ポツダム宣言 + バーンズ回答
＊wikipedia に掲載されたものより
【原文】
Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender
Issued, at Potsdam, July 26, 1945
1. We, the President of the United States, the President of the National Government of
the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the
hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be
given an opportunity to end this war.
2. The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and
of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised
to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by
the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she
ceases to resist.
3. The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused
free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of
Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which,
when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and
the method of life of the whole German people. The full application of our military power,
backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese
armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.
4. The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by
those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the
Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of
reason.
5. Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We
shall brook no delay.
6. There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have
deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist
that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible
militarism is driven from the world.
7. Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's
war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the
Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here
setting forth.

8. The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall
be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands
as we determine.
9. The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to
return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
10. We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a
nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who
have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all
obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese
people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the
fundamental human rights shall be established.
11. Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy
and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable
her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw
materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations
shall be permitted.
12. The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these
objectives have been accomplished and there has been established in accordance with
the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible
government.
13. We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender
of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their
good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.
（出典：国立国会図書館＞Birth of the Construction of Japan＞The Constitution and
Other Documents[3]）

【邦訳】
ポツダム宣言
千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
（千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ）
一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数
億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見
一致セリ
二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル

数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ
抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラ
レ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果
ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル
力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業
及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ
吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル
壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依
リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意
スヘキ時期ハ到来セリ
五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムル
ヲ得ス
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩
序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙
ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証ア
ルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目
的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並
ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生
活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図
ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重
ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラ
ルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業
ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如
キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手（其ノ支配トハ之ヲ区別ス）ヲ許可サルヘシ
日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有
シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘ

シ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政
府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ
選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
（出典：外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻 1966 年刊[4]）
【現代語訳】
日本の降伏のための定義および規約
1945 年 7 月 26 日、ポツダムにおける宣言
1.我々（合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣）は、我々の数億の国民を代
表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2.3 ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力は、
日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持
され且つ鼓舞される。
3.世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場
合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全
に壊滅することを意味する。
4.日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受
けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5.我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから
外れることも又ない。執行の遅れは認めない。
6.日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する。無責任な軍
国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。
7.第 6 条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示
する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとす
る。
8.カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四
国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。
9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられ
る。
10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものでは
ないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府
は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除
するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきであ
る。

11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関
わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
12.日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。こ
の項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。
13.我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府
が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみで
ある。

【バーンズ回答】
James F. Byrnes, Answer
Answer of the United States Government to the Japanese Government on Behalf of the
Governments of the United States, the United Kingdom, the Union of Soviet Socialist
Republics and China
With regard to The Japanese Government's message accepting the terms of The Potsdam
Proclamation but containing the statement - with the understanding that the said
declaration does not comprise any demand which prejudices the prerogatives of His
Majesty as a sovereign ruler - Our position is as follows:
From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese
Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied
Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.
The Emperor will be required to authorize and ensure the signature by the Government
of Japan and the Japanese Imperial General Headquarters of the surrender terms
necessary to carry out the provisions of the Potsdam Declaration and shall issue his
commands to all the Japanese military naval and air authorities and to all the forces
under their control wherever located to cease active operations and to surrender their
arms and to issue such other orders as the Supreme Commander may require to give
effect to the surrender terms. Immediately upon the surrender the Japanese
Government shall transport prisoners of war and civilian internees to places of safety as
directed where they can quickly be placed aboard allied transports.
The ultimate form of Government of Japan shall in accordance with the Potsdam
Declaration be established by the freely expressed will of the Japanese people. The
armed forces of the Allied Powers will remain in Japan until the purposes set forth in
the Potsdam Declaration are achieved.

マッカーサー・ノート
(Douglas MacArthur)
Three basic points stated by Supreme Commander to be “musts” in constitutional
revision
SECRET
I
Emperor is at the head of the state.
His succession is dynastic.
His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and
responsive to the basic will of the people as provided therein.
II
War as a sovereign right of the nation is abolished.

