「集団的自衛権」。「集団的

自衛権」の包装紙を破くと「戦争の下請け」になっ

ているんです。このように言葉が幾重にも重なっ

ている中でどうやって自分たちが政治に関わって

いくかが問われていると思います。

日本語の「切れ目の豊かな」 
価値を守りたい

　でも見抜くためのレンズはいくらでもある。ア

メリカの68年前の言葉のまやかしは特定秘密に

なっていません。誰でも調べられる。調べると驚

くほど手口が重なっている。僕は「切れ目のある

日本語、切れ目のある日本の政治と経済を続けて
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ほしい」と願っています。それはアメリカ国民に

とっても日本国民にとっても大切なことです。切

れ目のない日米同盟、切れ目のない世の中になっ

たら、私が大好きな日本語も続かなくなるかもし

れません。

　僕がなぜこんなに危機感を抱いているのかとい

うと、日本語を使う詩人として日本語の継続に大

きな不安を感じるからです。皆さんは日本の中で

生まれ育ったので、日本語のない世界を想像でき

ないと思いますが、僕は日本語を知らずに人生の

前半を過ごしました。僕が生まれ育ったミシガン

州はもともと先住民のオジブワ族の言葉があった

んですけど、僕が生まれたころにはほぼ全滅しま

した。今、北海道で「どのくらいの人がアイヌ語

を話してアイヌ語の生活をしているか」というこ

とも一つの前例だと思います。

　グローバル経済の中で、TPPが経済を支配す

る中で、切れ目のない日米同盟の中で、日本語っ

て価値があると思いますか？　僕は切れ目がなく

なった時に日本語の価値もなくなると思います。

そうすると日本語がアイヌ語とチェロキー語とナ

バホ語と同じように扱われる。そうならないよう

に「切れ目の豊かな」「切れ味の良い」日本語を

皆さんと一緒に使っていきたいなと思っていま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）


