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 国連は1997年11月に国連総会決議として西暦2000年を「平和の文化･国際年」と定め、さらに翌年の1998

年の総会では2001年から10年間を「世界の子供のための、平和と非暴力の10年」とすることに決めました。

ところが2001年9月11日の、ニューヨーク、World Trade Centerに対する自爆攻撃と、それに対するアフ

ガニスタンへの報復爆撃やイラク戦争は、平和どころか世界を新たな地域紛争に引きずり込もうとしている

かに見えます。 

 というのは、米軍によるアフガニスタン爆撃は国内・国外に大量の難民と民間人の死者を生み出しただけ

でなく、「悪の枢軸国」の一つとしてイラク戦争に乗り出したからです。戦争の口実としてイラクがアルカイ

ダと裏で結びつき「911事件」を企画したとされました。ところが、各方面から「そんなことはあり得ない」

と批判され、新しく持ち出したのが、大量破壊兵器の問題でした。 

 しかし、「大量破壊兵器は国連査察団によって解体破棄され使い物になるものは残っていない」と、その調

査の先頭に立ってきた査察員リッター氏が、米国人であるにもかかわらず、開戦前から強い異論を唱えてき

ました。世界の世論もベトナム戦争では見られなかった巨大な反対運動を展開した。ブッシュ政権を支持す

るイギリス・ブレア首相のお膝元ロンドンでもトラファルガー広場を埋め尽くす抗議集会とデモがおこなわ

れました。 

 にもかかわらず、米国はイラク戦争を強行した。しかし、戦争終結が宣言された今も大量破壊兵器は発見

されていません。その結果、イギリスでは「ブレア首相は国民に嘘をついて英国を戦争に引きずり込んだだ

けでなく、大量破壊兵器に関する政府側の専門家だったケリー博士を自殺に追い込んだ。」との批判が高まり、

ハットン卿を委員長とする調査委員会が設立されました。 

ハットン委員会は、英国政府の報告書に「イラク軍は生物・化学兵器を四十五分以内に配備できる」とす

る嘘の情報を書き込むようブレア首相が指示した根拠はないと彼を免罪しましたが、「フセインの大量破壊兵

器の脅威をできるだけ強くみせたいとの首相の願望が、報告書の文言を強くするよう潜在意識的に影響を及

ぼした可能性は完全には排除できない」とも述べています。 

だとすれば、根拠のない戦争で多くのイラク人を殺した責任をブレア首相は当然とらなければならないは

ずです。国内で警官が間違った容疑で相手を射殺したり裁判官が間違った判決を下し容疑者が死刑になった

りすれば、当の警官や裁判官だけでなく、当然その上司も厳しい処分を受けます。この国内では当然のこと

が国際問題になると全く消し飛んでしまうのは信じがたい事態です。 

米国でも、前財務長官のオニール氏が「911 以前からフセイン追放は決められていた」と内情暴露を始め



ています（2004年1月11日、AFP＝時事）。しかしブッシュ政権は「フセイン追放は民主主義を守る闘いで

ありイラク民衆の利益にも適う行為だ」と主張し、戦争行為を正当化しようとしています。このように戦争

の口実が次々と新たに作り出され変化しているにもかかわらず日本のマスコミの反応は余りにも鈍いのでは

ないでしょうか。  

 

 ところでユネスコによる1974年の「国際教育勧告」および1991年の「国際教育指針」は、「平和」と｢人

権｣を「国際教育」すなわち｢国際理解教育｣の大きな土台としています。だとすれば、今後のイラク情勢をど

のように捉え、どのように対処すべきかを考えることは、私たち「国際理解教育」を任とするものにとって

は焦眉の課題です。チョムスキーの講演その他を訳出・出版したいと考えた所以です。 

 既に衆知のことですが、チョムスキーは言語学の巨人であるだけでなく、言語を通じてマス・メディアが

どのように人間を操作するかについても深い関心を寄せてきました。ベトナム戦争時における彼の活動につ

いてはよく知られていますが、最近のアフガニスタン攻撃やイラク戦争についてもZNet Magazineへの寄稿

やラジオ・インタビューで積極的な発言を続けています。しかし日本では彼の言語学における著作が紹介さ

れることはあっても彼のメディア批判が紹介されることは、これまでは希でした。 

 しかし、「911事件」以降、下記のように、洪水のように彼の著書が翻訳され始めました。これは最近のア

フガン爆撃やイラク侵攻にたいする世論の高まりの中で、情勢がいかにチョムスキーを求めているかをよく

示しています。近年まで、彼の言語学以外の著作で手に入るものは『アメリカン・パワーと新官僚：知識人

の責任』（太陽社、1969）のみ、チョムスキーを紹介した著作についても、バースキー『ノーム・チョムスキ

ー：学問と政治』（産業図書、1998）があるに過ぎませんでした。その状況と比べると、最近の翻訳事情は目

を見張るような様変わりです。 

 『９．１１：アメリカに報復する資格はない』（山崎淳・訳、文藝春秋、2001年11月） 

 『「ならず者国家」と新たな戦争』（塚田幸三・訳、2002年2月） 

 『９．１１：アメリカに報復する資格はない』（山崎淳・訳、文春文庫、2002年9月） 

 『金儲けがすべてでいいのか』（山崎淳・訳、文藝春秋、2002年9月） 

 『アメリカの「人道的」軍事主義』（益岡賢・訳、現代企画室、2002年4月） 

 『ノーム・チョムスキー９１１』（出版部・訳、リトルモア、2002年9月） 

 『チョムスキー世界を語る』（田桐正彦・訳、トランスビュー、2002年9月） 

 『グローバリズムは世界を破壊する：プロパガンダと民意』（藤田真利子・訳、明石書店、2003年1月） 

 『テロの帝国、アメリカ：海賊と帝王』（海輪由香子・訳、明石書店、2003年２月） 

『抗う勇気：ノーム・チョムスキー＋浅野健一対談』（現代人文社、2004年1月） 

『チョムスキー入門』 (ジョン C. マーハ、ジュディ・グローヴス＝イラスト、芦村京・訳、明石書店、

2004年2月) 

 

 ご覧の通り、多くの翻訳が出版されていますが、現在進行中のイラク戦争に関して集中的に考察したもの

は、まだ翻訳されていません。本書を出版したいと思った所以です。 

今回、訳出したものは、チョムスキーの発言を逐一、漏らさず集録しているインターネットＨＰ「Bad 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4877981519/qid=1077432129/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/250-5650086-3436217
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=books-jp&field-author=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3 C.%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%8F/250-5650086-3436217
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=books-jp&field-author=%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%B9/250-5650086-3436217
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=books-jp&field-author=%E8%8A%A6%E6%9D%91 %E4%BA%AC/250-5650086-3436217


News:Noam Chomsky」（http://monkeyfist.com/ChomskyArchive）に掲載されている次の14を選びました。と

いうのは、いずれも、「米国がイラクに民主主義をもたらす」と主張していることに対して具体的な事実をも

って反論しているからです。 

Selective Memory and a Dishonest Doctrine. The Toronto Star. December 21, 2003. Originally 

published by the New York Times Syndicate. 

Guerrilla News Network interview ‐ ZNet. December 8, 2003 

The Iraq War and Contempt for Democracy. ZNet. October 31, 2003. Excerpt from Hegemony or 

Survival. 

Preventive War 'the Supreme Crime'. ZNet. August 11, 2003. Originally published by Le Monde 

Diplomatique and then in revised form by Boston Review 

Collateral Language: Propaganda, Past and Present. Interview with David Barsamian. ZNet. 

July 29, 2003. 

What's Happening? Interview with Atilio Boron. ZNet. June 14, 2003. 

The People in Gravest Danger. New Political Science; The New Humanist, March 1, 2003 

On the Anti War Movement. Interview with Matthew Tempest. The Guardian, February 4, 2003. 

On The Verge -- Interview for NTV (24 Hour Turkish Television) ZNet. December 19, 2002. 

War on Iraq. Interview with Omar Badawi & Faiz Ahmad. ZNet. November 8, 2002. 

U.S. Intervention from Afghanistan to Iraq. Interview with David Barsamian. International 

Socialist Review. September‐October, 2002. 

Will the US Attack Iraq. Interview with Michael Albert. ZNet. September 1, 2002. 