Japan renounces it as an

instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security.

It

relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its
protection.
No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of
belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.
III
The feudal system of Japan will cease.
No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of
those now existent.
No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic
power of government.
Pattern budget after British system.

最高司令官により憲法改正における「必須事項」であると述べられた 3 要点
秘
I
天皇は国の首席にある。
彼の位は世襲である。
彼の職務と権限は憲法に一致して行使され、そこに定められた人民の根本的な意志に
対応する。
II
国家の主権的権利としての戦争は廃止される。日本は戦争を、紛争解決のための手段として
も、そして自分自身の安全を保持するための手段としてすらも、放棄する。日本は、自分の
防衛と保護とを、今や世界を動かしつつある、より高い諸理想に委ねる。
いかなる日本の陸軍も海軍も空軍も、今後決して認められることはなく、いかなる交戦者た
る権利も、日本の軍隊に今後決して付与されることはないであろう。
III
日本の封建制度は終わるであろう。
皇族以外の貴族階級のいかなる権利も、現在生存している者たちの後まで引き続き及ぶこ
とはないであろう。
いかなる生まれによる特権も、今より以後、何らの国家的あるいは市民的な統制の権力を具
現することはないであろう。
予算は英国の制度に倣え

GHQ 草案

第8条

Chapter II Renunciation of war
Article VIII
War as a sovereign right of nation is abolished.

The threat or use of force is forever

renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of
belligerency will ever be conferred upon the state.
（外務省仮訳）
第二章

戦争ノ廃棄

第八条
国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇
又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス
陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利
ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ
＊一部旧漢字
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日本政府「帝国憲法改正案」第９条
第二章

戦争の抛棄

第九條

國の主權の發動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、他國との間の紛争の

解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。國の交戦権は、これを認めない。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日本国憲法第９条（現）
第２章

戦争の放棄

第９条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦

争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。
２

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、

これを認めない。

＊パリ不戦条約第１、第２条
General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy
国家的政策の道具としての戦争を放棄するための普遍的条約
ARTICLE I.
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples
that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and
renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another.
締約諸国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを非とし、相互間の関係内での国家
的政策の道具としての戦争を放棄するものであることを、各々の人民の名において厳粛に
宣言する。
ARTICLE II.
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or
conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among
them, shall never be sought except by pacific means.
締約諸国は、相互間に起こってくるかもしれない争議や対立のすべては、如何なる性質や
由来であるにせよ、その決着ないし解決は、平和的手段による以外には求められない、とい
うことに合意する。
●批准に際しての日本政府の付属宣言：
The Imperial Government declare that the phraseology, ‘in the names of their respective
peoples,’ appearing in Article 1 of the Treaty for the Renunciation of War, signed at Paris
on August 27, 1928, viewed in the light of the provisions of the Imperial Constitution, is
understood to be inapplicable in so far as Japan is concerned.
帝国政府は、1928 年 8 月 27 日パリで署名された戦争放棄のための条約の第１条に見られ
る「各々の人民の名において」という表現が、帝国憲法の規定に照らして見るとき、日本に
関しては適用不可能と解されるのであることを宣言する。

GHQ 草案

前文

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the national
diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful
cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and
resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action
of government, do proclaim the sovereignty of the people’s will and do ordain and
establish this constitution, founded upon the universal principle that government is a
sacred trust the authority for which is derived from the people, the powers of which are
exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by
the people; and we reject and revoke all constitutions, ordinances, laws and rescripts in
conflict herewith.
Desiring peace for all time and fully conscious of the high ideals controlling human
relationship now stirring mankind, we have determined to rely for our security and
survival upon the justice and good faith of the peace-loving peoples of the world. We
desire to occupy an honored place in an international society designed and dedicated to
the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and
intolerance, for all the time from the earth. We recognize and acknowledge that all
peoples have the right to live in peace, free from fear and want.
We hold that no people is responsible to itself alone, but that laws of political morality
are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all peoples who would
sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other peoples.
To these high principles and purposes we, the Japanese people, pledge our national honor,
determined will and full resources.

