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 去る 8月 14日、安倍内閣は「戦後 70年談話」（以

降「安倍談話」）を閣議決定した。筆者は、かつて

本コメンタリーにおいて、「村山談話」、「小泉談

話」の特色を概観しつつ、来るべき「安倍談話」に

ついて見通しを述べた（「歴史認識に関する首相談

話」）。そこで本稿では、それら拙稿を踏まえつつ、

「戦後 70 年談話」について、その歴史観に焦点を

当てて所見を述べてみたい。 

 「安倍談話」をめぐっては、「侵略」、「植民地

支配」、「反省」、「お詫び」などのキーワードが

盛り込まれるか否かが注目されたが、その根底にあ

る戦争にいたる近代日本の歩みに対する見方につ

いてはあまり論評されていない。 

 「村山談話」では、「（遠くない過去の一時期、

国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機

に陥れ、）植民地支配と侵略によって、多くの国々、

とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と

苦痛を与えました」（「小泉談話」では、括弧部分

削除）と、端的に述べられていた。 

 一方、「村山談話」の約 3倍の長さの「安倍談話」

は、その冒頭において近代日本の歩みについても多

くを割いており、量のみならず、内容もこれまでに

ない新たな特色を有していた。 

 

 

第一に、日本が反省すべき「過去」の時期を明示

した点である。「村山談話」において言及された国

策を誤った過去の一時期や侵略について、対象とす

る時期は特定されていなかった。村山富市総理大臣

は国会において、「どの時期が侵略であったという

時期を設定することについては、国際法上の解釈か

ら見てもあまり意味がないのではないかというふ

うに私は思うのです」と答弁を行い、その後の内閣

も、「具体的に断定することは適当ではない」との

見解を踏襲している。 

「安倍談話」では、満州事変、国際連盟脱退以降、

日本は行き詰まりを自らの力の行使によって打開

しようと試み、「『新しい国際秩序』への『挑戦者』

となっていった。進むべき進路を誤り、戦争への道

を進んでいきました」述べ、「侵略」という文言は

使用していないが、満州事変が近代日本の歩みにお

いて画期点であったことを示唆している。 

談話を受けた『読売新聞』の社説（8 月 15 日）

は、総理が「侵略」を明確に認めたのは重要である

としたうえで、「1931 年の満州事変の行動は侵略そ

のものである」と指摘していた。また、談話に影響

を及ぼしたとされる「21 世紀構想懇談会」（略称）

の報告書は、「満州事変以後、大陸への侵略を拡大

し」と記述されており、こういった見方は広く共有

された歴史観であった。 

「村山談話」と異なり時期を明示した点について

は、例えば、高原明生・東京大学教授が「何を反省

しなければならないかについてはこれまで以上に

具体的に述べられており、充実した内容になった」

（『読売新聞』8 月 15 日）と指摘しているように、

一定の評価を受けた。 

一方、時期に関して村山総理大臣は、辞職後のイ

ンタビューにおいて、「（侵略の定義や時期は）曖昧

だけれども実際問題として植民地支配というのは

侵略だからな。侵略して植民地にするわけだからね。

だから、日清、日露からずっと入るのかもしれんけ

どね」（梶本幸治ほか編『村山富市の証言録』新生

舎出版、2011 年）と述べていた。 
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ちなみに、村山総理大臣が所属していた日本社会

党は、「村山談話」と同年の 1995 年に刊行したパ

ンフレットで、「明治以降の日本は、『殖産興業』と

『富国強兵』の結果、近代化を着実に成しとげ、そ

の経済力や軍事力を、アジア各国への侵略と植民地

支配のために注ぎこんだ歴史でもあった」（日本社

会党国民運動局編『国会決議実現に向けて』1995

年 4 月）と指摘、アジアへの侵略は日清戦争に始ま

り、その後終戦まで半世紀にわたって展開されたと

の見方を示していたのである。このような、日本に

よる明治以降の一貫した大陸侵略であったといっ

た歴史観は、近代日本の軍国主義・帝国主義を批判

したマルクス主義系の学界を中心に散見された。 

したがって、今回の「安倍談話」に対しても、社

会民主党は、「満州事変以前の中国侵略や、1930 年

代以前に朝鮮半島や台湾を植民地支配したことへ

の日本自身の反省と謝罪が談話に見られないのは

問題である」（「戦後 70 年の安倍首相談話について

（談話）」＜8 月 14 日＞）と批判の見解を表明して

いたのである。 

このように様々な見解がある中で、｢安倍談話｣

は、満州事変を大きな契機として明示したのであっ

た。 

  