Mirror Crack'd: Crucial Questions in the "Age of Terror". Outlook India. September, 2002. 

Turkey Talk: Chomsky’s Dyyarbakir Speech -‐ ZNet. March 25, 2002 

  

少し蛇足になりますが、2004年2月1日付けで、上記のHP：Bad Newsは閉鎖され、チョムスキーの記事

の全ては公式HP: Chomsky Info（http://www.chomsky.info/）に移されました。Bad Newsに入っていた記事

で、この公式HPに載っていないものがあるのは少し残念です。 

 それはともかく、上記の論文＝本書を読んでいただければ、米国が「イラクに民主主義をもたらす」と主

張していることが、いかに嘘と欺瞞に満ちているかは、一目瞭然になるものと信じます。 

それは米国がこれまでに中東だけでなく中南米や東南アジアでおこなってきた数々の事実で明らかである

だけでなく、ブッシュ政権を構成する人物がこれまでに何をおこなってきたかによっても明らかだからです。   

チョムスキーはこれらの事実を本書の評論やインタビューで詳細に論じているだけでなく、私たち知識人

のあり方にも鋭い問題を提起しています。 

 

 ところで、米国外交に関するチョムスキーの著作は言語学関係よりもむしろ多いといって良いくらいです。

そして言語学の著書との類推からか、チョムスキーの評論は難解だとよく言われます。しかし、それは文章

の難解さではなく私たちの予備知識が余りにも貧困であることの方が多いのではないでしょうか。彼の著書

http://monkeyfist.com/ChomskyArchive
http://www.chomsky.info/articles/20031222.htm
http://www.guerrillanews.com/human_rights/doc3566.html
http://www.chomsky.info/articles/20031031.htm
http://www.chomsky.info/articles/20030811.htm
http://www.chomsky.info/interviews/200307--.htm
http://www.chomsky.info/interviews/20030614.htm
http://www.chomsky.info/articles/200303--.htm
http://www.chomsky.info/interviews/20030204.htm
http://www.chomsky.info/interviews/20021108.htm
http://www.chomsky.info/interviews/200209--.htm
http://www.chomsky.info/interviews/20020901.htm
http://www.chomsky.info/articles/200209--02.htm


は綿密な事実に裏付けられているので、その裏の事実を知っているひとにとっては余り難解なところはない

ように、少なくとも私には思われます。 

 今回の翻訳した記事はチョムスキーがしばしば寄稿しているZNetというインターネット・マガジンに載せ

られたものばかりですが、論文、エッセイ、インタビューのどれを取っても、既に書いたことや発言したこ

とを踏まえてのものなので、それを知っていないとチョムスキーの意図が分からず、「チョムスキーは難解だ」

ということになってしまうことは事実です。しかしそれは論理的難解さとは別のものです。 

 もうひとつチョムスキーを難解だと思わせているのは、「事実は小説よりも奇なり」という現実です。たと

えば、私が初めてチョムスキーの評論に接したとき、第1次湾岸戦争のことを述べている記事で「クウェー

トに侵攻したフセイン軍から、すぐにでも撤退する用意があるとの意思を表明されて、一番に困ったのは米

国だった」という趣旨のくだりがありますが、これを読んで頭が混乱したことを覚えています。 

 私が読み間違えたのか、それとも誤植が放置されたままになっているのではないかと思ったくらいです。

なぜなら侵略者がすぐにでも撤退する意思表明をすることは、それを追い出そうとする側にとって歓迎すべ

きことであって、困ることは何一つ無いはずだからです。しかし、よくよく読んでみると、クウェート侵攻

を口実にフセインを叩こうとしている側にとっては、「即座に退却されては攻撃する口実が無くなる、だから

困ったのだ」ということが分かってきたからです。 

 ところが、このような背景を知らないとチョムスキーの文章は読んでいても意味不明になります。しかし

逆に、そのような事実を知っているひとにとっては、上記の文章は平明そのものなのです。しかし、翻訳者

が、それを知っていてチョムスキーの文章を理解しながら訳したとしても、文章をそのまま訳したのでは、

やはり読者の頭が混乱することになります。かといって、長い解説を加えながらの翻訳は、チョムスキーの

原文と全く違ったものになります。それがチョムスキー翻訳の難しさなのです。 

 そこで予備知識がない読者のために、以下に、幾つかの具体的事実を読者に紹介しておきたいと思います。

そうすれば、文字面では一見、難解に見えることでも、その事実を踏まえて読めば、意外と簡単にチョムス

キーが理解できることを、知ってもらえると思うからです。ただし本文中で簡単に短く挿入できるものは角

括弧で訳注を示しておきました。以下で紹介するのは、そのような短い挿入では説明できない事実です。 

 

 たとえば、第1章では「米国が民主主義を建設するためにイラクに侵攻したのだ」とする『ワシントンポ

スト』の叙述が、いかに嘘と欺瞞に満ちているかに関して、チョムスキーは国防副長官ウオルフォウィッツ

を一つの例としてあげ次のように述べています。 

この繰り返される民主主義建設の姿勢は、時には熱狂的な賞賛をあびます。例えば『ワシントンポスト』

のコメンテーターであるデビッド・イグナティウスは、イラク侵略を「現代の最も理想的な戦争」でありイ

ラクと中東地域に民主主義をもたらすためだけに戦われた戦争であると述べました。イグナティウスは特に

「ブッシュ政権の最高の理想主義者」ポール・ウオルフォウィッツの行動に感銘を受け、「抑圧に抗して（ア

ラブ世界のために）血を流し、その解放を夢見る」真の知識人であると彼を評していました。 

 おそらくそのことは国防副長官ウオルフォウィッツの経歴を説明するのに役立つでしょう。ウオルフォウ

ィッツはロナルド・レーガン政権時代にインドネシアの駐在大使でしたが、今世紀最悪の大量殺人者であり

侵略者のひとりであるインドネシアのスハルトを強力に支援していたのです。レーガン政権下でのアジア問



題の国務省の職員だった時には、ウオルフォウィッツは韓国の殺人的な独裁者である全斗煥やフィリピンの

マルコスへの支援を監督していました。 

 この文章自体に何も難解なところはありません。しかし「今世紀最悪の大量殺人者であり侵略者のひとり

であるインドネシアのスハルト」「韓国の殺人的な独裁者である全斗煥やフィリピンのマルコス」と、単に1

行で書かれていることですが、次のような事実を知っているかどうかで、読者の受け止め方は相当に違って

くるのではないでしょうか。 

スハルト：1965年の930事件を機に当時、陸軍予備軍司令官だったスハルトが、スカルノ前大統領追放後、

インドネシアでは大量殺戮の嵐が吹き荒れた。10 月から半年間の間に殺された人の数は少なくて 10 万人、

多くて200万人の諸説があるが、平均的な数50万人が一般に流布しているという。また1975年には東ティ

モールに侵攻し、領土を併合。住民の抵抗を残虐な方法で弾圧し、併合後10年間で殺された人は20万人に

も及ぶという（国際アムネスティによる）。 

全斗煥、チョン・ドゥファン：韓国軍リーダ。朴正熙大統領暗殺の後、1979 年のクーデタで大統領になっ

た。1980年の光州事件では民主化運動に残酷な弾圧を加え、多数が殺された。その数は数百名から2000名

に及ぶという。このとき残虐行為の限りを尽くした韓国軍部隊は、当時、韓国軍を完全に統制していた米国

が、韓国政府の要請により、米韓合同司令部から派遣したものである。1981 年、全斗煥はレーガン大統領

から国賓としてホワイトハウスに招かれるという栄誉に浴した。 

フェルディナンド・エドラレン・マルコス：1965 に選挙でフィリピン大統領となる。親米・反共の大統領

として、共産ゲリラや回教徒ゲリラ（モロMoro、ミンダナオ島）の掃討を実行。1972(-1981)に戒厳令を発

布。1977 年半ば頃までに６万人を逮捕。軍･警察に逮捕され、ひそかに処刑された者（「サルベージ」と称

された）は、73～85年央の間に2255人、「失踪者」は74-85年の間に634人。反政府活動家ベニグノ・ア

キノを殺害したのもマルコスだと言われている。 

以上の説明は下記のサイトおよび『アメリカの国家犯罪全書』（ブルム、益岡賢・訳、作品社、2003）を参

考にしました。[以下では『犯罪全書』と略記する。] また映像資料としては最近NHK・BSドキュメンタリ

ー『CIA秘められた真実（１）：暗殺作戦』の元CIA職員による生々しい証言があります。 

http://www.jttk.zaq.ne.jp/bachw308/page039.html 

http://paulkim.hp.infoseek.co.jp/report/kwangju.htm 

http://www.kobe-c.ac.jp/~a-kawamu/pages/lectures/lectures2000/IR2000-2/IR206.html 