（外務省仮訳）
我等日本国人民ハ、国民議会ニ於ケル正当ニ選挙セラレタル我等ノ代表者ヲ通シテ行動シ、
我等自身及我等ノ子孫ノ為ニ諸国民トノ平和的協力及此ノ国全土ニ及ブ自由ノ祝福ノ成果
ヲ確保スヘク決心シ、且政府ノ行為ニ依リ再ヒ戦争ノ恐威ニ訪レラレサルヘク決意シ玆ニ
人民ノ意思ノ主権ヲ宣言シ、国政ハ其ノ権能ハ人民ヨリ承ケ其ノ権力ハ人民ノ代表者ニ依
リ行使セラレ而シテ其ノ利益ハ人民ニ依リ享有セラルル神聖ナル信託ナリトノ普遍的原則
ノ上ニ立ツ所ノ此ノ憲法ヲ制定確立ス、而シテ我等ハ此ノ憲法ト抵触スル一切ノ憲法、命令、

法律及詔勅ヲ排斥及廃止ス
我等ハ永世ニ亘リ平和ヲ希求シ且今ヤ人類を揺リ動カシツツアル人間関係支配ノ高貴ナル
理念ヲ満全ニ自覚シテ、我等ノ安全及生存ヲ維持する為世界ノ平和愛好諸国民ノ正義ト信
義トニ信倚センコトニ意ヲ固メタリ、我等ハ平和ノ維持並ニ横暴、奴隷、圧制及無慈悲ヲ永
遠ニ地上ヨリ追放スルコトヲ主義方針トスル国際社会内ニ名誉ノ地位ヲ占メンコトヲ欲求
ス、我等ハ万国民等シク恐怖ト欠乏ニ虐ケラルル憂ナク平和ノ裏ニ生存スル権利ヲ有スル
コトヲ承認シ且之ヲ表白ス
我等ハ如何ナル国民モ単ニ自己ニ対シテノミ責任ヲ有スルニアラスシテ政治道徳ノ法則ハ
普遍的ナリト信ス、而シテ斯ノ如キ法則ヲ遵奉スルコトハ自己ノ主権ヲ維持シ他国民トノ
主権ニ基ク関係ヲ正義付ケントスル諸国民ノ義務ナリト信ス
我等日本国人民ハ此等ノ尊貴ナル主義及目的ヲ我等ノ国民的名誉、決意及総力ニ懸ケテ誓
フモノナリ
（1946 年２月 26 日臨時閣議での配布物）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日本政府「帝国憲法改正案」前文
日本国憲法
日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自身と子孫のために、
諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたって自由の福祉を確保し、政府の
行為によって再び戦争の惨禍が発生しないやうにすることを決意し、ここに国民の総意が
至高なものであることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の崇高な信託
によるものであり、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行ひ、その
利益は国民がこれを受けるものであって、これは人類普遍の原理であり、この憲法は、この
原理に基くものである。我らは、この憲法に反する一切の法令と詔勅を廃止する。
日本国民は、常に平和を念願し、人間相互の関係を支配する高遠なる理想を深く自覚する
ものであって、我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸国民の公正と信義に委ね
ようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従と圧迫と偏狭を地上から永遠に払拭し
ようと努めてゐる国際社会に伍して、名誉ある地位を占めたいものと思ふ。我らは、すべて
の国の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から解放され、平和のうちに生存する権利を有すること
を確認する。
我らは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならぬのであって、
政治道徳の法則は、普遍的なものであると信ずる。この法則に従ふことは、自国の主権を維
持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉に懸け、全力をあげてこの高遠な主義と目的を達成することを誓
ふ。
（一部旧漢字体）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日本国憲法前文（現）
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確
保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここ
に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な
信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使
し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる
原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する
のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ
うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し
ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の
国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す
る。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ
つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持
し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓
ふ。

国連憲章「敵国条項」
▲ 国連憲章 Charter of the United Nations 中、いわゆる「敵国条項」とは、第 53 条、第
107 条のことである。
Article 53
1 The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or
agencies for enforcement action under its authority.