 

第二に、世界史の文脈のなかに日本の歩みを位置

付けた点である。「安倍談話」では、19世紀以降の

西欧諸国による世界の植民地化とアジアへの波及、

第一次世界大戦後の日本も協調した国際連盟など

新たな外交潮流、その後の日本経済に大きな打撃を

及ぼした世界恐慌を契機とする経済ブロック化な

ど、日本の進路を規定した世界史的背景について言

及がなされていた。 

「21世紀構想懇談会」の報告書にも、ほぼ同一の

記述が見られるが、同懇談会の委員である山田孝

男・毎日新聞政治部特別編集委員は、「世界史の中

の『日本の侵略』」（『毎日新聞』8月7日）と題し

た論説において、日本だけが悪いのではないという

弁明ではないとことわりつつ、世界史の流れの中に

位置づけた意義を指摘している。 

実は、世界史の文脈に関しては、かつて「村山談

話」と同年の1995年6月に衆議院で出された「歴史

を教訓に平和への決意を新たにする決議」（「不戦

決議」）をめぐって活発な議論がなされたことがあ

る。 

自社さ連立政権の三党合意を受けて、戦後50年を

契機として国会決議が採択されることになったが、

自民党が当初より一方的断罪に基づく反省と謝罪

には反対したため、歴史観の相違から議論は紛糾す

ることになる。 

例えば、自民党が提出した案は、「列強が他国へ

の侵略的行為や植民地支配を競い合った一時期、わ

が国もその渦中にあって、自国の安寧を考え、つい

には多くの国と戦火を交えた」と記されていた。 

一方、社会党の案は、下記の通りである。 

「20世紀前半のわが国の行為は、近隣アジア諸国

民をはじめ、多くの国の人々に筆舌に尽くし難い苦

痛と悲しみを与えた。とりわけ、朝鮮に対して植民

地支配を強要したこと、中国に対して侵略戦争を行

ったことは消えざる歴史の事実である。そのような

時代の終盤に日本は米英その他の国々とも戦争を

行うに至った」 

折衝をへて、自民党は、日本を主語として「侵略

的行為」、「植民地支配」の文言を盛り込むこと、

社会党は、世界史的文脈に言及するとともに、「侵

略戦争」を「侵略的行為」に変更することなどを了

承、妥協が成立した。最終的に決議は、「世界の近

代史上における数々の植民地支配や侵略的行為に

思いをいたし、我が国が過去に行ったこうした行為

や他国民とくにアジアの諸国民に与えた苦痛を認

識し、深い反省の念を表明する」との文言で決着し

たのである。 

このように世界史に言及した（下線部分）決議に

対して、侵略や植民地支配はどの国もやっており日

本は巻き込まれたにすぎないという、日本の責任を

曖昧にし軽減する「合理化論」、「相対化論」であ

るといった批判がなされた。 

他方、日本のみの行為を批判する姿勢については、

疑問が呈せられた。例えば、佐藤誠三郎（当時、埼

玉大学教授）は、先の社会党のパンフレットについ

て、「日本の行為にたいして特別に厳しい基準を設

け、外国の行為に対する評価との間に明らかなダブ

２ 世界史の中の日本  
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ル・スタンダードがあ」り、それは「自己卑下」、

「偽善」であると指摘していた（佐藤誠三郎「謝罪・

不戦決議への疑問」『諸君！』1995年6月）。 

決議には、「歴史観の相違を超え」との文言が挿

入されたが、日本における歴史観の対立を物語る結

果となった。「与党内でも、日清戦争以降日本は侵

略戦争を繰り返したと位置づける社会党からそれ

を否定する根深い部分を抱える自民党まで、歴史認

識の様々なことを考えれば、決議はまさに妥協の産

物だった」（『読売新聞』1995年6月10日）と評さ

れたのであった。 

 

 