上記の説明を見れば分かるとおり、米国は民主主義をもたらすどころか一貫して民主主義を弾圧する側に

回ってきたのです。そして、そのことが発覚するたびに「我々は無知や不注意のためにいくつかの誤りを犯

した。しかしもうそのことは終わったので、退屈で陳腐なことにこれ以上時間を使うのはやめよう。進路変

更して今度こそは本当に民主主義のために邁進するのだ。」と弁解するのです。 

これが、チョムスキーが「進路変更」と名付けた、米国政府の便利なドクトリンなのです。この「進路変

更」がまやかしであることは、膨大な史実を集積した前掲書『犯罪全書』の次の叙述を見れば一層はっきり

するでしょう。たとえば、上記「マルコス」の説明だけでは米国の関わりがまだ不鮮明ですが、『犯罪全書』

第17 章「米国による介入の歴史」の「フィリピン、1970－90 年代」という項目では下記のような説明が付

けられています。 

http://www.jttk.zaq.ne.jp/bachw308/page039.html
http://paulkim.hp.infoseek.co.jp/report/kwangju.htm
http://www.kobe-c.ac.jp/~a-kawamu/pages/lectures/lectures2000/IR2000-2/IR206.html


フィリピンでも、貧困と社会不正、「死の部隊」、拷問などにより、市民による広範な抗議行動と武装抵抗が

広まった。ほかの場所でと同様、米軍とCIAが運動を弾圧するために政府を支援するときがやってきた。レ

ーガン政権が対ゲリラ作戦に対するCIAの介入を強化する二年計画に対して1000万ドルを与える決定を下

していたことが、1987年に明らかになっている。CIAは大規模な心理戦を展開し、また、フィリピン軍の作

戦行動には米軍顧問が日常的に随伴した。フィリピンは長いあいだ、アジアにおける米国の戦略拠点であり、

大きな米軍基地をいくつも擁しており、フィリピン市民はそれに対してさまざまに抗議してきた。1991年、

米国大使館は、メディアに対し、大使館の世論調査によると、68%、72%、いや実は81%ものフィリピン人が

基地を支持していると発表した。けれども、そのような世論調査は存在しなかった。大使館の役人は、「私

が数字を創り上げた」と告白している。 

このような犯罪は「無知や不注意のために」犯せる犯罪でもないし、「いくつか」といった程度でもありま

せん。ガルトゥング『平和を作る発想術』（岩波ブックレット、2003）では「米国の暴力的支配」として次の

叙述が見られます。 

実際、これまで米国は幾度も暴力行使を繰り返してきました。ある調査では、直接的暴力だけでも 1945

年以来 56 回の軍事介入をしてきました(67 回という説もあります)。一年に1- 2 回の計算です。とりわけ

冷戦終結後は年２回に増えました。1890 年から 1945 年までは年に1.15 回のペースでしたからずいぶん増

えています。第二次大戦後の軍事介入はほとんどが空爆で、これによる殺人は600万人、CIAによる「暗殺」

「テロ」でも大量の死者が出ています。その対象地域は第二次大戦後、東アジアから東欧、ラテンアメリカ、

西アジアと移動しています。現在は西アジアのパレスチナ、イラク、サウジアラビア、イラン、アフガニス

タンです。爆撃や暗殺以外にも選挙への介入などがありました。 

上記『犯罪全書』では、この爆撃・暗殺・拷問・拉致・略奪・訓練・盗聴・選挙操作のひとつひとつが国

別・事例毎に克明に報告されています。この「訓練」の中には、当然のことながら、ソ連と闘わせるために

オサマ・ビンラディンを初めとするアルカイダの前身を育て上げた事実も含まれていますし、拷問や暗殺の

訓練も含まれます。東ティモールの民衆を殺戮したのも米軍が訓練したインドネシア軍とその民兵でした。

（『東ティモール：奪われた独立・自由への闘い』明石書店、1999） 

それはともかく、米国人が自らの国の国家犯罪をここまで暴こうとする信念にはただ頭が下がるのみです。

日本人で、ここまでの調査・研究をしたひとを私は知りません。チョムスキーが絶賛したというのも頷けま

す。しかし唯一の超大国となった米国にもの申す大国が皆無に近くなった現状では、米国を変えるのは米国

内部の力しかないのかも知れません。その点で、ブルムやチョムスキーのような人がいる米国に私たちは、

まだ絶望してはいけないという気がするのです。 

 

このような調子で各章について解説をしていくと、それだけもう1冊の本が必要になるのですが、あと一

つだけ第1章で解説しておきたいことがあります。それは、この章でチョムスキーがハリバートン社とベク

テル社について言及しているからです。 

新聞報道によれば、イラク復興についてブッシュ政権の息がかかった会社が独占的に受注する状態になっ

ています。数学のベクトルなら聞いたことがある人は多いでしょうが、一般人にとってはベクテル社もハリ

ーバートン社も初めて聞く名前ではないでしょうか。 



しかし、朝日新聞オンラインは「イラク復興大規模事業、共和党に近いベクテル社が受注」として次のよ

うに報道しています。（下線は寺島） 

米国際開発局（ＵＳＡＩＤ）は１７日、イラク復興の大規模事業を米プラント建設大手、ベクテル（本社

カリフォルニア州）に発注したと発表した。契約は電気、水道など社会資本の復旧で当初3,460万ドル（約

41億円）。ただ、議会の承認が得られれば、空港や港湾などの大型事業にも拡大され、事業規模は6億8,000

万ドル（約816億円）に膨れあがるという。ベクテル社は、現ブッシュ政権と同じ共和党のレーガン政権時

代、国務長官などを務めたシュルツ氏が役員を務めるなど、政治力の強い会社とされる。ただ、シュルツ氏

は米メディアに対し「受注するために政治的な影響力は使っていない」と話している。 ＵＳＡＩＤは同事

業について、一部の大企業だけに対して入札を要請したことから、野党の民主党や市民団体などから、経緯

が不透明だとの批判が出ていた。 チェイニー副大統領がトップを務めていたエネルギー大手、ハリバート

ンのグループ企業も、入札を要請されたが、途中で候補から脱落したと報道された。 これとは別に、ハリ

バートンのグループ企業は３月下旬、米陸軍から油田の消火・復旧事業を受注した。この経緯が不透明だと

して、ワックスマン下院議員（民主）らは、米会計検査院（ＧＡＯ）に対し調査を要請した。 （2004 年 4

月18日） 

 この記事を読んでチャップリンの映画『キッド』を思い出しました。あの映画の中では浮浪者チャップリ

ンが浮浪児キッドを使って住宅地の窓ガラスを投石で破壊させ、そのあとを浮浪者チャップリンがガラス修

理屋のふりをして修理に回る場面です。 

恥ずかしながら、私はイラク戦争が起きるまで、ハリバートンもベクトルもその内容をよく知りませんで

した。しかし、朝日新聞の記事を読んで、国に戦争をさせて、あとの復興は政権の息がかかった会社にやら

せるのであるから、まさに上記の映画そのものではないかと私には思われたのでした。 

上の報道では、ブッシュ政権の副大統領がトップを務めていた会社が受注するのでは余りに露骨すぎると

思われたのでしょうか、一旦は遠慮するそぶりを見せたハリバートンでしたが、石油部門だけは手放さなか

ったことは、「イラクの石油施設修復、またハリバートングループが受注」と題する次の報道でも明らかです。 

 米国防総省は１６日、イラクの石油施設修復事業（事業費最大１２億ドル）について、競争入札の結果、

ハリバートングループのケロッグ・ブラウン・アンド・ルート（ＫＢＲ）と契約したと発表した。ＫＢＲは

昨年３月に入札なしで受注したイラクの石油施設修復事業（同７０億ドル）の中で、イラクに輸入したガソ

リン代を水増し請求した疑いがあるとして、同省が調べている。 今回の契約について、同省は「技術力な

どに基づいて決定した」としている。ハリバートンは「イラクで当社がやってきたことは正しかった、とい

うことが認められた」とする声明を出した。 (朝日新聞オンライン、2004年1月17日)  