But no enforcement action shall be

taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of
the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined
in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional
arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state,
until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be
charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
2 The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which
during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.
Article 107
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any
state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the
present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having
responsibility for such action.
第 53 条
１

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の

地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可
がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、
本条 2 に定める敵国のいずれかに対する措置で、第 107 条に従って規定されるもの又はこ
の敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府
の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外
とする。
2 本条１で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵
国であった国に適用される。
第 107 条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関す

る行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したも
のを無効にし、又は排除するものではない
＊下記の第 77 条も「敵国」に言及しているので、それに含められることもある。たしかに、
日本の処遇には、第 77 条及びそれに続く第 78 条の規定が関わっているところが大きいと
言えそうだ。
Article 77
1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as
may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:
a. territories now held under mandate;
b. territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World
War, and
c. territories voluntarily placed under the system by states responsible for their
administration.
2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing
categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.
第 77 条
1. 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるもの
に適用する。
a. 現に委任統治の下にある地域
b. 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
c. 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
2. 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかにつ
いては、今後の協定で定める。
Article 78
The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the
United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principles of
sovereign equality.
第 78 条
国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、
加盟国となった地域には適用しない。

日米安保条約（旧）
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
Security Treaty between the United States and Japan
1951 年 9 月 8 日、日本と諸国との間のいわゆるサン・フランシスコ講和条約と同じ日に署
名され、1952 年 4 月 28 日に発効した。1960 年に改定日米安全保障条約の発効により失効。
Introduction
Japan has this day signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into
force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right
of self-defense because it has been disarmed.
There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet
been driven from the world.

Therefore, Japan desires a Security Treaty with the United

States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between
the United States of America and Japan.
The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter
into collective security arrangements, and further, the Charter of the United Nations
recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective selfdefense.
In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense,
that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about
Japan so as to deter armed attack upon Japan.
The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing
to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however,
that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against
direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an
offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with
the purposes and principles of the United Nations Charter.
Accordingly, the two countries have agreed as follows:
Article I
Japan grants, and the United States of America accepts, the right, upon the coming into
force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air and sea
forces in and about Japan.

Such forces may be utilized to contribute to the maintenance

of international peace and security in the Far East and to the security of Japan against

armed attack from without, including assistance given at the express request of the
Japanese Government to put down largescale internal riots and disturbances in Japan,
caused through instigation or intervention by an outside power or powers.
Article II
During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the
prior consent of the United States of America, any bases or any rights, powers or
authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or
transit of ground, air or naval forces to any third power.
Article III
The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of
America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between
the two Governments.
Article IV
This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States
of America and Japan there shall have come into force such United Nations
arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will
satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of
international peace and security in the Japan Area.
Article V
This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come
into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at
Washington.
Signatories
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
DONE in duplicate at the city of San Francisco, in the English and Japanese languages,
this eighth day of September, 1951.

日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、
平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には
危険がある。よって、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと
同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを
承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有す
ることを承認している。
これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対す
る武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持する
ことを希望する。
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近
に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際
連合憲章の目的及び原則に従って平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備を
もつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責
任を負うことを期待する。
よって、両国は、次のとおり協定した。
第一条
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本
国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾す
る。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の
外部の国による教唆又は干渉によって引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒
擾を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの
武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
第二条
第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、
基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権
利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。
第三条
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府
間の行政協定で決定する。
第四条

この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のた
め充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が
効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものと
する。
第五条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によって批准されなければならない。この条約は、
批准書が両国によってワシントンで交換された時に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を
作成した。
（署名）