第三に、近代日本の歴史の「影」（負の遺産）の

みならず「光」（正の遺産）の部分に言及した点で

ある。歴史には「光」と「影」の両面が存在するが、

いかなる国家、民族、さらに人間にとって、「影」

の部分を認知し直視することは困難さをともなう。

日独両国の場合、敗戦国であったため、「影」の問

題と葛藤し続けてきたが、両面を客観的に認識する

必要があろう。 

「村山談話」では、「植民地支配と侵略」という

ように「影」の部分に焦点が当てられていたが、「安

倍談話」では、日本が、植民地化の危機を乗り越え、

近代化を達成することにより、「アジアで最初に立

憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦

争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアや

アフリカの人々を勇気づけました」と述べ、独立を

達成し得た明治維新の日本の功績や日露戦争の世

界史的意義についても言及していたのである。 

 「光」の部分の記述は、「安倍カラー」とも指摘

されたが、「21世紀構想懇談会」の報告書を、ほぼ

そのまま踏襲した内容となっており、作家の関川夏

央は、「おおかたの日本人が共感するところだと思

います」（『朝日新聞』8月 15日）と述べていた。 

一方、こうした歴史観に対しては批判も見られた。

例えば、山室信一・京都大学教授は、「日本をアジ

アの中心に置く歴史意識」で「『上から目線』と映

る」と指摘した（『朝日新聞』8 月 15 日）。また社

会民主党は、「中国支配を巡ってロシアと戦った日

露戦争を、植民地解放戦争であったかのように評価

しようとしていることにも疑問が残る」（「戦後 70

年の安倍首相談話について（談話）」＜8月 14日＞）

と批判していたのである。 

 

 

 「安倍談話」に示された歴史認識に対しては様々

な意見が出された。評価する見解としては、『読売

新聞』は、「安倍談話は、村山、小泉談話とは違い、

20 世紀以降の日本の歩みをバランスよくまとめ」

たと指摘した（8月 15日）。また、細谷雄一・慶応

義塾大学教授は、談話の歴史認識は、「幅広く国民

に受け入れられる内容だ。・・・談話で示した歴史

認識は国際社会における先の戦争への理解とも一

致している」と高く評価していた（『日本経済新聞』

8月 15日）。 

 一方、批判も見られた。三谷太一郎・東京大学名

誉教授は、「西洋諸国による植民地支配への批判は

記されているが、日本による台湾、朝鮮に対する植

民地統治に対する自己批判はない」と指摘していた

（『毎日新聞』8月 15日）。 

 植民地支配を含む満州事変以前の日本の大陸政

策に関しては、「21世紀構想懇談会」の報告書でも、

具体的な記述がなされず、一部違和感が呈せられた

（五百旗頭真・熊本県立大学理事長、中西寛・京都

大学教授など[『日本経済新聞』8 月 7 日]）。すな

わち報告書では、満州事変以前の歩みが「侵略」で

あったか否かの判断を行っていないが、植民地支配

に関しても、「民族自決の大勢に逆行し、特に 1930

年代後半から、植民地支配が過酷化した」とのみ記

され、日韓併合の是非を含むそれ以前の歴史につい

ては言及がなされていなかったのである。このこと

は、満州事変以前の日本の歩みに関する見方につい

て、有識者を含めて一定の国民的コンセンサスが形

成されていないことを物語っている。 

 注目されていた「安倍談話」と「村山談話」との

関連では、「歴史認識に関しては必ずしも両談話

３ 「光」の部分への言及  

 

おわりに 

 



NIDSコメンタリー第 50号 

 

4 

（「村山談話」及び「小泉談話」）を継承したとはい

えず」（三谷教授[『毎日新聞』8月 15日]）といっ

た指摘もなされ、村山元総理大臣本人も、「継承し

た印象はない」と感想を述べている。 

確かに、「安倍談話」は、「痛切な反省と心からの

お詫びの気持ちを表明」という歴代内閣の立場は、

「今後も、揺るぎないものであります」と踏襲する

ことを明言した。一方、本論で見てきたように、根

幹となる歴史観＝戦争にいたる近代日本の歩み＝

の面に関して、国策を誤った時期を明示するととも

に、世界史の文脈のなかで「影」の部分のみならず

「光」の部分にも言及した点で、これまでの談話に

はない、もしくは異なった趣旨の新たな見方が表明

されていると言えよう。 
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