上記の報道によるとベクテル社の契約は、当初３４６０万ドル（約４１億円）ですが、議会の承認が得ら

れれば、空港や港湾などの大型事業にも拡大され、事業規模は６億８０００万ドル（約８１６億円）に膨れ

あがるといいます。 

ところが、ハリバートングループのＫＢＲ社は、ベクテル社との契約をはるかに飛び越えて、石油施設修

復事業で１２億ドルであり、昨年３月に入札なしで受注したイラクの石油施設修復事業は７０億ドルですか

ら、戦争をすればいかにお金が儲かるかを如実に示すものではないでしょうか。 

チョムスキーの発言や論文は上記のような事実をふまえてなされているので、読み手によって深くも浅く



も読めることになります。もちろん多かれ少なかれ、どの書物についても同じことは言えるのですが、チョ

ムスキーの場合は特にそうだと私は言いたいのです。（なお、この記事と関連して、広瀬 隆『アメリカの巨大軍需産業』

集英社、2001. も興味がある人には参考になるでしょう。）  

 

 もうひとつ米国政府がイラクの民主化を本気で考えていないことは、ブレア政権の過去だけでなくラムズ

フェルド国防長官の「新しいヨーロッパ」をめぐる発言にも見ることができます。この点についてチョムス

キーは本書第3章で大略、次のように言っています。 

英国の指導者たち（トニー・ブレア、ジャック・ストローなど）は 2002 年、サダムの犯罪関係の書

類を公開しました。が、フセインがそのような犯罪行為をしているとき、その当時の議事録によれば、ブレ

アらは野党にありながらも、フセイン政権を支持していた当時のサッチャー政府を一言も批判していません。

また、ストローが2001 年に内務大臣だった時、拘留と拷問を受けて英国に逃げてきたあるイラク人が保護

を要求しましたが、ストローは彼の要求を拒否しました。 

 また『ウオールストリート・ジャーナル』によれば、「大陸におけるアメリカ賛成の多数派の見解はメデ

ィアでは聞き入れられなかった」が、８人の立派な「新しいヨーロッパ」の指導者達の声明によって、『ウ

オールストリート・ジャーナル』の社説が正しかったことが、今や証明されたというのです。しかし、世論

調査(GALLUP)によれば、ブッシュを拒否する「古い欧州」の民衆より、ブッシュを支持する「新しい欧州」

の民衆の方が、イラク戦争に対してはるかに強い抗議と反対の意思を示しています。 

上記で「８カ国の新しいヨーロッパ」と言われているものは、スペイン、イギリス、イタリア、ポルトガル、デ

ンマーク、ポーランド、チェコ、ハンガリーの８カ国です。スペインのアスナール首相が呼びかけ人と言われてい

ますが、下記の「JCER 研究員リポート」によると、実は、裏の仕掛け人は『ウオールストリート・ジャーナル』

当人だったようです。 

JCER研究員リポート （http://www.jcer.or.jp/research/kenrep/kenrep030513.pdf） 

つまり、ラムズフェルドや米国の主要メディアは「新しいヨーロッパ」の総人口は「古いヨーロッパ」の

総人口よりも多いから、ヨーロッパは全体として米国のイラク侵攻を支持しているのだと発言していますが、

世論調査は全く逆のことを示しているのです。調査の詳細を見れば、「新しいヨーロッパ」の民衆の方が「新

しいヨーロッパ」の民衆よりも、イラク侵攻に強い拒否反応を示しています。このような世論を無視すると

すれば、それは民衆の意見を蔑視するものであり民主主義とは縁もゆかりもない。これがチョムスキーの主

張でした。 

このように難解な用語を使わず具体的で詳細な事実だけを踏まえて論を積み重ねていくのがチョムスキー

の特長であり、最近、『帝国』（衣文社、2003）で有名になったアントニオ・ネグリとは根本的な違いです。

ネグリの同書についてと感想を求められたチョムスキーが、別のインタビューで、「チョムスキーと主張は似

ているようですが」とのコメントに対して、「難解すぎて私には理解できません。私と同じようなことを述べ

ているのであれば、なぜわざわざ理解しがたい用語を使うのでしょうか」という趣旨の発言をしていますが、

私にとっては極めて印象深い言葉でした。 

 

 もうひとつ、どうしても解説しておきたいのは「予防戦争」についてです。チョムスキーは本書で予防戦

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087200876/qid=1077502498/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/250-5650086-3436217
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087200876/qid=1077502498/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/250-5650086-3436217
http://www.jcer.or.jp/research/kenrep/kenrep030513.pdf


争の危険性について繰り返し指摘しています。というのは「先制攻撃」と「予防戦争」は、似てはいるが全

く内容が異なるものだからです。チョムスキーは本書第4章で次のように述べています。 

その壮大な戦略[ブッシュ・ドクトリン]は米国に先制攻撃による戦争ではなく予防戦争を実行する権限を

与えます。先制攻撃が正当化される理由が何であれ、その正当化は予防戦争には有効ではありません。特に

その概念が現在の[戦争の]熱狂者によって解釈される時には。予防戦争は、でっち上げられた想像上の脅威

を消すために軍隊を使うから、「予防」という用語でさえ寛大すぎるのです。予防戦争は、実に単純にニュ

ルンベルグ裁判で非難された最高の犯罪なのです。 

 正直に言うと、私は最初、チョムスキーの言う「予防戦争」preventive warと「先制攻撃」pre-emptive war

との区別がつきませんでした。それで、読んでいて初めは頭が混乱したのですが、国連憲章も絶対に「先制

攻撃」を認めていないわけではないのです。つまり「先制攻撃」は条件さえ整えば、「自衛権」の一種として

国際法上は必ずしも違法とは言い切れない側面も持っているのです。 

確かに国連憲章は、第２条第４項で国際紛争の平和的解決を加盟国に義務づけ、自衛権（個別的又は集団

的自衛権）に基づくものと、安保理の決定によるもの以外の武力の行使を加盟国に認めていません。ただし、

第51条は、他国から武力攻撃を受けた場合、国連加盟国には「固有的に」または同盟国と共に「集団的に」

自衛戦争を戦う「固有の権利」があると規定しています。 

これに関してチョムスキーは、ラジオ・ネーデルランドのアムステルダム・フォーラムによるインタビュ

ー（2003年5月31日）で次のように述べています。これは、視聴者からの電子メールによる質問に基づく

インタビューでしたが、彼は「米国とブッシュ大統領は、先制攻撃政策により、世界を核戦争に引き込む可

能性があるでしょうか？」という質問にたいして次のように答えているのです。 

その可能性は大いにあります。まず第一に、はっきりさせておかなくてはなりませんが、これは先制攻

撃政策ではありません。先制攻撃は国際法での意味を持っています。つまり、差し迫ったあるいは現在の

脅威に対してなされる攻撃が先制攻撃です。例えば、大西洋を渡ってニューヨークを爆撃すべく爆撃機が

飛行中だとすると、米国空軍がそれを撃墜するのは合法だというわけです。これが先制攻撃です。現在の

政策は、予防戦争と呼ばれることがあるもので、これは新たなドクトリンで、2002 年 9月に、国家安全保

障戦略の中で発表されたものです。（益岡賢氏の訳による） 

これに関連して、朝日新聞も社説で、米国のイラク攻撃は「厳密には先制攻撃とさえ言いにくい。先制攻

撃は明白な脅威が差し迫った時の軍事行動だが、今のイラクはそんな状態ではない。むしろ、脅威の芽は早

めに摘んでしまおうという予防戦争なのだ。」（http://www.pressnet.or.jp/shimen/t20030401.htm「紙面展

望」2003年4月1日）と言っています。同じような趣旨のことをウォーラーステインも次のように述べてい

ます。 

刑法を例にして考えてみよう。私が誰かに口汚くののしられ、近いうちに射殺されるかもしれないと思っ

たとする。それを理由に私が彼を射つのは法的に許されるだろうか。許されない。しかし、もしこの人物が

私に銃をつきつけていれば彼を撃っても自衛として認められる。この基本的な区別がなければ、私たちは無

法の世界に住んでいることになるだ ろう。（http://fbc.binghamton.edu/92jp.html） 

つまり朝日新聞やウォーラーステインに共通しているのは、一歩譲って「先制攻撃」が特別な場合に「自

衛権」の一つとして許されるにしても、ブッシュ政権が出してきた「予防戦争」なるものは絶対に認められ

http://fbc.binghamton.edu/92jp.html


ないということなのです。そして、「このような『予防戦争』はヒトラーがポーランドを侵攻したときに使っ

た口実であり、したがってニュルンベルグ裁判で最高の戦争犯罪とされた行為だ」というのがチョムスキー

の主張でした。逆に言えば、ブッシュの論法は、ヒトラーやヒロヒトの行為を免罪することにもつながるわ

けなのです。 

 

このように考えてくるとブッシュの行為は、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』にある「歴史の書き

換え」「記憶口」（ﾒﾓﾘｰﾎｰﾙ）というイメージと大きく重なってくることが分かります。 

というのは、この小説の主人公ウィンストンの仕事は「真実省」に勤務し、毎日毎日、政府の現在の言動

に合わせて過去の歴史を書き改め、旧版の文書（新聞・雑誌・書籍など）を「記憶口」に放り込んで消し去

ることだったからです。 

それと同じく、ブッシュ政権の特徴は、第1章で紹介したとおり、「進路変更」という政策原理に則って自

分たちが行なってきた悪事は「記憶口」に投げ捨て、常に「自由と民主主義」のために闘ってきたかのよう

に振る舞うことでした。第11章でバーサミアンはチョムスキーに次のように質問しています。 

 ジョージ・オーウェルの有名な小説『１９８４年』では、「記憶口」「ビッグ・ブラザー」のような概念が

導入され、「真理省は輝く白いコンクリートの巨大なピラミッド構造で、優雅な文字の白い壁の表面には『戦

争は平和だ』『自由は奴隷だ』『無知は力だ』という３つのスローガンが刻み込まれている」と書かれていま

す。今日でも全く同じではないでしょうか、秘密裁判、秘密の証拠、永続する戦争、政府による監視、これ

らはオーウェルが描いたのと全く同じ絵図ですね。 

このバーサミアンの質問に対して、チョムスキーはオーウェルの小説『動物農場』の公開されなかった序文につ

いて述べ、そこで、オーウェルが次のように自問自答していることを紹介しています。これは英国や米国だけでな

く今の日本にもそのまま通用するのではないでしょうか。 

彼は尋ねました。「自由な英国で、メディアから出るニュースが、全体主義の怪物の説明として私が『1984

年』で風刺したものと全く異ならないというのは、どうしてなのでしょうか」と。 

彼は２つの理由に言及しています。ひとつは、出て来たニュースがみな同じなのは、裕福な人によって報

道機関が所有されているからです。そして彼らはある特定の考えを表明したがっているからです。そう、つ

まり自己検閲ということです。 

第２の理由は、良い教育です。もしエリート学校で適切に教育を受けると、言わせたくない特定のことが

あるという理解をひとは内面化することになります。それが「適切な教育」の効果なのです。これは学校だ

けを意味するのではなく、全システムを意味します。高度な教育を受ければ受けるほど、その価値はさらに

内面化されるのです。そして自主的検閲へとつながるのです。 

いま日本では国立大学民営化の嵐が吹き荒れています。今後、法人化された国立大学は、中期目標・中期

計画を通じて文部科学省によって管理され、理事長制度の新設と集中化された権力、さらには任期制・外部

評価に怯えながら、オーウェル＝チョムスキーの言う「自主的検閲」が極度に進行していくのではないかと

恐れています。東京都立大学や横浜市立大学に対する最近の強権的な改革の流れを見ていると、ますますそ

の感を深くするのです。 

かって米国では「赤狩り」の嵐が吹き荒れ、多くの知識人が大学を追われましたが、その米国でも、その



後の闘いの中で、大学人は「終身教授」の地位さえ手に入れば、基本的には首を気にすることなく意見を表

明することが出来るようになりました。チョムスキーのような「非国民」でもMITから放逐されないのは、

一つには上記の事情があるように思われます。しかし日本は、その逆コースをたどりつつあるのではないか、

そんな強い不安が私にはあります。 

教育に関して更に付言するならば、現在の日本では高等教育だけでなく、全体的に教師叩き・教育バッシ

ングが広く蔓延しているように私には見えます。何か事件があれば全てが教師や教育の責任にされ、教育改

革をすればするほど教育状況が悪くなっていく。そして「教育改革」が進めば進むほど「自己検閲」が深化

する。「憲法」「教育基本法」の「改正」が多分その頂点になるのではないでしょうか。そんな嫌な予感が私

の頭に浮かんでくるのです。 

毎年、米国から教育視察団が岐阜大学にすら訪ねてきて「なぜ日本の教育には米国がかかえているような

問題がないのか教えてほしい」と言っているのに、我が国の教育政策は小学校の選択制導入など、私たちが

今まで持っていた良さを破壊する方向にしか進んでいません。多分、これと同じ流れなのでしょうが、これ

ほど大人・大国による弱者・小国にたいする「いじめ」「脅迫」が進行していても主流メディアの批判的論評

は驚くほど少ないのです。これも「自己検閲」なのでしょうか。 

そこで以下、本書を理解するに当たってどうしても知っておいてほしいこと、主流メディアがきちんと報

道していないために私たち市民の一般常識となっていない事実を幾つか列挙して、イラク情勢を理解する手

がかりを提供したいと思います。さもなければ、日本の支援が真のイラク復興につながらないだけでなく、

新たなテロ攻撃の対象・目標として日本を呼び込むことになり、その結果、日本を米国並みの監視体制国家

にする恐れが十分にあると思われるからです。 

 

１） 米軍のパナマ侵攻： 

1889年12月、ブッシュ政権はノリエガ将軍を麻薬密輸の容疑で逮捕するという名目でパナマに侵攻した。しか

し本当の目的は「パナマ運河は永遠にアメリカの領土であり、パナマ国防軍を抹殺し運河を自分で管理する」こと

であり、そのため米軍2万6,000人がパナマを侵略したのだった。３日間の戦闘でパナマ側は民間人を含めて400

人～ 2000 人の死者が出たという。これに対し、ハイテク兵器を駆使した米軍はわずか 23 人の死者だった。この

生々しい実態についてはアカデミー賞受賞ドキュメンタリー『The Panama Deception 』(1992) に詳しい。1993

年6月12日NHKがこれを放送した。英語版LDでも市販されているので英語が得意な人は入手可能。ノリエガ将軍

は投降した後、米本国で裁判され、1992年「麻薬密売」の罪により40年の拘禁判決を受け、現在も米国で服役中。

国際法上はあり得ない措置である。中国が「気に入らないから」という理由で小泉首相を拉致して北京で裁判する

事態を考えてみればよい。 

２）クウェート侵攻の舞台裏： 

フセインがクウェート侵攻をアメリカに打診したとき、時の政権はそれを黙認するジェスチャーを示し、それが

侵攻の引き金になったと言われている。チョムスキーも述べているように、フセインはアメリカがパナマでやった

と同じことをクウェートで行なおうとして、逆にアメリカの仕掛けた罠にはまったとも言えるわけだ。つまりイラ

ン・イラク戦争で援助して強大になりすぎたフセイン政権を弱体化させ、同時に当時まではイギリスが利権を得て

きたクウェートの石油をアメリカのものするシナリオを描き、その通りに実行されたのが湾岸戦争だった、という



わけである。この間の事情を詳しく調べ上げたのがベトナム戦争当時の司法長官ラムゼー・クラークであり、その

調査結果は1992 年の国際犯罪法廷（International War Crimes Tribunal）で報告され、『いま戦争はこうして作

られる：ラムゼー・クラークの湾岸戦争』（中平信也・訳、地湧社、1994）として出版されている。また、このと

き使用された劣化ウラン弾の被害については、国際行動センター(編)『劣化ウラン弾：湾岸戦争で何が行なわれた

のか』（日本評論社、1998）、森住卓『イラク・湾岸戦争の子どもたち―劣化ウラン弾は何をもたらしたか』（(高文

研、2002)に詳しい。 

３）存在しない大量破壊兵器： 

イラクにおける武器査察団の活動をフセインが妨害していることが、メディアによって大々的に報道された。し

かし1991年から98年までの8年間にわたる武器査察に当たって、査察に次々と難題を持ち込み、それを妨害して

遂には査察団を退去に追い込んでイラク爆撃の口実を作る工作をしたのは、実はアメリカと、それに追随するイギ

リスだった。この傍証として元国連大量破壊兵器査察官だったスコット・リッターの著書『イラク戦争：元国連大

量破壊兵器査察官スコット・リッターの証言、ブッシュが隠したい事実』（合同出版、2002）がある。また益岡賢

の HP(アドレスについては後述)でも、ライの著書 WAR PLAN IRAQ の紹介を兼ねて詳しく紹介されている。しかも

ここでは、アメリカがフセイン打倒をイラク国民に呼びかけたとき、実際にシーア派やクルド人などの反対派が決

起したこと、イラク18州のうち14州で実権を握り、フセインが破滅に向かい始めたときにアメリカはイラク政府

が戦闘用ヘリと輸送用ヘリを使用するのを黙認し、反対派が殺戮・壊滅させられるのを見殺しにしたことも記述さ

れている。この詳細はNHK ドキュメンタリー『アメリカとイラク：蜜月と敵対の20 年』（2003 年３年月２日）で

も放映された。 

４）米軍のメディア規制と大量破壊兵器（生物化学兵器）の使用： 

ベトナム戦争の最中、1968 年初頭、北ベトナム軍と南の解放戦線軍は、多くの都市を標的とした同時攻撃、い

わゆる「テト(旧正月)攻勢」にうって出た。この攻勢はアメリカ国民に衝撃を与え、ベトナム戦争の行き詰まりを

自覚させることになった。こうしてアメリカ人の多くはこの戦争には勝てないと考えるようになった。その結果、

米国政府は、ベトナム戦争が敗北したのはメディアの報道を自由にしたからだと考え、その後は報道を厳しく規制

した。その成果が顕著に表れたのが上記のパナマ侵攻である。侵攻当時、一切の取材が許されなかったので、どの

ような悲惨な光景が展開したかを誰も知る術を持たなかった。他方、ベトナム戦争が終結したのは1975年であり、

それまでに推定では200万以上のベトナム人が殺され、300万人が負傷し、また数知れぬ子供が孤児になった。ア

メリカ軍の広範囲にわたるナパーム弾の使用によって多数の人々が重傷を負ったり焼死した。それだけでなく、枯

葉剤（生物化学兵器）によって後にいたるまで人体に後遺症が残り、森林は枯れ、基本的には農業国だったベトナ

ムの環境を完全に荒廃させた。枯葉剤による奇形児の誕生は投下当時よりも今が最も多いという。このような大量

破壊兵器の使用にもかかわらず米国は未だに戦犯として裁かれていない。なお枯れ葉剤の被害については中村悟郎

『戦場の枯葉剤：ベトナム・アメリカ・韓国』（岩波書店、1995）が詳しい。 

５）戦争捕虜の人権と米国内の監視体制。 

キューバ・グアンタナモ湾の米軍基地内にある収容所には現在もたくさんのアフガニスタンその他で捕えられた

捕虜が収容されている。国際的人権擁護団体であるアムネスティ・インターナショナルは移送中及びグアンタナモ

での捕虜たちに対する虐待が伝えられていることを懸念し、「捕虜に対する劣悪な処遇はどんな場合でも正当化で

きない甚だしい国際法違反である」と語っている。というのは、アフガニスタンからグアンタナモへ移送中に拘束

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4874982816/qid=1077576695/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/250-5650086-3436217


具をはめられたり頭巾をかぶせられたり鎮静剤を投与されたりしたこと、あご髭を強制的に剃られたりしたこと、

またグアンタナモでは雨風に対する防護がない小さな檻に収容されていることが伝えられているからだ。国際法に

よれば、戦争捕虜は、戦争犯罪もしくは他の刑事犯罪で裁かれるのでなければ、「積極的敵対行為」が終了した時

点で、本国に送還されなければならない。しかしアメリカは国際法で認められている「拘禁の適法性に異議を唱え

る権利、独立した裁判を受ける権利、黙秘権、弁護士の法的な援助を受ける権利」などを否定し、一方的に軍事法

廷にかけると主張している。このような深刻な人権侵害は愛国者法の成立以後、アメリカ国内にも及んでいる。ア

ラブ系イスラム教徒としてテロの疑いを持たれただけで逮捕・拘禁され、弁護士にも会わせず家族にすら居場所が

分からないという事態が頻発している。白人による自警団が各地に設立され不審者と見れば手当たり次第に警察に

通報することで被害がさらに増えている状況についてはNHKドキュメンタリー『強制収容されるイスラム教徒』が

詳細に報じました。しかし、このような米国内監視体制についての報道は、誰も見ない時間帯で、しかもBSドキ

ュメンタリーで放映されることが多いため、実質的にはほとんど誰も見ないことになる。 

６）作家ゴア・ビダルとパレルモ爆撃の比喩。 

国際的に有名な小説家・劇作家ビダルは、『オブザーバー』（2002年10月27日）紙上で7000語の論文「内部

の敵」を公表し非常に物議を醸した。というのは、その論文の中でビダルは、「ブッシュ軍事政権」が、「アフガニ

スタン侵入」と「国内での民間人取締」という、初めから予定されていた政治日程を実行する口実として、911テ

ロ攻撃を利用した、と主張したからである。同日付のオブザーバー紙でサンダー・カトワラがその解説記事を書い

ている。それによると、彼は次のように主張している。「世界中の全ての国は、もし手段と意志があれば、911 を

我々にもたらした類の暴漢から、我が身を守ることができる方法を知っている。…奴らの頭に値段を付けて、奴ら

を捕まえれば良いのだ。近年ではイタリアがシチリア島のマフィアをそのように扱った。そして誰もシチリア島の

首都パレルモを爆撃しろ、と提案などしなかったのだ。」またビダルの最も最近の本『ラストエンペラー（最後の

帝国）』で、彼は次のように主張しているという。「アメリカ人は政府の不正行為の大きさを全く知らないのだ。…

1947 年以来、正当な理由がないのに他国に対して我々が行った軍事攻撃の数は 250 回以上である。」本書の第 11

章でバーサミアンがチョムスキーに「作家ゴア・ビダルはマフィアを殺すためにパレルモ爆撃の類推を使いました

が」と問いかけているのは、このような事情による。これを受けてチョムスキーはイスラエル諜報機関の元長官の

言葉を引用しつつ、「我々は決して蚊（パレスチナ人のテロ攻撃）を殺せない。我々がしなければならないのは湿

地を干上がらせるだ。その背後にあるものを学ぼうとすることであり、その原因に対処することだ。湿地は、軍事

占領下におかれた民衆の正当な願望に対処し損ねた結果、生まれたものだからだ。」と答えている。 

７）アフガニスタン女性革命協会（ＲＡＷＡ）と内部からの改革：  

1977年アフガニスタンのカブールで設立された。設立者は当時、若干20歳の女性。彼女は当時のソ連傀儡政権

への抗議とアフガニスタン女性の権利獲得をめざし、大学を中退してＲＡＷＡを設立、活動を開始した。その後、

彼女の反イスラム原理主義・反ソ連の主張が、原理主義者やソ連を刺激することになり、彼女はアフガン秘密警察

によって1987年に暗殺された。 

現在、RAWA の活動は、女性の基本的人権を剥奪しているイスラム原理主義に対する抗議活動とともに、国内お

よびパキスタン難民キャンプにおいて、女性と子どもの自立支援を行っている。タリバン統治下のアフガニスタン

では、あらゆる人権および社会活動が禁止されており、RAWA もその当時、パキスタンに活動拠点を移した。では

タリバン政権が崩壊した現在、人権と民主主義は回復したのだろうか。以下はZNet に載せられたミーナ論文によ



るアフガニスタンの現状である。（益岡氏の翻訳から要約。http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/） 

米国政府はタリバン掃討のために旧軍閥に資金と武器を渡し、タリバン以前の内乱状態にアフガニスタンを引き戻してし

まった。2004年1月4日にロヤ・ジルガ（民族大会議）で批准されたとされる憲法も、その会議は原理主義者ムジャヒデ

ーンと軍閥に支配され、国際人権団体と現地のアフガニスタン人ジャーナリストたちは、決定は自由で公平な参加に基づい

てではなく、使節／代表の身体的脅迫や買収、殺害脅迫、そして政府関係者と有力民兵団が大多数の使節／代表を除外した

密室での合意によって「合意された」ものであると報じた。 

さらに公式に認められた政党は一つもなく、選挙法も採択されていない。国連が有権者登録を行っているが、危険な状況

のため登録は大幅に遅れている。選挙権を持つと見られる１０００万人のうち、これまでに登録されたのは１０％にすぎず、

約７０％のアフガニスタン人が地方に住んでいるにもかかわらず登録された者のほとんどは都市部の者たちである。これま

でに女性有権者の２％が登録されただけであり、それも主として都市部である。軍閥の再出現は、もう一つの致命的な展開

につながった。アフガニスタンは再び世界トップレベルのアヘン生産国となったのである。タリバン政権時代の９倍のアヘ

ンを生産していると見積もられている。（ZNet, February 23, 2004） 

このような記述を読んでも、本書の10章でチョムスキーが「ＲＡＷＡは何年も後になって遅ればせの認識（some 

belated recognition）に達した」と述べている真意が見えてこない。推測するに、RAWAが「タリバン政権の転覆

が内部から行われるべきだ」という認識に至るまでは外部からの介入、とりわけ国連平和維持軍の介入を強く望ん

でいたことがあると思われる。またタリバン打倒後の政権についても、「王政復古」が選択肢のひとつのように見

えることも気になるところである。それは彼らのHPに「RAWAは基本的に君主主義を支持しません。しかしアフガ

ン人の大多数は心から元国王を支持しています。RAWA がザヒル・シャー元国王を他の自称イスラム擁護者やタリ

バン指導者より支持するのはこのためです。」と書かれていることからも明らかである。 

とすると、「some belated recognition」を本書では「遅ればせの認識」と訳したのだが、チョムスキーの真意

は「時代遅れの認識」だったのかも知れない。しかし、チョムスキーはRAWA を「アフガニスタンの指導的女性グ

ループ」と評価しているのだから、そのように訳すのも不自然なので、「「遅ればせの認識」とした次第である。い

ろいろ文献やインターネットを調べたのだが、現在の私にはこれ以上のことは分からなかった。専門家のご教授を

いただければ幸いである。なおRAWAの基本方針については下記のサイトを参考にさせてもらった。 

（http://www.jca.apc.org/afghan-women/RAWA/Standing_Point_RAWA.html） 

 

 以上で解説を終えるつもりだったのですが、3月11日にスペイン・マドリードで列車爆破事件が起きたの

で、もうひとつチョムスキーに関してぜひ書いておきたいことがあるのを思い出しました。というのは「９・

11事件」直後にチョムスキーが短いコメントを発表しているからです。彼はその中で米国のこれまでに犯し

た犯罪（爆撃・虐殺など）についても言及しつつ、今後の見通しについて次のように述べています。 

しかし、今回の事件がとてもひどい犯罪であることは間違いありません。主な犠牲者は、いつものように、

ビル管理人、秘書、消防士のような労働者たちでした。今後のことを言えば、それは、パレスチナの人々やそ

の他の貧しく虐げられた人たちにとどめの一撃になる可能性があります。さらにまた、それは厳しい治安強化

へとつながり、その結果、市民的自由の数々や精神の自由の保証を掘り崩すようなさまざまの結果を生み出す

可能性も出て来ます。 

 この彼の予言はいま現実のものになりつつあります。それは国土安全保障省の設立や愛国者法の成立を見

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/
http://www.jca.apc.org/afghan-women/RAWA/Standing_Point_RAWA.html


れば一目瞭然です。米国はいま監視国家に変貌しつつあるように思われるからです。パレスチナの「壁の建

設」も同じ事態を示しています。だとすれば、今度のスペインの事件は私たちの自由をいっそう制約する事

件として利用されることはほぼ間違いないでしょう。 

ムーア『アホでマヌケなアメリカ白人』（柏書房、2002）、パラスト『金で買えるアメリカ民主主義』（角川

書店、2003）で詳細に説明されているように、大統領選挙では明らかにゴアが実質的には勝利していました。

したがって裏工作で大統領になってはみたものの、国民のブッシュへの支持はかなり冷ややかなものでした。

ところが「９・11事件」のあとブッシュ支持は急上昇したのです。だからこそ、ゴア・ビダルのような「陰

謀説」（Conspiracy Theory）が出てくることにもなるわけです。 

では、このような「陰謀説」にたいしてチョムスキーはどのような態度を取っていたでしょうか。チョム

スキーは別のインタビューで「私は911事件に関しては陰謀説をとらない。そんなことをすれば、権力はあ

らゆる事件を起こすことが可能であることになり、民衆は何もできないことになる。」とはっきりと明言して

います。しかし、今までにやりたいと思っていたことを実現するための口実として、権力はこの事件を最大

限に利用するだろうとも述べています。 

このようにチョムスキーは「911 事件」に関しては陰謀説をとっていません。しかし、ヒトラーの国会放

火事件、日本軍の満州・柳条溝事件、ベトナム戦争時の米軍によるトンキン湾事件など、権力による陰謀事

件は少なくありません。その意味ではチョムスキーの言うように「テロは弱者の武器ではなく、一貫して強

者の武器だった」のです。しかも、何時の場合もテロの犠牲者は弱者・民衆なのです。これは弱者がテロを

使って強者に抵抗した場合も同じです。 

というのはベトナム戦争の場合、解放戦線の側は決して一般民衆を攻撃の対象にしませんでした。民衆の

側も石油をかぶって火をはなち自殺する僧侶などの抵抗運動はありましたが、一般民衆を巻き添えにする自

爆攻撃という方法はとりませんでした。むしろ一般民衆を「戦略村」に閉じこめたり、ソンミ事件のように

村ごと焼き払ったりしたのは米軍の方でした。このような抵抗の仕方がメディアを通じて米国民に流れ、そ

のことが米国内の反戦運動を高める力になったと言われています。 

だからこそ、ベトナム戦争以後、米国は徹底的なメディア戦略を展開し、米軍が許可しない映像は決して

流れないことになりました。これはイラク戦争の場合も同じでした。パレスチナでも同じです。イスラエル

軍が町を丸ごと破壊してもその凄惨な映像はほとんど報道されることはありませんが、抵抗する側が自爆テ

ロで反撃すれば必ず犠牲者の血だらけの姿が茶の間に届き、それが次の国家テロの口実にされます。これが

現在の「非対称戦争」の現実です。 

ですから弱者が抵抗の武器としてテロを使い、犠牲者が無実の人である場合、そのテロが次の弾圧の口実

として使われ、この悪循環が螺旋状に上昇して闘いの展望が永遠に見えてこないということになるわけです。

ですから、今度のスペイン・マドリードにおける爆破事件も、国家による監視体制強化の新たな口実として

使われることはほぼ間違いないでしょうし、もしこの事件が「米軍によるイラク占領に、スペイン政府が荷

担していることへの報復」であるとすれば、私たち日本もイラクに派兵している現在、この事件を決して「対

岸の火事」として済ますわけにはいかないはずです。 

というのは、アラブ・イスラム社会を代表する女性知識人のエジプト人作家、ナワル・エル・サーダウィ

さんが、このほど（2004年3月8日）毎日新聞と会見して、「イラクにおける米軍は明らかに占領軍であり、



日本の自衛隊は米国の占領政策に荷担するものである」とはっきり語っているからです。もし彼女の意見が

アラブ世界の一般的認識だとすれば、そしてスペインの事件が「米軍によるイラク占領に、スペイン政府が

荷担している」ことへの報復であるとすれば、日本も確実にテロの標的なる可能性があります。それは同時

に有事立法を更に強化した監視体制国家を作り出す口実として使われるでしょう。 

それはともかく、どちら側のものであろうが、テロと決別しないかぎり上記の悪循環は断ち切れないとす

るのがチョムスキーの立場でした。といっても弱者によるテロだけを取り締まってもテロは根絶されません。

それはチョムスキーも本書で繰り返し述べているとおりです。「蚊の発生源である湿地・水たまりをなくさな

い限り蚊は退治できない」「テロの温床である民衆の涙・嘆き・怒りの根源を解決しないかぎりテロは根絶で

きない」とするのがチョムスキーの立場です。しかし、それに向けて私たちは何をしたらよいのでしょうか。

この質問にたいしてチョムスキーは次のように答えています。 

（１） 問題の根源になっている事実を「知る」こと、 

（２） 知った事実を家族・友達など身近なひとに「伝える」こと 

（３） 行動をささやかな「かたち」にすること（署名する、カンパする、集会に参加するなど） 

これは、チョムスキーが東ティモール問題のインタビュー（1999年9月14日、ZNet）で「この問題に道

義上の関心をもつ人は何をすればよいか。」と質問されたときの答えです。チョムスキーによれば、このよう

なささやかな行動が社会を変える原動力だというのです。米国が一種の「帝国」として世界を動かしている

とすれば、その米国を変えることが米国民の責任であり、それは何も大げさなことをしなくても、上記の三

つのささやかな行動が米国を変え世界を変えることにつながっていく。これがチョムスキーの答えでした。

私のこの翻訳・出版をしたいと思ったのも、「知ること」「伝えること」「かたちにすること」に貢献できれば

思ったからに他なりません。 

 

 

以上で長い解説を終えます。チョムスキーを理解するにあたって説明しておきたいことは山積しています

が、それだけで『チョムスキー読本』という1冊の本になってしまいます。そこで、ここでは上記で紹介で

きなかった文献と映像を若干だけ列挙して打ち止めにしたいと思います。 

アフマド、イクバール『帝国との対決』（太田出版、2003） 

アンドレアス、ジョエル『戦争中毒：アメリカが軍国主義を抜け出せない本当の理由』（合同出版、2002） 

パラスト、グレッグ『金で買えるアメリカ民主主義』（角川書店、2003） 

ムーア、マイケル『おい、ブッシュ、世界を返せ！』（アーティストハウス、2003） 

モレリ、アンヌ『戦争プロパガンダ10の法則』（草思社、2003） 

ラミス、ダグラス 2003 『なぜアメリカはこんなに戦争をするのか』（晶文社、2003） 

寺島実郎ほか『イラク戦争：検証と展望』（岩波書店、2003） 

藤原帰一『「正しい戦争」は本当にあるのか』（rockin’on、2003） 

ドキュメンタリー映画『チョムスキー911、Power and Terror』（DVD，2002） 

ドキュメンタリー映画『ボウリング・フォア・コロンバイン』（DVD，2002） 

 既に解説の中で文献を多く紹介していますので、これすら必要ないかも知れませんが、時間があれば興味



の湧くものから読んでみていただきたいと思います。しかし時間がない人は冒頭で紹介したチョムスキーか

ら先ず読むことをお薦めします。それほどチョムスキーの衝撃力は私にとっては大きいものでした。 

といっても翻訳されたものだけでも最近は数が多くなってきているので「どれから読むか」と悩まれるか

も知れません。そんなひとには先ず『メデイアコントロール』（集英社新書）、『アメリカが本当に望んでいる

こと』(現代企画室)を薦めたいと思います。米国外交政策の本質が、このコンパクトな1冊に込められてい

ると考えるからです。 

しかし余り時間がないという人は『抗う勇気：ノーム・チョムスキー＋浅野健一対談』(現代人文社)から

読み始めるのも一つの方法かも知れません。チョムスキーが日本のことをこれだけ語っているものは余りな

いからです。また東ティモールの惨状と日本の関わりも良く分かるからです。あるいは上記で紹介した DVD

映画『チョムスキー911』を見るのも入門として良いかも知れません。 

また余り時間がないというひとには『チョムスキー入門』(明石書店)もお薦めです。しかし前半は言語学

に関してなので、その方面に関心のない方は後半の第2部だけを読んでください。後半だけでも十分に本書

の背景知識を得ることが出来ます。原書は暗いイメージの本でしたが、翻訳されたものは一転して明るい感

じに仕上がっていて翻訳も実に読みやすくなっています。 

さらに、時間がある人で、特に「人道的介入・正義の戦争はあるか」という点に関心のある人は、『アメリ

カの「人道的」軍事介入』（現代企画室）をお薦めしたいと思います。チョムスキーは、具体的で詳細な事実

に基づき、「そのような介入は歴史的には皆無に近い」と言いながら、例外の一つとしてベトナムのカンボジ

ア侵攻をあげて読者を驚かせてくれるでしょう。 

こんなふうに紹介していると切りがないのですが、最後に『グローバリズムは世界を破壊する：プロパガ

ンダと民意』『テロの帝国アメリカ：海賊と帝王』（ともに明石書店）の2冊だけを解説させてください。前

者は米国コトラド州でオールタナティブ・ラジオを運営しているバーサミアンによるインタビューですから

読みやすいですし、後者は中東を中心とした国際テロリズムを論じています。チョムスキーをもっと深く知

りたい人のために尽きせぬ興味をかき立ててくれます。 

 特に後者の序文冒頭の逸話がチョムスキーの著書と最近の事態の本質を見事に描写していて、胸のすくよ

うな思いがします。そこで、その逸話を紹介して文献紹介の最後にさせていただきたいと思います 

アレキサンダー大王が海賊を捕らえて尋ねた、「なぜ海の安寧を乱すのか」。海賊は答えた、「あなたこそな

ぜ世界の安寧を乱すのか。私は小さな船一般でやるだけだから盗賊と呼ばれるが、あなたは大規模な海軍

を使ってやり、帝王と呼ばれる」。海賊の反撃は「秀逸で、あざやかだった」と聖アウグスティヌスは記す。 

 

本書の翻訳にあたっては上記の文献だけでなく様々なインターネット・ホームページからも多くを教えら

れました。特に益岡賢氏や加藤哲郎氏のHPは、一般の新聞やテレビでは知ることの出来ない鋭く多様な情報

を紹介していて、現在の情勢を知るのに好適です。最近、吉田悟郎「ブナ林便り」も愛読しています。 

 また下記HPで紹介したトッテン氏も、米国支援の先頭に立った英国ですらイラク復興支援に100億円しか

拠出していないのに、日本が5500億円を拠出し、他方で生活保護費・児童福祉手当などで2455億円の国庫

負担の削減をすることに対して国民から何の反応もないことを、米国人として理解に苦しむと述べています。

深く考えさせられる発言です。 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4877981519/qid=1077432129/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/250-5650086-3436217


益岡賢 http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/ 

加藤哲郎「イマジン」 http://www.ff.iij4u.or.jp/~katote/imagine.html 

吉田悟郎「ブナ林便り」 http://members.jcom.home.ne.jp/lerrmondream/index.html 

ビル・トッテン http://www.ashisuto.co.jp/sitemap.php 

日刊ベリタ http://www.nikkanberita.com/ 

 いずれにしても、この翻訳が「多文化共生コミュニケーション」を促進し、平和の実現に少しでも貢献で

きることを願うのみです。 

 

 

最後に、この翻訳は、元々は、岩間龍男（岐阜県各務原高校）・寺島美紀子（朝日大学経営学部）の両氏が

下訳をしたものに寺島隆吉が手を加え、寺島研究室HP｢別館｣＝「平和翻訳博物館」で公開・掲載してあった

ものです。（http://terasima.gooside.com/translation.html） 

このたび出版するに当たって、もう一度きちんと読み直し、気がつく限りの加筆訂正をおこなったつもり

ですが、思わぬ誤訳があるかもしれません。が、その責任はすべて訳者にあります。この紙面を借りて両者

の労苦に改めて深くお礼を申し上げます。 

とりわけ岩間龍男氏には格別の感謝をささげたいと思います。というのは、「せっかく翻訳したのにホーム

ページに載せておくだけでは余りにも惜しい」ということで、岩間氏がZNet Magazineの責任者と連絡を取

り、版権取得の見通しを得ながら、出版社と交渉するなど、岩間氏なしでは本書の実現はあり得なかったと

考えるからです。 

また明石書店の黒田貴史氏には、企画から出版に至るまで、編集実務で本当にお世話になりました。最後

になりましたが、紙面を借りてお礼を申し上げ、結びとします。 

 

2004年2月24日 

イラクにも「春」が近いことを願いつつ 

寺島 隆吉 

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/
http://www.nikkanberita.com/
http://terasima.gooside.com/translation.html

